
おかやま和牛

◎　ミルク類・配合飼料については、メーカー名および商品名を略称で表記しています。
◎　単味飼料・粗飼料・添加剤他は購入飼料のみ品目を表示しています。
◎　自家および県内産稲わら・畦畔草・牧草類は自家産で表記しています（購入牧草除く）。
◎　仕入業者および産地不明の粗飼料は（）内に表記しています。
◎　母子分離の分離状態については、以下のとおりです。

完全（完全分離） ：母子分離が完全になされ哺乳の可能性がないもの
半（半分離） ：母子分離するものの、昼間の母子混合放牧による飼育方式や、母子が隣合わせの牛房で飼育され、

　ません棒の間から哺乳の可能性があるもの
同居（母子同居） ：子牛市場出荷時点まで母子が同居しているもの　　

ＪＡ＝ＪＡ西日本くみあい飼料(株) 全酪＝全国酪農業協同組合 中部＝中部飼料(株)
中物＝中国物産(株) フィ＝フィード・ワン(株) 日農＝日本農産工業(株)
日清＝日清丸紅飼料(株) 中国＝中国飼料(株) オー＝(株)オールインワン
明治＝明治飼糧(株) ﾌﾀﾊﾞ＝フタバ飼料(株) 日和＝日和産業(株)
伊藤忠＝伊藤忠飼料(株) 雪印＝雪印種苗(株)

生  産  履  歴  一　覧　表

令和４年８月２６日（金）和牛子牛市場

メ　ー　カ　ー　名　略　称　一　覧

ＪＡ全農おかやま総合家畜市場



メーカー名 表中略称 飼料名

らくらくモーレット

育成用パワフルFP

αもりもり育成M

αグリーン育成

αレアルスター

ステージアップ

さわやか育成

ＪＡ全農おかやま総合家畜市場

令和４年８月２６日（金）和牛子牛市場

モ ネ ン シ ン 添 加 飼 料 一 覧 表

ＪＡ西日本くみあい飼料(株)

フィード・ワン(株)

