
令和３年 10 月２日曽於中央家畜市場において，令和３年度曽於地区秋季畜産共進会が開催され，

曽於市から 39 頭が出品されました。

出品牛および成績は以下のとおりです。

番
号

出品種目 名　号 生年月日 父 母 母の父 母の祖父 氏　　名 町 成績

1 はなちゃん R2.7.1 華忠良 かえで 喜亀忠 鉄平 森岡　六男 末吉町 最優秀賞2席

2 らいむ R2.6.17 秀幸福 もも 華春福 勝忠平 竹田　可輝 末吉町 最優秀賞5席

3 よしたか R2.7.29 喜亀忠 たかこ 隆之国 勝忠平 ㈱だいち 末吉町 最優秀賞

4 きよこ R2.7.17 聖香藤 たまえ 秀幸福 勝忠平 池上　百合子 財部町 最優秀賞

5 やごろうふく R2.6.18 勝忠平 ふくふく 安福久 安糸福 酒匂　孝一 大隅町 最優秀賞

6 あさみ R2.6.18 秀幸福 まなみ 安福久 金幸 時見　正秋 末吉町 最優秀賞

7 さなえ R2.5.26 喜亀忠 さくら 諒太郎 忠茂勝 内山　健一郎 末吉町 最優秀賞

8 ようこ R2.7.23 幸紀雄 はなゆり 華春福 百合茂 安永　修 大隅町 優秀賞

9 みなみ R2.7.13 喜亀忠 さつき 華春福 安福久 森岡　雄次 末吉町 優秀賞

10 すず R2.7.1 喜亀忠 すずなりの２ 安福久 平茂勝 吉岡　信作 大隅町 優秀賞

11 さとみ R2.6.18 秀幸福 あゆむ 華春福 平茂勝 新原　誠 大隅町 優秀賞

12 ゆきこ２ R2.6.12 幸紀雄 ゆきこ 華春福 忠茂勝 鳥丸　安人 財部町 優秀賞

13 よしはな R2.5.23 華忠良 よしひめ 喜亀忠 安福久
鹿児島県立

曽於高等学校
末吉町 優秀賞

14 ますこ R2.2.26 益華福 かねひめ 華春福 隆之国 ㈲めぐみ夢牧場 末吉町 最優秀賞１席

15 よしみ R2.2.18 喜亀忠 はなはる 華春福 金幸 森岡　六男 末吉町 最優秀賞２席

16 ゆいか R2.2.1 喜亀忠 みずき 百合茂 金幸 内山　健一郎 末吉町 最優秀賞３席

17 はつひめ R2.2.16 喜亀忠 はるひめ 華春福 平茂勝 竹田　可輝 末吉町 最優秀賞４席

18 あさみ R2.3.22 華春福 みゆき 百合茂 金幸 安永　修 大隅町 最優秀賞５席

19 ひかり R2.4.4 華春福 ひかりこ 安福久 金幸 領家　重昭 大隅町 最優秀賞

20 ともこ R2.4.11 華忠良 はるな 忠茂勝 平茂勝 池上　百合子 財部町 優秀賞

21 みほ R2.3.28 華春福 たかこ 隆之国 百合茂 西丸　美樹男 財部町 優秀賞

22 みすず R2.3.6 喜亀忠 さゆり 華春福 安福久 新原　誠 大隅町 優秀賞

23 あいたい R2.2.17 秀幸福 みりや 幸紀雄 隆之国 川添　逸生 財部町 優秀賞

24 ふくかめ R2.1.21 喜亀忠 ふくひかり 華春福 益金平 森岡　六男 末吉町 優秀賞
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番
号

出品種目 名　号 生年月日 父 母 母の父 母の祖父 氏　　名 町 成績

25 ひめはな R2.5.16 ももひめこ 喜亀忠 百合茂 森岡　雄次

26 さゆり R2.3.18 ふじひめ５の１ 百合茂 金幸 森岡　六男

27 よしこ R2.4.2 ななみ 忠茂勝 金幸 森岡　雄次

28 はなただ３７０ R2.7.26 きらら 安福久 金幸 橋元　富夫

29 なつめ R2.6.18 はるか 金幸 平茂勝 小濵　弘樹

30 ちひろ R2.6.13 さちこ 安福久 金幸 領家　重昭

31 よしみ R2.7.20 まおみ 百合茂 金幸 堂園　大将

32 さらら R2.7.5 やよい３ 安福久 金幸 中﨑　久丸

33 すばる R2.6.28 ゆり１ 安福久 平茂勝 末廣　収

34 みより H28.2.23 喜亀忠 みよこ 金幸 糸藤 森岡　六男 末吉町 最優秀賞

35 さつき H30.2.15 華忠良 かつこ 金幸福 神高福 内山　健一郎 末吉町 最優秀賞

36 あやの H30.6.28 喜亀忠 さやか 華春福 金幸 西丸　美樹男 財部町 最優秀賞

37 ともも H26.11.10 百合茂 みらい 安福久 平茂勝 岡留　眞里子

38 ともわ H28.10.23 喜亀忠 ともも 百合茂 安福久 関　周一

39 なつか H30.7.18 幸紀雄 ともわ 喜亀忠 百合茂 関　周一

華忠良 末吉町 最優秀賞１席

華忠良 大隅町 最優秀賞５席

華忠良 財部町 優秀賞
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