
鳥取県中央家畜市場セリ名簿
令和３年１０月１４日開催

1 去    耕白鵬          30105 282             白鵬８５の３    まみ            耕富士          勝平正          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1615912450         

2 去 2 白清福久２      30119 268             百合福久        しらきよゆり８  百合白清２      勝忠平          飛騨白清        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1627059761         

3 去 1 花久白４        30205 251             元花江          ひさはく３      白鵬８５の３    安福久          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1627059792         

4 雌 3 ばれんたいん    30214 242             白鵬８５の３    はるふく        晴茂平          菊福秀          福之国          育資            　　　　　　　　 1376090763 BHCBAABB

5 雌    さきやす        30130 257             幸紀雄          きくやす        安福久          美穂国          福之国          育資            　　　　　　　　 1646726170         

6 雌 3 しろひさ        30114 273             白鵬８５の３    あかひさ        安福久          勝忠平          茂重桜          乳房白　　　　　 　　　　　　　　 1626444520 CBCCAHCC

7 雌    みさとゆり      30114 273             美国桜          ひさとゆり      安福久          百合茂          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626444537 BABHHACC

8 雌 4 いつゆり        21229 289             百合白清２      だいふくゆり    北乃大福        百合茂          安福２００２    育資            奥接　　　　　　 1405900155 BCBCCBCC

9 雌 2 みのほう        30121 266             白鵬８５の３    みのまさ１１８  美国桜          忠富士          隆桜            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1651000166 BHHCHAAH

10 去 5 百合茂鵬        30122 265             白鵬８５の３    えいこゆり      百合茂          安福（岐阜）    平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1427745758         

11 去 1 耕花            21229 289             元花江          あいしょうの１  耕富士          愛日向          忠富士          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1402920040         

12 去 9 花福鵬          30102 285 AHHCAH ACACCC 白鵬８５の３    はなふく        第１花国        平茂勝          安福１６５の９  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1636932512         

13 雌 3 かぺら          30105 282             白鵬８５の３    ゆりつね４      安福久          百合茂          平茂勝          無・乳頭癒着　　 　　　　　　　　 1636932529 CABBAABH

14 雌 9 あんたれす      30114 273 BAHCAA CCHBCC 白鵬８５の３    きたかつくに    北乃大福        平茂勝          北国７の８      育資            　　　　　　　　 1636932536 CHACHHAC

15 雌 3 いぷしろん      30206 250             白鵬８５の３    ありこ          美国桜          百合茂          白清８５の３    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1636932567 BHACHHCB

16 雌 1 やすふじ４      30101 286             百合白清２      やすふじ３      耕富士          秀菊安          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1589493955 BBACBAAC

17 雌 4 みきのほう      30118 269             白鵬８５の３    ひさのみき      安福久          勝忠平          第１花国        育資            　　　　　　　　 1589493979 BABBAHCC

18 雌 9 ふくみほう      21225 293 AAHCBA ACBCCC 白鵬８５の３    ふくみ          福栄            平茂勝          安平            育資            供卵牛　　　　　 1635908563 ACACCBAC

19 雌 9 さきほう        30120 267 BHHCHH CCBBBB 白鵬８５の３    さき            百合茂          白清８５の３    平茂勝          育資            供卵牛　　　　　 1635908570 CBHCAACC

20 去 12 百合白鵬        30120 267 BHHCHA CBBBBC 白鵬８５の３    ゆりふくやす    百合茂          安福１６５の９  第７糸桜        供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1635908600         

21 去 9 清百合鵬        30131 256       CCCCCB 百合鵬２        まさよ２０１４  白清８５の３    忠富士          日向国          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1635908617         

22 去 9 白平清          30120 267 BAHCAH CCCCCC 白鵬８５の３    ひばり          白清８５の３    光平福          安福（岐阜）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1628380802         

23 去 5 白茂鵬          30111 276 AHHCAH BBBBCC 白鵬８５の３    第３にしまつ    安茂勝          北平安          高森            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1372463233         

24 去 10 白福茂          30122 265 BAHCAA CCCCCC 白鵬８５の３    ふくしげかつ    第２平茂勝      福栄            第７糸桜        奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1372463240         

25 去 6 白福久          30127 260 BHHCHH CBCBBC 白鵬８５の３    ゆき            安福久          勝忠平          平茂勝          異性複数産子　　 　　　　　　　　 1372463257         

母推定育種価
入場
番号

産子数 名号 生年月日 母の曽祖父 摘要性別 母の祖父母の父日令 ゲノム育種価父 母 耳標番号期待育種価

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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26 去 4 花白鵬          30127 260             白鵬８５の３    もとはなゆり    元花江          百合茂          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1372463271         

27 雌 5 ゆきほう        30127 260 BHHCHH CBCBBC 白鵬８５の３    ゆき            安福久          勝忠平          平茂勝          無・異性複数産子 　　　　　　　　 1372463264 AHHCHHCB

28 雌 2 よしゆりこ      30128 259             芳之国          ゆりこ          勝忠平          安福久          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1372463288 ABBCCBCC

29 雌 7 ゆりほう        30202 254             白鵬８５の３    ゆりこ          百合茂          福之国          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1372463295 AHBBAACC

30 雌 1 ももほう        30206 250             白鵬８５の３    ももゆり        百合茂          安福久          平茂勝          右乳頭基部癒着　 　　　　　　　　 1372463301 HHHCAHCC

31 雌 7 第１２ゆりかつ  30114 273 ACHCCA CCBCCC 百合白清２      第１１かつゆき  勝安波          高森            糸北鶴          育資            　　　　　　　　 1603573212 BCHCCHCC

32 雌 7 はくぱんな      30122 265 BHHCHH CBBABC 白鵬８５の３    めろんぱんな    安平幸          安平            忠福            育資            　　　　　　　　 1603573229 BBCCCBBC

33 去 1 勝百合          30112 275             百合白清２      ゆうひろ        勝洋            白鵬８５の３    百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1603573205         

34 去 3 高白鵬          30105 282             白鵬８５の３    かしま１０４    高百合          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650417224         

