
平成28年度第1回とちぎ和牛枝肉共進会

② みつくに２（80.1） 本百合 最優秀賞　Ａ５⑫　623ｋｇ　＠5,006円　\3,118,738円

H22.4.15 H26.4.26 栃木県  栃木市   

【安福久】 【百合茂】 と畜   2016.10.12   東京都  港区   東京都立芝浦と場  

④ みつくに880（79.8）

H22.6.17

【百合茂】

みつくに3（79.8） みつくに3の5（　.）

③ H25.8.11 ⑤ H 25.11.19

【百合茂】 【安糸福】

大田原市

みつくに（79.3） みつくに4（80.8）

② H18.12.27 ⑨ H22.6.3

【第1花国】 【百合茂】

みつくに10（81.5）

⑭ H23.9.28

【勝忠平】

みつくに15（79.5）

⑮ H24.5.3

【菊福秀】

菊光国（84.4）

⑯ H23.12.10

【菊福秀】

みつくに17（　.）

⑳ H26.9.6

【菊福秀】

みつくに18（　.）

㉑ H26.9.8

【菊福秀】

（有）徳重和牛人工授精所

美国桜

③ 黒原5204（84.0）

H19.7.25

12451-55203

【第1花国】

三重県：桑名市

① もとくにふくはな

A5⑪ H21.12.20

【福華1】

勝花福 Ｈ26.01.04死亡

② H24.8.31

【勝忠平】

ひらやま147（　.） 栃木県

③ H24.8.31

【勝忠平】

熊本県：菊陽町

もとくにただひら（　.） もとゆきかね

④ H24.12.20 ① H28.2.18

【勝忠平】 【美津照重】

元久國

⑤ H25.8.14

【安福久】

群馬県：前橋市

もとくにひさ

⑥ H25.7.30

【安福久】 A5

青森県：横浜町生産

哲郎（　.） 転入   2014.04.01   

⑦ H25.9.9 鹿児島県  曽於郡大崎町   羽子田　幸一  

【勝忠平】 ↓転入   2019.03.29三重県  Aℊ japann　05.01と畜

那須塩原市

もとくに（80.5） もとかつただ（　.）

④ H19.10.26 ⑧ H25.11.5

【第1花国】 【勝忠平】

那須塩原市→青森県：横浜町

ひらやま170（81.2）

⑨ H25.9.24

【勝忠平】

ひらやま172（81.2） かれん

⑩ H25.11.22 ① H27.10.4

【勝忠平】 【美津照重】

友安久 青森県：七戸町　と畜   2016.09.30     

⑪ H25.12.12 東京都  港区   東京都立芝浦と場

A5 【安福久】 A5⑩　460ｋｇ　＠2,700円　\1,242,000円

ひらやま180

⑫ H26.2.18

【勝忠平】

もとみつ系 🐂



本百合 と畜   2016.11.22   栃木県  宇都宮市   （株）栃木県畜産公社 

⑬ H26.4.26 A5⑩　571ｋｇ　＠2,700円　\1,541,700円

A5 【百合茂】

青森県：横浜町産

大和 青森県：七戸町　と畜2017.06.01 青森県三戸郡三戸町

⑱ H27.1.18 スターゼンミートプロセッサー（株）　青森工場　三戸ビーフセンター

A5 【勝忠平】 枝肉重量：602kg ロース芯面積：80cm2バラの厚さ：10.0cm BMS：No.11 格付：A-5 @2,850円 

青森県畜産研究所和牛改良技術部

幸紀花（幼名：元幸）

㉑ H28.3.22

【幸紀雄】

青森県：横浜町産

秀 青森県：七戸町　と畜2019.06

㉕ H28.12.29 枝肉重量：605.0kg ロース芯面積：98cm2バラの厚さ：10.0cm BMS：No.12 格付：A-5 @ 

【菊福秀】 28か月と畜

青森県：横浜町産

元忠平 青森県：七戸町　と畜

㉖ H29.2.21

A5 【勝忠平】

青森県畜産研究所和牛改良技術部

第１久桜（82.9）

㉗ H30.10.13

安福久

青森県畜産研究所和牛改良技術部

さくら（　.）

㉘ H31.4.25

第1花国

青森県畜産研究所和牛改良技術部

