
｢第１花国｣の娘牛に交配する種雄牛
として造成され、現場後代検定では、
ＢＭＳナンバー平均7.8と、本県がこれ
までに実施した現場後代検定５８頭に
おいて最も優れた成績を記録しました。
検定成績から｢第１花国｣との相性の

良さだけでなく、仕上がりの早さも期
待されています。

測定値

登録審査時
（24か月齢）

体高 142.0 

体長 165.4 

胸囲 193.0 

胸深 73.0 

尻長 57.0 

かん幅 48.0 

体重 568.0 

育種価 育種価 順位 正確度

枝肉重量 11.963 804 0.876 

ロース芯 14.957 26 0.873 

バラ厚 0.799 273 0.853 

皮下脂肪 -0.318 730 0.884 

推定歩留 2.723 22 0.887 

脂肪交雑 2.698 2 0.902 
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直接検定 1.11
現場検定（平均 ｎ＝16）

ＢＭＳ 8.2 枝重 465kg

安平 安福（宮崎） 田安土井
（宮崎・宮崎） （兵庫・美方） （兵庫・美方）

黒原2208 黒原1255 かずよ
直検1.24 （兵庫・美方）

間検0.95　3.0 安福（岐阜）

きよふく （兵庫・美方）

（岐阜・高山） きよしげ
黒原568518 （岐阜・高山）

平茂勝 第２０平茂
（鹿児・薩摩） （鳥取・八頭）

黒原2441 ふくみ
直検1.47 （鹿児・曽於）

間検1.01　3.3 安福１６５の９

ふくしげかつ やすふくとみ （岐阜・高山）

（岩手・北上） （岩手・北上） とみおか
黒原1195112 黒2009076 （岩手・胆沢）

黒原５３８３（８２．９）

生年月日：平成２１年５月２２日

産 地：三戸郡三戸町

繁 殖 者：大平 美智夫

平 安 平
ひらやすひら

推奨交配パターン
｢第１花国｣等の糸桜系雌牛

現場検定調査牛（平成26年6月18日）
めす（平安平×第１花国×寿高） 455.0kg 72cm2 ＢＭＳ12

平成２７年１０月第４１回育種価評価から
順位は1,868 頭中の順位

平成２７年１１月
基幹種雄牛指定

９）県基幹種雄牛
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第１花国
だいいちはなくに

黒１２５１０（８２．８）

生年月日：平成５年５月２８日

産 地：青森県つがる市

繁 殖 者：青森県産業技術センター

畜産研究所和牛改良技術部

直接検定 1.36
間接検定 1.03 2.7

Ｈ8 43 72.8

第５回全農枝肉共励会名誉賞（平成15年7月11日）
去勢（第１花国×安福165の9×恒徳） 506kg ＢＭＳ12

青森県を代表する質量兼備の種雄牛
であり、本牛の産肉能力の高さは、全
国規模の枝肉共例会での数々の受賞歴
により証明済みです。
最近は｢安福久｣の娘牛との相性の良

さの他、２代祖としても能力を発揮し
ています。

測定値

体高 153.5 

体長 188.6 

胸囲 221.0 

胸深 84.5 

尻長 62.5 

かん幅 52.5 

体重 826.0 

平成２７年１０月第４１回育種価評価から
順位は1,868 頭中の順位

育種価 育種価 順位 正確度

枝肉重量 82.432 30 0.995 

ロース芯 12.482 74 0.995 

バラ厚 0.959 169 0.995 

皮下脂肪 -0.289 809 0.996 

推定歩留 1.533 402 0.996 

脂肪交雑 2.118 33 0.996 
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推奨交配パターン
｢安福久｣等の兵庫系雌牛全般
｢百合茂｣等の気高系雌牛全般

平成１１年８月
基幹種雄牛指定
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直接検定 1.17
現場検定（平均 ｎ＝14）

