
種雄牛名 雌 去勢 計

合計 302 372 674
1 福之姫 26 43 69
2 紀多福 25 31 56
3 若百合 23 26 49
4 茂晴花 22 18 40
5 関平照 17 23 40
6 美津照重 23 15 38
7 美国桜 11 17 28
8 諒太郎 11 17 28
9 夏百合 12 12 24
10 美津金幸 9 11 20
11 安亀忠 13 7 20
12 幸紀雄 7 9 16
13 聖香藤 6 8 14
14 貴隼桜 8 6 14
15 美国白清 7 6 13
16 百合白清２ 2 11 13
17 勝忠安福 4 9 13
18 隆之国 3 9 12
19 福　増 6 6 12
20 愛之国 4 8 12
21 芳之国 1 8 9
22 勝早桜５ 4 4 8
23 久茂福 5 3 8
24 葉山桜 3 4 7
25 隆安国 4 3 7
26 知恵久 1 5 6
27 豊奨菊 3 3 6
28 光平照 2 3 5
29 安福久 4 1 5
30 秋忠平 2 3 5
31 百合未来 1 4 5
32 第１花藤 2 2 4
33 花国安福 1 3 4
34 幸忠栄 2 2 4
35 勝乃幸 0 4 4
36 鈴　音 3 0 3
37 真白１ 2 1 3
38 百合福久 3 0 3

種雄牛別出場予定頭数

令和４年８月３日～４日



39 吉重７５ 1 2 3
40 百合芳 1 1 2
41 美津之国 0 2 2
42 茂白清 1 1 2
43 勝　洋 2 0 2
44 百合勝安 0 2 2
45 勝平安 2 0 2
46 夏秋花 0 2 2
47 多久実 1 1 2
48 久百合 1 1 2
49 華春久 1 1 2
50 野喜久 1 1 2
51 菊花国 0 1 1
52 晴茂平 0 1 1
53 茂久桜 0 1 1
54 隆久勝 0 1 1
55 百合白和 0 1 1
56 美津之福 1 0 1
57 勝忠平 1 0 1
58 百合茂 0 1 1
59 花之国 1 0 1
60 美津百合 0 1 1
61 好平茂 0 1 1
62 金太郎３ 1 0 1
63 徳悠翔 0 1 1
64 知幾１１の１２ 1 0 1
65 百合久 1 0 1
66 舞菊福 1 0 1
67 茂福久 0 1 1
68 花久勝 0 1 1
69 美津忠 1 0 1
70 北花福 0 1 1
71 実有貴 1 0 1
72 白鵬紅葉 0 1 1



種　雄　牛　別　出　場　予　定　頭　数

種雄牛名 雌 去勢 計 種雄牛名 雌 去勢 計 種雄牛名 雌 去勢 計

福之姫 16 26 42 百合白清２ 4 4 百合芳 1 1

若百合 13 16 29 勝乃幸 4 4 隆久勝 1 1

紀多福 8 18 26 百合未来 4 4 百合白和 1 1

美津照重 15 9 24 光平照 1 2 3 美津之福 1 1

茂晴花 11 11 22 勝早桜５ 2 1 3 真白１ 1 1

関平照 6 12 18 第１花藤 1 2 3 勝忠平 1 1

諒太郎 6 10 16 知恵久 3 3 百合茂 1 1

美国桜 5 10 15 豊奨菊 1 2 3 花之国 1 1

聖香藤 5 6 11 葉山桜 1 2 3 好平茂 1 1

貴隼桜 7 4 11 花国安福 1 2 3 幸忠栄 1 1

夏百合 3 7 10 福　増 2 1 3 秋忠平 1 1

安亀忠 9 9 隆安国 1 2 3 夏秋花 1 1

隆之国 2 6 8 吉重７５ 1 2 3 徳悠翔 1 1

美津金幸 3 5 8 鈴　音 2 2 百合久 1 1

美国白清 4 3 7 美津之国 2 2 茂福久 1 1

勝忠安福 2 5 7 安福久 2 2 花久勝 1 1

芳之国 5 5 勝平安 2 2 実有貴 1 1

幸紀雄 3 2 5 多久実 1 1 2 白鵬紅葉 1 1

久茂福 2 3 5 華春久 1 1 2

愛之国 2 3 5 茂久桜 1 1 合　計 149 207 356

（８月３日）



種　雄　牛　別　出　場　予　定　頭　数

種雄牛名 雌 去勢 計 種雄牛名 雌 去勢 計 種雄牛名 雌 去勢 計

紀多福 17 13 30 葉山桜 2 2 4 第１花藤 1 1

福之姫 10 17 27 秋忠平 1 3 4 百合芳 1 1

関平照 11 11 22 隆安国 3 1 4 鈴　音 1 1

若百合 10 10 20 知恵久 1 2 3 花国安福 1 1

茂晴花 11 7 18 豊奨菊 2 1 3 美津百合 1 1

美津照重 8 6 14 安福久 2 1 3 金太郎３ 1 1

夏百合 9 5 14 幸忠栄 2 1 3 夏秋花 1 1

美国桜 6 7 13 久茂福 3 3 知幾１１の１２ 1 1

美津金幸 6 6 12 百合福久 3 3 舞菊福 1 1

諒太郎 5 7 12 聖香藤 1 2 3 美津忠 1 1

幸紀雄 4 7 11 貴隼桜 1 2 3 北花福 1 1

安亀忠 4 7 11 光平照 1 1 2 百合未来 1 1

福　増 4 5 9 茂白清 1 1 2

百合白清２ 2 7 9 真白１ 1 1 2

愛之国 2 5 7 勝　洋 2 2

美国白清 3 3 6 百合勝安 2 2

勝忠安福 2 4 6 久百合 1 1 2

勝早桜５ 2 3 5 野喜久 1 1 2

隆之国 1 3 4 菊花国 1 1

芳之国 1 3 4 晴茂平 1 1 合　計 153 165 318

（８月４日）



種　雄　牛　別　出　場　予　定　頭　数

種雄牛名 雌 去勢 計 種雄牛名 雌 去勢 計 種雄牛名 雌 去勢 計

福之姫 26 43 69 芳之国 1 8 9 美津之国 2 2

紀多福 25 31 56 勝早桜５ 4 4 8 茂白清 1 1 2

若百合 23 26 49 久茂福 5 3 8 勝　洋 2 2

茂晴花 22 18 40 葉山桜 3 4 7 百合勝安 2 2

関平照 17 23 40 隆安国 4 3 7 勝平安 2 2

美津照重 23 15 38 知恵久 1 5 6 夏秋花 2 2

美国桜 11 17 28 豊奨菊 3 3 6 多久実 1 1 2

諒太郎 11 17 28 光平照 2 3 5 久百合 1 1 2

夏百合 12 12 24 安福久 4 1 5 華春久 1 1 2

美津金幸 9 11 20 秋忠平 2 3 5 野喜久 1 1 2

安亀忠 13 7 20 百合未来 1 4 5 菊花国 1 1

幸紀雄 7 9 16 第１花藤 2 2 4 晴茂平 1 1

聖香藤 6 8 14 花国安福 1 3 4 茂久桜 1 1

貴隼桜 8 6 14 幸忠栄 2 2 4 隆久勝 1 1

美国白清 7 6 13 勝乃幸 4 4 百合白和 1 1

百合白清２ 2 11 13 鈴　音 3 3 美津之福 1 1

勝忠安福 4 9 13 真白１ 2 1 3 勝忠平 1 1

隆之国 3 9 12 百合福久 3 3 百合茂 1 1

福　増 6 6 12 吉重７５ 1 2 3 その他 7 7 14

愛之国 4 8 12 百合芳 1 1 2 合　計 302 372 674

（８月３日～４日）



性 名　　号 生年月日 育種価資格 父 母の父 母の祖父 ４代祖

産次数 登記番号（個識№） （日令） 期待育種価 母 母牛番号 得点 母育種価

1 去 翔平  3.10.27 紀多福 安福久 平茂勝 菊　谷

9 21-1641512754 (280) BBCCCC ようこ 　　 2421089 (82.1) CBCCCC

2 去 岳３８  3.10. 7 勝忠安福 諒太郎 安福久 百合茂

2 21-1641512785 (300) ももこ 　　 2657801 (81.2)

3 去 幸男２  3.10.15 育種価本原 夏百合 美国桜 安福久 百合茂

5 21-1641512761 (292) BBCABA ゆきこ 　　 2488409 (81.9) CBCAAB

4 雌 とく１８２  3.10.16 育種価本原 隆之国 安福久 平茂勝 安　平

7 21-1641513638 (291) CCBBBA やすひめ１４２ 　原 1628120 (80.5) CCCABB

5 雌 くり  3.10.25 若百合 華春福 金　幸 第５隼福

5 21-1392181070 (282) きさき 　原 1701400 (83.4)

6 雌 いいにく  3.11.29 育種価本原 若百合 安福久 平茂晴 紋次郎

9 21-1392181100 (247) BACBAA ちょこ 　　 2398941 (80.2) CACAAA

7 雌 たいせつ  3.12. 6 育種価本原 若百合 諒太郎 安福久 平茂晴

4 21-1392181117 (240) AABBAA ひじき 　　 2583619 (80.7)       

8 去 氷点下  3.12.26 若百合 隆之国 百合茂 安糸福 全和血統証明書

9   -1392181124 (220)       ともよ 　原 1575013 (84.2)       腹部、恥骨部白斑

9 雌 まつしげ４４２  3.10.18 育種価本原 福　増 幸紀雄 平茂晴 安福１６５の９

4 21-1641513706 (289) BACBAA まつしげ４０３ 　　 2570685 (79.0)

10 去 風除２９６  3.11.11 福之姫 百合茂 安福久 平茂勝

3 21-1641512969 (265) ABACCB かざよけ５５６ 　原 1755094 (82.3)

11 雌 かざよけ２９５  3.10.11 福之姫 隆之国 安福久 第５隼福

4 21-1641512952 (296) かざよけ５５３ 　原 1731987 (81.1)

12 雌 つのだ５００  3. 9.30 安福久 百合茂 忠富士 安　平 受卵

21-1631935006 (307)       ひなこちゃん 　　 2459620 (79.0)       

13 去 高光１００  3.10.13 育種価本原 福之姫 安福久 福　桜 安　平

9 21-1641512792 (294) ABCCCA はるか１９ 　　 2421082 (80.7) AACBBA

14 去 文８０３  3.10. 6 育種価本原 紀多福 安福久 平茂勝 第５隼福

6 21-1391362012 (301) BABAAA ふみ５７３ 　原 1683776 (81.2) CACAAA

15 去 文８０４  3.11. 8 育種価本原 関平照 幸紀雄 安福久 平茂勝

4 21-1650862024 (268) BACBBA ふみ６３８ 　　 2596984 (80.0)

16 去 玲央  3.10.28 育種価本原 美津金幸 百合白清２ 安福久 第１花国

1 21-1641512846 (279) BBBBAA めぐみ１６１ 　　 2714815 (82.0)

17 雌 すずみね８４  3.11. 1 育種価本原 福之姫 直太郎 美国桜 平茂勝

1 21-1652721848 (275) ABBCCB すずみね６８ 　　 2722484 (81.0)

摘　　　要
入場
番号

価　格体重 購買者

和牛子牛せり 6 令和4年8月3日



性 名　　号 生年月日 育種価資格 父 母の父 母の祖父 ４代祖

産次数 登記番号（個識№） （日令） 期待育種価 母 母牛番号 得点 母育種価
摘　　　要

入場
番号

価　格体重 購買者

18 去 鈴峰８３  3.10.31 美国桜 華春福 勝忠平 金　幸

5 21-1652721831 (276) BABBAB みよ 　　 2553034 (80.3) AABCCB

19 去 国神７８７  3.10. 6 諒太郎 安福久 第１花国 平茂勝

5 21-1650109242 (301) くにかみ４７７ 　　 2466589 (79.8)

20 去 国神７９２  3.11. 1 紀多福 安福久 平茂勝 安　平

4 21-1665609300 (275) CBBBBB くにかみ５５０ 　　 2520843 (79.5)

21 去 福茂  3.11.25 華春久 諒太郎 安福久 勝忠平

3 21-1641213910 (251) AACCBB ふくはる 　　 2607097 (81.3)

22 去 幸生  3.11.25 育種価本原 幸紀雄 美国桜 安福久 平茂勝 恥骨部白斑

1 21-1641213927 (251) CABBAA さくら 　原 1832766 (82.0)

23 雌 とみこ  3.11.10 育種価本原 百合芳 芳之国 勝忠平 安糸福

1 21-1641214665 (266) ABACCA かよこ 　　 2711458 (81.0)

24 去 誠令１０２１  3.10.21 育種価本原 若百合 美国桜 花清国 平茂勝

2 21-1524906281 (286) AAACAA はなよし 　原 1802645 (82.4)

25 雌 あすか  3.10.24 美国桜 諒太郎 百合茂 安　平

2 21-1524906298 (283) CABAAB はなみずき 　原 1797038 (82.8)

26 去 琴夏１９  3.10.19 育種価本原 福之姫 安福久 百合茂 平茂勝

6 21-1654209818 (288) BBBCBA ひさ５６２ 　　 2488420 (80.5) CABAAA

27 去 琴夏２１  3.10.29 紀多福 安福久 平茂勝 北国７の８

7 21-1654209849 (278) CBABBA ひさ５１１ 　原 1634258 (80.3) CBBBAA

28 去 琴夏２２  3.10.31 好平茂 安福久 平茂勝 美津福 恥骨部白斑

8 21-1654209870 (276) BACCBB ひさ４８９ 　原 1617482 (80.0) CBCABB

29 去 琴夏２５  3.11.11 若百合 安福久 平茂勝 美津福

6 21-1654209887 (265) BBCBBC ひさ５８５ 　　 2514209 (80.1) CCCACC

30 去 茂晴  3.10.18 茂晴花 忠富士 安　平 隆　桜

9 21-1641213057 (289) AABCBB さや 　原 1502090 (82.0) BCBCCC

31 去 １７糸堀  3.11.15 芳之国 百合茂 糸福（鹿児島） 平茂勝 恥骨部小白　奥接

4 21-1641214870 (261) ACACCB いとほり１７ 　原 1698081 (81.4) ACABCC

32 去 ２３堀福９３  3.11.23 関平照 勝忠安福 安糸福 北国７の８

2 21-1641214894 (253) BBCCCB ３ほりふく９３ 　原 1802642 (81.4)

33 去 清雄  3.10.12 幸紀雄 白鵬８５の３ 安福久 百合茂

3 21-1641213248 (295) きせ 　　 2592456 (80.2)

34 去 清花  3.10.27 花久勝 秀幸福 華春福 金幸福

5 21-1641213255 (280) さちこ１ 　原 1698084 (82.5)
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性 名　　号 生年月日 育種価資格 父 母の父 母の祖父 ４代祖

産次数 登記番号（個識№） （日令） 期待育種価 母 母牛番号 得点 母育種価
摘　　　要

入場
番号

価　格体重 購買者

35 去 夏愛  3.11.18 愛之国 百合茂 北国７の８ 紋次郎

7 21-1641213347 (258) BCACCC なつゆり 　原 1617473 (80.6)

36 雌 ようこ  3.10.13 育種価本原 美津照重 美国桜 安福久 金　幸

3 21-1641212937 (294) CACBAA ちよ 　　 2634773 (80.1)

37 去 福安  3.10.15 福之姫 安福久 平茂勝 紋次郎

6 21-1641213170 (292) BBBCCB ひさこ 　　 2486008 (80.4) CBBCAA

38 去 芳平  3.10.30 芳之国 勝忠平 金　幸 忠　福

11 21-1641213163 (277) ACBCCB ひらぎく 　原 1518039 (81.0) BCBCCC

39 去 東西２６６  3.10.11 育種価本原 茂晴花 百合茂 安福久 勝忠平

6 21-1509894954 (296) AAABAA みどりこ 　　 2516076 (80.6) BBABBB

40 去 東西２６７  3.10.19 隆之国 安福久 百合茂 平茂勝

6 21-1509894985 (288) CBBBBA あすか６ 　　 2516089 (79.3) CACAAB

41 去 東西２６８  3.10.20 関平照 百合茂 平茂晴 福　栄

6 21-1509894992 (287) BBCCCB はるなつゆり９ 　　 2516094 (80.4) ACBCCC

42 去 東西２６９  3.10.21 育種価本原 勝乃幸 美津照重 百合茂 金　幸

6 21-1654208026 (286) CBBBBA あき２５ 　　 2509873 (80.4) CCCCCA

43 去 東西２７０  3.10.23 育種価本原 美国桜 美津照重 勝忠平 第５隼福

5 21-1654208033 (284) CABAAA みつえ１ 　原 1675781 (81.3) BACBAA

44 去 東西２７１  3.10.25 関平照 勝忠平 福之国 安　平

6 21-1654208040 (282) BBBCCB はるまつひら１１ 　　 2509858 (80.3) ACACCC

45 雌 みどり２３０  3.10.18 育種価本原 福　増 高百合 勝忠平 北国７の８

5 21-1509894961 (289) BACBBB たかこ２ 　原 1675915 (81.2) BCCCCC

46 雌 みどり２３１  3.10.21 関平照 百合茂 平茂勝 北国７の８

6 21-1654208019 (286) ACCCCC しげこ 　　 2509869 (80.5) ACBCCC

47 雌 はるか２１０５  3.10. 8 茂晴花 洋糸波 百合茂 勝忠平

1 21-1527100150 (299) きくなみ 　原 1826506 (82.0)