35 去 2 白福平          21227 291             白鵬８５の３    とちひかり      安福久          勝忠平          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1533200912         

36 去 1 花美穂          30123 264             元花江          はぎ３の２１２  美穂国          耕富士          秀菊安          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1533200936         

37 去 1 白花鵬          30126 261             元花江          ちずはくほう２  白鵬８５の３    第１花国        勝忠平          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1533200943         

38 雌 4 つるきよ        21214 304             百合鵬２        かめしらきよ    百合白清２      百合茂          安福１６５の９  育資            　　　　　　　　 1533200899 HACBBBBC

39 雌 2 さちかつえ      30102 285             白鵬８５の３    かつえ          幸紀雄          勝忠平          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1533200929 BHACHAAC

40 雌 1 さつまゆり      30126 261             百合白清２      さつまりこ      諒太郎          秀菊安          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622000959 BCACCCCA

41 雌 1 うめひかり      30206 250             光平照          いとえ９２３の１ 梅福久          秀菊安          耕富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622000966 AAAAHHCC

42 雌    はくざくら      21227 291             白鵬８５の３    さくら          美国桜          平茂勝          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1627810850         

43 雌    ももほう        30101 286             白鵬８５の３    ももこ２１１    百合茂          隆之国          安福久          育資            　　　　　　　　 1627810928         

44 雌    はくざくら      30102 285             白鵬８５の３    さくら          美国桜          平茂勝          金幸            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1627810973         

45 雌    てるほう        30112 275             白鵬８５の３    まき２１０      美津照重        第１花国        平茂勝          育資            　　　　　　　　 1627811161         

46 雌    はくえ          30116 271             白鵬８５の３    さくら          美国桜          平茂勝          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1627811222         

47 雌    みつほう        30117 270 AHHCHH CACAAB 白鵬８５の３    ひさみつ        美津百合        安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1627811239         

48 去    桜鵬            30102 285             白鵬８５の３    さくら          美国桜          平茂勝          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1627810980         

49 去    白桜            30110 277             白鵬８５の３    さくら          美国桜          平茂勝          金幸            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1627811109         

50 去    照鵬            30113 274             白鵬８５の３    まき２１０      美津照重        第１花国        平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1627811185         
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51 去    美百合鵬        30124 263 AHHCHH CACAAB 白鵬８５の３    ひさみつ        美津百合        安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1627811307         

52 去    白百合久        30127 260             白鵬８５の３    もんちゃん      百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1627811338         

53 雌 3 なり            30106 281             隆福也          りふ            百合白清２      忠富士          上福            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626233599 CBACCBAC

54 雌 2 ひめふく        30116 271             隆福也          ひみしげ        勝茂久          安福久          第７糸桜        奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1626233612 AACCCACB

55 雌 1 ひめみどり      30131 256             福之姫          みどり８２１２  耕富士          美穂国          忠富士          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1626233636 AHACHAAC

56 雌 3 ふりく          30204 252             隆福也          りくや          百合白清２      福安照          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626233650 AAHCBHAC

57 雌 3 ひでふくきよ３  30107 280             百合白清２      ひでふく２      秀菊安          福之国          福桜（宮崎）    育資            　　　　　　　　 1639215919 BBBHAAHB

58 雌    ちえふく        30113 274       CAHCAH 知恵久          ふくふく        福之国          福桜（宮崎）    安平            育資            　　　　　　　　 1637006465 CCCCCBBB

59 雌 6 ゆきこ          30111 276 BHHCAH CCCBCC 白鵬８５の３    あきほ          安福久          平茂勝          神高福          育資            　　　　　　　　 1627054483 HABCCACB

60 去 1 官兵衛          21228 290             白鵬８５の３    ひろしま        福之姫          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1516306037         

61 去 3 三成            21230 288             百合福久        こはる          美穂国          忠富士          日向国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1516306044         

62 去 2 光秀            30107 280             白鵬８５の３    ああす２        花之国          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811618         

63 去 2 福白鵬          30109 278             白鵬８５の３    ぺあ            直太郎          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811625         

64 去 2 将大            30131 256             白鵬８５の３    せきたか        隆之国          安福久          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811649         

65 去 10 白青野          30104 283 BAHCAA CCCCCC 白鵬８５の３    ふじやすふく    安福２００２    高森            糸北土井        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209901         

66 去 5 白姫            21208 310             白鵬８５の３    ひめゆり        百合茂          美穂国          福桜（宮崎）    供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1639209970         

67 去 7 質住想          30118 269 HHHCAH HBHCCC 白鵬８５の３    ゆりやす        百合茂          安福１６５の９  平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209987         

68 雌 3 ゆきのはな      30207 249             元花江          ゆき            勝安波          茂花国          福桜（宮崎）    育資            　　　　　　　　 1620812004 CCCABCAC

69 雌 5 あいか９        21219 299 AHHCHH BAHBAH 白鵬８５の３    ふくこ          百合白清２      勝安波          安平            育資            　　　　　　　　 1639209086 AHABHHCC

70 雌 3 ゆずき９        30101 286             元花江          ふじひろ        隆福也          百合茂          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1639209093 CCCCCBCA

71 雌 1 たかひさほ      30120 267             白鵬８５の３    たかひさ        安福久          隆之国          忠福            育資            　　　　　　　　 1639209130 CBCCBHCC

72 去 6 春鵬            21217 301 AHHCAH ACBBCB 白鵬８５の３    はるこ          百合茂          美津照          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209079         

73 去 4 白鵬光          30109 278 AHHCHH AHABHA 白鵬８５の３    みつこ１６５の４ 百合白清２      安秀１６５      福桜（宮崎）    奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1639209109         

74 去 7 雪鵬            21225 293 AHHCAH BCBCCB 白鵬８５の３    しばひめ１１３  隆之国          勝忠平          東平茂          左腹・右肩月の輪 　　　　　　　　 1620811045         

75 去 4 庄鵬２          30106 281             白鵬８５の３    しょうとう６３８ 美津照重        勝忠平          安茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811083         

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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76 去 3 裕白鵬          30108 279             裕勝            ６２１ばんざくら 白鵬８５の３    金豊            高森            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811090         

