
熊野牛子牛市場セリ名簿
開催日 H29.2.21

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）

夏生 3 芳之国 79.7 福安照 H28.6.7 御坊市

15269-0550-3 去勢 ちなつ 黒 勝忠平 259 阪口　義弘

きなり 期期 2 福安照 81.2 安茂勝 H28.6.18 串本町

15140-1068-4 牝 きなこ 黒 北国７の８ 248 森嶋　貫五

日高桜 4 美国桜 79.9 百合茂 H28.6.15 日高川町

15247-0145-9 去勢 あつこ 黒 安平 251 (農)中川農園

美国和歌 11 美国桜 80.3 平茂勝 H28.7.7 かつらぎ町

14983-0057-3 去勢 ななひらしげ１ 黒 第７安福 229 飼原　悠希

芳百合 期期 1 美津百合 80.0 芳之国 H28.5.31 和歌山市

13937-5913-1 去勢 よしのひさ 黒 安福久 266 野嶋　良平

久百合 期待 5 百合茂 81.4 安福久 H28.5.12 岩出市

13579-6535-6 去勢 ひさ 黒 平茂勝 285 神下　勝幸

勝寿 1 芳之国 80.5 若茂勝 H28.7.8 串本町

14017-0005-6 去勢 ことぶき 黒 安茂勝 228 井本　壽郎

神久桜 1 美国桜 79.4 安福久 H28.6.18 岩出市

13579-6522-6 去勢 みつこつる３ 黒 百合茂 248 神下　勝幸

花百合 期期 3 美津百合 80.7 第1花国 H28.5.20 那智勝浦町

14886-6195-0 去勢 いつこ 黒 安福久 277 加味根　喜人

百合七福 期待 8 百合茂 80.2 福栄 H28.6.2 岩出市

13579-6520-2 去勢 ななふくさかえ 黒 平茂勝 264 神下　勝幸

花太郎 8 直太郎 77.5 第1花国 H28.7.23 和歌山市

13937-5918-6 去勢 はなひめ 黒 紋次郎 213 野嶋　良平

国美 期期 11 美津照重 80.0 平茂勝 H28.6.28 新宮市

15101-6216-5 去勢 くにこ 黒 北国７の８ 238 山口　昌一

良印 期待 5 安福久 79.9 百合茂 H28.7.14 御坊市

15269-0555-8 去勢 ひめゆり 黒 福之国 222 阪口　義弘

りんか 2 聖香藤 80.5 北平安 H28.7.19 かつらぎ町

15228-6859-8 牝 まりん 黒原 北仁 217 楠本　哲嗣

安仁 期待 13 安茂勝 79.5 北仁 H28.6.11 古座川町

13479-2829-3 去勢 たにじん 黒 谷茂(事業団) 255 谷　正夫

八重茂勝 期期 3 安茂勝 80.8 福安照 H28.6.17 印南町

14572-5890-7 去勢 やえこ 黒 第７安福 249 下口栄太郎

育種価 体　重 損徴 摘　要 価　格
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安国桜 9 美国桜 79.2 福桜(宮崎) H28.4.23 田辺市

