
熊野牛子牛市場セリ名簿
開催日 H30.5.15

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）

圭佑 期期 6 美津照重 79.8 勝忠平 H29.10.4 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

15574-0011-4 去勢 ゆき 黒 藤桜 223 上芝　恵介

花美津 期待 9 美津照重 77.5 第1花国 H29.9.19 5種混2回済 和歌山市

13925-5959-6 去勢 はなひめ 黒 紋次郎 238 野嶋　良平

なおこひさ 4 直太郎 80.5 安福久 H29.9.5 岩出市

13518-6546-1 牝 みほひさ 黒原 第２平茂勝 252 神下　勝幸

勝久桜 4 茂久桜 81.0 安茂勝 H29.10.10 白浜町

15562-0928-2 去勢 まゆみ 黒 安平照 217 尾﨑　春己

神幸紀雄 5 幸紀雄 80.3 平茂勝 H29.9.5 岩出市

13518-6547-8 去勢 かみつるかほ1 黒 北国７の８ 252 神下　勝幸

ぷりん 6 幸紀雄 82.6 勝忠平 H29.7.10 かつらぎ町

14199-6888-2 牝 ろぉず 黒高 福栄 309 楠本　哲嗣

一生 6 美津百合 80.5 若茂勝 H29.7.23 田辺市本宮町

15383-7538-7 去勢 なつみ 黒 北仁 296 石谷　強

まつよし 期待 9 芳之国 78.2 菊平茂 H29.9.9 古座川町

15632-2861-0 牝 まつきく 黒 松福美 248 谷　正夫

のりえ 7 幸紀雄 80.2 北仁 H29.8.19 かつらぎ町

14199-6892-9 牝 ゆきえ 黒 平茂勝 269 楠本　哲嗣

美津花国 期期 1 美津照重 80.4 花国安福 H29.10.8 田辺市

15631-6312-6 去勢 わかはなやす 黒 若茂勝 219 打越　章介

芳安福 期待 2 芳之国 82.8 安福久 H29.8.31 ET産子 すさみ町

14946-4223-3 去勢 ひかり 黒原 平茂勝 257 畜産試験場

百合仁 期期 14 美津百合 79.5 北仁 H29.9.11 古座川町

15632-2862-7 去勢 たにじん 黒 谷茂(事業団) 246 谷　正夫

栗星 期待 8 芳之国 80.1 安茂勝 H29.9.30 那智勝浦町

14692-0002-4 去勢 ゆり 黒 糸北富士 227 原　洋平

日置29の8 期期 2 美国桜 79.7 安福久 H29.10.8 ﾍﾓ注1回予定 白浜町

13388-6292-6 去勢 まみこ 黒 平茂勝 219 長谷川　寛

久美津百合 1 美津百合 81.2 久富福 H29.8.28 岩出市

13518-6544-7 去勢 かほつるとみ 黒 平茂勝 260 神下　勝幸

なつ 期待 10 安茂勝 79.1 福栄 H29.8.13 白浜町

15562-0924-4 牝 あきふく 黒 金鶴 275 尾﨑　春己
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ゆりこ 期期 4 美津百合 79.0 芳之国 H29.8.14 日高川町

15462-0176-0 牝 あかり 黒 鶴浜土井 274 (農)中川農園

森国桜 期期 10 美国桜 80.4 福栄 H29.8.25 5種混2回済 和歌山市

13925-5958-9 去勢 もりふくさかえ 黒 福桜(宮崎) 263 野嶋　良平

茂百合楠 1 茂久桜 81.2 百合茂 H29.10.12 ET産子 有田川町

15356-6737-9 去勢 なつのゆり 黒原 糸福(鹿児島) 215 角片方折れ 谷口　公則

広勝 期待 12 安茂勝 80.1 広順 H29.9.2 白浜町

15562-0926-8 去勢 ひろこ 黒 金鶴 255 尾﨑　春己

福太郎 8 直太郎 79.3 福栄 H29.10.6 田辺市本宮町

15383-7544-8 去勢 ふくえいあお４ 黒 金幸 221 石谷　強

まつり 期期 4 美国桜 79.9 百合茂 H29.10.2 御坊市

15459-0585-0 牝 ゆりあ 黒 安平 225 阪口　義弘

照晴 5 茂晴花 79.9 福安照 H29.9.9 白浜町

15562-0927-5 去勢 しげてる 黒 平茂勝 248 尾﨑　春己

照重 期期 1 美津照重 80.1 芳之国 H29.9.6 湯浅町

15231-5933-6 去勢 はなよし 黒 安茂勝 251 山本　岩雄

なつみふく２ 4 久富福 79.9 勝忠平 H29.9.18 背中 岩出市

15634-6549-7 牝 なつみ 黒 美津照 239 刺毛 神下　勝幸

正 期期 6 美津百合 79.3 福之国 H29.8.17 田辺市本宮町

15383-7539-4 去勢 つきみ５の３ 黒 安平 271 石谷　強

久勝晴 3 安福久 81.7 勝忠平 H29.7.11 かつらぎ町

15295-9640-1 去勢 あぶらや５７ 黒 平茂晴 308 飼原　悠希

はれかえで 期期 5 平茂晴 79.8 百合茂 H29.8.30 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