JA

中部飼料(株) 中部

フィ

(株)オールインワン オー



ミルク類 配合飼料 単味飼料 粗飼料 添加剤他 月日 方法 月数 状態

1 勝英 全酪：カーフトップEXブラック JA：育成用もりもりプラス チモシー・スーダン・自家産 2/10 引抜 ０ 完全

2 勝英 全酪：カーフトップEXブラック JA：育成用もりもりプラス チモシー・スーダン・自家産 3/10 引抜 ０ 完全

3 勝英 全酪：カーフトップEXブラック JA：育成用もりもりプラス チモシー・スーダン・自家産 3/10 引抜 ０ 完全

4 勝英 全酪：カーフトップEXブラック JA：育成用もりもりプラス チモシー・スーダン・自家産 3/10 引抜 ０ 完全

5 勝英 全酪：カーフトップEXブラック JA：育成用もりもりプラス チモシー・スーダン・自家産 4/14 引抜 ０ 完全

6 勝英 全酪：カーフトップEXブラック JA：育成用もりもりプラス チモシー・スーダン・自家産 ０ 完全

7 勝英 全酪：カーフトップEX JA：らくらくモーレット,中部：もりもり育成M チモシー・スーダン アミノサプリ 2/24 引抜 ０ 完全

8 勝英 全酪：カーフトップEX JA：らくらくモーレット,中部：もりもり育成M チモシー・スーダン アミノサプリ 2/24 引抜 ０ 完全

9 勝英 全酪：カーフトップEX JA：らくらくモーレット,中部：もりもり育成M チモシー・スーダン アミノサプリ 2/24 引抜 ０ 完全

10 勝英 JA：モーレットNフレペレ・育成用もりもりプラス チモシー・スーダン・自家産 2/17 引抜 ４ 完全

11 勝英 JA：ミルダッシュ JA：モーレットNフレペレ・育成用もりもりプラス チモシー・スーダン・自家産 2/17 引抜 ０ 完全

12 勝英 JA：モーレットNフレペレ・育成用もりもりプラス チモシー・スーダン・自家産 3/10 引抜 ４ 完全

13 勝英 JA：モーレットNフレペレ・育成用もりもりプラス チモシー・スーダン・自家産 3/10 引抜 ４ 完全

14 勝英 JA：ミルダッシュ JA：モーレットNフレペレ・育成用もりもりプラス チモシー・スーダン・自家産 4/17 引抜 ０ 完全

15 勝英 JA：ミルダッシュ JA：モーレットNフレペレ・育成用もりもりプラス チモシー・スーダン・自家産 ０ 完全

16 勝英 JA：モーレットNフレペレ・育成用もりもりプラス チモシー・スーダン・自家産 ４ 完全

17 勝英 JA：モーレットNフレペレ・育成用もりもりプラス チモシー・スーダン・自家産 ４ 完全

18 勝英 全酪：カーフトップEXブラック JA：育成用もりもりプラス,全酪：ニューメイクスター チモシー・自家産 ヘッドスタート・ぼっけぇー牧場 ０ 完全

19 勝英 全酪：カーフトップEXブラック JA：育成用もりもりプラス,全酪：ニューメイクスター チモシー・自家産 ヘッドスタート・ぼっけぇー牧場 ０ 完全

20 勝英 全酪：カーフトップEXブラック JA：育成用もりもりプラス,全酪：ニューメイクスター チモシー・自家産 ヘッドスタート・ぼっけぇー牧場 ０ 完全

21 勝英 JA：まんぷくみっくす,中部：もりもり育成 スーダン カーフマンナ ３ 完全

22 勝英 JA：まんぷくみっくす,中部：もりもり育成 スーダン カーフマンナ ３ 完全

23 勝英 オー：カーフダッシュ・セカンドダッシュ チモシー・フェスク・スーダン 同居

24 勝英 オー：カーフダッシュ・セカンドダッシュ チモシー・フェスク・スーダン 2/24 引抜 同居

25 勝英 JA：ミルダッシュ JA：育成用もりもりプラス,オー：セカンドダッシュ スーダン・自家産 ぼっけぇー牧場 1/28 引抜 ４ 完全

26 勝英 JA：ミルダッシュ JA：育成用もりもりプラス,オー：セカンドダッシュ スーダン・自家産 ぼっけぇー牧場 2/24 引抜 ４ 完全

27 勝英 JA：ミルダッシュ JA：育成用もりもりプラス,オー：セカンドダッシュ スーダン・自家産 ぼっけぇー牧場 2/24 引抜 ４ 完全

28 勝英 JA：ミルダッシュ JA：育成用もりもりプラス,オー：セカンドダッシュ スーダン・自家産 ぼっけぇー牧場 2/24 引抜 ４ 完全

29 勝英 明治：チャンピオン フィ：ロイヤルステップ イタリアン・アルファ ビオスリー 2/3 引抜 ０ 完全

30 勝英 明治：チャンピオン フィ：ロイヤルステップ イタリアン・アルファ ビオスリー 2/3 引抜 ０ 完全

母子分離
入場 地区

上　　場　　子　　牛　　の　　飼　　料　　給　　与　　内　　容　　等 去　勢



ミルク類 配合飼料 単味飼料 粗飼料 添加剤他 月日 方法 月数 状態

母子分離
入場 地区

上　　場　　子　　牛　　の　　飼　　料　　給　　与　　内　　容　　等 去　勢

31 勝英 中部：αにゅうスターター・もりもり育成 スーダン・オーツヘイ・バミューダヘイ ３ 完全

32 勝英 中部：αにゅうスターター・もりもり育成 スーダン・オーツヘイ・バミューダヘイ 4/21 引抜 ３ 完全

33 勝英 JA：育成用もりもりプラス ふすま 自家産 カウストン 2/24 引抜 同居

34 勝英 JA：らくらくモーレット・育成用もりもりプラス チモシー・スーダン・自家産 2/24 引抜 ３ 完全

35 勝英 JA：ミルダッシュ JA：育成用もりもりプラス チモシー・フェスク・自家産 バイコックス・ボバクチン 1/28 引抜 ０ 完全

36 勝英 JA：育成用もりもりプラス スーダン・自家産 12/27 引抜 ３ 完全

37 勝英 JA：らくらくモーレット・育成用もりもりプラス スーダン・イタリアン 1/28 引抜 ３ 半

38 津山 JA：ミルダッシュ・さいしょのミルク JA：モーレットNペレット・育成用パワフルFP ふすま チモシー・フェスク・スーダン・オーツヘイ 4/13 バルザック ０ 完全

39 津山 JA：ミルダッシュ・さいしょのミルク JA：モーレットNペレット・育成用パワフルFP ふすま チモシー・フェスク・スーダン・オーツヘイ 4/13 バルザック ０ 完全

40 津山 JA：ミルダッシュ・さいしょのミルク JA：モーレットNペレット・育成用パワフルFP ふすま チモシー・フェスク・スーダン・オーツヘイ 4/13 バルザック ０ 完全

41 津山 JA：ミルダッシュ・さいしょのミルク JA：モーレットNペレット・育成用パワフルFP ふすま チモシー・フェスク・スーダン・オーツヘイ 4/13 バルザック ０ 完全

42 津山 JA：ミルダッシュ・さいしょのミルク JA：モーレットNペレット・育成用パワフルFP ふすま チモシー・フェスク・スーダン・オーツヘイ 3/20 バルザック ０ 完全

43 津山 JA：ミルダッシュ・さいしょのミルク JA：モーレットNペレット・育成用パワフルFP ふすま チモシー・フェスク・スーダン・オーツヘイ 3/20 バルザック ０ 完全

44 津山 JA：ミルダッシュ JA：育成用パワフルFP,ﾌﾀﾊﾞ：ミラクルほいく・ミラクル育成 ふすま チモシー・フェスク・スーダン・オーツヘイ 鉱塩 1/25 引抜 ０ 完全

45 津山 JA：まんぷくみっくす・育成用もりもりプラス チモシー・フェスク・イタリアン・自家産 ４ 完全

46 津山 JA：まんぷくみっくす・育成用もりもりプラス チモシー・フェスク・イタリアン・自家産 3/16 引抜 ４ 完全

47 津山 JA：ミルダッシュ 中部：もりもり育成M,オー：カーフダッシュ チモシー・クレイングラス・オーツヘイ
ﾍｯﾄﾞｽﾀｰﾄ・ﾄﾞﾝ八ヶ岳・ｾﾞｵﾗｲﾄ・重
曹・ﾋﾞｵｽﾘｰ・ﾊﾞｲﾒｯｸﾄﾋﾟｶﾙ他

０ 完全

48 津山 JA：ミルダッシュ 中部：もりもり育成M,オー：カーフダッシュ チモシー・クレイングラス・オーツヘイ
ﾍｯﾄﾞｽﾀｰﾄ・ﾄﾞﾝ八ヶ岳・ｾﾞｵﾗｲﾄ・重
曹・ﾋﾞｵｽﾘｰ・ﾊﾞｲﾒｯｸﾄﾋﾟｶﾙ他 4/12 引抜 ０ 完全

49 津山 JA：ミルダッシュ 中部：もりもり育成M,オー：カーフダッシュ チモシー・クレイングラス・オーツヘイ
ﾍｯﾄﾞｽﾀｰﾄ・ﾄﾞﾝ八ヶ岳・ｾﾞｵﾗｲﾄ・重
曹・ﾋﾞｵｽﾘｰ・ﾊﾞｲﾒｯｸﾄﾋﾟｶﾙ他 4/12 引抜 ０ 完全

50 津山 JA：ミルダッシュ・さいしょのミルク JA：育成用パワフルFP,オー：セカンドダッシュ チモシー・自家産 4/13 リング ４ 完全

51 津山 JA：ミルダッシュ・さいしょのミルク JA：育成用パワフルFP,オー：セカンドダッシュ チモシー・自家産 ４ 完全

52 津山 JA：ミルダッシュ・さいしょのミルク JA：育成用パワフルFP,オー：セカンドダッシュ チモシー・自家産 4/13 リング ４ 完全

53 津山 JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP フェスク 4/15 引抜 ４ 完全

54 津山 中部：レアル育成ファイバー,フィ：草原の薫り,オー：カーフダッシュ,ﾌﾀﾊﾞ：ミラクルS チモシー・スーダン・元気な子牛・自家産 4/2 引抜 ４ 完全

55 津山 中部：レアル育成ファイバー,フィ：草原の薫り,オー：カーフダッシュ,ﾌﾀﾊﾞ：ミラクルS チモシー・スーダン・元気な子牛・自家産 4/2 引抜 ４ 完全

56 津山 JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP スーダン・クレイングラス・自家産 鉱塩 ４ 完全

