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ひめ　　　　　　　　　　　 しげ

気高系

姫　茂

H黒-259
個体識別番号：13675-1517-6　黒 15044　85.3点　
平成25年8月29日生　産地：北海道天塩郡遠別町
繁殖者：長谷川 繁男 氏　※遺伝病は全てマイナス

黒 12510第１花国

勝忠平
黒原 3800（87.5）

ひもしげばな
黒 2135797（82.0）

安福久
黒原 4416（85.5）

はなひめ
黒 2265723（82.3）

くりひめ
黒 2364900（82.4）

百合茂
黒原 4086（88.8）

血統

　母「くりひめ（父：安福久）」は、平成26年6月に評価された北海道育種価において脂肪交雑順60位に評価された高育種価牛であり、全姉妹「ももひめ」、
祖母「はなひめ」、曾祖母「ひもしげばな」（北斗王の母）など高育種価牛ファミリーの１頭でもあります。
　その母に産肉能力に定評のある「百合茂」を交配することで、戻し交配を行い気高系の血統の固定を図ることと、「百合茂」×「安福久」の相性の良さを求
め造成した種雄牛です。
　本牛は発育、体伸、体深、体積に富み、品位、骨締まりの良さも兼ね備えた種雄牛です。発育が良く、体伸に富み、体上線が強い産子が生産されています。

たか　　　　  ひさ　　　　  もり

田尻系

隆久守

H黒-260
個体識別番号：13748-8333-6　黒原 5862　83.4点　
平成26年1月11日生　産地：北海道瀬棚郡今金町
繁殖者：木島 隆浩 氏　※遺伝病は全てマイナス

黒原 2151糸福（岐阜）

飛驒白清
黒原  2640（83.2）

まさふく
黒  2036536（81.7）

平茂勝
黒原 2441（89.0）

しらふく2
黒 2119642（80.6）

まりも3
黒 2269756（79.6）
黒高 215293（80.7）

安福久
黒原 4416（85.5）

血統

　母「まりも３（父：平茂勝）」は初産の去勢牛（父：安福165の９）が、A-５、BMS No.11、枝肉重量505kg、ロース芯面積87㎠であり、４産目の去勢牛（父：
安福165の９）もA-５、BMS No.11、枝肉重量572kg、ロース芯面積74㎠という素晴らしい成績をおさめ、平成24年3月に評価された北海道育種価脂肪交
雑順において10位にランクされた高育種価高等登録牛です。
　好成績をおさめた「安福165の９」の息牛である「安福久」を交配することにより更なる脂肪交雑能力の改良に期待する田尻系種雄牛です。前背幅があり、
骨締まりに優れ、体上線が強い産子が生産されています。

み　　　　つ　　　　り　　　　な

気高系

美津利奈

H黒-261
個体識別番号：13473-5784-0　黒原 5863　82.2点　
平成26年1月12日生　産地：北海道中川郡豊頃町
繁殖者：間所 明暁 氏　※遺伝病は全てマイナス

黒原 2441平茂勝

金幸
黒原 2865（86.8）

えりこ
黒 2092629（81.7）

安福久
黒原 4416（85.5）

えりな
黒原 1337055（81.5）

まりな
黒原 1423270（81.5）

美津百合
黒原 4990（83.0）

血統

　母「まりな（父：安福久）」は初産雌牛（父：藤平茂（事業団））でA-5、BMS No.10、枝肉重量546kg、ロース芯面積73㎠、バラの厚さ8.4cmを記録した高
能力繁殖雌牛です。その母に「百合茂」の代表的な息牛である「美津百合」を交配することで、高い産肉能力を期待する血統構成の新しい気高系種雄牛で
す。
　本牛は肋の張り、体幅、体深に優れ、資質、骨締まりなど、体型面に加え種牛性にも優れる種雄牛です。前躯幅、肋張り、毛質、骨締まりに優れた産子が生
産されています。 

すず　　　　　　　　　　　  ね

気高系

鈴　音

H黒-262
個体識別番号：13556-7909-5　黒 15045　84.0点　
平成26年1月21日生　産地：北海道勇払郡安平町
繁殖者：鈴木 努 氏　※遺伝病は全てマイナス

黒原 2441平茂勝

金幸
黒原 2865（86.8）

さかえ
黒原 1142673（85.0）

安福久
黒原 4416（85.5）

めぐみ
黒原 1304936（82.6）

さくら
黒原 1390341（80.2）

勝忠平
黒原 3800（87.5）

血統

　母「さくら（父：安福久）」は二期に亘って北海道育種価脂肪交雑順１位（平成２５年６月評価）にランクした高育種価牛です。４産目の去勢牛（父：平茂勝）で
A-５、BMS No.１２、枝肉重量５８６ｋｇ、ロース芯面積64㎠を記録し、その成績を含む３頭がBMS No.１２であり、その他の産子も優れた成績を記録しています。
　その母に定評のある「勝忠平」を交配することで、増体と脂肪交雑能力の改良を期待する気高系種雄牛です。発育、体伸、骨締まりに優れ、体上線が強い
産子が生産されています。