15574-0008-4 牝 かえで 黒 安平照 258 上芝　恵介

茂男 2 安茂勝 80.3 美津照重 H29.9.1 紀の川市

13602-5249-8 去勢 よもぎ 黒 百合茂 256 中山　庄司

美国鶴 期期 5 美国桜 80.1 勝忠鶴 H29.9.24 日高川町

15462-0181-4 去勢 きたつる 黒 北国７の８ 233 (農)中川農園

芳桜２ 期待 7 芳之国 81.3 忠富士 H29.8.13 かつらぎ町

15377-0091-3 去勢 さくら２ 黒 隆桜 275 飼原　悠希

藤重 期期 8 美津照重 80.4 藤平茂(事業団) H29.9.15 串本町

15544-1095-6 去勢 ふじえ 黒 高栄 242 中正司　ちか子

団 期期 4 芳之国 81.7 百合茂 H29.10.12 田辺市本宮町

15383-7546-2 去勢 こゆき 黒 福栄 215 石谷　強
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美潮 期期 8 美津百合 81.4 藤北景 H29.7.31 串本町

15544-1094-9 去勢 おぐしお 黒 平茂勝 288 中正司　ちか子

北晴 7 茂晴花 78.5 北仁 H29.9.14 印南町

15270-5901-4 去勢 あつ 黒 菊俊土井 243 下口　栄太郎

芳美津 期待 13 芳之国 79.2 美津福 H29.8.31 日高川町

15462-0178-4 去勢 みずき 黒 第１５金水 257 (農)中川農園

秋 期期 11 美国桜 79.5 安平照 H29.8.18 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

15574-0007-7 去勢 やすひらしげ 黒 茂重桜 270 上芝　恵介

直美津 9 直太郎 80.6 美津福 H29.10.2 5種混2回済 和歌山市

13925-5961-9 去勢 みつなみ 黒 茂重桜 225 野嶋　良平

正晴 6 茂晴花 80.0 勝忠平 H29.10.5 田辺市本宮町

15383-7543-1 去勢 まさよ 黒 金幸 222 石谷　強

百合花 2 花美千 80.2 百合茂 H29.9.22 5種混2回済 和歌山市

13925-5960-2 去勢 ゆりかえら 黒 美津福 235 野嶋　良平

芳久富 1 久富福 82.6 芳之国 H29.7.11 印南町

15193-5900-9 去勢 みちよし 黒 安茂勝 308 下口　栄太郎

りんご 期待 4 芳之国 80.4 金幸 H29.9.6 ET産子 かつらぎ町

15377-0092-0 牝 さゆり 黒 安糸福 251 飼原　悠希

よしとみ 1 芳之国 80.6 久富福 H29.8.6 日高川町

15462-0175-3 牝 ひさひめ 黒 勝忠鶴 282 (農)中川農園

福福 期期 3 福華１ 79.6 芳之国 H29.10.16 湯浅町

15231-5934-3 去勢 ふく 黒 松福美 211 山本　岩雄

一星 1 美津照重 82.3 百合茂 H29.9.26 田辺市本宮町

15383-7542-4 去勢 みかゆり 黒 第１花国 231 石谷　強

やすとみ 10 久富福 78.6 第７安福 H29.9.20 印南町

13761-5902-6 牝 ななしま 黒 茂重桜 237 下口　栄太郎

芳男 期期 3 芳之国 80.5 北平安 H29.8.16 かつらぎ町

14199-6890-5 去勢 まりん 黒原 北仁 272 楠本　哲嗣

真司 期期 1 美国桜 80.7 美津照重 H29.8.21 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

15574-0010-7 去勢 かねみつ 黒 金幸 267 上芝　恵介

仁福 期待 8 福安照 78.9 北仁 H29.8.5 那智勝浦町

13784-6211-7 去勢 もも 黒 福栄 283 加味根　靖子

しげしずか 4 茂久桜 82.9 金安平 H29.10.6 5種混2回済 和歌山市
13925-5962-6 牝 しずか 黒原 安茂勝 221 野嶋　良平
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てる 期期 2 芳之国 79.3 福安照 H29.7.5 湯浅町

15231-5931-2 牝 はるか２ 黒 安茂勝 314 山本　岩雄

芳之富士 期待 9 芳之国 81.7 忠富士 H29.9.30 岩出市

15634-6550-3 去勢 ふじみ 黒高 安平 227 神下　勝幸

みく 期期 4 美国桜 78.5 福安照 H29.8.1 白浜町

15562-0923-7 牝 かつてる 黒 平茂勝 287 尾﨑　春己

勝国桜 2 美国桜 80.4 勝忠平 H29.7.29 口接舌 5種混2回済 和歌山市

13925-5956-5 去勢 かつゆり 黒 百合茂 290 野嶋　良平

とみふじ 1 久富福 81.9 美国桜 H29.8.5 日高川町

15462-0174-6 牝 みくにふじ 黒 忠富士 283 (農)中川農園

松芳 期待 13 芳之国 81.3 平茂勝 H29.8.10 新宮市

15389-6235-8 去勢 まつひら 黒 安平 278 山口　昌一

英太 5 直太郎 80.4 光平照 H29.10.6 かつらぎ町
14199-6894-3 去勢 みっつ 黒 忠富士 221 楠本　哲嗣

唄桜 期期 13 美国桜 78.4 安福栄 H29.7.17 新宮市

15389-6233-4 去勢 たかこ 黒 神高福 302 山口　昌一

慎司 期期 9 美津百合 79.5 北仁 H29.8.31 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