57 津山 JA：育成用パワフルFP スーダン・自家産 ４ 完全

58 津山 オー：オートリーミルク
中物：カーフダッシュ・セカンドダッシュ・デイリーダッシュツー・青春時代,
中部：さわやか育成

チモシー・アルファ・自家産 ビオスリー 3/18 リング ０ 完全

59 津山 オー：オートリーミルク
中物：カーフダッシュ・セカンドダッシュ・デイリーダッシュツー・青春時代,
中部：さわやか育成

チモシー・アルファ・自家産 ビオスリー 3/18 リング ０ 完全

60 津山 中部：ゴールドジャンプ 中部：もりもり育成・ニュースターター チモシー 3/10 観血 ０ 完全



ミルク類 配合飼料 単味飼料 粗飼料 添加剤他 月日 方法 月数 状態

母子分離
入場 地区

上　　場　　子　　牛　　の　　飼　　料　　給　　与　　内　　容　　等 去　勢

61 津山 中部：ゴールドジャンプ 中部：もりもり育成・ニュースターター チモシー 2/6 観血 １ 完全

62 津山 中部：ゴールドジャンプ 中部：もりもり育成・ニュースターター チモシー 4/5 観血 １ 完全

63 津山 中部：ゴールドジャンプ 中部：もりもり育成・ニュースターター チモシー 2/6 観血 １ 完全

64 津山 中部：ゴールドジャンプ 中部：もりもり育成・ニュースターター チモシー 4/5 観血 １ 完全

65 津山 中部：ゴールドジャンプ 中部：もりもり育成・ニュースターター チモシー 3/10 リング ０ 完全

66 津山 欠場

67 津山 欠場

68 津山 中部：ゴールドジャンプ 中部：もりもり育成・ニュースターター チモシー １ 完全

69 津山 中部：ゴールドジャンプ 中部：もりもり育成・ニュースターター チモシー １ 完全

70 津山 中部：ゴールドジャンプ 中部：もりもり育成・ニュースターター チモシー １ 完全

71 津山 JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP・かがやき ふすま イタリアン・自家産 4/15 リング ４ 完全

72 津山 中部：アミノミルク 中部：もりもり育成・グリーン育成 チモシー・クレイングラス・ウィートストロー ヘッドスタート ０ 完全

73 津山 中部：アミノミルク 中部：もりもり育成・グリーン育成 チモシー・クレイングラス・ウィートストロー ヘッドスタート 4/11 観血 ０ 完全

74 津山 中部：アミノミルク 中部：もりもり育成・グリーン育成 チモシー・クレイングラス・ウィートストロー 4/11 観血 ０ 完全

75 津山 中部：アミノミルク 中部：もりもり育成・グリーン育成 チモシー・クレイングラス・ウィートストロー ヘッドスタート ０ 完全

76 津山 中部：アミノミルク 中部：もりもり育成・グリーン育成 チモシー・クレイングラス・ウィートストロー ヘッドスタート 6/11 観血 ０ 完全

77 津山 中部：アミノミルク 中部：もりもり育成・グリーン育成 チモシー・クレイングラス・ウィートストロー ヘッドスタート ０ 完全

78 津山 中部：アミノミルク 中部：もりもり育成・グリーン育成 チモシー・クレイングラス・ウィートストロー ヘッドスタート 5/25 観血 ０ 完全

79 津山 中部：アミノミルク 中部：もりもり育成・グリーン育成 チモシー・クレイングラス・ウィートストロー ０ 完全

80 津山 中部：アミノミルク 中部：もりもり育成・グリーン育成 チモシー・クレイングラス・ウィートストロー ０ 完全

81 津山 JA：らくらくモーレット,中部：もりもり育成,フィ：草原の薫り,ﾌﾀﾊﾞ：ミラクルS チモシー・スーダン・オーツヘイ ４ 完全

82 津山 JA：らくらくモーレット,中部：もりもり育成,フィ：草原の薫り,ﾌﾀﾊﾞ：ミラクルS チモシー・スーダン・オーツヘイ 4/2 引抜 ４ 完全

83 津山 JA：らくらくモーレット,中部：もりもり育成,フィ：草原の薫り,ﾌﾀﾊﾞ：ミラクルS チモシー・スーダン・オーツヘイ 4/2 引抜 ４ 完全

84 津山 JA：らくらくモーレット,中部：もりもり育成,フィ：草原の薫り,ﾌﾀﾊﾞ：ミラクルS チモシー・スーダン・オーツヘイ 4/2 引抜 ４ 完全

85 津山 JA：育成用もりもりプラス,中部：さわやか育成,中物：カーフダッシュ チモシー・自家産 ヘッドスタート・ビオスリー 3/18 引抜 ３ 完全

86 津山 JA：育成用もりもりプラス,中部：さわやか育成,中物：カーフダッシュ チモシー・自家産 ヘッドスタート・ビオスリー 3/18 引抜 ３ 完全

87 津山 JA：育成用もりもりプラス,中部：さわやか育成,中物：カーフダッシュ チモシー・自家産 ヘッドスタート・ビオスリー 3/18 引抜 ３ 完全

88 津山 JA：ミルダッシュ JA：育成用もりもりプラス,中部：さわやか育成,中物：カーフダッシュ チモシー・自家産 ヘッドスタート・ビオスリー ０ 完全

89 津山 中物：青春時代・セカンドダッシュ ヘイキューブ スーダン・オーツヘイ・自家産 ４ 完全

90 津山 全酪：カーフトップEXブラック JA：育成用もりもりプラス,全酪：ニューメイクスター チモシー・スーダン・オーツヘイ HIビタコーゲン・バイオフードエー 3/18 引抜 ０ 完全



ミルク類 配合飼料 単味飼料 粗飼料 添加剤他 月日 方法 月数 状態

母子分離
入場 地区

上　　場　　子　　牛　　の　　飼　　料　　給　　与　　内　　容　　等 去　勢

91 津山 全酪：カーフトップEXブラック 中物：ミラクル育成,フィ：草原の薫り,中部：もりもり育成M,全酪：ニューメイクスター チモシー・オーツヘイ・スーダン ヘッドスタート 3/18 引抜 ０ 完全

92 津山 全酪：カーフトップEXブラック 中物：ミラクル育成,フィ：草原の薫り,中部：もりもり育成M,全酪：ニューメイクスター チモシー・オーツヘイ・スーダン ヘッドスタート 3/18 引抜 ０ 完全

93 津山 全酪：カーフトップEXブラック 中物：ミラクル育成,フィ：草原の薫り,中部：もりもり育成M,全酪：ニューメイクスター チモシー・オーツヘイ・スーダン ヘッドスタート ０ 完全

94 津山 全酪：カーフトップEXブラック JA：育成用もりもりプラス,全酪：ニューメイクスター ヘイキューブ・ビート チモシー・スーダン・自家産 おからくリンカル 3/18 引抜 ０ 完全