48 雌 はるか２１０６  3.10.13 育種価本原 幸紀雄 茂晴花 安福久 百合茂

1 21-1527100174 (294) BABCAA はな 　原 1826505 (81.1)

49 去 稜２１０４  3.10.16 育種価本原 茂晴花 百合茂 安　平 北国７の８ 奥接

6 21-1527100181 (291) AAABAA くにかみ５４１ 　　 2520844 (80.8) BBAAAA

50 去 寺紀多  3.11.16 紀多福 隆之国 安福久 平茂勝 恥骨部白斑

3 21-1641213941 (260) BBACCB てらくに 　原 1733197 (81.3)

51 雌 ふくこ  3.11.10 育種価本原 福之姫 幸紀雄 安福久 平茂勝

2 21-1641213903 (266) BBBCCA わかば 　原 1791333 (81.1)
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性 名　　号 生年月日 育種価資格 父 母の父 母の祖父 ４代祖

産次数 登記番号（個識№） （日令） 期待育種価 母 母牛番号 得点 母育種価
摘　　　要

入場
番号

価　格体重 購買者

52 雌 ひかり  3.10.26 愛之国 茂晴花 安福久 平茂勝

1 21-1641212210 (281) かおり 　　 2714747 (81.6)

53 去 福  3.11.14 育種価本原 愛之国 安平幸 勝忠平 糸福（鹿児島）

9 21-1641214771 (262) ABACCA いずみ２２５ 　　 2426184 (82.0) AAABAA

54 去 貴花  3. 9.28 育種価本原 茂晴花 安糸福 勝忠平 紋次郎

10 21-1641213088 (309) ABCCCA たかやす 　原 1469899 (80.2) BCCCCC

55 去 関照  3.10.31 関平照 百合茂 金　幸 茂　勝

11 21-1641213125 (276) ABCCCB さちこ 　原 1513626 (82.7) ABBCCC

56 雌 ひさとみ  3.11. 5 育種価本原 久茂福 幸紀雄 平茂晴 福之国

2 21-1641213484 (271) CACAAA ゆきとみ 　　 2665710 (82.5)

57 雌 はな  3.11.13 育種価本原 茂晴花 美津照重 勝忠平 平茂晴

5 21-1641213392 (263) AABCBA みつこ 　原 1694664 (82.1) BBBCCA

58 去 楓真３５  3.10.30 美津照重 美国桜 百合茂 安　平

1 21-1521975181 (277) CBCBBA さくら６７ 　　 2724587 (80.7)

59 去 楓真３６  3.11. 2 茂晴花 福之姫 安福久 百合茂

1 21-1521975198 (274) ゆい 　原 1833738 (83.2)

60 去 富沢３３０  3.10. 8 花国安福 美国桜 美穂国 忠富士

1 21-1521974184 (299) みちる 　　 2724585 (81.2)

61 去 富沢３３８  3.11. 4 諒太郎 勝　洋 安福久 第１花国

2 21-1521976478 (272) りんりん２ 　原 1765445 (82.1)

62 雌 とみざわ３３１  3.10. 9 育種価本原 花国安福 勝平正 福之国 安　平

5 21-1521974191 (298) BCABCB おなつ 　原 1634315 (82.2) CCCACC

63 雌 とみざわ３３０  3.10.16 育種価本原 諒太郎 幸紀雄 安福久 勝忠平

4 21-1521974214 (291) AABAAA とみざわ１２１ 　　 2579143 (80.8)       

64 去 町台１１８  3.11. 1 夏百合 福安照 平茂勝 神高福

10 21-1521975976 (275) BCCBCB ふくひめ 　　 2371854 (80.6) CCCBCC

65 去 町台１１９  3.11.20 関平照 美国桜 直太郎 安福久

2 21-1521976027 (256)       なな１９ 　　 2681333 (81.3)       

66 去 町台１２０  3.11.29 夏百合 勝平正 福之国 第１花国 全農血統証明書

  -1521974450 (247)       すずな 　原 1628142 (80.2)       月齢超過

67 去 渉２７８  3.10. 1 育種価本原 豊奨菊 安福久 第１花国 飛騨白清

7 21-1521974870 (306) BACBBA まどか 　原 1636917 (81.0) ABCCCA

68 去 康四郎２８１  3.10.24 勝乃幸 花之国 安福久 勝忠平

4 21-1521974917 (283) CABBAA ひろみ 　原 1721711 (81.0) CACAAC
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69 雌 みすず２８６  3.10. 8 育種価本原 福之姫 百合茂 安福久 勝忠平

4 21-1521974900 (299) AAACAA つばき 　原 1738137 (82.5)

70 雌 みすず２８７  3.10.26 美津照重 諒太郎 安福久 平茂勝

3 21-1521974931 (281) あい 　原 1743062 (82.3)

71 雌 みすず２９１  3.11. 6 隆安国 百合茂 平茂晴 安福久

8 21-1521974979 (270) なぎさ 　　 2457892 (81.7) ABABBC

72 雌 まどか１８  3.11. 6 育種価本原 愛之国 安福久 平茂勝 安　平

5 21-1369477564 (270) BBBCBB おおき１４５ 　原 1690968 (82.3) CABAAA

73 雌 はなこ  3.10.10 育種価本原 茂晴花 幸紀雄 福之国 福　桜

3 21-1626270884 (297) BAACAA さちこ 　原 1759281 (81.1)

74 去 茂晴  3.10.14 育種価本原 茂晴花 百合茂 平茂勝 安　平

10 21-1626270891 (293) AAACAA ゆりひめ 　　 2413608 (81.4) AAABBB

75 去 桜７２３  3.10.25 育種価本原 芳之国 安福久 百合茂 忠富士

7 21-1369477106 (282) AACCBA たかふく 　　 2435834 (81.1) BACAAA

76 去 桜７２４  3.11. 8 育種価本原 聖香藤 光平照 百合茂 第１花国

5 21-1369477021 (268) BBABBA さくら３７８ 　原 1696285 (81.2)

77 雌 さくら７２２  3.10.14 美津照重 平茂勝 北国７の８ 神高福

6 21-1369477014 (293) CCCBCB いずみ６１ 　原 1558437 (81.8) BCABCC

78 去 北斗１２  3.10. 8 育種価本原 勝忠安福 安福久 平茂勝 第１花国

6 21-1369478707 (299) BAABBA おおくら４６０ 　原 1657193 (81.0) CBCBBB

79 去 諒久  3.10.21 育種価本原 諒太郎 安福久 安　平 糸弘２

4 21-1645423056 (286) BACAAA うめこ 　原 1636912 (80.0) CBCAAB

80 去 隆百  3.10.23 隆之国 百合茂 安糸福 平茂勝

6 21-1645423049 (284) BCBCCA なかじま４６ 　　 2493846 (80.5) ACCCCA

81 去 飛鳥１０４  3.11.12 若百合 隆之国 安茂勝 茂　勝 奥接

6 21-1467473161 (264) BBBCBB はなたかこ 　　 2516028 (82.0) CCBBBB

82 雌 さゆり  3.10.24 育種価本原 若百合 安福久 勝忠平 安　平 乳房白

4 21-1369478745 (283) AABCBA かすみ 　原 1721279 (83.1) CBCBBA

83 去 福丸  3.11.16 福之姫 美国桜 百合茂 安　平

5 21-1521976263 (260) BBBCCB さくらこ 　原 1696291 (81.6)       

84 去 極３  3.11.13 育種価本原 福之姫 美津照重 勝忠平 第５隼福

3 21-1399343235 (263) BBCCCA みつさつき 　原 1751873 (81.4)

85 去 久紀多  3.11.20 紀多福 安福久 勝忠平 北国７の８

3 21-1399342962 (256) BBBBBB ひさこ 　原 1712822 (82.4)
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86 雌 せきひら  3.11.17 育種価本原 関平照 百合茂 安福久 第１花国

5 21-1399342955 (259) AACBBA あきこ 　原 1668948 (82.0) AAABAA

87 雌 のりこ  3.10.24 育種価本原 紀多福 美津照重 安福久 百合茂

4 21-1399341262 (283) CBCCBA ときこ 　原 1712819 (81.5) CBCBAA

88 雌 ふく  3.11. 6 安亀忠 安福久 平茂勝 北国７の８ 乳房白

7 21-1399342979 (270) こまつ７４６ 　原 1628113 (81.7) CCCCCA

89 雌 てら３４５  3.11. 8 育種価本原 紀多福 安福久 勝忠平 安　平

7 21-1399339207 (268) BBBBBB てら４０８ 　　 2450529 (79.6) CACBAB

90 雌 しげはな  3.11. 3 茂晴花 安福久 百合茂 美津照重

2 21-1399342030 (273) さつき 　　 2654130 (80.8)

91 雌 ひさかつさつま  3.12.10 育種価本原 勝平安 福華１ 北平安 百合茂

5 21-1399344362 (236) BBAAAB ふくきたひさ 　　 2559124 (79.5) CCABBC

92 雌 ひさきたかいどう  3.12.25 育種価本原 勝平安 諒太郎 北平安 百合茂

3 21-1399344379 (221) BAAAAB かつきたひさ 　　 2493779 (80.6) BBBABC

93 雌 こばやし２１４９  3.10.23 育種価本原 茂晴花 安福久 勝忠平 北国７の８

4 21-1399340760 (284) BABBAA ななみ 　　 2539572 (80.3)

94 去 小林２１５０  3.10.27 豊奨菊 花之国 安福久 勝忠平

3 21-1399340777 (280) CACAAA かつ３８５ 　　 2610116 (80.0)

95 去 凛１５６  3.10.20 関平照 安茂勝 茂　勝 秋　重

9 21-1649413077 (287) ふじゆき 　　 2406363 (81.9)

96 去 大志  3.12. 8 育種価本原 福之姫 茂　洋 百合茂 安福久

1 21-1399342702 (238) AABCBA みらい 　原 1833705 (81.3)

97 去 美国白鵬  3.10.20 白鵬紅葉 美国桜 勝忠平 安平照

2 21-1399342160 (287) かつみざくら 　原 1783011 (82.2)

98 去 国  3.10.19 美国白清 福之姫 安福久 平茂勝

1 21-1399342139 (288) ぱり 　　 2711477 (80.4)

99 去 大２８１  3.12. 1 第１花藤 茂　洋 諒太郎 安福久

2 21-1399334080 (245) ひろりょう 　原 1796083 (81.0)

100 去 舘野１３０  3.10.22 福之姫 安福久 平茂勝 北国７の８

6 21-1516294518 (285) BCBCCB あかり３３ 　原 1654204 (81.1)

101 雌 あかり１０５  3. 9.24 安亀忠 幸紀雄 安福久 勝忠平

4 21-1516294501 (313) あかり６２ 　　 2589098 (80.2)

102 雌 あいこ  3.11. 2 育種価本原 美津金幸 美国桜 百合茂 安　平

1 21-1399342672 (274) BCCCCB うめ 　原 1806134 (82.0)
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103 去 仁三郎  3.11.17 隆之国 美津照重 平茂勝 北国７の８

4 21-1399342634 (259) CCBCCA あいこ 　原 1702889 (81.6) CCCBCB

104 去 幸福  3.10.29 紀多福 幸紀雄 安福久 第１花国 恥骨部白斑

4 21-1399340647 (278) きた５８ 　　 2569942 (80.6)

105 去 百合照重  3.10.25 育種価本原 美津照重 百合茂 安福久 第１花国

6 21-1377430483 (282) CBCBBA ゆりひさ 　　 2485918 (82.4) AABABA

106 雌 かめくぼ  3.10.15 安亀忠 平茂晴 福之国 安　平

13 21-1420822197 (292) くぼみ 　高 216154 (83.2) CCBCCB

107 雌 やすふくかめ  3.10.16 安亀忠 安福久 平茂勝 上　福

11 21-1420822203 (291) やすこ６ 　原 1430776 (82.2) CACAAB

108 雌 かめふく  3.10.19 安亀忠 茂花国 安福（岐阜） 茂富士

10 21-1423422219 (288) かきのき 　　 2392383 (78.2) CCCCCC

109 雌 こさと  3.11.15 安亀忠 百合茂 安　平 隆　桜

12 21-1423422226 (261) さとこ 　　 2338347 (81.7) CACBAA

110 雌 ただすず  3.10. 5 鈴　音 菊福秀 忠富士 福　桜

4 21-1647105554 (302) きくただ 　　 2559109 (80.8) BBACCB

111 去 高野１９０  3. 9.24 福之姫 安福久 忠富士 福之国

6 21-1647105530 (313) CBBCBB ふじひさ 　　 2429119 (81.1) CACAAB

112 去 高野１９１  3. 9.29 紀多福 白鵬８５の３ 安福久 平茂晴

2 21-1647105547 (308) しゃねる０５ 　原 1783013 (81.0)

113 去 茂  3.10. 4 茂晴花 百合茂 安福１６５の９ 平茂勝

5 21-1658145228 (303) AAACBB ゆりひめ 　　 2485922 (80.3)

114 去 加奈之福  3.10. 6 福之姫 直太郎 福　栄 勝忠平

2 21-1636891390 (301) ABBCCB かな 　原 1757309 (81.4)

115 去 洋１３１  3.10.28 百合白和 好平茂 福華１ 平茂勝

2 21-1647982131 (279) ななみ 　　 2632304 (80.2)

116 雌 ちかわか  3.10.20 若百合 隆之国 百合茂 安福久

3 21-1647982117 (287) ちか 　　 2617000 (81.2)

117 去 高男２８  3.10.22 育種価本原 福之姫 隆之国 安福久 平茂勝

5 21-1399341583 (285) BABCBA まゆみ１７ 　原 1697974 (81.3) CABAAA

118 去 古生２９５  3.11.13 育種価本原 百合白清２ 安福久 百合茂 金　幸

6 21-1399341330 (263) AAABAA すいひめ 　　 2500328 (80.5) CBCBBC

119 去 美諒  3.11. 4 育種価本原 美津照重 諒太郎 菊福秀 金　幸

1 21-1399341606 (272) CACBAA りょうこ 　原 1829624 (81.5)
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120 去 鶴茂  3.11. 3 茂晴花 勝忠鶴 茂　勝 平茂勝

7 21-1393376918 (273) ABBCCB つるこ 　　 2457845 (79.8) ACBCCC

121 雌 みつ  3.10.19 育種価本原 福之姫 忠富士 福　桜 安　平

10 21-1572876536 (288) ACACCB ゆかり 　　 2339976 (81.2) ACACCC

122 雌 はなひら  3. 9.30 第１花藤 勝忠平 安　平 糸　秀

7 21-1646910456 (307) BCCCCC かつみ 　　 2447732 (81.1) BCCCCC

123 雌 ちあき  3.10.22 育種価本原 美津照重 隆之国 安福久 百合茂

4 21-1409892319 (285) CBCBBA たかこ 　　 2583642 (81.8)

124 去 焼栗  3.11.19 福之姫 幸紀雄 美津照重 第２平茂勝

2 21-1638800376 (257) さきみつ 　　 2672324 (81.0)

125 去 松隆久坊２  3.11.15 隆久勝 安茂勝 紋次郎 糸　光

10 21-1643149774 (261) CCBBCC はつえ 　原 1500366 (81.4) CCBBCC

126 去 光福３  3.11.13 美津照重 美穂国 忠富士 安　平

4 21-1409892388 (263) みほこ 　　 2563053 (80.5)

127 雌 いなほひめ  3.10. 6 育種価本原 聖香藤 北平安 糸福（鹿児島） 平茂勝

10 21-1409892227 (301) BAAAAB たまひめ 　　 2409394 (80.3) BABBAB

128 去 福雄  3.10.16 若百合 美国桜 百合茂 福之国

3 21-1409892159 (291) AABBBB ふくまさ１２０ 　　 2634755 (82.0)

129 雌 てるこ  3.10.26 美津照重 喜亀忠 安福久 金　幸

3 21-1375291734 (281) さくら 　　 2634756 (81.3)

130 雌 よしこ  3.10.30 育種価本原 美国桜 安福久 百合茂 安　平

5 21-1375291741 (277) CACAAA あき 　　 2509690 (80.7) CACAAA

131 雌 みつ  3.11. 3 育種価本原 美津照重 美国桜 金　幸 平茂勝

4 21-1375291758 (273) CBCCBA はるみ 　　 2583638 (81.2)

132 雌 みつゆり  3.10.20 美津金幸 高百合 安福久 平茂勝

4 21-1639531439 (287) CCCBCB すずゆり 　　 2545655 (80.0) CCCABC

133 去 丸１１３  3.11.14 隆之国 百合茂 安糸福 勝忠平

5 21-1354082179 (262) CCBCBA まる９６ 　　 2534019 (81.6) BBBCCA

134 去 南湖７８８１  3.10.24 紀多福 安福久 美国桜 金　幸

4 21-1627078816 (283) CABBAA なんこ７６７９ 　　 2576122 (80.3)

135 去 南湖７８８２  3.10.27 美津照重 喜亀忠 安福久 勝忠平

3 21-1627078823 (280) ふくもと４３７ 　原 1757362 (81.2)

136 雌 わたいら３３４  3.10. 7 育種価本原 関平照 美穂国 安　平 福　桜 同性複数産子

6 21-1355377656 (300) BBCCCB いさこ 　原 1643296 (82.6) CCACCC
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137 雌 わたいら３３５  3.10. 7 育種価本原 関平照 美穂国 安　平 福　桜 同性複数産子