もとはなくに１（　.）

㉚ R01.009.04

第1花国

青森県畜産研究所和牛改良技術部

もとはなくに2（　.）

㉛ R01.009.24　

第1花国

青森県横浜町

もとゆり（　.）

㉙ R01.07.02

百合茂

青森県畜産研究所和牛改良技術部

花次郎（　.）

㉝ R01.10.13

第１花国

青森県畜産研究所和牛改良技術部

元国晴１（　.）

㉜ R01.10.0

平茂晴

青森県畜産研究所和牛改良技術部

元国晴２（　.）

㉞ R01.12.29

平茂晴

青森県畜産研究所和牛改良技術部

元国鵬（　.）

㉟ R02.01.06

平白鵬

青森県畜産研究所和牛改良技術部

元国晴３（　.）

㊱ R02.01.28

平茂晴

青森県畜産研究所和牛改良技術部

元国晴４（　.）

㊲ R02.03.09

平茂晴

那須町

もとふく（81.6）

① H21.11.20

【百合茂】

福島県

きよくにかつ（81.3）

② H23.3.5

【平茂勝】

所有者：ＡＧジャパン                                                                                                  

勝花福（82.4）
③ H23.3.30

【勝忠平】

三重県：桑名市

ただもと（80.2）

④ H23.4.20

【勝忠平】

那須町 那須町

くにもと（81.8） ♂平国 東京都  と畜  H 26.03.17  港区  東京都立芝浦と場 

⑤ H19.12.10 ⑤ H23.6.25 2012/4/2市場　大田原市　282日令　A5 2+　枝 542kg　ロ 61ｃｍ　1,850円

【第1花国】 【勝忠平】 \1,002,700円

♂花忠勝 東京都立芝浦と場H 25.10.04 と畜

⑥ H23.3.31

【勝忠平】



那須町

もとひろ（82.0）

⑦ H23.10.27

【勝忠平】

宮崎県都城市

もときよ（　.）

⑧ H23.12.2

【勝忠平】

♂邦秀 Ｈ25.01.07市場

⑨ H24.3.20 と畜  H 26.12.02  

【菊福秀】

佐野市

♂国元

⑩ H25.6.15

【隆之国】

那須町

もときよ（　　）

⑪ H25.7.2

【勝忠平】

茨木県土浦市

もとみつふく

② H27.5.20

【安福久】

那須塩原市

もとみつふく２（82.7）

③ H27.7.7

【安福久】

那須郡珂川町

もとみつふく３

⑤ H27.9.7

【安福久】

那須塩原市 新潟県小千谷谷市

みつはな２（83.3） もとみつひさ

① H24.3.23 ⑥ H27.10.31

【百合茂】 【安福久】

鹿沼市

ひさみつはな

⑨ H28.9.16

【安福久】

鹿沼市

ひさみつ２

⑪ H28.11.20

【安福久】

もとみつき 死亡   2016.08.05   栃木県  

① H27.6.17

【安福久】

那須塩原市

みつはな３ 光福幸

② H25.5.19 ② H28.9.6

【勝忠平】 【幸紀雄】

美津花 と畜  H 27.11.25  宇都宮市  （株）栃木県畜産公社 

③ H25.4.2 A4⑦594kg ＠2,462円　￥1,462,428円

【勝忠平】

美津花2 Ｈ25.04.08栃木県

④ H25.4.8 H 27.11.25  宇都宮市  （株）栃木県畜産公社 

【勝忠平】 A5⑫587kg ＠2,645円　￥1,670,016円

基幸紀

① H27.8.10

A5 【幸紀雄】

那須塩原市 那須塩原市 青森県：横浜町

みつはな（83.1） もとみつはな（83.1） みつはな４（82.4） もとただひさ（82.4） みゆな（　.）

⑥ H20.1.29 ① H23.3.22 ⑤ H25.9.22 ② H28.9.23 ① H30.10.3

【第1花国】 【安平照】 【勝忠平】 【安福久】 【芳之国】

栃木県  死亡  H 22.05.29  

たかみつはな(82.1)