95 津山 JA：育成用パワフルFP,日農：ニューグロアー
圧ぺんとうもろこ
し・

スーダン・自家産 ４ 完全

96 津山 中部：すくすくミルク JA：育成用パワフルFP,日農：ニューグロアー
圧ぺんとうもろこ
し・

スーダン・自家産 ０ 完全

97 津山 フィ：草原の薫り,中物：カーフダッシュ チモシー ヘッドスタート 4/15 引抜 ０ 完全

98 津山 全酪：カーフトップEXブラック 中物：青春時代・カーフダッシュ,中部：もりもり育成M チモシー・スーダン・オーツヘイ 4/15 引抜 ０ 完全

99 津山 JA：らくらくモーレット・育成用もりもりプラス イタリアン・自家産 ４ 半

100 津山 オー：カーフダッシュ・セカンドダッシュ 自家産 2/17 引抜 ４ 完全

101 津山 JA：育成用もりもりプラス ふすま イタリアン・オーツヘイ・自家産 ４ 完全

102 津山 JA：まんぷくみっくす,オー：セカンドダッシュ・モーダッシュ 自家産 ４ 完全

103 津山 オー：カーフダッシュ・セカンドダッシュ,JA：和牛肥育用すくすく前期・夢作後期 イタリアン・スーダン・自家産 3/16 引抜 ４ 完全

104 津山 オー：カーフダッシュ・セカンドダッシュ,JA：和牛肥育用すくすく前期・夢作後期 イタリアン・スーダン・自家産 3/16 引抜 ４ 完全

105 JA：ミルダッシュ JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP チモシー・スーダン・自家産
ﾋﾞｵｽﾘｰｴｰｽ・ﾅｯｷﾝ液・鉄剤・ﾋﾞﾀﾐﾝ
剤・ﾍﾞｺｸｻﾝ・ｲﾍﾞﾙﾒｯｸ・ﾊﾞｲｺｯｸｽ 4/12 引抜 ３ 半

106 JA：ミルダッシュ JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP チモシー・スーダン・自家産
ﾋﾞｵｽﾘｰｴｰｽ・ﾅｯｷﾝ液・鉄剤・ﾋﾞﾀﾐﾝ
剤・ﾍﾞｺｸｻﾝ・ｲﾍﾞﾙﾒｯｸ・ﾊﾞｲｺｯｸｽ 4/12 引抜 ３ 半

107 JA：ミルダッシュ JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP チモシー・スーダン・自家産
ﾋﾞｵｽﾘｰｴｰｽ・ﾅｯｷﾝ液・鉄剤・ﾋﾞﾀﾐﾝ
剤・ﾍﾞｺｸｻﾝ・ｲﾍﾞﾙﾒｯｸ・ﾊﾞｲｺｯｸｽ 5/9 引抜 ０ 完全

108 真庭 中部：レアル育成ファイバー・デラアミノ スーダン・フェスク・自家産 鉱塩 1/25 リング ４ 完全

109 真庭 中部：レアル育成ファイバー・デラアミノ スーダン・フェスク・自家産 鉱塩 ４ 完全

110 真庭 ﾌﾀﾊﾞ：ミラクルほいく・ミラクル育成・ミラクルスタート バガス
チモシー・フェスク・オーツヘイ・
バミューダストロー・スーダン

ファイバースタート・鉱塩・麹・納豆粉末 4/26 引抜 ４ 完全

111 真庭 ﾌﾀﾊﾞ：ミラクルほいく・ミラクル育成・ミラクルスタート バガス
チモシー・フェスク・オーツヘイ・
バミューダストロー・スーダン

ファイバースタート・鉱塩・麹・納豆粉末 ４ 完全

112 真庭 フィ：プレミアムワンミルク JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP,ﾌﾀﾊﾞ：子牛前期 チモシー・スーダン・イタリアン 鉱塩 3/22 引抜 ０ 完全

113 真庭 フィ：プレミアムワンミルク JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP,ﾌﾀﾊﾞ：子牛前期 チモシー・スーダン・イタリアン 鉱塩 2/28 引抜 ０ 完全

114 真庭 フィ：プレミアムワンミルク JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP,ﾌﾀﾊﾞ：子牛前期 チモシー・スーダン・イタリアン 鉱塩 ０ 完全

115 真庭 ﾌﾀﾊﾞ：ミラクルほいく・子牛前期・ミラクル育成・ミラクルスタート バガス チモシー・オーツヘイ 納豆菌・鉱塩 4/26 リング ４ 完全

116 真庭 JA：育成用パワフルFP
チモシー・オーツ・スーダン・
バミューダ・自家産 4/25 引抜 ３ 完全

117 真庭 JA：育成用パワフルFP
チモシー・オーツ・スーダン・
バミューダ・自家産 4/25 引抜 ３ 完全

118 真庭 JA：ミルダッシュ フィ：ステージアップ,中部：グリーン育成 チモシー・アルファ 4/12 引抜 ０ 完全

119 真庭 JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP チモシー・オーツ・フェスク・自家産 3/22 引抜 ３ 完全

120 真庭 JA：モーレットNペレット・育成用パワフルFP チモシー・スーダン・自家産 2/25 引抜 ３ 完全



ミルク類 配合飼料 単味飼料 粗飼料 添加剤他 月日 方法 月数 状態

母子分離
入場 地区

上　　場　　子　　牛　　の　　飼　　料　　給　　与　　内　　容　　等 去　勢

121 真庭 JA：モーレットNペレット,オー：セカンドダッシュ
チモシー・オーツ・フェスク・
スーダン・アルファ・自家産

３ 完全

122 真庭 フィ：ビーフジェット育成・プレミアムトライ チモシー・スーダン・オーツ・自家産 2/25 リング ３ 完全

123 真庭 フィ：ビーフジェット育成・プレミアムトライ チモシー・スーダン・オーツ・自家産 2/25 リング ３ 完全

124 真庭 フィ：ビーフジェット育成・プレミアムトライ チモシー・スーダン・オーツ・自家産 2/25 リング ３ 完全

125 真庭 フィ：ビーフジェット育成・プレミアムトライ チモシー・スーダン・オーツ・自家産 2/25 リング ３ 完全

126 真庭 フィ：ビーフジェット育成・プレミアムトライ チモシー・スーダン・オーツ・自家産 2/25 リング ３ 完全

127 真庭 全酪：カーフトップEXブラック JA：育成用パワフルFP,フィ：カーフダッシュ チモシー・オーツ・スーダン・自家産 ヘッドスタート 4/27 引抜 ０ 完全

128 真庭 全酪：カーフトップEXブラック JA：育成用パワフルFP,フィ：カーフダッシュ チモシー・オーツ・スーダン・自家産 ヘッドスタート 4/27 引抜 ０ 完全

129 真庭 全酪：カーフトップEXブラック JA：育成用パワフルFP,フィ：カーフマンナ・カーフダッシュ チモシー・オーツ・スーダン・自家産 ０ 完全

130 真庭 JA：育成用パワフルFP,全酪：やまなみ2号 チモシー・スーダン・自家産 2/25 引抜 ３ 完全

131 真庭 全酪：カーフトップEXブラック JA：育成用パワフルFP,フィ：カーフマンナ チモシー・自家産 4/18 引抜 ０ 完全

132 真庭 JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP スーダン 鉱塩 2/28 引抜 ４ 完全

133 真庭 JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP スーダン 鉱塩 2/28 引抜 ４ 完全

134 真庭 JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP スーダン 鉱塩 2/28 引抜 ４ 完全