77 去 10 柴鵬３８３      30125 262 HHHCAH HCHCCC 白鵬８５の３　　 しばひめ３８３　 勝忠平　　　　　 第３寿高　　　　 福栄　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811120         

78 雌 7 しばはくひめ３  21231 287 AHHCHH BBACBB 白鵬８５の３    しばひめ３８３３ 隆之国          勝忠平          第３寿高        育資            　　　　　　　　 1620811076 CHCAHABA

79 雌 4 はつほう        30112 275             白鵬８５の３    はつはる        華春福          百合茂          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811106 AHACABBC

80 雌 6 はなゆり２６    30120 267             元花江          はなゆり２      百合茂          第１花国        紋次郎          育資            　　　　　　　　 1620811113 BACCCBCC

81 雌 4 はなかね        30126 261             元花江          はくかね        白鵬８５の３    忠茂            金幸            育資            　　　　　　　　 1620811137 CBBCACCB

82 去 10 元気            30310 218 CHCBAA HBACCC 元花江          しばひめふく３３ 勝忠平          東平茂          福栄            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620812042         

83 去 7 藤鶴安          21211 307       CBCCCB 百合鵬２        ゆりふじづる    安福久          平茂勝          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1412902265         

84 去 8 花音１          21226 292 AHHCAH ACACCC 白鵬８５の３    かつただほう    勝忠平          第１花国        安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209635         

85 去 2 蜂郎４          30101 286             白鵬８５の３    おりん２５の３  隆之国          勝忠平          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209659         

86 去 8 蜂郎５          30121 266 HHHCAH HBABCB 白鵬８５の３    てるてるぼうず  照美            平茂勝          高茂            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209666         

87 去 7 穂高            21227 291 BHHBHH CACAAB 白鵬８５の３    ほなみ          安福久          勝忠平          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1615507793         

88 雌 6 まりあ          21214 304 AHHCHH ABABBA 白鵬８５の３    もりさかえ２    勝忠平          安福栄          勝勝福          育資            　　　　　　　　 1615507786 CBBCBABC

89 雌 4 ぷりんちゃん    21214 304             白鵬８５の３    かつただひさ    安福久          勝忠平          金幸            育資            　　　　　　　　 1639209871 CACAHHCB

90 雌 3 さちおとめ２    30222 234             白鵬８５の３    さつき          華春福          安福久          金幸            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1620812035 HHHCHACC

91 雌 2 てんきのこ      21222 296             白鵬８５の３    はぴふく３５８  百合福久        隆之国          安福久          育資            　　　　　　　　 1639210280 HHACHHCB

92 去 3 凛呼０３        30108 279             白鵬８５の３    りんこ          美津照重        百合白清２      茂勝栄          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210310         

93 去 3 浩樹君０３      30106 281             白鵬８５の３    なおます        福増            白鵬８５の３    隆之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210303         

94 去 6 文句無０００５  21217 301 HHHBHH AHAHHA 白鵬８５の３    もんくなし      義平福          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210273         

95 去 2 岡崎君          30101 286             白鵬８５の３    あきな          安福久          平白鵬          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210297         

96 去 2 雪男            21217 301             元花江          しばしらきよ    百合白清２      百合茂          万桜８          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209369         

97 雌 7 ななほう        30126 261 ABHCBA BCCCCC 白鵬８５の３    ななこ１        福栄            平茂勝          第２０平茂      育資            奥接　　　　　　 1639527722 HBHCCABC

98 雌 9 かんぎく        30110 277 ABHCCA ACBCCC 白鵬８５の３    ひひな          第３原茂        糸北鶴          富士森          育資            奥接　　　　　　 1598177037 CCCCCCCH

99 雌 4 ひかり          30112 275             白鵬８５の３    るみなりえ      光平照          隆之国          美津照重        育資            　　　　　　　　 1598177044 CAACAABA

100 雌 9 むつき          30113 274 AHHCAH ACHCCA 白鵬８５の３    うつぎ          隆之国          安平照          糸北鶴          育資            　　　　　　　　 1390977057 CCACBBCA

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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101 雌    はないとなでしこ 21117 331             白鵬８５の３    あやこ          幸紀雄          安福久          金幸            奥接　　　　　　 受卵同性複数産子 1600793972 AAHCBABB

102 雌    あねもね        21117 331             白鵬８５の３    あやこ          幸紀雄          安福久          金幸            受卵同性複数産子 　　　　　　　　 1600793989 HHACAHCC

103 去    鳳陽            21206 312             白鵬８５の３    あやこ          幸紀雄          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1609794024         

104 去 5 白瀑            21211 307             白鵬８５の３    あやこ          幸紀雄          安福久          金幸            供卵牛　　　　　 奥接　　　　　　 1609794031         

105 去 2 幸紀羅          30102 285             白鵬８５の３    さきら          幸紀雄          安福久          金幸            無・恥骨部白斑　 奥接　　　　　　 1609794093         

106 去    幸紀鵬          30118 269             白鵬８５の３    あやこ          幸紀雄          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1634169118         

107 去 5 出羽桜          21220 298 BHHBHH CACHHB 白鵬８５の３    みお            美国桜          茂勝            安福１６５の９  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1609794055         

108 去    凛              21222 296 AHHCHH BHBBAA 白鵬８５の３    やすひさ        安福久          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1609794062         

109 去 1 白日            21223 295             白鵬８５の３    たかおおろら    隆福也          白鵬８５の３    美国桜          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1609794079         

110 去 2 結              21226 292             白鵬８５の３    ひろこ２２      美津照重        勝忠平          安平照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1609794086         

111 去 2 山吹            21215 303             福之姫          しおり          白鵬８５の３    安福１６５の９  平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1609794048         

112 去 1 福元花          30130 257             白鵬８５の３    ふくもとはなひさ 福増            安福久          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1628349007 CHCBHHCA

113 雌 9 たきひら７      21203 315 BBHCBA CCCCCC 白鵬８５の３    たきひら２      勝安波          智頭平茂        富士森          育資            奥接　　　　　　 1628348987 CCCBCBCB

