
子 牛 品 評 会 成 績 表
令和元年 9月 10日

区分 
入場 

番号 

名号 
生年月日 

血           統 出品地区 
日齢 月齢 備考 

父牛 母の父 母の祖父 母の祖祖父 個体識別番号 出品者 

優等賞首席 261 
いぶ 

H30.12.24 安福久 勝忠平 美津福 福茂 
倉岳町宮田 

267 8 保留奨励 
1400333934 ㈱山並ファーム 

優等賞２席 110 
ひさ 

H31.1.17 幸紀雄 安福久 美穂国 忠富士 
五和町御領 

243 8 保留奨励 
1376538647 岡田 敏秋 

優等賞３席 206 
くにこ 

H31.1.22 美国桜 平茂勝 隆桜 糸秀 
苓北町富岡 

238 7 保留奨励 
1376544617 上田 浩 

優等賞４席 210 
ゆめれもん２１３ 

H30.11.14 美国桜 百合茂 安福久 勝忠平 
苓北町志岐 

307 10 保留奨励 
1376536926 戸北 優 

優等賞５席 176 
たえさち 

H30.12.21 芳之国 百合茂 美津照 平茂勝 
本渡町北 

270 8 保留奨励 
1376542668 倉田 ます美 

優等賞６席 20 
じゅん 

H30.12.19 美国桜 百合茂 美津照 安平 
河浦町一町田 

272 8 保留奨励 
1376538203 樋口 秀則 

優等賞７席 177 
りょうちゃん 

H30.12.18 諒太郎 福之国 福桜（宮崎） 上福 
本渡町北 

273 8 保留奨励 
1376542675 益崎 政博 

１等賞 311 
てるみ 

H31.1.28 美津照重 平茂勝 安平 祖母錦 
大矢野町 

232 7 保留奨励 
1376544808 田中 一喜 

１等賞 111 
りな 

H31.1.25 美津照重 百合茂 福桜（宮崎） 菊正（宮崎） 
五和町御領 

235 7 保留奨励 
1376538654 岡田 正彦 

１等賞 304 
みかこ 

H31.1.10 幸紀雄 隆之国 百合茂 平茂勝 
大矢野町 

250 8 保留奨励 
1376541265 池田 弘子 

１等賞 178 
のりこ 

H31.1.9 美津照重 平茂勝 福桜（宮崎） 紋次郎 
本渡町北 

251 8 保留奨励 
1376542224 前田 みさ子 
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１等賞 185 
あき 

H31.1.3 美国桜 勝忠平 安福久 金幸 
本町 

257 8 保留奨励 
1400324970 倉田 政幸 

１等賞 144 
さきくに 

H31.1.2 幸紀雄 美国桜 百合茂 
安福１６５の

９ 

宮地岳町 
258 8 保留奨励 

1400335112 立石 正道 

１等賞 201 
第５５かえ 

H30.12.28 隆之国 美国桜 忠富士 福桜（宮崎） 
苓北町富岡 

263 8 保留奨励 
1400336126 立石 剛啓 

１等賞 302 
ななみ 

H30.12.21 幸紀雄 美津照重 平茂勝 安平 
大矢野町 

270 8 保留奨励 
1376541241 池田 弘子 

１等賞 208 
はるこ２ 

H30.12.20 美国桜 安福久 平茂勝 安平 
苓北町富岡 

271 8 保留奨励 
1400330636 田中 浩晃 

１等賞 113 
よかな 

H30.12.5 百合久 平茂勝 安福（岐阜） 新月 
五和町御領 

286 9 保留奨励 
1376541173 山田 勝 

１等賞 6 
みくにひさ 

H30.12.3 美国桜 直太郎 安福久 平茂勝 
河浦町一町田 

288 9 保留奨励 
1400334450 金山 積 

１等賞 37 
第４２まつ 

H30.12.2 美国桜 安福久 平茂勝 紋次郎 
久玉町 

289 9 保留奨励 
1376541890 松山 茂 

１等賞 18 
すずこ 

H30.11.28 美国桜 勝忠平 紋次郎 北国７の８ 
河浦町一町田 

293 9 保留奨励 
1376538166 樋口 秀則 

１等賞 118 
ぼたん 

H30.11.24 美国桜 勝忠平 安平 糸弘２ 
五和町御領 

297 9 保留奨励 
1376538081 井上 健三郎 

１等賞 55 
こう 

H30.11.23 金太郎３ 安福久 平茂晴 金幸 
五和町城河原 

298 9 保留奨励 
1376541821 （株）田中牧場 
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１等賞 200 
さきあきひめ 

H30.11.17 幸紀雄 安福久 忠富士 福桜（宮崎） 
苓北町富岡 

304 10 保留奨励 
1400336096 立石 剛啓 

１等賞 317 
みやくに 

H30.11.9 美国桜 勝忠平 安福久 平茂勝 
宮地岳町 

312 10 保留奨励 
1400335082 立石 正七 