6 21-1355377663 (300) BBCCCB いさこ 　原 1643296 (82.6) CCACCC

138 雌 きくみ１４１  3.10.18 育種価本原 豊奨菊 美国桜 平茂勝 神高福

7 21-1372562820 (289) BAAAAB みさか８５ 　　 2481151 (79.6) AAABAC

139 雌 はなひさ１４３  3.11. 6 育種価本原 勝忠平 安福久 平茂勝 安　平 受卵　奥接

21-1372562844 (270) ABACBB ひなこ 　原 1588180 (81.6) CBCAAB

140 去 学７８６  3.10. 4 久茂福 百合茂 芳之国 安福久

4 21-1654678843 (303) がく３２９ 　　 2589094 (79.3)

141 去 学７８７  3.10. 5 紀多福 北乃大福 安茂勝 平茂勝

7 21-1654678850 (302) BCACBB がく１３２ 　原 1600101 (81.1) BCACBB

142 去 学７８８  3.10. 6 福之姫 福華１ 美津福 北国７の８

7 21-1654678867 (301) BCBCCB がく１３５ 　原 1609485 (80.7) CCBCCB

143 去 学７９１  3.10.10 育種価本原 諒太郎 福安照 百合茂 平茂勝

6 21-1654678898 (297) AABAAA たかこ 　　 2500360 (80.5) BBBBBB

144 雌 あき  3.10.26 安亀忠 安福久 勝忠平 北国７の８

4 21-1372561526 (281) ふく 　原 1712872 (82.0) CABAAA

145 去 福雄  3.10.26 吉重７５ 安福久 勝忠平 菊　谷

7 21-1372561519 (281) 第６きくひめ 　原 1634268 (82.0) BBCBBB

146 去 友福  3.10.23 育種価本原 紀多福 安福久 平茂晴 平茂勝

7 21-1372561502 (284) BABBBA ともこ３ 　　 2481118 (82.1)

147 去 早坂４５０  3.11.14 紀多福 諒太郎 安福久 平茂勝

3 21-1372563254 (262) はやさか３４８ 　原 1763516 (81.7)

148 去 早坂４４９  3.11. 5 吉重７５ 幸紀雄 諒太郎 安福久

1 21-1372563247 (271) はやさか４００ 　　 2724645 (81.4)

149 雌 はやさか４４８  3.10.25 貴隼桜 諒太郎 安福久 平茂勝

2 21-1372563230 (282) はやさか３７８ 　原 1799258 (81.0)

150 雌 はやさか４４７  3.10.23 育種価本原 貴隼桜 美国桜 勝忠平 美津福

2 21-1372563223 (284) BBBCBB はやさか３１４ 　原 1721246 (81.6)

151 雌 あさひ５８  3.10.23 育種価本原 福之姫 百合白清２ 北茂安９３ 福　栄

3 21-1654256584 (284) ABACCA あさひ２ 　　 2634729 (80.6)

152 雌 あさひ５７  3.10.12 育種価本原 福之姫 茂　洋 勝忠平 菊　谷

9 21-1654256577 (295) BCCCCB きくひろ 　原 1578939 (80.0) CBCCCB

153 雌 あさひ５５  3. 9.28 美津照重 耕富士 安福久 百合茂

1 21-1654256553 (309) あい 　　 2718041 (80.8)
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154 雌 かえで  3.10.20 安亀忠 百合茂 安　平 隆　美

8 21-1355377397 (287) さゆり 　原 1612421 (80.6) CCCCCC

155 去 照重  3.10. 1 美津照重 平茂晴 平茂勝 安　平

8 21-1354080908 (306) CCCCCA やすこ６ 　原 1552043 (81.7) ACBCCC

156 去 諒  3.10.27 育種価本原 諒太郎 美津照重 百合茂 秀菊安

3 21-1354080915 (280) AACAAA しょうこ２の１ 　　 2617019 (82.5)

157 去 貴隼  3.10.29 貴隼桜 隆之国 安福久 北国７の８

5 21-1354080922 (278) CCCBBC さくら 　　 2553003 (80.0) CCCBCC

158 去 牛五  3.10.25 知恵久 百合勝安 安福久 百合茂

1 21-1354080373 (282) ひかる 　原 1829615 (81.0)

159 雌 ゆき  3.10. 2 育種価本原 美津金幸 隆之国 勝忠平 安　平

6 21-1354080397 (305) CCBCCA よしたかの 　原 1654261 (81.0)

160 雌 やすかめ  3.10.26 安亀忠 美国桜 耕富士 安福久 全和血統証明書

1   -1354080403 (281) ふくふく 　　 2718024 (81.5) 右乳頭癒着

161 雌 かなで  3.10.30 育種価本原 福之姫 隆之国 百合茂 安福久

2 21-1354080410 (277) BCBCCA ちなり 　原 1788831 (81.2)       

162 雌 ゆり  3.11.13 鈴　音 秀菊安 平茂勝 神高福

7 21-1354081844 (263) まつとみこ２ 　原 1600060 (81.5) BCACBA

163 雌 きこ  3.11. 5 育種価本原 紀多福 華春福 金　幸 千代桜

5 21-1354081820 (271) ABACCB とも 　原 1702953 (81.3) ABBCCC

164 雌 こすもす  3. 9.19 育種価本原 美津照重 百合茂 北国７の８ 安　平

8 21-1355367282 (318) CBCBBA さつき 　原 1544383 (81.0) BCCACC

165 去 貴美  3.10.28 貴隼桜 美津照重 百合茂 安　平

5 21-1372552432 (279) CBBBBA ふくみ 　　 2539662 (80.8) CCCBBA

166 去 歩歩  3.11.15 育種価本原 夏百合 勝早桜５ 安福久 勝忠平

3 21-1354081783 (261) BBBBBA ななこ 　　 2610099 (79.3)

167 去 諒太  3.11.21 育種価本原 若百合 諒太郎 安福久 勝忠平

2 21-1354083534 (255) AABBAA りょうこ 　原 1788833 (81.1)

168 雌 ゆきこ  3.10.10 若百合 美国桜 安福久 平茂勝

1 21-1354081158 (297) すみれ 　　 2718043 (79.4)

169 雌 むぎ  3.10.22 隆之国 久百合 平茂勝 安　平

1 21-1372558489 (285) CCBBBB ひさ 　　 2718027 (81.0)

170 去 天  3.10. 2 育種価本原 百合白清２ 安福久 第１花国 安福１６５の９ 受卵

21-1393271053 (305) AAABAA ふくはな 　　 2488461 (78.5) CACBAA
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171 去 幸  3.10.13 勝乃幸 凛斗福 華春福 金　幸

1 21-1393271114 (294) るり８０ 　　 2714793 (80.5)

172 去 福  3.10.20 育種価本原 勝乃幸 美津照重 平茂晴 金　幸

1 21-1393271138 (287) CBBBBA すず 　　 2714789 (80.0)

173 去 載  3.11.12 育種価本原 勝忠安福 美国桜 美穂国 福之国

2 21-1412955254 (264) BAACBA かん 　　 2677276 (80.4)

174 雌 たかこ  3. 9.25 育種価本原 華春久 隆之国 安糸福 安茂勝

5 21-1417880278 (312) BBCCCB としこ 　　 2539636 (80.8) CBACBA

175 去 糸晴  3.10.31 茂晴花 安糸福 平茂勝 福　桜

10 21-1354058396 (276) BACCBB たかふじ 　原 1469839 (80.2) CCCCCC

176 雌 よしみ  3.10.12 育種価本原 美国桜 勝平正 忠富士 福　桜

7 21-1417881077 (295) BAAAAB よしかつ 　原 1628191 (82.1) ABABBC

177 去 福福２  3.10.26 隆之国 安福久 平茂勝 高　栄

5 21-1417881107 (281) CCCBBB やよい 　　 2545575 (80.5)

178 去 清２３３  3.10.16 若百合 安福久 勝忠平 第１花国

5 21-1354066667 (291) きよ１５５ 　原 1708358 (81.4)

179 去 勝未来  3.10. 5 百合未来 平茂勝 福　栄 北国７の８

13 21-1354065349 (302) BCBBCC しんじゅく７１３ 　　 2312855 (79.0) BCBCCC

180 去 春照重  3.10.15 美津照重 勝平正 福　桜 安　平

8 21-1354065356 (292) CBCABA はるな 　原 1617534 (83.1) CCCABC

181 去 久桜  3.11. 4 美国桜 安福久 勝忠平 福　桜

5 21-1417881152 (272) CACAAB ひさ 　原 1654282 (82.0) CBCABC

182 雌 あや  3.11. 1 諒太郎 安亀忠 安福久 勝忠平 乳房白

2 21-1417879463 (275) あき２２６ 　　 2677278 (80.7)

183 去 茂紀  3.11.14 紀多福 安福久 平茂勝 安　平 受卵

21-1417879470 (262) CBCBBB やすふくひめ 　　 2392382 (80.8)

184 去 重光  3.12.16 育種価本原 諒太郎 美津照重 百合茂 安　平

3 21-1417886881 (230) AACABA とみこ 　原 1742021 (81.4)

185 雌 ひばり９３  3.10.12 育種価本原 若百合 安福久 平茂晴 安　平

6 21-1417880445 (295) BACBBB もうさん 　原 1663806 (81.1) CBCAAB

186 雌 みゆき  3.10. 1 育種価本原 光平照 美国桜 幸紀雄 安福久

1 21-1417880063 (306) CACCBA みさ 　　 2717995 (80.1)

187 去 秀忠  3.10. 7 光平照 幸紀雄 安福久 平茂勝

1 21-1417883378 (300) みやこ７ 　　 2717994 (80.0)
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188 雌 あすか  3.10. 4 育種価本原 勝早桜５ 百合茂 安福久 平茂勝

6 21-1614055202 (303) AAABBB さとみ 　　 2514169 (80.7) BCBABB

189 去 翔平  3.10.15 関平照 勝忠平 北国７の８ 安　平

10 21-1614055219 (292) ABBBBB あかり 　原 1558405 (83.0) ABABBB

190 去 福太郎  3.10.13 育種価本原 美津照重 美国桜 百合茂 安福久

3 21-1417878305 (294) CACBAA はるな 　　 2654148 (79.4)

191 雌 たかひめ  3.10.16 美津之福 隆之国 百合茂 安福久

1 21-1417878312 (291) たかゆり 　　 2718008 (80.5)

192 去 久未来  3.10.18 百合未来 安福久 平茂勝 紋次郎

8 21-1417878329 (289) CBCABC あつひさ 　原 1525043 (80.6) CCCABC

193 去 金太  3.11. 6 育種価本原 諒太郎 美津照重 勝忠平 北国７の８

4 21-1417886171 (270) ABCBBA さき 　　 2589141 (80.4)

194 去 茂花  3.11.21 茂晴花 百合茂 安　平 秀平９

12 21-1417886201 (255) BACBBB きよゆり 　原 1492399 (80.1) CCCBCC

195 去 金太１１３  3. 9.23 育種価本原 諒太郎 安福久 勝忠平 福之国

7 21-1417880483 (314) AACBAA ひさひめ 　高 222587 (83.4) CACCBA

196 雌 はやひめ  3. 9.23 葉山桜 忠富士 福　桜 福　茂

8 21-1417880476 (314) ABAAAC みさきふじ 　原 1565756 (80.0) BCBCCC

197 雌 としこ  3.10.10 聖香藤 華春福 百合茂 安福久

2 21-1393274658 (297) としばな 　原 1796113 (82.6)

198 雌 ひろみ  3.10.23 育種価本原 諒太郎 安福久 平茂勝 美津福 乳房白

6 21-1393275761 (284) BACAAA ひさこ 　　 2514171 (80.8)

199 去 悠太  3.10.31 芳之国 安福久 平茂勝 安　平

3 21-1393275778 (276) BBCCCB ふじひら２５５ 　原 1735726 (82.0)

200 去 悠太  3.11. 9 聖香藤 百合茂 安　平 隆　美

9 21-1393275792 (267) BCBABC まりあ 　高 218167 (81.0) CCCBCC

201 雌 ２１はやま６９  3.10. 9 育種価本原 紀多福 安福久 百合茂 安　平

6 21-1393273095 (298) BBBBBB １４はやま５２ 　原 1651392 (81.2) CACAAB

202 去 ２１麓山６３  3.10.15 百合未来 安福久 福　桜 安　平

7 21-1393273101 (292) BACAAB １２はやま４３ 　　 2450559 (82.4) CACAAA

203 雌 めぐみ１８３  3. 9.29 諒太郎 美国桜 安福久 金　幸

3 21-1417879098 (308) ことぶき 　　 2634694 (80.5)

204 雌 ふくさくら１１１  3.10.25 若百合 華春福 安福久 安糸福

3 21-1393272449 (282) のぞみ 　　 2634697 (82.1)

和牛子牛せり 17 令和4年8月3日



性 名　　号 生年月日 育種価資格 父 母の父 母の祖父 ４代祖

産次数 登記番号（個識№） （日令） 期待育種価 母 母牛番号 得点 母育種価
摘　　　要

入場
番号

価　格体重 購買者

205 雌 あきい  3.10.29 育種価本原 諒太郎 隆之国 安福久 忠富士

3 21-1417880803 (278) BACAAA のえる 　原 1763482 (82.5)

206 去 太郎３４７  3.10.26 紀多福 美国桜 百合茂 北国７の８

2 21-1354063628 (281) BBABBB よしひめ２７３ 　　 2672235 (80.4)

207 去 太郎３４８  3.10.30 百合未来 安福久 百合茂 安　平

6 21-1354063536 (277) CBCAAB よしひめ１９７ 　原 1621921 (81.2) CACAAC

208 去 晴美  3.11. 5 福之姫 美津照重 百合茂 安　平

4 21-1417886072 (271) BCCCCB はなゆり 　　 2583593 (80.5)

209 雌 おおくぼ３７  3.10.13 育種価本原 百合久 隆之国 安福久 百合茂

5 21-1417886089 (294) BACAAA たかこ 　原 1643371 (81.0) CBCAAA

210 雌 おおはら１０の５  3.10. 5 実有貴 安福久 勝忠平 安　平

4 21-1417883293 (302) ABBBBC はら１１の１３ 　原 1643372 (81.4)

211 雌 すずこ  3.10. 6 育種価本原 夏百合 美津照重 芳之国 安　平

1 21-1417883309 (301) CBCCCA すずらん 　　 2722533 (80.0)

212 去 紅葉  3.10. 9 美国桜 諒太郎 忠富士 安福久

1 21-1417883323 (298) みらい 　　 2717990 (80.0)

213 去 姫照重  3.10. 6 福之姫 美津照重 勝忠平 福　桜

5 21-1354066520 (301) BBBCCB りお 　原 1687074 (82.6) BBBCBB

214 去 幸紀久  3.10.14 茂福久 幸紀雄 安福久 第１花国

1 21-1354066537 (293) れいな 　　 2717991 (80.8)

215 雌 とみこ  3.10.29 育種価本原 夏百合 直太郎 安　平 福　茂

3 21-1417883316 (278) ABCABB なみこ 　　 2604149 (80.3)

216 去 山百合  3.11. 2 若百合 安平幸 百合茂 北国７の８

7 21-1417886126 (274) ABBCCC やまさち 　原 1565753 (82.0) BCBCCC

217 雌 ちこ  3. 9.24 育種価本原 美津照重 隆之国 勝平正 安　平

1 21-1417878794 (313) CCCBBA たかこ 　　 2717988 (78.5)

218 雌 りり  3.10.18 育種価本原 若百合 幸紀雄 安福久 百合茂

4 21-1417880353 (289) AABBBA りき 　　 2583618 (80.5)

219 去 淳  3.10.20 育種価本原 隆之国 百合白清２ 安福久 平茂勝

1 21-1393273194 (287) CBABAA あさひ 　原 1829604 (81.2)

220 去 光記  3.10.10 育種価本原 若百合 隆之国 安福久 平茂勝

4 21-1417880346 (297) BABCAA あやか 　原 1727898 (81.5)

221 去 太郎  3.11. 5 諒太郎 美穂国 安　平 糸　秀

8 21-1417883170 (271) BBCBBC はるみ 　原 1621919 (81.4) CCCCCC
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222 去 紀福  3.11.10 紀多福 安福久 勝忠平 安　平

4 21-1393276003 (266) BBBCBB かりん 　　 2596951 (81.0)

223 雌 みやこ７９  3. 9.28 紀多福 安福久 平茂勝 北国７の８ 受卵

21-1393275938 (309) しらかず 　　 2387085 (78.3)

224 去 都７８  3.11.14 百合茂 安福久 忠富士 福之国 受卵

21-1393276027 (262) AABBBB ひさこ 　　 2472231 (80.0)

225 去 都８２  3.11.29 関平照 安福久 平茂勝 安　平 受卵

21-1417882708 (247) CACBBA ひまわり 　原 1657140 (81.8) CACAAA

226 去 都８３  3.12. 1 関平照 安福久 平茂勝 安　平 受卵

21-1417882715 (245) CACBBA ひまわり 　原 1657140 (81.8) CACAAA

227 去 雄大  3.11.10 聖香藤 安福久 美穂国 安　平

3 21-1417883125 (266) あんり 　　 2638876 (80.5)