114 雌 2 だいせん５の２  21206 312             元花江          だいせん５      白鵬８５の３    勝安波          勝大山          育資            　　　　　　　　 1628348994 CBBCAHCB

115 雌 9 はなほう        21228 290 AHHCAH BCCBCC 白鵬８５の３    はなくにてる    第１花国        勝忠平          安福１６５の９  育資            　　　　　　　　 1421389736 BBBCBHBB

116 雌 8 ただほう        30108 279 AHHCAH ACCCCC 白鵬８５の３    ふくふく        忠富士          安平            隆桜            育資            　　　　　　　　 1421389743 ABHCCACB

117 雌 2 まりゆ          21213 305             白鵬８５の３    ひさはな        芳之国          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1370548475 BAACBACC

118 雌    あげひめ        21218 300             美国桜          ほたる          安福久          平茂勝          北国７の８      奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1370548482 BCBABBCA

119 雌 6 ぐれいす        21223 295 HHHCHH HABBBA 白鵬８５の３    みなこ７２１    百合茂          安福久          金幸            育資            　　　　　　　　 1370548529 HBACCACC

120 雌 4 やまちゃん      21228 290             白鵬８５の３    わかふじ        秀菊安          忠富士          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1370548536 BHHBHACB

121 去 5 女神君          21222 296 BBBCCB BCACCC 第１花藤        ゆりお          幸紀雄          百合茂          紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1370548499         

122 去 6 弁天君          21222 296             久富福          たちばな５４３  勝忠平          美津福          平茂勝          同性複数産子　　 　　　　　　　　 1370548512         

123 去 2 冬晴            30113 274             白鵬８５の３    みつてるひめ    美津照重        勝忠平          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1370548741         

124 去 5 江戸０１        30118 269             白鵬８５の３    ぜんこう２０３  安福久          平茂勝          安平            育資            　　　　　　　　 1370548758         

125 去 5 金時            21212 306 HHHCAH HBHBCB 白鵬８５の３    ひさゆき        百合茂          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622717260         

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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126 去 10 綾久太郎        21225 293 BHHBHH CHCAHB 白鵬８５の３    あやひさ        安福久          平茂勝          第５隼福        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622717277         

127 去 7 天月            30110 277 AHHBHH CHCHHH 白鵬８５の３    あまのがわ      安福久          平茂勝          安福１６５の９  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622717284         

128 去 6 白鵬久          30110 277 BHHBHH CCCHBC 白鵬８５の３    ひさあき        安平久          茂勝栄          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1624896536         

129 雌 3 はやぶさ        30108 279             百合福久        しらゆり２      白鵬８５の３    美津照重        安福勝          育資            　　　　　　　　 1624896529 BHBHHACC

130 雌    かなこひめ      21211 307             福増            かなこ          白鵬８５の３    勝安波          安福久          育資            奥接　　　　　　 1618080774 CBBCBACB

131 雌    にしたに８７０５ 21214 304 BHHBHH CABAHH 白鵬８５の３    もとこ          安福久          平茂勝          神高福          育資            　　　　　　　　 1616887054 AHBAHHCB

132 雌 1 おりん          30106 281             白鵬８５の３    おりょう        百合茂          安福久          勝忠平          奥接　　　　　　 乳房白　　　　　 1361368297 AAHAHHCC

133 雌 3 ゆめ            30110 277             白鵬８５の３    ゆずは          安福久          北国７の８      平茂勝          育資            右前足付根刺毛　 1624886919 HHHCAHCC

134 雌 4 だいすき２      30307 221             白弓６          ゆりしげ９８９３ 百合茂          美国桜          安福久          育資            左目尻刺毛　　　 1624886957 HHACAHCC

135 去 13 中山            30217 239       HHAAHA 白弓６          ゆりこ          百合茂          安福久          平茂勝          供卵牛　　　　　 すだれ　　　　　 1624886933         

136 去 4 帝王            30110 277             白鵬８５の３    ふゆみ          安福久          平茂晴          平茂勝          同性複数産子　　 　　　　　　　　 1624886902         

137 去    星              30207 249 HHHCHH HHAAHA 白鵬８５の３    ゆりこ          百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1397700528         

138 去 5 萩原            30304 224 AHHBHH BBCHBB 白鵬８５の３    すますま        百合茂          安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1624886940         

139 去 1 冬乃嵐          21231 287             白鵬８５の３    みれい          福増            勝忠平          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626568455         

140 去 1 悟              30130 257             福之姫          あゆみ          百合白清２      安福久          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1599371953         

141 去 9 笑王            21210 308 BHHCHH CBBBBC 白鵬８５の３    すずらん        北平安          百合茂          勝忠平          供卵牛　　　　　 鼻梁刺毛　　　　 1626551099         

142 去 3 蒼司            21215 303             白鵬８５の３    らん            安福久          安平            隆桜            鼻梁刺毛　　　　 　　　　　　　　 1626551150         

143 去 6 栄光            21229 289             白鵬８５の３    ともひめ        安福久          忠富士          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626551198         

144 去 1 育磨            21226 292             隆福也          たいよう        白鵬８５の３    福白清          北平安          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626551174         

145 雌 5 おうろら        30102 285 AAHCBA CBBCBC 百合白清２      あきひめ        北乃大福        忠富士          北国７の８      育資            除角済          1626551204 BBACBBAC

146 雌 4 はなみ          30127 260             元花江          こなみ          百合白清２      糸福（鹿児島）  平茂勝          育資            奥接　　　　　　 1335356091 BABAAHCC

147 雌 4 もとはなよあけ  30213 243             元花江          しらゆり        白鵬８５の３    百合茂          北国７の８      育資            　　　　　　　　 1595447171 AAHCAACB

148 雌 4 みお５８        21205 313             白鵬８５の３    みつてる０２９６ 美津照重        北国７の８      紋次郎          育資            　　　　　　　　 1644700585 BACCBHCB

149 雌 4 りつか５９      21206 312 BHHCHH CBACAA 白鵬８５の３    たか９８５３    隆之国          百合茂          谷秋            育資            　　　　　　　　 1644700592 AHHCHHBC

