
兵庫系 糸桜系 気高系 賢晴等

23.8 31.4 19.4 25.4

本牛の遺伝子保有率

枝肉重量 脂肪交雑

+41.59 +2.67

本牛の予測育種価

推奨される交配

安福久など
兵庫系雌牛全般

勝忠平系の
気高系雌牛

第１花国の孫牛にも
交配可能です直接検定終了時測尺値

日齢 365日補正体重 体高 胸囲

350日 461.8kg(DG1.25) 124cm(+0.3) 178cm(+2.0)

美点

欠点

体積、体深、移行、腿

肋立ち、肢勢、稍体下線

枝肉重量 脂肪交雑

(B) 57.00 (H) 2.534

母の育種価 (R2.10月評価)

幸紀雄 百合茂 平茂勝
（鹿児・曽於） （鹿児・薩摩） （鹿児・薩摩）

黒原5297 黒原4086 しらゆり
直検1.54 （鹿児・薩摩）

現検H14 金幸
はつかね （鹿児・曽於）

（鹿児・曽於） やすこ
黒2092633 （鹿児・曽於）

第１花国 北国７の８
（青森・つが） （島根・太田）

黒12510 あおはな
直検1.36 （島根・安来）

間検1.03 2.7 美津福
もとくに もとみつ （兵庫・美方）

（栃木・那須） （栃木・那須） もとじろう
黒原1443702 黒原1280419 （栃木・那須）

さきはな

現場後代検定種雄牛（令和３年度成績判明）

黒１５４０１（８４．１）

生年月日 平成28年3月22日

産 地 上北郡横浜町

生 産 者 斗米 晃二

母｢もとくに｣は、もとじろう系種雄牛として名高い｢美国桜｣の全きょうだい牛
父には、｢安福久｣や｢美国桜｣など、もとじろう系種雄牛に抜群の相性である｢幸紀

雄｣を迎え、体積、体幅、腿に優れる迫力のある種雄牛を造成。
記念すべき青森もとじろう系種雄牛の第１号。

※ ２７か月齢時撮影

遺伝性疾患 ９項目全て正常



枝肉重量 脂肪交雑

+43.97 +2.59

本牛の予測育種価

枝肉重量 脂肪交雑
母の育種価 (R2.10月評価)

未算出

兵庫系 糸桜系 気高系 その他

37.3 46.8 6.9 9.0

本牛の遺伝子保有率

直接検定終了時測尺値

日齢 365日補正体重 体高 胸囲

335日 409.2kg(DG1.04) 123cm(+0.4) 169cm(+1.0)

美点

欠点

前躯幅、後躯、均称

肋立ち、肢蹄、稍肩付

美国桜 第１花国 北国７の８
（栃木・那須） （青森・つが） （島根・大田）

黒原5204 黒12510 あおはな
直検1.36 （島根・安来）

間検1.03　2.7 美津福
もとみつ （兵庫・美方）

（栃木・那須） もとじろう
黒原1280419 （栃木・那須）

百合茂 平茂勝
（鹿児・薩摩） （鹿児・薩摩）

黒原4086 しらゆり
直検1.54 （鹿児・薩摩）

現検 H14 北国７の８
きらなつ きらめき３ （島根・大田）

（栃木・那須） （栃木・那須） なつあき
黒2487987 黒2184321 （栃木・那須）

推奨される交配

安福久など
兵庫系雌牛全般

勝忠平、平茂勝
などの気高系雌牛

第１花国の孫牛にも
交配可能です

もとしげざくら

現場後代検定種雄牛（令和４年度成績判明）

黒１５５１９（８４．８）

生年月日 平成29年3月29日

産 地 上北郡横浜町

生 産 者 古川 亮

母｢きらなつ｣は｢安福久｣や｢美国桜｣でおなじみの｢もとじろう｣系の流れをくみ、
父に｢美国桜｣を交配し、もとじろうの遺伝子を凝集した両づる種雄牛として造成。
本牛は体幅や後躯の良さに加え、資質に優れ、体型はまさに名牛｢美国桜｣に酷似

遺伝子保有率は糸桜系に偏っており、幅広い系統の雌牛に交配が可能。

※ ２７か月齢時撮影

遺伝性疾患 ９項目全て正常



枝肉重量 脂肪交雑

+6.40 +2.90

本牛の予測育種価

直接検定終了時測尺値

日齢 365日補正体重 体高 胸囲

332日 391.0kg(DG1.00) 122cm(+0.2σ) 166cm(+0.6σ)

美点

欠点

品位、移行、資質、被毛、腿

体積、肢勢、蹄踵

枝肉重量 脂肪交雑

(B) 57.00 (H) 2.534

母の育種価 (R2.10月評価)

安福久 安福165の9 安福(岐阜)
（栃木・那須） （岐阜・高山） （兵庫・高山）

黒原4416 黒原1683 しげふじ13の7

直検1.32 （岐阜・高山）

間検0.98　2.6 紋次郎
もとじろう （兵庫・美方）

（栃木・那須） もとひかり
黒1868119 （島根・出雲）

第１花国 北国７の８
（青森・つが） （島根・大田）

黒12510 あおはな
直検1.36 （島根・安来）

間検1.03　2.7 美津福
もとくに もとみつ （兵庫・美方）

（栃木・那須） （栃木・那須） もとじろう
黒原1443702 黒原1280419 （栃木・那須）

だいいちひさざくら

令和３年度 現場後代検定交配種雄牛

黒１５５６８（８２．９）

生年月日 平成30年10月13日

産 地 上北郡横浜町

生 産 者 古川 亮

(畜産研究所受精卵種雄牛造成事業)