228 雌 あゆみ  3.10.17 幸紀雄 美国桜 安福久 勝忠平 全和血統証明書

2   -1417880315 (290) ふくさくら 　原 1778497 (82.4) 乳房外白斑

229 去 百合重  3.10.16 育種価本原 若百合 美津照重 安福久 勝忠平

4 21-1417880322 (291) BACCBA あん４１０ 　　 2545615 (80.1) CCCCCA

230 去 勝福１１２  3.11. 4 美津之国 平茂勝 安　平 福　茂

6 21-1417883101 (272) ふみこ 　　 2445275 (79.7) ACACCC

231 雌 こすもす１５１  3.10. 9 貴隼桜 平茂晴 安福久 百合茂

3 21-1393274160 (298)       きたはる 　　 2626051 (80.4)       

232 雌 まいたけ１５２  3.10.15 育種価本原 貴隼桜 隆之国 幸紀雄 安福久

2 21-1393274177 (292) BBABBA じゅん４４ 　原 1791312 (81.4)       

233 雌 なめこ１５４  3.10.16 茂晴花 百合白清２ 安福久 金　幸

2 21-1393274191 (291)       みなら６００２４ 　　 2665666 (80.1)       

234 雌 もみじ１５６  3.10.24 夏百合 美国桜 華春福 忠富士

1 21-1393274214 (283)       きくた８４ 　　 2717985 (81.3)       

235 雌 かえで１５７  3.10.28 育種価本原 貴隼桜 幸紀雄 秀菊安 福之国

3 21-1393274221 (279) BAACAA ゆきこ 　原 1763484 (81.5)       

236 雌 みぞれ１５８  3.11.28 関平照 隆之国 安福久 百合茂

3 21-1393274238 (248)       つのひめちゃん 　　 2626049 (79.3)       

237 去 美津金国  3.10. 8 美津之国 福之姫 安福久 百合茂

1 21-1417880438 (299) みなよ 　　 2700708 (82.3)

238 去 茂雄１２９  3.10.10 隆安国 好平茂 安福久 安　平

2 21-1354059003 (297) さゆり９１ 　　 2672245 (80.0)
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239 去 里  3. 9.22 美国白清 平茂勝 安　平 隆　美

7 21-1417877926 (315) かえで 　原 1594903 (81.7) BCBCCC

240 雌 あきこ  3.10.27 育種価本原 茂晴花 勝忠平 安　平 福　茂

9 21-1417880391 (280) AABCBB かずこ 　　 2384509 (81.2) BCCCCC

241 雌 らんらん  3.10.27 美国桜 百合茂 安福久 勝忠平 受卵

21-1632729338 (280) らん 　　 2533756 (83.4)

242 雌 のりこ  3.11.28 紀多福 勝忠平 北国７の８ 福　桜 乳房白

10 21-1417881138 (248) ABACBC かえで 　　 2377144 (83.0) AAACBC

243 雌 ２１ひかり１８３  3.11. 1 幸紀雄 満天白清 忠富士 平茂勝

1 21-1417882050 (275) まりあ 　原 1832784 (82.2)

244 雌 みなみ１０３  3.10.15 吉重７５ 喜亀忠 華春福 安糸福

3 21-1417881503 (292) いとはるの１の１ 　原 1759293 (82.8)

245 雌 あきこ  3.11. 3 福之姫 若百合 白鵬８５の３ 糸福（鹿児島）

2 21-1417884269 (273) ゆり 　　 2673392 (83.1)

246 去 秋雄  3.11. 4 福之姫 美穂国 福之国 福　桜

6 21-1417884276 (272) BCACCC うめひだか７８４ 　原 1683739 (81.5) BBACCC

247 雌 ふくこ  3.10. 3 福之姫 隆之国 百合茂 安福久

2 21-1417881350 (304) ちはる 　　 2654141 (81.7)

248 雌 つやひめ  3. 9.30 美国桜 百合茂 安福久 勝忠平

2 21-1417881473 (307) ゆりはな 　原 1797059 (82.3)

249 雌 みつふく  3.10.27 育種価本原 美津照重 安福久 百合茂 安福１６５の９

7 21-1417881459 (280) CACAAA ふくこ 　　 2477573 (80.1) CACAAB

250 雌 どれみ  3.10.17 若百合 秀菊安 忠富士 福　桜

6 21-1417881435 (290) うめふゆこ 　　 2493835 (80.5)

251 去 芝山２１の１２  3.10.25 福之姫 忠富士 安　平 隆　桜

9 21-1417881442 (282) BCBCCC あきこ 　原 1584161 (81.8) BCCCCC

252 雌 りえ  3.10.25 福之姫 喜亀忠 安福久 金　幸

2 21-1417881299 (282) みさき 　原 1791364 (82.0)

253 雌 もも  3.10.30 安福久 満天白清 秀正実 忠富士

1 21-1417881305 (277) さくこ 　原 1832781 (81.0)

254 去 耕福  3.10.18 紀多福 耕富士 隆之国 安福久

2 21-1417881268 (289) こう５０９ 　原 1791363 (84.0)

255 雌 のりこ  3.10.28 育種価本原 福之姫 安福久 百合茂 安糸福

6 21-1417881312 (279) BBCCCB ふくこ 　原 1671038 (81.2) CACAAB
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256 去 高蔵金  3.10.27 美津金幸 安福久 福之国 安　平

7 21-1417881398 (280) CBCBBB みよ 　原 1628201 (81.0) CACBAC

257 雌 つむぎ  3.10.10 育種価本原 勝早桜５ 花之国 安福久 百合茂

3 21-1628687116 (297) BAABAA おとわ 　　 2628713 (80.5)

258 雌 ふくみ  3.10.12 福之姫 百合茂 安福久 百合茂

4 21-1628687123 (295) つんこ 　　 2585608 (80.0)

259 雌 まろん  3.10.18 育種価本原 花之国 百合茂 安福久 平茂勝

2 21-1628687147 (289) BBBBBB いちご 　　 2673387 (81.5)       

260 去 日吉丸  3.10.20 育種価本原 勝早桜５ 安福久 百合茂 北国７の８ 恥骨部白斑

8 21-1628687154 (287) BAAAAA ちさと 　　 2454384 (79.5) CACAAB

261 去 高男  3.11.14 隆安国 安福久 平茂勝 安　平

5 21-1417885372 (262) たかみち 　原 1687067 (82.0)

262 去 太陽６１  3. 9.26 若百合 安福久 福之国 安　平

4 21-1354058617 (311) ひさ 　原 1727868 (82.6)

263 去 白清穂  3.10.12 育種価本原 百合白清２ 美穂国 勝平正 安　平

5 21-1393267506 (295) AAABAA けい 　原 1712853 (81.7) BBABBC

264 去 耕関  3.10.22 関平照 耕富士 美穂国 忠富士

4 21-1393267520 (285) ABACBB ながおか３８３ 　原 1712858 (82.1) ABACBB

265 去 美国天  3.11. 3 美国桜 満天白清 美穂国 福之国

1 21-1393267537 (273) たかこ４ 　　 2717978 (82.0)

266 雌 おと  3.10.22 貴隼桜 喜亀忠 華春福 安福久

3 21-1443922010 (285) あき４３２ 　　 2626024 (82.7)

267 去 幸  3. 9.29 育種価本原 諒太郎 隆之国 勝忠平 福　桜

2 21-1393271015 (308) ABBABA たかこ 　原 1769176 (81.4)

268 去 天  3.10.23 福之姫 勝忠安福 北　仁 東平茂

1 21-1393271152 (284) BCBCCB ただひさ 　　 2714787 (82.1)

269 去 天  3.10.29 紀多福 華春福 金　幸 安　平

5 21-1393271176 (278) ゆきはな 　原 1680694 (82.2)

270 去 福  3.10.29 育種価本原 百合白清２ 安福久 忠富士 安　平 受卵　同性複数産子

21-1393271190 (278) BAABAA ふくこ 　原 1660060 (81.0)

271 去 睦４４  3.10. 3 育種価本原 夏百合 百合白清２ 耕富士 福　桜

1 21-1633132601 (304) AAABBA はる５ 　　 2722515 (82.4)

272 去 睦４５  3.10. 6 関平照 美国桜 喜亀忠 安福久

2 21-1633132618 (301) みのり３０の７２ 　　 2673369 (82.0)
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273 雌 はる４６  3.10.16 紀多福 白鵬８５の３ 花平茂 安　平 乳房白

3 21-1633132625 (291) はるこ 　　 2634782 (81.5)

274 去 清福  3.10.24 美国白清 百合茂 北国７の８ 紋次郎

10 21-1603568997 (283) ことぶき３４２ 　　 2353763 (81.6) CCCCCC

275 雌 みらいれいわ５  3.10. 8 紀多福 勝忠鶴 熱富士 安福１６５の９ 乳房白

7 21-1390845516 (299) CBBCCC みらい２４ 　　 2422766 (79.6) CBCCCC

276 雌 みらいれいわ６  3.10.26 美国白清 茂　洋 勝忠平 北国７の８ 奥接

5 21-1390845509 (281) しげ 　　 2431024 (80.5) ABCCCB

277 去 清豊国  3.10.26 育種価本原 福之姫 安福久 徳悠翔 安糸福

5 21-1584434090 (281) BBCCCA あすか２ 　高 223737 (82.1) CACAAA

278 去 百合福  3.10.18 福之姫 百合茂 平茂勝 茂重波

10 21-1593648600 (289) ACBCCC はるこ 　高 218709 (83.6) ACCCCC

279 去 三郎  3.10.14 葉山桜 百合茂 安糸福 平茂勝

7 21-1488133242 (293) BBAABB なつみ 　原 1643399 (82.2) CCBCCC

280 去 華紀  3.10.28 紀多福 華春福 金　幸 神高福

5 21-1581688533 (279) ABACCB こゆき 　原 1697996 (82.6) AAACCC

281 去 吉久２  3.11.17 福之姫 幸紀雄 安福久 百合茂

1 21-1655736245 (259) よしひさ２ 　原 1832792 (81.7)

282 去 久恵利  3.10.14 育種価本原 徳悠翔 安福久 平茂勝 安　平 奥接

10 21-1636736233 (293) BBCAAA ひさえり 　　 2337153 (80.7) CACAAA

283 去 貴福  3.11.12 貴隼桜 百合茂 安福久 日向国 白舌

6 21-1601881166 (264) AAACAB ふくゆり 　　 2435757 (82.2) AAACAA

284 雌 なつみ  3.10.22 美国白清 高百合 忠富士 安　平

3 21-1601881142 (285) なつこ 　原 1712826 (81.1)

285 雌 あきこ  3.10.29 秋忠平 美津照重 百合茂 安福久 全和血統証明書

3   -1601881159 (278) ゆりこ 　原 1743029 (83.0) 乳頭癒着

286 雌 あかね  3.11. 8 美津照重 高百合 平茂勝 奥　茂

4 21-1628659946 (268) CBCBBB みどり 　原 1679333 (83.0)

287 雌 りょうか２  3.10. 5 育種価本原 美津照重 諒太郎 安福久 第１花国 異性複数産子

1 21-1334403826 (302) CACBAA みゆきひめ２８ 　原 1824796 (81.2)

288 去 南３  3.12. 1 育種価本原 美津金幸 美国桜 糸福（鹿児島） 平茂勝

5 21-1601873147 (245) BBAABA みなみ 　原 1702898 (81.1) AAAAAA

289 雌 せきか５  3. 9. 8 育種価本原 聖香藤 百合茂 福之国 安　平

5 21-1361657476 (329) ABABBB とみゆり 　原 1643403 (81.0)
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290 去 咲菊児  3.10.11 第１花藤 幸紀雄 安福久 平茂勝

5 21-1637256525 (296) CBCCBB さきくこ 　　 2509832 (80.4) CBBCBB

291 去 夢美来８８９  3.11. 8 知恵久 福之姫 勝忠平 安福１６５の９

1 21-1627087825 (268) ゆめみらい８６１ 　　 2722508 (81.5)

292 去 拓郎  3.10.19 勝忠安福 百合茂 茂　宗 糸姫（島根）

12 21-1350865264 (288) BCBCCC ともこ 　　 2247968 (80.0) CCCCCC

293 雌 ふじこ  3.10.24 勝忠安福 諒太郎 美国桜 安福久 乳房白

1 21-1400865275 (283) りょうこ 　原 1819816 (82.7)

294 去 藤雄  3.11. 9 聖香藤 勝忠安福 喜亀忠 華春福

1 21-1400865282 (267) よしえ 　　 2711553 (82.3)

295 去 姫桜  3.11.13 福之姫 幸紀雄 華春福 安糸福

2 21-1400865299 (263) いちか 　　 2673370 (83.4)

296 雌 まつてる  3.10.12 美津照重 喜亀忠 百合茂 安福久

3 21-1646969485 (295) たかこ 　原 1765432 (81.4)

297 雌 まつりょう  3.10.20 諒太郎 華春福 百合茂 金幸福

4 21-1646969492 (287) ゆりふく１ 　原 1733218 (81.0)

298 雌 たかみ  3.10.26 育種価本原 聖香藤 隆之国 安福久 平茂勝

5 21-1583438600 (281) BBAAAA たかこ 　原 1694636 (81.3)

299 去 福太郎  3.11. 3 福之姫 安福久 平茂勝 北国７の８

8 21-1378838615 (273) BBBCCB ふくひめ 　　 2409409 (81.4) CACBAB

300 去 久雄  3.11.25 多久実 耕富士 美穂国 安　平

1 21-1557033442 (251) るりこ２の２ 　　 2722516 (80.0)

301 去 格  3. 9.28 夏秋花 隆之国 安福久 平茂勝

3 21-1393275716 (309) CCCBCC はるみ 　　 2634738 (79.3)

302 雌 ほたる  3.10.21 美津照重 満天白清 百万石 忠富士

1 21-1637025640 (286) のりか 　　 2722517 (80.2)

303 去 聖太  3.10.29 育種価本原 聖香藤 秀菊安 忠富士 大　将

5 21-1637025657 (278) BAABAA まり 　　 2545604 (80.7) CABCBA

304 去 藤雄１６  3.10.12 美津金幸 勝忠平 北国７の８ 安福１６５の９

9 21-1659920497 (295) BBBCBB たけこ４ 　　 2348686 (79.6) AAACBC

305 雌 しめじ  3.10. 3 育種価本原 多久実 幸紀雄 安福久 平茂勝

1 21-1390846858 (304) CACBAA あじしめじ 　　 2722510 (80.3)

306 去 百合桜  3.10.16 葉山桜 百合茂 安福久 第１花国

3 21-1253189177 (291) AAAAAB せいこ 　　 2620513 (80.6)
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307 去 国桜  3.11. 4 育種価本原 若百合 安福久 茂　勝 北国７の８

6 21-1354080755 (272) BACCBA あやめ 　　 2466642 (80.6) CBCBBA

308 去 福白  3.10.21 育種価本原 芳之国 百合白清２ 安福久 平茂勝

1 21-1372560635 (286) AAACBA ひろこ 　　 2718035 (80.3)

309 去 王子２２０  3.10.14 幸忠栄 勝忠平 美津福 北国７の８

10 21-1355369651 (293) BCCBCC しのぶふく４ 　　 2377158 (79.6) CCCBCC

310 去 王子２２１  3.10.20 愛之国 安福久 百合茂 紋次郎

4 21-1355369668 (287) BBBCCB おまつ 　　 2529602 (80.0)

311 去 美金  3.10.19 美津金幸 百合茂 安平照 安福１６５の９

8 21-1355377038 (288) CCCCCB ゆりふく 　原 1612408 (80.6) CCCCCC

312 雌 はやこ  3.10.20 育種価本原 貴隼桜 幸紀雄 安福久 平茂勝

2 21-1355377045 (287) BAABAA さち 　　 2660831 (81.0)

313 雌 みつゆり  3.10. 8 育種価本原 美津照重 百合茂 美津福 平茂勝

7 21-1355377083 (299) CBCCBA みはる７０ 　原 1628149 (80.7) ABBCCB

314 雌 ゆりこ  3.11. 6 育種価本原 若百合 諒太郎 安福久 平茂勝

3 21-1354081424 (270) AABBAA かえで 　原 1763518 (81.4)

315 雌 のぞみ  3.10.18 育種価本原 福之姫 安福久 勝忠平 北国７の８

6 21-1354078462 (289) BBBCBB やすこ 　原 1663789 (81.0)

316 雌 よしふじ１５９  3.10. 8 育種価本原 茂晴花 福　栄 平茂勝 北国７の８

9 21-1650109297 (299) BCBBBB くにかみ３２６ 　　 2366387 (80.6) CCCBCC

317 去 初夢  3.11. 5 育種価本原 茂久桜 百合白清２ 安福久 勝忠平

1 21-1354081455 (271) CACAAA はつゆり 　　 2718036 (80.1)

318 去 勝忠  3.11.19 若百合 隆之国 華春福 百合茂

2 21-1354083077 (257)       まつたか 　　 2672271 (80.6)       

319 雌 ふくかね  3. 9.16 育種価本原 関平照 幸紀雄 安福久 平茂勝 乳房白

5 21-1354080496 (321) CBCCCA かねふく 　原 1690932 (81.4) CCBBCA

320 雌 うめこ  3. 9. 3 育種価本原 若百合 安福久 平茂勝 北国７の８

6 21-1354080434 (334) BACCBB ひさこ 　原 1600067 (80.3) CBCBBC

321 雌 ふくゆり  3.10. 7 育種価本原 久茂福 隆之国 百合茂 福　昌

1 21-1354081219 (300) CACAAA たかゆり 　原 1829622 (81.2)       

