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第 12 回全国和牛能力共進会広島県出品牛の決定について 
 

１ 要旨・目的 

令和４年10月に鹿児島県で開催される第12回全国和牛能力共進会の広島県出品牛に

ついて，種牛の部 14 頭，肉牛の部７頭を決定したので報告する。 

 

２ 現状・背景 

全国和牛能力共進会（以下，「全共」という。）は５年に一度，全国規模で開催される

和牛の品評会で，各道府県から選抜された優秀な和牛を一堂に集め，その種牛性や産肉

能力を競うとともに，将来の和牛改良の方向付けを行う目的で開催される。 

 

３ 概要 

(1) 広島県出品牛の選抜状況 

種牛の部については７月 12 日（火）開催の県最終選抜会において，肉牛の部につい

ては，８月９日(火)開催の第 12 回全共広島県対策協議会種牛・肉牛専門委員会におい

て，次のとおり出品牛を決定した。 

 

区     分 
出 品 者 頭数 

部 区 出品対象 出品牛の特徴 

種  

牛 

 

１ 若雄 
「立烏帽子」を父にも

つ種雄牛 
庄原市七塚町   畜産技術センター １頭 

２ 若雌の１ 
繁殖雌牛 

神石郡神石高原町 奥平洋士 １頭 

３ 若雌の２ 庄原市峰田町   大迫晴由 １頭 

４ 繁殖雌牛群 県固有の系統雌牛群 

神石郡神石高原町 下﨑善章 

庄原市峰田町   大迫晴由 

庄原市東城町   石田朋大 

３頭 

５ 高等登録群 母-娘-孫の３代牛群 

庄原市峰田町   大迫一三 

庄原市峰田町   大迫一三 

庄原市峰田町   大迫一三 

３頭 

６ 総合評価群 
「立烏帽子」を父に持

つ雌牛群 

神石郡神石高原町 下﨑善章 

庄原市口和町   (農)ファーム金田 

三次市上志和池町 沖本千鶴 

庄原市東城町   長田直久 

４頭 

肉

牛 

６ 総合評価群 
「立烏帽子」を父に持

つ肥育牛群 

庄原市東城町   ㈱ひば高原田中牧場 

庄原市東城町   ㈱ひば高原田中牧場 

三原市久井町   ㈱久井牧場 

３頭 

７ 脂肪の質評価群 
「芳乃照」を父に持つ

肥育牛群 

東広島市安芸津町 ㈲野山牧場 

三次市布野町   ㈱のば牧場 

東広島市安芸津町 ㈲野山牧場 

３頭 

８ 去勢肥育牛 
「沖茂神竜」を父に持

つ肥育牛 
東広島市安芸津町 ㈲野山牧場 １頭 

種

牛 

特

別 

高校及び農業大

学校 

高校等で生産・飼育さ

れた繁殖雌牛 
庄原市西本町 県立庄原実業高等学校 １頭 

令和４年８月 19 日 
課 名 農林水産局畜産課 
担当者 課長 吉川 
内 線 ３６０３ 
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(2) 今後の予定 

ア 第 12 回全共広島県出品者結団式（ＪＡ庄原本所）  令和４年９月９日 

イ 第 12 回全共鹿児島大会（最終比較審査，鹿児島市） 令和４年 10 月６日～10 日 

ウ 第 12 回全共広島県対策協議会報告会        令和４年 12 月（調整中） 

 

(3) 予算（単県） 

9,993 千円 

 

４ その他（第 12 回全共の概要） 

(1) 主 催：公益社団法人全国和牛登録協会 

(2) 最終審査会期：令和４年 10 月６日～10 月 10 日（５日間） 

(3) 会 場：（種牛の部）鹿児島県霧島市牧園町 

（肉牛の部）鹿児島県南九州市知覧町 

(4) 参 加 道 府 県：41 道府県 

(5) 出 品 頭 数：全国 459 頭（種牛 265 頭，肉牛 169 頭，特別 25 頭） 

             広島県 21 頭（全区出品）（種牛 13 頭，肉牛 7 頭，特別１頭） 
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本県の各区出品計画詳細 