ＢＭＳ 7.1 枝重 395kg

育種価 育種価 順位 正確度

枝肉重量 31.727 393 0.992 

ロース芯 8.014 374 0.992 

バラ厚 1.323 35 0.991 

皮下脂肪 -0.895 55 0.993 

推定歩留 2.369 72 0.993 

脂肪交雑 1.886 115 0.994 
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測定値

体高 144.0 

体長 171.4 

胸囲 208.0 

胸深 78.0 

尻長 60.0 

かん幅 52.0 

体重 700.0 

黒１３８４７（８２．９）

生年月日：平成１４年８月１８日

産 地：青森県つがる市

繁 殖 者：青森県産業技術センター

畜産研究所和牛改良技術部

第２花国
だいにはなくに

｢第１花国｣の全妹｢第５はなくに｣に
｢第１花国｣を交配し、いっそう糸桜系
の近交係数を高めた種雄牛です。
第１０回全国和牛能力共進会長崎大

会において、第９区(去勢肥育牛の部)
に産子２頭が出品され、２頭とも優等
賞を獲得しています。

平成２７年１０月第４１回育種価評価から
順位は1,868 頭中の順位

推奨交配パターン
兵庫系及び気高系雌牛全般

平成25年度あおもり和牛枝肉共励会最優秀賞（平成25年11月13日）
去勢（第２花国×平茂勝×北国７の８） 548kg ＢＭＳ12

（株）肉牛新報社提供

平成２０年２月
基幹種雄牛指定
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第13回JAみやぎ登米｢仙台牛｣枝肉共進会（平成28年2月10日）
ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ賞 去勢（優福栄×安福久×福華１）528kg 112cm2 BMＳ12

推奨交配パターン
(肥育用)｢第１花国｣の娘牛
(種牛用) 兵庫及び気高系雌牛

測定値

体高 149.0 

体長 171.6 

胸囲 215.0 

胸深 79.0 

尻長 63.0 

かん幅 51.0 

体重 699.0 
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育種価 育種価 順位 正確度

枝肉重量 24.912 489 0.963 

ロース芯 13.373 48 0.962 

バラ厚 1.090 112 0.954 

皮下脂肪 -0.446 475 0.966 

推定歩留 2.630 28 0.967 

脂肪交雑 2.304 15 0.972 

直接検定 1.07
現場検定（平均 ｎ＝２３）

ＢＭＳ 6.7 枝重 458kg

黒１４４１９（８１．９）

生年月日：平成１８年１２月１７日

産 地：三戸郡田子町

繁 殖 者：青森県産業技術センター

畜産研究所和牛改良資源部

優 福 栄
ゆうふくさかえ

｢第１花国｣娘牛との交配を意識して
作出した三代兵庫系の種雄牛です。
平成27年度から一般の枝肉出荷が開

始し、安定した上物率から本県の兵庫
系のエースとして評価されています。
すでに本牛は死亡しているため、現

在、後継牛の作出を行っています。

平成２７年１０月第４１回育種価評価から
順位は1,868 頭中の順位

（株）肉牛新報社提供

平成２４年３月
基幹種雄牛指定
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直接検定 1.29
現場検定（平均 ｎ＝17）

ＢＭＳ 6.0 枝重 484kg
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育種価 育種価 順位 正確度

枝肉重量 101.329 9 0.883 

ロース芯 15.541 16 0.880 

バラ厚 1.865 3 0.861 

皮下脂肪 -0.138 1150 0.891 

推定歩留 2.237 96 0.894 

脂肪交雑 2.067 46 0.908 

測定値

体高 148.2 

体長 184.0 

胸囲 218.0 

胸深 79.0 

尻長 61.0 

かん幅 55.0 

体重 789.0 

黒原５１６３（８３．６）

生年月日：平成１９年８月１５日

産 地：十和田市

繁 殖 者：沢目 政光

光 茂
み つ し げ

推奨交配パターン
｢第１花国｣及び兵庫系の雌牛

現場後代検定では安定した産肉能力
を発揮し、特に枝肉重量において育種
価が+100kgを超えるなど、優れた能力
を示しています。温厚な性質から買い
やすいのも特徴的です。
平成28年度から開始する一般の枝肉

出荷が期待されています。

平成２７年１０月第４１回育種価評価から
順位は1,868 頭中の順位

（株）肉牛新報社提供

一般出荷（平成25年3月26日）
去勢（光茂×第１花国×安平） 567.5kg 71cm2 ＢＭＳ10

平成２５年２月
基幹種雄牛指定
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