しょう　　　　   　　　　　　ご

気高系

勝　吾

H黒-264
個体識別番号：13440-8506-7　黒原 5865　82.7点　
平成26年1月25日生　産地：北海道沙流郡日高町
繁殖者：（有）賀張宝寄山育成牧場 　　※遺伝病は全てマイナス

黒高 905隆桜

安平
黒原 2208（84.0）

はつめ
黒原 952913（82.0）

百合茂
黒原 4086（88.8）

はつめの1
黒 1998053（79.9）

はつめゆり
黒 2291064（80.5）

勝早桜5
黒 14289（83.3）
黒高 2047（85.8）

血統

　母「はつめゆり（父：百合茂）」は平成24年3月に評価された北海道育種価において脂肪交雑順45位にランクした高育種価牛です。初産の去勢牛（父：糸
福（鹿））は、A-5、BMS No.11、枝肉重量556kg、ロース芯面積69㎠であり、その成績を含め、２頭の産子がBMS No.二桁を記録しております。
　その母に当団の代表的種雄牛H黒-187「勝早桜5」を交配することで、「安平」の血液を汲みつつ気高系の血統の固定を図ることを目的に造成した種雄
牛です。
　本牛の外貌は父親に似通っており、発育、体伸、尻型、資質の良さをよく引継いでいる種雄牛です。発育が良く、体伸、前躯幅に富んだ産子が生産されて
います。

よ　　　　　　　　　　　  ざくら

気高系

夜　桜

H黒-266
個体識別番号：08602-3278-8　黒原 5933　85.9点　
平成26年2月25日生　産地：北海道幌泉郡えりも町
繁殖者：中野 芳弘 氏　※遺伝病は全てマイナス

黒原 2208安平

平茂勝
黒原 2441（89.0）

ふくしげ
黒 2054497（81.1）

第１花国
黒 12510（82.8）

ひらしげさくら
黒 2119991（79.5）

よざくら
黒 2218471（80.6）

百合茂
黒原 4086（88.8）

血統

　母「よざくら（父：第１花国）」は、これまで多くの受精卵産子を残し、平成25年6月評価の北海道育種価脂肪交雑順において24位にランクされた高育種価
繁殖雌牛です。13産目の雌牛（父：安福久）が、A-5、BMS No.11、枝肉重量465kg、ロース芯面積85㎠を記録したほか、現在までに40頭を超える産肉成
績を保有し、枝肉重量においても高い育種価評価を受けています。
　そのような産肉成績の信頼度が高い母に、産肉能力に定評のある種雄牛「百合茂」を戻し交配することで、肉質に加え増体能力にも期待する気高系種
雄牛です。発育、体積に優れ、皮膚にゆとりがあり、体上線が強い産子が生産されています。

あさ　　　　　 ひ　　　　　  な

田尻系

朝陽奈

H黒-268
個体識別番号：08608-3251-3　黒 15093　82.6点　
平成26年5月2日生　産地：北海道中川郡本別町
繁殖者：加藤 寛治 氏　※遺伝病は全てマイナス

黒育 130糸晴波

安福165の9
黒原 1683（81.0）

ひめなみ3
黒 1860080（80.0）

平茂勝
黒原 2441（89.0）

ふくひめ1
黒 1951066（80.3）

つのだ59
黒 2124165（83.6）

北乃大福
黒 13320（82.0）

血統

　母「つのだ59（父：平茂勝）」は、全国的に活躍し、高い評価を持つ鹿児島県の種雄牛「福華１」（父：平茂勝、母の父：安福165の9）の全姉弟にあたります。
　同じ安福（岐阜）の血液を汲む当団の代表的種雄牛「北乃大福」を交配することで、戻し交配を行った田尻系種雄牛です。
　本牛は父「北乃大福」の前躯の良さや、資質の優れた特徴を引き継いでおります。発育、体伸、資質、骨締まりに優れた産子が生産されています。

ゆ　　　  り　　　  てる　　　しげ

田尻系

百合照重

H黒-269
個体識別番号：14600-8034-2　黒 15094　82.4点　
平成26年7月12日生　産地：北海道留萌郡小平町
繁殖者：曽我部 健 氏　※遺伝病は全てマイナス

黒高 921福茂

安平
黒原 2208（84.0）

ちえ
黒原 840101（81.8）

百合茂
黒原 4086（88.8）

ちえみ
黒 2134247（81.3）

りぼん
黒 2332899（84.0）

美津照重
黒 13968（82.9）

血統

　母「りぼん（父：百合茂）」は初産の去勢牛（父：安福久）が、A-５、BMS No.11、枝肉重量564kg、ロース芯面積73㎠の成績で第32回「名人会」枝肉研究
会にて最優秀賞を受賞しております。
　この母「りぼん」に脂肪交雑能力の高さにおいて全国で評価が高い「美津照重」を交配することで、戻し交配を行った田尻系種雄牛であり、特に発育、体
伸、骨締まりに優れております。父の特徴を引き継ぎ、発育、体伸、骨締まりに優れ、体上線が強い産子が生産されています。

後代検定実施種雄牛】【平成27年度 現場


