
種雄牛名 雌 去勢 計

合計 341 469 816
1 若百合 40 51 91
2 福之姫 29 50 79
3 茂晴花 25 45 70
4 紀多福 19 35 54
5 諒太郎 22 18 40
6 美津照重 17 19 36
7 美国桜 12 24 36
8 美津金幸 14 17 31
9 関平照 15 16 31
10 幸紀雄 11 19 30
11 夏百合 12 10 22
12 勝早桜５ 7 13 20
13 勝忠安福 10 9 19
14 百合白清２ 7 11 18
15 貴隼桜 10 8 18
16 安亀忠 6 10 16
17 美国白清 8 6 14
18 隆之国 5 7 12
19 福　増 3 9 12
20 隆安国 7 5 12
21 愛之国 4 7 11
22 百合未来 3 6 9
23 知恵久 4 4 8
24 秋忠平 3 5 8
25 久茂福 7 1 8
26 白鵬紅葉 2 6 8
27 光平照 5 2 7
28 幸忠栄 4 3 7
29 安福久 2 3 5
30 勝乃幸 2 3 5
31 鈴　音 1 3 4
32 聖香藤 1 3 4
33 吉重７５ 2 2 4
34 百合芳 1 2 3
35 豊奨菊 1 2 3
36 真白１ 0 3 3
37 凛斗福 0 3 3
38 奈津百合５５ 1 2 3

種雄牛別出場予定頭数

令和４年１０月１８日～１９日



39 勝美桜 0 2 2
40 茂白清 1 1 2
41 北美津久 1 1 2
42 安平幸 2 0 2
43 花之国 0 2 2
44 美津百合 1 1 2
45 直太郎 2 0 2
46 夏秋花 0 2 2
47 多久実 1 1 2
48 花靖国 0 2 2
49 実有貴 0 2 2
50 華春久 0 2 2
51 芳之国 1 0 1
52 福華１ 0 1 1
53 金　照 1 0 1
54 第１花福 0 1 1
55 第１花藤 1 0 1
56 茂久桜 0 1 1
57 花清久 1 0 1
58 美津茂洋 0 1 1
59 美津之国 0 1 1
60 葉山桜 1 0 1
61 奈那美 0 1 1
62 第２平茂勝 1 0 1
63 勝忠平 0 1 1
64 勝平安 1 0 1
65 百合久 1 0 1
66 勝茂久 1 0 1
67 福乃百合 0 1 1
68 久百合 1 0 1
69 室太郎 1 0 1
70 新岡光８１ 0 1 1
71 舞菊福 0 1 1
72 勘　太 0 1 1
73 美津忠 1 0 1
74 夜　桜 0 1 1
75 隆富志 0 1 1
76 好久勝 0 1 1
77 久関平 0 1 1
78 関百合 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

若百合 18 31 49 秋忠平 1 4 5 第１花福 1 1

福之姫 17 31 48 隆安国 3 2 5 百合芳 1 1

茂晴花 19 27 46 愛之国 2 3 5 美津之国 1 1

紀多福 9 17 26 百合未来 2 3 5 葉山桜 1 1

諒太郎 10 12 22 白鵬紅葉 2 3 5 北美津久 1 1

美国桜 5 16 21 光平照 2 2 4 奈那美 1 1

幸紀雄 7 9 16 勝乃幸 2 2 4 第２平茂勝 1 1

美津照重 6 9 15 安亀忠 3 1 4 勝忠平 1 1

美津金幸 6 9 15 豊奨菊 1 2 3 安平幸 1 1

関平照 5 7 12 久茂福 2 1 3 美津百合 1 1

夏百合 6 4 10 聖香藤 1 2 3 勝平安 1 1

勝忠安福 4 6 10 鈴　音 2 2 夏秋花 1 1

貴隼桜 7 3 10 茂白清 1 1 2 福乃百合 1 1

勝早桜５ 4 5 9 安福久 1 1 2 多久実 1 1

隆之国 2 6 8 花之国 2 2 久百合 1 1

美国白清 5 3 8 直太郎 2 2 花靖国 1 1

百合白清２ 3 5 8 凛斗福 2 2 新岡光８１ 1 1

幸忠栄 4 3 7 実有貴 2 2 舞菊福 1 1

福　増 2 4 6 福華１ 1 1 その他 1 7 8

知恵久 2 3 5 金　照 1 1 合　計 174 265 439

（１０月１８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

若百合 22 20 42 久茂福 5 5 安平幸 1 1

福之姫 12 19 31 隆之国 3 1 4 美津百合 1 1

紀多福 10 18 28 百合未来 1 3 4 夏秋花 1 1

茂晴花 6 18 24 光平照 3 3 凛斗福 1 1

美津照重 11 10 21 知恵久 2 1 3 百合久 1 1

関平照 10 9 19 真白１ 3 3 勝茂久 1 1

諒太郎 12 6 18 安福久 1 2 3 勝乃幸 1 1

美津金幸 8 8 16 秋忠平 2 1 3 多久実 1 1

美国桜 7 8 15 白鵬紅葉 3 3 聖香藤 1 1

幸紀雄 4 10 14 吉重７５ 2 1 3 花靖国 1 1

夏百合 6 6 12 百合芳 1 1 2 室太郎 1 1

安亀忠 3 9 12 鈴　音 1 1 2 勘　太 1 1

勝早桜５ 3 8 11 勝美桜 2 2 隆富志 1 1

百合白清２ 4 6 10 奈津百合５５ 1 1 2 華春久 1 1

勝忠安福 6 3 9 芳之国 1 1

貴隼桜 3 5 8 第１花藤 1 1

隆安国 4 3 7 茂久桜 1 1

美国白清 3 3 6 花清久 1 1

福　増 1 5 6 美津茂洋 1 1

愛之国 2 4 6 北美津久 1 1 合　計 168 209 377

（１０月１９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

若百合 40 51 91 愛之国 4 7 11 北美津久 1 1 2

福之姫 29 50 79 百合未来 3 6 9 安平幸 2 2

茂晴花 25 45 70 知恵久 4 4 8 花之国 2 2

紀多福 19 35 54 秋忠平 3 5 8 美津百合 1 1 2

諒太郎 22 18 40 久茂福 7 1 8 直太郎 2 2

美津照重 17 19 36 白鵬紅葉 2 6 8 夏秋花 2 2

美国桜 12 24 36 光平照 5 2 7 多久実 1 1 2

美津金幸 14 17 31 幸忠栄 4 3 7 花靖国 2 2

関平照 15 16 31 安福久 2 3 5 実有貴 2 2

幸紀雄 11 19 30 勝乃幸 2 3 5 華春久 2 2

夏百合 12 10 22 鈴　音 1 3 4 芳之国 1 1

勝早桜５ 7 13 20 聖香藤 1 3 4 福華１ 1 1

勝忠安福 10 9 19 吉重７５ 2 2 4 金　照 1 1

百合白清２ 7 11 18 百合芳 1 2 3 第１花福 1 1

貴隼桜 10 8 18 豊奨菊 1 2 3 第１花藤 1 1

安亀忠 6 10 16 真白１ 3 3 茂久桜 1 1

美国白清 8 6 14 凛斗福 3 3 花清久 1 1

隆之国 5 7 12 奈津百合５５ 1 2 3 美津茂洋 1 1

福　増 3 9 12 勝美桜 2 2 その他 8 12 20

隆安国 7 5 12 茂白清 1 1 2 合　計 342 474 816

（１０月１８日～１９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 勝隆  3.12.28 隆之国 安福久 金　幸 平茂勝

10 21-1409892746 (294) CBBCBA かつこ１の１ 　　 2394972 (81.2) BACCBB

2 去 照雄  3.12.30 光平照 耕富士 美穂国 福之国

1 21-1375292083 (292) りほ３ 　　 2728591 (81.2)

3 去 百合光  3.12.17 光平照 百合白清２ 福　栄 北国７の８

1 21-1375291840 (305) CBBCCA ゆり 　　 2728587 (80.0)

4 去 隆雄  4. 1. 8 隆之国 福　栄 福　桜 安　平

13 22-1375292090 (283) CCBCCC すみれの１ 　　 2304257 (79.8) CCCBCC

5 雌 みつき  3.12.18 育種価本原 光平照 安福久 百合茂 福之国

1 21-1375291857 (304) CACCBA ゆずき 　　 2728588 (79.4)

6 雌 てる  3.12.31 育種価本原 光平照 安福久 百合茂 福之国

1 21-1375292076 (291) CACCBA まんてんの１３ 　　 2728586 (80.4)

7 去 紀多久  4. 1.23 育種価本原 紀多福 隆之国 百合茂 安福久 恥骨部小白斑

2 22-1549492912 (268) BBACBA たかひさ 　　 2681321 (82.0)

8 去 福美  3.12. 6 育種価本原 勝忠安福 美国桜 勝忠平 紋次郎

3 21-1409892395 (316) AAACAA わかば 　　 2592411 (81.1)

9 去 快斗  4. 1.13 幸紀雄 美国桜 勝早桜５ 福安照

3 22-1638800413 (278) さくみ 　　 2640390 (80.5)

10 雌 さざんか  3.12.29 諒太郎 美津照重 菊福秀 金　幸

3 21-1638800406 (293) こうめ 　　 2578877 (80.3)

11 雌 すいせん  4. 1.24 幸紀雄 金太郎３ 白清８５の３ 平茂勝

1 22-1638800437 (267) みれっと 　　 2693749 (81.4)

12 去 茂一  3.12. 8 育種価本原 茂晴花 茂　洋 安　平 糸　秀

8 21-1393376932 (314) BABCBA うめふじ 　　 2429112 (78.7) CBCCBC

13 雌 よしみ  3.12.24 育種価本原 勝早桜５ 芳之国 茂勝栄 安　平

7 21-1393376925 (298) ABACCB よしこ 　　 2450523 (79.0) BCBCCC

14 雌 ひろみ  4. 1.25 育種価本原 勝忠安福 安糸福 平茂勝 福　栄

10 22-1393377007 (266) ABACCB ひろこ 　　 2355585 (81.0) BCCCCC

15 雌 はな  3.12.19 育種価本原 茂晴花 諒太郎 安福久 勝忠平

2 21-1393377038 (303) AABBAA はるか 　　 2634751 (81.3)

16 雌 ふく  3.12.12 育種価本原 紀多福 安福久 金　幸 神高福 乳座白

11 21-1393377052 (310) CACBAA にしき 　　 2358443 (81.3) CACAAA

17 去 松道１０７  3.12.25 美津百合 隆之国 安福久 平茂勝

3 21-1369478646 (297) りん 　　 2614562 (80.0)

摘　　　要
入場
番号

価　格体重 購買者

和牛子牛せり 6 令和4年10月18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 愛之桜  4. 1.23 愛之国 美国桜 百合茂 安福久

2 22-1522605520 (268) るり５６ 　　 2691700 (80.1)

19 去 飛鳥１０７  4. 1.25 育種価本原 茂晴花 華春福 百合茂 平茂勝

4 22-1467473215 (266) AAACBA よっちゃん 　原 1738172 (82.6) AAACCB

20 雌 あすか１０５  3.12.29 百合白清２ 福之姫 安福久 第１花国

1 21-1467473192 (293) こばやし２００３ 　原 1841531 (81.4)

21 雌 つる  3.12.14 金　照 百合茂 平茂勝 第５隼福

10 21-1645423070 (308) CCBCCC かつ 　　 2333114 (81.2) ACBCCC

22 去 美久  3.12.23 美国桜 安福久 勝忠平 平茂晴

4 21-1645423087 (299) きゃさりん 　原 1743061 (82.1)

23 去 福道  3.12.14 安福久 百合茂 安平照 平茂勝 受卵

21-1673280317 (308) CACBAA あぶくま６１６ 　　 2497513 (79.1) BCBCCB

24 雌 ゆき  4. 1. 3 育種価本原 紀多福 美津照重 勝平正 福　桜

6 22-1673280331 (288) CBCBBA みきか６５ 　　 2507222 (81.4) CCCBBA

25 雌 めぐさくせき  4. 1. 1 育種価本原 関平照 美国桜 勝平正 福之国

4 22-1664601602 (290) CACAAA めぐさくら 　　 2569963 (81.0) CAAAAA

26 去 鈴  4. 1.12 鈴　音 福　増 勝平正 福之国

1 22-1664601589 (279) めぐます 　　 2681335 (80.7)

27 去 楓真３８  4. 1. 6 育種価本原 茂晴花 幸紀雄 安福久 平茂勝

1 22-1369477762 (285) AAABAA みすず２２７ 　原 1833698 (82.7)

28 去 楓真３９  4. 1.12 関百合 安福久 平茂勝 安　平

5 22-1369477779 (279) BBBBBB ひめ 　　 2431039 (80.1) CBCAAB

29 去 楓真４０  4. 1.15 育種価本原 茂晴花 若百合 安福久 平茂勝

1 22-1369477786 (276) AABCAA みすず２３９ 　原 1841543 (82.0)

30 雌 りお４  3.12. 8 夏百合 福之姫 安福久 百合茂

1 21-1521975204 (314) さち 　原 1837398 (82.5)

31 雌 よしみ１  3.12.14 茂晴花 満天白清 美穂国 忠富士

1 21-1673280393 (308) たかこ 　原 1837401 (81.1)

32 雌 ふくめぐみ  3.11.15 福之姫 百合白清２ 安福久 金　幸

1 21-1521976539 (337) めぐみ１６３ 　原 1833697 (82.6)

33 雌 きたひめ  3.11.28 育種価本原 紀多福 安福久 百合茂 北国７の８ 乳房白　奥接

10 21-1521976522 (324) BABBAA たかやすひめ 　原 1518055 (82.6) CACAAA

34 去 富沢３４８  3.12.16 育種価本原 紀多福 安福久 百合茂 勝忠平

3 21-1521976560 (306) BABBBA とみざわ１６２ 　原 1765448 (81.2)

和牛子牛せり 7 令和4年10月18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

35 去 富沢３４９  4. 1.11 百合芳 本富士 安福久 勝忠平

4 22-1521976577 (280) BBABBB とみざわ１３１ 　原 1743072 (81.3)

36 去 隆大４０  3.12.29 紀多福 安福久 百合茂 安　平

2 21-1521975433 (293) ゆりひさ 　原 1683348 (81.5)

37 去 隆大４１  3.12.30 福之姫 百合茂 安福久 平茂勝

8 21-1521975440 (292) ABBCCB ゆり 　原 1628187 (82.5) ABBABB

38 去 隆大４３  4. 1.21 美国桜 好平茂 安福久 勝忠平 受卵

22-1521975532 (270) CACAAA やどのこと５２３ 　原 1743073 (82.0)

39 去 町台１２６  3.12.27 関平照 第１花藤 安福久 金　幸

3 21-1521974603 (295) CBCCBB とみこ 　　 2586217 (81.1)

40 去 町台１２８  4. 1.23 育種価本原 紀多福 好平茂 安福久 勝忠平 受卵

22-1521975549 (268) BBBCBA やどのこと５２３ 　原 1743073 (82.0)

41 去 大和２５  4. 1.18 育種価本原 茂晴花 安福久 勝忠平 茂　勝

5 22-1369479766 (273) AABBAA はなこ 　原 1643316 (82.0) AABBAA

42 去 勝早  4. 1. 7 勝早桜５ 百合茂 安　平 隆　桜 奥接

9 22-1626270907 (284) AAABAB ちどり 　　 2409466 (80.0) BBBAAB

43 去 康四郎２８４  4. 2. 3 百合未来 隆之国 勝忠平 安　平

8 22-1521976683 (257) ABACCB みすず１１７ 　原 1643314 (82.2) ACACCB

44 去 康四郎２８６  4. 2.13 百合未来 美国桜 安福久 平茂勝

5 22-1521976706 (247) BABAAB きらら 　原 1721280 (81.3)

45 雌 みすず２９３  3.12. 5 美国桜 耕富士 安福久 百合茂

1 21-1521975006 (317) ゆかり 　　 2681336 (81.7)

46 雌 みすず２９４  3.12.18 紀多福 福之姫 美津照重 安福久

2 21-1521975013 (304) こゆき 　　 2681329 (83.7)

47 雌 みすず２９５  3.12.19 勝乃幸 諒太郎 百合茂 安福久

3 21-1521975020 (303) ぼたん 　　 2635615 (82.1)

48 雌 みすず２９７  4. 1.16 育種価本原 紀多福 美津照重 安福久 平茂勝

7 22-1521976645 (275) CBCBBA はるこ 　原 1660076 (82.3) CBCBBA

49 雌 かしま１５９  4. 1. 1 美津照重 美国桜 諒太郎 安福久

1 22-1369478585 (290) かしま１４５ 　原 1837393 (83.2)

50 雌 ひろ１４  3.12. 9 育種価本原 福　増 百合茂 勝忠平 安　平

6 21-1369478936 (313) AABBAA ゆりたき 　　 2523672 (80.3) AAACBB

51 雌 ひろ１５  3.12.10 育種価本原 福　増 安福久 安茂勝 東平茂

8 21-1369478912 (312) CACAAA ゆきほ 　原 1634321 (80.3) CCCABB

和牛子牛せり 8 令和4年10月18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

52 雌 さくら７３１  3.12.22 美津金幸 喜亀忠 華春福 隆之国

3 21-1369477298 (300) さとみ 　原 1769746 (81.0)

53 去 桜７３０  3.12.20 秋忠平 茂重安福（沖縄） 平茂勝 糸清水

11 21-1369477274 (302) AACBBC てるしげ 　　 2387116 (79.7) CBCAAC

54 去 桜７３２  3.12.25 美国桜 華春福 百合茂 安糸福

4 21-1369477267 (297) ゆりひめ４ 　原 1721282 (82.0)

55 去 桜７３５  4. 1. 8 夏百合 満天白清 華春福 安福久

1 22-1369477137 (283) らん 　　 2734966 (82.2)

56 去 舘野１３２  4. 2. 1 育種価本原 紀多福 美津照重 勝忠平 安　平 恥骨部白斑

4 22-1602494570 (259) BABCBA あかり４６ 　原 1702891 (81.5) BABCAA

57 雌 あかり１０７  3.12.24 育種価本原 茂晴花 諒太郎 安福久 平茂勝

3 21-1516294525 (298) AABBAA あかり７３ 　原 1767684 (82.0)

58 雌 あかり１０８  3.12.26 育種価本原 勝忠安福 幸紀雄 安福久 平茂晴

4 21-1516294532 (296) AAABAA あかり５６ 　　 2583588 (81.0)

59 去 金  3.12.16 美津金幸 安福久 隆之国 勝忠平

1 21-1399342641 (306) ひさひめ 　　 2714810 (80.4)

60 去 火山  3.12. 7 育種価本原 秋忠平 諒太郎 安福久 平茂勝

1 21-1399342153 (315) AABCBA いちぢく 　原 1796081 (81.0)

61 雌 あいこ  3.12. 8 育種価本原 夏百合 諒太郎 安福久 花清国

3 21-1399344911 (314) AACABA ひだはるか 　原 1763542 (81.1)

62 雌 こころ  3.12. 9 育種価本原 夏百合 勝忠安福 茂　勝 百合茂

1 21-1399344928 (313) ABBBBB ころ７ 　原 1833709 (82.0)

63 雌 つるかめ  4. 1.11 安亀忠 百合茂 安　平 福　桜

10 22-1423422288 (280) ゆり 　　 2396697 (79.6) ACACCC

64 去 久平桜  4. 1. 3 勝忠安福 安福久 平茂勝 福　桜

11 22-1423422264 (288) CCBCCB ふくみ 　原 1467763 (80.6) CCCBCC

65 去 福花太郎  4. 1.12 愛之国 諒太郎 第１花国 安　平

1 22-1423422295 (279) BCBCCB ふくはな 　　 2724609 (80.3)

66 去 勝安亀栄  4. 1.14 安亀忠 勝忠平 北国７の８ 紋次郎

13 22-1423422318 (277) かつひめ 　　 2296139 (83.0) ACACCB

67 去 青２７  3.11.26 奈那美 諒太郎 第１花国 平茂勝

3 21-1626439861 (326) あんな 　　 2617001 (81.1)

