
熊野牛子牛市場セリ名簿
開催日 H29.5.16

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）

苗照 期待 6 福安照 80.6 藤平茂(事業団) H28.9.15 串本町

15140-1080-6 去勢 なえこ 黒 平茂勝 243 森嶋　貫五

金美津 期期 3 美津照重 80.5 百合茂 H28.9.5 5種混2回済 和歌山市

15460-5923-1 去勢 かねゆり 黒原 金鶴 253 野嶋　良平

もえ 7 福華１ 79.9 上茂福 H28.9.7 かつらぎ町

15228-6865-9 牝 もみじ 黒 平茂勝 251 楠本　哲嗣

なつふじ 期待 12 福安照 79.2 糸北富士 H28.7.22 古座川町

13664-2832-3 牝 きくふじ 黒 谷菊 298 谷　正夫

幸丸 期待 8 安平幸 79.0 福之国 H28.9.5 御坊市

15269-0558-9 去勢 第８しのひめ４ 黒 福桜(宮崎) 253 阪口　義弘

松安 期待 11 安茂勝 79.1 松福美 H28.8.11 古座川町

13664-2835-4 去勢 まつくに 黒 北国７の８ 278 谷　正夫

ふじひらふく 期待 5 福安照 77.7 藤平茂(事業団) H28.8.5 那智勝浦町

13365-6029-9 牝 のら 黒 糸北富士 284 白水　節二

なお 9 直太郎 79.2 美津照 H28.8.23 かつらぎ町

14983-0060-3 牝 みつこ 黒 高栄 266 飼原　悠希

すたあ 1 久富福 80.1 美津照重 H28.7.27 かつらぎ町

15228-6861-1 牝 ゆずてる 黒 忠富士 293 楠本　哲嗣

もりふくしょう 9 徳悠翔 80.4 福栄 H28.8.18 5種混2回済 和歌山市

13937-5920-9 牝 もりふくさかえ 黒 福桜(宮崎) 271 野嶋　良平

あおい 4 美国桜 79.8 百合茂 H28.8.26 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

10033-5735-1 牝 かえで 黒 安平照 263 上芝　恵介

芳男 1 芳之国 80.3 美津照重 H28.8.16 紀の川市

14946-5227-0 去勢 よもぎ 黒 百合茂 273 中山　庄司

福安 期期 3 福安照 80.0 安茂勝 H28.8.18 古座川町

13664-2837-8 去勢 やすかつ 黒 第７安福 271 谷　正夫

安金糸 期待 4 安茂勝 80.4 金幸 H28.9.20 奥接 母牛採卵歴有 すさみ町

15177-4212-4 去勢 さゆり 黒 安糸福 238 和歌山県畜産試験場

ななみ 5 直太郎 80.5 若茂勝 H28.7.29 田辺市本宮町

15082-7505-1 牝 なつみ 黒 北仁 291 石谷　強

あつこ 9 寿勝平 81.2 藤平茂(事業団) H28.8.16 かつらぎ町

15228-6864-2 牝 きみてる 黒 照幸重 273 楠本　哲嗣
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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
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勝金安 期待 3 勝忠平 80.4 金幸 H28.7.24 ET産子 すさみ町

15177-4210-0 去勢 さゆり 黒 安糸福 296 和歌山県畜産試験場

航 10 幸紀雄 79.5 安平照 H28.10.13 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