④ H30.3.11

【隆之国】

美津花3

⑥ H25.11.12

【勝忠平】

那須塩原市

みつはなさく（81.5） もとみつひさ

⑦ H26.6.4 ① H28.6.28

【勝忠平】 【安福久】

青森県：横浜町

みつはな６（80.6） もとみつひさ

⑧ H27.8.3 ① H28.8.18

【百合茂】 【安福久】

那須塩原市

みつはな７

⑬ H28.1.12

【勝忠平】

那須塩原市

みつはな８

⑮ H28.1.26

【百合茂】



みつはな９

⑱ H28.9.11

【勝忠平】

みつはな１０

⑲ H28.9.20

【勝忠平】

佐野市

⑦ 元花国

A5 H20.4.28

【第1花国】

花勝 転入   2011.01.06   栃木県  那須塩原市

① H22.3.5 と畜   2012.10.10   東京都  港区   東京都立芝浦と場  

【勝忠平】 Ｈ24第1回栃木和牛枝肉共励会最優秀賞

646ｋｇ　A5-No.12＠3,140円　￥2,028,440円

青森県：横浜町 青森県：横浜町

さゆり（83.2） ひさゆり

① H25.8.11 ② H28.9.14

【百合茂】 【安福久】

青森県畜産研究所和牛改良技術部

久百合

ET H31.2.14

【安福久】

青森県畜産研究所和牛改良技術部

忠百合

R01.11.24

安亀忠

なすの黒磯 なすの黒磯

　 ふくみ（81.3） ふくはな（81.1） 福桜

② H 23.07.28 ② H27.2.28 ① H29.2.14

【菊福秀】 【諒太郎】 【美国桜】

なすの黒磯

ふくゆり

③ H28.4.29

【百合茂】

あかり48

① H27.1.5

【隆之国】

あかり30（79.4） あかり56

① H25.12.20 ② H28.10.16

【安福久】 【幸紀雄】

なすの黒磯 福島県二本松市

はなみ（83.0） えみこ（79.7） あかり41

⑧ H 20.04.28 ③ H24.1.19 ② H25.12.8

【第1花国】 【平茂晴】 【美津照重】

日光市

あかり49

H27.11.8

【美津照重】

あかり59

④ H28.11.11

【美津照重】

鹿沼市

花福

④ H24.10.5

A5 【安福久】

もとはな（82.0） 花福

⑤ H27.3.3 ① H29.3.7

【諒太郎】 【安福久】

花紀

⑥ H28.5.3

【幸紀雄】

那須塩原市

花美津 もとゆり（79.0） もとひで もとさくら

⑨ H20.8.15 ① H23.2.23 ① H25.2.6 H28.6.14

A5 【第1花国】 【百合茂】 【菊福秀】 【美国桜】

佐野市

本百合

② H24.3.28

【百合茂】

群馬県

もとひら（82.0）

③ H24.3.6

【勝忠平】

佐野市 佐野市

国次郎 元勝

⑩ H 21.01.25 ④ H24.8.7

A5 【第1花国】 A5⑫ 【百合茂】

那須塩原市



もとゆり２（81.0）

⑤ H 25.07.08

【百合茂】

元勝 ＜栃木＞ 1月15日　「とちぎ和牛」　平成27年度　第3回JAかみつが和牛枝肉研究会

⑥ H25.7.16 Ａ４⑤　507ｋｇロース：48 cm²　　＠2,378円￥1,205,646円

【勝忠平】

那須塩原市 那須町

もとはな（78.8） もとかつ

⑫ H21.3.22 ⑦ H25.7.12

【第1花国】 【勝忠平】

栃木県

もとかつえ（00.0）

⑧ H25.9.6

【勝忠平】

那須町

もとはなかつ（00.0）

⑩ H25.12.4

【勝忠平】

佐野市

元勝2

⑫ H26.9.1

【勝忠平】

那須塩原市

もとゆりふくひさ（82.0）

② H24.6.8

【安福久】

青森県：横浜町 青森県：横浜町

もとしげ（80.2） もとしげひさ（80.5）

③ H24.11.27 ET H28.12.10

【茂洋】 【安福久】

那須塩原市 那須塩原市 青森県：横浜町 石巻市

 もとゆり（81.8） もとゆりひろ（80.5） もとひろゆり（00.0） 元百合久

⑬ H21.5.29 ④ H24.9.19 ① H26.10.2 ① H 28.06.02

【百合茂】 【茂洋】 【百合茂】 【安福久】

茨城県

もとひさゆり（00.0）

⑤ H25.10.7

【安福久】

佐野市 栃木県

