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新城和牛子牛上場種雄牛一覧
２０１９．１１．６

名　　号 登録番号 得 点 生年月日 産  地 父 母 母の父 母の祖父 所 有 者

福　之　姫 黒原5689 82.7 H２４．　８．　４ 栃　木　県 芳　之　国 ふくひめ３ 勝　忠　平 第５隼福 盛岡種雄牛センター

美 津 照 重 黒　13968 82.9 Ｈ１６．　３．２９ 宮　崎　県 美　津　照 い　つ　み 美　津　福 糸　　　秀 熊本種雄牛センター

芳　之　国 黒　14203 80.0 Ｈ１８．　１．１５ 栃　木　県 第１花国 よ　し　え 北国７の８ 糸福（大分） 盛岡種雄牛センター

美　国　桜 黒原5204 84.0 Ｈ１９．　７．２５ 鹿児島県 第１花国 もとみつ 美　津　福 紋　次　郎 ㈲徳重和牛人工授精所

幸　紀　雄 黒原5297 86.7 H２０．　５．１８ 鹿児島県 百　合　茂 はつかね 金　　　幸 安　　　平 ㈲徳重和牛人工授精所

諒　太　郎 黒原5605 87.0 H２３．　３．２９ 鹿児島県 勝　忠　平 なつえ７５ 安　福　久 平　茂　勝 ㈲徳重和牛人工授精所

愛　之　国 黒原5747 83.1 H２４．　３．１０ 北　海　道 芳　之　国 あ　い　こ 平　茂　勝 安福（岐阜） 盛岡種雄牛センター

光　平　照 黒　14057 81.8 Ｈ１６．　３．１０ 鳥　取　県 安　平　照 みつやす1の1 安福１６５の９ 照長土井 盛岡種雄牛センター

福　　  増 黒原5273 82.7 H２１．　２．２４ 鳥　取　県 安　平　吉 かつき５ 糸　松　波 福　　　栄 前橋種雄牛センター

隆　之　国 黒　13809 84.2 Ｈ１５．　４．２９ 鹿児島県 福　之　国 第１７たかこ 隆　　　桜 第２０平茂 ㈲羽子田人工授精所

百 合 勝 安 黒原5284 84.5 H２０．　６．２４ 島　根　県 百　合　茂 いとはる３の３ 平　茂　勝 安福（岐阜） 前橋種雄牛センター

百　合　茂 黒原4086 88.8 Ｈ１１．　８．１８ 鹿児島県 平　茂　勝 しらゆり 神　高　福 忠　　　福 ㈲徳重和牛人工授精所

美 津 百 合 黒原4990 83.0 H１９．　２．　２ 広　島　県 百　合　茂 よしの１ 美　津　福 ９　中　丸 盛岡種雄牛センター

勝 早 桜 ５ 黒　14289 83.3 H１８．　６．２３ 北　海　道 勝　忠　平 な　　つ 安　　　平 隆　　　桜 ジェネティクス北海道

安　福　久 黒原4416 85.5 Ｈ１３．１０．３０ 栃　木　県 安福１６５の９ もとじろう 紋　次　郎 糸　　　光 ㈲徳重和牛人工授精所

久　茂　福 黒原5488 82.3 H２３．　３．１３ 島　根　県 安　福　久 ゆりふく 百　合　茂 福　　　栄 島根県畜産技術センター

聖　香　藤 黒原5642 86.2 H２３．　３．２７ 鹿児島県 勝　忠　平 なつえ７５ 安　福　久 平　茂　勝 ㈲徳重和牛人工授精所

花　平　国 黒　14350 82.7 H１９．　４．　８ 広　島　県 第１花国 よしかつ４ 平　茂　勝 北国７の８ 岡山種雄牛センター

茂　晴　花 黒　14619 81.5 H２１．　７．　９ 徳　島　県 平　茂　晴 みつ１３５の４ 第１花国 北国７の８ 岡山種雄牛センター

光　　  彦 黒原5694 82.8 H２４．　４．１４ 北　海　道 光　平　照 あ　い　こ 平　茂　勝 安福（岐阜） 盛岡種雄牛センター