10033-5740-5 去勢 やすひらしげ 黒 茂重桜 215 上芝　恵介

かつよし 期期 2 芳之国 80.3 安茂勝 H28.8.22 白浜町

15085-0899-9 牝 あや 黒 第６栄 267 尾﨑　春己

かつしげ 期期 3 美津照重 81.0 安茂勝 H28.9.26 白浜町

15283-0902-6 牝 まゆみ 黒 安平照 232 尾﨑　春己

なおさくら 2 直太郎 80.1 美国桜 H28.10.12 岩出市

13579-6528-8 牝 ひささくら 黒 安福久 216 神下　勝幸

さくら 1 茂久桜 80.4 安茂勝 H28.8.15 田辺市

14875-6294-4 牝 しげわかかつ 黒 若茂勝 274 打越　章介

久国 2 美国桜 81.9 安福久 H28.9.2 日高川町

15247-0150-3 去勢 あすか 黒 照美 256 (農)中川農園

りんご 5 幸紀雄 79.2 安平照 H28.9.6 田辺市本宮町

15082-7508-2 牝 なおこ 黒 金幸 252 石谷　強

重陽 11 美津百合 80.5 北国７の８ H28.9.9 かつらぎ町

14983-0062-7 去勢 こがら155の6 黒原 安平 249 飼原　悠希

なつ 期待 9 安茂勝 79.1 福栄 H28.8.8 白浜町

15085-0897-5 牝 あきふく 黒 金鶴 281 尾﨑　春己

照姫 3 美津照重 80.0 勝忠鶴 H28.8.6 日高川町

15247-0148-0 去勢 かつひめ 黒 若茂勝 283 (農)中川農園

浦島太郎 期期 5 芳之国 79.6 茂勝栄 H28.9.29 田辺市本宮町

15383-7511-0 去勢 やまぶき 黒 金鶴 229 石谷　強

なほみ 4 美国桜 78.2 百合茂 H28.9.1 乳頭 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

10033-5737-5 牝 さゆり 黒 高栄 257 不足 登記書未発行、血統証明有 上芝　恵介

ふく２ 期期 2 美津百合 79.6 芳之国 H28.8.23 湯浅町

13780-5919-5 牝 ふく 黒 松福美 266 山本　岩雄

紅勝 期待 5 安茂勝 79.6 北国茂 H28.9.5 串本町

15140-1073-8 去勢 こべに 黒 藤平茂(事業団) 253 森嶋　貫五

光幸紀 2 幸紀雄 82.8 光平照 H28.10.3 5種混2回済 和歌山市

15460-5928-6 去勢 みつまつな 黒原 第７安福 225 野嶋　良平

ひまわり 期期 2 福安照 80.1 藤平茂(事業団) H28.7.21 串本町

15303-0006-6 牝 きさらぎ 黒 金幸 299 井本　壽郎
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茂百合 期待 2 百合茂 82.8 安福久 H28.9.6 5種混2回済 和歌山市