150 雌 3 さくらこ        30103 284             福之姫          さくら          白鵬８５の３    百合茂          安福久          育資            供卵牛　　　　　 1617923461 HHHCAHBC

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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151 雌 1 まかろん        30111 276             白鵬８５の３    なおよし        直太郎          光平照          寿恵福          奥接・乳座乳房白 右モモ刺毛　　　 1570623750 AHCCBHCC

152 去 2 瞬星            30119 268             白鵬８５の３    かんな          百合茂          平茂晴          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1570623767         

153 去 3 花清            30109 278             元花江          みゆき８５の３  白鵬８５の３    平茂勝          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1409838690         

154 去 10 美園白菊        21227 291 CHABHA CCCABC 白鵬８５の３    みその          北安福１６５の９ 菊谷土井        富士栄光        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1595478793         

155 去 1 夢美津          21231 287             美津照重        ゆめゆり８４    安福久          百合茂          第５隼福        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1595478809         

156 去 12 静松            30122 265 CHBHHH CBBBBB 百合福久        しずこ２の１    糸松波          第１花国        安福１６５の９  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1595478847         

157 雌 1 しょうりん      21211 307             白鵬８５の３    しょうこ        安福久          百合茂          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1595478786 BBBBBABB

158 雌 8 ひとひめ        30105 282 BHABHH CHCHHH 白鵬８５の３    ひとみ          安福久          百合茂          第１花国        育資            　　　　　　　　 1595478816 CHCBAACB

159 雌 1 みゆりん        30115 272             美津照重        ゆり３          百合茂          安福久          勝忠平          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1595478823 BHCCBHAH

160 去 1 正雪            30103 284             元花江          つばき          白鵬８５の３    百合茂          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1454380403         

161 去 6 安福白鵬        30228 228 BHHCAH CBCCCC 白鵬８５の３    ゆみこ          安福久          勝忠平          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1546360221         

162 去 8 春雄            21230 288 AHHCHH BBAABC 白鵬８５の３    ひなた          福華１          安平            糸秀            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1595676991         

163 雌 2 いとはな        30103 284             元花江          いとはくほう    白鵬８５の３    糸福（鹿児島）  安平            育資            　　　　　　　　 1595677004 CACAHBCB

164 雌 2 ゆりふく        30110 277             百合福久        いとやす        安福久          百合白清２      北平安          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1606177011 CBCBCCBC

165 雌 5 かすみ          30120 267             白鵬８５の３    みま            安福久          平茂晴          美津福          育資            　　　　　　　　 1415345724 ABCCCBCA

166 去 2 美津白鵬        21223 295             白鵬８５の３    さつき          安福久          勝忠平          美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1415345717         

167 去 5 高平４２        21224 294 BHHCHH CBCABA 白鵬８５の３    たかひら４の２  美津照重        第２平茂勝      安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1351955766         

168 去 4 美津花          30129 258             元花江          ばんび          美津照重        金幸            平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1417100680         

169 雌 4 ほむら          30201 255             元花江          たかね１０      華春福          第１花国        北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1417100697 BHBAHBBB

170 雌 6 かづ            21228 290 AHHCAH BCBCCB 白鵬８５の３    あきこ１        百合茂          福栄            平茂勝          育資            　　　　　　　　 1587567399         

171 雌 1 かつただひめ    21223 295             百合白清２      かつただひさ    白鵬８５の３    勝忠平          安福１６５の９  育資            　　　　　　　　 1573792507 AHBBAHCC

172 雌 10 ゆりふくみ      21228 290 CACAAA CCCCCC 百合福久        すずかふくみ    福栄            安平            隆桜            育資            　　　　　　　　 1573792514 CACHHBCC

173 雌 9 かつただふく    30118 269 BAHCBH CCACCB 白鵬８５の３    かつただふじ    勝忠平          安福１６５の９  福桜（宮崎）    育資            　　　　　　　　 1573792521 BAHCCBCC

174 雌 1 みつてるしば    30128 259             美津照重        ももしばふく    白鵬８５の３    安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1435401882 BCCCCABA

175 去 5 光              21226 292             白鵬８５の３    きみえ          美国桜          平茂勝          菊照土井        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1554583582         

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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176 雌 1 みつひら        21228 290             光平照          みつこ          美津照重        百合茂          安福久          育資            　　　　　　　　 1626449105         

177 去    輪史６４３１    30222 234       CACAAH 知恵久          かみしげひさ    美津照重        安福久          福栄            除角済          鼻梁刺毛　　　　 1632764315         

178 去    未沙史６４４３  30302 226       CACAAH 光福久          かみしげひさ    美津照重        安福久          福栄            除角済          　　　　　　　　 1632764438         

179 去    吾味６４５９    30308 220       CBABBC 藤沢茂          はるかぜさかえ  第６栄          花茂勝２        糸藤（岡山）    除角済          右李肋骨株　　　 1632764599         

180 去 5 高久隆５９４    30104 283 BHHBHH CBCAAH 白鵬８５の３    たかひさたか    隆之国          安福久          糸晴波          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1621205393         

181 去 9 百合白５９１    21228 290 AAHBAH BACAAA 百合白清２      みつこ          美津百合        安福久          平茂勝          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1621205362         

182 去    楓５９８        30110 277 CACAAA BCACCB 安福久          かえで          勝忠平          秀菊安          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1621205430         

183 去 1 白美国５８０    21214 304             白鵬８５の３    ゆきりん        美国桜          百合茂          安福久          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1621205256         

184 去 3 秋忠久５８９    21227 291             秋忠平          きよひさ        安福久          百合茂          飛騨白清        奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1621205348         

185 去    安愛優          30112 275             白鵬８５の３    やすあゆ４８    安福久          平茂勝          安平            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1585500541         

186 去 1 白耕菊５７６    21206 312             白鵬８５の３    すずひめ４３６  耕富士          菊福秀          忠富士          口接　　　　　　 　　　　　　　　 1621205218         

187 去 1 白照重５８５    21218 300             白鵬８５の３    はっぴい        美津照重        勝忠平          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1621205300         

188 去 1 昇５９３        30103 284             白鵬８５の３    のぼる          耕富士          隆之国          秀菊安          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1621205386         