68 雌 あおこ１９  3.11.11 豊奨菊 安茂勝 北国７の８ 菊　谷

9 21-1626439823 (341) CCCABC あすか 　　 2361739 (79.7) CCCCCC
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69 雌 ゆきただ  3.11.14 幸忠栄 百合茂 安　平 上　福

3 21-1647105622 (338) ABBBBC たつゆり 　　 2509718 (79.8)

70 去 高野１９４  3.12.16 美津照重 隆之国 百合茂 安　平 奥接

5 21-1493205385 (306) CBCBBA かげとら 　　 2534038 (80.1) CCBBBB

71 去 高野１９７  4. 1.16 育種価本原 若百合 勝乃幸 勝忠平 平茂勝

3 22-1662105744 (275) AAACBA はな 　　 2638894 (82.0)

72 去 福凛  3.12. 6 凛斗福 美国桜 百合茂 第１花国

1 21-1641301969 (316) こすもす 　　 2731900 (79.3)

73 去 空  4. 1.18 白鵬紅葉 百合茂 安福久 忠富士

6 22-1399346359 (273) はるこ 　　 2500321 (79.3) AABCBA

74 去 東国  3.12.22 幸紀雄 美津照重 隆之国 安福久

1 21-1399342177 (300) わかな 　　 2724607 (81.0)

75 去 洋１３２  3.12.22 貴隼桜 美国桜 北平安 百合茂

5 21-1612382201 (300) BAABAB さき 　　 2516040 (81.5)

76 去 洋１３３  3.12.24 勝乃幸 勝　洋 百合茂 安福久

2 21-1612382218 (298) あかり 　　 2672194 (81.2)

77 去 洋１３４  3.12.29 福之姫 美津照重 百合茂 平茂勝

4 21-1612382225 (293) BCCCCB はるか 　高 225770 (81.1)

78 去 小手森５  4. 1. 5 紀多福 隆之国 北平安 勝忠平

4 22-1399343341 (286) BCACBA なつひめ 　　 2569952 (80.5) CCACBA

79 去 小手森６  4. 1.11 育種価本原 諒太郎 百合茂 安福久 金　幸

13 22-1399343358 (280) AABBAA ももこ３２２ 　　 2333162 (81.5) AAACAA

80 雌 はる  4. 1.26 育種価本原 久百合 花之国 安福久 平茂勝

5 22-1399343334 (265) BBBBBB みどり７ 　　 2516046 (79.8)

81 去 高男３０  3.12.25 美国桜 安福久 平茂勝 北国７の８

7 21-1399343372 (297) CABAAB まゆみ１５ 　高 221284 (82.2) CACBAC

82 去 福勝  4. 1. 3 福之姫 美国桜 勝忠平 福之国

2 22-1399343587 (288) BBACCB くにこ 　原 1799225 (81.6)

83 去 古生２９６  4. 1.16 若百合 平茂晴 勝忠平 安　平

2 22-1399343273 (275) かねひめ 　　 2686810 (81.8)

84 去 美国白清  4. 1.16 百合白清２ 美国桜 安福久 百合茂

2 22-1399343303 (275) みく２ 　　 2617006 (80.7)

85 去 福泉  3.12.20 福之姫 安福久 平茂勝 北国７の８

6 21-1399343310 (302) BCCCCB いずみ２９ 　　 2438294 (81.9)
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86 去 福太郎  3.12. 5 紀多福 美津照重 平茂勝 安福１６５の９ 恥骨部白斑

3 21-1399343327 (317) CCBCCB つるみ 　　 2617007 (81.7)

87 去 成上３４７  3.12.30 育種価本原 勝早桜５ 美津照重 勝忠平 福　栄

6 21-1399335858 (292) BAACAA なりあげ３１７ 　原 1663761 (81.5) CBCCBA

88 雌 はせはた  3.12.25 育種価本原 茂晴花 隆之国 百合茂 安福久

2 21-1399341613 (297) BAACAA ふじ 　原 1772649 (82.2)

89 雌 もとひめ１０３  4. 1. 5 育種価本原 福之姫 諒太郎 安福久 平茂勝

3 22-1577882297 (286) BBCCCB かつあき 　原 1757311 (82.4)

90 雌 さくらみつ  4. 1. 5 育種価本原 美津照重 美国桜 安福久 百合茂

5 22-1411223736 (286) CACBAA ひささくら 　　 2545571 (79.5) BABAAA

91 雌 たけやま１０１  3.12. 2 育種価本原 茂晴花 安福久 百合茂 菊　谷

11 21-1399342948 (320) BABBAA たけやま２１ 　原 1502031 (81.8) CABAAA

92 雌 さちこ  3.12.23 育種価本原 勝平安 勝忠平 茂　勝 平茂勝

8 21-1399343228 (299) ABACBA さくら 　原 1569576 (82.0) ABACCA

93 去 福太郎  4. 1.17 福之姫 美津照重 勝忠平 茂　勝 全和血統証明書

4   -1399346403 (274) ゆり 　原 1690903 (82.0) 前肢奇形

94 去 凛太郎  3.12.26 凛斗福 諒太郎 芳之国 百合茂

3 21-1399343211 (296) CCCBCC りょうこ 　原 1757325 (82.5)

95 去 隆之福  3.12. 4 紀多福 隆之国 百合茂 安福久

4 21-1399342924 (318) BCABBA たかゆり 　原 1735737 (81.1)

96 去 福茂  4. 1. 5 福之姫 百合茂 安福久 平茂勝

7 22-1399345154 (286) BCBCCB さえこ２６ 　高 222573 (84.1) BCBACB

97 雌 たかざくら  4. 1.25 育種価本原 貴隼桜 百合茂 安福久 勝忠平

8 22-1399345093 (266) AAABBB えいこう 　　 2440926 (81.3) AABAAB

98 雌 てら３４８  3.12.30 白鵬紅葉 百合茂 安福久 忠富士

3 21-1399339238 (292) てら９０１ 　　 2552933 (81.2)

99 雌 てら３５０  4. 1.17 美国白清 勝忠平 安　平 隆　桜 受卵

22-1399339252 (274) ひがし 　原 1445882 (82.7) ACBCCA

100 去 寺３４９  4. 1. 7 鈴　音 第１花藤 安福久 勝忠平

1 22-1399339245 (284) てら３１１ 　　 2686818 (80.0)

101 去 茂晴福  3.12.22 育種価本原 茂晴花 諒太郎 安福久 勝忠平

1 21-1399345086 (300) AABBAA ふくた 　　 2724608 (81.8)

102 去 太郎  4. 2. 7 育種価本原 秋忠平 美津照重 美国桜 勝忠平

3 22-1399345680 (253) AACCBA ひかり 　原 1708319 (82.7)
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103 去 明野２１６  3.12.21 白鵬紅葉 美津照重 百合茂 安福久

2 21-1399344324 (301) はつみ 　原 1806146 (82.2)

104 去 明野２１７  3.12.31 白鵬紅葉 安福久 百合茂 第５隼福

5 21-1399344331 (291) あかね 　原 1690904 (83.0) CACAAA

105 去 福太  3.12.13 福之姫 美津照重 百合茂 北　仁

2 21-1399344584 (309) BCCCCB きく 　原 1799223 (82.1)

106 雌 みつふく  4. 1. 3 福之姫 美津照重 平茂勝 秋　重 乳座白

2 22-1399344348 (288) CCCCCB みつしげ 　　 2677254 (83.3)

107 雌 こばやし２１５５  3.12. 1 美津忠 安福久 百合茂 安　平

1 21-1399342795 (321) なんこ７７３６ 　原 1772693 (81.3)

108 雌 こばやし２２０２  4. 1.10 育種価本原 福之姫 安福久 勝忠平 第１花国

9 22-1399344966 (281) ABACCA あかね 　　 2413543 (79.7) AAABAA

109 雌 いぶ  3.12.24 育種価本原 聖香藤 光平照 平茂勝 北国７の８

7 21-1399342719 (298) BBACBB ふくしげ 　　 2485916 (80.4) CCBCCB

110 雌 りん１１６  3.12. 4 茂晴花 茂　洋 百合茂 第２波茂 全和血統証明書

7   -1649413107 (318) なかひろ 　原 1647965 (83.0) 腹部白斑大

111 去 凛１５７  3.12.14 茂晴花 北乃大福 平茂勝 忠　福

11 21-1649413114 (308) ふくのひめ 　原 1515004 (83.0)

112 去 凛１５８  4. 1. 3 好久勝 第２平茂勝 北国７の８ 安　平

8 22-1593113122 (288) さおり 　原 1599977 (81.7)

113 去 大吟醸  4. 1.10 幸忠栄 美国桜 安福久 平茂勝

5 22-1354085422 (281) BBBBBC さくら 　　 2559191 (80.3)

114 去 作之助  3.12.31 関平照 耕富士 安福久 勝忠平

3 21-1354083015 (291) ふく 　原 1763511 (82.7)

115 雌 りんりん  3.11.24 育種価本原 若百合 勝平正 安　平 福　桜

7 21-1354083039 (328) BBBCBB りん３７ 　　 2481117 (80.4) CCCBCC

116 雌 いぶき  3.12. 7 貴隼桜 美津百合 安福久 福之国

1 21-1354081868 (315) CBCABB みさえ 　原 1833731 (81.7)

117 雌 はれ  3.12.18 茂晴花 勝平正 福之国 安　平

5 21-1354083480 (304) しんこ 　　 2553007 (80.3)

118 雌 ゆり  3.12.28 育種価本原 茂晴花 百合茂 福　桜 安福（岐阜）

8 21-1354083497 (294) AAABAB しげゆり 　　 2413583 (79.7) ABAABC

119 雌 はるな  3.12.30 育種価本原 貴隼桜 隆之国 安福久 百合茂

4 21-1354081851 (292) BAACAA さくら２ 　　 2597014 (80.6)
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120 雌 はるか  4. 1. 4 貴隼桜 美穂国 勝平正 安　平

5 22-1354086689 (287) ともこ 　　 2539658 (80.5)

121 去 七郎  3.12.22 育種価本原 勝忠安福 隆之国 安福久 百合茂

1 21-1354083527 (300) BBABBA たかこ 　原 1829618 (82.2)

122 去 大翔  3.12.18 知恵久 茂勝朗 百合茂 安　平

3 21-1372552456 (304) めぐみ６ 　原 1769204 (82.3)

123 去 照平  4. 1.30 関平照 幸紀雄 隆之国 平茂勝

5 22-1372552463 (261) CBBCCB もも 　　 2539679 (80.0) CCACCB

124 去 菊男  3.12.29 福　増 菊花国 勝忠平 安　平

9 21-1354083947 (293) BACBAB ななこ 　原 1519761 (81.0) ABBCCC

125 去 福盛２  4. 2. 2 育種価本原 若百合 諒太郎 美国桜 金　幸

3 22-1354085378 (258) AABCBA えびす２ 　原 1778520 (81.5)

126 雌 ちえこ  3.12.23 知恵久 美津照重 芳之国 安福久

1 21-1354083930 (299) きさらぎ 　　 2731875 (80.6)

127 雌 あきひめ  4. 1.31 育種価本原 若百合 美国桜 平茂晴 平茂勝

3 22-1354085361 (260) AAACBA あきな 　原 1716428 (81.4)

128 雌 ふくさくら  3.12.11 育種価本原 久茂福 美国桜 百合茂 安福久

1 21-1354083916 (311) CACAAA さくらこ５ 　原 1833726 (82.4)

129 雌 たかこ  3.12.26 育種価本原 貴隼桜 安福久 勝忠平 安　平

5 21-1354083893 (296) BABBAA なな 　　 2509736 (79.4)

130 雌 ななお１０  4. 1. 3 育種価本原 若百合 美穂国 勝平正 福　桜

5 22-1372558519 (288) AAACBB ななお３７ 　原 1643272 (82.0) BBABBC

131 雌 ゆうか  3.12. 7 育種価本原 若百合 勝忠平 平茂勝 安　平

7 21-1354083565 (315) ABACCB こなつ 　原 1552035 (80.8) ACACCC

132 雌 あいこ  3.12.20 若百合 幸紀雄 安福久 平茂勝

2 21-1354083589 (302) ひなこ 　　 2672266 (79.0)

133 去 奈緒  3.12.10 福之姫 安福久 平茂勝 安　平

9 21-1354083572 (312) CBCCCB かおる 　原 1492328 (80.5) CBCAAA

134 去 福栄  3.12.25 福之姫 安福久 第１花国 平茂勝

2 21-1354081776 (297) あすと５１４ 　　 2654065 (82.5)

135 去 太陽  3.12.28 若百合 幸紀雄 安福久 勝忠平

1 21-1354081813 (294) さちこ 　　 2731877 (80.3)

136 去 空  3.12.28 若百合 諒太郎 安福久 百合茂

2 21-1354081806 (294) やよい 　原 1806185 (82.5)
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137 去 悠聖  4. 1.14 聖香藤 徳悠翔 第１花国 安　平 再

4 22-1354085460 (277) BCBABB ゆう 　　 2539659 (79.3)

138 去 金雄  3.12.12 美津金幸 美国桜 勝忠平 福　栄

3 21-1372556430 (310) CBBCBB ななえ 　　 2617042 (80.3)

139 去 福百合  4. 2. 5 若百合 福之姫 安福久 勝忠平

1 22-1354084982 (255) のぞみ 　原 1839559 (81.3)

140 去 早坂４５２  3.12.18 関平照 芳之国 安福久 勝忠平

3 21-1372563278 (304) はやさか３５４ 　　 2634721 (81.2)

141 雌 さきえ  3.12.19 若百合 幸紀雄 諒太郎 安福久

2 21-1354079902 (303) ゆきえ 　原 1796135 (81.1)

142 雌 ゆりこ  3.12.23 育種価本原 若百合 隆之国 勝平正 福之国

3 21-1354083671 (299) BBBCBA あきこ 　原 1769206 (83.0)

143 雌 ふじひめ  3.12.23 知恵久 百合茂 糸藤（大分） 安　平

4 21-1354083633 (299) ふじゆり 　原 1698040 (81.2) AABCBC

144 去 中平  4. 1.16 美津金幸 平茂勝 美津福 北国７の８

12 22-1354084883 (275) BCBCCC みつくに 　高 215533 (82.8) ACACCC

145 去 北百合１０  4. 1.20 北美津久 百合茂 安糸福 福　桜

10 22-1354084852 (271) よいこ 　原 1544382 (83.0) AABCBB

146 去 次郎  3.12.10 夏百合 美津照重 隆之国 安福久

1 21-1607267940 (312) はる 　　 2724639 (80.0)

147 去 太郎  4. 1. 7 若百合 幸紀雄 隆之国 百合茂

4 22-1354084890 (284) ゆき 　　 2589075 (79.0)

148 去 寅乃助  4. 1. 9 紀多福 耕富士 秀菊安 福　桜 恥骨部白斑

2 22-1354084876 (282) たにまりこ 　　 2672261 (80.2)

149 去 安国  4. 1. 1 隆安国 諒太郎 安福久 美穂国 奥接

2 22-1654256652 (290) やよい２ 　原 1796136 (81.0)

150 去 百合  3.12.22 育種価本原 若百合 幸紀雄 安福久 安　平

5 21-1654256638 (300) AABCAA のりひさ 　　 2559197 (79.6)

151 去 美国  3.12.24 美国白清 諒太郎 美穂国 忠富士

1 21-1654256645 (298) あさひ８５ 　原 1829628 (82.0)

152 雌 あさひ６２  3.12.21 育種価本原 諒太郎 美国桜 安糸福 神高福

5 21-1654256621 (301) BACAAA みくに 　　 2559198 (79.5) CBCBAA

153 雌 ひさきよ  3.12. 8 育種価本原 百合白清２ 安福久 百合茂 福　昌

6 21-1372556683 (314) BAAAAA ひさはる 　原 1680657 (82.1) CBCABB
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154 雌 しげはれ  3.12.23 育種価本原 茂晴花 百合茂 北国７の８ 福　昌

11 21-1372556706 (299) AABBAA きたゆり 　原 1519760 (80.8) BBCABA

155 雌 はなきよ  4. 1. 2 育種価本原 茂晴花 百合白清２ 安福久 第１花国

1 22-1372556713 (289) AAABAA きよこ 　原 1833724 (83.2)

156 雌 さちえ  3.12.10 美国桜 幸紀雄 安福久 福之国

1 21-1354083602 (312) さきこ 　　 2724637 (79.6)

157 雌 たかはや  3.12.25 育種価本原 貴隼桜 第５隼福 安茂勝 北国７の８

13 21-1354083619 (297) ABABBB のり２ 　原 1436907 (80.8) ACABCB

158 雌 さくら  3.12.20 美国白清 美津照重 百合茂 安　平

1 21-1354083657 (302) こゆき 　　 2724636 (82.5)

159 雌 なつ  3.12.24 育種価本原 夏百合 美津照重 隆之国 安福久

2 21-1354083626 (298) CCCBBA ぼたん 　　 2677296 (80.8)

160 雌 ひめ  4. 1. 7 育種価本原 若百合 美穂国 勝平正 安　平

5 22-1354084869 (284) BABCBA うめ 　原 1690924 (81.5) CBCCBB

161 去 春輝  3.12. 3 隆安国 美国桜 美津照重 百合茂

3 21-1515805678 (319) とみざわ１０４ 　原 1721237 (81.0)

162 去 秋忠平１  3.12.18 育種価本原 秋忠平 百合芳 松福美 安福１６５の９

2 21-1639531460 (304) AABCBA ゆりよし 　　 2638970 (79.0)       

163 雌 ひかる１８  4. 1.14 福之姫 幸紀雄 安福久 第１花国

2 22-1354085712 (277) ひかる１０ 　原 1806195 (83.0)

164 雌 ゆり  4. 2. 6 百合未来 美国桜 百合茂 安　平

6 22-1354085767 (254) BBCABC みくにざくら 　　 2488404 (80.0) CBCABC

165 去 和平３３８  3.12.25 福　増 美国桜 平茂勝 安　平

5 21-1355377762 (297) BABAAB わだいら２０６ 　原 1698055 (81.0)

166 去 和平３３９  4. 1. 5 福　増 平茂勝 安　平 福　茂

11 22-1354077878 (286) BABAAC わたいら１６５ 　原 1518086 (81.3) BCAACC

167 去 博貞  4. 1. 4 貴隼桜 安福久 勝忠平 安福１６５の９

6 22-1354077908 (287) BABBAB ともえ 　原 1670975 (81.1)

168 去 瑞穂２３４  3.12.16 吉重７５ 幸紀雄 美穂国 福　桜

2 21-1372562875 (306) かりん１２１ 　　 2677307 (80.6)

169 去 瑞穂２３５  3.12.16 育種価本原 勝早桜５ 安福久 百合茂 福之国

3 21-1372562882 (306) BABBAA あかざ１０９ 　　 2626106 (80.1)

170 去 南湖７８８７  3.12.27 夏百合 白清８５の３ 光平福 安福（岐阜）

11 21-1627078878 (295) CCCACB まささかえ 　原 1502173 (80.2) CCCACC
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171 雌 なんこ７８８５  3.12. 4 育種価本原 福之姫 勝忠平 安　平 美津福

8 21-1627078854 (318) ABACCA なんこ０９０５ 　原 1628214 (81.0) AAACBA

172 雌 なんこ７８８６  3.12. 5 隆之国 百合茂 美国桜 安福久 乳座白

3 21-1627078861 (317) なんこ７６９２ 　　 2589090 (81.0)

173 雌 ゆりひめ  4. 1.11 福之姫 百合茂 糸福（鹿児島） 平茂勝

5 22-1554471629 (280) ACBCCC いたばしゆり 　　 2481152 (79.4) ACBBCC

174 雌 みま  4. 1.21 育種価本原 愛之国 百合茂 安糸福 平茂勝

9 22-1564074414 (270) ACACCA ゆきこ 　原 1600086 (80.0) ACACCA

175 雌 なおみ  4. 1.13 育種価本原 直太郎 美国桜 安福久 百合茂

2 22-1354077984 (278) AABAAA まつ 　原 1763539 (82.4)

176 去 天  3.12.16 諒太郎 勝平正 安福久 平茂勝

5 21-1443921396 (306) やすひめ 　　 2529647 (79.7)