15460-5924-8 去勢 ひかり 黒原 平茂勝 252 ET産子 野嶋　良平

ひきみつ 期期 13 美津照重 79.0 第６栄 H28.9.6 ﾍﾓ注1回予定 白浜町

13562-6268-5 牝 たかよ 黒 北国７の８ 252 長谷川　寛

光平桜 期待 6 光平照 81.3 忠富士 H28.8.20 かつらぎ町

14983-0061-0 去勢 さくら２ 黒 隆桜 269 飼原　悠希

渚 期待 7 安茂勝 80.6 北仁 H28.9.10 新宮市

15101-6220-2 去勢 なぎさ 黒 平茂勝 248 山口　昌一

かこ 2 聖香藤 78.9 美津百合 H28.10.9 かつらぎ町

15228-6866-6 牝 ゆりか 黒 福栄 219 楠本　哲嗣

山美 期期 12 美津百合 79.5 福栄 H28.8.25 新宮市

15101-6219-6 去勢 やまさかえ 黒 幸豊土井 264 山口　昌一

灘茂勝 期待 12 安茂勝 80.0 雷電 H28.8.2 田辺市

14875-6292-0 去勢 なだにしき2の1 黒 藤桜 287 打越　章介

はづき 12 徳悠翔 79.2 美津福 H28.8.15 日高川町

15247-0149-7 牝 みずき 黒 第１５金水 274 (農)中川農園

朝貴 期待 6 安茂勝 77.5 福栄 H28.9.30 串本町

15140-1075-2 去勢 あさこ 黒 第２平茂勝 228 森嶋　貫五

照勝 期期 2 美津照重 79.1 安茂勝 H28.9.10 古座川町

13664-2838-5 去勢 ふくしげ 黒 福栄 248 谷　正夫

久富士桜２ 3 美国桜 81.0 安福久 H28.10.13 岩出市

13579-6529-5 去勢 ひさふじ 黒原 忠富士 215 神下　勝幸

安照 期待 6 福安照 80.1 安茂勝 H28.10.3 串本町

13522-8653-1 去勢 きよしげ 黒 北国７の８ 225 鈴木　利朗

ひかり 期期 3 安茂勝 79.0 芳之国 H28.9.9 日高川町

15247-0152-7 牝 あかり 黒 鶴浜土井 249 (農)中川農園

久雄 期待 7 安福久 86.5 金幸 H28.9.25 ET産子 紀の川市

14946-5229-4 去勢 あゆみ 黒原 平茂勝 233 中山　庄司

葉月 期待 7 芳之国 80.1 安茂勝 H28.8.31 那智勝浦町

13720-2986-6 去勢 ゆり 黒 糸北富士 258 原　洋平

金太郎 8 徳悠翔 80.0 福栄 H28.8.13 田辺市本宮町

15082-7507-5 去勢 ふくしげかつ 黒 平茂勝 276 石谷　強

はなみつ 1 美津照重 81.5 夏秋花 H28.9.20 日高川町

15247-0154-1 牝 あつあきはな 黒 百合茂 238 (農)中川農園
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育種価 体　重 損徴 摘　要 価　格

なおあやか 6 直太郎 80.2 北平安 H28.9.20 5種混2回済 和歌山市

15460-5926-2 牝 あやか 黒 第１花国 238 野嶋　良平

大勝 期期 7 安茂勝 79.2 第６栄 H28.9.22 古座川町

13664-2839-2 去勢 たにしげさかえ 黒 谷茂(事業団) 236 谷　正夫

北茂勝 期期 4 安茂勝 80.3 北平安 H28.8.3 5種混2回済 和歌山市

13937-5919-3 去勢 きたはぎ 黒原 第７安福 286 野嶋　良平

有福 期待 10 福安照 79.1 第２平茂勝 H28.9.10 串本町

15140-1076-9 去勢 ありさ 黒 北国７の８ 248 森嶋　貫五

日置久桜 6 茂久桜 80.0 忠富士 H28.8.13 ﾍﾓ注1回予定 白浜町

13666-6265-9 去勢 ふじこ 黒 安平 276 長谷川　寛

照芳 期期 4 芳之国 79.9 福安照 H28.9.23 白浜町

15283-0901-9 去勢 しげてる 黒 平茂勝 235 尾﨑　春己

たかしげ 期待 6 安茂勝 80.4 貴安福 H28.10.13 串本町

13522-8654-8 牝 きくしげ２ 黒 北国茂 215 鈴木　利朗

ゆりかてる 期期 1 光平照 80.2 百合茂 H28.8.19 5種混2回済 和歌山市

13937-5921-6 牝 ゆりかえら 黒 美津福 270 野嶋　良平

福茂勝 期待 9 安茂勝 78.7 福栄 H28.9.2 白浜町

15085-0900-2 去勢 ふくざくら 黒 茂重桜 256 尾﨑　春己

みつこ 期期 3 美津百合 77.7 第１花国 H28.8.4 田辺市

14875-6293-7 牝 あおい 黒 安福久 285 打越　章介

ゆいか 10 美国桜 79.5 安平照 H28.8.28 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

10033-5736-8 牝 やすひらしげ 黒 茂重桜 261 上芝　恵介

つきみ 1 美津照重 79.5 平茂勝 H28.9.8 ET産子 有田川町

14759-6722-5 牝 あきとみ３９５ 黒 神高福 250 谷口　公則

花照重 期期 9 美津照重 80.2 藤平茂(事業団) H28.9.24 5種混2回済 和歌山市

15460-5927-9 去勢 はなみち 黒 福栄 234 野嶋　良平

新世界 期待 4 芳之国 80.4 安福久 H28.8.18 御坊市

15269-0557-2 去勢 くしかつ 黒 平茂勝 271 阪口　義弘

菊国 期待 8 芳之国 78.9 菊平茂 H28.8.16 古座川町

13664-2836-1 去勢 たにひら 黒 谷茂(事業団) 273 谷　正夫

ふじみさくら 8 美国桜 81.7 忠富士 H28.9.16 岩出市

13579-6527-1 牝 ふじみ 黒高 安平 242 神下　勝幸

彰洋 2 美津照重 81.9 勝忠平 H28.9.8 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

10033-5738-2 去勢 かつさくら 黒 安福165の9 250 上芝　恵介
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こまきしげ 期期 6 美津照重 80.4 北国７の８ H28.10.6 5種混2回済 和歌山市