189 去    楓５９９        30125 262 CACAAA BCACCB 安福久          かえで          勝忠平          秀菊安          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1621205447         

190 去 5 鯉祐            30129 258             白鵬８５の３    こいくろ１      百合茂          福桜（宮崎）    安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1600603479         

191 雌 6 こいたな        30202 254 AHHCHH BBBBBA 白鵬８５の３    あまくさ２０１４ 平茂晴          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1600603486 BHABHHCB

192 雌 5 こいみち        21231 287             白鵬８５の３    こいまる        百合茂          美津福          紋次郎          育資            　　　　　　　　 1600603462 BHBAHACB

193 雌    うちはな        30105 282 BHHBHH CHCHHA 白鵬８５の３    ほくひさつる    安福久          勝忠平          安福１６５の９  育資            　　　　　　　　 1649409551 CHBAHABB

194 雌 4 うちふく        30125 262             福之姫          うちひめゆり    白鵬８５の３    平茂勝          上福            育資            乳房白小　　　　 1649409575 AACCBCCB

195 雌 9 かりん          30118 269 CBCBBA CCBCCC 元花江          かねかつ        勝安波          金平勝          安平            育資            　　　　　　　　 1649409407 CBCBBCAC

196 去 2 蓮              30130 257             白鵬８５の３    あおい          百合福久        福安照          智頭平茂        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649409414         

197 去 12 乃莉鵬          30126 261 AAHCAA ACBCCC 白鵬８５の３    のりずけ        福栄            平茂勝          安福１６５の９  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007708         

198 去 5 百百照          30128 259 BHHCHH CBCBBB 白鵬８５の３    てるこ          美津照重        平茂勝          忠福            中接　　　　　　 　　　　　　　　 1643007715         

199 去 7 白鵬２の２      30202 254             白鵬８５の３    さとゆりひさ    安福久          百合茂          第１花国        供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1643008934         

200 去 2 白鵬１の１７    30117 270             白鵬８５の３    こころまち      安福久          百合茂          金幸            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1643008903         

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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201 雌 1 はくほう１の２０ 30120 267             白鵬８５の３    ひろひさゆり    安福久          百合茂          華春福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643008910 HHHBHHCC

202 雌    はくほう１の２６ 30126 261             白鵬８５の３    みやざわ２４    安福久          平茂勝          福之国          育資            　　　　　　　　 1643008927 BHHAHHCH

203 雌 11 こゆき          30125 262 AHHCAH CBCBCC 白鵬８５の３    しげひらやす    北平安          平茂勝          神高福          無・乳房白大　　 　　　　　　　　 1649409377 CACCBBAH

204 雌 1 はなはく        30117 270             白鵬８５の３    はなのり        諒太郎          華春福          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1642600160 HAACBHAC

205 雌 12 ゆりふく        30201 255 BHHCHH CBCBBB 白鵬８５の３    ゆりやすひら    百合茂          安平            上福            育資            　　　　　　　　 1649410007 CBCBBABC

206 雌 4 ちいこ０５１    30211 245             元花江          ゆりあきこ      百合白清２      金幸            平茂勝          育資            鼻切れ　　　　　 1649410038 AABBBACB

207 去 3 白明音０５０    30129 258             白鵬８５の３    あかね          耕富士          福之国          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649409544         

208 去 4 耕富士０４９    30106 281             白鵬８５の３    ふみこ          耕富士          美穂国          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649409537         

209 去 6 照久平          30102 285 BHHCHH CHCBHH 白鵬８５の３    てるみ          安福久          勝忠平          福栄            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649409438         

210 雌 9 かつゆりひさ    30103 284 AHHCHH AAAAAA 白鵬８５の３    かつゆり        百合茂          安福久          金幸            育資            　　　　　　　　 1649409445 CCCCCBAC

211 雌 5 あかねのゆり    30114 273 BHHCAH CCBCCB 白鵬８５の３    あかね          隆之国          百合茂          北国７の８      育資            　　　　　　　　 1649409452 ABHCAACA

212 雌 5 とよこ          30204 252 BAHCAH CCCCCC 白鵬８５の３    つべつ１９２２  東海栄          第２平茂勝      北国７の８      育資            　　　　　　　　 1649409995 ABHCBABB

213 雌 11 くらら          30105 282 AHHBAA ACBACC 白鵬８５の３    まゆみ３６２の４ 金平勝          平茂勝          糸北鶴          育資            中接　　　　　　 1649409490 AAHCAABC

214 雌 8 ようきひ        30126 261 HHHCAH HBHCCC 白鵬８５の３    第１びじん      第１花国        平茂勝          第５隼福        育資            供卵牛　　　　　 1649409513 AAACCACC

215 去 1 久白日          30117 270             百合福久        しろぴっく      白鵬８５の３    安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649409506         

216 去 3 百合平０３１    30121 266             白鵬８５の３    ゆりひら２      光平照          百合茂          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007005         

217 去 5 福助            30122 265 HHHCAH HCBCCB 白鵬８５の３    ふくみ          百合茂          安糸福          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007067         

218 去    美津白          30124 263             白鵬８５の３    みどりのこ１    美津照重        安福久          白清８５の３    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006978         

219 去 9 勝弓            30209 247       ABBCCB 白弓６          きみえしげかつ  茂勝栄          平茂勝          安平            異性複数産子　　 　　　　　　　　 1649409612         

220 去    白花久２        30208 248             白鵬８５の３    はなひさく      安福久          第１花国        平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 0870835511         

221 去 4 糸福３          30211 245 CBCAAA CCCBCC 元花江          やすかつひら    安平            平茂勝          忠福            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643008316         

222 去 2 百合平白        30126 261             平白鵬          よしゆりふく    百合福久        芳之国          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649409681         

223 雌 7 ゆりひさ        30116 271 AHABAH CACAAB 百合白清２      かねふくひさ２  安福久          金幸            平茂勝          育資            奥接　　　　　　 1643007043 BBCBBBCC

224 雌 5 ふゆふくひさ    30123 264 BHHCHH CBCBBA 白鵬８５の３    ふゆひさ        安福久          勝忠平          安平            育資            　　　　　　　　 1643007104 AHHAHHCB