177 去 幸  3.12.14 諒太郎 福之国 安　平 糸　秀

9 21-1443921389 (308) CBCBBC さつき 　原 1462673 (80.3) CCCCCC

178 去 福  3.12.24 育種価本原 茂晴花 百合久 国牽白清 安茂勝

1 21-1443921402 (298) AABBAA るり７５ 　原 1832812 (82.0)

179 雌 むつみ  4. 1.22 美国桜 百合茂 安福久 第１花国

6 22-1417889745 (269) ひめさゆり 　　 2523704 (82.5)

180 雌 えり  3.12.28 若百合 安福久 福之国 福　桜 全和血統証明書

5   -1417885396 (294) かりん 　　 2481146 (82.0) 乳頭不足（３本）

181 去 太陽６６  4. 1.10 百合白清２ 安福久 平茂晴 安　平

3 22-1354058662 (281) けいあい３５４ 　　 2626023 (82.0)

182 雌 のぞみ６５  3.12.28 育種価本原 直太郎 安福久 百合茂 平茂勝 左乳頭根癒着

3 21-1354058655 (294) AACAAB みなみ７１ 　原 1727866 (81.0)

183 雌 いぶ  3.12.24 諒太郎 華春福 安福久 百合茂

3 21-1393267551 (298) はなはる７６９ 　　 2638986 (80.1)

184 雌 あやこ  4. 1. 3 茂晴花 耕富士 安福久 平茂勝

3 22-1393267575 (288) あやひめ９８ 　原 1772704 (81.5)

185 雌 すず  3.12.28 福之姫 耕富士 安福久 百合茂

3 21-1393267568 (294) いすず１４ 　　 2638985 (81.6)

186 雌 むつゆり  3.12.20 美津金幸 百合白清２ 喜亀忠 華春福

1 21-1417885433 (302) りりこ 　　 2722558 (81.1)

187 去 隆虎  4. 1. 1 隆之国 安福久 勝忠平 北国７の８

3 22-1417885464 (290) あいふく５３３ 　　 2638983 (80.2)
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188 去 優羽  3.12.24 美津照重 百合茂 安福久 勝忠平

1 21-1417885457 (298) たかこ 　　 2686867 (83.1)

189 去 夢美来８９２  4. 1. 9 豊奨菊 美津照重 平茂晴 平茂勝

1 22-1627087856 (282) CBCAAA ゆめみらい８６０ 　原 1837378 (81.0)

190 去 関栄１７  3.12.23 実有貴 美津照重 喜多平茂 安茂勝

2 21-1654657510 (299) ACBBCC せきか３ 　　 2681354 (79.8)

191 去 睦  4. 1.13 貴隼桜 美穂国 福　桜 安　平 奥接

6 22-1648809420 (278) みかん 　原 1671024 (82.2)

192 雌 すずか  4. 1. 1 多久実 喜亀忠 金幸福 安糸福 奥接

3 22-1379874414 (290) かりん 　原 1769234 (82.2)

193 去 令和６  3.12.30 福華１ 花之国 平茂勝 神高福

9 21-1372662391 (292) BCBBCC はなこ 　原 1572869 (80.7) CCCBCC

194 雌 ゆり  4. 1.14 関平照 百合茂 平茂勝 茂重波

8 22-1356925016 (277) BCCCCC ゆりひめ 　原 1604467 (81.7) ACCCCC

195 去 桜花福  3.12.27 第１花福 耕富士 糸北国 安　平 奥接

5 21-1637256532 (295) CCBCCB さくら 　原 1683747 (82.6) ACACCC

196 去 福２  4. 1.19 美国桜 安福久 勝忠平 糸福（鹿児島） 口接

6 22-1601873178 (272) CABAAA ひさえ 　　 2520806 (80.2) CBCABA

197 去 吉桜  4. 1. 3 育種価本原 美津照重 美国桜 安福久 勝忠平

1 22-1601873154 (288) CACBAA もも 　　 2728597 (81.0)

198 去 国生６  4. 1. 8 美津金幸 百合茂 第１花国 安　平

5 22-1601873161 (283) BCCBCB はな 　原 1675894 (81.6)

199 去 茂白一  4. 1.15 茂白清 諒太郎 安福久 平茂勝 白舌

2 22-1393275730 (276) うづき 　　 2665722 (81.3)

200 去 光太郎  4. 1.10 美津照重 百合茂 安福久 福之国

1 22-1477944330 (281) ちはる 　原 1837386 (82.8)

201 去 藤雄１９  4. 1. 9 育種価本原 茂晴花 美国桜 安福久 百合茂

1 22-1659920510 (282) BABBAA ふくさくら 　　 2728583 (81.4)

202 去 稔  3.12.10 美国桜 満天白清 美穂国 忠富士

1 21-1637025695 (312) ももな 　原 1837385 (81.5)

203 去 元気  3.12.12 幸忠栄 諒太郎 安福久 百合茂

1 21-1637025701 (310) AACBBB きみちゃん 　　 2728607 (80.5)

204 去 文太  3.12.19 諒太郎 美穂国 勝平正 忠富士 全和血統証明書　

5   -1637025718 (303) みち 　　 2545605 (80.6) 腹部白斑　白舌
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205 雌 やすこ  3.12. 6 勝早桜５ 華春福 百合茂 北国７の３

4 21-1637025688 (316) こずえ 　原 1738151 (81.6)

206 雌 とみよし  4. 1. 7 諒太郎 美穂国 忠富士 福　桜

5 22-1468914281 (284) はるこ 　原 1683751 (83.1)

207 去 藤平３４３  3.12.20 百合白清２ 安福久 忠富士 福之国

2 21-1601493451 (302) るり６３ 　　 2681360 (81.0)

208 去 藤平３４６  4. 2. 4 勝忠平 安福久 百合茂 平茂勝

2 22-1601493482 (256) ABBCBB まさ６４ 　原 1791353 (82.7)

209 去 清福  3.12.31 勝忠安福 秀正実 忠富士 福之国

2 21-1603569000 (291) ふく４ 　原 1733214 (83.0)

210 雌 はる４７  3.12.11 美国桜 満天白清 美穂国 勝平正

1 21-1609732637 (311) ちえみ 　原 1837383 (81.7)

211 雌 はる４８  3.12.12 美国桜 喜亀忠 華春福 百合茂

1 21-1609732644 (310) はつ１３０ 　原 1837384 (81.0)

212 雌 はる４９  3.12.24 幸忠栄 第１花国 安茂勝 福　栄

6 21-1609732651 (298) ABACCC みのり２５の１０ 　　 2477554 (81.2) ACACCC

213 雌 みらいれいわ７  3.12.16 諒太郎 安福久 勝忠平 金　幸

5 21-1612645429 (306) たのもう２６６２ 　原 1675902 (81.1)

214 去 弁天６  3.12.16 若百合 満天白清 忠高盛 美穂国 奥接

1 21-1359660396 (306) ももか 　　 2728599 (79.6)

215 去 若宮幸  3.12.30 育種価本原 幸紀雄 安福久 勝忠平 福之国

8 21-1581688557 (292) CABBAA わかみ２ 　高 222576 (81.7) CACAAA

216 去 宝４６３  3.12.15 勝忠安福 安茂勝 安平照 茂　勝 奥接

12 21-1509773570 (307) BBACBB たから２３６ 　原 1513612 (80.0) CCCCCC

217 雌 ゆきこ  3.12.23 美津金幸 美国桜 安福久 忠富士

3 21-1593648617 (299) CBCBBB あやめ 　原 1749853 (81.8)

218 雌 てるみ  4. 1.15 美津照重 安平幸 平茂勝 金　幸

6 22-1473282085 (276) CCCCCB まさひら 　原 1675891 (82.4) CCCCCC

219 雌 こみ  3.12.17 美国白清 百合茂 平茂勝 福　昌

9 21-1653654329 (305) しげこ 　原 1586829 (80.2) BCCABC

220 雌 はるこ  3.12.17 育種価本原 茂晴花 諒太郎 安福久 平茂勝

1 21-1653654336 (305) AACBBA はる１２２５ 　　 2728606 (82.3)

221 去 勝白清  4. 1. 6 勝乃幸 百合白清２ 安福久 百合茂

1 22-1417887949 (285) ゆりふく 　　 2722531 (80.1)
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222 去 若幸紀  4. 1. 8 若百合 幸紀雄 安　平 福　茂

5 22-1417887956 (283) BBBCBB さきこ 　　 2563079 (80.8)

223 雌 まりあ  3.12.12 隆安国 安福久 百合茂 安　平

5 21-1417886324 (310) まりこ 　　 2545667 (80.4)

224 去 花夫  3.12. 2 夏秋花 華春久 百合茂 安福久

1 21-1393273217 (320) はな 　　 2717987 (80.0)

225 去 裕次郎  3.12.24 育種価本原 勝早桜５ 安福久 平茂勝 安福（岐阜）

4 21-1393273224 (298) BAABAA ゆか 　原 1675827 (81.3)

226 雌 ふくこ  3.11.24 育種価本原 勝忠安福 美津照重 百合茂 第２平茂勝

3 21-1417883200 (328) BBACBA ひかり 　原 1731984 (81.8)

227 雌 もみじ  3.12. 1 隆安国 高百合 秀菊安 忠富士

2 21-1417886317 (321) ひかり 　　 2672227 (78.8)

228 去 桜  3.12. 2 紀多福 安福久 百合茂 安　平

9 21-1417882722 (320) CACAAA さくら１ 　　 2396693 (81.0) CACAAA

229 去 大翔  4. 1. 1 幸紀雄 安福久 勝平正 福　桜

4 22-1417882821 (290) CABBAA とまり 　原 1735735 (81.6)

230 去 都８５  3.12.30 福之姫 安福久 平茂勝 忠　福 受卵

21-1417882814 (292) CCCCCB ゆうこ 　　 2356293 (81.7)       

231 去 都８７  4. 2. 6 紀多福 安福久 百合茂 安　平 受卵

22-1417888564 (254) CBBABB まりの 　原 1654273 (81.0) CBCABC

232 去 大吉  4. 1.10 紀多福 安福久 花清国 平茂勝

4 22-1417886614 (281) CBBBBA かえで 　　 2589140 (80.4)

233 去 一郎  3.12. 3 美国白清 福之姫 勝平正 福之国

1 21-1417886270 (319) はな 　　 2717989 (82.0)

234 雌 ゆきの  3.12.26 安亀忠 隆之国 百合茂 平茂勝

4 21-1417886263 (296) さとこ 　原 1708345 (83.4) ACACCC

235 去 若浦  4. 1.11 若百合 美穂国 勝平正 福福

5 22-1417886621 (280) BABCBB うらら 　原 1702913 (81.2) CCBCCC

236 去 福平  4. 1.21 育種価本原 若百合 安福久 百合茂 安　平

4 22-1417886645 (270) AACCAA ゆりひら３ 　原 1742009 (83.6)

237 雌 ふくうち３７６  3.12. 5 育種価本原 美津照重 勝平正 福之国 忠富士

4 21-1417884245 (317) CCCABA きよみ 　原 1708346 (81.3) CCBABB

238 去 美桜  3.12.15 美国桜 美津照重 勝忠平 安　平

1 21-1417886300 (307) CBCBAA みつひら 　　 2722532 (82.2)
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239 去 音和  3.12.11 諒太郎 幸紀雄 安福久 勝忠平

2 21-1632729376 (311) おとわ４０ 　原 1799247 (81.2)

240 去 隆雄  3.12.22 隆之国 安福久 平茂勝 紋次郎

1 21-1632729383 (300) おさし 　　 2731960 (80.4)

241 去 五郎  4. 1. 9 育種価本原 福之姫 幸紀雄 安福久 勝忠平

5 22-1417887048 (282) BBACBA いちこ 　　 2569870 (81.0) CAACAA

242 雌 わかこ  3.12.20 若百合 美津照重 勝忠平 第１花国 乳房白

3 21-1417883972 (302) ふくみらい 　　 2569871 (80.0)

243 去 久福  3.12.26 紀多福 安福久 安　平 隆　桜

8 21-1417883989 (296) CACAAA ひさこ 　原 1594905 (80.7) CACAAA

244 去 金茂晴  4. 2. 3 育種価本原 茂晴花 安福久 平茂晴 勝忠平

8 22-1417890451 (257) BACCBA ゆみ 　　 2431890 (80.8) CBCCCA

245 去 茂雄１３０  3.11.26 育種価本原 若百合 安福久 安　平 北国７の８

10 21-1354059010 (326) BABBAA きょうこ３２ 　　 2392408 (80.3) CACAAA

246 去 茂雄１３３  4. 1. 7 育種価本原 美津照重 美国桜 安福久 安　平

3 22-1354059041 (284) CACAAA さゆり８５ 　　 2626065 (80.7)

247 去 草野２３０  4. 1.29 奈津百合５５ 幸紀雄 安福久 勝忠平

2 22-1354065233 (262) くさの１８３ 　原 1778503 (81.6)

248 去 勝男  4. 1.11 幸紀雄 安福久 勝忠平 安　平

4 22-1417887000 (280) CABBAA かつはな 　原 1731983 (81.5)

249 去 福春  4. 1.25 福之姫 安福久 平茂勝 安　平

6 22-1417887017 (266) BBBCCB めぐ 　原 1679315 (82.1) CACBAA

250 雌 まゆこ  4. 1.12 育種価本原 福之姫 美津照重 安福久 百合茂

2 22-1417887031 (279) CBCCCA みさと 　　 2672242 (80.0)

251 去 国男  3.12.27 美国白清 百合茂 福之国 安　平

11 21-1417883897 (295) いずみ 　　 2377145 (80.5) BCACBC

252 去 安美  3.12. 4 美津金幸 安福久 百合茂 北　仁

6 21-1417883927 (318) CBCBBA みほ 　原 1621939 (80.8) CACAAA

253 去 秋夫  3.12. 7 美津金幸 百合茂 北　仁 紋次郎

10 21-1417883910 (315) CCCCCB とくこ 　　 2353720 (79.8) BCCCCC

254 雌 きよ２１６  3.12.15 育種価本原 百合未来 諒太郎 忠富士 福　桜

4 21-1417878091 (307) ABBBCB ふるう２３８ 　　 2589134 (81.0)

255 雌 きよ２１７  3.12.18 諒太郎 勝早桜５ 安福久 第２平茂勝 乳房白

3 21-1417878107 (304) きよ１７８ 　原 1772632 (81.5)
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256 去 清２３６  3.12.27 諒太郎 安福久 平茂勝 北国７の８

7 21-1417878114 (295) BBCBCB きよ１３４ 　原 1657187 (82.6) CCCCCB

257 雌 みゆり  3.12.16 育種価本原 百合白清２ 美国桜 平茂勝 第１花国

2 21-1354065363 (306) AAAAAA さくら 　　 2686853 (80.7)

258 雌 はなこ  4. 1.20 育種価本原 茂晴花 百合茂 安　平 賢　治

10 22-1417880568 (271) AAABAA ゆりこ 　　 2366391 (80.7) BBABAC

259 雌 きたこ  4. 1.27 紀多福 耕富士 美穂国 福之国

4 22-1417880575 (264) まな 　　 2596965 (80.7)

260 雌 あゆ  3.12.27 諒太郎 華春福 安福久 勝忠平 乳房白

2 21-1417879487 (295) さつき 　　 2677277 (80.7)

261 雌 りん  4. 1.14 勝早桜５ 安福久 百合茂 平茂勝 受卵

22-1417879494 (277) かえで 　原 1697986 (81.8)

262 雌 かな  3.12.21 育種価本原 幸紀雄 美津照重 安福久 第１花国

3 21-1417886867 (301) CACBAA まゆみ 　原 1757276 (82.1)

263 雌 ほへと  3.12.17 隆安国 喜亀忠 華春福 百合茂

2 21-1417886874 (305) いろは 　　 2654167 (80.2)

264 去 国光  4. 1.30 育種価本原 幸紀雄 美国桜 安福久 勝忠平

2 22-1417888762 (261) CAABAA ひとみ 　原 1806174 (81.4)

265 去 金太郎９３  3.12.15 育種価本原 幸紀雄 美国桜 百合茂 安　平

7 21-1417886898 (307) BAACAA かみざかえ４４３ 　原 1643389 (81.7) BABBAB

266 去 金太郎９４  3.12.23 茂晴花 勝平正 福之国 安　平

5 21-1417886904 (299) CABBAA あや 　原 1643395 (82.1) CBCAAB

267 去 金平７１  4. 1.17 育種価本原 若百合 美津照重 安福久 勝忠平

3 22-1417888779 (274) BACCBA もみじ２ 　原 1763503 (81.7)

268 去 福栄  3.12.28 若百合 美津照重 勝忠平 安福１６５の９

6 21-1417886928 (294) BBCCCB みつてるさち 　原 1687064 (82.0) CCCCCC

269 去 算太  3.12.24 育種価本原 福之姫 美国桜 百合茂 安福久

4 21-1417886942 (298) BBACBA さくら 　　 2589136 (80.2)

270 雌 ふくとみ３３  4. 1. 2 諒太郎 美国桜 幸紀雄 安福久

3 22-1417888809 (289) ふくとみの１ 　　 2634708 (81.3)

271 去 福冨３４  4. 1.13 育種価本原 茂晴花 諒太郎 百合茂 平茂勝

1 22-1417888816 (278) AAACBA ふくとみの１７ 　　 2722550 (80.3)

272 雌 しげゆり  3.12.29 育種価本原 茂晴花 百合茂 安糸福 平茂勝

6 21-1354058402 (293) AABCAA たかゆり 　　 2516136 (80.5) BABBAB
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273 雌 しげはな  4. 1. 2 育種価本原 茂晴花 勝忠平 福　栄 北国７の８

12 22-1417880292 (289) AAACBB きよはな 　　 2353793 (79.6) BBACBC

274 去 美紀雄  3.12. 6 美国桜 幸紀雄 百合茂 勝平正

2 21-1417886966 (316) さち 　原 1796124 (81.4)

275 去 勝百合  3.12.16 美津之国 百合茂 勝平正 忠富士

4 21-1417886973 (306) ゆりこ 　　 2559165 (81.7)

276 雌 はなちゃん  3.12.17 育種価本原 幸紀雄 美穂国 福之国 安　平

5 21-1417886980 (305) CAACAA きこ 　原 1675856 (81.3) CBBBAC

277 去 仙花１１６  4. 1. 6 福之姫 百合茂 安　平 隆　美

7 22-1417882968 (285) BCBCCC みきか４４ 　原 1612440 (82.2) BCCCCC

278 去 泉８４  3.12.17 花靖国 美津照重 平茂勝 安福１６５の９

4 21-1426232914 (305) BCCCCC ようこ 　　 2569876 (80.2)

279 去 国姫桜  3.12.12 美国桜 華春福 安福久 勝忠平

2 21-1417887772 (310) ひさひめ９９ 　原 1799229 (81.6)

280 雌 ゆきの  4. 1. 3 育種価本原 勝乃幸 美津照重 百合茂 平茂勝

2 22-1354066544 (288) CBBBBA あきこ 　原 1806169 (81.8)

281 去 勝太郎  3.12.28 育種価本原 若百合 諒太郎 百合茂 安　平

1 21-1417887758 (294) AABCBA あやこ 　　 2677262 (82.0)

282 去 大旦１５０  4. 2.12 諒太郎 隆之国 諒太郎 安福久

2 22-1417889295 (248) うらら 　原 1806158 (82.1)

283 去 福男  4. 1. 5 実有貴 福之国 安　平 糸弘２

12 22-1417887901 (286) ACBCCC ふくみ 　原 1412733 (80.0) CCCCCC

284 去 蒼  3.12.11 福之姫 幸紀雄 安福久 勝忠平

5 21-1417879319 (311) BBBCCB さちこ 　　 2559148 (80.6) BABCAA

285 雌 あやめ  3.12.31 幸紀雄 喜亀忠 華春福 安福久 乳座白

2 21-1417879333 (291) みしげ２の１ 　原 1799230 (81.1)

286 雌 さくらひめ  3.12.20 幸忠栄 美国桜 安福久 平茂勝

2 21-1417878350 (302) BBBBAC ひさざくら 　　 2677279 (80.0)

287 去 照美  3.12.18 美津照重 花之国 白清８５の３ 平茂勝

4 21-1417887796 (304) CBCCBA きよはな 　　 2604152 (80.1)

288 雌 はるか  4. 1. 7 育種価本原 茂晴花 美津照重 美国桜 百合茂

4 22-1417889141 (284) BACBAA わかな 　　 2610070 (81.1)