322 去 百恵１９０  3.10.20 美国桜 安福久 勝忠平 安　平

7 21-1354081226 (287) CABAAA ももえ１０５ 　高 225461 (82.1) CACBAA

323 去 百恵１９０  3.12. 6 若百合 美穂国 福　桜 安　平

7 21-1354083701 (240) AAACBB あやこ２ 　原 1643341 (82.2) ABACCC

和牛子牛せり 24 令和4年8月3日



性 名　　号 生年月日 育種価資格 父 母の父 母の祖父 ４代祖

産次数 登記番号（個識№） （日令） 期待育種価 母 母牛番号 得点 母育種価
摘　　　要

入場
番号

価　格体重 購買者

324 去 姫美  3.11.12 福之姫 美津百合 貴安福 糸姫（島根）

6 21-1354083718 (264) CCCCCB ふくみつ 　　 2493815 (80.3) CCCACC

325 去 耕知  3.10. 9 知恵久 耕富士 安福久 勝忠平

1 21-1354081271 (298)       ゆうこ 　　 2718050 (81.0)       

326 去 車田  3. 9.26 勝忠安福 美国桜 安福久 菊花国

3 21-1354078738 (311) ひめ 　　 2610115 (80.0)

327 去 長田  3.10. 2 聖香藤 隆之国 安福久 平茂晴

2 21-1354078745 (305) ようこ 　　 2654082 (80.5)

328 雌 ななみ  3. 9.16 育種価本原 茂晴花 茂　洋 安糸福 平茂勝

6 21-1354078752 (321) AABCBA あかがい１ 　原 1586835 (80.2)

329 雌 せいかふじ  3.12. 6 育種価本原 聖香藤 福　栄 百合茂 北国７の８

10 21-1354079230 (240) ABAABB ふくほりふく１１ 　　 2391728 (79.0) ABCBCC

330 雌 ゆりひめ  3.10.30 福之姫 百合茂 福　桜 平茂勝

5 21-1354079582 (277) ACBCCC ゆり 　原 1702943 (82.4) BCBBCC

331 去 富士３３  3.10.25 久茂福 芳之国 安福久 平茂晴

2 21-1354078783 (282) CACBAA ふじ２０ 　　 2617049 (79.0)

332 去 太郎  3.11. 7 育種価本原 若百合 隆之国 安福久 福　桜

1 21-1354079360 (269) BABCAA みかん 　原 1833722 (82.6)

333 去 美重  3.10.16 美津照重 福之姫 諒太郎 平茂勝

1 21-1372563841 (291) ひめ 　原 1833721 (81.5)

334 去 国桜  3.10.17 美国桜 勝早桜５ 安福久 百合茂

1 21-1372563858 (290) つばき 　原 1833720 (83.0)

335 去 和公５０９  3.10.30 育種価本原 花国安福 百合茂 茂　洋 平茂勝

3 21-1372544949 (277) ABACCA わこう４５１ 　原 1763532 (81.4)       

336 去 福哲  3.12.22 育種価本原 福　増 美国桜 百合茂 安　平

5 21-1354079353 (224) BABAAA ゆりさくら９３ 　原 1694642 (81.4) CAAAAA

337 去 高橋１０７５  3.10.26 福之姫 安亀忠 百合茂 平茂晴

2 21-1639504693 (281) たかはし９１４ 　　 2672288 (79.2)

338 雌 たかはし１０７４  3.10. 7 育種価本原 若百合 平茂晴 平茂勝 忠　福

11 21-1639504686 (300) BBBCBA ももこ 　高 215550 (83.2) CCBBCA

339 雌 がく７８３  3. 9.28 美国白清 勝忠安福 勝平正 福之国

1 21-1654678805 (309) がく５５９ 　原 1823427 (81.7)

340 雌 がく７８９  3.10. 7 美国白清 華春福 百合茂 金　幸

1 21-1654678874 (300) ななみ 　原 1823425 (82.6)

和牛子牛せり 25 令和4年8月3日



性 名　　号 生年月日 育種価資格 父 母の父 母の祖父 ４代祖

産次数 登記番号（個識№） （日令） 期待育種価 母 母牛番号 得点 母育種価
摘　　　要

入場
番号

価　格体重 購買者

341 去 学７９２  3.10.11 久茂福 満天白清 忠富士 福之国

1 21-1654678904 (296) みゆき 　　 2709366 (80.5)

342 去 満山１７４  3.11.15 美国桜 百合茂 安　平 糸弘２

7 21-1355377786 (261) CAAAAB みつやま１３０ 　原 1628228 (80.4) BCBABC

343 去 山本５１７  3.11.28 貴隼桜 華春福 百合茂 金　幸

3 21-1355365332 (248) れい 　　 2539682 (80.4)

344 去 山本５１８  3.12.16 福之姫 華春福 勝忠平 金　幸 奥接

5 21-1355365349 (230) ABACCB みなこ 　原 1698056 (81.6) AAACCB

345 去 芝原５  3.10. 2 美国桜 徳悠翔 北国７の８ 高　栄

5 21-1355377625 (305) CBCAAC とくこ 　　 2502733 (81.0) CCCACC

346 去 白川７２８５  3.10.28 茂晴花 義平福 百合茂 北国７の８

4 21-1628673065 (279) AABBBB ふみこ 　　 2569991 (79.8)

347 雌 はないと  3.11. 9 育種価本原 茂晴花 安糸福 平茂勝 紋次郎

6 21-1628673089 (267) BBBCCB やすいと５６８ 　原 1544430 (81.2) CCCCCC

348 雌 まさこ７６  3.10. 8 真白１ 福　増 奥安福 藤北景

2 21-1521315925 (299) めいこ９２０ 　　 2598762 (80.3)

349 去 玄樹１２  3.11.15 夏百合 百合勝安 藤勝栄 福安照

1 21-1521315963 (261) みさと９８７ 　原 1799278 (82.6)

350 去 玄樹１３  3.11.17 光平照 平茂勝 安福（岐阜） 第７糸桜 受卵

21-1521315987 (259) CCCCCB かつこ 　　 2140541 (80.6)

351 去 玄樹１４  3.11.19 夏百合 福　増 福　栄 安茂勝

3 21-1521315994 (257) ちえみ９３４ 　　 2610086 (80.6)

352 雌 しげてる  3. 9.23 茂晴花 美津照重 隆之国 百合茂 全和血統証明書

3   -1664601510 (314)       てるてる 　　 2620541 (80.3)       腹部白斑

353 雌 ちなつ  3. 9. 8 福之姫 幸紀雄 安福久 百合茂

4 21-1396070363 (329)       まりこ 　　 2569969 (82.0)       

354 去 連  3. 9.18 美国桜 諒太郎 百合茂 安福１６５の９

1 21-1634845180 (319)       あきの 　原 1824781 (81.0)       

355 雌 ひらいし１８３  3.10. 5 勝忠安福 北国７の８ 茂　勝 平茂勝

14 21-1352589465 (302) BCACCC ひらいし１０ 　　 2261380 (78.8) CCBCCC

356 去 千春  3.10. 1 育種価本原 若百合 百合茂 安福久 平茂勝

7 21-1354081141 (306) AABBBA ひかり 　原 1617492 (80.6) BABAAA

和牛子牛せり 26 令和4年8月3日



性 名　　号 生年月日 育種価資格 父 母の父 母の祖父 ４代祖

産次数 登記番号（個識№） （日令） 期待育種価 母 母牛番号 得点 母育種価

1 去 美  3.10.26 育種価本原 美津照重 美国桜 安福久 第１花国

4 21-1641513744 (282) CACBAA さつき 　　 2563121 (79.7) CAAAAA

2 去 光  3.10.22 光平照 百合茂 金　幸 神高福

8 21-1641513737 (286) CCCCCB こはる 　　 2435788 (81.0)

3 雌 まる  3.10.28 育種価本原 葉山桜 平茂晴 安福久 平茂勝

7 21-1641513751 (280) ABABAB ももこ 　原 1643349 (82.0) BCACCB

4 雌 こうちゃん  3.10.23 久百合 勝忠平 北国７の８ 奥　茂

11 21-1641512563 (285) ABBCCC いとこ 　　 2370376 (81.1) ABACCC

5 去 春夏秋冬  3.10.29 夏秋花 幸紀雄 勝忠平 北国７の８

4 21-1641512570 (279) BCCCCC ゆきちゃん 　原 1731993 (81.0) ABACBB

6 去 景勝  3.10.30 茂白清 美国桜 安福久 平茂勝

4 21-1641511689 (278) ゆめこ 　　 2485955 (80.0)

7 去 大木１８０  3.10.25 育種価本原 百合白清２ 百合茂 安福久 勝忠平

4 21-1641512693 (283) AAABAA おおき１４１ 　　 2534057 (81.7)       

8 雌 みずほ１８９  3. 9.10 育種価本原 美津金幸 芳之国 北平安 平茂勝

5 21-1641512303 (328) BCBCCB みずほ１５２ 　　 2534062 (80.1) BCACCB

9 雌 みずほ１９０  3. 9.21 茂白清 隆之国 安福久 安平照

4 21-1641512310 (317) ふく２ 　　 2550643 (80.8)

10 去 源太６  3.10. 4 育種価本原 茂晴花 諒太郎 安福久 平茂勝

2 21-1641512501 (304) AACBAA かがみ 　　 2638867 (80.2)

11 雌 げんだ７  3.10. 6 育種価本原 第１花藤 美国桜 幸紀雄 白清８５の３

1 21-1641512518 (302) CBCBBA なんこ７７９５ 　　 2714829 (80.1)

12 雌 げんだ９  3.10.10 育種価本原 隆之国 美国桜 勝平正 安　平

1 21-1641512532 (298) CCBBBA しぐれ 　　 2714828 (81.6)

13 去 彩８３  3.10.18 隆安国 百合茂 安福久 福　桜

6 21-1641513447 (290) ふくひめ 　原 1657141 (81.1) BBCABB

14 雌 れいな２９  3.10. 8 美国桜 華春福 百合茂 金　幸 受卵

21-1650426776 (300) みなきよ１の３ 　　 2542914 (80.2)

15 去 横７９  3.10.13 関平照 芳之国 平忠勝 安福久

4 21-1626565799 (295) BBCCCB よしひら 　　 2583628 (79.7)

16 去 横８０  3.10.22 関平照 隆之国 北平安 百合茂

3 21-1626565805 (286) CBCCBB さつき 　原 1747665 (81.7)

17 去 山忠２８５  3.11.16 育種価本原 諒太郎 安福久 勝忠平 茂　勝

3 21-1549814196 (261) AACAAA やまただ２１４ 　原 1755102 (82.6)       

入場
番号

体重 価　格 購買者 摘　　　要

和牛子牛せり 27 令和4年8月4日



性 名　　号 生年月日 育種価資格 父 母の父 母の祖父 ４代祖

産次数 登記番号（個識№） （日令） 期待育種価 母 母牛番号 得点 母育種価

入場
番号

体重 価　格 購買者 摘　　　要

18 雌 あかね６９９  3. 9.28 育種価本原 金太郎３ 美国桜 幸紀雄 忠茂勝 受卵

21-1634185583 (310) ABACBB あかね６０６ 　　 2626124 (81.1)

19 雌 たいよう１５  3. 9.25 育種価本原 勝忠安福 福　栄 第５隼福 北国７の８

8 21-1640032765 (313) BCACCB ひめ１４ 　原 1505510 (80.8) CCCCCC

20 去 北風２２  3.10.10 芳之国 隆之国 平茂晴 平茂勝

1 21-1640032864 (298) ACBCCA かいげん２６ 　　 2711546 (78.0)

21 雌 たいよう２０  3.11. 1 育種価本原 勝忠安福 勝平安 日本桜 平茂勝

4 21-1640032895 (276) ABACBB さなえ６ 　　 2592462 (80.2)

22 雌 まつや２７１  3.11. 7 育種価本原 諒太郎 隆之国 安福久 平茂勝

3 21-1538714896 (270) BABAAA かよこ 　　 2634764 (82.1)

23 雌 ふくこ  3.10.27 育種価本原 福　増 義平福 安糸福 平茂勝

4 21-1641212159 (281) BACBAB よしこ 　　 2579111 (81.3)

24 雌 せきひめ  3.11. 3 関平照 喜多平茂 第５隼福 東平茂 奥接

5 21-1641214146 (274) BCCCCC きたひめ 　原 1594858 (80.2) BCBBCC

25 雌 みちこ  3.10.24 育種価本原 美国桜 幸紀雄 勝忠平 第５隼福

5 21-1641212357 (284) BAABAA やはた１６４ 　原 1698071 (81.3)

26 雌 かみひめ  3.10.27 隆安国 諒太郎 百合茂 第１花国 白舌

2 21-1641212364 (281) かみざかえ５８２ 　原 1769220 (82.0)

27 雌 みどり２２７  3.10. 8 育種価本原 茂晴花 勝忠平 安糸福 金　幸 乳座白

6 21-1509894923 (300) ABACCA えまき６ 　　 2516082 (80.1) BCBCCB

28 雌 みどり２２８  3.10. 9 育種価本原 福　増 百合茂 北国７の８ 安　平

6 21-1509894930 (299) BABBAB ゆりこ 　原 1675912 (81.5) ACACCC

29 雌 みどり２２９  3.10.10 百合福久 美津照重 平茂晴 安福久 全和血統証明書

6   -1509894947 (298) やどかず４４６ 　　 2509703 (80.1) CCCCCB 右乳頭癒着

30 雌 みどり２３２  3.11. 7 関平照 隆之国 百合茂 安　平

6 21-1654208064 (270) CCCBBB たかこ１ 　原 1675914 (81.3) CCABCC

31 雌 きたいとかつ  3. 9. 5 紀多福 安糸福 勝勝福 福　栄

11 21-1641212289 (333) CCCCCB いとかつ 　原 1454578 (81.6) CCCCCC

32 去 関諒安糸  3.10.30 関平照 諒太郎 安糸福 勝勝福

3 21-1641212319 (278) BBCBBB りょうたいと 　原 1755083 (82.2)

33 雌 ぺこ  3.10.14 育種価本原 愛之国 諒太郎 第１花国 紋次郎 白舌

1 21-1624827998 (294) BCBCCB ふみこ 　　 2714759 (79.7)

34 雌 おおひら６４  3.11. 2 育種価本原 若百合 第１花藤 安福久 平茂勝

3 21-1641214344 (275) AACCBA なつみ 　　 2614536 (82.7)

和牛子牛せり 28 令和4年8月4日



性 名　　号 生年月日 育種価資格 父 母の父 母の祖父 ４代祖

産次数 登記番号（個識№） （日令） 期待育種価 母 母牛番号 得点 母育種価

入場
番号

体重 価　格 購買者 摘　　　要

35 雌 ふく１０２５  3.10.15 育種価本原 福之姫 安福久 平茂勝 神高福

9 21-1641212647 (293) BBCCCB こまつ７２０ 　原 1578918 (82.2) BBCBBB

36 雌 まき  3.10.20 育種価本原 紀多福 美津照重 勝忠平 安糸福

2 21-1641212753 (288) BBBCCB こはる 　原 1755072 (82.4)

37 去 関吉  3.11.18 関平照 美穂国 忠富士 上　福

6 21-1641214535 (259) BBCBBB みつよ 　　 2502795 (80.7) BCAABC

38 去 直気  3.11. 1 育種価本原 茂晴花 諒太郎 安福久 平茂晴

2 21-1641214610 (276) AABBAA なつみ 　原 1780854 (82.5)

39 去 芳草２６７  3.11. 1 福之姫 茂　洋 安糸福 第２平茂勝

4 21-1509898204 (276) BCBCCB よしくさ２０２ 　原 1733194 (82.6)

40 雌 よしくさ２８４  3.10.22 育種価本原 関平照 百合茂 福之国 安　平

9 21-1509898198 (286) ABBCCA よしくさ１０５ 　原 1551997 (82.0) ACACCA

41 雌 よしくさ２８５  3.11. 6 育種価本原 若百合 忠勝美 福之国 安　平

6 21-1509898211 (271) AAACBB よしくさ１４８ 　　 2477566 (81.4) BBACCB

42 雌 よしくさ２８６  3.11. 8 美国桜 安福久 勝忠平 北国７の８ 全和血統証明書

6   -1509898228 (269) あやめ 　原 1621881 (80.4) 左右乳頭癒着

43 雌 よしくさ２８７  3.11.30 育種価本原 関平照 諒太郎 安糸福 平茂勝

4 21-1509898242 (247) BBCBBB よしくさ２０４ 　原 1733193 (81.0)

44 雌 ろまん４４  3.10.13 関平照 幸紀雄 隆之国 美津福 乳房白

1 21-1640401721 (295) ろまん１４ 　原 1826518 (81.2)

45 雌 ろまん４７  3.10.23 野喜久 美国桜 平茂勝 紋次郎

3 21-1640401752 (285) みゆき 　原 1702981 (81.0)

46 雌 ろまん４５  3.10.17 育種価本原 紀多福 幸紀雄 平茂勝 北国７の８

5 21-1640401738 (291) BCACCA さきぶらんど 　原 1683760 (81.5) BCACCA

47 去 浪漫７８  3. 9.10 野喜久 勝忠平 美津福 安福１６５の９ 同性複数産子

8 21-1421901662 (328) いちこ 　原 1518048 (80.1) BBBCBB 恥骨部白斑

48 去 浪漫８３  3.11. 3 夏百合 幸紀雄 第１花国 紋次郎

1 21-1640401769 (274) BCBBCB さきぶらんど９ 　　 2714766 (81.6)