清茂 もとひろ（00.0）

⑭ H21.7.28 ⑥ H25.10.5

A4 【百合茂】 【茂洋】

大田原市

もとやす（00.0）

⑧ H25.12.24

【安福久】

大田原市

もとはな558（81.5）

⑯ H21.11.20

【第1花国】

もとふじひさ（79.2） もとふじはな（　.）

① H23.12.10 ① H26.4.13

【安福久】 【第1花国】

慎吾 宇都宮市 

② H25.10.26 東京都  と畜  H 28.05.26  港区  東京都立芝浦と場    

【安福久】

那須塩原市

もとみつ（81.7）  もとみつふじ（82.2） 富士桜 栃木市

H15.6.12 ⑰ H22.1.1 ③ H26.1.28 東京都  と畜  H 28.07.27  港区  東京都立芝浦と場    

【美津福】 【忠富士】 【美国桜】

忠富士久 大田原市

④ H25.12.26 東京都  と畜  H 28.07.04  港区  東京都立芝浦と場  

【安福久】

熊本県阿蘇市 熊本県：菊陽町

もとひさ（82.3） やすはな Ｈ28.12.9日開催

ET H26.3.10 ＥＴ H28.3.3 281日令　288ｋｇ　￥3,999,240円

【安福久】 【華春福】

熊本県阿蘇市

やすはる

ＥＴ H28.3.10

【華春福】

百合花（　.） 群馬県  転出  H 26.09.21  太田市

① H23.1.23 群馬県  と畜  H 26.09.22  佐波郡玉村町  （株）群馬県食肉卸売市場  

【福華1】

新潟県

もとひさ3（　.）

③ H26.8.3

【安福久】

佐野市 青森県：横浜町

 もとゆり（81.5） もとひさ4（　.） ①花

⑱ H21.11.30 ⑤ H26.8.18 ① H28.7.13

【百合茂】 【安福久】 A5 【第1花国】

岩手県九戸郡

もとひさ6（　.）

⑥ H26.12.29

【安福久】

栃木県

もとひさ7（　.）

⑦ H27.2.23

【安福久】

もとじろう
【紋次郎】

Ｈ25.12.05　第14回ＪＡなすの肥
育部会　父：北乃大福
A5-12　590ｋｇロース：108 cm²
＠3,197円￥1,886,230円



山形県：白鷹町

 もとみつゆり（82.0） ②もみじ（　.）

㉓ H22.8.20 H25.8.27

【百合茂】 【安福久】

A５ 本美津（00.0） 転出   2016.09.01   群馬県

① H26.4.8 と畜   2016.09.02   群馬県  佐波郡玉村町   （株）群馬県食肉卸売市場  

ET 【安福久】

群馬県沼田市

もとひさ（80.5）

② H26.4.30

ET 【安福久】

A4 元忠（00.0） 転入   2014.08.28   群馬県  太田市   株式会社　加藤牧場  

③ H26.5.1 と畜   2016.07.12   群馬県  佐波郡玉村町   （株）群馬県食肉卸売市場  

ET 【平茂晴】

北海道：ひだか町

もとはる（80.3）

⑤ H26.7.12

ET 【平茂晴】

桜199

⑥ H26.11.10 と畜   2017.04.18   新潟県  長岡市   長岡市営食肉センター  

ET 【安福久】

もとひさ２（80.2） 鹿児島県  薩摩郡さつま町   

⑦ H26.11.13  （有）徳重和牛人工授精所 

ET 【安福久】

もとひさ３（83.5） 鹿児島県  薩摩郡さつま町   

⑧ H26.11.15  （有）徳重和牛人工授精所 

【安福久】

赤城３５７9 転出   2017.03.07   群馬県 

⑩ H26.12.17 と畜   2017.03.09   東京都  港区   東京都立芝浦と場 

ET 【平茂晴】

桜204 と畜   2015.06.23   埼玉県  さいたま市大宮区  

⑪ H26.12.23 さいたま市と畜場 

ET 【平茂晴】

もとはれ（84.3） 鹿児島県  薩摩郡さつま町   

⑫ H27.12.25  （有）徳重和牛人工授精所 

ET 【平茂晴】

埼玉県神川町

もとひさ（　.）

⑭ H27.2.3

ET 【安福久】

熊本県阿蘇市

もとひさ4（　.）

⑮ H27.5.15

ET 【安福久】

 もとひら（81.3） 桜232

25 H23.2.5 ⑯ H27.8.18

【勝忠平】 ET 【好平茂】