289 去 ２２麓山７０  4. 1.11 美国桜 安福久 金　幸 平茂勝

6 22-1393273149 (280) CABAAA １４はやま３８ 　原 1651393 (82.1) BACAAA
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290 雌 めぐみ１８８  3.12. 6 育種価本原 諒太郎 花之国 安福久 平茂勝

3 21-1417879142 (316) AACAAA さゆり２ 　原 1757283 (81.2)

291 雌 めぐみ１８９  3.12.17 紀多福 安福久 百合茂 神高福

4 21-1417879159 (305) CBCBBB ゆりえ 　　 2509762 (80.4)

292 去 太子堂４２  3.12.30 華春久 金　幸 平茂勝 神高福

13 21-1393268794 (292) はるみ 　原 1422207 (81.7)

293 去 福富士１２０  3.12.24 豊奨菊 喜亀忠 安福久 平茂勝

2 21-1417880827 (298) なおこ７５ 　原 1796116 (82.3)

294 雌 はやひめ  3.12.25 育種価本原 福之姫 勝早桜５ 茂勝栄 菊　谷

3 21-1417886232 (297) BBBCCB はやさか３５３ 　　 2634720 (80.0)

295 去 照男  3.12.26 関平照 美国桜 百合茂 安福久

1 21-1417886249 (296) あさひ 　　 2722536 (80.4)

296 去 幸紀桜  4. 2. 4 育種価本原 幸紀雄 美国桜 安福久 忠富士

3 22-1417889165 (256) CAABAA さくら 　原 1778499 (81.3)

297 去 蟹久照  3.10.30 育種価本原 関平照 安福久 百合茂 平茂勝

7 21-1417880797 (353) BACAAA やすこ 　　 2438270 (78.6) CACAAA

298 雌 よしひめ３１２  3.12.23 夏百合 美国桜 安福久 勝忠平

1 21-1354063666 (299) きゃしい 　　 2722535 (81.0)

299 去 太郎３４９  4. 1. 5 美国桜 勝忠平 安福久 百合茂

1 22-1417880919 (286) BAAAAB よしひめ２９５ 　原 1832800 (81.0)

300 雌 やしひめ３１４  4. 1.12 育種価本原 福之姫 幸紀雄 安福久 百合茂

4 22-1417880933 (279) BBBCCB よしひめ２４２ 　　 2552964 (81.8)

301 雌 さち５  4. 1. 5 育種価本原 勝忠安福 勝平正 平茂勝 安　平

5 22-1417887826 (286) BBABBA うめみさき 　　 2516122 (80.7) CCCABB

302 雌 みずのや２  3.12.30 愛之国 徳悠翔 忠富士 福　桜

5 21-1417889202 (292) ACBCCC かみざかえ４８８ 　　 2509808 (80.2) ACCBCC

303 雌 あやひめ  3.12. 9 安平幸 高百合 安福久 勝忠平

3 21-1417887741 (313) BBCABC さくら 　　 2596946 (79.6)

304 去 徳男  4. 1.26 育種価本原 勝忠安福 安福久 百合茂 美津福

4 22-1417889479 (265) BABBBA あいこ 　原 1733206 (83.0)

305 雌 みき  4. 1. 4 育種価本原 秋忠平 華春福 安福久 勝忠平

4 22-1417884535 (287) AAACAA なおこ 　原 1711098 (81.0) AAACAA

306 去 晴花  3.12.23 育種価本原 茂晴花 芳之国 百合茂 福　桜

1 21-1412952567 (299) AABCBA よしひら 　　 2731854 (80.4)
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307 雌 ゆりこ  4. 1.23 育種価本原 若百合 幸紀雄 安福久 福之国

2 22-1417884528 (268) BABCAA さきこ 　原 1806151 (81.0)       

308 去 新太郎  4. 1.10 育種価本原 諒太郎 美津照重 安福久 平茂勝

5 22-1417884399 (281) BACBBA みつしげ 　原 1712848 (81.5)

309 雌 ゆりえ  3.12.11 育種価本原 若百合 諒太郎 秀正実 忠富士 奥接

2 21-1417881930 (311) AABCBA あさこ 　　 2686829 (81.7)

310 雌 ゆりあ  3.12.18 若百合 諒太郎 華春福 百合茂

2 21-1417881947 (304) るり６５ 　　 2686830 (80.8)

311 去 福百合  4. 1. 1 若百合 勝忠平 第１花国 安　平

9 22-1417889349 (290) AAACCB ちなつ 　　 2440961 (81.7) ABACCC

312 去 百合福  4. 1. 8 育種価本原 若百合 安福久 平茂勝 神高福

8 22-1417889356 (283) BACBBA やえさくら 　原 1621957 (81.1) CCCABA

313 雌 すみれ  3.12.13 育種価本原 諒太郎 百合茂 安福久 平茂勝

4 21-1417882043 (309) AABABA きくこ 　原 1729889 (82.0)

314 雌 やすふくひめ  4. 1. 5 育種価本原 安福久 幸紀雄 第１花国 平茂勝

3 22-1417884610 (286) CACBAA のりこ 　原 1772712 (81.4)

315 去 美波１０４  3.12.31 育種価本原 諒太郎 安福久 平茂勝 安　平 恥骨部白斑

6 21-1417882029 (291) BACAAA わかな 　原 1683740 (82.0)

316 去 北龍９３  4. 1.15 若百合 美国桜 幸紀雄 安福久

1 22-1417889394 (276) まりこ 　原 1806153 (81.4)

317 去 北龍９４  4. 1.21 育種価本原 若百合 安福久 平茂勝 菊　谷

10 22-1417889400 (270) BACCAA まや 　　 2392396 (81.3) CACBAA

318 雌 わかな  4. 1.15 若百合 美国桜 安福久 平茂勝 全和血統証明書

3   -1417889387 (276) ひろな 　原 1759292 (81.0) 腹部白斑大　乳座白

319 雌 さきえ  3.11.22 育種価本原 幸紀雄 諒太郎 安福久 平茂勝

2 21-1417884283 (330) BABBAA ふうか 　原 1797057 (82.1)

320 去 芝山２１の１５  3.12.23 育種価本原 百合白清２ 美国桜 勝忠平 安　平

3 21-1417882005 (299) AAABAA さくらこ 　原 1772714 (82.2)

321 雌 みつひめ  3.12.21 福之姫 美津照重 安福久 勝忠平

3 21-1417881909 (301) さゆり 　　 2620551 (81.7)

322 去 成  3.12. 5 花之国 幸紀雄 安福久 百合茂

2 21-1628687246 (317) CABBAA ゆづき 　　 2665750 (80.4)

323 去 功  3.12. 5 花之国 幸紀雄 安福久 百合茂

2 21-1628687253 (317) CABBAA ゆづき 　　 2665750 (80.4)
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324 雌 ふゆみ  3.12. 6 育種価本原 若百合 美国桜 幸紀雄 安福久

2 21-1628687277 (316) BABBAA おもち 　　 2686835 (80.2)

325 去 樹  3.12.14 育種価本原 福之姫 幸紀雄 安福久 百合茂

5 21-1628687284 (308) BBBCCA あいり 　　 2559171 (80.7) CBBAAA

326 去 天  4. 1. 4 福之姫 百合茂 安福久 華春福

1 22-1443921471 (287) るり９１ 　　 2722563 (82.1)

327 去 天  3.12.14 茂晴花 諒太郎 安福久 勝忠平

3 21-1443921426 (308) るり４２ 　　 2626025 (80.2)

328 去 福  4. 1. 2 夏百合 隆之国 北平安 平茂勝

1 22-1443921464 (289) BCBBCB たかこ 　　 2722561 (81.1)

329 去 山新愛  3.11.15 新岡光８１ 愛之国 茂勝栄 藤北景

1 21-1641199382 (337) たんぽぽ２３ 　　 2711519 (79.8)

330 去 白川７２８７  3.12.22 育種価本原 茂晴花 美津照重 美穂国 忠富士

4 21-1628673102 (300) BABCBA めい２ 　　 2569990 (79.1)

331 去 白川７２８８  3.12.23 育種価本原 若百合 美穂国 忠富士 福之国

6 21-1628673119 (299) AAACBA ゆりな 　　 2472338 (81.1) BAACAB

332 去 高橋１０８２  3.12. 6 福之姫 美津金幸 平茂勝 安　平

1 21-1662104761 (316) たかはし９９０ 　　 2740862 (81.1)

333 去 高橋１０８４  3.12.12 福　増 平茂勝 安福久 金　幸

3 21-1662104785 (310) かつやす 　原 1751855 (81.8)

334 雌 きくち４５０  3.12.14 福之姫 耕富士 安福久 勝忠平

3 21-1355377809 (308) ふじこ 　　 2589092 (80.1)

335 雌 がく８０５  3.12. 6 育種価本原 紀多福 安福久 百合茂 福　桜 奥接

4 21-1654679024 (316) BABBBA かなふく 　　 2509927 (80.1)

336 去 学８０６  3.12.13 育種価本原 紀多福 安福久 平茂晴 安　平

4 21-1654679031 (309) BABBAA はるか 　原 1726348 (81.0)

337 去 学８０７  3.12.14 福之姫 百合茂 安福久 平茂勝

6 21-1654679055 (308) BCBCCC はな 　　 2520833 (80.7) BBCABC

338 去 学８０８  3.12.21 美国桜 百合茂 飛騨白清 北国７の８

5 21-1654679048 (301) BABAAB ゆりこ 　　 2509924 (79.0) ABBBCB

339 去 玄樹１８  4. 1.21 夜　桜 芳之国 福安照 茂勝栄

3 22-1521316052 (270) はるか３ 　　 2514214 (80.4)

340 去 蒼生  4. 1. 8 若百合 安福久 勝平正 福　桜

3 22-1354083350 (283) CACBBB ちいこ２ 　　 2604125 (80.8)

和牛子牛せり 25 令和4年10月18日
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341 去 勝平  3.12.15 関平照 勝忠平 北国７の８ 紋次郎

11 21-1354080762 (307) ACCCCB あずさ 　原 1472112 (80.1) ACACCC

342 去 福美  4. 1. 8 育種価本原 聖香藤 百合茂 安糸福 東平茂

9 22-1354083343 (283) ABABBA さくら 　原 1559695 (81.4) ABCCCB

343 去 勝  4. 1.22 茂晴花 喜多平茂 金　幸 第２０平茂

8 22-1354083329 (269) ACBCCB まさこ２ 　原 1604505 (81.8) BCCBCC

344 去 福太郎  4. 2. 8 福之姫 百合茂 美津福 北国７の８

10 22-1354083367 (252) BCBCCB しげこ２ 　原 1494616 (80.7) BBCCBB

345 去 福芳  3.12.11 紀多福 隆之国 安福久 勝忠平

2 21-1354081448 (311) たかこ 　原 1796145 (81.2)

346 雌 さくら  3.12.28 育種価本原 葉山桜 諒太郎 安福久 平茂勝

1 21-1354081479 (294) AAAAAA かれん 　　 2724655 (81.2)

347 雌 よしふじ１６１  3.12.11 育種価本原 関平照 百合茂 福之国 安　平

7 21-1665609386 (311) BABBBA よしふじ７４ 　　 2457877 (79.4) BAABAA

348 雌 みみこ  3.12.27 育種価本原 福之姫 勝平正 安　平 福　桜

7 21-1354080793 (295) BCCCCB よりこ２３７ 　原 1634278 (81.4) CCCBCB

349 雌 きよこ  3.12.30 茂白清 隆之国 百合茂 安平照

4 21-1354081431 (292) ふくこ 　　 2576102 (80.3)

350 雌 てるみ  4. 1. 4 育種価本原 美津照重 安福久 平茂晴 平茂勝

5 22-1372560666 (287) CBCCBA かおり２ 　　 2529604 (81.4) BBCCCB

351 雌 みつこ  4. 1.22 育種価本原 美津金幸 諒太郎 百合茂 安福久

2 22-1354087372 (269) BBCBBA さちこ 　原 1788851 (81.5)

352 雌 とみ  3.12.30 福之姫 茂勝栄 安福（岐阜） 茂富士

13 21-1354083824 (292) CCCCCC たかはる 　原 1400908 (80.0) CCCCCC

353 去 勝富  4. 1.10 福之姫 茂勝栄 安福（岐阜） 茂富士

11 22-1354086887 (281) CCBCCC やすこ 　原 1448078 (80.2) CCCCCC

354 去 秀若  3.12.28 若百合 菊福秀 勝忠平 北国７の８

7 21-1354083800 (294) BABCBB よしこ 　原 1559687 (81.3) CBBCBC

355 去 豊平  3.12.28 福之姫 百合茂 福　桜 平茂勝

9 21-1354083787 (294) BCACCB ふくゆり 　　 2403775 (81.3) BCAABB

356 去 次郎  3.12.27 育種価本原 若百合 幸紀雄 勝忠平 安福１６５の９

2 21-1354083084 (295) AAACBA さちこ 　　 2626085 (80.4)

357 去 太郎  3.12.28 美国桜 安福久 百合茂 安　平

8 21-1354083091 (294) CACAAA みつこ 　原 1617505 (81.6) CACBAA

和牛子牛せり 26 令和4年10月18日
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358 去 三郎  4. 1. 7 育種価本原 茂晴花 安福久 第２平茂勝 北国７の８

3 22-1354082346 (284) BACBBA ゆみ 　　 2569898 (80.7)

359 去 政孝  4. 1.31 茂晴花 幸紀雄 安福久 勝忠平

1 22-1354082360 (260) まさ８１ 　原 1833716 (81.6)

360 去 美津男  4. 1. 9 美津照重 美国桜 百合白清２ 白清８５の３

2 22-1354082223 (282) みざくら 　　 2686885 (81.6)

361 去 隆男  3.12.28 隆之国 百合茂 安　平 福　茂

9 21-1354079339 (294) CCBBCB ゆりこ 　原 1525024 (81.7) ACBBCC

362 去 未来  4. 1.29 百合未来 美国桜 安福久 平茂勝

1 22-1354082391 (262) CACAAB さくら 　　 2718059 (80.3)

363 去 福士  4. 1.17 育種価本原 福之姫 諒太郎 安福久 百合茂

3 22-1354082254 (274) BBCCCA ひさこ３２ 　原 1769252 (82.2)

364 雌 ゆり  4. 1. 8 育種価本原 美津金幸 百合茂 金　幸 神高福

10 22-1354082421 (283) ABBCCB たかはし２６２ 　原 1533461 (80.7) ABACCC

365 雌 はるこ  3.12.28 関平照 百合茂 平茂勝 糸福（大分）

8 21-1354079308 (294) BCCBCC きくこ 　　 2409418 (79.1) BCCBCC

366 雌 ひかり  4. 1.22 育種価本原 若百合 美国桜 百合茂 勝忠平

2 22-1354082339 (269) AAACBA みこ 　原 1778510 (83.0)

367 去 富士３３  4. 1. 5 若百合 安糸福 茂　勝 北国７の８

11 22-1354082377 (286) CBCCBB やすこ 　　 2339956 (78.0) CCCBCC

368 去 光隆  3.12.24 知恵久 美津照重 美国桜 百合茂

1 21-1354082384 (298) ひかり 　　 2693784 (80.7)

369 去 高根２６３  3.12.29 福之姫 隆之国 安福久 平茂勝

4 21-1354079445 (293) CCBCCB つばき 　　 2589084 (80.6)

370 去 高根２６４  4. 1. 3 知恵久 美津百合 安福久 平茂勝

5 22-1354085477 (288) たかね１１１ 　　 2514193 (80.0) CBCABB

371 雌 みいちゃん  4. 1. 3 福之姫 美国桜 隆之国 百合茂 全和血統証明書

2   -1641513171 (288) のここ 　　 2686788 (83.0) 腹部白斑

372 雌 とよ１３６  3.12.18 育種価本原 福之姫 諒太郎 平茂晴 平茂勝

3 21-1641513942 (304) ACBCCA とよ１０７ 　原 1755097 (84.5)

373 去 柚子太郎  3.12.22 育種価本原 美津照重 幸紀雄 安福久 勝忠平

1 21-1641513249 (300) CBCBAA はより 　　 2714816 (80.6)

374 去 花５１０  4. 1. 2 舞菊福 隆之国 幸紀雄 安福久

1 22-1650879527 (289) はな４４６ 　原 1837418 (81.7)
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375 雌 ひさしげ  3.12.30 育種価本原 久茂福 百合茂 福　栄 平茂勝

8 21-1641513300 (292) CACAAA まつこ 　　 2429132 (79.8) ACBBCB

376 去 清３００  3.12.18 幸忠栄 安福久 第１花国 安　平

8 21-1641513201 (304) BACBBB つのだ５１ 　　 2413562 (78.2) CACAAA

377 雌 とうけつ  4. 1.15 育種価本原 若百合 諒太郎 安福久 安　平

2 22-1392181162 (276) AABBAA にしともの１ 　　 2638865 (80.7)

378 雌 じょせつ  4. 1.24 育種価本原 若百合 美国桜 百合茂 安　平

3 22-1392181179 (267) AABCBB ゆうひ 　　 2626131 (80.4)

379 去 春風  4. 2. 4 育種価本原 諒太郎 隆之国 安福久 平茂晴

4 22-1392181209 (256) AABBBA あずき 　　 2520865 (82.0) CBBCBA

380 去 平和  4. 2.11 若百合 華春福 安福久 平茂勝

2 22-1392181216 (249) はなひさ 　原 1805766 (84.0)

381 去 二郎  4. 1.22 育種価本原 若百合 諒太郎 百合茂 金　幸

3 22-1641513126 (269) AABCBA いちろう 　原 1763550 (84.0)       

382 雌 まつしげ４４４  3.12.31 育種価本原 美津照重 百合茂 平茂晴 安福１６５の９

5 21-1641513324 (291) CBCCBA まつしげ３８２ 　原 1657287 (81.0) ABBCCB

383 去 文８０８  3.12.25 紀多福 美国桜 平茂勝 第５隼福

2 21-1650862062 (297) BBABBB ふみ７０８ 　　 2686786 (82.0)

384 雌 ふみ８０７  3.12.10 隆之国 福　栄 平茂勝 茂　勝

8 21-1650862055 (312) CCBCCB ふみ５０２ 　　 2454352 (79.8) BCCCCC

385 雌 ふみ８０９  3.12.28 育種価本原 第２平茂勝 隆之国 安福久 平茂勝

2 21-1650862079 (294) BCBBBA ふみ７０２ 　原 1796154 (82.0)

386 雌 こうこう１０１  3.12.26 白鵬紅葉 隆之国 百合茂 安福久

3 21-1641514277 (296) こうこう８１ 　原 1763545 (82.6)

387 去 金夫  3.12.27 美津金幸 徳悠翔 安　平 糸　秀

6 21-1641214788 (295) CCCACC ゆうやけ 　　 2509823 (81.4) CCCACC

388 去 茂晴松  4. 1.31 育種価本原 茂晴花 安　平 平茂勝 美津福 恥骨部小白

11 22-1641215396 (260) BBBCCA ひめまつだ１の２ 　　 2244211 (81.0) CCCCCC

389 雌 さゆり  3.12.26 育種価本原 勝早桜５ 安福久 百合茂 平茂勝

5 21-1641213569 (296) AAABAA ふくゆり 　原 1708397 (82.0)

390 雌 ゆうな２  4. 2. 1 育種価本原 貴隼桜 秀菊安 忠富士 福　桜

5 22-1641215402 (259) BAABAB はつか７の２ 　原 1671037 (81.8) CBABAA

391 雌 はるこ  3.12.22 茂晴花 幸紀雄 花清国 平茂勝 全和血統証明書

5   -1524906328 (300) はなこ 　原 1698082 (82.1) BCACCA 乳頭不足（３本）
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392 去 誠令１２１２  3.12.12 美国桜 美津照重 白鵬８５の３ 百合茂

1 21-1524906311 (310) ゆみ 　　 2728633 (81.5)

393 去 誠令１２２２  3.12.22 若百合 美国桜 勝忠平 茂　勝 再

2 21-1524906335 (300) AAACAB ふゆみ 　原 1808149 (82.0)

