
熊野牛子牛市場セリ名簿
開催日 H29.11.21

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）

勝之国 期待 5 芳之国 81.8 勝忠平 H29.3.6 5種混2回済 和歌山市

15460-5941-5 去勢 かつよ 黒 安福165の9 260 野嶋　良平

寿忠 7 寿勝平 81.7 忠富士 H29.1.24 かつらぎ町

15012-6876-0 去勢 ゆず 黒 福茂 301 楠本　哲嗣

夏秋桜 1 茂久桜 79.2 夏秋花 H29.2.8 那智勝浦町

13784-6205-6 去勢 あやめ 黒 平茂勝 286 加味根　靖子

ひきがわ29の2 5 幸紀雄 79.2 福安照 H29.3.23 ﾍﾓ注1回予定 白浜町

13562-6278-4 牝 ゆみこ 黒 忠富士 243 長谷川　寛

としみつ 期期 10 美津百合 78.9 北国茂 H29.4.16 串本町

13923-8656-7 牝 とししげ 黒 谷茂(事業団) 219 鈴木　利朗

みほゆり 期期 11 美津百合 81.2 平茂勝 H29.1.14 岩出市

13518-6536-2 牝 みほひらしげ 黒 景藤 311 神下　勝幸

きらら 期待 4 福華１ 81.3 安福久 H29.3.21 かつらぎ町

15012-6877-7 牝 うらら 黒 平茂勝 245 楠本　哲嗣

あや 期期 4 美国桜 82.4 百合茂 H29.3.25 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

11804-4219-2 牝 あつこ 黒原 松福美 241 上芝　恵介

春潤 期期 3 安茂勝 79.7 安福久 H29.4.5 御坊市

15459-0572-0 去勢 はるみ 黒 藤桜 230 阪口　義弘

八美 期待 12 美津照重 81.2 平茂勝 H29.3.26 新宮市

15101-6226-4 去勢 やや 黒 北国７の８ 240 山口　昌一

はなふじ 期待 8 福華１ 78.7 美津照 H29.2.13 御坊市

15459-0565-2 牝 ふじてる 黒 藤桜 281 阪口　義弘

日置29の1 3 直太郎 79.1 光平照 H29.1.8 ﾍﾓ注1回予定 白浜町

13562-6274-6 去勢 としつぎこ 黒 北国７の８ 317 長谷川　寛

菊直 11 直太郎 78.6 菊千代土井 H29.1.14 白浜町

15283-0911-8 去勢 よしか 黒 安美土井 311 尾﨑　春己

文治 期待 9 芳之国 78.9 安茂勝 H29.3.24 田辺市本宮町

15383-7531-8 去勢 やすひだ 黒 飛騨福桜 242 石谷　強

おふく 期待 6 安茂勝 79.3 福栄 H29.2.1 御坊市

15459-0564-5 牝 ふくひめ 黒 福之国 293 阪口　義弘

ふくはなふく 期待 5 福華１ 80.4 美津福 H29.2.23 5種混2回済 和歌山市

15460-5939-2 牝 かえら 黒原 茂重桜 271 野嶋　良平
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寿久輝 3 寿勝平 80.1 安福久 H29.4.3 御坊市

15459-0571-3 去勢 ひさてる 黒 茂勝栄 232 阪口　義弘

景直 7 直太郎 78.6 藤北景 H29.2.1 印南町

15193-5896-5 去勢 きたかげ 黒 北湖２ 293 下口　栄太郎

美久利 期期 2 美津照重 79.8 百合茂 H29.4.15 御坊市

15459-0574-4 去勢 はなゆり 黒 安福久 220 阪口　義弘

芳安福 4 芳之国 79.4 安福165の9 H29.2.22 かつらぎ町

14634-0080-2 去勢 みつやす165 黒 安平 272 飼原　悠希

百合栄 期期 10 美津百合 78.9 福栄 H29.2.19 古座川町

13664-2849-1 去勢 こざさかえ 黒 幸豊土井 275 谷　正夫

貴史 期期 5 安茂勝 79.5 美津照 H29.1.30 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

14910-1193-3 去勢 ゆう 黒 糸光　　　　◆ 295 上芝　恵介

好平百合 5 好平茂 80.7 百合茂 H29.2.26 かつらぎ町

14634-0081-9 去勢 とも１の３ 黒 安平 268 飼原　悠希

凛太朗 期期 3 芳之国 79.8 百合茂 H29.3.6 御坊市

15459-0567-6 去勢 りんご 黒 安福165の9 260 阪口　義弘

てるふじ 期待 6 美津照重 81.8 茂花国 H29.1.30 かつらぎ町

14634-0075-8 牝 はなふじ 黒 忠富士 295 飼原　悠希

泉音 6 安茂勝 79.2 北湖２ H29.3.31 下腹部拳大白斑 血統証明書 御坊市

15459-0569-0 去勢 いずみ 黒 平茂勝 235 白舌 阪口　義弘

雄次郎 3 幸紀雄 79.6 茂勝栄 H29.1.17 田辺市

14875-6300-2 去勢 はぎ 黒 福栄 308 打越　章介

直通 期期 8 美国桜 78.1 福栄 H29.3.31 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

