
熊野牛子牛市場セリ名簿
開催日 H29.8.22

上場 名　号 資格 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 本原 性 母 母登録 母の祖父 日令 番　号 （住所・氏名）

海 期期 3 芳之国 81.7 百合茂 H28.10.17 田辺市本宮町

15383-7514-1 去勢 こゆき 黒 福栄 309 石谷　強

華久 期待 4 福華１ 81.3 安福久 H28.12.13 かつらぎ町

15012-6872-2 去勢 かほり 黒原 勝忠平 252 楠本　哲嗣

二芳 期待 8 芳之国 78.7 藤平茂(事業団) H28.12.25 古座川町

13664-2846-0 去勢 ふじふくひら 黒 福栄 240 谷　正夫

直福 8 直太郎 80.4 福栄 H28.12.10 かつらぎ町

14983-0068-9 去勢 あつだ204の1 黒 平茂勝 255 飼原　悠希

百合仁 期期 6 美津百合 77.9 北仁 H28.12.30 古座川町

13664-2848-4 去勢 きたかみ 黒 美津神 235 谷　正夫

光平美 期待 7 光平照 80.9 金幸 H28.11.4 5種混2回済 和歌山市

15460-5931-6 去勢 ひろみ 黒 安平 291 野嶋　良平

美津芳 期待 9 芳之国 79.3 美津神 H28.12.14 古座川町

13664-2845-3 去勢 かみさかえ 黒 福栄 251 谷　正夫

祐市 1 美国桜 81.0 美津照重 H28.10.23 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

14366-1184-6 去勢 みずほ 黒 勝忠平 303 上芝　恵介

直太香 5 直太郎 80.6 北国芳 H28.11.15 かつらぎ町

14983-0064-1 去勢 かおるの１ 黒 福栄 280 飼原　悠希

芳百合 期期 5 芳之国 79.6 百合茂 H28.11.15 印南町

15193-5894-1 去勢 ゆりふく 黒 安福久 280 下口　栄太郎

美津勝平 期待 7 美津照重 79.5 勝忠平 H28.11.30 かつらぎ町

14983-0065-8 去勢 まつお９４５ 黒 金幸 265 飼原　悠希

茂桜 4 茂久桜 80.5 平茂勝 H28.11.11 白浜町

15283-0907-1 去勢 ふじかつ 黒 藤桜 284 尾﨑　春己

おふく 期期 1 北乃大福 80.3 百合茂 H28.11.17 かつらぎ町

15012-6870-8 牝 ゆりり 黒 安福久 278 楠本　哲嗣

きたかつ 期待 6 安茂勝 78.6 北平安 H28.10.30 白浜町

15283-0906-4 牝 きたさくら 黒 茂重桜 296 尾﨑　春己

かつよし 期待 7 芳之国 80.5 安茂勝 H28.12.5 白浜町

15283-0910-1 牝 しげかつ 黒 谷茂(事業団) 260 尾﨑　春己

おかめ 9 久富福 78.3 北仁 H28.12.2 御坊市

15269-0560-2 牝 つるこ 黒 金鶴 263 阪口　義弘
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久富茂 2 久富福 81.2 安茂勝 H28.11.29 同性複数産子 印南町

15193-5895-8 去勢 みちしげ 黒 第７安福 266 下口　栄太郎

照徳 10 徳悠翔 80.1 安平照 H28.11.26 白浜町

15283-0909-5 去勢 てるざくら 黒 茂重桜 269 尾﨑　春己

吉宗 期期 3 芳之国 79.9 百合茂 H28.10.29 御坊市

15269-0559-6 去勢 ゆりあ 黒 安平 297 阪口　義弘

国照重 期待 11 美津照重 81.1 北国７の８ H28.12.16 串本町

13522-8655-5 去勢 くにきよ 黒 藤桜 249 鈴木　利朗

やすよ 期待 11 安茂勝 78.5 糸北富士 H28.12.7 古座川町

13664-2844-6 牝 めぐ 黒 谷茂(事業団) 258 谷　正夫

さちよしひさ 4 幸紀雄 81.9 安福久 H28.12.24 口接 5種混2回済 和歌山市

15460-5936-1 牝 よしひさ 黒 金幸 241 野嶋　良平

りょうふく 16 諒太郎 81.5 第７安福 H28.12.24 紀の川市

10033-6990-3 牝 いなだもんふく 黒 紋次郎 241 長田　正穂

蛍 期待 6 美津照重 78.8 金幸 H28.12.17 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