135 真庭 JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP スーダン 鉱塩 ４ 完全

136 真庭 JA：モーレットNペレット・育成用パワフルFP・育成用もりもりプラス 自家産 鉱塩 ４ 完全

137 真庭 全酪：カーフトップEX JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP チモシー・自家産 3/22 引抜 ０ 完全

138 真庭 全酪：カーフトップEX JA：モーレットNフレペレ・育成用もりもりプラス 脱脂大豆 クレイングラス・スーダングラス・ルーサン ビタコーゲン・ベコクサン・バイメックトピカル 3/19 観血 ０ 完全

139 真庭 全酪：カーフトップEX JA：モーレットNフレペレ・育成用もりもりプラス 脱脂大豆 クレイングラス・スーダングラス・ルーサン ビタコーゲン・ベコクサン・バイメックトピカル 3/23 観血 ０ 完全

140 真庭 全酪：カーフトップEX JA：モーレットNフレペレ・育成用もりもりプラス 脱脂大豆 クレイングラス・スーダングラス・ルーサン ビタコーゲン・ベコクサン・バイメックトピカル ０ 完全

141 真庭 全酪：カーフトップEX JA：モーレットNフレペレ・育成用もりもりプラス 脱脂大豆 クレイングラス・スーダングラス・ルーサン ビタコーゲン・ベコクサン・バイメックトピカル ０ 完全

142 真庭 全酪：カーフトップEX JA：モーレットNフレペレ・育成用もりもりプラス 脱脂大豆 クレイングラス・スーダングラス・ルーサン ビタコーゲン・ベコクサン・バイメックトピカル ０ 完全

143 真庭 全酪：カーフトップEX JA：モーレットNフレペレ・育成用もりもりプラス 脱脂大豆 クレイングラス・スーダングラス・ルーサン ビタコーゲン・ベコクサン・バイメックトピカル ０ 完全

144 真庭 中部：αにゅうスターターS・レアル育成ファイバー チモシー 鉱塩 ４ 完全

145 真庭 中部：αにゅうスターターS・レアル育成ファイバー チモシー 鉱塩 ４ 完全

146 真庭 JA：育成用パワフルFP 自家産 鉱塩・アルギフローラ 3/22 引抜 ４ 完全

147 真庭 育成用パワフルFP・育成用もりもりプラス 自家産 鉱塩 3/22 引抜 ４ 完全

148 真庭 育成用パワフルFP・育成用もりもりプラス 自家産 鉱塩 ４ 完全

149 真庭 全酪：カーフトップEX JA：モーレットNペレット・育成用パワフルFP・育成用もりもりプラス 自家産 マテラ・ファイバースタート・鉱塩 ０ 完全

150 真庭 全酪：カーフトップEXブラック JA：モーレットNペレット・育成用もりもりプラス チモシー 鉱塩 3/22 引抜 ０ 完全



ミルク類 配合飼料 単味飼料 粗飼料 添加剤他 月日 方法 月数 状態

母子分離
入場 地区

上　　場　　子　　牛　　の　　飼　　料　　給　　与　　内　　容　　等 去　勢

151 真庭 中部：レアル育成ファイバー・スウィータS チモシー・クレイングラス
ファイバースタート・鉱塩・アルギフ
ローラ・デラアミノ・マテラパウダー 4/20 引抜 ４ 完全

152 真庭 中部：レアル育成ファイバー・スウィータS チモシー・クレイングラス
ファイバースタート・鉱塩・アルギフ
ローラ・デラアミノ・マテラパウダー 4/20 引抜 ４ 完全

153 真庭 中部：レアル育成ファイバー・スウィータS チモシー・クレイングラス
ファイバースタート・鉱塩・アルギフ
ローラ・デラアミノ・マテラパウダー 5/19 引抜 ４ 完全

154 真庭 中部：レアル育成ファイバー・スウィータS チモシー・クレイングラス
ファイバースタート・鉱塩・アルギフ
ローラ・デラアミノ・マテラパウダー 4/20 引抜 ４ 完全

155 真庭 中部：レアル育成ファイバー・スウィータS チモシー・クレイングラス
ファイバースタート・鉱塩・アルギフ
ローラ・デラアミノ・マテラパウダー

４ 完全

156 真庭 中部：レアル育成ファイバー・スウィータS チモシー・クレイングラス
ファイバースタート・鉱塩・アルギフ
ローラ・デラアミノ・マテラパウダー

４ 完全

157 真庭 中部：レアル育成ファイバー・スウィータS チモシー・クレイングラス
ファイバースタート・鉱塩・アルギフ
ローラ・デラアミノ・マテラパウダー

４ 完全

158 真庭 中部：レアル育成ファイバー・スウィータS チモシー・クレイングラス
ファイバースタート・鉱塩・アルギフ
ローラ・デラアミノ・マテラパウダー

４ 完全

159 真庭 中部：レアル育成ファイバー・スウィータS チモシー・クレイングラス
ファイバースタート・鉱塩・アルギフ
ローラ・デラアミノ・マテラパウダー

４ 完全

160 真庭
JA：らくらくモーレット・育成用もりもりプラス・育成用パワフルFP,
ﾌﾀﾊﾞ：子牛前期・ミラクルスタート

チモシー・スーダン・元気な子牛・
TMRA・自家産

鉱塩・鉄剤他 5/23 引抜 ４ 完全

161 真庭 JA：ミルダッシュ
JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP,ﾌﾀﾊﾞ：子牛前期・ミラクルスター
ト

チモシー・スーダン・元気な子牛・
TMRA・自家産

鉱塩・鉄剤他 3/10 引抜 ０ 完全

162 真庭
JA：らくらくモーレット・育成用もりもりプラス・育成用パワフルFP,
ﾌﾀﾊﾞ：子牛前期・ミラクルスタート

チモシー・スーダン・元気な子牛・
TMRA・自家産

鉱塩・鉄剤他 3/23 引抜 ４ 完全

163 真庭
JA：らくらくモーレット・育成用もりもりプラス・育成用パワフルFP,
ﾌﾀﾊﾞ：子牛前期・ミラクルスタート

チモシー・スーダン・元気な子牛・
TMRA・自家産

鉱塩・鉄剤他 3/23 引抜 ４ 完全

164 真庭 JA：育成用パワフルFP スーダン・自家産 2/24 引抜 ４ 完全

165 真庭 JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP・育成用もりもりプラス 元気な子牛・自家産 ４ 完全

166 真庭 全酪：カーフトップEXブラック JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP,ﾌﾀﾊﾞ：ミラクル育成 チモシー・スーダン ビオスリーA ０ 完全

167 真庭 JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP,中物：ダイヤフレーク・イナダスペシャル バガス チモシー・オーツヘイ・TMR・自家産 3/30 引抜 ４ 完全

