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後代検定実施種雄牛】

ゆ　　　　り　　　  はな　　　 くに

藤良系

百合花国

H黒-286

【平成29年度 現場

個体識別番号：13818-9756-2　黒 15250　81.5点　
平成27年8月18日生　産地：北海道新冠郡新冠町
繁殖者：庄野 照彦 氏　※遺伝病は全てマイナス

黒育 180安福（岐阜）

北国7の8
黒原 1530（86.7）

まさこ
黒高 203205

百合茂
黒原 4086（88.8）

まさし
黒 2062497（80.4）
黒高 209985

まきこ
黒原 1452464（80.7）
黒高 218548（83.3）

第1花国
黒 12510（82.8）

血統

　母「まきこ（父：百合茂）」は北海道育種価脂肪交雑順137位（平成25年3月評価）にランクし、祖母「まさし（父：北国７の8）」も北海道育種価脂肪交雑順
69位（平成25年3月評価）にランクした高育種価繁殖雌牛です。さらに母「まきこ」は３代高等登録牛であり繁殖成績においても優れた成績を持つ血統です。
　その母に「第１花国」を戻し交配することで血統の固定を図った本牛は、体伸、体幅に富み、資質に優れた藤良系種雄牛です。

たか　　　　　やす　　　　  ゆき

藤良系

隆安幸

H黒-287
個体識別番号：14370-1474-5　黒 15251　82.2点　
平成27年8月21日生　産地：北海道留萌郡小平町
繁殖者：安田 幸浩 氏　※遺伝病は全てマイナス

黒原 2445福桜（宮崎）

福之国
黒原 3491（83.1）

さち
黒原 1199004（82.0）

百合茂
黒原 4086（88.8）

あおい
黒 2209571（79.8）

あおいちゃん
黒 2377634（79.9）

隆之国
黒 13809（84.2）

血統

　母「あおいちゃん（父：百合茂）」は2産目の去勢牛（父：安福久）が格付A-5、BMS No.12、枝肉重量454kg、ロース芯面積87㎠を記録し、平成26年度北
海道枝肉共励会優秀賞2席を獲得したほか、上物の枝肉を多数記録している高能力繁殖雌牛です。祖母「あおい（父：福之国）」も北海道育種価脂肪交雑
順6位（平成22年6月評価）にランクしており、親子２代に亘って高い産肉能力を示しています。
　その母に産肉能力に定評のある「隆之国」を戻し交配することで、藤良系の血統の固定を図った本牛は、体伸、尻幅に富み、品位に優れた種雄牛です。

よし　　　　　み　　　　　さくら

藤良系

義美桜

H黒-296
個体識別番号：15014-7039-2　黒 15299　82.5点　
平成28年5月30日生　産地：北海道沙流郡平取町
繁殖者：大谷 政義 氏　※遺伝病は全てマイナス

黒原 2441平茂勝

金幸
黒原 2865（86.8）

あさ
黒原 1191314（82.7）

勝忠平
黒原 3800（87.5）

きよこ
黒原 1285427（83.8）

ひよこ
黒原 1486126（80.2）

美国桜
黒原 5204（84.0）

血統

　母「ひよこ（父：勝忠平）」は初産の去勢牛（父：北平安）が格付Ａ-5、BMS No.11、枝肉重量524kg、ロース芯面積74㎠を記録し、ほか３頭の枝肉も全て
上物といった安定した枝肉成績を持つ高能力繁殖雌牛です。
　その母に第1花国の後継牛であり、全国的にも活躍をしている「美国桜」を交配することで、産肉能力の改良に期待する種雄牛です。本牛は資質、品位、
骨締まりに優れた藤良系種雄牛です。

かつ　　　　 ただ　　　　  よし

気高系

勝忠良

H黒-288
個体識別番号：15089-7662-0　黒 15252　85.1点　
平成27年9月18日生　産地：北海道新冠郡新冠町
繁殖者：佐藤 栄治 氏　※遺伝病は全てマイナス

黒原 2208安平

北国7の8
黒原 1530（86.7）

ふくしげ
黒 2054497（81.1）

北乃大福
黒 13320（82.0）

さつき
黒 2165469（80.3）

よしき
黒 2380063（79.3）

勝忠平
黒原 3800（87.5）

血統

　母「よしき（父：北乃大福）」は2産目の去勢牛（父：北茂安93）で、A-5、BMS No.12、枝肉重量465kg、ロース芯面積64㎠の成績で第11回当団黒毛和
種枝肉共励会にて名誉賞を獲得し、ほか2頭も5等級を記録している高能力繁殖雌牛です。
　その母に産肉能力に優れる「勝忠平」を交配した本牛は、体伸、体幅に富み、後躯の良さを特徴とした気高系種雄牛です。