区分 出品 

頭数 
本県からの出品牛 目的 

部 区 出品対象 出品条件概要 

種
牛 

1 若雄 候補種雄牛 １ 「立烏帽子」産子 

第 11 回全共に出品した本県固有血統種雄牛

「立烏帽子」をもう一世代進めた種雄牛を出品

し，広島血統再構築を全国ＰＲする。 

【効果】全国的な課題となっている，遺伝的多様性

減少への対策の取組を全国へアピールするととも

に，広島和牛の付加価値をさらに高めた販売戦略の

展開が期待できる。 

2 若雌の１ 

繁殖雌牛 

１ 「花勝百合」産子 

改良組合活動の活性化による増頭意欲の向上とともに，全共参加者の拡大 

3 若雌の２ １ 「大柴１」産子 

４ 繁殖雌牛群 
血縁のある 

雌牛群 

３ 

（１群） 
「３柴沖茂」産子雌牛群 

改良の基盤となる繁殖雌牛集団の斉一化を図るとともに，改良組合を中心とした活動による，改良

成果の確認と技術向上 

５ 高等登録群 
母娘孫の 

直系３代 

３ 

（１群） 
候補牛群から選抜 母－娘－孫娘に亘る改良の成果の確認と，優良雌牛系統の地域への保留推進と拡大 

６ 総合評価群 

雌牛群 
４ 

（１群） 
「立烏帽子」産子雌牛群 

第 10 回，11 回全共から継承する広島血統再構

築の取組を展示する。 

【効果】「立烏帽子」の種牛性・産肉能力を，広く発

信することで，広島血統再構築の取組が内外に認知

され，再構築の取組を進めやすい環境が創出でき

る。 

肉
牛 

去勢肥育牛群 
３ 

（１群） 
「立烏帽子」産子群 

７ 脂肪の質評価群 去勢肥育牛群 
３ 

（１群） 
「芳乃照」産子群 新たな牛肉の価値と広島ブランドの価値を融合させた姿の展示 

８ 去勢肥育牛 去勢肥育牛 １ 「沖茂神竜」産子 広島県の肥育技術と種雄牛能力の高さを全国に展示 

種
牛 

特

別 

高校及び 

農業大学校 
繁殖雌牛 １ 

高校で生産・飼育された 

繁殖雌牛（「３柴沖茂」産子） 
新たな担い手の育成，全共参加者の拡大 
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全国和牛能力共進会における広島県の成績概要

回　数 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回 第10回 第11回
出　品　区　分 開催年 昭和41年(1966) 昭和45年(1970） 昭和52年(1977) 昭和57年(1982) 昭和62年(1987) 平成４年(1992) 平成９年(1997) 平成14年(2002) 平成19年(2007) 平成24年(2012) 平成29年(2017)

開催地 岡山県 鹿児島県 宮崎県 福島県 島根県 大分県 岩手県 岐阜県 鳥取県 長崎県 宮城県
若雄の１ １区：１等賞３席 １区：１等賞７席 １区：優等賞５席 １区：優等賞４席 １区：優等賞首席 １区：優等賞２席 １区：優等賞２席 １区：(出品なし) １区：１等賞１席
（第１・２回は若雄） 口和町 盛谷忠雄 東城町 羽賀盛之 庄原市 見田藤一 庄原市 見田藤一 東城町 羽賀　徹 東城町 羽賀　徹 神石町 横尾規男 － － 庄原市 羽賀　徹 庄原市 羽賀　徹 庄原市 羽賀　徹
若雄の２ １区：１等賞７席 ２区：１等賞６席 ２区：優等賞４席 ２区：優等賞２席 ２区：優等賞４席 ２区：１等賞１席 ２区：(出品なし) ２区：(出品なし)
（第１・２回は若雄） 庄原市 見田藤一 比和町 垣内秀孝 神石町 柿迫久之 口和町 盛谷　稔 油木町 中野祐忠 東城町 羽賀　徹 － － － － 神石高原町 羽賀　博之
若雄の３ １区：１等賞８席 ２区：１等賞８席 ３区：優等賞２席 ３区：優等賞首席 ３区：優等賞６席 ３区：優等賞４席 ３区：(出品なし)
（第１・２回は若雄） 比和町 垣内義満 庄原市 見田藤一 東城町 羽賀盛之 神石町 柿迫久之 神石町 横尾規男 口和町 盛谷　稔 － －