168 真庭 JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP,中物：ダイヤフレーク・イナダスペシャル バガス チモシー・オーツヘイ・TMR・自家産 3/30 引抜 ４ 完全

169 びほく 日清：カーフサックルG 日清：YK育成 スーダン 3/25 引抜 ０ 完全

170 びほく 日清：カーフサックルG 日清：YK育成 スーダン 3/25 引抜 ０ 完全

171 びほく 日清：カーフサックルG 日清：YK育成 スーダン 4/15 引抜 ０ 完全

172 びほく 日清：カーフサックルG 日清：YK育成 スーダン ０ 完全

173 びほく 中部：すくすくミルク 日清：YK育成 スーダン・オーツヘイ ディラアミノ ０ 完全

174 びほく 中部：すくすくミルク 日清：YK育成 スーダン・オーツヘイ ディラアミノ ０ 完全

175 びほく 中部：すくすくミルク 日清：YK育成 スーダン・オーツヘイ ディラアミノ ０ 完全

176 びほく 全酪：カーフトップEXブラック JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP ルーサン・スーダン 3/16 引抜 ０ 完全

177 びほく 全酪：カーフトップEXブラック JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP ルーサン・スーダン 3/16 引抜 ０ 完全

178 びほく 全酪：カーフトップEXブラック JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP ルーサン・スーダン 3/16 引抜 ０ 完全

179 びほく 全酪：カーフトップEXブラック JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP ルーサン・スーダン 3/16 引抜 ０ 完全

180 びほく 全酪：カーフトップEXブラック JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP ルーサン・スーダン ０ 完全



ミルク類 配合飼料 単味飼料 粗飼料 添加剤他 月日 方法 月数 状態

母子分離
入場 地区

上　　場　　子　　牛　　の　　飼　　料　　給　　与　　内　　容　　等 去　勢

181 びほく 全酪：カーフトップEXブラック JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP ルーサン・スーダン ０ 完全

182 びほく JA：モーレットNペレット・育成用パワフルFP スーダン・自家産 ４ 完全

183 びほく JA：育成用パワフルFP,オー：カーフダッシュ・セカンドダッシュ チモシー・バミューダストロー ４ 完全

184 びほく JA：ミルダッシュ JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP グリーンエコー チモシー・自家産 イーサック・ビタコーゲン 4/14 リング ０ 完全

185 びほく JA：ミルダッシュ JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP グリーンエコー チモシー・自家産 イーサック・ビタコーゲン 4/14 リング ０ 完全

186 びほく JA：ミルダッシュ JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP グリーンエコー チモシー・自家産 イーサック・ビタコーゲン 5/14 リング ０ 完全

187 びほく JA：ミルダッシュ JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP グリーンエコー チモシー・自家産 イーサック・ビタコーゲン 5/14 リング ０ 完全

188 びほく JA：ミルダッシュ JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP グリーンエコー チモシー・自家産 イーサック・ビタコーゲン 5/14 リング ０ 完全

189 びほく JA：ミルダッシュ JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP グリーンエコー チモシー・自家産 イーサック・ビタコーゲン 5/14 リング ０ 完全

190 びほく JA：ミルダッシュ JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP グリーンエコー チモシー・自家産 イーサック・ビタコーゲン ０ 完全

191 びほく JA：ミルダッシュ JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP グリーンエコー チモシー・自家産 イーサック・ビタコーゲン ０ 完全

192 びほく JA：育成用パワフルFP 自家産 4/22 引抜 同居

193 びほく JA：ミルダッシュ JA：モーレットNペレット・育成用パワフルFP ヘイキューブ粉 チモシー・スーダン ０ 完全

194 びほく JA：ミルダッシュ JA：モーレットNペレット・育成用パワフルFP ヘイキューブ粉 チモシー・スーダン ０ 完全

195 びほく 全酪：カーフトップEXブラック JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP チモシー・スーダン カーフマンナ 4/6 引抜 ０ 完全

196 びほく 全酪：カーフトップEXブラック JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP チモシー・スーダン カーフマンナ 4/28 引抜 ０ 完全

197 びほく 全酪：カーフトップEXブラック JA：育成用パワフルFP,全酪：ニューメイクスター ふすま クレイングラス・スーダン・オーツヘイ 6/6 引抜 ０ 完全

198 びほく JA：モーレットNペレット・育成用パワフルFP 自家産 6/2 バルザック ４ 完全

199 びほく 全酪：カーフトップEX JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP スーダン 4/27 引抜 ０ 完全