よし　　　　　はや　　　　 ざくら

気高系

義早桜

H黒-289
個体識別番号：15014-7024-8　黒原 6044　86.2点　
平成27年10月8日生　産地：北海道沙流郡平取町
繁殖者：大谷 政義 氏　※遺伝病は全てマイナス

黒原 1716第2谷水

北国7の8
黒原 1530（86.7）

たにか
黒高 139789

平茂勝
黒原 2441（89.0）

くにか
黒原 994048（80.5）

くにしげまさ
黒原 1339729（80.9）

勝早桜5
黒 14289（83.3）
黒高 2047(85.8)

血統

　母「くにしげまさ（父：平茂勝）」は2産目の去勢牛（父：金安平）でA-5、BMS No.12、枝肉重量545kg、ロース芯面積59㎠を記録し、ほか３頭も５等級を記
録している高能力繁殖雌牛です。
　この母「くにしげまさ」に当団の代表的種雄牛「勝早桜５」を交配し、気高系の血液の固定を図った本牛は、父の増体能力、体型の改良に期待する種雄牛
です。

み　　　　　 つ　　　　　 き

気高系

美津樹

H黒-300
個体識別番号：14784-4595-9　黒原 6082　83.0点　
平成28年7月25日生　産地：北海道日高郡新ひだか町
繁殖者：畑端 博志　※遺伝病は全てマイナス

黒育 90糸光◆

北国7の8
黒原 1530（86.7）

はるひかり
黒原 808382（80.3）

勝忠平
黒原 3800（87.5）

みゆき
黒原 1104787（80.1）

あすか
黒 2254775（81.0）

美津百合
黒原 4990（83.0）

血統

　母「あすか（父：勝忠平）」は5産目の去勢牛（父：安雪照）が格付A-5、BMS No.12、枝肉重量510kg、ロース芯面積85㎠（第12回全国中核和牛生産者
枝肉共励会優秀賞）、4産目の雌牛（父：北平安）が格付A-5、BMS No.9、枝肉重量548kg、ロース芯面積79㎠（第18回みついし牛枝肉研究会優良賞）を
記録したほか、BMS No.二桁の枝肉を輩出するなど、全ての産肉で上物の産肉成績といった高能力繁殖雌牛です。
　その母に産肉能力に定評のある「美津百合」を交配した本牛は、体幅、体深、皮膚のゆとり、骨締まりに優れる気高系種雄牛です。

かつ　　　　  ゆめ　　　  　ざくら

気高系

勝夢桜

H黒-291
個体識別番号：13773-3953-3　黒 15254　84.6点　
平成27年12月13日生　産地：北海道勇払郡むかわ町
繁殖者：野脇 えり子 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）

北乃大福
黒 13320（82.0）

ひもふじひめ
黒原 1416193（81.6）

ひもふくひめ
黒原 1555579（83.3）

勝早桜5
黒 14289（83.3）
黒高 2047（85.8）

血統

　祖母「ひもふじひめ（父：勝忠平）」は北海道育種価脂肪交雑順29位（平成25年12月評価）にランクした高育種価繁殖雌牛です。
　その娘に当団の代表的種雄牛「勝早桜５」を戻し交配することで気高系の血統の固定を図った本牛は、父の美点を引き継ぎ、発育良く、体伸に富み、資質
に優れており、産肉能力、増体能力の改良に期待する種雄牛です。

ひで　　　　　　　　　　さだ

気高系

英　貞

H黒-293
個体識別番号：14941-0831-9　黒原 6080　87.8点　
平成27年12月17日生　産地：北海道河西郡更別村
繁殖者：菅野 英夫 氏　※遺伝病は全てマイナス

黒高 2020第2平茂勝

安糸福
黒 12812（85.7）

ふくみ
黒 2122235（82.5）

百合茂
黒原 4086（88.8）

ふくみ19
黒 2296071（81.0）

らん
黒原 1489462（81.2）

勝早桜5
黒 14289（83.3）
黒高 2047（85.8）

血統

　母「らん（父：百合茂）」は北海道育種価脂肪交雑順102位（平成25年12月評価）にランクした高育種価繁殖雌牛です。
　その母に当団の代表的種雄牛である「勝早桜5」を交配することで、気高系の血統の固定を図った種雄牛です。本牛は、発育、前躯、肋張り、肩付、均称、
品位、肢蹄に優れ、審査得点は当団繋養種雄牛で過去最高となる87.8点を記録し、第11回全国和牛能力共進会にて第1区「若雄の部」において優等賞
4席を獲得した「勝早桜５」の後継種雄牛です。


