
熊野牛子牛市場セリ名簿
開催日 H28.11.15

上場 名　号 本原 産次 父 母点数 母の父 生年月日 購買者 出荷者

番号 個体識別番号 資格 性 母 母登録 母の祖父 日令 番　号 （住所・氏名）

永嗣 期期 4 安茂勝 79.5 美津照 H28.2.6 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

13380-5487-1 去勢 ゆう 黒 糸光　　　　◆ 283 上芝　恵介

幸村 期待 4 安福久 85.1 百合茂 H28.2.11 ET産子 紀の川市

14946-5209-6 去勢 ゆみ 黒原 平茂勝 278 中山　庄司

北若 期待 8 若茂勝 81.1 北仁 H28.3.24 白浜町

15086-0893-4 去勢 かつきた 黒 平茂勝 236 尾﨑　春己

光秋花 2 夏秋花 81.3 光平照 H28.3.9 日高川町

13668-0139-3 去勢 みつただ 黒 忠富士 251 (農)中川農園

花丸 5 花美千 79.7 美津福 H28.3.25 田辺市

13532-2974-2 去勢 まるこ 黒 照長土井 235 打越　章介

広美津 期期 11 美津百合 80.1 広順 H28.3.24 白浜町
15086-0892-7 去勢 ひろこ 黒 金鶴 236 尾﨑　春己

福太郎 3 直太郎 81.9 平茂勝 H28.3.6 5種混2回済 和歌山市

13937-5905-6 去勢 ひらふく 黒 安福165の9 254 野嶋　良平

無我 期待 5 安茂勝 78.8 福栄 H28.2.27 串本町

13720-2982-8 去勢 むく 黒 北国７の８ 262 森嶋　貫五

富花国 12 花国安福 81.0 安平 H28.2.19 ﾍﾓ注1回予定 白浜町

13666-6253-6 去勢 とみこ 黒原 隆美 270 長谷川　寛

ひかり 7 美国桜 79.1 安福165の9 H28.2.14 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

13380-5488-8 牝 にしやすふく１ 黒 平茂勝 275 上芝　恵介

ななしげ 期待 7 茂花国 79.3 平茂勝 H28.2.9 新宮市

15101-6208-0 牝 ななに 黒 安福(岐阜) 280 山口　昌一

つるはなこ 期待 8 福華１ 78.4 茂勝鶴 H28.3.8 日高川町

13668-0138-6 牝 たかつる 黒 糸藤(鹿児島) 252 (農)中川農園

美津照福 期期 8 美津照重 80.9 福栄 H28.2.2 岩出市

13466-6516-8 去勢 みほしげふく 黒 平茂勝 287 神下　勝幸

やすひさ 期待 13 安茂勝 80.0 安福栄 H28.3.19 湯浅町

13780-5913-3 牝 いわひさ 黒 鶴丸土井 241 山本　岩雄

福安 期待 10 安茂勝 79.6 松福美 H28.3.17 欠場（死亡） 湯浅町

14547-5912-4 去勢 まなみ 黒 福鶴(事業団) 243 山本　岩雄

華丸 期期 7 福華１ 79.5 若茂勝 H28.4.7 かつらぎ町

15228-6852-9 去勢 まりあ 黒 北仁 222 楠本　哲嗣
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うめ 期期 5 福華１ 79.2 北湖２ H28.2.7 御坊市