200 びほく 日農：いつもバナナ 中物：幼牛M・沖縄黒牛育成プレミアム チモシー・稲わら 5/16 引抜 ０ 完全

201 びほく 日農：いつもバナナ 中物：幼牛M・沖縄黒牛育成プレミアム チモシー・稲わら 5/16 引抜 ０ 完全

202 びほく 日農：いつもバナナ 中物：幼牛M・沖縄黒牛育成プレミアム チモシー・稲わら 5/16 引抜 ０ 完全

203 びほく 日農：いつもバナナ 中物：幼牛M・沖縄黒牛育成プレミアム チモシー・稲わら 6/6 引抜 ０ 完全

204 びほく 日農：いつもバナナ 中物：幼牛M・沖縄黒牛育成プレミアム チモシー・稲わら 6/6 引抜 ０ 完全

205 びほく 日農：いつもバナナ 中物：幼牛M・沖縄黒牛育成プレミアム チモシー・稲わら 6/29 引抜 ０ 完全

206 びほく 日農：いつもバナナ 中物：幼牛M・沖縄黒牛育成プレミアム チモシー・稲わら ０ 完全

207 びほく 日農：いつもバナナ 中物：幼牛M・沖縄黒牛育成プレミアム チモシー・稲わら ０ 完全

208 びほく 全酪：カーフトップEX 全酪：ニューメイクスター,中部：もりもり育成M アルファ・元気な子牛 4/11 引抜 ０ 完全

209 びほく 全酪：カーフトップEX 全酪：ニューメイクスター,中部：もりもり育成M アルファ・元気な子牛 4/11 引抜 ０ 完全

210 びほく 全酪：カーフトップEX 全酪：ニューメイクスター,中部：もりもり育成M アルファ・元気な子牛 5/27 引抜 ０ 完全



ミルク類 配合飼料 単味飼料 粗飼料 添加剤他 月日 方法 月数 状態

母子分離
入場 地区

上　　場　　子　　牛　　の　　飼　　料　　給　　与　　内　　容　　等 去　勢

211 びほく 中部：いつもバナナ JA：モーレットNペレット・育成用パワフルFP チモシー・フェスク ぼっけぇー牧場 4/24 リング ０ 完全

212 びほく 中部：いつもバナナ JA：モーレットNペレット・育成用パワフルFP チモシー・フェスク ぼっけぇー牧場 ０ 完全

213 びほく 雪印：くろっけスーパー 明治：若牛育成用 スーダン・オーツヘイ アイブロシンプラス・CTC 4/30 引抜 ０ 完全

214 びほく 雪印：くろっけスーパー 明治：若牛育成用 スーダン・オーツヘイ アイブロシンプラス・CTC 4/30 引抜 ０ 完全

215 びほく 雪印：くろっけスーパー 明治：若牛育成用 スーダン・オーツヘイ アイブロシンプラス・CTC 5/24 引抜 ０ 完全

216 びほく 雪印：くろっけスーパー 明治：若牛育成用 スーダン・オーツヘイ アイブロシンプラス・CTC 5/24 引抜 ０ 完全

217 びほく 雪印：くろっけスーパー 明治：若牛育成用 スーダン・オーツヘイ アイブロシンプラス・CTC 6/2 引抜 ０ 完全

218 びほく 雪印：くろっけスーパー 明治：若牛育成用 スーダン・オーツヘイ アイブロシンプラス・CTC 6/2 引抜 ０ 完全

219 びほく 雪印：くろっけスーパー 明治：若牛育成用 スーダン・オーツヘイ アイブロシンプラス・CTC 6/2 引抜 ０ 完全

220 びほく 雪印：くろっけスーパー 明治：若牛育成用 スーダン・オーツヘイ アイブロシンプラス・CTC 6/2 引抜 ０ 完全

221 びほく 雪印：くろっけスーパー 明治：若牛育成用 スーダン・オーツヘイ アイブロシンプラス・CTC ０ 完全

222 びほく 雪印：くろっけスーパー 明治：若牛育成用 スーダン・オーツヘイ アイブロシンプラス・CTC ０ 完全

223 びほく 雪印：くろっけスーパー 明治：若牛育成用 スーダン・オーツヘイ アイブロシンプラス・CTC ０ 完全

224 びほく 雪印：くろっけスーパー 明治：若牛育成用 スーダン・オーツヘイ アイブロシンプラス・CTC ０ 完全

225 びほく 雪印：くろっけスーパー 明治：若牛育成用 スーダン・オーツヘイ アイブロシンプラス・CTC ０ 完全

226 びほく 雪印：くろっけスーパー 明治：若牛育成用 スーダン・オーツヘイ アイブロシンプラス・CTC ０ 完全

227 びほく 雪印：くろっけスーパー 明治：若牛育成用 スーダン・オーツヘイ アイブロシンプラス・CTC ０ 完全

228 岡山西 JA：育成用パワフルFP,中部：レアルスター・レアル育成ファイバー オーツヘイ・自家産 1/27 リング ３ 完全

229 岡山西 欠場

230 岡山西 JA：らくらくモーレット・モーレットNフレペレ・育成用パワフルFP グリーンエコー・ふすま チモシー・アルファ・自家産 3/5 リング ４ 完全

231 岡山西 JA：らくらくモーレット・モーレットNフレペレ・育成用パワフルFP グリーンエコー・ふすま チモシー・アルファ・自家産 ４ 完全

232 岡山西 JA：らくらくモーレット・モーレットNフレペレ・育成用パワフルFP グリーンエコー・ふすま チモシー・アルファ・自家産 ４ 完全

233 岡山西 JA：ミルダッシュ JA：まんぷくみっくす・育成用パワフルFP,日農：ニューカーフ,中部：腹づくり グリーンエコー スーダン・オーツヘイ・自家産 ０ 完全

234 岡山西 JA：まんぷくみっくす・育成用パワフルFP オーツヘイ ４ 完全

235 岡山西 JA：まんぷくみっくす・育成用パワフルFP オーツヘイ 2/28 リング ４ 完全

236 岡山西 JA：モーレットNペレット,全酪：ニューラグビーフ チモシー・ルーサン・オーツヘイ・スーダン 1/25 観血 ３ 完全

237 新見 JA：育成用パワフルFP,オー：カーフダッシュ・セカンドダッシュ チモシー・スーダン・自家産 3/24 引抜 ４ 完全

238 新見 JA：ネッカミルク・ミルダッシュ JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP
ソイパス・バガス・
ヘイキューブ

チモシー・スーダン・TMR・おいしい乾草
ぶどう糖・麹・ﾋﾞｵｽﾘｰ・ﾌﾀﾊﾞﾗｸﾃｨｽ・
ﾋﾞｵｽﾘｰｴｰｽ・ﾈｵﾄﾞﾘﾝｸﾊﾟｳﾀﾞｰ 5/20 リング ０ 完全

239 新見 JA：育成用パワフルFP チモシー・スーダン ４ 完全

240 新見 中物：ダイヤM 自家産 鉱塩ソルトリック ３ 半



ミルク類 配合飼料 単味飼料 粗飼料 添加剤他 月日 方法 月数 状態

母子分離
入場 地区

上　　場　　子　　牛　　の　　飼　　料　　給　　与　　内　　容　　等 去　勢

241 新見 JA：さいしょのミルク JA：モーレットNペレット,中部：アルファースターター・中部飼料前期用 フェスク・スーダングラス・自家産 鉱塩ソルトリック ０ 完全

242 新見 JA：さいしょのミルク JA：モーレットNペレット,中部：アルファースターター・中部飼料前期用 フェスク・スーダングラス・自家産 鉱塩ソルトリック 5/22 バルザック ０ 完全

243 新見 JA：さいしょのミルク JA：モーレットNペレット,中部：アルファースターター・中部飼料前期用 フェスク・スーダングラス・自家産 鉱塩ソルトリック 5/22 バルザック ０ 完全

244 新見 JA：ミルダッシュ JA：育成用パワフルFP 大豆粕 元気な子牛・自家産 4/1 リング ０ 完全

245 新見 JA：ミルダッシュ JA：育成用パワフルFP 大豆粕 元気な子牛・自家産 4/1 リング ０ 完全

246 新見 JA：ミルダッシュ JA：モーレットNフレペレ・育成用パワフルFP 圧ぺん麦 チモシー・スーダン 4/11 バルザック ０ 完全

247 新見 JA：ミルダッシュ JA：モーレットNフレペレ・育成用パワフルFP 圧ぺん麦 チモシー・スーダン 4/11 バルザック ０ 完全

248 新見 JA：育成用パワフルFP ふすま イタリアン ４ 完全

249 新見 JA：ネッカミルク・ミルダッシュ JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP
ソイパス・バガス・
ヘイキューブ

チモシー・スーダン・TMR・おいしい乾草
ぶどう糖・麹・ﾋﾞｵｽﾘｰ・ﾌﾀﾊﾞﾗｸﾃｨｽ・
ﾋﾞｵｽﾘｰｴｰｽ・ﾈｵﾄﾞﾘﾝｸﾊﾟｳﾀﾞｰ 4/10 リング ０ 完全

250 新見 JA：ネッカミルク・ミルダッシュ JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP
ソイパス・バガス・
ヘイキューブ