11804-4220-8 去勢 みやび 黒 平茂勝 235 上芝　恵介

てるしげ 期待 9 美津照重 81.1 北仁 H29.3.13 白浜町

15562-0917-6 牝 かつきた 黒 平茂勝 253 尾﨑　春己

ふくかつ 期待 6 安茂勝 79.3 福栄 H29.2.28 白浜町

15562-0915-2 牝 くにこ 黒 北国７の８ 266 尾﨑　春己

優駿 7 寿勝平 79.3 美津福 H29.4.8 御坊市

15459-0573-7 去勢 ゆうか 黒 金幸 227 阪口　義弘

ふくわか 期待 10 若茂勝 79.1 松福美 H29.3.9 白浜町

15562-0916-9 牝 すずえ 黒 高栄 257 尾﨑　春己

苺 8 美津照重 81.1 平茂勝 H29.1.10 かつらぎ町

14634-0072-7 去勢 こすもす 黒 北国７の８ 315 飼原　悠希
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清藤桜 8 茂久桜 80.8 藤北景 H29.4.19 5種混2回済 和歌山市

15460-5943-9 去勢 もりきよふじ 黒 福桜(宮崎) 216 異性複数産子 野嶋　良平

幸治 7 幸紀雄 79.3 福之国 H29.2.16 田辺市本宮町

15383-7528-8 去勢 おりひめ２ 黒 安平 278 石谷　強

夢生 8 幸紀雄 79.1 安福165の9 H29.1.16 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

14910-1192-6 去勢 にしやすふく１ 黒 平茂勝 309 上芝　恵介

美津安重 期期 4 美津照重 77.1 安茂勝 H29.2.27 田辺市

15231-6302-9 去勢 はつね 黒 藤桜 267 打越　章介

福勝 期待 8 安茂勝 79.4 福栄 H29.1.31 白浜町

15283-0914-9 去勢 きたふくみ 黒 北国７の８ 294 尾﨑　春己

良文 期待 7 美津照重 78.5 百合茂 H29.1.16 田辺市本宮町

15383-7527-1 去勢 ゆりか 黒 金幸 309 石谷　強

日置29の3 期待 14 美津照重 80.2 第７安福 H29.2.28 ﾍﾓ注1回予定 白浜町

13562-6276-0 去勢 ふくこ 黒 紋次郎 266 長谷川　寛

えみ 期待 8 安茂勝 78.9 福栄 H29.3.3 白舌 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

14910-1195-7 牝 ふくゆきぐに 黒 藤桜 263 上芝　恵介

久藤 10 久富福 81.3 北国茂 H29.3.5 日高川町

15247-0163-3 去勢 ふじひめ 黒 金徳 261 (農)中川農園

茂安 期待 9 茂勝栄 78.7 貴安福 H29.4.18 串本町

13923-8657-4 去勢 たかいと 黒 糸北富士 217 鈴木　利朗

ふじしげ 期待 13 美津照重 78.4 藤桜 H29.3.21 白浜町

15562-0918-3 牝 けんふじ 黒 賢深 245 尾﨑　春己

るみ 期期 4 美国桜 81.7 安福久 H29.1.12 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

14910-1191-9 牝 ひさね 黒 平茂勝 313 上芝　恵介

久富国 5 久富福 80.3 福之国 H29.2.5 かつらぎ町

14634-0076-5 去勢 かつはなこ 黒 平茂勝 289 飼原　悠希

奇跡 期期 2 安平幸 79.3 百合茂 H29.4.25 御坊市

15459-0575-1 去勢 ひめか 黒 福之国 210 阪口　義弘

七美 期待 8 美津照重 79.3 平茂勝 H29.3.14 新宮市

15101-6225-7 去勢 ななに 黒 安福(岐阜) 252 山口　昌一

みゆしずえ 期期 9 美津百合 79.8 安茂勝 H29.2.10 5種混2回済 和歌山市

15460-5938-5 牝 しずえ 黒 糸梅 284 野嶋　良平

家康 期期 9 美国桜 79.8 安茂勝 H29.2.9 御坊市

15459-0587-4 去勢 やすしげ 黒 安平 285 阪口　義弘
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光国 3 美国桜 81.3 光平照 H29.3.16 日高川町