49 雌 みく  3.10.14 育種価本原 美国桜 諒太郎 安福久 福之国

1 21-1641212135 (294) CABAAA るな 　　 2714749 (80.7)

50 雌 あめ  3.10.23 関平照 百合茂 長　栄 第１花国

4 21-1641212630 (285) BBCBBC はるい 　　 2509822 (80.7) CCCABC

51 雌 あき  3.11.10 育種価本原 幸紀雄 美国桜 安糸福 平茂勝 乳房白

6 21-1641214498 (267) BAABAA ななみ 　　 2502785 (80.0) CAAAAA
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52 去 秋忠  3.11. 4 秋忠平 安糸福 平茂勝 安福１６５の９

9 21-1374767551 (273) ABCCCB みどり 　　 2308307 (79.7) CCCBCC

53 去 富士国  3.10. 5 愛之国 高百合 忠富士 安　平

4 21-1641212548 (303) ACBCCC ふじこ 　　 2545707 (81.4) BCCACC

54 雌 しげさち  3.11. 1 育種価本原 茂晴花 幸紀雄 安福久 平茂勝

5 21-1641214603 (276) BABCAA さちのり 　原 1698063 (82.0)

55 雌 きたこ  3.10.23 育種価本原 紀多福 勝忠平 福　桜 安　平

12 21-1641212890 (285) ABACBB やすこ２ 　高 215538 (81.7) ABACCC

56 去 関太郎  3.10.19 関平照 美国桜 百合茂 華春福

2 21-1641212852 (289) こざくら 　　 2673352 (81.8)

57 去 琴夏２０  3.10.21 育種価本原 福　増 安福久 勝忠平 第１花国

6 21-1654209825 (287) BACBAA ひさ５７３ 　　 2502793 (80.7)

58 去 琴夏２３  3.11. 1 福　増 安福久 平茂勝 北国７の８

6 21-1654209917 (276) CACAAB ひさ５４６ 　原 1654249 (81.0) CCCABC

59 雌 ひさ８８７  3.10. 5 美津金幸 安福久 平茂勝 安　平

3 21-1654209771 (303) CBCBBB ひさ７０２ 　原 1755067 (81.0)

60 雌 ひさ８９２  3.10.29 育種価本原 勝　洋 百合茂 平茂勝 安　平

7 21-1654209856 (279) BAACBB ひさ４６８ 　原 1609511 (81.2)

61 去 隆大３５  3.10.16 関平照 美国桜 勝忠平 美津福

2 21-1521975952 (292) CBCCBB あきよし 　　 2673382 (82.1)

62 雌 なな１３３  3.10.10 美津忠 安福久 平茂勝 北国７の８

10 21-1521975945 (298) CBCAAB なつみ 　　 2385270 (78.8) CABAAA

63 雌 なな１３４  3.11. 7 夏百合 茂重安福(岐阜） 百合茂 景　藤

5 21-1521975983 (270) CCCABB くまだ 　　 2493765 (81.3) CCCABC

64 雌 なな１３６  3.11.18 育種価本原 関平照 義平福 勝忠平 安平照

6 21-1521976010 (259) AACBBB よしひめ 　原 1667319 (81.0) AAABBC

65 去 静男  3.10.18 育種価本原 百合白清２ 安福久 勝平正 福之国

9 21-1369477496 (290) CAAAAA しずく 　　 2435835 (80.2) CACAAA

66 去 鍋男１０８  3.11. 3 美国桜 安福久 平茂勝 北国７の８

7 21-1369477625 (274) CABAAA かえで 　原 1660065 (82.1) BBBCBA

67 去 鍋男１０９  3.11. 5 育種価本原 美津照重 安福久 勝忠平 安　平

6 21-1369477632 (272) CACBAA まろひめ 　原 1680623 (82.8) CACAAA

68 去 長野２０４  3. 9.25 諒太郎 安糸福 平茂勝 北国７の８ 奥接

13 21-1521975365 (313) BBCBCB いずみ７ 　　 2270633 (80.1) CCCCCC

和牛子牛せり 30 令和4年8月4日



性 名　　号 生年月日 育種価資格 父 母の父 母の祖父 ４代祖

産次数 登記番号（個識№） （日令） 期待育種価 母 母牛番号 得点 母育種価

入場
番号

体重 価　格 購買者 摘　　　要

69 去 長野２０５  3.10.10 育種価本原 勝早桜５ 安福久 百合茂 安　平

6 21-1521975334 (298) BAAAAA やすひめ 　　 2488466 (80.3) CBCAAB

70 去 川原２０３  3.10.27 育種価本原 百合白清２ 安福久 勝忠平 菊　谷

5 21-1369478325 (281) AAABAA くらひめ４ 　原 1680624 (81.7)

71 去 仲山５  3.10. 9 美津照重 茂福久 美国桜 安福久

1 21-1521975402 (299) なかよし 　　 2704390 (80.2)

72 去 小林１９７  3.11. 3 関平照 美国桜 安福久 勝忠平

3 21-1369479988 (274) こすもす 　原 1759284 (82.0)

73 去 原石２５３  3.10.30 育種価本原 百合白清２ 美津照重 平茂勝 安　平

5 21-1369478271 (278) AAABAA はらいし１６７ 　原 1708325 (81.5) CBCCBB

74 去 原石２５４  3.11. 4 育種価本原 茂晴花 美津照重 百合茂 安平照

2 21-1369478288 (273) BACBBA はらいし１７８ 　原 1743066 (82.0)

75 雌 おか１５  3.10. 9 美津照重 美国桜 平茂勝 安福１６５の９

2 21-1369478196 (299) みつば 　　 2665738 (80.3)

76 雌 はら６６  3. 9.21 美津照重 福之国 福　桜 第２０平茂

10 21-1369477519 (317) CCCBBB りす３５ 　原 1469830 (80.1) CCAABC

77 雌 ひめ  3.11. 3 育種価本原 紀多福 美国桜 勝忠平 安　平

3 21-1369478240 (274) BBABBB まろひめ７ 　原 1769756 (81.1)

78 雌 あやや  3.10. 5 勝早桜５ 美国桜 諒太郎 安福久

2 21-1369477441 (303) あやめ１９３ 　　 2673375 (80.3)

79 雌 きくてる  3.11. 2 豊奨菊 福　増 百合茂 第１花国

2 21-1521976850 (275) CACAAB てるみ 　　 2673372 (80.5)

80 去 美照  3.11. 1 育種価本原 関平照 幸紀雄 安福久 平茂勝

4 21-1521976881 (276) BACCBA みほ 　　 2553014 (79.0)

81 去 深野１０２  3.10.17 福　増 光平照 百合茂 平茂勝

4 21-1645715571 (291) CACBAA ふこうの６０ 　　 2579139 (77.5) CCCCBA

82 去 深野１０３  3.11.14 勝早桜５ 安福久 北国７の８ 紋次郎

3 21-1657415698 (263) れんこ 　　 2598797 (77.0)

83 雌 ちあき  3.10. 8 育種価本原 茂晴花 若百合 安福久 第１花国

1 21-1521976232 (300) AABCAA くるみ 　　 2724579 (80.2)

84 雌 みやび  3.11. 5 茂晴花 光平照 百合茂 安福久

3 21-1521976256 (272) めごひめ 　　 2620547 (82.2)

85 去 屋戸白清７１９  3.10.28 美国白清 安糸福 平茂勝 安福（岐阜）

10 21-1399335124 (280) やどかつ３４４ 　原 1539973 (80.3) BCCCCC
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86 去 屋戸紀多７２０  3.11. 4 紀多福 勝忠平 美津福 東平茂

13 21-1399335131 (273) ACACCB やどりんご２９０ 　原 1428407 (81.4) ACBCCB

87 雌 ふくのさき  3.10.24 育種価本原 福之姫 幸紀雄 美津照重 平茂勝

4 21-1399339603 (284) ACACCB さきみつひら 　　 2596981 (80.4)

88 雌 みつひかり  3.11. 2 育種価本原 美津照重 諒太郎 百合茂 平茂勝

2 21-1399339610 (275) CACBBA つるひかり２３３ 　原 1742045 (82.3)

89 雌 はなさき３５５  3.10.23 育種価本原 紀多福 安福久 平茂勝 安　平

7 21-1377433057 (285) BBBCCB ふくひら 　原 1604465 (82.0)

90 雌 あき１９  3.10. 8 勝　洋 福之国 忠富士 福　桜

8 21-1399338651 (300) BAACBC ちゃちゃひめ 　　 2422790 (82.6) ACACCC

91 雌 こうしん１６５  3.10.31 安福久 美穂国 勝平正 福　桜 受卵

21-1482117934 (277) CACAAB ふくひめ 　　 2466587 (81.2) CBCBBC

92 雌 こうしん１６７  3.11. 2 安福久 美穂国 勝平正 福　桜 受卵　奥接

21-1634274867 (275) CACAAB ふくひめ 　　 2466587 (81.2) CBCBBC

93 雌 しるきい２  3.10.26 知幾１１の１２ 勝忠平 神高福 第２０平茂 乳房白　自然交配

7 21-1377433439 (282) ACACCC りこ 　原 1513588 (82.1) ACBCCC

94 雌 ひとみ  3.10. 3 育種価本原 茂晴花 幸紀雄 安　平 隆　桜

2 21-1399340975 (305) BABCBA さちえ 　原 1799217 (82.4)

95 去 山  3.11.10 育種価本原 幸紀雄 隆之国 安福久 勝平正

4 21-1399341927 (267) CAABAA ふみこ 　　 2583582 (81.0) CABAAA

96 去 太郎  3.10.12 美津金幸 茂　洋 平茂勝 第１花国

8 21-1399341897 (296) CCCBCB あきえ 　原 1565693 (80.0) BCCBCB

97 去 梅沢３４１  3.10. 8 幸紀雄 福之姫 安福久 勝忠平

1 21-1399341002 (300) うめざわ３１４ 　　 2714804 (82.3)

98 雌 うめざわ３４３  3.10.20 美国白清 百合茂 安福久 平茂勝

8 21-1399341989 (288) つばさ 　原 1604461 (81.6) BBBABB

99 去 杢内４２５  3.10.21 育種価本原 紀多福 諒太郎 花之国 安福久

3 21-1399334561 (287) AAABAA ふくりょうた 　原 1757319 (81.0)

100 去 杢内４２６  3.11.21 紀多福 安福久 平茂勝 第１花国

5 21-1399334578 (256) BBBBBB みずはな２の２ 　原 1702884 (82.3) CBCAAB

101 去 二郎  3.11. 8 愛之国 光平照 糸福（鹿児島） 福　桜

2 21-1399341682 (269) CCCCCC はるみ 　　 2654114 (81.6)

102 去 岩代  3.10.24 美国桜 平茂勝 安　平 糸　秀

10 21-1399341729 (284) CCCBCC ひでみの５ 　　 2370344 (80.8) CCCCCC
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103 去 福山  3.11.18 福之姫 美津照重 隆之国 安茂勝

2 21-1399341699 (259) CCCCCB てるこ 　原 1788817 (81.1)

104 雌 りょうか  3.10.26 育種価本原 諒太郎 隆之国 安福久 平茂勝

4 21-1399341705 (282) BABBAA あいか 　原 1726358 (82.7) CBBCAA

105 雌 めぐみ  3.10.26 安亀忠 百合茂 福　桜 糸弘２

6 21-1399341774 (282) たけこ 　原 1654200 (82.4)

106 去 浜井場  3.10.28 美国白清 諒太郎 安福久 平茂勝

3 21-1399341743 (280) りょうこ 　原 1721264 (82.5) BACAAA

107 去 福勝美  3.10.28 福之姫 勝忠平 安　平 隆　桜

2 21-1399337654 (280) よしえ３ 　　 2677232 (81.0)

108 雌 ふくきた３  3.10.20 育種価本原 紀多福 安福久 平茂勝 安　平 受卵

21-1399337609 (288) CBBBBA ひまわり 　原 1657140 (81.8) CACAAA

109 雌 まりこ  3.10.23 育種価本原 紀多福 安福久 勝忠平 金　幸

8 21-1399342122 (285) BABBAA ふくこ 　原 1519742 (81.4) BACAAA

110 雌 りおん  3.11.13 育種価本原 茂晴花 百合茂 平茂晴 飛騨白清

8 21-1377432463 (264) AAACBA さちゆり 　　 2435755 (81.5) ABACCB

111 去 福紀  3.10.31 勝忠安福 高百合 光平照 勝忠平

4 21-1377432456 (277) ABABBB のりか 　原 1702887 (81.5)

112 去 福  3.11.15 福之姫 百合茂 北国７の８ 平茂勝

7 21-1387199530 (262) BCACCB ゆりい 　　 2361748 (79.7) BCACCC

113 去 大黒３４  3.10.24 育種価本原 百合白清２ 白清８５の３ 平茂勝 忠　福

11 21-1399342078 (284) AAABAA みるく 　　 2376666 (79.7) BCBBCB

114 去 勝  3.10.18 勝早桜５ 北福波 金　幸 北国７の３

11 21-1399342108 (290) BBBCBC あきこ 　原 1519747 (81.0) CCCCCC

115 雌 ふくひめ  3.10.25 育種価本原 秋忠平 美津照重 安福久 百合茂

2 21-1399342085 (283) AACCBA ふくみ 　原 1742026 (82.6)

116 雌 はなこ１５  3.11.10 安亀忠 百合茂 福　昌 第７糸桜

12 21-1377428145 (267) まさこ 　原 1462614 (80.7) BCBBCC

117 雌 はなこ１６  3.11.23 育種価本原 美津金幸 美国桜 安福久 勝忠平

3 21-1399340524 (254) CBBBBA ふゆさくら 　原 1767690 (81.0)

118 去 白旗１０  3.10.26 美津金幸 芳之国 安福久 勝忠平

1 21-1377428169 (282) BCCCCA ひめゆり１ 　　 2672186 (80.7)

119 去 太郎  3.10.21 諒太郎 安福久 平茂勝 金　幸

4 21-1391358961 (287) AACABB あさ 　　 2552915 (80.6)
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120 去 諒太  3.11.11 諒太郎 百合茂 安福久 平茂勝

6 21-1391358978 (266) AACBBB さゆり 　　 2509695 (81.0) ABCCCC

121 雌 ひだかひめ  3.10.19 育種価本原 聖香藤 隆之国 茂勝栄 北平安

5 21-1409892241 (289) BBAAAA ないやひめ 　　 2545564 (81.5)       

122 雌 だんこひめ  3.11. 8 育種価本原 茂晴花 喜多平茂 茂勝栄 福　桜

7 21-1409892425 (269) AABBBB たきひめ 　　 2426143 (80.4) BCBBCC

123 雌 ゆりきよ  3.11. 7 育種価本原 百合白清２ 美国桜 福　桜 安　平

3 21-1375291772 (270) AAAAAA すみ 　　 2592408 (81.1)

124 雌 ゆき  3.11.12 育種価本原 百合福久 茂勝栄 安　平 福　桜

10 21-1375291765 (265) BBCAAB こゆき 　　 2414197 (80.2) CCCBCC

125 雌 ２１くりひめ２  3.10.15 育種価本原 百合福久 隆之国 安福久 勝忠平

2 21-1409892357 (293) CABAAA とちもと６０５ 　　 2672336 (82.2)

126 雌 もえ  3.10.11 紀多福 美国桜 勝平正 福之国

2 21-1375291291 (297) CBBBBB もみじ 　　 2672337 (82.1)

127 雌 みつき  3.10. 8 美津照重 平茂勝 北国７の８ 恒　徳

10 21-1409892128 (300) CCCCCB さつき 　　 2218219 (80.3) ACBCCC

128 去 草倉５１７  3.10.10 福之姫 美津照重 百合茂 安福久 受卵

21-1372561137 (298) CCCCCB かいうん 　　 2488401 (79.8) CBCABA

129 去 草倉５１８  3.10.20 真白１ 百合茂 安福久 平茂勝

8 21-1372561151 (288) ひさ４８０ 　原 1609477 (81.1) BBABBA

130 雌 くさくら５２０  3.11. 3 育種価本原 紀多福 諒太郎 安福久 百合茂

3 21-1372561175 (274) BBBBBB くさくら２２１ 　　 2589081 (80.1)

131 雌 あま１９４  3.11. 5 育種価本原 福之姫 茂勝朗 安福久 第１花国

3 21-1354082117 (272) ABACCB あまちゃん１６ 　原 1757354 (82.0)

132 雌 あまさく１９２  3.11. 4 知恵久 百合茂 平茂勝 北国７の３ 異性複数産子

6 21-1354082094 (273) あまさく１４２ 　原 1634245 (82.5)

133 去 尼作１９３  3.11. 4 知恵久 百合茂 平茂勝 北国７の３ 異性複数産子

6 21-1354082100 (273) あまさく１４２ 　原 1634245 (82.5)

134 去 上栄６９４  3.11. 7 葉山桜 忠富士 福　桜 安　平

6 21-1354084159 (270) ABAABB とよこ 　原 1628226 (82.1) ACBCCC

135 去 栄１４５９  3.10.15 育種価本原 若百合 美国桜 安福久 百合茂

2 21-1650844624 (293) AABBAA さかい１２３４ 　　 2647732 (79.6)

