
和歌山県熊野牛子牛市場セリ名簿
開催日 H30.8.21

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）

めい 期期 9 直太郎 79.3 福栄 H29.10.16 田辺市本宮町

15383-7548-6 牝 ふくえい8855 黒 金幸 309 石谷　強

てるただ 期期 3 美津照重 79.4 勝忠鶴 H29.11.3 那智勝浦町

14348-6214-1 牝 つるひめ 黒 安平 291 加味根　靖子

ぴのこ 期待 4 勝忠平 80.4 金幸 H29.10.28 ET産子 日高町

15101-5815-1 牝 さゆり 黒 安糸福 297 大畑　啓子

よしか 期待 7 芳之国 80.1 茂勝栄 H29.12.12 白浜町

15562-0934-3 牝 やす 黒 安平 252 尾﨑　春己

繁茂 7 茂久桜 77.4 北国茂 H30.1.6 串本町

15536-1101-9 去勢 しげみ 黒 安福165の9 227 中正司　ちか子

安光 期待 10 安茂勝 79.2 美津照 H29.12.29 かつらぎ町

15377-0095-1 去勢 みつこ 黒 高栄 235 飼原　悠希

ゆずか 期期 2 福華1 80.1 美津照重 H29.11.14 かつらぎ町

14199-6897-4 牝 ゆずてる 黒 忠富士 280 楠本　哲嗣

鶴太郎 期期 10 直太郎 78.3 北仁 H29.11.12 御坊市

15701-0589-8 去勢 つるこ 黒 金鶴 282 阪口　義弘

美津平 期待 9 美津照重 78.7 藤平茂(事業団) H29.12.24 古座川町

15632-2870-2 去勢 ふじふくひら 黒 福栄 240 谷　正夫

りょうひさ 2 諒太郎 79.7 安福久 H29.11.8 岩出市

15634-6555-8 牝 ひささつき 黒 平茂勝 286 神下　勝幸

いちご 期期 15 幸紀雄 80.9 安平 H30.1.12 御坊市

15701-0593-5 牝 あおい 黒 糸秀 221 阪口　義弘

国松 期期 2 美国桜 80.7 福華1 H29.12.5 紀の川市

15632-5265-3 去勢 なずな 黒 美津福 259 中山　庄司

幸照 期待 9 安平幸 83.3 照美 H29.11.28 日高川町

15462-0186-9 去勢 ほのか 黒 藤桜 266 (農)中川農園

裕也 4 諒太郎 80.8 金幸 H29.12.19 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

15574-0017-6 去勢 まゆみ 黒 忠福 245 上芝　恵介

輝美津 期待 8 美津百合 79.9 茂勝栄 H30.1.14 御坊市

15701-0594-2 去勢 てるみ 黒 安平照 219 阪口　義弘

彩茂久 6 茂久桜 80.3 第１花国 H29.12.7 5種混2回済 和歌山市

13925-5968-8 去勢 あや 黒 北国7の8 257 野嶋　良平

芳美津金 期期 1 芳之国 79.4 美津照重 H29.12.20 すさみ町

1
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育種価 体　重 損徴 摘　要 価　格
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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）
育種価 体　重 損徴 摘　要 価　格

14946-4228-8 去勢 ひばり 黒 金幸 244 和歌山県畜産試験場

はなひら 期期 10 花美千 80.6 藤平茂(事業団) H29.12.8 5種混2回済 和歌山市

13925-5969-5 牝 ななひら 黒 福谷福 256 野嶋　良平

富士松 期期 4 幸紀雄 80.4 金幸 H29.11.29 ET産子 かつらぎ町

15377-0094-4 去勢 さゆり 黒 安糸福 265 飼原　悠希

貴茂 期待 7 安茂勝 80.4 貴安福 H29.10.31 串本町

13923-8658-1 去勢 きくしげ２ 黒 北国茂 294 鈴木　利朗

北百合 期待 4 美津百合 79.2 北国７の８ H30.1.4 那智勝浦町

14348-6218-9 去勢 あじさい 黒 安平 229 加味根　靖子

七菜雄 期期 7 幸紀雄 79.2 北国７の８ H29.12.1 御坊市

15701-0590-4 去勢 なな 黒 安茂勝 263 阪口　義弘

北栄７ 期待 13 芳之国 80.1 福栄 H29.11.10 同性複数産子 古座川町

15632-2867-2 去勢 きたさかえ５ 黒 北国7の8 284 谷　正夫

こはるこ 期期 5 平茂晴 81.8 百合茂 H29.12.3 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