15460-5929-3 牝 こまき 黒 福桜(宮崎) 222 野嶋　良平

神久富 4 久富福 80.3 平茂勝 H28.8.15 岩出市

13579-6525-7 去勢 かみつるかほ１ 黒 北国７の８ 274 神下　勝幸

茂芳 期待 7 芳之国 80.1 平茂勝 H28.8.3 白浜町

15085-0896-8 去勢 あきかつ 黒 安平 286 尾﨑　春己

照雄 期期 1 美津照重 81.3 百合茂 H28.8.12 紀の川市

14946-5226-3 去勢 あんず 黒原 安福久 277 中山　庄司

みな 2 美津百合 79.1 花清国 H28.9.14 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

10033-5739-9 牝 のあざみ 黒 飛騨白真弓 244 上芝　恵介

なおみつ 8 直太郎 80.6 美津福 H28.9.9 5種混2回済 和歌山市

15460-5925-5 牝 みつなみ 黒 茂重桜 249 野嶋　良平

くにはな 期待 5 福華１ 79.9 北仁 H28.9.23 湯浅町

13780-5922-5 牝 まほ 黒 北湖２ 235 山本　岩雄

はづき 5 美津照重 81.0 平茂勝 H28.8.13 ET産子 有田川町

14759-6719-5 牝 きよこ 黒原 神高福 276 谷口　公則

萩福栄 期待 11 福栄 79.0 第７安福 H28.8.21 5種混2回済 和歌山市

13937-5922-3 去勢 はぎな 黒 茂重桜 268 野嶋　良平

なつふく２ 期期 4 美津百合 80.2 福安照 H28.9.2 湯浅町

13780-5921-8 牝 なつふく 黒 糸北富士 256 山本　岩雄

桃太郎 期期 3 芳之国 80.9 福安照 H28.9.25 田辺市本宮町

15383-7510-3 去勢 しぐれ 黒 平茂勝 233 石谷　強

さおり 2 美国桜 80.1 安平照 H28.8.21 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

10033-5734-4 牝 あやか 黒原 金幸 268 上芝　恵介

ふじざくら 5 美国桜 79.6 忠富士 H28.9.26 日高川町

15247-0155-8 牝 あきふじ 黒 金幸 232 (農)中川農園

幸百合 期期 7 安平幸 80.9 百合茂 H28.9.25 岩出市

13579-6526-4 去勢 ゆりみつてる 黒 美津照 233 神下　勝幸

さきこ 9 幸紀雄 79.1 糸秀茂 H28.9.20 乳頭間 日高川町

15247-0153-4 牝 ひでみ 黒 北国７の８ 238 隔狭い (農)中川農園

正芳 期待 12 芳之国 77.7 金鶴 H28.8.16 新宮市

15101-6217-2 去勢 まさつる 黒 北国７の８ 273 山口　昌一

源 期期 5 美津照重 79.8 勝忠平 H28.8.16 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

10033-5733-7 去勢 ゆき 黒 藤桜 273 上芝　恵介
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ABACCA

81

83

69

75

73

AABAAC

BBBABA

72

68
CCCBCB

70
ABBCCB

ABACCB

BBBBBB

74 ○

77

79

76

82

○

80

71
CBCABA

CCCCCB
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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）
育種価 体　重 損徴 摘　要 価　格

さつきさくら 1 美国桜 79.7 安福久 H28.10.22 岩出市

13579-6530-1 牝 ひささつき 黒 平茂勝 206 神下　勝幸

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。５月市場は、平成２８年６月３０日生まれ ～ 平成２８年１０月１８日生まれの子牛となります。
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