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第 2回神戸市西部市場銘柄和牛共進会出品名簿 N.o1

上場 肥育 素牛
番号 県名 産地 父方 母の父 母の祖父

3001 長　野 全畜連 互心会 土屋  進 沖縄 福安照 平茂勝 神高福 めす

3002 〃 〃 　　〃 宮崎  吉弘 島根 福安照 百合茂 神高福 めす

3003 〃 〃 　　〃 代田  益夫 長崎 北平安 糸晴美 第20平茂 めす

3004 愛　知 〃 　　〃 加藤  秀和 長崎 幸政 金幸 平茂勝 めす

3005 三　重 全農MF みえいなべ 伊藤  昌彦 長崎 平茂晴 金幸 安平 めす

3006 〃 〃 　　〃 伊藤  昌彦 長崎 平茂晴 平茂勝 安平 めす

3007 〃 〃 　　〃 清水  真和 宮崎 勝平正 上福 糸弘2 めす

3008 〃 〃 　　〃 清水  一也 宮崎 福之国 安平 隆桜 めす

3009 〃 〃 　　〃 長崎  行雄 福島 百合茂 北国7の8 紋次郎 去勢

3010 兵　庫 全畜連 ㈱太田畜産 太田  克典 栃木 安福久 平茂勝 紋次郎 めす

3011 鳥　取 〃 ㈱田村畜産 田村  正道 鹿児島 安福久 平茂勝 安平 めす

3012 〃 全農MF 鳥取いなば 伊藤  夏日 鳥取 香月 高森 晴美 めす

3013 〃 〃 　　〃 広沢  政徳 鳥取 茂勝栄 安平 隆桜 めす

3014 〃 〃 　　〃 谷口  拓也 鳥取 安福久 安福165の9 菊照土井 めす

3015 〃 〃 　　〃 谷口  拓也 鳥取 北平安 福之国 安平 めす

3016 〃 〃 　　〃 谷口  拓也 鳥取 勝安波 福之国 福桜 去勢

3017 徳　島 全畜連 花補佐畜産 花補佐  裕作 宮崎 勝平正 安平 照萩 めす

3018 〃 〃 　　〃 花補佐  裕作 宮崎 勝平正 安平 誠隆 めす

3019 〃 〃 大松畜産 大松  直 香川 安茂勝 福栄 去勢

3020 〃 〃 別紙畜産 別紙  信春 宮城 茂洋 平茂勝 菊谷 めす

3021 香　川 全農MF JA香川県 間島  真司 熊本 勝忠平 安平 隆桜 去勢

3022 〃 〃 　　〃 谷光  誠一 熊本 安平照 平茂勝 安福165の9 去勢

3023 〃 〃 　　〃 畑  正芳 香川 福安照 茂重桜 糸晴美 去勢

3024 〃 〃 　　〃 貞広  重信 鳥取 勝安波 福安鶴 糸北鶴 めす

3025 〃 〃 　　〃 塩田  勝彦 鳥取 安平照 第20平茂 神高福 去勢

3026 〃 全畜連 香川銘牛会 高橋  充信 鹿児島 安福久 第1花国 紋次郎 めす

3027 〃 〃 　　〃 高橋  充信 鳥取 安福久 第５隼福 神高福 めす

3028 〃 〃 　　〃 荻田  義博 香川 安福勝 21世紀 安平 めす

3029 〃 〃 　　〃 倉山  建造 香川 隆之国 上福 めす

3030 愛　媛 全農MF JA全農愛媛 仙波  行利 愛媛 勝乃勝 上茂福 福桜 めす

出　　荷　　者
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第 2回神戸市西部市場銘柄和牛共進会出品名簿 N.o2