15029-0536-7 牝 いずみ 黒 平茂勝 282 阪口　義弘

すふれ 4 徳久福 80.3 福之国 H28.1.19 かつらぎ町

14983-0052-8 牝 かつはなこ 黒 平茂勝 301 飼原　悠希

しげやす 期期 3 福安照 79.1 北国茂 H28.2.15 白浜町

15086-0887-3 牝 ふくよし 黒 福栄 274 尾﨑　春己

優騎 期期 1 福華１ 78.4 安福久 H28.4.9 御坊市

15269-0545-9 去勢 おひさ 黒 安茂勝 220 阪口　義弘

とく 10 徳悠翔 78.5 美津福 H28.3.11 御坊市

15029-0541-1 牝 みはる 黒 安平 249 阪口　義弘

きくたろう 12 直太郎 80.0 茂重桜 H28.3.3 ﾍﾓ注1回予定 白浜町

13666-6254-3 牝 きくしげあき 黒 藤桜 257 長谷川　寛

ただきた 期待 8 勝忠鶴 80.1 北仁 H28.2.10 那智勝浦町

14886-6191-2 牝 きたふく 黒 福栄 279 加味根　靖子

さよみつ 期期 6 美津照重 79.9 忠富士 H28.1.17 田辺市本宮町

14883-7491-1 牝 さよふぐ 黒 安平 303 石谷　強

なお 2 直太郎 80.1 安福久 H28.3.10 御坊市

15029-0540-4 牝 ひさてる 黒 茂勝栄 250 阪口　義弘

りこ 期期 2 夏秋花 79.8 百合茂 H28.4.6 御坊市

15269-0544-2 牝 りんご 黒 安福165の9 223 阪口　義弘

しげひらふく 期待 11 安茂勝 80.6 福桜(宮崎) H28.1.10 白舌 田辺市本宮町

14883-7489-8 牝 あきひらふく 黒 平茂勝 310 石谷　強

藤花 期期 7 夏秋花 78.9 北湖２ H28.1.16 日高川町

13668-0137-9 去勢 ふじこ 黒 糸北富士 304 (農)中川農園

美国宝 6 美国桜 80.3 安福久 H28.3.30 紀の川市

10033-7025-1 去勢 こだから 黒原 平茂勝 230 長田　正穂

みつ 期期 7 美津百合 78.5 福栄 H28.3.17 白浜町

15086-0891-0 牝 なつみ 黒 平茂勝 243 尾﨑　春己

はなこ 期待 5 福華１ 80.5 福之国 H28.3.21 かつらぎ町

15228-6851-2 牝 よしこ 黒 安平 239 楠本　哲嗣

なおえ 14 直太郎 80.8 平茂勝 H28.1.16 かつらぎ町

15228-6850-5 牝 かつえ 黒 福谷 304 楠本　哲嗣

盛金照 7 金照 80.8 藤北景 H28.4.4 5種混2回済 和歌山市
13937-5909-4 去勢 もりきよふじ 黒 福桜(宮崎) 225 野嶋　良平
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ゆりみつてる 期期 6 美津照重 78.5 百合茂 H28.2.2 田辺市本宮町

14883-7492-8 牝 ゆりか 黒 金幸 287 石谷　強

いわくに２ 期期 12 美津百合 80.0 北国７の８ H28.1.15 湯浅町

14547-5909-4 牝 いわくに 黒 藤桜 305 山本　岩雄

勝久 6 茂久桜 79.4 福栄 H28.4.3 田辺市

13720-2977-4 去勢 かつさかえ 黒 平茂勝 226 打越　章介

安百合 期期 8 美津百合 78.7 貴安福 H28.2.15 串本町

13522-8651-7 去勢 たかいと 黒 糸北富士 274 鈴木　利朗

勝忠桜 6 美国桜 80.0 勝忠平 H28.4.12 田辺市本宮町

14883-7500-0 去勢 いとみ 黒 紋次郎 217 石谷　強

悠大 期待 6 安茂勝 79.3 美津福 H28.3.29 御坊市

15269-0542-8 去勢 ゆうか 黒 金幸 231 阪口　義弘

ゆりふく 期期 9 美津百合 78.9 福栄 H28.2.3 古座川町

13479-2825-5 牝 こざさかえ 黒 幸豊土井 286 谷　正夫

北百合 期期 11 美津百合 78.9 北仁 H28.2.2 古座川町

13479-2823-1 去勢 きたたにしげ 黒 谷茂(事業団) 287 谷　正夫

おりてる 6 福安照 79.3 福之国 H28.3.12 田辺市本宮町

14883-7495-9 牝 おりひめ２ 黒 安平 248 石谷　強

安福幸２ 期期 3 安福久 83.2 安平幸 H28.1.2 岩出市

13466-6515-1 去勢 さち 黒 平茂勝 318 神下　勝幸

さくらこ 4 幸紀雄 80.4 安福久 H28.4.6 御坊市

15269-0543-5 牝 さくら 黒 平茂勝 223 阪口　義弘

ふくやす 期待 8 安茂勝 79.4 福栄 H28.3.16 白浜町
15086-0889-7 牝 やすふく 黒 安平 244 尾﨑　春己

安照 期期 2 安茂勝 80.1 茂花国 H28.2.18 湯浅町

14547-5910-0 去勢 つるはな 黒原 金鶴 271 山本　岩雄

彩太郎 4 直太郎 82.0 安福久 H28.3.20 5種混2回済 和歌山市

13937-5907-0 去勢 あやひさ 黒 第１花国 240 野嶋　良平

一福 期待 8 福安照 78.1 北国茂 H28.3.23 串本町

13720-2984-2 去勢 かずか 黒 紋次郎 237 森嶋　貫五

理王 5 寿勝平 81.2 北国７の８ H28.2.8 かつらぎ町

14635-6819-9 去勢 めだる 黒 平茂勝 281 楠本　哲嗣

芳桜 期待 7 芳之国 77.5 北湖２ H28.3.15 古座川町

13479-2826-2 去勢 きたいと 黒 糸北富士 245 谷　正夫
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ほとり２ 期期 2 美津照重 80.5 安茂勝 H28.3.15 湯浅町