２区：２等賞３席
神石町 柿迫久之

若雌の１ ２区：１等賞８席 ３区：１等賞首席 ４区：優等賞６席 ４区：優等賞首席 ４区：優等賞５席 ４区：優等賞２席 ４区：優等賞７席 ３区：優等賞６席 ２区：優等賞12席
（第１・２回は若雌） 君田村 梅木秀一 君田村 原田広之 口和町 山田好隆 神石町 竹安　明 三和町 馬屋原　豊 口和町 宮野康清 高野町 落合牧場 東城町 羽賀　肇 神石高原町 横尾規男 神石高原町 （農）ファーム米見 庄原市 垣内　とみこ
若雌の２ ２区：１等賞10席 ３区：１等賞６席 ５区：優等賞６席 ５区：優等賞７席 ５区：優等賞14席 ５区：優等賞14席 ５区：優等賞５席 ４区：優等賞９席 ３区：優等賞11席
（第１・２回は若雌） 東城町 田辺一人 口和町 中川隆之 西城町 光末好喜 東城町 柳生雄洽 西城町 滝本忠男 三次市 平林　進 口和町 小笠原良致 神石町 黒田　昇 庄原市 大迫晴由 庄原市 藤原寅美 庄原市 近藤　丈登
若雌の３ ３区：１等賞13席 ６区：優等賞４席 ６区：優等賞６席 ６区：優等賞４席 ６区：優等賞７席 ６区：(出品なし) ５区：１等賞２席 ４区：優等賞５席
（第２回は若雌，第３回は雌） 作木村 守岡義雄 口和町 川中勇雄 西城町 竹内源三 総領町 田戸利夫 西城町 加藤邦憲 － － 比和町 中丸かつ子 庄原市 重藤豊輝 神石高原町 大迫義則 庄原市 見川　昇
若雌の４ ７区：優等賞３席 ７区：優等賞３席 ９区：(出品なし) 高野町 松長忠美 庄原市 西村　豊 庄原市 広谷光晴 庄原市 (株)藤谷上川畜産

口和町 宮野　登 東城町 立川寿毅 － － 東城町 育成ｾﾝﾀｰ 庄原市 中丸かつ子 庄原市 田原武之 庄原市 三谷　美登
（第８回は若雌牛群） － － 東城町 中村智治 庄原市 名越禎一 庄原市 中川康昭 庄原市 中市　圭祐
（第９，１０回は系統雌牛群） － －
若雌父系牛群 ４区：１等賞７席 12区：優等賞２席 13区：優等賞首席 12区：優等賞首席 11区：優等賞２席 ７区：優等賞４席 ８区：１等賞２席 ７区：優等賞７席
（第２回は若雌４区） 口和町 宮野　登 神石町 石田　哲 口和町 奥田　壽 東城町 山岡　茂 東城町 田辺　諭 東城町 宮尾　強 比和町 板垣弘明 庄原市 段畠　覚 庄原市 管田イサノ 庄原市 庄原実業高等学校

（第３～５回は育種登録群） ４区：１等賞12席 神石町 石田　哲 口和町 掛悦　実 比和町 長谷川進 口和町 藤山　力 東城町 赤木一登 東城町 柳生雄洽 庄原市 庄原農協育成C神石高原町 前原由臣 庄原市 大迫晴由
（第６回は父系牛群） 口和町 木原茂登 神石町 石田恒子 口和町 吉岡圭三 口和町 川上　浩 庄原市 三上茂幸 東城町 高田孝義 東城町 藤本　勲 庄原市 槙原数彦 神石高原町 前原由臣 神石高原町 山尾　龍二
（第８回以降は総合評価群） ４区：１等賞14席 口和町 小笠原良致 口和町 小笠原良致 口和町 松永　尚 東城町 育成ｾﾝﾀｰ 庄原市 斉木牧場 神石高原町 三木富弘 庄原市 廣谷　信行

口和町 宮野正良 口和町 瀬野昭太郎 (種牛：優等７席) (種牛：11席)
４区：１等賞23席 (肉牛：10席) (肉牛：３席)
君田村 川角多祐

繁殖雌牛群 １等賞４席 10区：優等賞３席 12区：優等賞首席 11区：優等賞２席 ９区：優等賞３席 ８区：優等賞６席 ６区：優等賞８席 ５区：優等賞３席
（第３～５回は 君田村 完田哲司 口和町 岡崎勝 口和町 小笠原良致 口和町 幹戸君雄 口和町 小笠原良致 口和町 槇原数彦 比和町 中丸かつ子 庄原市 清水　充 庄原市 高田孝義 庄原市 廣谷　信行
　改良組合繁殖雌牛群） 君田村 若林福市 口和町 山岡芳晴 口和町 笹戸運太郎 口和町 折口憲三 口和町 柳川　進 東城町 高柴　悟 東城町 高田孝義 庄原市 穐本道人 庄原市 管田イサノ 庄原市 藤山　明春
（第６回は母系群） 君田村 穐山増市 口和町 細戸静夫 口和町 田中貞子 口和町 小笠原良致 口和町 槇原数彦 東城町 田口　悟 比和町 中丸かつ子 庄原市 大上信数 庄原市 藤本和幸 庄原市 清水　充

