
体尺測定値
（cm、kg）

体高 153.0

体長 182.0

胸囲 223.0

胸深 81.0

尻長 63.0

かん幅 54.0

体重 798

全体成績 頭数 月齢 枝肉重量 ロース芯 バラ厚さ 皮下脂肪 ＢＭＳ 上物率 ５等級率

去勢平均 6 24.4 500.8 61.3 7.6 2.4 7.0 100％ 33％

めす平均 9 29.1 436.1 62.0 7.6 2.9 8.1 89％ 56％

全体平均 15 27.3 468.5 61.7 7.6 2.6 7.7 93％ 47％

黒原５９０７（８２．１）

生年月日：平成２５年４月２日

産 地：十和田市

生 産 者：畑山 廣志

推定育種価

枝肉重量 8.050 Ｃ

ロース芯 14.069 Ａ

バラの厚さ 0.614 Ｃ

皮下脂肪厚 0.049 Ｃ

推定歩留 2.149 Ｂ

脂肪交雑 2.656 Ｈ

父は岐阜の名牛｢白清８５の３｣、２代祖は｢安平｣と兵庫系の代表種
雄牛を重ねて交配した種雄牛です。上物率はこれまでに実施した現場
後代検定７４頭で最も優れた成績を記録しました。兵庫系の遺伝子保
有率が高いので、適正交配の対象雌牛が多いのも特徴的です。

ひろきよ

青森県基幹種雄牛

【交配対象】糸桜及び気高系の雌牛全般

現場検定調査牛（平成３０年６月２１日）
（父 広清、 ２代祖 平茂勝、 ３代祖 安平
めす 枝肉重量 、ロース芯面積 ㎝ 、

平成３１年２月
基幹種雄牛指定

白清85の3 飛騨白清 安福(岐阜)
（岐阜・高山） （岐阜・飛騨） （兵庫・美方）

直検1.13 黒原2640 第８はくさん

現検H14 間検0.80 3.6 （岐阜・飛騨）

安福(岐阜)

やす１９の３ （兵庫・美方）

（岐阜・高山） やす165の14

黒原957178 （岐阜・高山）

安平 安福(宮崎)
（宮崎・宮崎） （兵庫・美方）

黒原2208 きよふく

直検1.24 （岐阜・高山）

間検0.95 3.0 隆桜
なおみ２ ちざくら （宮崎・児湯）

（宮崎・小林） （宮崎・小林） いといし６

黒原1334672 黒原880981 （島根・仁多）

遺伝子保有率（％）

兵庫系 糸桜系 気高系 その他

83.9 4.4 5.0 6.7

令和元年１０月第４９回育種価評価

直接検定成績（kg）

直接検定DG 0.99

365日補正体重 381.9

直検終了時得点 81.6
現場後代検定成績
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白清85の3 飛騨白清 安福(岐阜)
（岐阜・高山） （岐阜・飛騨） （兵庫・美方）

直検1.13 黒原2640 第８はくさん

現検H14 間検0.80 3.6 （岐阜・飛騨）

安福(岐阜)

やす１９の３ （兵庫・美方）

（岐阜・高山） やす165の14

黒原957178 （岐阜・高山）

安平 安福(宮崎)
（宮崎・宮崎） （兵庫・美方）

黒原2208 きよふく

直検1.24 （岐阜・高山）

間検0.95 3.0 平茂勝
はるか かねこ５ （鹿児・薩摩）

（宮崎・都城） （鹿児・薩摩） かねこ

黒2243711 黒原1221101 （鹿児・薩摩）

体尺測定値
（cm、kg）

体高 149.0

体長 176.0

胸囲 222.0

胸深 79.0

尻長 61.0

かん幅 51.0

体重 770

全体成績 頭数 月齢 枝肉重量 ロース芯 バラ厚さ 皮下脂肪 ＢＭＳ 上物率 ５等級率

去勢平均 11 28.4 499.8 62.3 8.2 2.0 7.6 85％ 54％

めす平均 8 28.8 412.7 60.5 7.6 2.5 7.1 75％ 25％

全体平均 19 28.6 456.1 61.4 7.9 2.3 7.4 79％ 47％

黒１４９８９（８１．７）

生年月日：平成２４年１１月２７日

産 地：十和田市

生 産 者：奥瀬牧野組合

推定育種価

枝肉重量 -9.022 Ｃ

ロース芯 10.474 Ｂ

バラの厚さ 0.824 Ｂ

皮下脂肪厚 -0.695 Ｈ

推定歩留 2.738 Ａ

脂肪交雑 2.573 Ｈ

父は岐阜の名牛｢白清８５の３｣であり、兵庫系を重ねて造成された
種雄牛です。脂肪交雑だけでなく、皮下脂肪の薄さや歩留りのよさ、
脂肪の質にも優れているため、上質な和牛肉を生産するのに適してい
ます。生まれ落ちが小さいため初産牛への交配も適しています。

はるまちしらきよ

青森県基幹種雄牛

【交配対象】糸桜及び気高系の雌牛全般

現場検定調査牛（平成２９年８月９日）
（父 春待白清、 ２代祖 北平安、 ３代祖 第１花国
去勢 枝肉重量 、ロース芯面積 ㎝ 、

平成３０年２月
基幹種雄牛指定

遺伝子保有率（％）

兵庫系 糸桜系 気高系 その他

78.0 7.6 4.2 10.2

令和元年１０月第４９回育種価評価

直接検定成績（kg）

直接検定DG 1.04

365日補正体重 365.6

直検終了時得点 82.0
現場後代検定成績
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