394 去 誠令１２２４  3.12.24 若百合 安福久 福之国 安　平

4 21-1524906342 (298) BACCBB やすひめ 　　 2579115 (80.8)

395 去 琴夏２９  3.12.17 隆之国 勝忠平 平茂勝 北国７の８

4 21-1654209962 (305) BCACCB ひさ６４０ 　原 1712922 (81.2)

396 去 琴夏３０  3.12.18 育種価本原 百合白清２ 安福久 百合茂 安　平

9 21-1654209979 (304) AAABAA ひさ４２５ 　原 1584126 (80.0) BACCAA

397 去 琴夏３２  4. 1.14 茂晴花 安福久 勝忠平 平茂勝

1 22-1654210029 (277) ひさ８０７ 　原 1841551 (81.0)

398 雌 ひさ８９７  3.12.31 育種価本原 夏百合 美津照重 安福久 平茂勝

3 21-1654209993 (291) CBCBBA ひさ７０７ 　　 2620534 (81.2)

399 去 福辰１１２  4. 1.17 福之姫 華春福 百合茂 安糸福

6 22-1641215136 (274) ABACCB ゆりはなふく 　原 1679354 (81.7) AAACBA

400 去 福花  4. 2.23 育種価本原 福之姫 幸紀雄 安福久 福　桜

2 22-1641215662 (237) BBBCCA はな 　原 1808153 (81.0)

401 去 晴花  4. 2.17 育種価本原 茂晴花 幸紀雄 安糸福 平茂勝

2 22-1641215617 (243) BBBCCA ゆきこ 　　 2690247 (82.5)

402 雌 ももてる  4. 1. 6 関平照 茂晴花 安福久 百合茂

1 22-1641215600 (285) ももはな 　原 1837413 (81.8)

403 雌 しらきよ  3.12.30 美国白清 美穂国 平茂勝 第５隼福

7 21-1641213477 (292) ももか 　　 2481143 (82.8)

404 雌 みつゆら  3.12.15 育種価本原 美津金幸 百合茂 福之国 安　平

4 21-1373065542 (307) BCBCCB ゆら 　原 1738157 (81.5)

405 去 幸雄  4. 1. 5 幸紀雄 隆之国 菊福秀 福　桜

6 22-1641215495 (286) CBACBA かずえ 　原 1663780 (84.1)

406 去 照花  4. 1.25 茂晴花 美津照重 平茂勝 飛騨白清 全和血統証明書

2   -1641215235 (266) てるみ 　原 1769233 (82.3) 下けん臍帯恥骨部白斑

407 去 幸福  4. 1. 6 福乃百合 幸紀雄 秀幸福 華春福

3 22-1641215785 (285) さちこ２ 　　 2628692 (80.7)

408 去 勝清  4. 1.15 勝早桜５ 晴茂平 糸福（鹿児島） 金　幸

5 22-1641215792 (276) ABBCCB まさはる 　　 2539706 (82.6)
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409 去 堀福１６  3.12.24 育種価本原 茂晴花 美津照重 勝忠平 北国７の８

1 21-1641213323 (298) BABBAA １ほりふく１６ 　原 1837412 (81.4)

410 去 北堀１２  4. 1. 8 美津金幸 福華１ 北国７の８ 福　桜

9 22-1641215457 (283) BCBBBC きたほりふく１２ 　原 1529954 (81.6) BBAAAC

411 去 １８堀  4. 1.13 育種価本原 諒太郎 安福久 百合茂 金　幸 恥骨部白斑　白舌

3 22-1641215464 (278) BACAAA １８ほりゆり 　原 1769227 (82.3)

412 去 美幸  4. 1. 3 美津金幸 幸紀雄 花清国 福　桜

5 22-1641215549 (288) CCCCCB さき 　　 2553041 (80.6)

413 去 福之助  4. 1.10 福之姫 美津照重 百合茂 安　平

3 22-1641215556 (281) BBCCCB ひとみ 　原 1765419 (81.4)

414 雌 ふく  3.12.27 育種価本原 幸紀雄 隆之国 勝２１ 北国７の８

1 21-1641213415 (295) BCACCA ふうか 　　 2728631 (82.0)

415 雌 はつの  4. 1. 2 育種価本原 幸紀雄 美津照重 安福久 平茂勝

1 22-1654211354 (289) CBBCBA てるこ 　原 1837408 (82.0)

416 去 金太郎  4. 2. 7 福之姫 諒太郎 安福久 平茂勝

2 22-1654211378 (253) BBBCCB さきこ 　原 1802640 (81.0)

417 去 鈴峰８５  3.12.12 美国桜 百合茂 北国７の８ 茂重波

8 21-1652721855 (310) CABBAB すずみね５ 　　 2435796 (79.1) BCBCCB

418 去 国神７９７  3.11.30 育種価本原 諒太郎 安福久 百合茂 平茂勝 奥接

7 21-1665609355 (322) AACAAA くにかみ４６３ 　　 2457858 (80.4) CACAAA

419 去 国神７９８  3.12. 5 育種価本原 若百合 美津照重 百合茂 安福１６５の９

2 21-1665609362 (317) BABBAA くにかみ６９３ 　　 2690261 (80.7)

420 雌 くにかみ７９６  3.11.23 幸忠栄 隆之国 安福久 平茂勝

3 21-1665609348 (329) くにかみ６１８ 　　 2614542 (81.0)

421 雌 きたふじ  3.12.28 育種価本原 紀多福 安福久 百合茂 金　幸

8 21-1641213491 (294) BABBBB ふじこ 　原 1612489 (81.1) BACBAB

422 雌 かめとみ  3.12.28 安亀忠 安福久 安　平 隆　桜

8 21-1641213507 (294) とみひさ 　原 1643289 (81.6)

423 去 久波  4. 1. 6 久茂福 幸紀雄 安糸福 平茂勝

3 22-1641215679 (285) CACAAA なみゆき 　　 2643015 (79.5)

424 去 犬夫  3.12.12 愛之国 美津照重 百合茂 金　幸

5 21-1641214795 (310) BCCCCB さくら 　　 2520856 (80.1) CBCBBA

425 去 詩  3.12.22 育種価本原 茂晴花 茂久桜 百合茂 茂　勝

4 21-1641213996 (300) BABBAA ゆき 　　 2563135 (77.4) CACAAB

和牛子牛せり 30 令和4年10月18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

426 雌 まり  3.12. 9 育種価本原 茂晴花 百合茂 茂　勝 平茂勝

7 21-1641213989 (313) AAABBA ちか 　　 2459627 (78.1) BBBBBB

427 雌 はるか２２０２  4. 1.11 茂晴花 勝茂久 第１花国 平茂勝

1 22-1527100259 (280) かつはな 　　 2728615 (80.5)

428 去 錦花  4. 1.13 育種価本原 茂晴花 安福久 勝忠平 安福（岐阜）

4 22-1641213743 (278) BACBBA たかにしき 　　 2559242 (80.7)

429 去 百美  4. 1.18 美国桜 百合茂 安　平 福之国

7 22-1641213729 (273) CABAAB さなえ 　　 2440935 (82.6) BBBBAC

430 去 義男  3.12.13 福之姫 勝忠平 安糸福 安　平

10 21-1641214733 (309) ABACCB かやで 　　 2384526 (80.3) ABACCB

431 去 亀次  3.12.14 紀多福 勝平正 福　桜 安　平

7 21-1641214740 (308) BCBBCC ゆみ 　原 1647618 (82.0) CCCACC

432 去 正晴  4. 1. 4 育種価本原 茂晴花 美穂国 福之国 勝平正

5 22-1654211422 (287) AAACBA ふく 　原 1667323 (81.5) BBACCC

433 去 福宮９  3.12.14 茂晴花 安福久 安糸福 福　桜

4 21-1399344607 (308) CACBAA ふくみや８４ 　原 1654220 (82.4) CACBAB

434 雌 ふくこ  3.11.24 美国白清 幸紀雄 安福久 勝平正

1 21-1354083886 (328) みやこ１１ 　原 1833725 (81.3)

435 去 梅太郎  3.11. 4 若百合 美穂国 勝平正 福　桜

3 21-1417883187 (348) AAACBB うめせつこ 　　 2559145 (78.8) BBABBB

436 去 玄樹１７  3.12.10 美津照重 百合勝安 安茂勝 藤勝栄

2 21-1521316021 (312) ちえみ９３１ 　　 2610083 (81.2)

437 去 王子２２３  3.11.28 久関平 百合茂 第１花国 菊　谷

6 21-1355369682 (324) CBCBBB ふくさくら５６ 　原 1621903 (81.1) CBBBBC

438 去 福雄  4. 1. 1 福之姫 安福久 平茂勝 安　平

8 22-1354082308 (290) CCCCCC みどり 　原 1617453 (81.0) CCCACC

439 去 高雄  4. 1.11 福之姫 安福久 福　桜 糸　秀

9 22-1354082315 (280) CCCCCC ゆりひめ 　原 1586832 (81.7) CCCABC

和牛子牛せり 31 令和4年10月18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 鈴清  4. 1.11 育種価本原 百合白清２ 安糸福 平茂勝 北国７の８

10 22-1393376987 (281) AAACBA みすず５４ 　　 2289212 (81.0) ACCCCC

2 去 冬桜  3.12. 4 美国桜 諒太郎 平茂晴 安福久

1 21-1393376901 (319) はるな 　　 2728585 (81.0)

3 雌 きよこ  3.11.28 育種価本原 百合白清２ 平茂晴 安福久 勝忠平

7 21-1393376895 (325) AAABAA はるこ 　　 2488376 (80.2)

4 雌 ひめ  3.12.13 福之姫 勝茂久 美津照重 百合茂

2 21-1393376949 (310) しげこ 　　 2681311 (81.2)

5 去 富志茂  4. 1.23 隆富志 百合茂 第５隼福 平茂勝

6 22-1393376963 (269) BCBCCB はなこ 　　 2485904 (82.3) BCBBCC

6 去 鯨之介  3.12.31 若百合 安糸福 喜多平茂 茂勝栄

8 21-1409892456 (292) ABBCBB いとひめ 　　 2457839 (79.4) CCCCCC

7 去 増雄  4. 1. 8 福　増 百合茂 安　平 菊安（宮崎）

13 22-1375292106 (284) BBCABB みさき３ 　　 2333169 (82.3) BCBACC

8 去 国雄  4. 1.11 隆之国 福　栄 北国７の８ 神高福

12 22-1409892739 (281) CCBCCC たかこの２ 　　 2377030 (80.0) BCCCCC

9 去 平雄  4. 1.26 福　増 北平安 平茂勝 神高福

8 22-1409892753 (266) CACAAB ともひら 　　 2409386 (79.7) CCCBCC

10 雌 りょうこ  4. 1.10 諒太郎 華春福 安福久 勝忠平

3 22-1409892715 (282) はなはる３１６ 　　 2634757 (81.0)

11 雌 みつこ  4. 1.10 光平照 諒太郎 北国７の８ 神高福

1 22-1409892722 (282) CBCCCB はな 　　 2728590 (81.2)

12 雌 つきひめ  3.12.12 育種価本原 美津照重 百合茂 安福久 平茂勝

1 21-1409892463 (311) CBCBBA さきひめ 　　 2728593 (82.1)

13 雌 なな１４０  3.12.18 育種価本原 福之姫 美津照重 勝忠平 平茂勝

6 21-1521974559 (305) BCBCCB わこう３９２ 　原 1698031 (81.0) BCCCCB

14 雌 なな１４５  3.12.29 育種価本原 美国桜 好平茂 安福久 勝忠平 受卵

21-1521974627 (294) CACAAA やどのこと５２３ 　原 1743073 (82.0)

15 去 町台１２９  4. 1.28 若百合 安亀忠 百合茂 第１花国

1 22-1521975556 (264) なな５６ 　　 2734975 (82.0)

16 去 隆大４４  4. 2. 1 育種価本原 百合白清２ 安福久 勝忠平 第１花国

3 22-1521975587 (260) AAABAA とちもと５８８ 　原 1769751 (82.3)

17 雌 なの４３  4. 1. 2 若百合 美津照重 安福久 勝忠平

1 22-1521975464 (290) なの１０ 　原 1837400 (82.0)

入場
番号

体重 価　格 購買者 摘　　　要

和牛子牛せり 32 令和4年10月19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 なの４４  4. 1. 2 育種価本原 若百合 美国桜 百合茂 福　栄 奥接

2 22-1521975495 (290) AAABAA すみれ 　原 1780861 (81.5)

19 去 長野２１０  4. 1. 2 勝早桜５ 第１花国 紋次郎 糸藤（岡山）

9 22-1369479667 (290) ABABBC おおがい４０ 　原 1469828 (82.0) CCCBCC

20 去 原６８  4. 1. 3 勝忠安福 北乃大福 福之国 福　桜

8 22-1369477748 (289) BBABAB はら１２ 　　 2445282 (80.4) CBABAC

21 去 原６９  4. 1. 6 育種価本原 関平照 諒太郎 安福久 勝忠平

2 22-1369477755 (286) BACBBA やどのりよ５４９ 　原 1765438 (81.1)

22 去 大丸  3.12.12 花靖国 安福久 百合茂 福　桜

3 21-1369477731 (311) CBCBBB やよい 　　 2643041 (80.6)

23 去 剛健  4. 1. 6 勝乃幸 安福久 福　桜 糸　秀

7 22-1369479957 (286) CBCAAA まな 　原 1647677 (82.0) CBCABC

24 去 快晴  4. 1. 8 育種価本原 茂晴花 美津照重 安福久 百合茂

4 22-1369479773 (284) BACBAA ながの１３７ 　原 1716366 (82.0) CBCAAB

25 去 原石２５７  3.12.14 幸紀雄 平茂勝 安　平 隆　桜

8 21-1369478318 (309) BBACCB はらいし１２５ 　原 1634330 (80.5) ACBCCC

26 雌 はらいし２５９  4. 1. 5 育種価本原 久茂福 美穂国 忠富士 福　桜

5 22-1369479711 (287) CABAAA かつひめ 　原 1716369 (82.6) ABACBC

27 雌 やすこ  4. 1. 6 隆安国 勝忠平 安　平 隆　桜

7 22-1369479759 (286) あき 　　 2477586 (82.6) ABACCC

28 雌 あきら  3.12. 9 育種価本原 幸紀雄 安福久 第１花国 安福１６５の９

7 21-1521976294 (314) CABCAA ふくなみ８ 　　 2459649 (80.2) CACBAB

29 雌 あたる  3.12.12 育種価本原 隆之国 高百合 勝忠平 安　平

6 21-1521976300 (311) BCAABA かつひさ８２５９ 　　 2488467 (82.4) ABBABB

30 雌 でかみ  4. 1. 8 関平照 洋糸波 勝早桜５ 美国桜

2 22-1369479865 (284) なみみくに 　　 2691697 (82.7)

31 去 清未来  4. 1.14 百合未来 茂　洋 安福久 平茂勝

3 22-1369479568 (278) きよひろ 　原 1774962 (82.2)

32 雌 みる  4. 1.15 育種価本原 若百合 幸紀雄 安福久 平茂勝

1 22-1369477670 (277) AABCAA らら 　原 1833694 (83.0)

33 去 春  4. 1.11 育種価本原 関平照 安福久 百合茂 平茂勝 奥接

6 22-1369477663 (281) BACBBA ゆみ 　　 2507224 (80.7) BABAAA

34 去 普三  3.12.11 育種価本原 美津照重 勝忠平 金　幸 平茂勝 異性複数産子

7 21-1369478868 (312) BBCCBA ０９はやま３８ 　原 1518056 (81.4) ACACCC

和牛子牛せり 33 令和4年10月19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 あきえ  3.12.11 育種価本原 美津照重 勝忠平 金　幸 平茂勝 異性複数産子

7 21-1369478899 (312) BBCCBA ０９はやま３８ 　原 1518056 (81.4) ACACCC

36 去 桜７３３  3.12.26 育種価本原 多久実 直太郎 隆之国 安福久

1 21-1369477304 (297) BACAAA さくら５８８ 　　 2691691 (80.2)

37 去 桜７３４  4. 1. 6 安亀忠 隆之国 百合茂 福　栄

3 21-1369477120 (286) さくら４４６ 　原 1721714 (81.4)

38 去 桜７３６  4. 1.12 美津金幸 百合茂 福　栄 北国７の８

3 22-1369477311 (280) BCCCCB あろんそ 　　 2472332 (79.8)

39 去 桜７３７  4. 1.13 育種価本原 茂晴花 安福久 勝忠平 北国７の８

4 22-1369477144 (279) BACBAA ますだ 　　 2497501 (80.0) CACAAB

40 雌 ふくまさ１３９  4. 1. 5 育種価本原 芳之国 安福久 勝忠平 安　平

6 22-1399346243 (287) BBCCCA ふくまさ１０３ 　高 223722 (81.0) CACCBA

41 雌 ひさひめ  3.12.28 育種価本原 福之姫 安福久 勝忠平 安　平

7 21-1399346328 (295) CBBCCA ゆうこ 　原 1628118 (80.5) CBCAAA

42 去 金福  3.12. 7 凛斗福 美国桜 菊平茂 茂　勝

3 21-1399346182 (316) CCCABC ひめさくら 　原 1751869 (81.5)

43 去 芳８８  4. 1. 3 秋忠平 北乃大福 平茂勝 北国７の８

3 22-1399344669 (289) ABACCB はるこ１ 　　 2610146 (80.2)

44 去 福雄  4. 1. 3 福之姫 安福久 百合茂 北国７の８ 白舌

2 22-1387199684 (289) BBBCBB やすこ 　　 2589113 (80.1)

45 去 幸  4. 1. 3 幸紀雄 福之姫 勝平正 福　桜

1 22-1387199691 (289) ふくこ 　　 2731913 (79.3)

46 去 幸雄  4. 1. 4 育種価本原 幸紀雄 安福久 福　桜 勝忠平

5 22-1387199707 (288) BABBAA ふくこ 　　 2545573 (79.6)

47 去 紀男  4. 1.11 紀多福 福之姫 華春福 百合茂 受卵

22-1387199714 (281) さつきひめ 　　 2688995 (83.6)

48 去 重照  3.12.20 美津照重 美国桜 勝忠平 安福久

2 21-1399346267 (303) あおい 　原 1799222 (82.2)

49 去 白桜  3.12.26 美国桜 百合白清２ 安福久 百合茂

1 21-1399346281 (297) CAAAAA きらら 　原 1833704 (81.4)

50 去 白旗１  4. 1. 1 育種価本原 美津金幸 平茂勝 北国７の８ 高　栄

13 22-1399340494 (291) BBBCBA はぎ 　高 215534 (80.7) ABACBA

51 去 白旗２  4. 1. 3 華春久 平茂晴 第１花国 安福１６５の９

7 22-1399340500 (289) ACCCCC やま８８ 　原 1594945 (80.0) BCCCCC

和牛子牛せり 34 令和4年10月19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

52 雌 はる１  4. 1. 2 育種価本原 勝早桜５ 平茂晴 金　幸 平茂勝

10 22-1399340517 (290) AAACBA はる７２２ 　　 2388535 (80.3) ACBBCB

53 雌 ふく  3.12.21 育種価本原 若百合 隆之国 安糸福 平茂勝

4 21-1399344256 (302) BBBCCA はな 　原 1726356 (81.6)

54 雌 うめざわ３４８  3.12.24 育種価本原 美津金幸 諒太郎 美国桜 百合茂

2 21-1399344294 (299) BBBBBA うめざわ３０４ 　　 2677244 (80.3)

55 去 梅沢３４７  3.12.21 美津金幸 安福久 勝忠平 神高福

5 21-1399344287 (302) みちしお１０の８ 　原 1697976 (81.3)

56 去 西５７  3.12.27 育種価本原 茂晴花 光平照 百合茂 金　幸

5 21-1399343730 (296) BACCBA てるひめ 　原 1712811 (82.2)

57 去 金宮  3.12.27 愛之国 百合茂 安　平 糸弘２

11 21-1399343754 (296) ACBCCC あき１２ 　　 2330624 (81.6) ABBCCB

58 去 亀吉  4. 1. 7 安亀忠 徳悠翔 福之国 安　平 口接

4 22-1399344218 (285) まさこ 　　 2589111 (81.7)