14547-5911-7 牝 かよ 黒原 北湖２ 245 山本　岩雄

えり 3 美国桜 82.4 百合茂 H28.4.9 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

13380-5490-1 牝 あつこ 黒原 松福美 220 上芝　恵介

姫照重 期期 10 美津照重 80.1 福桜(宮崎) H28.4.2 日高川町

13668-0140-9 去勢 ひめさくら 黒 糸弘２ 227 (農)中川農園

しょうぶ 期期 5 美津照重 79.9 菊平茂 H28.3.7 那智勝浦町

14886-6194-3 牝 みなつき 黒 賢深 253 加味根　靖子

くにゆり 期期 9 美津百合 78.9 北国茂 H28.2.22 串本町

13522-8652-4 牝 とししげ 黒 谷茂(事業団) 267 鈴木　利朗

花美国久 1 美国桜 81.7 安福久 H28.2.8 かつらぎ町

14983-0053-5 去勢 はな 黒 勝忠平 281 飼原　悠希

久富栄 7 久富福 79.5 北仁 H28.3.2 御坊市

15029-0539-8 去勢 さかえ 黒 福栄 258 阪口　義弘

なつひだ 期期 8 夏秋花 78.9 安茂勝 H28.3.20 奥接 田辺市本宮町

14883-7496-6 牝 やすひだ 黒 飛騨福桜 240 石谷　強

こはる 2 直太郎 79.7 安福久 H28.4.12 御坊市

15269-0546-6 牝 はるみ 黒 藤桜 217 阪口　義弘

福久勝 3 福華１ 80.4 安福久 H28.4.17 5種混2回済 和歌山市

13937-5911-7 去勢 かつてるひさ 黒原 勝忠平 212 野嶋　良平

勝美津 4 安茂勝 80.9 美津照 H28.4.15 5種混2回済 和歌山市

13937-5910-0 去勢 みつひら 黒 平茂勝 214 野嶋　良平

一矢 1 福安照 79.8 百合茂 H28.4.18 御坊市

15269-0547-3 去勢 はなゆり 黒 安福久 211 阪口　義弘

らん 期期 5 安茂勝 79.3 福栄 H28.2.24 御坊市

15029-0537-4 牝 ふくひめ 黒 福之国 265 阪口　義弘

ゆり 期期 8 美津百合 80.0 北仁 H28.3.17 白浜町

15086-0890-3 牝 ふゆみ 黒 谷秋 243 尾﨑　春己

たいよう 6 徳悠翔 78.0 北国７の８ H28.2.23 田辺市本宮町

14883-7493-5 牝 そら 黒 福栄 266 石谷　強

福安茂 期待 5 福安照 78.2 安茂勝 H28.3.4 印南町

13433-9830-4 去勢 やすたにしげ 黒 谷茂(事業団) 256 江端　大気

くみ 1 直太郎 81.5 安福久 H28.4.8 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

13380-5489-5 牝 まゆまゆ 黒 金幸 221 上芝　恵介
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福花茂 期待 6 福安照 81.0 平茂勝 H28.3.11 田辺市本宮町

14883-7494-2 去勢 はなはな 黒 竜雲 249 石谷　強

ゆりのくに 期待 4 百合茂 82.4 福之国 H28.1.15 ET産子 すさみ町

13596-4202-6 牝 ふくこ 黒 安平 305 異性複数産子 畜産試験場

那智百合 期期 7 美津百合 78.9 北仁 H28.3.5 那智勝浦町

14886-6193-6 去勢 もも 黒 福栄 255 加味根　靖子

重照 期期 9 美津照重 79.5 安茂勝 H28.2.12 古座川町

13479-2824-8 去勢 しげじん 黒 北仁 277 谷　正夫

安茂照 期待 4 安茂勝 80.9 安平照 H28.3.20 5種混2回済 和歌山市

13937-5908-7 去勢 やすてる1499 黒 福之国 240 野嶋　良平

邦忠鶴 期期 4 勝忠鶴 80.0 福安照 H28.3.21 ﾍﾓ注1回予定 白浜町

13666-6258-1 去勢 くにこ 黒 北国７の８ 239 長谷川　寛

みつよ 期待 5 光平照 80.6 忠富士 H28.3.24 奥接 田辺市本宮町

14883-7497-3 牝 よしみ３１ 黒 安平 236 石谷　強

ふじこ 期期 12 美津照重 78.4 藤桜 H28.3.11 白浜町

15086-0888-0 牝 けんふじ 黒 賢深 249 尾﨑　春己

きくゆり 期期 15 美津百合 78.5 谷菊 H27.12.3 古座川町

13479-2819-4 牝 きくゆき 黒 第２安鶴土井 348 谷　正夫

里沙桜 1 美国桜 79.8 安福久 H28.4.20 5種混2回済 和歌山市

13937-5912-4 去勢 りさこ 黒 勝忠平 209 野嶋　良平

広瀬 期期 6 百合茂 81.7 北乃大福 H28.4.21 かつらぎ町

15228-6853-6 去勢 すず 黒 忠富士 208 楠本　哲嗣

参考 １）熊野牛子牛市場出荷者の生産者情報は、わかやまちくさんひろばの『熊野牛トレーサビリティシステム』よりご確認をお願いいたします。
　　ホームページアドレス　http://wakayama.lin.gr.jp/trace/index.htm
　　［お問い合わせ先］和歌山県農林水産部農業生産局畜産課（TEL073-441-2924）、公益社団法人畜産協会わかやま（TEL073-426-8133）

参考 ２）出荷予定子牛の目標出荷日齢は210日 ～ 320日です。１１月市場は、平成２７年１２月３１日生まれ ～ 平成２８年４月１９日生まれの子牛となります。
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