15574-0016-9 牝 はるこ 黒 第５隼福 261 上芝　恵介

茂菊 期待 13 安茂勝 79.2 糸北富士 H29.12.11 古座川町

15632-2869-6 去勢 きくふじ 黒 谷菊 253 谷　正夫

北栄６ 期待 13 芳之国 80.1 福栄 H29.11.10 同性複数産子 古座川町

15632-2866-5 去勢 きたさかえ５ 黒 北国7の8 284 谷　正夫

まい 2 美国桜 81.0 美津照重 H29.11.28 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

15574-0014-5 牝 みずほ 黒 勝忠平 266 上芝　恵介

そのこ 期待 6 美国桜 79.2 平茂勝 H29.11.18 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

15574-0012-1 牝 あきさめしげ 黒 茂重桜 276 上芝　恵介

みつこ 期待 7 美津照重 86.5 金幸 H29.10.21 ET産子 かつらぎ町

15270-7507-6 牝 あゆみ 黒原 平茂勝 304 木村　全治

幸紀 期期 14 幸紀雄 80.0 安福栄 H29.12.15 湯浅町

15231-5936-7 去勢 いわひさ 黒 鶴丸土井 249 山本　岩雄

健太郎 期期 9 諒太郎 78.7 美津照 H30.1.18 御坊市

15701-0595-9 去勢 ふじてる 黒 藤桜 215 阪口　義弘

美津芳 期期 1 芳之国 81.0 美津百合 H29.10.6 古座川町

15632-2863-4 去勢 みつくに 黒 北国7の8 319 谷　正夫

安 期待 6 安茂勝 79.9 北仁 H29.11.27 湯浅町

15231-5935-0 去勢 まほ 黒 北湖２ 267 山本　岩雄

糸百合 期待 13 美津百合 78.4 第７安福 H29.12.23 日高川町

15462-0188-3 去勢 いとふく 黒 糸藤(鹿児島) 241 (農)中川農園
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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）
育種価 体　重 損徴 摘　要 価　格

谷照 期待 13 美津照重 78.5 北国7の8 H29.11.22 古座川町

15632-2868-9 去勢 たにきた 黒 安福栄 272 谷　正夫

茂美 期期 4 美津照重 78.4 安茂勝 H29.12.22 湯浅町

15231-5937-4 去勢 やすはる 黒 松福美 242 山本　岩雄

美国幸２ 期期 5 美国桜 83.2 安平幸 H29.11.17 岩出市

15634-6556-5 去勢 さち 黒 平茂勝 277 神下　勝幸

聖斗 期期 10 聖香藤 81.2 藤平茂(事業団) H29.12.15 かつらぎ町

15468-6901-4 去勢 きみてる 黒 照幸重 249 楠本　哲嗣

勝又 期待 4 勝忠平 80.4 金幸 H29.11.1 ET産子 紀の川市

13602-5260-3 去勢 さゆり 黒 安糸福 293 右角損傷 中山　庄司

勇也 3 諒太郎 79.1 花清国 H29.11.25 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

15574-0013-8 去勢 のあざみ 黒 飛騨白真弓 269 上芝　恵介

北茂晴 8 茂晴花 79.2 北国茂 H29.11.17 田辺市

15631-6314-0 去勢 きたざくら 黒 茂重桜 277 打越　章介

勝重 期期 5 美津照重 81.4 安茂勝 H29.11.11 白浜町

15562-0930-5 去勢 かつ 黒 茂重桜 283 尾﨑　春己

広美千 期期 8 花美千 80.9 金幸 H29.12.23 5種混2回済 和歌山市

13925-5970-1 去勢 ひろみ 黒 安平 241 野嶋　良平

一平 期期 4 安平幸 79.4 百合茂 H29.10.17 紀の川市

13602-5254-2 去勢 ふくゆり 黒 福栄 308 中山　庄司

一太郎 期期 6 諒太郎 80.0 安福165の9 H29.11.11 5種混2回済 和歌山市

13925-5964-0 去勢 やすは 黒 第１花国 283 野嶋　良平

美国照 期期 1 美国桜 80.2 美津照重 H29.11.7 日高川町

15462-0184-5 去勢 つるふく 黒 第７安福 287 (農)中川農園

拓磨 期期 1 美国桜 79.8 安福久 H29.11.30 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