59 去 浜井場  3.12. 1 白鵬紅葉 花之国 菊福秀 平茂勝

8 21-1399344188 (322) はつひめ３８の１ 　　 2445246 (79.2) CCCBCC

60 雌 はなきそ３１６  3.12. 9 育種価本原 第１花藤 茂　洋 百合茂 福之国

7 21-1399344195 (314) BABCAA はなきそ３１３ 　原 1572850 (81.7) BAACAA

61 雌 ゆりこ  3.12. 7 安亀忠 隆之国 百合茂 安　平

6 21-1399342894 (316) たかゆり 　原 1687088 (82.8) CCCCCA

62 雌 しるきいひめ３  3.11.19 育種価本原 福之姫 幸紀雄 安福久 勝忠平 受卵　同性複数産子

21-1377433477 (334) BBBCCA いわした５６２ 　　 2660813 (82.5)

63 去 知幾久桜  4. 1.16 勝早桜５ 安福久 百合茂 平茂勝 受卵　恥骨部白斑

22-1377433514 (276) BAACBB かえで 　原 1697986 (81.8) CCCCCC

64 去 花咲３５６  3.12.22 白鵬紅葉 隆之国 安福久 平茂勝

4 21-1377433040 (301) はなさき２２３ 　原 1690907 (81.2)

65 去 花咲３５９  4. 1.22 美津照重 諒太郎 安福久 平茂勝

2 22-1399341842 (270) すず 　原 1783014 (81.0)

66 去 美津照久  3.12.28 美津照重 安福久 晴　美 神高福

7 21-1377431664 (295) CBCBBB ふくひめ 　　 2472224 (80.5) CBCABC

67 去 勝美  3.11.14 紀多福 安福久 百合茂 平茂勝 受卵

21-1377428503 (339) かえで 　原 1697986 (81.8)

68 去 久雄  3.12.17 育種価本原 福之姫 安福久 勝忠平 第１花国

7 21-1619013009 (306) BABCBA ひらり 　原 1621829 (80.6) BACAAA
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69 去 福鈴  3.12.28 鈴　音 安福久 百合茂 安　平

7 21-1399343709 (295) ひさ 　原 1643355 (81.5) CABBAA

70 去 屋戸紀多７２５  4. 1.11 紀多福 諒太郎 安福久 平茂勝 受卵

22-1399335179 (281)       りょう 　原 1697973 (84.0)       

71 去 屋戸美津７２６  4. 1.22 美津照重 美国桜 諒太郎 安福久

2 22-1399335186 (270) やどつばさ５９８ 　　 2686827 (82.4)

72 去 叶１０８  3.12.27 美国白清 百合茂 勝忠平 安福久

2 21-1399343594 (296) かのう８９ 　　 2660812 (80.6)

73 去 若茂  3.12.24 若百合 第１花国 平茂勝 安福１６５の９

11 21-1399343648 (299) AABCCB おしん１１８ 　高 214784 (84.0) ABBCCC

74 雌 なつみ  3.12.27 夏百合 安　平 隆　桜 安福１６５の９

14 21-1399343655 (296) CCCBCC くらら 　原 1358574 (80.5) CCCBCC

75 雌 みつくにかつ  4. 1.12 育種価本原 美津照重 美国桜 勝忠平 茂　勝

6 22-1399339641 (280) CBCBBA みくにかつ 　原 1675790 (82.5) CACBAB

76 雌 ふくなるみ  3.11.10 美国白清 金太郎３ 安福久 平茂勝

1 21-1399336046 (343) なる 　　 2724620 (81.3)

77 雌 おたふく１  4. 1.23 育種価本原 紀多福 安福久 平茂勝 安　平 受卵　奥接　乳房白

22-1399336138 (269) CBBBBA ひまわり 　原 1657140 (81.8) CACAAA

78 去 福晴花３  4. 1. 6 茂晴花 幸紀雄 勝忠平 安糸福

2 22-1399346441 (286) ふくおか１の２ 　　 2616996 (83.1)

79 去 美隼藤８０  4. 1. 4 勝美桜 百合茂 平茂勝 奥　茂

5 22-1399344997 (288) ABACCC はやひめ５１ 　原 1600000 (82.0) ACACCC

80 雌 てるはやひめ８２  3.12.31 育種価本原 光平照 美津照重 百合茂 平茂勝

1 21-1399342818 (292) CCCCCA みつはやひめ７９ 　原 1839583 (82.2)

81 雌 やまひめ６７  3.12.14 育種価本原 勝忠安福 百合茂 平茂勝 安　平

9 21-1646998065 (309) ABABBB すみこ３ 　原 1486703 (83.6) ACABCC

82 雌 やまひめ６８  3.12.16 育種価本原 福之姫 安福久 勝忠平 安　平

7 21-1646998089 (307) BBCCCA ひさこ 　高 221285 (81.5) CACCBA

83 雌 第５たから  3.12.25 育種価本原 百合白清２ 安福久 勝忠平 平茂勝

3 21-1399342856 (298) AAABAA 第３たから 　原 1772644 (81.3)

84 去 油王田１５９  3.12.11 茂晴花 幸紀雄 安福久 金　幸

1 21-1399342849 (312) 第８たかゆき 　　 2731897 (80.5)

85 去 百合宏  3.12.24 美国白清 百合茂 安福久 勝忠平

2 21-1399342863 (299) ゆり 　原 1799215 (82.0)
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86 雌 なかやま４  3.12. 6 育種価本原 福之姫 百合茂 安福久 平茂勝

8 21-1377432340 (317) ACBCCB ふくこ 　原 1621820 (81.7) BBCCCB

87 雌 なかやま５  3.12.22 育種価本原 諒太郎 幸紀雄 白清８５の３ 平茂勝

2 21-1377432357 (301) AABBBA せつこ 　　 2686821 (80.5)

88 雌 なかやま６  3.12.23 育種価本原 諒太郎 白清８５の３ 平茂勝 糸福（大分）

8 21-1377432364 (300) ABCBCB てつこ 　原 1621821 (80.6) BCCCCC

89 去 真一郎  3.12.10 紀多福 安福久 勝忠平 福　桜

7 21-1354084111 (313) CBBBBB ひさこ 　　 2472300 (80.8)

90 去 傑  3.12.17 若百合 安糸福 第２波茂 奥　茂

9 21-1354084128 (306) BBCCCB かつしげ３ 　原 1462627 (80.0) CCCCCC

91 去 美津照  4. 1.13 育種価本原 夏百合 美津照重 隆之国 百合茂

1 22-1354084753 (279) CBCBBA みつこ 　原 1833730 (82.2)

92 去 百合４の２  3.12.24 紀多福 美国桜 百合茂 安平照

2 21-1354081653 (299) CBABBB ゆり４ 　原 1799260 (81.0)

93 去 夏小夜  3.12. 9 夏百合 美国桜 安福久 勝忠平

4 21-1354084180 (314) さよこ 　　 2597029 (79.7)

94 去 七海  4. 1.11 福之姫 安福久 勝忠平 安　平 全和血統証明書

6   -1354085163 (281) けさよ 　原 1680666 (81.0) 左脇腹白斑大

95 雌 のりこ  3.12.19 紀多福 華春福 安福久 百合茂

4 21-1354081660 (304) わかはな 　原 1726383 (81.6)

96 雌 ゆき  3.12.23 育種価本原 久茂福 勝忠平 菊　谷 栃　錦

12 21-1354081646 (300) CACAAA みつくに２ 　原 1422231 (81.0) CCACBA

97 雌 もみじ  3.11. 2 夏百合 勝平正 福之国 福　桜

8 21-1354081615 (351) CCCBCB さちこの４ 　原 1544403 (83.0) CCCBCC

98 雌 たまみ  3.12.25 育種価本原 紀多福 安福久 勝忠平 北国７の８

6 21-1354081585 (298) BBABBA かつみ 　　 2509907 (79.7) CABAAA

99 去 幸太郎  4. 1. 5 福之姫 幸紀雄 安福久 忠富士

3 22-1354084685 (287) みさえ 　原 1769210 (82.0)

100 去 和忠  4. 1.18 安亀忠 隆之国 茂　勝 北国７の８

8 22-1354084739 (274) ゆきな 　原 1628153 (80.0) CCCCCC

101 去 国久  3.12.10 美国白清 安福久 平茂勝 神高福

9 21-1354081592 (313) はなこ 　原 1539948 (81.5) CACAAA

102 去 福之雅  3.12.21 福之姫 美津照重 百合茂 安福久

2 21-1354084081 (302) かみざかえ６０９ 　　 2686878 (81.1)
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103 去 福之朝  3.12.25 育種価本原 諒太郎 安福久 第１花国 安　平

5 21-1354084098 (298) BACAAA のぞみ 　　 2481109 (80.3) CACAAA

104 去 春雄  3.11.22 若百合 安糸福 平茂勝 紋次郎

12 21-1355374044 (331) ACCCCC かつえい 　原 1462623 (80.1) CCCCCC

105 去 国男  3.12. 9 愛之国 隆之国 安福久 平茂勝

3 21-1355374020 (314) さちこ２ 　　 2597018 (80.5)

106 去 太郎  3.12.22 愛之国 諒太郎 安福久 平茂勝

2 21-1355374037 (301) BCBCCC えいこ５１ 　原 1799267 (82.0)

107 雌 たかこ  3.11.24 育種価本原 美津照重 隆之国 安福久 百合茂

4 21-1355374013 (329) CBCCBA かつひら 　　 2576105 (80.2) CBBCBA

108 雌 わかこ  3.12. 5 若百合 華春福 勝次郎 金　幸

5 21-1354081516 (318) としこ 　原 1680665 (81.2)

109 雌 のりあき  4. 1. 5 育種価本原 秋忠平 安福久 平茂勝 紋次郎

12 22-1354084609 (287) BACCBA のりか 　原 1462628 (81.6) CBCAAA

110 雌 はるひら  4. 1.18 育種価本原 茂晴花 美津照重 百合茂 平茂勝

4 22-1354084616 (274) BABCBA みつき 　原 1712877 (81.0) CBCBBB

111 雌 たかよし２９  4. 1. 1 美津金幸 耕富士 福之国 福　桜

3 22-1354083442 (291) ゆみ３の１０ 　　 2604132 (80.5)

112 雌 ちはる  4. 1. 1 安亀忠 美穂国 忠富士 安　平

5 22-1372554252 (291) しげまさの１の２ 　原 1668976 (81.3) BBACBC

113 去 大望  4. 1. 8 聖香藤 安福久 華春福 百合茂

3 22-1372554269 (284) のぞみ 　　 2617034 (82.5)

114 去 銭箱  4. 1. 8 福之姫 百合茂 安　平 福之国

9 22-1372554276 (284) ACACCB ゆり 　　 2426199 (82.0) ABACCB

115 去 高男  3.12. 6 育種価本原 茂晴花 勝忠平 美津福 北国７の８

12 21-1354080854 (317) BBBBBA たみこ 　原 1456707 (80.3) CCCBCB

116 去 幸福丸  3.12.27 福之姫 福安照 福　桜 糸　秀

11 21-1354080847 (296) CCBCCC たかこ 　　 2350212 (80.0) CCBBCC

117 去 安亀久  4. 1. 4 安亀忠 安福久 百合茂 金　幸

4 22-1354083374 (288) みなみ 　　 2583664 (80.0)

118 去 家継  3.12.18 幸紀雄 安福久 百合茂 福　桜

4 21-1354079704 (305) CABBAA あたらし 　　 2569927 (79.7)

119 雌 ふさこ  3.12.12 久茂福 福之姫 安福久 忠富士

1 21-1354081561 (311) すずこ 　　 2724649 (80.6)
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120 雌 あおい  4. 1.10 育種価本原 美津照重 美国桜 百合茂 安　平

1 22-1354084654 (282) CACBAA みくゆり 　原 1816225 (82.5)

121 雌 くさくら５２５  3.12.10 紀多福 安福久 百合茂 金　幸

8 21-1372561229 (313) CBBBBB よしひさ 　原 1600022 (80.4) CBCBAB

122 去 草倉５２６  3.12.11 真白１ 花之国 安福久 平茂勝

6 21-1372561236 (312) かのう６３ 　　 2481088 (78.7) CACBAB

123 去 蟹沢２２９  3.12. 6 夏秋花 百合白清２ 安福久 百合茂

2 21-1354082070 (317) BACBBB かにさわ１９７ 　　 2672277 (82.1)

124 雌 あやめ４４  3.12.27 吉重７５ 勝忠平 安福１６５の９ 平茂勝

10 21-1355373429 (296) おしん１４３ 　原 1558448 (80.6) ABACCB

125 雌 あやめ４５  4. 1. 2 鈴　音 安平照 第１花国 平茂勝

8 22-1355373436 (290) つやこ 　　 2377163 (80.6) CCCBCC

126 雌 あゆみ１０  3.12.25 育種価本原 夏百合 安福久 勝忠平 第１花国

6 21-1355369293 (298) BBBBBA かりん 　　 2450536 (82.0) BBBABA

127 雌 はら１６５  3.11.27 育種価本原 若百合 隆之国 安福久 福之国

3 21-1354078134 (326) BABCBA たけみ 　原 1772694 (81.7)

128 雌 まるゆう  4. 1.17 育種価本原 夏百合 茂久桜 百合茂 平茂勝

5 22-1355377847 (275) BCCACB ゆりこ 　原 1712926 (81.0) CCCACC

129 去 上栄６９７  3.12.20 育種価本原 若百合 隆之国 安福久 第１花国 奥接

4 21-1354084203 (303) AABBAA かみざかえ５６５ 　原 1742074 (82.0)

130 去 上栄６９８  4. 1. 7 美津照重 百合茂 第１花国 安　平

8 22-1354083978 (285) CBCBBA かみざかえ３９０ 　原 1609496 (82.0) ABBCCB

131 去 栄１４７２  3.12.25 育種価本原 勝早桜５ 安福久 平茂勝 北国７の８

6 21-1650844785 (298) BABBAA さかい８８７ 　原 1647686 (81.0) CACAAA

132 去 栄１４７４  4. 1. 2 安亀忠 百合茂 安福久 勝忠平

1 22-1650844792 (290) さかい１３４８ 　　 2731871 (80.0)

133 去 栄１４７６  4. 1. 3 夏百合 勝忠平 安福１６５の９ 糸　光

7 22-1650844815 (289) BCBBCC さかい４０２１ 　原 1578974 (80.3) CCABCC

134 去 栄１４７７  4. 1. 6 福之姫 美津照重 安福久 北国７の８

1 22-1650844822 (286) CBCCCA さかい１３５１ 　　 2731860 (80.2)

135 去 堂乃下１７３０  4. 1. 3 育種価本原 諒太郎 安福久 第１花国 寿　高

6 22-1490217305 (289) BACAAA せきね２２０ 　　 2520829 (80.1) CBCAAB

136 雌 かずえ１７２６  3.12.27 育種価本原 隆之国 幸紀雄 安福久 平茂勝 奥接

2 21-1490217268 (296) CBACBA かずえ１６００ 　　 2686909 (79.0)       
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137 去 隆光  4. 1. 3 隆安国 光平照 安茂勝 北国７の８

1 22-1417885563 (289) こすもす 　　 2722556 (80.2)

138 去 海  4. 1.27 貴隼桜 秀正実 忠富士 安　平

4 22-1417885594 (265) たかこ 　原 1735745 (81.5)

139 雌 ゆう  3.12.30 百合白清２ 耕富士 美穂国 福之国

4 21-1417885273 (293) ゆうか 　原 1735709 (82.3)

140 雌 こゆき  4. 1. 5 育種価本原 貴隼桜 福　増 勝忠平 平茂勝

3 22-1417885631 (287) AABBAB すず 　　 2638980 (82.3)

141 雌 まゆ  4. 1.23 美国白清 勝平正 福之国 安　平

8 22-1417885648 (269) まどか 　原 1612470 (82.0) CCCBBC

142 雌 なな  3.12.16 育種価本原 秋忠平 美津照重 勝平正 福　桜

5 21-1441518765 (307) AACCBA こゆき 　　 2552983 (79.8) CACAAA

143 雌 すま  3.12.20 安福久 百合茂 美国桜 平茂勝 受卵

21-1417885327 (303) うめゆり 　原 1761942 (81.4)

144 雌 こと５２  3.12.26 育種価本原 福之姫 安福久 忠富士 福之国

4 21-1443921419 (297) BBBCCB るり１２ 　　 2563095 (79.5)

145 雌 こと５３  3.12.27 諒太郎 耕富士 福之国 大　将

3 21-1443921433 (296) じゅりな 　原 1772709 (81.3)

146 雌 こと５５  4. 1.11 関平照 安福久 平茂勝 安　平

3 22-1443921457 (281) CBCBBB るり２５ 　　 2589166 (80.5)

147 去 勝白  4. 1. 5 育種価本原 百合白清２ 隆之国 安福久 平茂勝

2 22-1653654343 (287) BAAAAA ふくくに 　原 1802654 (82.6)

148 去 久白清  3.12.20 育種価本原 百合白清２ 安福久 勝平正 福之国

3 21-1665717838 (303) BAAAAA ふくこ 　原 1759260 (83.0)

149 去 華之福  4. 1. 4 紀多福 華春福 隆之国 安糸福

4 22-1665717845 (288) ふゆみ 　原 1738147 (81.7)

150 雌 ふく  4. 1. 5 育種価本原 紀多福 安福久 勝忠平 北国７の８

6 22-1637074228 (287) BBBBBB ひさこ 　　 2502802 (79.7) CBCABC

151 去 美  3.12.15 美国桜 満天白清 忠富士 福之国

1 21-1637074174 (308) るいす 　　 2722514 (81.5)

152 去 美国  3.12.25 美国桜 満天白清 忠富士 福　桜

1 21-1637074198 (298) ゆりな 　原 1832786 (81.7)

153 去 国桜  4. 1. 6 美国桜 耕富士 安　平 糸　秀

4 22-1637074235 (286) CAABAB ともこ 　原 1733209 (82.1)
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154 去 美津晴  4. 1.30 育種価本原 茂晴花 美津照重 百合茂 安　平

5 22-1637074242 (262) AABCBA しげこ 　　 2488388 (79.7) BBCCCA

155 去 百合福  4. 1.14 育種価本原 福之姫 百合白清２ 安福久 第１花国

2 22-1387155802 (278) AAACBA ゆりひさ 　原 1802661 (82.0)

156 去 久雄  3.12.14 育種価本原 安福久 勝忠平 安　平 糸　秀 受卵

21-1630467768 (309) CACBAA やすただ 　　 2387145 (80.0) BBACBA

157 去 幸雄  3.12.22 育種価本原 幸紀雄 安福久 勝忠平 安　平

5 21-1630467775 (301) CABBAA ひさこ 　原 1667349 (81.3)

158 去 悠斗  3.12.15 愛之国 美津照重 勝忠平 安　平

2 21-1653613302 (308) BCBCCB さくら 　原 1797041 (82.3)

159 去 斗真  3.12.19 諒太郎 隆之国 徳悠翔 茂　勝

4 21-1653613319 (304) BBCABB めぐみ１１６ 　　 2533997 (80.2)

160 去 雅平５２  3.12.16 勘　太 美国桜 白清８５の３ 光平福

2 21-1477935659 (307) おとひめ 　　 2579131 (80.1)

161 雌 たかひめ８  3.12.26 育種価本原 勝早桜５ 隆之国 勝忠平 安　平

7 21-1653630804 (297) AAACAB たかひめ 　原 1621845 (82.4) CBACBB

162 去 早久  3.12.29 育種価本原 勝早桜５ 安福久 平茂勝 安福（岐阜）

10 21-1653630811 (294) BABAAA なんこ７４９３ 　原 1565720 (81.3) CACAAA

163 去 重久  3.12.31 育種価本原 美津照重 安福久 平茂勝 北国７の８

5 21-1653630828 (292) CBCABA のうひさ 　　 2520808 (79.7) CBCAAA

164 去 勝安  4. 1.23 勝美桜 安糸福 平茂勝 美津福

8 22-1653630835 (269) BCCCCC ひさ４３２ 　原 1586824 (80.2) CCCCCC

165 雌 かみなりじゅん  3.12.18 隆安国 勝忠平 第１花国 安　平

7 21-1401991485 (305) じゅん 　高 222574 (81.2) ACACCB

166 去 勝１１  4. 1.13 隆安国 百合茂 安福１６５の９ 北国７の８

11 22-1536231012 (279) さくら 　原 1466064 (80.0) BCBABB

167 雌 かつ１９  4. 1.16 隆安国 勝平正 福之国 安　平 奥接

7 22-1536231036 (276) のぞみ 　原 1621863 (82.7) CCCACC

168 去 勝１２  4. 1.17 美津金幸 百合茂 安　平 隆　桜

5 22-1536231111 (275) CCCBCB いがり１２ 　　 2477551 (80.6) CCCBBC

169 雌 なかはた１６５  3.12.20 美津金幸 美国桜 美穂国 忠富士

3 21-1622731488 (303) なかはた１１８ 　　 2620515 (81.0)