14910-1189-6 去勢 ゆずき 黒 北国７の３ 248 上芝　恵介

日置国桜 期期 6 美国桜 80.1 安福久 H28.10.19 ﾍﾓ注1回予定 白浜町

13562-6269-2 去勢 ふくふく 黒 平茂勝 307 長谷川　寛

みつゆき 期待 4 美津照重 80.4 金幸 H28.12.17 5種混2回済 和歌山市

15460-5934-7 牝 さゆり 黒 安糸福 248 ET産子 野嶋　良平

久男 期待 5 安福久 82.5 百合茂 H28.11.11 かつらぎ町

15012-6869-2 去勢 ゆりあ 黒 北仁 284 楠本　哲嗣

金重 期待 9 美津照重 79.8 平茂勝 H28.10.31 串本町

15140-1079-0 去勢 かねこ 黒 北国７の８ 295 森嶋　貫五

北百合 期待 8 百合茂 80.0 北仁 H28.11.23 かつらぎ町

15012-6871-5 去勢 さまあ 黒 松福美 272 楠本　哲嗣

集大成 期待 14 福華１ 80.9 安平 H29.1.13 御坊市

15459-0563-8 去勢 あおい 黒 糸秀 221 阪口　義弘

しずかてる 期期 3 美津照重 82.9 金安平 H28.10.25 5種混2回済 和歌山市

15460-5930-9 牝 しずか 黒原 安茂勝 301 野嶋　良平

まきぐに 期待 7 芳之国 80.0 福桜(宮崎) H28.11.22 5種混2回済 和歌山市

15460-5932-3 牝 まき 黒 安平 273 野嶋　良平

祐希 期待 5 安福久 79.2 平茂勝 H28.10.26 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

14366-1185-3 去勢 あきさめしげ 黒 茂重桜 300 上芝　恵介
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大福 期期 3 芳之国 80.1 福華１ H28.12.31 串本町

15303-0007-3 去勢 ふくふく 黒 福之国 234 井本　壽郎

弘嗣 期期 4 美津百合 80.8 美津照 H28.12.15 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

14910-1188-9 去勢 ももか 黒 藤桜 250 上芝　恵介

勝英 期期 2 美国桜 79.1 茂勝栄 H28.12.8 湯浅町

13780-5926-3 去勢 まなみ２ 黒 松福美 257 山本　岩雄

芳福 期期 2 芳之国 81.0 福華１ H28.12.17 日高川町

15247-0159-6 去勢 せりな 黒 安糸福 248 (農)中川農園

まつなふく 期待 12 北乃大福 80.1 第７安福 H28.12.13 5種混2回済 和歌山市

15460-5933-0 牝 まつな 黒 茂重桜 252 野嶋　良平

僚太 4 美国桜 81.8 百合茂 H28.10.26 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

14910-1186-5 去勢 はるこ 黒 第５隼福 300 上芝　恵介

稀 8 直太郎 79.3 福栄 H28.10.29 田辺市本宮町

15383-7517-2 去勢 ふくえい8855 黒 金幸 297 石谷　強

富雄 3 久富福 79.4 百合茂 H28.11.15 紀の川市

14946-5234-8 去勢 ふくゆり 黒 福栄 280 中山　庄司

北栄 期期 3 福栄 79.2 北国７の８ H28.12.25 那智勝浦町

13784-6203-2 去勢 あじさい 黒 安平 240 加味根　靖子

照国 期期 8 美国桜 83.3 照美 H28.11.21 日高川町

15247-0157-2 去勢 ほのか 黒 藤桜 274 (農)中川農園

よしふく 2 芳之国 79.5 福安照 H28.10.16 那智勝浦町

14886-6199-8 牝 かりん 黒 福華１ 310 加味根　靖子

かつじん 期待 9 安茂勝 79.9 北仁 H28.12.19 5種混2回済 和歌山市

15460-5935-4 牝 みつふくじん 黒 松福美 246 野嶋　良平

受百合 期待 4 百合茂 82.4 福之国 H28.12.8 ET産子 かつらぎ町

14983-0067-2 去勢 ふくこ 黒 安平 257 飼原　悠希

みつしげ 期待 4 美津照重 80.4 金幸 H28.11.27 ET産子 かつらぎ町

13844-7496-8 牝 さゆり 黒 安糸福 268 木村　全治

直藤 8 直太郎 78.9 北湖２ H29.1.4 日高川町

15247-0161-9 去勢 ふじこ 黒 糸北富士 230 (農)中川農園

七緒八 期待 6 安平幸 79.2 北国７の８ H28.12.14 御坊市

15269-0561-9 去勢 なな 黒 安茂勝 251 阪口　義弘

勝照重 期期 4 美津照重 81.4 安茂勝 H28.10.25 白浜町

15283-0904-0 去勢 かつ 黒 茂重桜 301 尾﨑　春己
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直仁 8 直太郎 78.8 北仁 H29.1.7 日高川町

15247-0162-6 去勢 なかふくじん 黒 福栄 227 (農)中川農園

日置美千 5 花美千 80.1 福安照 H28.11.26 ﾍﾓ注1回予定 白浜町

13562-6271-5 去勢 みどり 黒 平茂勝 269 長谷川　寛

悠 期期 9 美津百合 80.2 松福美 H29.1.2 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