15574-0015-2 去勢 ゆずは 黒 金幸 264 上芝　恵介

増茂 期待 8 安茂勝 79.4 北仁 H29.12.27 串本町

14882-1100-1 去勢 ますみ 黒 平茂勝 237 中正司　ちか子

くりり 期期 2 美国桜 80.3 百合茂 H29.12.26 かつらぎ町

15468-6903-8 牝 ゆりり 黒 安福久 238 楠本　哲嗣

もんふく 17 安茂勝 81.5 第７安福 H30.1.13 紀の川市

10033-7019-0 牝 いなだもんふく 黒 紋次郎 220 長田　正穂

黒潮桜 期期 1 美国桜 83.2 福華1 H29.12.8 ET産子 かつらぎ町

15270-7509-0 去勢 くろしおひめ 黒原 福桜(宮崎) 256 木村　全治

てるかつ 期待 5 安茂勝 80.2 福安照 H29.11.4 白浜町

48
ABABCB

36
CBCBBA

37
BBBBBB

BAABAA

39
ABACCB

46
CBCBBB

44

45
AAACBA

43
ABBCCB

52 ○

42
CBCBBA

ABACCB

51

○
BBBBBA

BBBCBA

41

38

CCCCCB

40

47
CBCBBA

49

35

50

3頁



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）
育種価 体　重 損徴 摘　要 価　格

15562-0929-9 牝 てるてるひめ 黒 安平照 290 尾﨑　春己

てるかつ 期待 7 福安照 80.1 安茂勝 H29.11.7 串本町

13923-8659-8 牝 きよしげ 黒 北国７の８ 287 鈴木　利朗

久勝国 5 安福久 81.8 平茂勝 H29.10.24 岩出市

15634-6552-7 去勢 さつきかつ 黒原 北国7の8 301 神下　勝幸

やすこ 期待 8 安茂勝 78.6 福栄 H29.12.21 田辺市

15631-6317-1 牝 せいふく 黒 賢晴 243 打越　章介

一心 8 直太郎 77.4 白清85の3 H29.12.14 田辺市本宮町

15383-7556-1 去勢 いおり 黒 平茂勝 250 石谷　強

日置29の11 期期 4 美津百合 79.1 光平照 H29.12.12 白浜町

13388-6297-1 去勢 としつぎこ 黒 北国7の8 252 長谷川　寛

美津華 期期 3 美津百合 81.0 福華1 H30.1.11 日高川町

15573-0189-3 去勢 せりな 黒 安糸福 222 (農)中川農園

あすか 期待 8 美津照重 80.5 安茂勝 H29.12.23 白浜町

15562-0935-0 牝 しげかつ 黒 谷茂(事業団) 241 尾﨑　春己

北百合 期待 9 美津百合 78.8 北仁 H29.11.28 日高川町

15462-0187-6 去勢 なかふくじん 黒 福栄 266 (農)中川農園

みかん 8 福華1 79.9 上茂福 H29.12.19 かつらぎ町

15468-6902-1 牝 もみじ 黒 平茂勝 245 楠本　哲嗣

こゆき 1 勝早桜５ 80.6 平茂勝 H29.12.4 ET産子 有田川町

15356-6738-6 牝 あいみ 黒原 糸福(岐阜) 260 谷口　公則

茂晴勝 3 茂晴花 78.7 若茂勝 H29.11.11 田辺市

15631-6313-3 去勢 ゆりか 黒 北国茂 283 打越　章介

みくに 期期 4 美国桜 80.7 安茂勝 H29.12.11 御坊市

15701-0591-1 牝 くにこ 黒 北国７の８ 253 阪口　義弘

七美津 期期 1 美津照重 80.1 芳之国 H29.11.4 印南町

15363-9837-1 去勢 ななのくに 黒 藤平茂(事業団) 290 江端　大気

光国 3 美国桜 80.3 百合茂 H29.11.18 かつらぎ町

14199-6898-1 去勢 ひかり 黒 光平照 276 楠本　哲嗣

百合次郎 期待 6 美津百合 79.2 安平照 H29.10.16 田辺市本宮町

15383-7547-9 去勢 なおこ 黒 金幸 309 石谷　強
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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）
育種価 体　重 損徴 摘　要 価　格