15574-0009-1 去勢 きたあけみ 黒 谷福土井 257 上芝　恵介

北幸紀 5 幸紀雄 80.3 北平安 H29.8.13 5種混2回済 和歌山市

13925-5957-2 去勢 きたはぎ 黒原 第７安福 275 野嶋　良平

蓮 期期 1 美国桜 80.4 美津照重 H29.10.3 紀の川市

13602-5253-5 去勢 らん 黒 勝忠平 224 中山　庄司

茂晴安 2 茂晴花 80.4 安茂勝 H29.8.30 田辺市

15631-6311-9 去勢 しげわかかつ 黒 若茂勝 258 打越　章介

福生 期待 11 福安照 79.1 第２平茂勝 H29.9.17 串本町

15544-1096-3 去勢 ありさ 黒 北国７の８ 240 中正司　ちか子

さき 3 幸紀雄 79.3 美国桜 H29.8.17 かつらぎ町

14199-6891-2 牝 ほまれ 黒 百合茂 271 楠本　哲嗣

日置29の7 期待 13 芳之国 81.0 安平 H29.9.27 ﾍﾓ注1回予定 白浜町

13388-6290-2 去勢 とみこ 黒原 隆美 230 長谷川　寛

秋雄 2 美津百合 81.5 夏秋花 H29.9.12 日高川町

15462-0179-1 去勢 あつあきはな 黒 百合茂 245 (農)中川農園

ばにら 期期 1 北乃大福 80.6 百合茂 H29.9.21 かつらぎ町

14199-6893-6 牝 ららこ 黒 安福久 236 楠本　哲嗣
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ことみ 2 芳之国 80.5 若茂勝 H29.8.3 串本町

13656-0011-9 牝 ことぶき 黒 安茂勝 285 井本　壽郎

正安 期待 10 安茂勝 78.9 北仁 H29.9.23 新宮市

15389-6238-9 去勢 まさじん 黒 紋次郎 234 山口　昌一

達也 2 幸紀雄 81.7 安福久 H29.7.13 かつらぎ町

15295-9641-8 去勢 はな 黒 勝忠平 306 飼原　悠希

ふくくに 期期 3 美国桜 79.1 安茂勝 H29.8.3 古座川町

15632-2857-3 牝 ふくしげ 黒 福栄 285 谷　正夫

みつ 期期 1 福華１ 80.6 美津照重 H29.9.18 かつらぎ町

15377-0093-7 牝 みつふじ 黒 茂花国 239 飼原　悠希

茂晴桜 10 茂晴花 79.2 福桜(宮崎) H29.8.11 田辺市

15631-6310-2 去勢 やすか 黒 糸秀 277 打越　章介

久富百合 8 久富福 80.9 百合茂 H29.9.5 岩出市

13518-6545-4 去勢 ゆりみつてる 黒 美津照 252 神下　勝幸

幸紀富福 1 幸紀雄 80.1 久富福 H29.8.9 岩出市

13518-6543-0 去勢 みほとみ 黒 平茂勝 279 神下　勝幸

幸１ 2 幸紀雄 81.8 安福久 H29.10.11 田辺市本宮町

15383-7545-5 去勢 やすふくゆき 黒 百合茂 216 石谷　強

かつみ 期待 7 安茂勝 77.8 美津神 H29.9.6 古座川町

15632-2860-3 牝 かみきた 黒 北国７の８ 251 谷　正夫

福梅 13 梅花平 79.1 福栄 H29.9.3 串本町

15544-1093-2 去勢 ふくこ 黒 幸豊土井 254 中正司　ちか子

ぽんたん 期期 12 菊知恵 80.3 平茂勝 H29.8.8 かつらぎ町

15377-0090-6 牝 ななひらしげ１ 黒 第７安福 280 飼原　悠希

渚 期待 8 安茂勝 80.6 北仁 H29.10.25 新宮市

15389-6241-9 去勢 なぎさ 黒 平茂勝 202 山口　昌一

ぱぴこ 期期 3 美津照重 82.9 福華１ H29.8.24 ET産子 日高町

15101-5810-6 牝 りんこ 黒 金幸 264 大畑　啓子

びすこ 期待 4 百合茂 82.4 福之国 H29.9.5 ET産子 日高町

15101-5811-3 牝 ふくこ 黒 安平 252 大畑　啓子

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。５月市場は、平成２９年６月２９日生まれ ～ 平成２９年１０月１７日生まれの子牛となります。
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