群馬県前橋市

もとひさ5（　.）

⑰ H27.12.21

ET 【安福久】

青森県：横浜町

もとひさ6（80.0）

⑱ H27.12.28

ET 【安福久】

青森県：横浜町

もときよ（00.0） 死亡

⑲ H28.3.6

ET 【百合白清２】

埼玉県寄居町産

転入   2016.10.26 茂白清（84.5）

鹿児島県  薩摩郡さつま町 ⑳ H28.5.11

 （有）徳重和牛人工授精所 ET 【百合白清２】

埼玉県寄居町

さくら207（00.0）

㉑ H28.3.24

【安福久】

埼玉県寄居町

もとひさ7（00.0）

㉒ H28.6.23

ET 【安福久】

青森県：横浜町産

元平白清（00.0） アニマル　ジェネティックス

㉓ H28.7.18 　　　　     ジャパン株式会社

ET 【百合白清２】
千葉県八千代市

もとひさ8（00.0）

㉕ H28.9.21

ET 【安福久】

青森県：七戸町

かつしらきよ（00.0）

㉖ H28.12.6

ET 【百合白清２】

三重県：桑名市

もとただはる（　.）

㉗ H28.9.1

ET 【平茂晴】

転入   2015.03.19   新潟県   



青森県三沢市

もとひさ9（00.0）

㉘ H28.12.31

【安福久】

埼玉県寄居町

かつしらきよ2(00.0)

㉙ H29.1.21

【百合白清２】

桜２７４

㉚ H29.1.25

【安福久】

鹿児島県  薩摩郡さつま町 忠白清（86.0）

 （有）徳重和牛人工授精所 ㉛ H29.2.17

【百合白清２】

那須町

うえる2の102（　.）

① H24.12.13

【光平照】

那須町 岩手県九戸村

 もとただ（81.5） うえる5の4（　.）

26 H23.2.5 ⑨ H27.2.6

【勝忠平】 【安福久】

那須町

うえる5の1（　.）

⑪ H27.2.17

【安福久】

那須塩原市

 もとただ（81.4） 元国（　.）

27 H23.2.19 ② H26.10.3

【勝忠平】 【第1花国】

那須町

 もとただみつ（82.0） もとしげ（　.）

28 H23.2.3 ① H25.8.13

【勝忠平】 【芳之国】

那須町

ゆりはな184（　.）

① H25.4.10

【第1花国】

那須町

桜花185

② H25.4.12

【花之国】

那須町 那須町

もとゆり2（83.6） もとしげ（　.）

29 H23.2.4 ③ H25.8.6

【百合茂】 【茂洋】

那須町

はなゆり221（　.）

④ H25.11.6

【第1花国】

那須塩原市

もとみつめい（83.5） 直太朗 東京都  と畜  H 28.02.29  港区  東京都立芝浦と場  

30 H23.4.22 ① H25.5.1 ＜栃木＞3月1日　第38回　小山農協　中和牛肥育部会枝肉研究会（とちぎ和牛）

【百合茂】 【安福久】 Ａ5⑫　469ｋｇロース：68 cm²　＠2,676円￥1,255,124円

家畜改良事業団群馬県前橋市

百合光（81.1）

31 H23.3.22

【百合茂】

（有）徳重和牛人工授精所

室太郎

33 黒原0005740（86.0）

H23.3.22

13011-89197

【百合茂】

群馬県前橋市

もとちゅう（82.7）

35 H23.10.26

【勝忠平】

矢板市

もとみつはなくに（　.） 死亡  H 28.04.24  矢板市

37 H24.7.12

【第1花国】

（有）徳重和牛人工授精所

本富士（86.4）

39 H24.7.3

【忠富士】

那須塩原市

と畜   2016.08.30   もとみつはなくに（81.4）

栃木県  大田原市   那須地区食肉センター  40 H24.9.25

【第1花国】

（有）徳重和牛人工授精所

美津忠（　.）

38 H24.11.2

【忠富士】

栃木市

栃木県  死亡  H 26.05.08  忠美津

41 H24.11.8

【忠富士】

室太郎



那須町

もとただ（　.） 栃木県  と畜  H 28.01.18  

42 H25.3.28 大田原市  那須地区食肉センター  

【忠富士】

島根県仁多郡奥出雲町

本忠福（８３．５）

43 H26.2.25

【忠富士】

佐野市

勝元美津

44 H26.8.23

【勝忠平】