ゆり 期待 4 美津百合 77.7 第１花国 H29.11.29 田辺市

15631-6316-4 牝 あおい 黒 安福久 265 打越　章介

とみひで 10 久富福 79.1 糸秀茂 H29.11.12 日高川町

15462-0185-2 牝 ひでみ 黒 北国７の８ 282 (農)中川農園

ひふみん 7 寿勝平 79.3 福栄 H29.12.30 御坊市

15701-0592-8 牝 ふくひめ 黒 福之国 234 阪口　義弘

日置29の10 期期 11 花美千 80.0 平茂勝 H29.10.23 白浜町

13388-6294-0 去勢 ゆかり 黒 茂重桜 302 長谷川　寛

はるか 4 茂晴花 82.0 隆之国 H29.11.1 かつらぎ町

14199-6895-0 牝 かんげつ314 黒原 安福165の9 293 楠本　哲嗣

かつこ 期待 10 安茂勝 78.7 福栄 H29.11.23 白浜町

15562-0933-6 牝 ふくざくら 黒 茂重桜 271 尾﨑　春己

日置29の9 期待 14 美津照重 79.0 第６栄 H29.10.16 白浜町

13388-6293-3 去勢 たかよ 黒 北国7の8 309 長谷川　寛

菊福 期待 14 福安照 81.4 北国7の8 H29.12.28 新宮市

15389-6243-3 去勢 きたぎく 黒 茂重桜 236 山口　昌一

とみゆり 1 久富福 80.2 美津百合 H29.10.29 印南町

13761-5903-3 牝 ゆりしま 黒 第７安福 296 下口　栄太郎

福久華 期期 2 福華1 80.0 芳之国 H29.11.19 5種混2回済 和歌山市

13925-5965-7 去勢 よしのひさ 黒 安福久 275 野嶋　良平

久富士桜３ 期期 4 美国桜 81.0 安福久 H29.10.21 岩出市

15634-6551-0 去勢 ひさふじ 黒原 忠富士 304 神下　勝幸

三郎 期待 9 美津照重 78.9 北国7の8 H29.12.12 田辺市本宮町

15383-7555-4 去勢 にしきたぐに1 黒 平茂勝 252 石谷　強

幸百合 1 幸紀雄 82.6 美津照重 H29.10.5 陰睾手術済 御坊市

15459-0586-7 去勢 ゆりな 黒 百合茂 320 阪口　義弘

朝美国 期待 7 美国桜 77.5 福栄 H29.10.30 串本町

15544-1098-7 去勢 あさこ 黒 第２平茂勝 295 中正司　ちか子

健勇 期期 2 茂洋 81.9 百合茂 H29.12.21 5種混2回済、ﾍﾓ注1回予定 海南市

15574-0018-3 去勢 かおり 黒原 福之国 243 上芝　恵介

勝桜 4 美国桜 80.0 勝忠鶴 H29.10.26 日高川町

15462-0182-1 去勢 かつひめ 黒 若茂勝 299 (農)中川農園

茂晴照 5 茂晴花 79.4 福安照 H29.11.6 印南町

13761-5904-0 去勢 ちほ 黒 茂勝栄 288 下口　栄太郎
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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）
育種価 体　重 損徴 摘　要 価　格

りょうさつき 期期 7 諒太郎 81.1 北国7の8 H29.11.9 岩出市

15634-6554-1 牝 くにさつき 黒高 安平 285 神下　勝幸

福三郎 期待 10 美津百合 79.2 北仁 H29.10.25 田辺市本宮町

15383-7552-3 去勢 きたふく 黒 谷福土井 300 石谷　強

華幸紀 期期 10 幸紀雄 80.2 藤平茂(事業団) H29.12.4 5種混2回済 和歌山市

13925-5967-1 去勢 はなみち 黒 福栄 260 野嶋　良平

小町 期期 1 福安照 81.2 福華1 H29.12.3 新宮市

15389-6242-6 去勢 くろしおこまち 黒 福桜(宮崎) 261 山口　昌一

彩徳翔 期期 7 徳悠翔 80.2 北平安 H29.12.3 5種混2回済 和歌山市

13925-5966-4 去勢 あやか 黒 第１花国 261 野嶋　良平

さくらこ 期期 7 直太郎 78.6 北平安 H29.11.18 白浜町

15562-0931-2 牝 きたさくら 黒 茂重桜 276 尾﨑　春己

芳照 期期 2 芳之国 81.2 美津照重 H29.12.27 田辺市本宮町

15383-7557-8 去勢 ゆりてる 黒 百合茂 237 石谷　強

ひささつき2の1 1 幸紀雄 81.2 安福久 H29.10.28 岩出市

15634-6553-4 牝 ひささつき2 黒 平茂勝 297 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。８月市場は、平成２９年１０月５日生まれ ～ 平成３０年１月２３日生まれの子牛となります。
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