136 去 栄１４６０  3.10.17 安亀忠 百合茂 安福久 平茂勝

1 21-1650844631 (291) さかい１３２９ 　　 2724661 (80.0)
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137 去 栄１４６１  3.10.18 諒太郎 百合茂 安福１６５の９ 糸　光 恥骨部白斑　奥接

8 21-1650844648 (290) ABBABB さかい８１９ 　原 1617563 (80.3) BCAABC

138 去 光秋  3.10.23 美津照重 百合茂 美津福 平茂勝

5 21-1355373894 (285) CCCBCB みつひめ 　原 1698058 (83.6) CCCBCC

139 去 誉４５  3.10. 7 茂晴花 勝忠平 安福久 百合茂

1 21-1372552715 (301) あさひ１４ 　　 2672283 (82.5)

140 去 誉４６  3.10.20 安亀忠 百合茂 安福久 金　幸

5 21-1372552722 (288) ふくゆり 　原 1702974 (83.1) AABAAA

141 去 誉４７  3.10.20 美津金幸 百合茂 金　幸 神高福

10 21-1355373405 (288) ACBCCB おしん１４０ 　原 1544437 (82.0) ACACCB

142 雌 はら１５８  3.10. 9 育種価本原 若百合 安福久 勝忠平 平茂勝

9 21-1372557727 (299) AABBAA ふくはる 　原 1544445 (81.0) BACAAA

143 雌 はら１６０  3.10.25 福　増 隆之国 安　平 隆　桜

5 21-1354078080 (283) CACBBC はら１５ 　　 2559222 (82.6) CCCCCC

144 雌 はら１６１  3.10.29 福之姫 美国桜 安福久 勝忠平

5 21-1354078097 (279) CBBCBB はら２０ 　原 1708385 (81.2) CACAAA

145 雌 かずえ１７１８  3.11. 6 育種価本原 豊奨菊 勝忠平 安福１６５の９ 糸福（大分）

9 21-1647317186 (271) BBBCBB りんだ 　　 2391706 (79.6) ACBCCC

146 雌 かずえ１７１９  3.11. 7 育種価本原 幸紀雄 美津照重 北乃大福 平茂勝

1 21-1647317193 (270) CBACBA かずえ１６２６ 　　 2724672 (80.0)

147 去 堂乃下１７１６  3.10.22 幸紀雄 美国桜 百合茂 安福久 全和血統証明書

1   -1647317162 (286) かずえ１６２１ 　　 2718069 (80.3) 腹部白斑

148 雌 もみじ  3.11. 2 夏百合 勝平正 福之国 福　桜

8 21-1354081615 (275) CCCBCB さちこの４ 　原 1544403 (83.0) CCCBCC

149 雌 みゆき  3.10.15 育種価本原 若百合 美国桜 福　桜 安　平

4 21-1355377168 (293) AAACAB なつみ 　　 2569924 (78.4) CAABAC

150 雌 きくみ  3.10.17 久茂福 百合白清２ 安福久 忠富士

1 21-1355377175 (291) えみ 　原 1829629 (83.0)

151 雌 あみか  3.10.20 美国白清 隆之国 安福久 忠富士

2 21-1355377182 (288) さとみ 　原 1796144 (83.0)

152 雌 つきみ  3. 9.26 愛之国 隆之国 安福久 平茂勝

1 21-1355374136 (312) CCBCCB かねふみ１１ 　　 2718031 (80.4)

153 雌 はるこ  3. 8.27 芳之国 安福久 平茂勝 紋次郎

8 21-1372560253 (342) CCCCCC えいこ５ 　原 1539947 (80.3) CCCBCC

和牛子牛せり 35 令和4年8月4日



性 名　　号 生年月日 育種価資格 父 母の父 母の祖父 ４代祖

産次数 登記番号（個識№） （日令） 期待育種価 母 母牛番号 得点 母育種価

入場
番号

体重 価　格 購買者 摘　　　要

154 雌 ふじこ  3.10. 3 育種価本原 若百合 隆之国 安福久 百合茂

4 21-1355374150 (305) AABCBA ふくい 　　 2589065 (79.0)

155 去 家康  3.10.13 育種価本原 若百合 隆之国 安福久 安糸福

4 21-1355374167 (295) BABCBA かねみ１ 　　 2576104 (82.1)

156 去 福之貴  3.11. 6 葉山桜 隆之国 百合茂 安福久

3 21-1354084074 (271) たか 　　 2617038 (81.7)

157 去 美穂桜  3.10. 4 貴隼桜 美穂国 勝平正 安　平

7 21-1355377144 (304) ABACBC はな８１ 　原 1647650 (82.2) BBACBC

158 去 高伊  3.11. 1 紀多福 安福久 福之国 安　平

7 21-1354081677 (276) CBCBBB やすくに 　高 223729 (81.2) CCCBBA

159 雌 あかり  3. 9.27 美国白清 美津照重 勝忠平 茂　勝

1 21-1354080144 (311) よしえい４ 　原 1832793 (81.1)

160 雌 えま  3. 9.25 幸忠栄 秀菊安 忠富士 照　萩

5 21-1354080151 (313) BBBCBC ひできくてる 　原 1657159 (81.2) CACBAC

161 雌 たかこ  3.10. 4 育種価本原 百合未来 隆之国 安福久 金　幸

4 21-1354078592 (304) BBCBBA あきこ 　　 2583665 (80.7)

162 雌 ひめこ  3.10.28 育種価本原 福之姫 安福久 金　幸 平茂勝

6 21-1354078608 (280) BACCBA かえで 　原 1675816 (83.3) BACBAA

163 雌 きらり  3.11.25 美津金幸 福　桜 安　平 茂　波

12 21-1354082889 (252) CCCCCC みこと 　原 1358540 (80.4) CCCCCC

164 去 高美２８  3.10.12 美津金幸 晴茂平 安福久 平茂勝

6 21-1354078561 (296) CCCBCB はるみ 　　 2509696 (79.1) CCCACB

165 去 亀吉  3.11. 2 安亀忠 諒太郎 百合茂 福　桜

2 21-1354080861 (275) とこ 　原 1796146 (81.2)

166 去 勝乃花２  3.11.10 美津金幸 勝忠平 茂　勝 北国７の８

13 21-1354082902 (267) CCCBCB かつえ 　原 1406138 (81.3) CCBBCC

167 去 大地  3.10.28 美国白清 美津照重 勝忠平 安　平

4 21-1355376963 (280) はな 　原 1712879 (81.0)

168 雌 びくとりあ５１  3.11.19 育種価本原 福之姫 茂　洋 平茂勝 茂重波

7 21-1355368388 (258) BCBCCB ひろしげ 　　 2457878 (79.8) BCBCCC

169 雌 ふくかね３０２  3.10.21 育種価本原 若百合 諒太郎 安福久 百合茂

2 21-1355376918 (287) AABBAA よしひめ２８０ 　　 2677298 (80.3)

170 雌 りこひめ  3.10.26 福之姫 安糸福 平茂勝 紋次郎

9 21-1355376932 (282) CCCCCC きよしめ 　　 2361706 (81.2) CCCCCC
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171 雌 ゆうか  3.11. 3 美津金幸 隆之国 安福久 勝忠平

1 21-1354081523 (274) たわかみ１４８ 　原 1829631 (82.0)

172 雌 こと４０  3. 9.30 育種価本原 諒太郎 美津照重 福之国 忠富士

3 21-1393271046 (308) AACAAA うらら２ 　　 2516157 (80.5) CACBAA

173 雌 こと３７  3. 9.27 幸紀雄 満天白清 忠富士 福　桜

1 21-1393270995 (311) さゆり 　　 2714792 (80.3)

174 雌 こと３９  3. 9.30 隆安国 高百合 第１花国 茂　勝

1 21-1393271039 (308) ゆめか 　　 2714782 (80.7)

175 雌 ひふみ  3.11.10 育種価本原 葉山桜 百合茂 安糸福 平茂勝

5 21-1417883699 (267) ABAABB やすいと 　原 1680687 (82.0)

176 去 秋太郎  3.10.29 秋忠平 愛之国 安福久 平茂勝

1 21-1417880773 (279) あいこ 　原 1832806 (81.4)

177 去 大谷  3.10.29 育種価本原 芳之国 安福久 勝忠平 紋次郎

5 21-1417880766 (279) BBCCCA かつこ 　原 1669007 (82.1)

178 去 矢羽３２３  3.11.11 聖香藤 夏秋花 安福久 平茂勝

4 21-1417883675 (266) BBBABB やは２６９ 　　 2559166 (78.8)

179 雌 さくら  3.10.25 舞菊福 幸紀雄 安福久 平茂勝

3 21-1417880735 (283) みすず１６６ 　原 1735732 (84.0)

180 雌 みづき  3.10.27 育種価本原 百合白清２ 美国桜 百合茂 安福久

2 21-1417880742 (281) AAAAAA ほのか 　原 1796118 (83.0)

181 去 福之国  3.10.26 育種価本原 美国桜 百合茂 第１花国 安福１６５の９

7 21-1417880728 (282) AAAAAA ふうか５ 　原 1621933 (81.1) AAABBA

182 去 正勝  3.10.25 育種価本原 美津照重 幸紀雄 百合茂 福之国

2 21-1417880780 (283) CBCCBA うめこ 　原 1796117 (83.3)

183 去 玄永７  3.10.24 紀多福 百合茂 華春福 安福久 受卵

21-1626674255 (284) すずめ 　原 1768347 (81.8)

184 去 青石１０  3.11.25 福之姫 諒太郎 安福久 百合茂 全和血統証明書

3   -1417883736 (252) よしくさ１ 　原 1772630 (83.2) 腹部輪毛大　白舌

185 去 北１０４  3.10.22 福之姫 百合茂 白清８５の３ 日向国

6 21-1417880698 (286) BCBCCB きた４５ 　高 223738 (81.1) BCCCCB

186 去 若久光  3.10.19 若百合 安福久 平茂勝 安　平

7 21-1417881749 (289) AABCBB ひさひかり 　原 1634294 (83.1)

187 去 桜照重  3.10.22 美津照重 百合茂 安　平 隆　桜

11 21-1417881756 (286) CBCBBB さくらこ 　原 1476076 (82.0) BBBBBC
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188 去 福久隆  3.10.26 育種価本原 隆之国 安福久 百合茂 安　平

9 21-1417881763 (282) CABBAA ふくひさ 　原 1558433 (82.8) BABAAA

189 去 秋吾  3.10. 2 育種価本原 若百合 安福久 北国７の８ 安　平

6 21-1417881701 (306) BACBAA ひさえ 　　 2454367 (80.0) CACAAA

190 去 島君  3.11.15 若百合 安福久 平茂勝 北国７の８

5 21-1417884078 (262) AABCBB ろっと５ 　原 1594910 (80.6)       

191 去 福乃国３  3.11. 7 美津百合 勝忠平 茂　勝 安福１６５の９

8 21-1417884085 (270) CBCCBB とみこ 　原 1494633 (82.2) BBBCCC

192 去 大禄３の６  3.11.18 久百合 勝忠平 上　福 賢　深

8 21-1417884177 (259) BCBBCC かつみやふく 　原 1621949 (81.7) BBCCCC

193 去 若百合久  3. 9.18 育種価本原 若百合 安福久 平茂勝 茂　勝

7 21-1393269265 (320) AABCAA ゆきひさ 　原 1600074 (83.0) CACBAA

194 去 外手８０  3.11.10 関平照 安福久 平茂勝 安　平

3 21-1417880018 (267) CACBBB さきこ 　原 1735736 (82.5)

195 去 糸乃上６６０  3.10.15 育種価本原 夏百合 美津照重 百合茂 第５隼福

1 21-1417881770 (293) BBCBBA いとのうえ６１２ 　原 1829602 (82.6)

196 去 糸乃上６６２  3.11. 7 育種価本原 若百合 美国桜 勝忠平 福　桜

2 21-1417884122 (270) AAACAA いとのうえ５８６ 　原 1796110 (82.1)

197 雌 はな  3.10. 8 関平照 安福久 百合茂 紋次郎

4 21-1417881794 (300) CACBBB あかつき 　原 1698012 (82.1)

198 雌 あかね  3.10.13 育種価本原 若百合 秀菊安 忠富士 安福１６５の９

9 21-1417883088 (295) BABCAA たかこ３３１ 　　 2413594 (81.7) CABCAB

199 去 久百合  3.10.31 育種価本原 若百合 安福久 勝忠平 安　平

6 21-1417883071 (277) AABCBA わかな 　　 2493845 (80.0)

200 去 田和上２０４  3.10. 7 関平照 勝忠平 金　幸 第２平茂勝 同性複数産子

7 21-1393267155 (301) ABCCCC かねひら 　高 221278 (82.2) ACABCC

201 雌 たわかみ２０５  3.10.22 育種価本原 関平照 幸紀雄 安福久 勝忠平

2 21-1417878664 (286) BACCBA さえ１２７ 　原 1791320 (82.1)

202 去 田和上２０９  3.11.13 関平照 幸紀雄 美国桜 忠富士

2 21-1417878701 (264) たわかみ１３１ 　　 2677265 (80.8)

203 雌 さくらさち  3.10.11 育種価本原 幸紀雄 安福久 平茂勝 北国７の８ 乳房白

7 21-1417883064 (297) BBBCBA さくらひさ 　原 1600076 (80.7) CCCBCC

204 雌 ことぶき１６  3.10.10 育種価本原 諒太郎 安福久 平茂勝 北国７の８

8 21-1619447163 (298) ABCABB まき 　　 2387160 (79.7) BCCBCB
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205 去 耕福  3.11. 7 紀多福 耕富士 安福久 勝忠平 奥接　恥骨部白斑

4 21-1412955926 (270) ひめの２ 　　 2596954 (82.3)

206 去 福幸  3.10.21 幸紀雄 安福久 平茂勝 安　平

8 21-1417881848 (287) CABBAA ひさみ 　原 1612456 (83.5) CBCAAB

207 去 幸夫  3.11. 3 美津金幸 勝平正 福之国 安　平

7 21-1551228783 (274) CCCCCC のぞみ 　原 1621934 (82.0) CCCBCC

208 雌 さくら  3.10.15 貴隼桜 福安照 東平茂 第５夏藤

5 21-1417880384 (293) BBBBBC かにさわ１３５ 　　 2466697 (80.4) CCCBCC

209 去 貴花安  3.10.13 育種価本原 花国安福 茂　洋 安福久 勝忠平

2 21-1354057023 (295) ABACBA ひさひろ 　原 1796130 (81.0)

210 去 貴晴花  3.10.25 茂晴花 安福久 勝忠平 安　平

6 21-1354057030 (283) BACCBB ひさはな 　　 2516140 (80.2) CACCBC

211 去 南９９  3.10.25 豊奨菊 勝平正 福之国 安　平

7 21-1639554582 (283) CBCAAB ありす 　原 1628181 (81.0) CCCCCC

212 雌 つぼみ  3.10.27 育種価本原 福之姫 幸紀雄 第１花国 安　平

4 21-1341442306 (281) BCACCB さきこさん 　　 2569867 (80.4) BBACCB

213 雌 はるこ  3.10.28 美津金幸 第１花藤 幸紀雄 安福久

2 21-1384309635 (280) さち 　　 2654169 (80.7)

214 去 源太丸２７  3.11.15 育種価本原 茂晴花 百合茂 安福久 平茂勝

2 21-1626664942 (262) AABBAA たから２ 　原 1799244 (81.1)

215 去 嘉和６１  3.10. 9 勝忠安福 安平照 平茂勝 北国７の８

8 21-1634275031 (299) CCABBB てるひら 　原 1544412 (81.0) CCCBCC

216 去 嘉和６２  3.10.17 勝忠安福 百合茂 安福１６５の９ 菊　谷

10 21-1634275048 (291) ABABBB かずゆかあき２ 　原 1462645 (81.6) CCBABC

217 雌 はな  3.10.23 茂晴花 美国桜 忠富士 安福久

1 21-1383823729 (285) ばんず 　原 1829608 (81.0)

218 去 秀松２４７  3.11. 3 美国桜 安福久 菊福秀 百合茂

1 21-1573588568 (274) ふくつる 　原 1832810 (82.5)

219 去 和福６０  3.10.14 福之姫 百合茂 安福久 平茂勝

3 21-1427500432 (294) BCBCCB たかしば６４ 　原 1763496 (81.7)

220 雌 かずひめ３４  3.10.24 安亀忠 美津照重 百合茂 安福１６５の９

4 21-1427500449 (284) もみじ 　　 2552973 (80.2) CBCCCA

221 雌 かずひめ３５  3.11.11 若百合 華春福 安福久 金　幸

3 21-1427500456 (266) たえこ 　原 1763497 (82.1)
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222 去 春夫  3.11. 8 諒太郎 第１花国 福之国 糸　秀

8 21-1639547096 (269) ABBCCB はるこ 　　 2450567 (79.8) BCBCCC

223 雌 ゆりわか  3.11.14 育種価本原 若百合 勝平正 福　桜 安　平

8 21-1634185866 (263) BBBBBA あい 　原 1588167 (80.4) CCBABA

224 雌 みつこ  3. 9.18 美津照重 隆之国 幸紀雄 美津照重

1 21-1607884703 (320) あいこ 　原 1829609 (82.3)

225 雌 みやこ８０  3.10. 7 育種価本原 茂晴花 安福久 勝忠平 安糸福 受卵

21-1393275952 (301) AABBAA ひさこ 　原 1687078 (81.8)

