
令和2年度 現場後代検定実施種雄牛
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百合茂

平莉
黒原5787（82.1）

ひらゆり
黒2456651（80.5）

黒原4086（88.8）

はるひら
黒2291048（80.4）

勝忠平
黒原3800（87.5）

やすはる
黒2025113（79.9）

安金

■個体識別番号：15736-8379-9  ■平成31年1月19日生  
■黒15644  81.6点
■生産：北海道洞爺湖町　平尾 博 氏

●母「たかこ」は、脂肪交雑169位（平成30年1月北海道育種価）にランクされ、初産の雌肥
育（父：北平安）で第52回「名人会」肉用牛枝肉研究会にて優秀賞1席を受賞（A-5、枝
肉重量497kg、ロース芯面積97㎠、BMS No.12）した高育種価雌牛です。

●祖母「かつもんじ」も脂肪交雑109位（平成21年4月北海道育種価）にランクされ、親子2
代にわたり高い産肉能力を示しています。
●産肉能力の高さに期待が寄せられる「福之姫」を交配し、藤良系の血統の固定を図った本
牛は、産肉能力の改良に期待する種雄牛です。
●本牛は体に伸びがあり、前躯幅の充実した種雄牛です。

たか の ひめ

隆之姫
H黒-340 藤良系

■個体識別番号：15818-8266-5  ■平成31年4月26日生  
■黒原6341  85.2点
■生産：北海道上士幌町　（有）福澤農場

●母「さき」は、脂肪交雑130位（平成30年1月北海道育種価）にランクされ、3産目
の去勢肥育（父：光平照）でA-5、枝肉重量571kg、ロース芯面積78㎠、
BMS No.12、9産目の去勢肥育（父：安福久）でA-5、枝肉重量558kg、ロース芯
面積90㎠、BMS No.11を記録。ほか2頭も5等級を記録した高育種価雌牛です。
●当団代表種雄牛「勝早桜５」を交配した本牛は、審査得点85.2点を記録し、産肉
能力、体型の改良に期待する気高系種雄牛です。
●本牛は発育が良く、体伸に富み、資質、骨味の優れた「勝早桜５」の後継種雄牛です。

さき はや ざくら

咲早桜５
H黒-345 気高系

■個体識別番号：15462-6278-5  ■平成31年4月4日生  
■黒原6338  85.7点
■生産：北海道弟子屈町　郷栄農場 （株）

●母「ひらゆり」は、初産の去勢肥育（父：美津照重）でA-5、枝肉重量547kg、ロース
芯面積72㎠、BMS No.12、ほか1頭も5等級を記録した高能力雌牛です。
●本牛の全姉は第17回北海道総合畜産共進会の第2部門にて首席獲得、また審
査員特別賞として肢蹄賞を受賞！
●北海道初の育種認定牛である当団繋養種雄牛「平莉」を交配した本牛は、審査得点85.7
点を記録しており、産肉能力だけでなく、体型の改良にも期待する気高系種雄牛です。

●本牛は発育が良く、均称、品位に優れ、腿が充実した「平莉」の後継種雄牛です。

たい せい まる

軆生丸
H黒-342 気高系

■個体識別番号：15675-6356-4  ■平成31年4月24日生 
■黒原6340  85.4点
■生産：北海道豊頃町　（株）武隈ブリーディングファーム

●母「みさき３５１」は、脂肪交雑9位（令和元年7月北海道育種価）にランクされ、初
産の去勢肥育（父：晴金平）でA-5、枝肉重量571kg、ロース芯面積103㎠、
BMS No.12、4産目の去勢肥育（父：芳之国）でA-5、枝肉重量552kg、ロース芯
面積98㎠、BMS No.12を記録した高育種価雌牛です。

●当団代表種雄牛「勝早桜５」を交配した本牛は、審査得点85.4点を記録し、産肉
能力に加え、体型の改良にも期待する気高系種雄牛です。
●本牛は発育が良く、体伸に富み、資質に優れ、体上線が強い「勝早桜５」の後継種雄牛です。

きた み さき

北美咲
H黒-344 気高系

■個体識別番号：13830-7437-4  ■平成30年8月27日生  
■黒原6298  83.0点
■生産：北海道幕別町　山田 貴赦 氏

●母「あいこ２」は、優秀な雌牛を多数輩出している「第１やまさかえ」の系統雌牛であり、3代高
等登録牛です。産肉能力では、脂肪交雑59位（平成23年6月北海道育種価）にランクされ、
初産の雌肥育（父：安茂勝）でA-5、枝肉重量480kg、ロース芯面積82㎠、BMS No.12の
ほか、BMS No.12を2頭記録するなど優れた成績を持つ高育種価雌牛です。
●脂肪の質の高さに定評のある「北平安」を交配した本牛は、脂肪交雑能力や脂肪の質
の改良に期待する種雄牛です。
●本牛は資質、後躯に優れ、体上線が強い「北平安」の後継種雄牛です。