第 １ 花 福 黒　14658 85.0 H２０．　５．　５ 青　森　県 第１花国 ふ　み　え 美　津　福 安福１６５の９ ㈲羽子田人工授精所

血　　統
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血　　統

実　有　貴 黒原5943 85.0 H２５．１１．１０ 鹿児島県 百　合　茂 みゆう４７ 安　福　久 勝　忠　平 ㈲徳重和牛人工授精所

勝　忠　福 黒　14592 81.2 H２０．　７．　２ 北　海　道 勝　忠　平 あ　い　こ 平　茂　勝 安福（岐阜） 前橋種雄牛センター

花 国 安 福 黒原4899 86.0 H１８．　４．２６ 島　根　県 第１花国 ちよふく 安　　　福 第７糸桜 ㈱十勝家畜人工授精所

百合白清２ 黒原5361 82.8 H２２．　１．２３ 鳥　取　県 百　合　茂 み　ど　り 白清８５の３ 平　茂　勝 鳥取県畜産試験場

光　福　久 黒原5667 83.5 H２４．　３．１４ 鳥　取　県 光　平　照 あ　ゆ　み 安　福　久 安　　　平 岡山種雄牛センター

室　太　郎 黒原5740 86.0 H２３．１１．２８ 埼　玉　県 百　合　茂 もとみつ 美　津　福 紋　次　郎 ㈲徳重和牛人工授精所

紀　多　福 黒原6059 86.7 H２６．１２．１２ 鹿児島県 幸　紀　雄 まちこ２５ 第１花国 平　茂　勝 ㈲徳重和牛人工授精所

平　金　晴 黒　14552 82.0 H２０．　４．２５ 宮　崎　県 平　茂　晴 よなこ３ 金　　　幸 平　茂　勝 熊本種雄牛センター

勝　花　福 黒　14888 82.4 H２３．　３．３０ 栃　木　県 勝　忠　平 くにもと 第１花国 美　津　福 ＡＧ　ジャパン

勝 忠 百 合 黒　14945 81.9 H２３．　８．１０ 宮　崎　県 勝　忠　平 第２よなひめ６ 百　合　茂 金　　　幸 熊本種雄牛センター

藤　重　栄 黒　14975 84.3 H２４．　８．１６ 北　海　道 第　６　栄 すみれ 新　糸　行 第１花国 ジェネティクス北海道

美 国 照 久 黒　15082 82.8 H２６．　４．１８ 鳥　取　県 美　国　桜 みつひさ１の１ 安　福　久 安　平　照 岡山種雄牛センター

茂　　  洋 黒原4257 84.1 Ｈ１３．　１．　９ 宮　城　県 茂　　　勝 こ　ざ　さ 糸　晴　波 糸　　　花 宮城県畜産試験場

平　忠　勝 黒原4451 82.8 Ｈ１４．１１．１６ 山　形　県 平　茂　勝 第２まさこ 紋　次　郎 忠　　　福 山形県農業研究研修センター

直　太　郎 黒原5313 88.5 H２０．１０．　５ 鹿児島県 百　合　茂 や　す　よ 安　　　平 隆　　　桜 ㈲徳重和牛人工授精所

秋　忠　平 黒原5460 83.2 H２２．　８．１７ 北　海　道 勝　忠　平 こ　の　は 平　茂　勝 安　　　平 前橋種雄牛センター

藤　沢　茂 黒原5516 83.7 H２２．１０．　８ 岡　山　県 沢　茂　勝 まさみ５ 藤平茂（事業団） 北国７の８ 岡山県農林水産総合センター畜産研究所

茂　勝　朗 黒原5525 87.3 H２２．　８．　４ 鹿児島県 百　合　茂 かめひめの３ 平　茂　勝 神　高　福 ㈱玉牧場

若　百　合 黒原5553 87.1 H２２．１１．３０ 鹿児島県 百　合　茂 わかひめ６ 安　　　平 北国７の３ ㈲上別府種畜場

本　富　士 黒原5784 86.4 H２４．　７．　３ 熊　本　県 忠　富　士 もとみつ 美　津　福 紋　次　郎 ㈲徳重和牛人工授精所