225 雌    ももえ          30201 255 HHHCAH HBHCCA 白鵬８５の３    ももじり        第１花国        安平            平茂勝          育資            　　　　　　　　 1643008798 HHBCAACB

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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226 雌 9 ゆりかおり      30201 255       BABAAC 白弓６          ゆりひら        北平安          百合茂          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1649409650 BHHBHHCB

227 去 2 香秀２１の１    30120 267             白鵬８５の３    こはるびより    安福久          平茂晴          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007012         

228 去    美津忠平　　　　 30112 275             美津照重　　　　 かみとよ６６１　 勝忠平　　　　　 福之国　　　　　 安平　　　　　　 兵庫県産　　　　 　　　　　　　　 1598161203         

229 去 3 喜福            30118 269             福之姫          くるみ          喜亀忠          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1354896325         

230 去 1 元富士          21230 288             元花江          ひめ            耕富士          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1354896318         

231 去 1 若百合１８９    21217 301             若百合          えいぶる１８９  安福久          百合茂          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1469488750         

232 去 1 関元花福        21222 296             元花江          すみふく３      白鵬８５の３    糸福（鹿児島）  金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007340         

233 去 10 関春白鵬        30114 273 HAHCBH HCACCC 白鵬８５の３    せきはる        平茂晴          勝忠平          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649409360         

234 去 10 関５白鵬        30211 245 BAACBA CCCBCC 白鵬８５の３    せき５みちこ３  福栄            平茂勝          安谷福          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1649409780         

235 雌 8 せきかつひら３  30207 249 AHHCAA BCBACC 白鵬８５の３    かつひら        平茂勝          安平            福桜（宮崎）    育資            奥接　　　　　　 1649409773 HBACCBBC

236 雌    ぐらたん        30119 268             白鵬８５の３    ひさゆり        安福久          百合茂          福栄            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1619335408 BHHCAHCB

237 雌    ねずこ          21223 295             白鵬８５の３    ひさゆり        安福久          百合茂          福栄            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1619335378 BHACAHCB

238 雌 7 ふゆみ          30104 283 AHHBHH BABHHH 白鵬８５の３    ゆり            百合茂          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1643007333 ABACCHCB

239 雌 3 ななみ２        21217 301             白鵬８５の３    ななみ          百合茂          安福久          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1643007166 AHACAHBB

240 雌 2 はるみ１        21224 294             白鵬８５の３    はるみ          美国桜          安福久          平茂晴          育資            　　　　　　　　 1643007265 BACHHACC

241 雌    かすみ          30120 267 BHHCHH CBCAAA 白鵬８５の３    やすゆりひめ２  安福久          百合茂          紋次郎          育資            　　　　　　　　 1643007289 HAHCBABC

242 雌 4 ゆりふく        30124 263             福之姫          ちえみ２１      百合白清２      安福久          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1643007296 HABBBACC

243 去    信玄            30110 277 BHHCHH CBCAAA 白鵬８５の３    やすゆりひめ２  安福久          百合茂          紋次郎          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1643007272         

244 去 4 明高丸          30115 272 BAHCAA CCCCCC 白鵬８５の３    やすふくよねはら 安福久          北国７の８      糸北土井        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007326         

245 去    恋太郎１２２０  21220 298 AHHCHH BABBAB 白鵬８５の３    しげはくほう    安福久          茂重安福（岐阜） 第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643008422         

246 去    三朝五郎１１２３ 21222 296             白鵬８５の３    こころまち      安福久          百合茂          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626678246         

247 去 9 芳西藤　　　　　 21225 293             芳之国　　　　　 にしひめ　　　　 西花８　　　　　 藤姫丸　　　　　 平茂勝　　　　　 岡山県産　　　　 　　　　　　　　 1605084181         

248 去    三朝五郎１１２８ 21227 291             元花江          おはぎ          百合白清２      安茂勝          福谷福          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1611550694         

249 去    芳勝忠　　　　　 30106 281 CBCBBA BCBBCC 芳之国        　 はなのみき２    勝忠平          第１花国        紋次郎          中接　　　　　　 岡山県産　　　　 1628660508         

250 去 1 華金勝          30112 275             白鵬８５の３    はなひさてる    金照            安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626678291         

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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251 去 7 三朝五郎１１５５ 30115 272             白鵬８５の３    なつみさくら    美国桜          平茂晴          平茂勝          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1643009184         

252 去 8 三朝五郎１１５８ 30118 269             福之姫          せきはくきん    白鵬８５の３    北乃大福        百合茂          供卵牛　　　　　 白舌　　　　　　 1611550731         

253 去 1 三朝五郎１１５１ 30119 268             若百合          さくらよし      喜亀忠          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1392179237         

254 去    三朝五郎１１６４ 30119 268             元花江          せきはくきん    白鵬８５の３    北乃大福        百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1611550748         

255 去    三朝五郎１１６３ 30125 262 BHABHH CBCHAA 白鵬８５の３    べっしょ１７１  安福久          百合茂          金幸            中接　　　　　　 　　　　　　　　 1469498957         

256 去    三朝五郎１１８４ 21203 315             幸紀雄　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 兵庫県産　　　　 1622003387         

257 去    三朝五郎１１３６ 30107 280             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1633811186         

258 去    三朝五郎１１４６ 21231 287             　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 　　　　　　　　 1628432945         

259 雌 4 もとひら１１２９ 21214 304 CHCBAA CBBCBB 元花江          べっしょ１９２  安平照          勝忠平          平茂勝          無・右乳頭癒着　 奥接　　　　　　 1643009139 CBCCBBCB

260 雌    あきはな１１１４ 21207 311             秋忠平          はな            華春福          百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1618061971 CBBCBBAC

261 雌    ふくふくやすふく 21226 292       CACHHA 福之姫          ふく            安福久          安平            隆桜            岡山県産　　　　 　　　　　　　　 1408700721         

262 雌    かえで１１４５  30101 286 BBHCBA BCACCB 隆福也          かえで          勝忠平          秀菊安          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1628673478 ABHCBHBB

