
第６区　総合評価群（種牛群）

順位 道府県 出品者（種雄牛） 備考

第１位 宮崎県 西臼杵支所（満天白清） 斉一性賞

第２位 鹿児島県 肝属和牛育種組合（安亀忠） 鶴田くみ、上別府槇、前田龍二

第３位 兵庫県 美方郡和牛育種組合（照和土井） 資質賞

第４位 岩手県 県南和牛育種組合（結乃宝）

第５位 大分県 由布市和牛育種組合（美馬桜）

第６区　総合評価群（肉牛群）

席次 道府県 出品者 備考 順位 道府県 出品代表者（種雄牛） 備考

優等１席 鹿児島県 鹿児島県肉用牛改良研究所 農林水産大臣賞 第１位 島根県 ㈲藤増（久茂福） 脂肪の質賞

優等２席 大分県 大分県農林水産研究指導センター　畜産研究部 第２位 鹿児島県 ㈲江籠畜産（安亀忠） 交雑脂肪の形状賞
㈱中山畜産・新地正清

優等３席 岩手県 岩手県農業研究センター畜産研究所　種山畜産研究室 第３位 岐阜県 特選飛騨牛生産グループ（広茂清）

優等４席 鳥取県 鳥取県畜産試験場 第４位 宮城県 第12回全国和牛能力共進会宮城県出品対策協議会長（洋糸波）

優等５席 北海道 一般社団法人ジェネティクス北海道 第５位 宮崎県 ㈲馬場牧場（満天白清）

第６区　総合評価群（全体）

席次 道府県 出品者 備考 席次 道府県 種雄牛 備考

優等１席 大分県 後藤　克寿 農林水産大臣賞 優等１席 鹿児島県 安亀忠 農林水産大臣賞

優等２席 宮崎県 森田　正明 優等２席 宮崎県 満天白清

優等３席 鹿児島県 福﨑　正廣 優等３席 島根県 久茂福

優等４席 沖縄県 下地　太 優等４席 北海道 勝平１

優等５席 岐阜県 橋本　俊介 優等５席 大分県 美馬桜

優等７席：青木　春佑

第７区　脂肪の質評価群

席次 道府県 出品者 備考 席次 道府県 出品代表者（種雄牛） 備考

優等１席 宮崎県 林　秋廣
農林水産大臣賞
体積・均称賞

優等１席 宮崎県 神田　譲市（第５安栄） 農林水産大臣賞
脂肪の質の斉一性

優等２席 鹿児島県 ㈱ミヤボク　宮下牧場 優等２席 島根県 ㈲藤増（百合久勝）

優等３席 宮崎県 織田　直行 優等３席 広島県 ㈱のば牧場（芳乃照）

優等４席 大分県 清水　蔵人 優等４席 岐阜県 特選飛騨牛生産グループ（花清光）

優等５席 鹿児島県 ㈱森ファーム 優等５席 鹿児島県 合同会社　林ファーム（華忠良） ㈱加治佐畜産、森永三徳

第８区　去勢肥育牛

席次 道府県 出品者 備考 席次 道府県 出品者 備考

優等１席 鹿児島県 姶良和牛育種組合
農林水産大臣賞

品位賞
優等１席 鹿児島県 ㈲うしの中山 農林水産大臣賞

優等２席 宮崎県 西臼杵支所 背腰賞 優等２席 島根県 ㈲藤増

優等３席 北海道 十勝和牛振興協議会 優等３席 岐阜県 ㈱わたなべ

優等４席 大分県 玖珠郡和牛育種組合 優等４席 愛知県 源氏肥育組合

優等５席 鳥取県 鳥取県和牛育種組合 優等５席 群馬県 ㈱加藤牧場

【特別賞】脂肪の質と形状賞：青森県（優等８席）

特別区　高校及び農業大学校

席次 道府県 出品者 備考 席次 道府県 出品者 備考

優等１席 鹿児島県 鹿児島県支部曽於支所（宮園春雄） 農林水産大臣賞 優等１席 鹿児島県 曽於高等学校 農林水産大臣賞

優等２席 宮崎県 宮崎中央支所 優等２席 宮崎県 小林秀峰高等学校

優等３席 大分県 玖珠町和牛改良組合 優等３席 岩手県 水沢農業高等学校

優等４席 北海道 池田町和牛生産和牛改良組合 優等４席 岡山県 新見高等学校

優等５席 鳥取県 鳥取西部和牛改良組合 優等５席 島根県 出雲農林高等学校 顔の品賞

団体賞

〇第12回全共においては、団体賞に順位は付けず、一定の条件を満たした道府県すべてに授与するものである。

〇団体賞獲得条件

　・「特別区」を除く８区のうち、５区以上に出品していること。

　・出品した全頭が「優等賞」を獲得していること。

第１２回全国和牛能力共進会　鹿児島大会　成績一覧（優等賞５席まで）

区分 道府県 出品者 備考

獲得
道府県

鹿児島県,宮崎県,兵庫県,大分県

名誉賞（内閣総理大臣賞）

第１区　若雄

第２区　若雌の１

第３区　若雌の２

第４区　繁殖雌牛群

第５区　高等登録群

鹿児島県 栫　正人、藤山　粋、落合　新太郎

肉牛の部
(第７区)