226 雌 みやこ８２  3.11.16 福之姫 安福久 平茂勝 忠　福 受卵

21-1393276041 (261) CCCCCB ゆうこ 　　 2356293 (81.7)

227 雌 みやこ８３  3.11.16 育種価本原 紀多福 安福久 百合茂 福　桜 受卵

21-1393276034 (261) BBBBBA さない 　原 1663792 (81.6)

228 去 百合姫  3.10. 1 百合白清２ 耕富士 安福久 忠富士

2 21-1417881633 (307) やすひめ 　　 2673394 (80.5)

229 去 国男  3.11.10 育種価本原 隆之国 幸紀雄 安福久 平茂勝

3 21-1417884412 (267) CBABBA さやか 　原 1765449 (83.5)

230 雌 こうこ  3.10.27 育種価本原 勝早桜５ 隆之国 安福久 百合茂

6 21-1628687161 (281) BAABAA たかこ 　　 2509854 (79.8)

231 雌 きこ  3.10.27 育種価本原 紀多福 平茂晴 安福久 百合茂

1 21-1628687178 (281) BBBCBA なるみ 　原 1832776 (81.7)

232 去 福亀  3.10.29 安亀忠 秀菊安 忠富士 安　平

6 21-1393269968 (279) ひめひとみ２ 　　 2509853 (80.5) CCABBB

233 去 武  3.10.21 愛之国 芳之国 安福久 勝忠平

3 21-1387765681 (287) ACBCCB よしの 　　 2620558 (77.6)

234 去 元太  3.10.27 愛之国 美津百合 安福久 勝忠平

2 21-1387765698 (281) BCCCCB みつひさ 　　 2673390 (77.1)

235 去 征希  3.11. 1 育種価本原 福　増 美津照重 芳之国 安福久

1 21-1406765715 (276) CACBAA ゆうき 　　 2700587 (81.0)       

236 去 菊田８９  3.11. 4 紀多福 秀正実 華春福 金　幸

2 21-1586960672 (273) あんこ 　　 2665751 (81.6)

237 去 隼  3.10.30 育種価本原 福之姫 安福久 勝忠平 安　平

7 21-1441518758 (278) AABCBA おき７ 　原 1594930 (81.2) BABBAA

238 去 富菊  3.10.30 紀多福 百合茂 華春福 安福久 受卵　奥接

21-1443921976 (278) すずめ 　原 1768347 (81.8)
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239 去 紀一  3.11.11 育種価本原 紀多福 安福久 百合茂 福　桜 受卵

21-1417885297 (266) BBBBBA さない 　原 1663792 (81.6)

240 雌 まりあ  3.11. 8 育種価本原 若百合 安福久 忠富士 福之国 受卵

21-1417885280 (269) BABBAA ひさこ 　　 2472231 (80.0)

241 雌 かえで  3.10.14 美国桜 華春福 百合茂 安　平

2 21-1443921891 (294)       みゆき 　原 1769172 (82.0)       

242 雌 ききょう  3.10.25 育種価本原 光平照 美津照重 百合茂 平茂勝

1 21-1443921907 (283) CBCCCA ゆきこ 　原 1772698 (81.0)       

243 雌 こと４３  3.10. 6 育種価本原 紀多福 安福久 勝忠平 安福１６５の９ 奥接

5 21-1393271077 (302) BABBAA みゆう３０６ 　　 2516149 (80.6) BACAAA

244 雌 こと４２  3.10. 3 育種価本原 夏百合 隆之国 勝忠平 北国７の８

1 21-1393271060 (305) BCBCCA たかこ 　　 2714781 (79.2)

245 雌 こと４４  3.10.12 夏百合 茂久桜 隆之国 美津照重

1 21-1393271107 (296) ひなこ 　　 2714788 (79.7)

246 雌 こと４５  3.10.15 夏百合 愛之国 百合茂 勝忠平

1 21-1393271121 (293) しゅくこ 　　 2714790 (80.3)

247 雌 こと４６  3.10.22 育種価本原 夏百合 隆之国 百合茂 第６金高

1 21-1393271145 (286) BCCBCB なつ 　原 1826526 (81.3)

248 去 山本１７４  3.10.23 育種価本原 若百合 安福久 勝忠平 安　平

8 21-1401991478 (285) AABCAA やまもと９３ 　原 1621861 (80.4) CABCAA

249 去 勝１０２  3.10.21 福之姫 安福久 百合茂 福　桜

6 21-1587535299 (287) CBCCCB かつ１８ 　　 2502798 (80.7) CBCAAC

250 去 勝１０３  3.11. 9 育種価本原 百合芳 隆之国 安福久 福　桜 奥接

1 21-1587535305 (268) BBABBA かつ８０ 　　 2722511 (82.0)

251 雌 あおい  3.10.29 隆安国 美津照重 勝忠平 安福１６５の９

4 21-1653654275 (279) はづき 　原 1721700 (81.0) CCCCCC

252 去 勝平  3.11.21 晴茂平 美津照重 平茂勝 安福１６５の９

4 21-1653654299 (256) BCCCCB まみい 　　 2579129 (79.4)

253 去 福夫  3.10.21 福之姫 安福久 金　幸 神高福 受卵

21-1646003066 (287) りつこ 　原 1705181 (81.9)

254 去 福男２  3.10.26 福之姫 安福久 平茂勝 北国７の８ 受卵

21-1646003127 (282) じゅんこ 　原 1671258 (82.3)

255 雌 ますこ  3.10.25 福　増 芳之国 安福久 平茂勝 受卵

21-1630777355 (283) くにいずも７０４ 　　 2469529 (79.9)
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256 雌 ふくひめ  3.10.27 育種価本原 福之姫 安福久 花清国 平茂勝 受卵

21-1646003134 (281) BCCCCB はなきよひさ 　高 221789 (82.1)

257 雌 りさ  3.12. 5 育種価本原 諒太郎 美国桜 百合茂 安福久

3 21-1609755766 (242) AABAAA みく 　　 2620518 (83.5)

258 去 藤芳  3.10.22 育種価本原 聖香藤 芳之国 安福久 平茂勝

1 21-1597436999 (286) BBBBBA よしひさ 　　 2628696 (80.7)

259 雌 ふくみ  3.10.17 育種価本原 美津照重 安福久 百合茂 日向国

5 21-1637074105 (291) CACCAA ゆりこ 　　 2502803 (77.7) BABCAB

260 去 華福  3.11. 7 福之姫 華春福 安福久 安　平

2 21-1637074136 (270) いと 　　 2665718 (81.2)

261 去 耕紀多  3.11.27 紀多福 耕富士 福　桜 安　平

3 21-1630467744 (250) あき 　原 1743033 (83.4)

262 雌 ふく１０３  3.10.30 紀多福 喜亀忠 安福久 金　幸 乳房白

2 21-1644824137 (278) あきこ 　原 1769239 (81.0)

263 去 勝花  3.10.31 菊花国 勝忠平 北国７の８ 安福１６５の９

8 21-1253189184 (277) ABBCCC ゆり 　原 1529939 (82.4) ABACCC

264 去 安百  3.11. 3 育種価本原 百合白清２ 安福久 第１花国 安　平

5 21-1253189191 (274) AAABAA とちもと５２５ 　　 2509842 (78.8) CBCBBC

265 去 雅平４８  3.10.20 百合勝安 福安照 安茂勝 安福１６５の９ 同性複数産子

8 21-1477935611 (288) ABACCB あいだいら１２ 　　 2445253 (79.2) CCBCCC

266 去 雅平４９  3.10.20 百合勝安 福安照 安茂勝 安福１６５の９ 同性複数産子

8 21-1477935628 (288) ABACCB あいだいら１２ 　　 2445253 (79.2) CCBCCC

267 去 雅平５０  3.10.23 勝忠安福 白清８５の３ 光平福 安福（岐阜）

10 21-1477935635 (285) BCBBBB みちひやす２５４ 　原 1529938 (81.1) CCCACC

268 去 安国  3.10.10 愛之国 安茂勝 福　栄 第５隼福

4 21-1653613326 (298) BCBCCC ゆり 　　 2570613 (79.7)

269 去 富夫  3.10.23 芳之国 高百合 肥後桜 福　桜

4 21-1345407325 (285) ACCCCC とよこ 　原 1721677 (82.1)

270 去 秋平  3.10.13 秋忠平 安茂勝 第６栄 金　山

12 21-1395364463 (295) AABCBC ふくとく２５ 　原 1466063 (81.6) BBAABC

271 雌 あおい２９  3.10. 2 育種価本原 久茂福 隆之国 安福久 勝忠平

4 21-1394001925 (306) CACAAA あおい１９ 　原 1721678 (83.0) CBBBAA

272 雌 あおい３０  3.11. 2 久茂福 百合茂 茂　勝 安福１６５の９

8 21-1394001932 (275) CACAAB さつき 　　 2422764 (81.1) BCCBCC
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273 去 福光  3.11. 3 福之姫 諒太郎 美津照重 百合茂

2 21-1345422694 (274) ABBCCB ふくこ２ 　原 1802655 (82.5)

274 去 箱屋１４７  3.10.15 安亀忠 百合茂 平茂勝 紋次郎

8 21-1631930933 (293) はこや１０５ 　原 1634240 (82.7) AAAAAC

275 去 青１８８  3.11. 7 夏百合 勝　洋 百合茂 安　平

3 21-1355369064 (270) BCBCCB あお８６ 　　 2597043 (80.2)

276 雌 あお１８６  3.10.30 茂晴花 安雪照 糸福（鹿児島） 安　平

8 21-1355369033 (278) CCCCCB あお２３ 　　 2454393 (79.4) CCCCCC

277 雌 ふじこ３３  3.10.22 育種価本原 紀多福 安福久 忠富士 福之国

4 21-1355373979 (286) BBBBBB ふじこ３ 　　 2553031 (82.0) CBCAAB

278 去 藤４２  3.10.10 幸紀雄 美国桜 安福久 忠富士

1 21-1355373962 (298) ふじこ１７ 　原 1829639 (81.8)

279 去 堂乃下１７１７  3.10.23 育種価本原 茂晴花 百合茂 第１花国 安　平

10 21-1647317179 (285) AAABAA ゆりか 　原 1544435 (81.4) BAABAA

280 去 堂乃下１７２０  3.11.10 安亀忠 福之国 安　平 福　桜

8 21-1647317209 (267) はるか 　原 1578972 (80.7) CACBAC

281 去 堂乃下１７２１  3.11.11 育種価本原 幸紀雄 安福久 百合茂 第１花国

8 21-1647317216 (266) CABBAA かずえ１２８５ 　原 1600096 (80.7) CACAAA

282 去 福太郎  3.11. 7 育種価本原 貴隼桜 美津照重 美穂国 忠富士

2 21-1354082919 (270) BABCBA もみじ 　原 1788830 (81.0)

283 去 高雄  3.10. 5 隆之国 鈴　音 平茂晴 平茂勝

1 21-1355377342 (303) はるえ 　　 2718020 (80.2)

284 去 雪斗  3.11.29 諒太郎 美穂国 忠富士 福　桜

7 21-1355371661 (248) ABBCCB やす 　原 1647634 (81.8) BCBCCC

285 雌 さかな  3.10.21 育種価本原 夏百合 安福久 平茂勝 菊　谷

9 21-1355377328 (287) CBCAAA さかえ 　　 2326776 (79.5) CACAAA

286 雌 ふみこ  3. 9.20 美津照重 美国桜 百合茂 安福久

1 21-1409434151 (318) みか 　　 2709328 (80.0)

287 雌 よもぎ５４  3.10.17 鈴　音 百合茂 勝忠平 北国７の８

6 21-1355377250 (291) よもぎ２１ 　原 1657147 (81.5) AAABBA

288 去 大吉５６  3.10.21 北花福 美津照重 勝平正 安　平

1 21-1355377267 (287) みかん 　　 2724634 (80.7)

289 去 大福３８  3.11. 2 福之姫 安福久 勝平正 福　桜

6 21-1354081721 (275) CBCCBA ももこ 　　 2509729 (80.7) CACAAA
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290 去 翔平  3.11.30 紀多福 美津照重 美国桜 安福久

2 21-1354084319 (247) CBBBBA かぐやひめ 　　 2672249 (79.4)

291 雌 さな  3.11.27 紀多福 美津照重 平茂勝 紋次郎

3 21-1354084302 (250) CCBCCB ひでこ 　原 1763509 (82.5)

292 雌 あおい１０の３  3.10. 3 関平照 美国桜 百合茂 安福久

3 21-1354080656 (305) たわかみ９６ 　　 2610108 (81.6)

293 去 葵１１の４  3.11. 4 幸忠栄 安福久 平茂勝 北国７の８

6 21-1354084401 (273) BBBBBC はるこ 　原 1617502 (80.2) CBCAAB

294 去 紅葉  3.10.17 夏百合 美津照重 安福久 平茂勝

1 21-1354080687 (291) CBCBBA みつこ 　原 1829613 (82.0)

295 去 幸太郎  3.10.27 福之姫 秀菊安 忠富士 福　桜

5 21-1355366278 (281) BBBCCB かなえ３２ 　原 1690918 (81.0) CBBCBB

296 去 大吉  3.11. 7 育種価本原 若百合 幸紀雄 安福久 平茂晴

2 21-1354084494 (270) AAACAA みかん 　　 2672255 (79.8)

297 雌 かれん  3.10.22 育種価本原 美津照重 諒太郎 安糸福 平茂勝

3 21-1354080526 (286) CBCBBA はやさか３３３ 　　 2634735 (82.1)

298 雌 あきの７５  3.11. 1 育種価本原 関平照 諒太郎 福　桜 安　平

2 21-1354083244 (276) BBCBBB あきの５８ 　　 2672254 (80.5)

299 去 草倉５１４  3. 9.27 幸紀雄 安福久 百合茂 北国７の８ 受卵

21-1372561106 (311) CABCBB ふくこ 　原 1643262 (81.1) CBCCBC

300 去 草倉５１５  3.10. 7 紀多福 百合茂 安福１６５の９ 北国７の８

9 21-1372561113 (301) BCBBCC ゆりこ 　　 2443703 (80.7) CCCBCC

301 去 草倉５１６  3.10. 8 安福久 百合茂 福之国 安　平 受卵

21-1372561120 (300) CACAAA ゆりふくひら 　原 1634228 (80.0) BCBBCC

302 去 夏男  3.11. 2 夏百合 安福勝 平茂勝 紋次郎

11 21-1354079490 (275) BCBBCC なつふく 　原 1514518 (80.8) CCBCCC

303 去 藤雄  3.10.21 美国桜 美津照重 百合茂 平茂勝

2 21-1354079070 (287) CABAAA ふじこ 　原 1799271 (82.0)

304 雌 くにこ  3.10. 4 育種価本原 美国桜 百合白清２ 安福久 平茂勝 白舌

1 21-1354079056 (304) CAAAAA ゆりこ 　原 1823394 (81.0)

305 雌 なつふく  3.11.16 育種価本原 夏百合 美穂国 福　桜 安　平

6 21-1354079506 (261) ABBCCB あきこ 　原 1660000 (83.6) ABACCC

306 去 福桜  3.11.17 美国桜 美津照重 安福久 勝忠平

1 21-1354079513 (260) ふく１ 　原 1833719 (81.1)
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307 去 清亀  3.10.28 安亀忠 美国桜 安福久 平茂晴

4 21-1354079001 (280)       きよふく 　原 1735689 (81.4)       

308 去 泉３４６  3.10.25 知恵久 茂　洋 百合茂 美穂国

1 21-1354078905 (283) ぼたん 　　 2724626 (80.5)

309 雌 いずみ３４７  3.11. 9 育種価本原 幸忠栄 諒太郎 隆之国 安福久

4 21-1354079469 (268) ABCBBB りょうこ 　原 1721239 (82.4) BBCABA

310 雌 はなゆき３４７  3.10.10 育種価本原 夏百合 秀正実 忠富士 安　平

5 21-1370075339 (298) ABBCCB すずき 　原 1694644 (81.1) ABACCC

311 雌 はなゆき３４９  3.10.17 茂晴花 美国桜 勝忠平 第１花国

2 21-1370075353 (291) はなゆき２２９ 　原 1799268 (81.0)

312 雌 はなゆき３５０  3.11.12 育種価本原 紀多福 芳之国 安福久 平茂勝 乳頭短小

2 21-1370075360 (265) BBBCCB はなゆき２２３ 　　 2672272 (81.5)

313 雌 かめこ  3.11.15 安亀忠 幸紀雄 美国桜 勝忠平

2 21-1354082155 (262) みゆき 　原 1796148 (81.5)

314 去 高姫  3.11. 8 福之姫 花平国 高百合 美穂国

3 21-1354082124 (269) たかひら 　　 2626097 (79.0)

315 去 東方１８  3. 9.24 育種価本原 福　増 隆之国 百合茂 安福久

4 21-1650426752 (314) BACAAA こう 　原 1647612 (81.0) BBBABA

316 去 浪漫８２  3.10.11 紀多福 勝忠平 北国７の８ 東平茂

11 21-1640401714 (297) ACBCCB ゆうき 　　 2339944 (82.0) ACBCCC

317 去 新生７６  3. 8.15 美国桜 安福久 百合茂 平茂勝

2 21-1421901617 (354) CACAAB ひさぶらんど１１ 　　 2657817 (80.2)       

318 雌 しろこ  3. 9.29 真白１ 福之国 安　平 糸　秀

12 21-1386602833 (309) ひでこ 　原 1388894 (81.1) CCABBC
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