10034-7058-6 去勢 やすか 黒 糸秀 304 打越　章介

直安福 3 直太郎 80.5 安福久 H28.6.3 岩出市

13579-6521-9 去勢 みほひさ 黒原 第２平茂勝 263 神下　勝幸

あつこ 期待 6 安茂勝 78.5 北仁 H28.6.24 印南町

14572-5891-4 牝 あつ 黒 菊俊土井 242 下口栄太郎

世界乃一郎 期待 7 福華１ 79.9 第２平茂勝 H28.6.16 かつらぎ町

15228-6856-7 去勢 やすひら23 黒 北国７の８ 250 楠本　哲嗣

美津六 2 美津照重 80.0 花国安福 H28.6.24 ﾍﾓ注1回予定 白浜町

13666-6262-8 去勢 ろくろく 黒 安福久 242 長谷川　寛

国春 期待 6 芳之国 79.8 安茂勝 H28.6.25 湯浅町

13780-5916-4 去勢 はるか 黒 北湖２ 241 山本　岩雄

めぐみ 6 美国桜 79.2 勝忠平 H28.6.2 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

10033-5731-3 牝 みさき 黒 谷福土井 264 上芝　恵介

北美 期期 11 美津百合 80.2 福栄 H28.6.15 新宮市

15101-6215-8 去勢 きたふく 黒 北国７の８ 251 山口　昌一

しんみつ 期期 15 美津百合 78.1 菊安(事業団) H28.6.8 新宮市

15101-6213-4 牝 しんきたぎく 黒 北国７の８ 258 山口　昌一

順昭 2 直太郎 80.2 安福久 H28.6.7 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

10033-5732-0 去勢 はるさめひさ 黒原 平茂勝 259 上芝　恵介

かつたか 期待 7 高栄 80.2 平茂勝 H28.5.7 白浜町

15086-0894-1 牝 ふくしげ 黒 藤桜 290 尾﨑　春己

藤之国 期期 2 芳之国 79.6 福栄 H28.6.13 ﾍﾓ注1回予定 白浜町

13666-6261-1 去勢 おふじ 黒 忠富士 253 長谷川　寛

茂久照 3 茂久桜 78.5 福安照 H28.6.21 白浜町

15085-0895-1 去勢 かつてる 黒 平茂勝 245 尾﨑　春己

日高之国 期待 12 芳之国 78.8 鶴浜土井 H28.7.5 日高川町

15247-0147-3 去勢 こしつる 黒 越照波 231 (農)中川農園

五月幸 2 安平幸 81.5 美津百合 H28.5.20 岩出市

13579-6518-9 去勢 さつき 黒 北国７の８ 277 神下　勝幸

一平 期期 1 安平幸 80.5 安福久 H28.5.30 かつらぎ町

15228-6855-0 去勢 ゆりひさ 黒 百合茂 267 楠本　哲嗣

とみ 1 久富福 81.5 安平幸 H28.5.18 かつらぎ町

15228-6854-3 牝 さちてる 黒原 藤平茂(事業団) 279 楠本　哲嗣
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恵国桜 12 美国桜 80.2 平茂勝 H28.7.1 ﾍﾓ注1回予定 白浜町

13666-6264-2 去勢 めぐみ５ 黒 奥茂 235 長谷川　寛

美国 4 美国桜 83.2 百合茂 H28.6.22 かつらぎ町

15228-6857-4 去勢 なでしこ 黒原 福栄 244 楠本　哲嗣

あじさい 9 幸紀雄 79.2 北仁 H28.6.7 田辺市本宮町

15082-7502-0 牝 きたふく 黒 谷福土井 259 石谷　強

安勝 期期 3 美津百合 80.4 安茂勝 H28.5.30 湯浅町

13780-5915-7 去勢 やすこ 黒原 北仁 267 山本　岩雄

うめこ 3 福華１ 80.3 安福久 H28.6.26 かつらぎ町

14983-0055-9 牝 さくらこ 黒 勝忠平 240 飼原　悠希

久福茂 3 百合茂 82.6 安福久 H28.7.13 和歌山市

13937-5917-9 去勢 ひさふく 黒 勝忠平 223 野嶋　良平

北神花 期期 6 美津百合 77.8 美津神 H28.7.18 古座川町

13664-2831-6 去勢 かみきた 黒 北国７の８ 218 谷　正夫

春乃桜 1 茂久桜 79.4 美国桜 H28.6.28 ﾍﾓ注1回予定 白浜町
13666-6263-5 去勢 はるの 黒 勝忠鶴 238 長谷川　寛

萌桜 6 美国桜 79.6 平茂勝 H28.7.15 御坊市

15269-0556-5 去勢 もえ 黒 安平 221 阪口　義弘

久富姫 1 久富福 79.3 百合茂 H28.5.22 御坊市

15269-0548-0 去勢 ひめか 黒 福之国 275 阪口　義弘

やすまつしげ 期待 9 安茂勝 79.8 松福美 H28.4.19 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

10033-5729-0 牝 まつしげ 黒 花桜 308 上芝　恵介

勝久茂 期待 6 百合茂 82.1 安福久 H28.6.23 和歌山市

13937-5915-5 去勢 ひさただくに 黒 勝忠平 243 野嶋　良平

藤照重 期期 2 美津照重 78.6 福栄 H28.4.29 田辺市

12606-6223-6 去勢 ふじさかえ 黒 藤桜 298 打越　章介

明紀雄 5 幸紀雄 80.1 美津福 H28.7.1 御坊市

15269-0554-1 去勢 あきな 黒 藤桜 235 阪口　義弘

芳重福 期待 6 芳之国 80.2 安重福 H28.5.15 田辺市本宮町

15082-7501-3 去勢 いとしげふく 黒 糸福(岐阜) 282 石谷　強

正茂 期待 7 安茂勝 77.8 北仁 H28.5.9 串本町

15140-1083-7 去勢 まさみ 黒 幸豊土井 288 森嶋　貫五

神安平 期期 4 安平幸 80.5 百合茂 H28.6.12 岩出市

13579-6519-6 去勢 かみつるみつこ2 黒原 美津照 254 神下　勝幸
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月百合 期期 5 美津百合 79.3 福之国 H28.6.14 田辺市本宮町

15082-7503-7 去勢 つきみ５の３ 黒 安平 252 石谷　強

安平勝 期待 11 安平幸 80.2 平茂勝 H28.7.24 岩出市

13579-6523-3 去勢 ななひらしげ２ 黒 第７安福 212 神下　勝幸

明太子 7 美国桜 79.5 安茂勝 H28.5.26 御坊市

15269-0549-7 去勢 あかり 黒 福栄 271 阪口　義弘

としほ 2 寿勝平 79.3 美国桜 H28.7.19 かつらぎ町

15228-6860-4 牝 ほまれ 黒 百合茂 217 楠本　哲嗣

高美 期期 12 美津百合 78.4 安福栄 H28.6.10 新宮市

15101-6214-1 去勢 たかこ 黒 神高福 256 山口　昌一

てる 期期 1 芳之国 79.3 福安照 H28.3.26 湯浅町

13780-5914-0 牝 はるか２ 黒 安茂勝 332 山本　岩雄

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。２月市場は、平成２８年４月７日生まれ ～ 平成２８年７月２６日生まれの子牛となります。
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