母｢もとくに｣は、もとじろう系種雄牛として名高い｢美国桜｣の全きょうだい牛で
さらに父｢安福久｣を交配し、強く｢もとじろう」の血を引く両づる種雄牛として造成
資質や品位、そして肩幅や腿の良さなどは｢安福久｣に酷似。本牛のゲノム育種か

らも肉質に特化しており、もとじろう系種雄牛の代表となりえる期待の一頭。

遺伝性疾患 ９項目全て正常

推奨される交配

安福久を除く
兵庫系の雌牛全般

勝忠平、百合茂
など 気高系の雌牛

父第１花国や
父安福久以外の雌牛

兵庫系 糸桜系 気高系 賢晴等

48.3 29.2 1.5 21.0

本牛の遺伝子保有率

※ 直接検定終了時撮影



枝肉重量 脂肪交雑

+49.10 +2.83

本牛の予測育種価

直接検定終了時測尺値

日齢 365日補正体重 体高 胸囲

327日 409.2kg(DG1.13) 125cm(+1.2σ) 168cm(+1.0σ)

美点

欠点

発育、体深、資質、皮膚、内腿

背腰幅、肋立ち、尻型

枝肉重量 脂肪交雑

(A) 70.63 (H) 2.581

母の育種価 (R2.10月評価)

兵庫系 糸桜系 気高系 栄光等

63.9 9.2 5.4 21.5

本牛の遺伝子保有率

安福久 安福165の9 安福(岐阜)
（栃木・那須） （岐阜・高山） （兵庫・高山）

黒原4416 黒原1683 しげふじ13の7

直検1.32 （岐阜・高山）

間検0.98　2.6 紋次郎
もとじろう （兵庫・美方）

（栃木・那須） もとひかり
黒1868119 （島根・出雲）

百合茂 平茂勝
（鹿児・薩摩） （鹿児・薩摩）

黒原4086 しらゆり
直検1.54 （鹿児・薩摩）

現検 H14 菊福秀
さゆり ふくみ （岩手・奥州）

（栃木・那須） （栃木・那須） はなみ
黒原1641731 黒原1584185 （栃木・那須）

もとひさゆり

令和３年度 現場後代検定交配種雄牛

黒原６３８３（８３．０）

生年月日 平成31年2月14日

産 地 上北郡横浜町

生 産 者 古川 亮

母｢さゆり｣は｢安福久｣や｢美国桜｣でおなじみの｢もとじろう｣系の流れをくむ高育
種価牛。父に｢安福久｣を交配し、もとじろう系の両づる種雄牛として造成。
本牛は｢もとじろう｣らしい資質や腿の良さがあり、加えて発育など体積感も持ち

合わせる。遺伝子保有率は兵庫系に偏っており、様々な系統の雌牛に交配が可能。

推奨される交配

第１花国 など
糸桜系の雌牛全般

平茂勝、勝忠平
など 気高系の雌牛

様々な雌牛に
交配が可能

※ 直接検定終了時撮影

遺伝性疾患 ９項目全て正常

※ただし、ＭＳＨＲ(赤毛遺伝子)保因



枝肉重量 脂肪交雑

+65.02 +2.33

本牛の予測育種価

直接検定終了時測尺値

日齢 365日補正体重 体高 胸囲

343日 504.6kg(DG1.24) 129cm(+1.9σ) 178cm(+2.2σ)

美点

欠点

体積、体深、後躯、腿、皮膚

過大、品位、肩付、稍肋張り

枝肉重量 脂肪交雑

(B) 57.00 (H) 2.534

母の育種価 (R2.10月評価)

兵庫系 糸桜系 気高系 賢晴等

5.3 26.6 11.4 56.7

本牛の遺伝子保有率

平茂晴 糸晴美 第７糸桜
（長崎・壱岐） （島根・出雲） （島根・仁多）

黒原3712 黒原2142 かもふじ３
直検1.22 間検1.00 2.6 （島根・出雲）

間検1.01　4.0 第２０平茂
 H13　48 73.7 しげとし （鳥取・八頭）

（鹿児・鹿屋） としこ
黒原639210 （鹿児・鹿屋）

第１花国 北国７の８
（青森・つが） （島根・大田）

黒12510 あおはな
直検1.36 （島根・安来）

間検1.03　2.7 美津福
もとくに もとみつ （兵庫・美方）

（栃木・那須） （栃木・那須） もとじろう
黒原1443702 黒原1280419 （栃木・那須）

もとくにはるいち

令和３年度 現場後代検定交配種雄牛

黒原６３８４（８４．５）

生年月日 令和元年10月5日

産 地 つがる市

生 産 者 畜産研究所

(畜産研究所受精卵種雄牛造成事業)

母｢もとくに｣は、もとじろう系種雄牛として名高い｢美国桜｣の全きょうだい牛。
兵庫系や気高系の雌牛への交配を意識し、父に｢平茂晴｣、２代祖に｢第１花国｣と糸
桜系種雄牛を重ねて交配した種雄牛。｢もとじろう｣らしい資質と品位を持ちながら
発育や体積は抜群のものがあり、糸桜系の代表種雄牛となりえる期待の一頭。

推奨される交配

安福久など
兵庫系雌牛全般

勝忠平、百合茂
など 気高系雌牛全般

糸桜系以外の様々
な雌牛に交配可能

※ 直接検定終了時撮影

遺伝性疾患 ９項目全て正常