170 去 芳関平  3.12.31 関平照 第１花国 勝忠平 福　栄

2 21-1617802995 (292) BBCCCB よしふく 　原 1643257 (81.2) BCBCCB
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171 雌 りょうこ  4. 1. 4 育種価本原 諒太郎 幸紀雄 勝忠平 安　平

3 22-1617802988 (288) AABBBA さちさかえ 　　 2579127 (80.5)

172 雌 くにこ  3.12.20 安平幸 肥後桜 第５隼福 第８山晴

11 21-1575826316 (303) CCCBCC はなこ２ 　　 2348691 (81.0) BCBCCC

173 去 奄美里山３２  4. 1.11 勝忠安福 英茂勝 福華１ 安　平

5 22-1659100417 (281) BBABBC ちえひめ 　　 2466568 (80.1) CCCBCC

174 雌 かねこ４５４  3.11.14 育種価本原 室太郎 百合茂 福　桜 安福（岐阜）

6 21-1631506770 (339) BBBAAB さみゅえる 　原 1612383 (81.6) ABAABA

175 去 合吉  4. 1.17 百合未来 安糸福 茂勝栄 菊照美

9 22-1342756785 (275) CBCCBB ちいこ 　　 2391742 (80.0) CBCCBB

176 雌 ふくこ  3.12.16 育種価本原 久茂福 隆之国 百合茂 安　平

3 21-1206052237 (307) CACAAA はなこ７ 　原 1759263 (81.4)

177 雌 ももか  4. 1.20 勝茂久 耕富士 百合茂 花清国

3 22-1486800047 (272) ゆめか 　　 2634779 (82.2)

178 雌 みのり２０  4. 1. 3 育種価本原 貴隼桜 美津照重 忠富士 福　桜

2 22-1407234609 (289) BBBCCB みのり５ 　　 2650417 (80.3)

179 雌 くにこ  4. 1.15 育種価本原 美国桜 百合茂 安福久 平茂勝

3 22-1639547119 (277) BAAAAA つのだ２１１ 　　 2534042 (80.8)

180 雌 ゆりふくひさ  3.12.28 奈津百合５５ 安福久 勝平正 安　平

4 21-1634185880 (295) CBCBBB ふさこ 　　 2579084 (80.7)

181 雌 みゆき  4. 1. 4 育種価本原 幸紀雄 安福久 百合茂 平茂勝 受卵

22-1626296037 (288) BABBAA あき 　原 1580031 (81.8)

182 去 隆百合  4. 1. 4 奈津百合５５ 隆之国 百合茂 安　平

3 22-1546038540 (288) BCABBB りりたか 　原 1708353 (83.0) CCBBBB

183 雌 ゆりちゃん  4. 1.10 育種価本原 若百合 安福久 平茂勝 神高福

8 22-1589445480 (282) BABBAB めぐみ 　原 1600077 (80.1) CBBAAC

184 去 三夫  4. 1.24 育種価本原 若百合 美津照重 第１花国 安　平

5 22-1551228806 (268) BBCCBA みつこ 　　 2486007 (79.3) CCCBBB

185 雌 かねこ  3.11.28 美津金幸 安福久 平茂勝 北国７の８

7 21-1354057085 (325) CCCBCC ゆりこ１ 　原 1643387 (81.5) CBCBBC

186 去 貴美照  3.12. 4 美津照重 百合茂 安福久 第１花国

7 21-1354057092 (319) CBCBBA ゆりこ 　原 1617528 (80.8) ABBBBB

187 去 貴福  3.12.12 育種価本原 紀多福 百合茂 安福久 平茂勝

7 21-1354057108 (311) ABACCA ひさゆり１ 　原 1634298 (81.7) ABBBCA
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188 去 貴紀多  3.12.19 紀多福 美津照重 安福久 忠富士

5 21-1354057115 (304) CBCBBB ひさみつ 　　 2493817 (81.4) CBCABB

189 去 貴晴花  3.12.24 育種価本原 茂晴花 第１花藤 安福久 勝忠平

3 21-1354057122 (299) BACCBA ひさふじ 　　 2626061 (79.6)

190 去 美雄  4. 1.14 育種価本原 美津照重 幸紀雄 安福久 平茂勝

5 22-1384309642 (278) CACBAA さちこ 　原 1702919 (81.0)

191 雌 とよこ  4. 1. 1 育種価本原 諒太郎 北平安 安福勝 景　東

9 22-1653640131 (291) BACBAA はんざわ４７ 　　 2418499 (81.2) CABCAA

192 雌 かいせい１０  4. 1.15 勝忠安福 安茂勝 紋次郎 福　桜

10 22-1373578042 (277) BCABCC くるま１ 　原 1544413 (80.0) CCBACC

193 雌 さきひめ２  3.12.19 育種価本原 福之姫 幸紀雄 安福久 福之国

5 21-1383823736 (304) BBACBA さき 　原 1708352 (81.6) BAAAAA

194 雌 きたしげ  3.12.18 育種価本原 紀多福 安福久 百合茂 平茂勝

7 21-1454836733 (305) CBBBBA ふくしげ 　原 1636894 (80.0) CBCAAA

195 去 秀松２５０  4. 1. 5 若百合 安福久 平茂勝 紋次郎

3 22-1573588599 (287) BACBBB ゆきえ 　　 2634714 (80.7)

196 雌 みやこ８８  3.12.14 育種価本原 若百合 安福久 北国７の８ 神高福 受卵

21-1417882784 (309) AABCBB たみ 　　 2552913 (81.6)       

197 雌 みやこ９０  3.12.27 育種価本原 福之姫 安福久 平茂勝 安　平 受卵

21-1417882807 (296) BBCCCB ひなこ 　原 1588180 (81.6) CBCAAB

198 雌 みやこ９１  4. 1. 4 育種価本原 若百合 安福久 北国７の８ 神高福 受卵

22-1417882838 (288) AABCBB たみ 　　 2552913 (81.6)       

199 去 駿太郎  3.12.26 育種価本原 茂晴花 幸紀雄 安福久 平茂勝

3 21-1417883415 (297) BABCAA とちもと５８１ 　原 1757293 (81.7)

200 雌 ふゆこ  3.12. 3 美国桜 花清国 安晴王 景平勝 乳房白　腹部小白斑　

9 21-1417883408 (320) CCBBBB はなやす 　原 1594894 (82.0) CCCCCC

201 雌 みつふく  3.12.29 美津金幸 安福久 勝忠平 北国７の８

3 21-1417883828 (294) CCCBBB いとふく 　原 1763486 (81.0)

202 雌 やは３２５  3.12.24 茂晴花 安福勝 北国７の８ 紋次郎

10 21-1417883835 (299) ABBCCC かつき 　原 1525033 (80.0) BCCCCC

203 去 太郎  4. 1.19 知恵久 隆之国 百合茂 安福久

4 22-1417888397 (273) たかきよ 　　 2569883 (80.7)

204 去 増安  3.12. 5 福　増 福安照 平茂勝 糸福（大分）

6 21-1417883422 (318) BACBAB まつこ 　　 2509769 (80.4) CCCBCC
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205 雌 さざんか２  3.12.18 育種価本原 勝忠安福 美津照重 糸福（鹿児島） 平茂勝

3 21-1417883439 (305) BBBBBB さくら 　原 1742022 (82.2)

206 雌 きた１０５  3.12.19 育種価本原 美国桜 幸紀雄 安福久 平茂勝

1 21-1417883743 (304) CAAAAA きた９２ 　原 1832804 (81.7)

207 去 桜２  3.12.25 育種価本原 福之姫 幸紀雄 安福久 平茂勝

3 21-1417883767 (298) BBBCCA さくら 　原 1735734 (81.0)

208 去 麻矢  4. 2. 2 安亀忠 安福久 平茂勝 安　平

5 22-1417883774 (259) まや 　原 1698015 (81.0)

209 雌 たていわ２０８  4. 1. 7 育種価本原 若百合 晴茂平 安福久 勝忠平

2 22-1417888113 (285) AACCBA たていわ１８０ 　原 1799234 (82.3)

210 雌 かぼちゃ１６６  3.12.22 育種価本原 関平照 諒太郎 安福久 福之国

2 21-1393274313 (301) BACBBB さくら 　　 2654152 (80.5)

211 去 桜乃国１６８  4. 1. 6 美津金幸 幸紀雄 安福久 第１花国

2 22-1393274337 (286) つばき 　　 2665659 (80.0)

212 雌 ふぶき１６９  4. 1.13 育種価本原 美津金幸 幸紀雄 安福久 第１花国

2 22-1393274344 (279) CBBBBA よしこ 　　 2672218 (80.4)

213 去 桜乃国１７０  4. 1.17 美津金幸 耕富士 美穂国 福　桜

2 22-1393274351 (275) まよ 　　 2672223 (80.8)

214 雌 あやめ２  3.12.13 育種価本原 諒太郎 安福久 百合茂 安　平 乳房白

5 21-1417886416 (310) BACAAA たかこ 　原 1660052 (82.1) CACAAB

215 去 美津福  4. 1.11 美津照重 勝平正 安　平 糸　秀

8 22-1417888106 (281) CCCBBA ゆうみ 　原 1587264 (82.3) CCCACC

216 去 田和上２１１  4. 1.18 関平照 美国桜 忠富士 安　平

3 22-1417878725 (274) BBCBBB たわかみ９２ 　原 1735720 (82.6)

217 雌 ことぶき８７  4. 1.14 諒太郎 百合茂 北国７の８ 安　平

8 22-1417880872 (278) ABCBCC なな 　原 1604518 (83.2) BCCCCC

218 雌 ゆりこ  4. 1. 8 育種価本原 若百合 勝平正 安　平 平茂勝

8 22-1417888090 (284) BBBBBA あやめ 　原 1588166 (81.2) CCCABA

219 去 幸紀富士  4. 1.12 幸紀雄 耕富士 福之国 大　将

3 22-1354065158 (280) かつ３９２ 　　 2638879 (83.0)

220 去 勝茂桜  4. 1.20 勝早桜５ 茂　洋 百合茂 安　平

8 22-1393273866 (272) AAACBB りな 　　 2457882 (80.7) ABCCCC

221 雌 ゆりこ  4. 1. 8 育種価本原 若百合 安福久 平茂勝 北国７の８

6 22-1417888083 (284) BBBCBB ゆきひめ 　原 1621909 (80.0) CCCCCC
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222 雌 たかゆり  4. 1.16 若百合 諒太郎 安福久 平茂勝

4 22-1417888076 (276) りょうこ 　原 1731975 (81.6)

223 去 幸男  3.12.28 幸紀雄 安福久 勝平正 安　平

6 21-1417886423 (295) CACAAA きくこ 　　 2500365 (82.0) CACAAB

224 去 若美国  4. 1. 8 育種価本原 若百合 美国桜 安福久 平茂勝

3 22-1417888052 (284) BABBAA ひさみくにの２ 　原 1778494 (82.6)

225 雌 ゆき  3.12.23 育種価本原 勝忠安福 百合茂 安　平 福　茂

10 21-1417886386 (300) ABACCB さくら 　　 2366394 (80.4) BCBCCC

226 去 福男  4. 1. 1 紀多福 隆之国 勝平正 安　平

3 22-1417886362 (291) BCABBA たかこ 　　 2626035 (82.0)

227 雌 ふくこ  4. 1.26 育種価本原 若百合 安福久 福　桜 平茂勝

6 22-1417887987 (266) BACCBB ふくひかり２ 　　 2516125 (80.4)

228 去 大滝１４６  4. 1.10 関平照 美国桜 平茂勝 北国７の８

1 22-1417886607 (282) BBCCCB あかね２０ 　　 2722541 (79.4)

229 去 福久  4. 2. 9 育種価本原 紀多福 安福久 勝忠平 安　平

5 22-1417891021 (252) BABBBA ふくひさ 　原 1698010 (81.5)

230 雌 だいろく３の５  3.11.11 光平照 百合茂 華春福 勝忠平

1 21-1417884160 (342) だいろく３ 　　 2717983 (80.5)

231 去 大禄３の６  3.12. 7 茂晴花 百合白清２ 美津照重 茂勝栄

2 21-1417886560 (316) だいろく３１１ 　原 1799282 (81.0)

232 去 外手８０  3.12.25 隆安国 徳悠翔 秀菊安 忠富士

7 21-1417886430 (298) そとて２１ 　　 2472313 (81.4) BCCABB

233 雌 いとのうえ６６５  3.12. 4 若百合 福　栄 糸清水 金　山

15 21-1417886461 (319) ABCCCC いとのうえ２の６ 　高 206931 (82.7) BCCCCC

234 雌 ふゆみ  3.12.16 育種価本原 幸紀雄 安福久 平茂勝 安　平

5 21-1417886492 (307) CABBBA かなこ 　　 2539612 (79.5)

235 去 幸紀之花  3.12.31 幸紀雄 美国桜 安福久 平茂勝

2 21-1417886508 (292) CAABAA よしみ 　原 1796109 (81.0)

236 雌 さきふくゆり  3.12.24 育種価本原 幸紀雄 安福久 百合茂 紋次郎

7 21-1417886447 (299) CACBAA やすはな 　原 1617506 (81.1)

237 雌 ふくひめ  3.12. 5 隆安国 幸紀雄 隆之国 安福久

2 21-1417886454 (318) ふくこ 　　 2665683 (80.4)

238 雌 ましろ  3.12.25 若百合 隆之国 百合茂 安福久 乳房白

1 21-1628687291 (298) すだち 　　 2731849 (80.2)
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239 雌 とらみ  4. 1. 5 育種価本原 百合白清２ 安福久 平茂勝 北国７の８ 乳座白

7 22-1628687307 (287) BBABBA さい 　　 2486031 (79.2) CCCCCC

240 雌 らんこ  4. 1.10 福之姫 百合茂 平茂勝 紋次郎

8 22-1628687314 (282) BCBCCC のんこ 　　 2460395 (79.6) BCCACC

241 去 福太郎  4. 1.12 育種価本原 諒太郎 美津照重 忠富士 安　平

5 22-1393269999 (280) ABCBBA しほ 　　 2493839 (80.8) CCCCCB

242 去 金夫  3.12.15 美津金幸 隆之国 安糸福 平茂勝

2 21-1404263640 (308) CCCCCB ふくみ 　　 2620562 (78.4)

243 雌 なお  3.12.12 育種価本原 百合久 美津照重 福之国 安　平

3 21-1417884450 (311) BACAAB すず 　　 2569971 (81.0) CBBCBB

244 去 若一  3.12.19 育種価本原 若百合 安福久 忠富士 安　平

5 21-1417884481 (304) BABCAA ゆみ 　　 2520802 (80.7)

245 雌 ななお  3.12.20 若百合 華春福 金　幸 神高福

4 21-1417884443 (303) ななこ 　原 1743022 (81.6)

246 去 福百合  3.12.29 育種価本原 若百合 安福久 平茂勝 北国７の８

6 21-1417884368 (294) BABBAA やすひさ 　　 2486021 (80.7) CBCAAA

247 雌 すすむ  3.11.29 貴隼桜 美津照重 百合茂 安福久 受卵

21-1636893493 (324) ゆめ２８りょうこ 　原 1735445 (81.8)

248 雌 はな  3.12. 6 茂晴花 美国桜 百合茂 安福久

1 21-1636893530 (317) あかね 　　 2731856 (79.6)

249 去 三笠８３  3.12.24 安亀忠 福之姫 勝早桜５ 安福久

1 21-1609789976 (299) みかさ４１ 　　 2731853 (80.7)

250 去 北龍９５  4. 1.23 育種価本原 若百合 幸紀雄 安福久 平茂勝

4 22-1417889417 (269) AABCAA ゆみ 　原 1743025 (82.6)

251 去 北龍９６  4. 2.12 貴隼桜 茂勝栄 安　平 隆　美

12 22-1417889424 (249) ABACBC かつこ 　原 1469904 (82.1) ABACBC

252 去 望１８１  3.12.20 育種価本原 茂晴花 百合茂 第１花国 美津福

7 21-1354082148 (303) AAABAA おしん１７４ 　原 1634244 (81.5) AAABAB

253 雌 みつたか  3.12. 9 美津金幸 高百合 福之国 安　平

5 21-1354082131 (314) CCCBCC たかゆり 　　 2545653 (80.0) CCCACC

254 雌 はなゆき３５６  4. 1.15 知恵久 諒太郎 安糸福 勝忠平

2 22-1370075421 (277) はなゆき１９８ 　　 2638971 (80.3)

255 雌 はなゆき３６０  4. 2. 5 育種価本原 関平照 聖香藤 秀菊安 福　桜

5 22-1634875460 (256) BBBBBA はなゆき１４０ 　　 2569900 (81.3) BBAAAA
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256 去 華幸３５９  4. 2. 3 育種価本原 茂晴花 美津照重 聖香藤 秀菊安

1 22-1634875453 (258) BABBAA はなゆき２８１ 　原 1839577 (81.4)

257 去 高根２６５  4. 1.17 真白１ 勝忠平 安福久 平茂勝 奥接

4 22-1354085484 (275) かつひさ１３０ 　　 2545647 (82.7) AAACBB

258 去 蒼葉５３  4. 1. 4 紀多福 百合茂 第１花国 安　波

11 22-1354085521 (288) BCABBC あさひ４４ 　高 216945 (82.9) BCBACC

259 去 蒼葉５４  4. 1. 5 福之姫 百合茂 勝忠平 紋次郎

6 22-1354085538 (287) ACBCCB さかい９７０ 　高 222585 (83.6) ACBCCC

260 去 泉３５１  4. 1.24 育種価本原 関平照 百合福久 勝忠平 糸福（鹿児島）

2 22-1354085576 (268) AABBAA ゆきこ 　原 1806192 (82.0)

261 去 勝福  4. 1.25 紀多福 美国桜 安福久 百合茂

3 22-1354085675 (267) じゅん２３ 　原 1742066 (81.3)

262 去 勝桜  3.11.15 育種価本原 勝早桜５ 百合茂 安福久 平茂勝

5 21-1354079605 (338) BABBAA ゆりこ 　　 2559202 (80.1) CACAAA

263 去 未来  4. 2. 3 百合未来 勝早桜５ 秀菊安 忠富士

3 22-1354085637 (258) BBBBBB かつはな 　原 1772691 (81.5)

264 雌 ふくみらい  4. 1.21 百合未来 安福久 勝忠平 茂　勝

3 22-1354085606 (271) CBCBBB ふくはる 　原 1769214 (82.1)

265 雌 ゆり  3.12.14 夏百合 美穂国 忠富士 安　平

5 21-1354079612 (309) こすもす 　　 2539645 (80.6)

266 去 根本８０  4. 1.26 茂久桜 百合茂 第１花国 安福１６５の９

8 22-1354085828 (266) CBCAAB えみり 　原 1551986 (82.3) ABBBCB

267 去 草倉５２９  3.12.27 紀多福 美国桜 安福久 勝忠平

4 21-1372561267 (296) CABBAA くさくら２３３ 　　 2589082 (78.7)

268 去 栃本６７１  3.12.31 育種価本原 勝早桜５ 百合茂 安福久 平茂勝

8 21-1355377731 (292) AAABAA とちもと４６９ 　原 1600090 (82.8) AABBBA

269 去 青１９２  3.12.23 白鵬紅葉 勝忠平 安　平 糸　秀

7 21-1355369088 (300) こまつ７８１ 　　 2481156 (79.6) CCBCCC

270 去 藤４５  3.12.11 育種価本原 茂晴花 茂洋美 安福久 福　桜

2 21-1354084265 (312) AABBAA かんな 　　 2649845 (81.3)