君田村 渡辺宣数 口和町 山田好隆 口和町 川中公博 口和町 宮野　登 口和町 池亀家隆 東城町 成松正隆 口和町 小笠原良致 庄原市 正長章市 庄原市 三谷美登 庄原市 田平　訓三
君田村 牧原誠市 口和町 三上亮三 口和町 積山泰典 口和町 川中公博

高等登録群 １等賞首席 １等賞５席 11区：優等賞首席 11区：優等賞２席 10区：優等賞２席 10区：優等賞首席 ９区：優等賞首席 ７区：(出品なし) ６区：優等賞９席
（第１・２回は育種・高等登録群） 吉舎町 祝部明雄 神石町 松井正夫 口和町 瀬野昭太郎 口和町 川上　浩 三次市 中曽春義 三次市 永谷和範 東城町 羽賀　肇 － － 神石高原町 黒田　昇 庄原市 大迫貴史 庄原市 大迫　晴由
（第６回は母系群） 三良坂町 松本　豊 油木町 西屋清治 口和町 瀬野昭太郎 口和町 川上　浩 三次市 中曽春義 三次市 永谷和範 東城町 羽賀　肇 － － 神石高原町 黒田　昇 庄原市 大迫晴由 庄原市 大迫　一三

吉舎町 祝部明雄 油木町 熊手喜誉英 口和町 瀬野昭太郎 口和町 川上　浩 三次市 中曽春義 三次市 永谷和範 東城町 羽賀　肇 － － 神石高原町 黒田　昇 庄原市 大迫一三 庄原市 大迫　貴史
肥育父系牛群 １等賞２席 10区：１等賞４席 ８区：１等賞２席 ７区：優等賞７席
（第１回は去勢肉牛) 久井町 中川　等 甲田町 寺尾正敏 東城町 田中高志 熊野町 馬上幸治 東広島市 (有)野山牧場 三次市 (株)のば牧場
（第８回以降は総合評価群） ２等賞５席 甲田町 寺尾正敏 熊野町 馬上幸憲 安芸高田市 全農高宮 庄原市 田中高志 庄原市 (株)ひば高原田中牧場

久井町 木下逸二 熊野町 馬上幸憲 広島市 大田政司 三次市 平山文治 安芸高田市 永岡邦彦 東広島市 (有)野山牧場
父系去勢肥育群 １等賞４席 １等賞２席 14区：優等賞８席 13区：優等賞13席 11区：優等賞７席 ９区：２等賞 ８区：優等賞９席
（第１回は産肉能力検定種雄牛） 広島県 第十六大谷六 三原市 中川譲 三原市 川村忠臣 三和町 小川一孝 熊野町 馬上幸憲 久井町 奥村雅彦 熊野町 馬上幸憲 神石高原町 全農神石 東広島市 (有)野山牧場 東広島市 (有)野山牧場
（第３・４回は肥育） 吉舎町 平山文治 東城町 田中高志 吉舎町 平山文治 庄原市 田中高志 広島市 長岡直幸 熊野町 馬上　幸治
（第５回は去勢肥育牛群） 大和町 小野清三 熊野町 馬上幸憲 広島市 大田政司 庄原市 田中高志 三原市 (株)久井牧場 三次市 (株)のば牧場

９区：優等賞30席
三原市 奥村雅彦 広島市 長岡直幸 東広島市 (有)野山牧場

　９区：去勢肥育牛（単品２頭） ９区：優等賞25席
広島市 長岡直幸 庄原市 田中高志 東広島市 (有)野山牧場

参考出品 参考出品
備　　　考 油木町 永井正至 広島県 第一小田清

広島県 第43岩田の十

注　1)　第２回までは，１等賞，２等賞の賞となっている。優等賞首席は農林水産大臣賞。
　　2)　出品区分は第７回を主体に記述しており，開催年により区分が異なっている。

（第２回は若雌，第３・４回は雌）

(種牛：14位)

13区内閣総理大臣賞

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ
７区肉牛：特別賞斉一賞

７区：２等賞２席

９区：１等賞

９区：優等賞10席

１区：優等賞４席

２区：１等賞３席

３区：１等賞２席

４区：優等賞６席

８区：１等賞

７区：２等賞２席

５区：優等賞８席

６区：１等賞４席

12区：２等賞(金賞)

(肉牛：８位)

　８区：若雄後代検定牛群
（第９回以降は次のとおり）

12区内閣総理大臣賞

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ
天皇杯

１区：優等賞11席

２区：１等賞11席

３区：優等賞10席

４区：優等賞６席

７区：優等賞８席

(種牛：11位)

９区：１等賞

１区：優等賞12席

(肉牛：７位)

５区：１等賞５席

６区：１等賞５席

７区：優等賞８席

８区：優等賞10席

９区：優等賞26席
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