チモシー・スーダン・TMR・おいしい乾草
ぶどう糖・麹・ﾋﾞｵｽﾘｰ・ﾌﾀﾊﾞﾗｸﾃｨｽ・
ﾋﾞｵｽﾘｰｴｰｽ・ﾈｵﾄﾞﾘﾝｸﾊﾟｳﾀﾞｰ

０ 完全

251 新見 欠場

252 新見 中部：ゴールドジャンプ 中部：がっつきジュニア・きらめきRM腹づくり チモシー・スーダングラス・オーツ 鉱塩セレニクス・フタバV・イベルメクチン 3/23 リング ０ 完全

253 新見 中部：がっつきジュニア・きらめきRM腹づくり チモシー・スーダングラス・オーツ 鉱塩セレニクス・フタバV・イベルメクチン 4/15 リング ４ 半

254 新見 中部：がっつきジュニア・きらめきRM腹づくり チモシー・スーダングラス・オーツ 鉱塩セレニクス・フタバV・イベルメクチン 4/20 リング ４ 半

255 新見 中部：がっつきジュニア・きらめきRM腹づくり チモシー・スーダングラス・オーツ 鉱塩セレニクス・フタバV・イベルメクチン 5/16 リング ４ 半

256 岡山 全酪：カーフトップEX JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP 脱脂大豆フレーク チモシー・スーダン ビタコーゲン哺育用 ０ 完全

257 岡山 全酪：カーフトップEX 全酪：ニューメイクスター,オー：青春時代 スーダン・自家産 ０ 完全

258 岡山 全酪：カーフトップEX 全酪：ニューメイクスター,オー：青春時代 スーダン・自家産 6/30 観血 ０ 完全

259 岡山 全酪：カーフトップEX 全酪：ニューメイクスター,オー：青春時代 スーダン・自家産 4/20 観血 ０ 完全

260 岡山 全酪：カーフトップEX 全酪：ニューメイクスター,オー：青春時代 スーダン・自家産 4/20 観血 ０ 完全

261 岡山 全酪：カーフトップEX 全酪：ニューメイクスター,オー：青春時代 スーダン・自家産 4/20 観血 ０ 完全

262 岡山 JA：ミルダッシュ JA：モーレットNフレペレ・育成用パワフルFP チモシー・スーダン・オーツヘイ・アルファ 4/13 観血 ０ 完全

263 岡山 JA：育成用パワフルFP・かがやき スーダン・イタリアン 5/21 リング ４ 完全

264 岡山 オー：さわやか育成・青春時代 元気な子牛タイプ2 カウキャンディー・アミノプラスK 5/13 観血 ４ 完全

265 岡山 JA：ミルダッシュ JA：モーレットNペレット・育成用パワフルFP スーダン・バミューダ 3/15 観血 ０ 完全

266 岡山 JA：ミルダッシュ JA：モーレットNペレット・育成用パワフルFP スーダン・バミューダ 3/15 観血 ０ 完全

267 岡山 JA：ミルダッシュ JA：モーレットNペレット・育成用パワフルFP スーダン・バミューダ ０ 完全

268 岡山 JA：ミルダッシュ JA：モーレットNペレット・育成用パワフルFP スーダン・バミューダ ０ 完全

269 岡山 JA：ミルダッシュ JA：モーレットNペレット・育成用パワフルFP スーダン・バミューダ ０ 完全

270 岡山 JA：ミルダッシュ JA：モーレットNペレット・育成用パワフルFP スーダン・バミューダ ０ 完全



ミルク類 配合飼料 単味飼料 粗飼料 添加剤他 月日 方法 月数 状態

母子分離
入場 地区
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271 岡山 中部：ゴールドジャンプ JA：育成用パワフルFP,中部：スイーターM チモシー・アルファ ネオドリンクHG 3/26 観血 ０ 完全

272 岡山 中部：ゴールドジャンプ JA：育成用パワフルFP,中部：スイーターM チモシー・アルファ ネオドリンクHG 4/21 観血 ０ 完全

273 岡山 中部：ゴールドジャンプ JA：育成用パワフルFP,中部：スイーターM チモシー・アルファ ネオドリンクHG 4/21 観血 ０ 完全

274 岡山 中部：ゴールドジャンプ JA：育成用パワフルFP,中部：スイーターM チモシー・アルファ ネオドリンクHG 5/18 観血 ０ 完全

275 岡山 中部：ゴールドジャンプ JA：育成用パワフルFP,中部：スイーターM チモシー・アルファ ネオドリンクHG ０ 完全

276 岡山 全酪：カーフトップEXブラック JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP 脱脂大豆 スーダン・自家産 ビタコーゲン哺育用 ０ 完全

277 岡山 全酪：カーフトップEXブラック JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP 脱脂大豆 スーダン・自家産 ビタコーゲン哺育用 ０ 完全

278 岡山 全酪：カーフトップEXブラック JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP チモシー・自家産 生乳 ０ 完全

279 岡山 全酪：カーフトップEXブラック JA：育成用パワフルFP,全酪：ニューメイクスター チモシー・オーツヘイ・クレイングラス ０ 完全

280 岡山 全酪：カーフトップEXブラック JA：育成用パワフルFP,全酪：ニューメイクスター チモシー・オーツヘイ・クレイングラス ０ 完全

281 岡山 全酪：カーフトップEXブラック JA：育成用パワフルFP,全酪：ニューメイクスター チモシー・オーツヘイ・クレイングラス ０ 完全

282 岡山 全酪：カーフトップEXブラック JA：育成用パワフルFP,全酪：ニューメイクスター チモシー・オーツヘイ・クレイングラス 3/11 観血 ０ 完全

283 岡山 全酪：カーフトップEXブラック JA：育成用パワフルFP,全酪：ニューメイクスター チモシー・オーツヘイ・クレイングラス 3/11 観血 ０ 完全

284 岡山 全酪：カーフトップEXブラック JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP イタリアンサイレージ・スーダン・自家産 3/25 観血 ０ 完全

285 JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP ヘイキューブ チモシー・オーツヘイ・フェスク・自家産 ビタコーゲン・ソルトリック 4/12 観血 ３ 完全

286 JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP ヘイキューブ チモシー・オーツヘイ・フェスク・自家産 ビタコーゲン・ソルトリック 4/25 観血 ３ 完全

287 JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP ヘイキューブ チモシー・オーツヘイ・フェスク・自家産 ビタコーゲン・ソルトリック 4/25 観血 ３ 完全

288 JA：らくらくモーレット・育成用パワフルFP ヘイキューブ チモシー・オーツヘイ・フェスク・自家産 ビタコーゲン・ソルトリック 5/17 観血 ３ 完全

289 新見 JA：育成用もりもりプラス 大豆粕 フェスク・スーダン ４ 完全