宮崎県 神田　譲市、佐藤　孝輔、㈲馬場牧場 第５安栄

種牛の部
(第４区)



第12回鹿児島全共　鹿児島県の代表牛一覧及び結果

区分 支所 名号 生年月日 父 ２代祖 ３代祖 出品者 成績

県 白浜喜 R3.3.2 喜亀忠 華春福 百合茂 県肉用牛改良研究所 優等賞１席 農林水産大臣賞

県 金吉桜 R2.12.1 金吉幸 華春福 金幸 県肉用牛改良研究所 優等賞６席

姶良 みか R3.7.10 若百合 華春福 忠茂勝 福﨑　正廣 優等賞３席

肝属 たかこ１ R3.5.30 若百合 喜亀忠 隆之国 青木　春佑 優等賞７席

鹿中央 ゆうこ R3.4.1 華春福 百合茂 安福久 （株）ミヤボク宮下牧場 優等賞２席

曽於 はるこ R3.3.20 華忠良 忠茂勝 安糸福 （株）森ファーム 優等賞５席

姶良 やすこ 第５安栄 華春福 安福久 百合茂 拵　正人

姶良 てるはな H29.3.23 華春福 喜亀忠 百合茂 藤山　粋

姶良 さき H29.3.8 幸紀雄 喜亀忠 華春福 落合
オチアイ

　新太郎
シンタロウ

曽於 こづる H24.11.7 安福久 平茂勝 北国７の３ 宮園　春雄

曽於 なつみ H28.11.3 華春福 安福久 平茂勝 宮園　春雄

曽於 さくら H31.2.8 喜亀忠 華春福 安福久 宮園　春雄

肝属 すみれひめ R3.4.4 安亀忠 華春福 金幸 鶴田　くみ

肝属 いつみ92 R3.3.28 安亀忠 若百合 安糸福 上別府　槇

肝属 ひでこ R3.3.21 安亀忠 華春福 忠茂勝 上別府　槇

肝属 かりなきよ R3.3.3 安亀忠 安福久 百合茂 前田　龍二

川辺 亀吉 R2.11.6 安亀忠 百合茂 安福久 (有)江籠畜産

出水 誠司37 R2.11.3 安亀忠 若百合 安福久 （株）中山畜産

肝属 速子1154 R2.10.23 安亀忠 華春福 安福久 新地　正清

出水 忠雄 R2.11.2 華忠良 百合茂 安福久 （同）林ファーム

曽於 左之介 R2.10.29 華忠良 百合茂 安福久 （株）加治佐畜産

薩摩 美華桜 R2.10.25 華忠良 美国桜 百合茂 森永　三徳

８区
（去勢肥育牛）

肝属 南迫 R2.10.27 華忠良 百合茂 安福久 (有)うしの中山 優等賞１席　農林水産大臣賞

特別区
（高校および

　農業大学校）
曽於 しえな R2.6.25 華忠良 福華１ 安福久 県立曽於高等学校 優等賞１席

【和牛繁殖農家特別表彰】・有限会社 KIHARA.HC　・大久保　勝浩

【全国和牛能力共進会功労者表彰】・株式会社 森ファーム

【優良和牛改良組合表彰】分娩間隔の部・吾平町和牛改良組合

支所別出品頭数

地区別（鹿屋市）出品頭数

３区
（若雌の２）

４区
（繁殖雌牛群)

名誉賞　　　内閣総理大臣賞
優等賞１席　農林水産大臣賞
　　　　　　品位賞

１区（若雄）

優等賞５席

優等賞１席　農林水産大臣賞
種牛群：第２位
肉牛群：第２位
　　　　交雑脂肪の形状賞

２区
（若雌の１）

５区
（高等登録群）

優等賞１席　農林水産大臣賞

６区
（総合評価群）

【肉牛】

７区
（脂肪の質評価群）

６区
（総合評価群）

【種牛】

1 1 24

薩摩 鹿中央 計

出品数 7 4 2 6

支所名 肝属 姶良 出水 曽於

2 1

県 川辺

0

鹿屋

出品数 1 4 4

地　区

9

串良 輝北 吾平 計