上場 肥育 素牛
番号 県名 産地 父方 母の父 母の祖父
3031 愛　媛 全農MF JA全農愛媛 中野  哲隆 宮崎 忠富士 福之国 安平 去勢

3032 〃 〃 　　〃 新開  忠 宮崎 忠富士 隆桜 糸弘 めす

3033 福   岡 全畜連 ㈲瓜生畜産 ㈲瓜生畜産 鹿児島 百合茂 安糸福 平茂勝 めす

3034 〃 〃 福岡県畜協 ㈱高手ファーム 大分 安福久 第1花国 平茂勝 めす

3035 〃 〃 　　〃 ㈲山崎畜産 熊本 福安照 勝忠平 安平 めす

3036 佐　賀 全農MF さが(佐賀みどり) 川口  敏広 大分 八重福栄 隆茂38 寿恵福 めす

3037 〃 〃 　　〃 原口  匠 熊本 亀勝 安福久 福茂 めす

3038 〃 〃 　　〃 ㈱桑原畜産 長崎 百合茂 安福久 平茂勝 去勢

3039 〃 〃 からつ 松本  弘人 佐賀 茂勝栄 神高福 第20平茂 めす

3040 〃 〃 　　〃 中山  光彦 長崎 福福 金幸 北国7の3 めす

3041 〃 〃 　　〃 ㈲中村牧場 宮崎 安平照 平茂勝 安平 めす

3042 〃 〃 　　〃 川口  明美 熊本 勝忠平 美津照 菊谷 めす

3043 〃 〃 　　〃 松尾  直 鹿児島 百合茂 安糸福 平茂勝 めす

3044 〃 〃 　　〃 中山牧場 沖縄 北乃大福 第2平茂勝 福栄 めす

3045 〃 〃 　　〃 中山牧場 沖縄 北福波 第2平茂勝 数重波 めす

3046 〃 〃 　　〃 木場  善男 沖縄 北仁 北平安 晴桜2 めす

3047 〃 〃 　　〃 中山  敦夫 長崎 勝忠平 安福久 平茂勝 めす

3048 〃 〃 　　〃 平河  良英 佐賀 安福久 忠富士 紋次郎 めす

3049 〃 〃 　　〃 宮崎  卓 鹿児島 安福久 平茂勝 神高福 めす

3050 〃 〃 伊万里(大川) 落合  隆行 大分 安糸福 金幸 平茂勝 去勢

3051 〃 〃 　　〃 丸尾  健二 宮崎 忠富士 安平 隆桜 めす

3052 〃 〃 　　〃 野中  正一 熊本 勝忠平 菊谷 糸光 めす

3053 〃 〃 　　〃 前田  博文 佐賀 茂勝栄 福之国 安平 去勢

3054 〃 〃 さが(白石地区) 川崎  一海 熊本 北平安 安茂勝 高栄 めす

3055 〃 〃 さが(佐城) 大石  建吾 佐賀 百合茂 美津福 北国7の6 めす

3056 長　崎 全畜連 ながさき西海農協 奥谷  利見 長崎 勝忠平 北仁 安平 めす

3057 〃 〃 　　〃 川島  勉 長崎 第２平茂勝 北国7の8 神高福 めす

3058 〃 〃 　　〃 小川  厚 長崎 平茂晴 牛若丸 　 去勢

3059 〃 〃 　　〃 浦上  芳夫 長崎 平茂晴 雲仙丸 平茂勝 去勢

3060 熊　本 〃 熊本県畜連 今村  博 熊本 藤平茂 平茂勝 安幸土井 めす
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第 2回神戸市西部市場銘柄和牛共進会出品名簿 N.o3