14910-1190-2 去勢 まつふくしげ 黒 茂重桜 232 上芝　恵介

久富国 6 久富福 81.1 北国７の８ H28.11.24 岩出市

13579-6531-8 去勢 くにさつき 黒高 安平 271 神下　勝幸

にこる 3 久富福 80.7 安茂勝 H28.12.18 御坊市

15459-0562-1 牝 くにこ 黒 北国７の８ 247 阪口　義弘

華百合 期待 3 福華１ 83.8 安糸福 H28.10.20 ET産子 かつらぎ町

13844-7494-4 去勢 ゆりひめ１ 黒原 百合茂 306 木村　全治

芳安 10 芳之国 80.3 安福165の9 H28.12.1 かつらぎ町

14983-0066-5 去勢 せき８ 黒 北国７の８ 264 飼原　悠希

ふくとみ 12 久富福 78.4 第７安福 H28.11.20 日高川町

15247-0156-5 牝 いとふく 黒 糸藤(鹿児島) 275 (農)中川農園

陸 4 幸紀雄 80.4 第１花国 H28.10.12 田辺市本宮町

15383-7512-7 去勢 みか 黒 安福久 314 石谷　強

翔平 11 徳悠翔 82.1 平茂勝 H28.12.20 かつらぎ町

14983-0069-6 去勢 わごうゆきこの6 黒原 安平 245 飼原　悠希

重男 期期 7 光平照 82.0 菊平茂 H28.12.21 田辺市本宮町

15383-7522-6 去勢 きくしげしげ 黒 茂重桜 244 石谷　強

蓮 期期 4 芳之国 80.7 勝忠鶴 H28.10.13 田辺市本宮町

15383-7513-4 去勢 かつふく 黒 福栄 313 石谷　強

秋勝 期待 12 安茂勝 80.7 福栄 H28.10.25 白浜町

15283-0905-7 去勢 ほうふく１２ 黒原 第３神竜の４ 301 尾﨑　春己

大地 7 幸紀雄 79.3 福栄 H28.10.22 田辺市本宮町

15383-7516-5 去勢 ふくえいあお４ 黒 金幸 304 石谷　強

陽介 2 幸紀雄 79.1 安福久 H28.11.12 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

14910-1187-2 去勢 ゆりあ 黒 百合茂 283 上芝　恵介

まるこ２ 期待 5 安茂勝 79.6 福安照 H28.11.8 湯浅町

13780-5925-6 牝 まるこ 黒 北国７の８ 287 山本　岩雄

天 期期 3 芳之国 81.2 勝忠鶴 H28.10.17 田辺市本宮町

15383-7515-8 去勢 ふくつる 黒 福桜（宮崎） 309 石谷　強
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芳之福 期待 6 芳之国 79.6 奥安福 H28.11.26 岩出市

13579-6532-5 去勢 みほやすふく 黒 景藤 269 神下　勝幸

ゆきか 7 幸紀雄 78.6 福栄 H28.10.6 田辺市

14875-6296-8 牝 せいふく 黒 賢晴 320 打越　章介

美国幸 期期 4 美国桜 83.2 安平幸 H28.12.6 岩出市

13579-6534-9 去勢 さち 黒 平茂勝 259 神下　勝幸

徳茂勝 6 徳悠翔 80.2 若茂勝 H28.11.27 日高川町

15247-0158-9 去勢 わかひめ 黒 北国茂 268 (農)中川農園

よしくに 期待 4 芳之国 80.4 金幸 H28.10.15 ET産子 かつらぎ町

13844-7493-7 牝 さゆり 黒 安糸福 311 木村　全治

太 期期 2 美津百合 81.0 第１花国 H28.11.30 田辺市本宮町

15383-7520-2 去勢 ようこ 黒 安福久 265 石谷　強

久松幸 1 幸紀雄 82.2 安福久 H29.1.21 5種混2回済 和歌山市

15460-5937-8 去勢 ひさまつ 黒原 第７安福 213 野嶋　良平

秋芳 期待 4 芳之国 80.2 福安照 H28.10.23 白浜町

15283-0903-3 去勢 てるてるひめ 黒 安平照 303 尾﨑　春己

てるふく 期期 1 美津照重 80.0 安茂勝 H28.9.30 田辺市

14875-6295-1 牝 やすふくみ 黒 福栄 326 打越　章介

福助 期待 12 安茂勝 79.1 福栄 H28.10.3 串本町

15140-1074-5 去勢 ふくこ 黒 幸豊土井 323 森嶋　貫五

国茂 期期 8 美国桜 80.2 安茂勝 H28.10.4 湯浅町

13780-5924-9 去勢 まさみ２ 黒 金鶴 322 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。８月市場は、平成２８年１０月６日生まれ ～ 平成２９年１月２４日生まれの子牛となります。
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