きた こ ゆき

北小雪
H黒-333 田尻系

■個体識別番号：14110-2091-5  ■平成30年10月3日生  
■黒15586  83.2点
■生産：北海道新得町　千葉 典弘 氏
■繁殖：北海道豊頃町　（株）武隈ブリーディングファーム

●母「かおり」は、平成27年6月から3期にわたり北海道育種価脂肪交雑1位にラン
クされ、現在も高い育種価を有する高育種価雌牛「ななみ」の娘です。
●当団代表種雄牛「勝早桜５」を交配した本牛は、増体能力、産肉能力の改良に期
待する種雄牛です。

●本牛は体伸に富み、後躯、資質に優れた「勝早桜５」の後継種雄牛です。

な み ざくら

奈美桜
H黒-337 気高系

■個体識別番号：13809-8646-5  ■平成30年8月1日生  
■黒原6297  83.9点
■生産：北海道弟子屈町　渋谷 幹夫 氏

●母「ゆりこ」は、2産目の去勢肥育（父：安福久）で第28回ＪＡ全農ミートフーズ和牛
フェアにて最優秀賞を受賞（A-5、枝肉重量509kg、ロース芯面積85㎠、
BMS No.12）した高能力雌牛です。

●当団を代表する田尻系種雄牛「北乃大福」を戻し交配することで、田尻系の血統
の固定を図った本牛は、産肉能力の改良に期待する種雄牛です。
●本牛は発育良く、品位に優れ、体上線が強く、資質、骨味の良い「北乃大福」の後
継種雄牛です。

きた ふくゆ り

北百合福
H黒-332 田尻系

■個体識別番号：13706-8319-0  ■平成31年1月3日生  
■黒原6301  83.3点
■生産：北海道大空町　折坂 智則 氏

●母「ゆりまり」は、北海道育種価脂肪交雑で高い評価を受けた高育種価雌牛です。
●産肉能力の高さに期待が寄せられている「福之姫」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、産肉能力、増体能力の改良に期待する種雄牛です。

●本牛は前躯が充実し、体伸に富み、資質の優れた藤良系種雄牛です。

きた ふく ひめ

北福姫
H黒-339 藤良系

平茂勝

幸紀雄

勝早桜5
黒14289（83.3）
黒高2047（85.8）

かおり
黒2530670（81.7）

黒原5297（86.7）

ななみ
黒2338430（79.6）

安福久
黒原4416（85.5）

まいこ
黒原1390295（80.6）

百合茂

北乃大福
黒13320（82.0）

ゆりこ
黒2435242（81.0）
黒高220140（81.5）

黒原4086（88.8）

せつあき221
黒原1356697（81.3）

安糸福
黒12812（85.7）

せつあき2の2
黒原1282271（84.0）

金幸

第1花国
百合茂

福之姫
黒原5689（82.7）

ゆりまり
黒原1614413（82.2）

黒原4086（88.8）

はなひまり
黒原1559515（81.0）
黒高216745（81.1）

黒12510（82.8）

ひまり
黒原1354297（80.0）

安平

紋次郎
隆之国

福之姫
黒原5689（82.7）

たかこ
黒原1637409（80.7）

黒13809（84.2）

かつもんじ
黒2149143（80.0）

黒高938

やすかつ
黒原1214434（80.5）

平茂勝

北平安

北平安
黒13193（80.4）
黒高2040（82.0）

あいこ2
黒原1379235（80.2）
黒高213524（82.4）

黒13193（80.4）
黒高2040（82.0）

あいこ
黒原1309408（82.0）
黒高209193（83.1）

平茂勝
黒原2441（89.0）

たまお
黒高204892

北国7の8

安平

福之国

勝早桜5
黒14289（83.3）
黒高2047（85.8） 

さき
黒原1570989（81.3）

百合茂
黒原4089（88.8）

もも
黒原1377261（81.0）

黒原3491（83.1）

こすもす
黒高206892

みさき3の5

安福久

勝早桜5
黒14289（83.3）
黒高2047（85.8）

みさき351
黒原1629183（80.5）

黒原4416（85.5）

黒原1382798（83.6）

安茂勝
黒原4006（83.0）

みさき3
黒原1147097（81.2）

北国7の8
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