271 去 藤４６  3.12.17 福　増 美国桜 安糸福 福　桜

5 21-1354084258 (306) CACAAA ちどり３ 　原 1654288 (81.3)

272 雌 かずえ１７２７  3.12.28 育種価本原 隆之国 幸紀雄 安福久 勝忠平

2 21-1490217275 (295) CBACBA かずえ１５９７ 　　 2686907 (78.4)
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273 雌 かずえ１７２８  4. 1. 1 美津照重 幸紀雄 百合茂 安福久

2 22-1490217282 (291) かずえ１５８８ 　　 2686905 (79.3)

274 雌 かずえ１７２９  4. 1. 2 育種価本原 美津照重 隆之国 安糸福 平茂勝

8 22-1490217299 (290) CBCBBA かずえ１２８２ 　原 1609489 (80.3) CCBCCB

275 雌 さかい１４７０  3.12.13 育種価本原 勝早桜５ 安福久 第１花国 平茂勝

6 21-1650844747 (310) AAACAA さかい８９１ 　　 2472341 (80.2)

276 雌 さかい１４７１  3.12.19 育種価本原 諒太郎 幸紀雄 福　桜 安　平

1 21-1650844778 (304) AABABA さかい１２９５ 　　 2700647 (80.8)

277 去 栄１４７８  4. 1.10 貴隼桜 美穂国 福　桜 安　平

5 22-1650844839 (282) BAACBC はるみ 　　 2472343 (80.5) BAACBC

278 雌 みく  3.11.15 美国白清 第１花藤 百合茂 安　平

2 21-1639361104 (338) みふゆ 　　 2677294 (79.2)

279 雌 たまよ  3.12.12 美津照重 隆之国 光平照 平茂勝

2 21-1639361111 (311) くにさかえ 　　 2677293 (78.8)

280 雌 きたゆり  4. 1. 6 北美津久 百合勝安 福之国 福　桜

3 22-1354085248 (286) ゆりこ 　　 2576115 (82.0)

281 雌 みるる  3.12.17 育種価本原 福之姫 勝早桜５ 美津照重 忠富士

2 21-1354082957 (306) BBBCCB みるみる 　原 1799253 (81.6)

282 去 隆金幸  4. 1. 3 美津金幸 隆之国 勝忠平 紋次郎

4 22-1354085262 (289) CCCCCA ももたか 　　 2552999 (80.3) CCCCCA

283 去 雄太郎  3.12.26 福　増 勝早桜５ 安茂勝 北国７の８

5 21-1355374426 (297) BABBAB やすしげ１ 　　 2545659 (80.1)

284 去 金続１１８  4. 1. 9 育種価本原 安福久 勝忠平 福之国 安　平

7 22-1355365141 (283) CACBAA かつこ 　高 225772 (82.0) AAACBA

285 去 福百合  4. 1. 8 育種価本原 若百合 安福久 平茂晴 安　平

7 22-1354085194 (284) BACBAA ひな 　　 2450553 (80.4) CACAAA

286 去 高元  3.12.31 紀多福 隆之国 安福久 福之国

4 21-1354082933 (292) CBACAA みづき 　　 2597013 (80.7)

287 雌 せきちゃん  3.12.27 育種価本原 関平照 勝早桜５ 茂　勝 安　平

5 21-1354082926 (296) BBCCBB さやか 　　 2552998 (80.9)

288 雌 やすね  3.12. 2 育種価本原 福　増 百合茂 安　平 隆　桜

8 21-1354081752 (321) BABAAA やすよ 　　 2450552 (79.6) BBABAB

289 雌 のぞみ  3.12.28 美津金幸 隆之国 美穂国 忠富士

1 21-1354081745 (295) まどか 　　 2731874 (81.5)
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290 雌 ねね  3.12. 1 育種価本原 諒太郎 勝早桜５ 茂　洋 平茂勝

5 21-1355371678 (322) AABBBA らら 　　 2529595 (81.4) AAACBB

291 去 天佑  4. 2.14 関平照 花久勝 安福久 福之国

1 22-1355371739 (247) さゆみ 　　 2740831 (81.0)

292 去 永翔  4. 1.24 育種価本原 幸紀雄 安福久 百合茂 安　平

4 22-1355371722 (268) CABBAA １６はやま５２ 　原 1721241 (81.6)

293 去 愛夢  4. 1.15 若百合 美穂国 福之国 糸　秀

6 22-1355371715 (277) AAACBB ゆみこ 　原 1668960 (81.8) CBACBB

294 去 歩叶  4. 1. 5 育種価本原 若百合 幸紀雄 忠富士 百万石

2 22-1355371708 (287) ABBCCA さちか 　原 1806182 (81.1)

295 去 花百合  3.11.28 紀多福 百合茂 第１花国 北国７の８

5 21-1388354334 (325) ABACCC わか 　原 1708371 (81.0)

296 去 忠久  3.11.20 美国桜 忠富士 安　平 隆　桜

7 21-1388354327 (333) BAAAAB あやか 　原 1594882 (80.0) ABABBC

297 去 青の７７  3.12.22 安亀忠 徳悠翔 百合茂 金　幸

7 21-1354083268 (301) むつき 　　 2481107 (80.3) BCCACC

298 雌 みさき  3.11.28 育種価本原 花清久 百合茂 平茂晴 平茂勝 異性複数産子

3 21-1354083169 (325) BCBBBB ゆりはる 　　 2589063 (81.0)

299 雌 めぐみ  3.12.10 育種価本原 茂晴花 百合茂 福之国 福　桜

7 21-1354083275 (313) AAACBB きくた５８ 　　 2445265 (81.4) BCACCC

300 去 山本  3.12.17 育種価本原 茂晴花 美津照重 百合茂 福之国

2 21-1354083282 (306) BABCBA こころ 　原 1796131 (82.0)

301 去 隼人  3.12.16 貴隼桜 百合茂 平茂勝 金　幸

9 21-1354084289 (307) ABABBB ももひめ 　原 1600042 (80.7) ACBACA

302 雌 れいわ１９  3.12.27 育種価本原 関平照 百合茂 安糸福 福　桜

9 21-1354084296 (296) BBCCCB ゆりこ 　原 1525450 (80.4) BCCCCB

303 雌 たかね  3.12.30 吉重７５ 勝忠平 安福久 平茂勝

4 21-1354084340 (293) すずか 　原 1721250 (81.3)

304 雌 ゆり  4. 1. 5 若百合 美津照重 隆之国 安福久 乳座小白

2 22-1354087419 (287) あおい 　　 2677302 (81.6)

305 雌 ゆかり  4. 1.19 知恵久 美津照重 百合茂 安福久

1 22-1354086955 (273) さゆり 　原 1833734 (81.8)

306 雌 みくしげ  4. 1.10 育種価本原 美国桜 百合茂 安福久 平茂勝

6 22-1441826761 (282) CABAAA ゆりひさ 　原 1675935 (83.3) ABCBBA
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307 雌 みつゆり  4. 1.12 育種価本原 美津照重 百合茂 安福久 平茂勝

6 22-1441826778 (280) CACBAA ひさゆり 　原 1675822 (82.1) AAABAA

308 去 諒太桜  4. 1.14 育種価本原 諒太郎 美国桜 勝忠平 安　平

7 22-1441826792 (278) BACAAA さゆり 　　 2481111 (80.6) CBCABB

309 去 諒白清  3.12.12 育種価本原 百合白清２ 諒太郎 安福久 福　桜

2 21-1354084418 (311) AAAAAA なつ 　原 1796132 (82.0)

310 去 福助  4. 1.13 貴隼桜 安糸福 金　幸 平茂勝

10 22-1354087471 (279) ABBBBB ふくとみ４ 　　 2307487 (81.8) BCCBCC

311 去 福美  4. 1.11 紀多福 安福久 平茂勝 忠　福

5 22-1354084463 (281) ももか 　　 2539670 (79.5)

312 去 金太郎  4. 1. 6 勝忠安福 百合茂 安糸福 北国７の８

8 22-1354087488 (286) ABACCC ゆりこ 　原 1544375 (80.8) ACACCC

313 雌 かなこ  4. 1. 8 育種価本原 勝忠安福 安福久 百合茂 安糸福

7 22-1354087495 (284) BBACBB ひさこ 　原 1612414 (80.1) CBCCBB

314 雌 きたふじ  4. 1. 6 紀多福 耕富士 美穂国 日向国

4 22-1354087433 (286) ふじこ 　原 1732010 (81.0)

315 雌 てるざくら  3.12.16 関平照 喜亀忠 安福久 平茂勝 乳房白

3 21-1354084395 (307) よしざくら 　原 1763524 (82.1)

316 去 総一郎  4. 1.11 紀多福 安福久 隆之国 安　平

4 22-1641512914 (281) さくら２ 　　 2583623 (80.5)

317 雌 おうか  3.12.29 育種価本原 美国桜 平茂晴 安福久 忠富士

6 21-1641512907 (294) CAAAAA みらい９０２ 　　 2485957 (82.0) AAABAA

318 雌 かき  3.11.29 育種価本原 諒太郎 勝忠平 安　平 隆　桜

8 21-1641512723 (324) AABCBA かつただ 　高 218158 (83.4) BBACCB

319 去 瑞穂１９３  3.12.17 福之姫 諒太郎 安糸福 平茂勝

4 21-1641513102 (306) ACCCCB ゆき 　　 2589130 (80.7) ACCCCB

320 雌 みずほ１９２  3.11.17 育種価本原 美津照重 諒太郎 第１花国 安　平

4 21-1641513713 (336) CBCBBA あすか２３ 　原 1731991 (81.3) ABBBBA

321 去 源太１２  3.12.22 育種価本原 百合白清２ 平茂晴 安福久 金　幸

2 21-1641512990 (301) AAABAA 第８かえで７ 　　 2559228 (80.7)

322 去 福良  3.12.23 福之姫 幸紀雄 安福久 金　幸

2 21-1627087610 (300) さおり 　　 2686791 (79.5)

323 去 東方２０  3.12. 7 育種価本原 諒太郎 美国桜 美国桜 勝忠平

2 21-1650426806 (316) BABAAA れいな１２ 　　 2672310 (79.3)
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324 去 虎次郎  3.12.29 育種価本原 茂晴花 安福久 勝忠平 飛騨白清

4 21-1641513157 (294) BACBAA さやか 　原 1675861 (81.0) CACAAA

325 雌 なっちゃん  3.12.21 夏百合 茂久桜 福之国 安　平 奥接

4 21-1641514017 (302) CBCBBB ふくさくら 　　 2583627 (81.1)

326 雌 あいみ  4. 1.15 愛之国 美国桜 諒太郎 百合茂 奥接

1 22-1641514031 (277) すず 　　 2728653 (80.1)

327 去 横８１  3.12.19 育種価本原 夏百合 美国桜 平茂勝 美津福

3 21-1626565812 (304) BBBBBA ふゆみ 　原 1772617 (81.4)

328 去 横８２  4. 1. 1 関平照 美国桜 平茂勝 美津福

2 22-1626565829 (291) CBCBBB みくに 　原 1806129 (82.1)

329 雌 ほり１９２  3.12.30 育種価本原 若百合 諒太郎 第１花国 安福久

2 21-1641514154 (293) AABCBB ほり１０４ 　　 2597001 (80.1)

330 雌 ほり１９３  4. 1.12 育種価本原 若百合 幸紀雄 安福久 勝忠平 乳房白

2 22-1641514161 (280) AABCBA ほり１２１ 　　 2638874 (80.1)

331 去 美華桜  4. 1. 4 育種価本原 美国桜 百合茂 安福久 平茂勝

5 22-1641514215 (288) BAAAAA はな 　　 2545721 (81.0)

332 去 茜７０２  3.12.14 美国桜 勝忠平 安福久 平茂勝 受卵

21-1641185613 (309) CABAAA あかね５６５ 　　 2545713 (81.7)

333 去 若照花北  4. 1.26 育種価本原 若百合 美津照重 菊花国 藤北景

3 22-1641213873 (266) BBCCBA てるはなきた 　原 1755084 (81.0)

334 去 祐０１０６  4. 1. 6 福之姫 百合茂 安糸福 平茂勝

11 22-1654211583 (286) ACBCCC なおみ 　原 1513613 (81.1) ACBCCC

335 雌 さとみ  4. 1. 7 若百合 勝忠平 安糸福 平茂勝 白舌

7 22-1654211590 (285) ABBCCC はな 　原 1586841 (82.6) ACBCCC

336 雌 しげこ  3.12.15 育種価本原 茂晴花 美津照重 勝平正 安　平

4 21-1641214238 (308) CACBBA せん 　　 2520853 (80.6)

337 雌 てるひめ  4. 2. 4 福之姫 美津安照 平茂勝 第５隼福

5 22-1641214979 (257) CCCCCC ふくえ 　　 2523758 (82.0) CCCBCC

338 去 照芳  4. 1.16 百合芳 北平安 東平茂 大　関

11 22-1641214948 (276) CCACCC てるえ２ 　　 2343752 (78.5) CCCCCC

339 去 和宝２４５  3.12.19 育種価本原 夏百合 勝　洋 百合茂 福　桜 恥骨部白斑

4 21-1641214221 (304) ABBCBA みかこ 　　 2585599 (81.4)

340 去 東西２７８  4. 1. 5 真白１ 美国桜 百合茂 北国７の８

6 22-1654208163 (287) はるひ 　　 2529582 (80.7) BAAAAA
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341 去 善逸  4. 1. 4 若百合 茂晴花 安茂勝 北国７の８

4 22-1641215044 (288) AABCBB つくし 　　 2559250 (80.2)

342 去 戸倉１４５  4. 1.23 美津茂洋 諒太郎 百合茂 勝忠平

4 22-1641215112 (269) あおば５ 　原 1721696 (81.6)

343 雌 とくら１３４  3.12. 8 育種価本原 諒太郎 美津照重 百合茂 北国７の８

3 21-1641214474 (315) AACABB てるこ 　原 1765423 (82.5)

344 雌 まほろば１２５  3.12.30 育種価本原 久茂福 百合茂 福之国 安　平

5 21-1641214337 (293) CACAAA まれ 　原 1702982 (82.6) BCBCCB

345 雌 てるこ  4. 1.12 関平照 幸紀雄 平茂晴 安福久

1 22-1641215143 (280) しげこ１ 　　 2728637 (82.3)

346 雌 くにひめ  3.12.20 育種価本原 美国桜 幸紀雄 茂　洋 勝忠平

5 21-1641214429 (303) CAAAAA さちひめ 　高 225774 (83.2) BAABAA

347 雌 ゆりこ３  4. 1.11 育種価本原 紀多福 百合茂 平茂晴 紋次郎

6 22-1641215105 (281) ACBCCB ゆりこ２ 　原 1660041 (82.8) ACBCCC

348 去 長０１１０  4. 1.10 福之姫 諒太郎 百合茂 第５隼福

3 22-1641215099 (282) ACBCCB うめざわ２８０ 　原 1742065 (82.0)

349 去 芳草２７０  4. 1. 3 吉重７５ 福之姫 幸紀雄 安糸福

1 22-1509898273 (289) よしくさ２５２ 　原 1837415 (82.1)

350 去 歩  3.12.21 育種価本原 幸紀雄 安福久 勝忠平 安　平

5 21-1641214627 (302) BABCBA はるな 　原 1675885 (82.1)

351 去 忠国  4. 1. 7 安亀忠 隆之国 勝忠平 安　平

4 22-1641215266 (285) ゆきえ 　原 1738166 (82.5)

352 雌 くみこ  3.12.12 愛之国 百合茂 華春福 安糸福

4 21-1641214580 (311) しげひめ 　　 2579114 (83.6)

353 雌 まつや２７４  3.12.27 百合芳 平忠勝 安　平 隆　桜

6 21-1538714926 (296) CCABBB よりこ 　　 2447747 (79.7) CCCBCC

354 去 松屋２８０  4. 1.14 育種価本原 若百合 美国桜 百合茂 安福久

2 22-1645714987 (278) AABBAA ふくみ 　　 2673349 (80.2)

355 去 多福  3.12. 7 紀多福 華春福 安糸福 北国７の８

4 21-1641213668 (316) ABBCCB さちこ 　原 1702977 (82.7) AACCCB

356 雌 みさこ  4. 1. 3 美津百合 勝忠平 金　幸 神高福

10 22-1654211415 (289) CCCBCB まさみ 　原 1525007 (81.2) ACABCC

357 雌 ゆりひめ  3.12.23 安亀忠 百合茂 安　平 隆　桜

6 21-1641214207 (300) ゆりやす 　原 1600039 (80.7) BABAAC
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358 雌 わかふく  4. 1. 6 若百合 華春福 金　幸 安福（岐阜）

4 22-1654211552 (286) ふくみ１１ 　原 1702980 (82.0)

359 去 良福  4. 1. 6 福之姫 諒太郎 安福久 百合茂

1 22-1654211569 (286) りょうこ 　　 2665700 (80.1)

360 去 岩平  3.12.12 関平照 隆之国 百合茂 平茂勝

1 21-1641214368 (311) BBCCBB いわくさ１３０ 　原 1832774 (82.1)

361 去 太郎  3.12.26 育種価本原 茂晴花 安福久 平茂勝 安　平 恥骨部小白

6 21-1641214528 (297) BACBAA まなみ 　原 1671007 (81.5) CACAAA

362 去 富１２２２  3.12.22 福之姫 美国桜 安福久 金　幸

2 21-1641214405 (301) CBBCBB ひらゆり 　原 1802647 (81.6)

363 雌 みつひめ  4. 1.10 育種価本原 美津照重 百合茂 第１花国 雪　国

7 22-1641215068 (282) CBCCCA とみひめ 　高 225465 (84.2)

364 去 初太郎  4. 1.12 育種価本原 若百合 美津照重 美穂国 福　桜

3 22-1654211484 (280) BABCBA さかい１２２０ 　原 1769253 (82.0)

365 去 晴花  3.12.25 茂晴花 光平照 福之国 福　桜

5 21-1641214108 (298) CABCBA さくら 　　 2450545 (79.0) CCBCBB

366 雌 ろまん４９  3.11.26 紀多福 隆之国 福安照 金　幸

3 21-1640401813 (327) CCABBB かぐら 　　 2628689 (80.3)

367 雌 ろまん５０  3.11.27 育種価本原 紀多福 諒太郎 北国７の８ 金　幸

3 21-1640401820 (326) ABBCCB あきこ 　原 1759265 (81.2)

368 去 浪漫８７  4. 1. 6 育種価本原 勝早桜５ 幸紀雄 安茂勝 安　平

2 22-1640401783 (286) AAACBA しょうこ 　原 1769758 (81.3)

369 雌 ろまん５２  4. 1.11 関平照 隆之国 安福久 第１花国

1 22-1640401868 (281) CBCBBB あきこ 　原 1765416 (81.0)

370 去 進之介  3.12.26 福之姫 安福久 百合茂 金　幸

2 21-1641214764 (297) き４０６８ 　　 2634763 (80.4)

371 雌 ゆりこ  3.12.15 茂晴花 百合茂 安福久 平茂勝

3 21-1641214757 (308) ゆりひさ 　　 2634762 (80.0)

372 雌 まさ１０５  4. 1. 5 関平照 耕富士 安福久 華盛桜

2 22-1641215778 (287) かよ 　原 1802644 (81.0)

373 雌 かつこ  3.12.29 育種価本原 勝忠安福 安福久 第１花国 金　幸

7 21-1524906359 (294) BBBBBB はなさくら 　　 2466687 (80.4) CCCACC

374 去 誠令０１０５  4. 1. 5 福之姫 百合茂 白清８５の３ 第１花国

7 22-1524906373 (287) ACBCCB しらゆり 　　 2466598 (81.2) ACBCCB
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375 去 誠令０１０９  4. 1. 9 育種価本原 茂晴花 百合茂 安福久 平茂勝

10 22-1524906380 (283) AAACBA はわい 　原 1569568 (80.3) ABACCB

376 去 若貴  3.12.12 若百合 美穂国 福之国 安　平

4 21-1354084333 (311) BBACBB ひなじょ４３ 　原 1702955 (81.2) CCACCC

377 去 冬百合  3.12.22 夏百合 茂勝栄 福之国 安　平

9 21-1354084487 (301) BBCABB はなこ 　　 2385292 (79.6) CACAAC
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