
席 道府県   組合 種雄牛

出品番号   氏 名

1 鹿児島県 種牛群 肝属和牛育種組合 

246 鶴田　くみ

247 上別府　槇

肉牛群

安亀忠　　

248 上別府　槇

249 前田　龍二

3 　新地　正清1     (有)江籠畜産

2     （株）中山畜産

2 宮崎県　 種牛群 西臼杵支所 満天白清　

242 興梠　大志 244 田辺　貴紀

243 馬﨑　太志 245 興梠　友成

肉牛群

31 有限会社　馬場牧場 33 神田　譲市

32 竹之内　利弘

3 島根県　 種牛群 仁多郡和牛育種組合 久茂福　

222 一社）奥出雲町農業公社 224 石原　誠

223 勝田　律江 225 井上　昭

肉牛群

16 (有)藤増 18 ＪＡしまね雲南地区本部　吉田肥育センター

17 (有)藤増

4 長崎県　 種牛群 長崎県支部県北支所 弁慶３　　

234 前川　常太郎 236 平山　義雄

235 前田　進冴 237 前田　進冴

肉牛群

13 山本　満年 15 川島　勉

14 小川　博信

5 大分県　 種牛群 由布市和牛育種組合 美馬桜　　

238 佐藤　渉 240 一法師　満

239 川野　誠二 241 秦　正次郎

肉牛群

22 （有）ファゼンダ・グランデ 24 （株）甲斐農産

23 （有）ファゼンダ・グランデ

6 宮城県　 種牛群 栗原和牛育種組合 洋糸波　　

198 熊谷　明俊 200 狩野　幸夫

199 栗原　幸昇 201 菅原　良信

肉牛群

4 村田　敏顕 6 金野　康

5 鈴木　敎一

7 岐阜県　 種牛群 飛騨地区和牛育種組合 広茂清　　

210 (有)小林農園 212 下田　広司

211 荒川　大悟 213 (有)山武ファーム

肉牛群

40 (株)わたなべ 42 (有)大洞畜産

41 (有)牛丸畜産

8 北海道　 種牛群 十勝和牛育種組合 勝平１　　

190 (株)武隈ＢＦ 192 西嶋　一洋

191 野澤　敬裕 193 篠島　太郎

肉牛群

10 上士幌町農協肥育センター 12 柴山　匡

11 有限会社　トヨニシファーム
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9 兵庫県　 種牛群 美方郡和牛育種組合     照和土井　　　　

214 村尾　和広 216 上田　伸也

215 中村　文吾 217 植田　秀作

肉牛群

7 兵庫県立農業高等学校 9 兵庫県立農業大学校

8 兵庫県立農業高等学校

10 鳥取県　 種牛群 鳥取県和牛育種組合     元花江　　　　　

218 田中　裕之 220 木嶋　泰洋

219 宮﨑　浩樹 221 山形　美智也

肉牛群

25 株式会社谷口畜産 27 前田　皓

26 津村　将彦

席 道府県   組合 種雄牛

出品番号   氏 名

1 岩手県　 種牛群 県南和牛育種組合       結乃宝　　　　　

194 菊地　和明 196 岩渕　孝幸

195 渡辺　功 197 高橋　浩司

肉牛群

19 （農）熊谷畜産 21 高橋　清文

20 （株）たかはし牧場

2 岡山県　 種牛群 岡山和牛育種組合       新岡光８１　　　

226 小川　武昭 228 江田　英明

227 晴れの国岡山農協井倉牧場 229 晴れの国岡山農協井倉牧場

肉牛群

37 新極　達夫 39 長圓牧場株式会社

38 國富　美喜男

3 福島県　 種牛群 福島県和牛改良組合     勝忠安福　　　　

206 吉田　辰男 208 浦山　公利

207 ㈱JA和牛ファーム福島さくら 209 鈴木　新一

肉牛群

34 鈴木　廣直 36 上野　広行

35 株式会社　湯浅ファーム

4 秋田県　 種牛群 秋田県和牛育種組合     松糸華　　　　　

202 細谷　清俊 204 武藤　俊亮

203 相馬　勲 205 田口　とみ子

肉牛群

28 (株)寿牧場 30 (株)寿牧場

29 高橋　満

5 広島県　 種牛群 広島県和牛育種組合     立烏帽子　　　　
230 下﨑　善章 232 沖本　千鶴

231 ファーム金田 233 長田　直久

肉牛群

43 株式会社ひば高原田中牧場 45 株式会社久井牧場

44 株式会社ひば高原田中牧場
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