上場 肥育 素牛
番号 県名 産地 父方 母の父 母の祖父
3061 熊　本 〃 熊本県畜連 上田  誠 熊本 茂重安福 平茂勝 安平 めす

3062 〃 〃 　　〃 永田  陽一 熊本 福安照 平茂勝 神高福 めす

3063 〃 〃 　　〃 中川　文博 熊本 安茂勝 福栄 隆桜 めす

3064 熊　本 全農MF JA菊池 佐藤　雄二 熊本 安福久 勝忠平 平茂勝 めす

3065 〃 〃 　　〃 斉藤　裕二郎 熊本 安福久 勝忠平 上福 めす

3066 〃 〃 　　〃 安永　忠文 熊本 幸政 平茂晴 安平 めす

3067 〃 〃 　　〃 児嶋　康博 熊本 福華1 金幸 平茂勝 めす

3068 〃 〃 　　〃 山瀬　義也 熊本 北乃大福 勝忠平 第1花国 めす

3069 宮　崎 全畜連 九州出荷組合 金政畜産 宮崎 福之国 安平 めす

3070 〃 〃 〃 海老原　露子 宮崎 華盛桜 忠富士 めす

3071 〃 西日本 ㈲山崎畜産 山崎　浩二 宮崎 梅福6 安平 上福 めす

3072 〃 〃 〃 〃 宮崎 勝平正 福桜 安平 めす

3073 〃 〃 〃 〃 宮崎 福之国 安平 隆桜 めす

3074 〃 〃 〃 〃 宮崎 梅福6 福之国 安平 めす

3075 〃 〃 〃 〃 宮崎 勝平正 福桜 糸晴 めす

3076 〃 〃 〃 〃 宮崎 安福久 平茂勝 神高福 めす

3077 〃 〃 〃 〃 宮崎 福之国 安平 隆桜 めす

3078 鹿児島 西日本 北さつま ㈲野村畜産 鹿児島 安福久 平茂勝 安平 めす

3079 〃 〃 北さつま ㈲野村畜産 鹿児島 安福久 勝忠平 紋次郎 めす

3080 〃 〃 北さつま ㈲福永畜産 鹿児島 勝糸福 安糸福 平茂勝 めす

3081 〃 〃 北さつま ㈲福永畜産 鹿児島 安福久 平茂勝 忠福 めす

3082 〃 〃 北さつま ㈱まえだファーム 北海道 隆之国 北平安 第2平茂勝 めす

3083 〃 〃 北さつま 高崎　淳一郎 鹿児島 勝海邦 福栄 平茂勝 めす

3084 〃 一般 川本　康徳 大分 安福久 平茂勝 糸福 めす

3085 〃 〃 〃 大分 安福久 平茂勝 北国7の8 めす

3086 〃 全農MF ㈲KIHARA 鹿児島 金幸 勝忠平 平茂勝 去勢

3087 〃 〃 〃 鹿児島 勝糸福 百合茂 金徳 めす

3088 〃 〃 〃 鹿児島 勝糸福 勝忠平 北国7の3 めす

3089 〃 〃 〃 鹿児島 吾平藤 金幸 神高福 めす

3090 〃 〃 〃 鹿児島 益金平 平茂勝 神高福 めす
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第 2回神戸市西部市場銘柄和牛共進会出品名簿 N.o4

上場 肥育 素牛
番号 県名 産地 父方 母の父 母の祖父
3091 兵　庫 兵庫県本部 ＪＡ兵庫六甲 川西　潔 兵庫 北宮波 照長土井 安谷土井 去勢

3092 〃 〃 ＪＡ兵庫六甲 ㈲マルセ畜産 兵庫 宮弘波 照長土井 谷脇土井 めす

3093 〃 〃 ＪＡ兵庫南 井上　義信 兵庫 宮弘波 光照土井 第2安鶴土井 去勢

3094 〃 〃 ＪＡ兵庫南 原戸　聡志 兵庫 芳中土井 照長土井 菊俊土井 めす

3095 〃 〃 ＪＡ兵庫南 内田　正美 兵庫 照一土井 幸豊土井 谷福土井 去勢

3096 〃 〃 ＪＡ兵庫西 谷口　隆博 兵庫 福芳土井 照長土井 第2安鶴土井 去勢

3097 〃 〃 ＪＡみのり 飛田　実 兵庫 照也土井 福芳土井 第2安鶴土井 去勢

3098 〃 〃 ＪＡみのり 山崎　純子 兵庫 照一土井 第2安鶴土井 菊照土井 去勢

3099 〃 〃 ＪＡみのり 飛田　佐代子 兵庫 福芳土井 菊照土井 安美土井 去勢

3100 〃 〃 ＪＡみのり 川岸　裕人 兵庫 福芳土井 照長土井 菊安土井 去勢

3101 〃 〃 ＪＡみのり 池田　博行 兵庫 福芳土井 照長土井 第2安鶴土井 去勢

3102 〃 〃 ＪＡたじま 木村　祥幸 兵庫 福芳土井 菊俊土井 菊照土井 去勢

3103 〃 〃 ＪＡたじま 上田　伸也 兵庫 芳悠土井 幸豊土井 菊俊土井 去勢

3104 〃 〃 ＪＡたじま 宮田　靖仁 兵庫 福芳土井 鶴山土井 菊安土井 去勢

3105 〃 〃 ＪＡたじま 尾崎　嘉孝 兵庫 茂康波 照波土井 第2安鶴土井 去勢

3106 〃 〃 ＪＡ丹波ひかみ 寺内　昭則 兵庫 照一土井 福芳土井 菊照土井 去勢

3107 〃 〃 ＪＡ丹波ひかみ 髙見　進 兵庫 照一土井 福広土井 照長土井 去勢

3108 〃 〃 ＪＡ丹波ささやま 木村　善孝 兵庫 丸富土井 菊俊土井 照長土井 去勢

3109 〃 〃 ＪＡ丹波ささやま 岸本　進 兵庫 宮弘波 照長土井 菊照土井 去勢

3110 〃 〃 ＪＡ丹波ささやま 森田　勤 兵庫 福芳土井 照長土井 安美土井 去勢

3111 〃 〃 ＪＡあわじ島 稲本　義一 兵庫 照長土井 第2安鶴土井 菊照土井 去勢

3112 〃 全畜連 マルセ畜産 勢戸　和孝 兵庫 丸福土井 茂美波 照長土井 めす

3113 〃 〃 日家兵 小谷　義成 兵庫 福広土井 照長土井 谷福土井 去勢

3114 〃 〃 つがまつ会 前野　健一 兵庫 丸富土井 照長土井 谷福土井 去勢

3115 〃 〃 日家兵 羽馬　良作 兵庫 菊俊土井 谷福土井 照長土井 去勢

3116 〃 〃 つがまつ会 藤江　佳司 兵庫 福広土井 第2鶴雪土井 菊照土井 去勢

3117 〃 〃 つがまつ会 山之口　直樹 兵庫 福芳土井 越照波 照長土井 去勢

3118 〃 〃 つがまつ会 中西　仁 兵庫 福広土井 菊俊土井 谷福土井 去勢

3119 〃 〃 日家兵 廣田　誠 兵庫 菊俊土井 第2安鶴土井 安谷土井 去勢

3120 〃 〃 日家兵 田中　久工 兵庫 福芳土井 福俊土井 菊照土井 去勢
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