
席 道府県   組合 種雄牛

出品番号   氏 名

1 宮崎県 種牛群 西諸県支所 美穂国　　　　　

298 齋藤　國章 300 坂元　一貴

299 中別府　秀雪 301 森田　直也

肉牛群

7 小倉　光彦 9 黒木　輝也

8 鎌田　秀利

2 鹿児島県 種牛群 曽於和牛育種組合 金幸福　　　　　

302 川元　博文 304 森岡　雄次

303 森岡　徳幸 305 森岡　六男

肉牛群

19 中山　正美 21 中屋　エイ子

20 薬師　五男

3 長崎県 種牛群 県北支所 勝乃勝　　　　　

290 大橋　幸之助 292 神田　憲次郎

291 松口　修治 293 石井　一彦

肉牛群

13 山口　光 15 小川　博信

14 後瀬　祐利

4 大分県 種牛群 玖珠郡和牛育種組合 勝福平　　　　　

294 宿利　英治 296 相良　謙二

295 佐藤　美知雄 297 赤峰　稔彬

肉牛群

40 （有）ファゼンダ・グランデ 42 浦田　学

41 森　利博

5 岡山県 種牛群 岡山和牛育種組合 新初英　　　　　

282 竹本　弘 284 西村　佳明

283 宗長　堅吾 285 江田　好恵

肉牛群

4 鷹取　聖 6 花房　芳視

5 花房　芳視

6 宮城県 種牛群 登米和牛育種組合 茂洋　　　　　　

262 千葉　啓 264 守屋　慶市

263 大立目　敏夫 265 服部　泰啓

肉牛群

31 小賀坂　実 33 佐瀬　徳

32 千葉　敏

7 兵庫県 種牛群 淡路和牛育種組合 丸宮土井　　　　

270 籾谷　州彦 272 神野　佳英

271 原田　正富 273 芝床　明宏

肉牛群

28 清川　浩平 30 木村　祥幸

29 川西　潔

優等賞
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席 道府県   組合

出品番号   氏 名

1 岩手県 種牛群 いわて和牛中央育種組合 飛良美継　　　　

258 佐々木　きさ 260 合砂　哲夫

259 堰代　茂一 261 八丁野　賢一

肉牛群 いわて和牛中央育種組合

1 熊谷　一彦 3 中村　鉄男

2 (株)西部開発農産

2 北海道 種牛群 平取町育種推進組合 幹壺　　　　　　

250 賀集　昭知 252 佐藤　貢

251 佐藤　貢 253 賀集　昭知

肉牛群 平取町育種推進組合

37 賀集　昭知 39 佐々木　俊成

38 賀集　昭知

3 岐阜県 種牛群 飛騨地区和牛育種組合 利優福　　　　　

266 栄　学 268 水尻　洋一

267 (有)若田ファーム 269 熊﨑　光夫

肉牛群 飛騨地区和牛育種組合

22 (有)牛丸畜産 24 政井　正則

23 (有)牛丸畜産

4 島根県 種牛群 飯石和牛育種組合 星乃郷　　　　　

278 那須　貴宏 280 大塚　雄嗣

279 石橋　篤 281 那須　貴宏

肉牛群 飯石和牛育種組合

16 伊藤　誠司 18 ＪＡ雲南　吉田肥育センター

17 伊藤　誠司

1 鳥取県 種牛群 鳥取県和牛育種組合 勝安波　　　　　
274 大森　智司 276 徳丸　英行

275 藤井　義雄 277 内山　茂昭

肉牛群 鳥取県和牛育種組合

34 岸本　真広 36 前田　道夫

35 有限会社とうはく畜産

2 広島県 種牛群 広島県和牛育種組合 安芸重福　　　　

286 管田　イサノ 288 三木　富弘

287 前原　由臣 289 前原　由臣

肉牛群 広島県和牛育種組合

10 有限会社　野山牧場 12 永岡　邦彦

11 田中　高志

3 青森県 種牛群 三戸地方黒毛和種育種組合 安平寿　　　　　

254 森崎　敏 256 立花　昇

255 蛇沼　つよ 257 立花　昇

肉牛群 三戸地方黒毛和種育種組合

25 立花　栄作 27 立花　栄作

26 立花　栄作
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