15462-0165-4 去勢 みつただ 黒 忠富士 250 (農)中川農園

さくら２ 期期 1 美津照重 78.8 芳之国 H29.3.10 湯浅町

15231-5928-2 牝 さくら 黒 安茂勝 256 山本　岩雄

ゆき 期待 5 美津照重 85.1 百合茂 H29.1.24 ET産子 すさみ町

15177-4215-5 牝 ゆみ 黒原 平茂勝 301 畜産試験場

日置29の2 3 美津照重 80.7 勝忠鶴 H29.1.27 ﾍﾓ注1回予定 白浜町

13562-6275-3 去勢 さえこ 黒 福安照 298 長谷川　寛

照重勝 期待 7 美津照重 80.0 安茂勝 H29.3.16 田辺市

15231-6304-3 去勢 かつにしき 黒 雷電 250 打越　章介

輝道 期期 7 夏秋花 79.9 茂勝栄 H29.2.22 御坊市

15459-0566-9 去勢 てるみ 黒 安平照 272 阪口　義弘

紅牙 期期 5 安茂勝 80.9 北平安 H29.1.27 かつらぎ町

14634-0074-1 去勢 ひらやす 黒原 福桜(宮崎) 298 飼原　悠希

安茂糸 期待 6 安茂勝 78.5 糸福(鹿児島) H29.2.18 田辺市

15231-6301-2 去勢 さんぜん0045 黒 糸光　　　　◆ 276 打越　章介

若安 期期 7 花国安福 80.2 若茂勝 H29.3.12 那智勝浦町

13784-6207-0 去勢 わかいとはる 黒 安糸晴 254 加味根　靖子

みほみつゆり 期期 9 美津百合 80.9 福栄 H29.2.17 岩出市

13518-6537-9 牝 みほしげふく 黒 平茂勝 277 神下　勝幸

よしのふじ 期期 5 芳之国 80.3 福安照 H29.3.3 5種混2回済 和歌山市

15460-5940-8 牝 ふくやすふじ 黒 忠富士 263 野嶋　良平

咲久良 期待 5 安茂勝 80.4 安福久 H29.3.25 御坊市

15459-0568-3 去勢 さくら 黒 平茂勝 241 阪口　義弘

幸之助 1 安平幸 80.5 美国桜 H29.1.22 左まぶたイボ 紀の川市

10033-7030-5 去勢 あやめ 黒 福安照 303 中山　庄司

あんず 期期 2 福華１ 78.4 安福久 H29.3.31 御坊市

15459-0570-6 牝 おひさ 黒 安茂勝 235 阪口　義弘

しの 期期 10 美津百合 79.8 松福美 H29.4.6 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

15574-0001-5 牝 まつしげ 黒 花桜 229 上芝　恵介

ひきがわ29の1 12 茂久桜 79.2 北国７の８ H29.3.3 ﾍﾓ注1回予定 白浜町

13562-6277-7 牝 こまき 黒 菊安(事業団) 263 長谷川　寛

美国 期期 5 美国桜 80.9 安茂勝 H29.2.6 湯浅町

13780-5927-0 去勢 はる 黒原 北湖２ 288 山本　岩雄
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みほとしかつ 8 寿勝平 80.4 美津神 H29.3.22 岩出市

13518-6538-6 牝 みほみつかみ 黒 景藤 244 神下　勝幸

北平芳 期待 5 芳之国 78.0 北平安 H29.1.17 白浜町

15283-0912-5 去勢 まさこ 黒 平茂勝 308 尾﨑　春己

しげひさふじ 8 茂久桜 80.8 藤北景 H29.4.19 5種混2回済 和歌山市

15460-5944-6 牝 もりきよふじ 黒 福桜(宮崎) 216 異性複数産子 野嶋　良平

冬久 6 安福久 80.1 勝忠平 H29.2.13 ET産子 かつらぎ町

14634-0078-9 去勢 こうしんやま73 黒 安平 281 飼原　悠希

福芳 期期 3 芳之国 80.6 福安照 H29.1.18 白浜町

15283-0913-2 去勢 やすてる 黒 茂勝栄 307 尾﨑　春己

和久 13 久富福 79.6 第７安福 H29.3.13 日高川町

15247-0164-0 去勢 かずふく 黒 谷美土井 253 (農)中川農園

ふじこ 期待 8 藤平茂(事業団) 81.0 茂重桜 H29.2.20 ET産子 かつらぎ町

10033-7021-3 牝 なみこ 黒 糸晴波 274 木村　全治

七之国 期待 6 芳之国 78.6 藤平茂(事業団) H29.1.24 印南町

13591-9833-2 去勢 なな 黒 糸秀波 301 江端　大気

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 336 飼原　悠希

一芳 期待 16 芳之国 78.5 谷菊 H28.12.25 古座川町

13664-2847-7 去勢 きくゆき 黒 第２安鶴土井 331 谷　正夫

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 325 井本　壽郎

一二三 7 幸紀雄 77.4 白清８５の３ H29.1.2 田辺市本宮町

15383-7525-7 去勢 いおり 黒 平茂勝 323 石谷　強

なちふく 期期 1 福栄 79.4 芳之国 H29.1.4 那智勝浦町

13784-6204-9 牝 ゆずりは 黒 安糸福 321 加味根　靖子

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２９年１月５日生まれ ～ 平成２９年４月２５日生まれの子牛となります。
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