263 雌 5 ゆりかつ１１３８ 30109 278             百合勝安        きなこ          隆之国          福栄            福芳土井        育資            供卵牛　　　　　 1611550700 ABCBBCCC

264 雌 3 ゆりひさ１１５２ 30110 277             百合白清２      ひささくら２５３ 隆之国          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1643009153 BAHBAHAC

265 雌 8 はくひさ１１５３ 30116 271 BHABHH CBCHBB 白鵬８５の３    べっしょ１４８  安福久          百合茂          金幸            育資            供卵牛　　　　　 1643009160 BHACAHCC

266 雌 1 ちか１１５０    30116 271             若百合          ちか３          華春福          安福久          金幸            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1392179220 AHBHHHCC

267 雌 5 ゆりいと１１６２ 30116 271 HBHCCA BCCCCC 百合白清２      やすいとなみ    安糸福          平茂勝          東平茂          育資            奥接　　　　　　 1643009214 BCCBCCCC

268 雌    はくとみ１１６０ 30120 267 BHABHH CBCHBC 白鵬８５の３    あきとみ１３１  安福久          平茂勝          神高福          育資            　　　　　　　　 1469498933 AHHBHHCB

269 雌 2 ゆりまつ１１５７ 30121 266             百合白清２      くにまつ２６６  隆之国          安茂勝          安平            育資            　　　　　　　　 1643009207 HBAABBCC

270 雌    あやこ１１６１  30124 263             白鵬８５の３    あすか          美津照重        百合茂          美津福          育資            　　　　　　　　 1631410190 AHACAHBH

271 雌 4 ゆりたま１１７３ 30125 262             百合勝安        しらたま        茂晴花          菊福秀          第７糸桜        育資            供卵牛　　　　　 1611550786 HBCCCBCC

272 雌    みささ１１５９　 30119 268             　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 　　　　　　　　 1628432983         

273 雌    まんてん        21210 308             満天白清        よこやま        勝忠平          華春福          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1631410121 CCACCCCC

274 雌 1 しらふく        30118 269             白鵬８５の３    ふくあき７２６  福増            安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1643007128 CHBAHHCB

275 雌    さおり２４２    30105 282             美国桜          まなみ７の１    百合茂          安福久          金幸            除角済          　　　　　　　　 1391735465 BCBCCCAC

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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276 雌 3 りょくほう      21230 288             白鵬８５の３    りょく１２４７  美津照重        平茂勝          菊谷            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643009290 CAACABBB

277 雌 4 はるうらら      30203 253             白鵬８５の３    さくらばたけ    美国桜          芳之国          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643009337 AHHAHHCC

278 去 3 白鵬姫          30113 274             白鵬８５の３    ひさひめ        安福久          百合茂          福栄            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643009306         

279 去 2 皐月白鵬        30202 254             白鵬８５の３    さつきれもしげ  百合茂          安福久          第１花国        奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1643009313         

280 去 3 元白孝          30207 249             元花江          もみじ          白鵬８５の３    勝忠平          平茂勝          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1649409742         

281 去 3 安美津鵬２の２  30116 271             白鵬８５の３    ゆりただひさ    安福久          勝忠平          美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007135         

282 去 7 茂忠久          30113 274 BHHCHH CACBBB 白鵬８５の３    しげただひさ    安福久          勝忠平          安平            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1643008606         

283 去 10 桃久未光        30120 267 AHHCHH BHCAHH 白鵬８５の３    ももひさ        安福久          勝忠平          福栄            供卵牛　　　　　 奥接　　　　　　 1643008620         

284 去    夏花道          30113 274             白鵬８５の３    なつはなみち    安福久          第１花国        平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1634169095         

285 去    寿美津久        30122 265             安福久          すまみつ        美津照重        百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643008637         

286 去 3 緑元花          30113 274             元花江          しらきよみどり  白鵬８５の３    勝安波          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643008590         

287 去 16 寿満鵬２        30115 272       BHBAHA 百合鵬２        すますた        美国桜          百合茂          安福久          供卵牛　　　　　 奥接　　　　　　 1643008613         

288 去 48 勝久翔鈴        30126 261 HHHAHH HHAHHH 百合白清２      かつひさ        安福久          勝忠平          福栄            供卵牛　　　　　 中接　　　　　　 1643008675         

289 去 9 輝安鵬          30123 264 BHABHH CACAAA 白鵬８５の３    てるやす        安福久          百合茂          安平            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1643008651         

290 去 2 寿満輝百合      30204 252             百合鵬２        すまきらゆり    百合白清２      安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643008682         

291 去    姫花久          30129 258 CACAAB HBABCC 安福久          ひめはなくに    第１花国        平茂勝          紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1587953314         

292 去    幸鵬２の７      21213 305             白鵬８５の３    ゆきこ          安平照          第１花国        平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1587953277         

293 去 2 光２２の２      21227 291             白鵬８５の３    ひかり２２      諒太郎          安福久          百合茂          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1643007173         

294 去 10 真鵬            30118 269 AHHCAH ACACCB 白鵬８５の３    まゆみ３６２の５ 茂重安福（岐阜） 平茂勝          糸北鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649409834         

295 雌 6 きらと６        30102 285 BHHCHH CBCAAB 白鵬８５の３    ふじきらと      若茂勝          勝安波          安平            育資            　　　　　　　　 1643007180 CBCAABCA

296 雌    ももはる        21223 295             白鵬８５の３    はる            安福久          平茂勝          安平            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1628227275 AHAHHHCC

297 雌 8 くにひさのこ    30110 277 AHHBHH CHAAHA 白鵬８５の３    くにひさ        安福久          北国７の８      安平            育資            　　　　　　　　 1643007210 AHACAACC

298 雌 3 もとまつり      30108 279             元花江          まつり          百合茂          白清８５の３    第１花国        育資            　　　　　　　　 1634222349 CCCHABBC

299 雌 2 あやめ          30201 255             白鵬８５の３    あや            隆之国          安福久          平茂勝          無・乳白　　　　 中接　　　　　　 1649409872 CBBCCHAC

300 雌    かえで５９５    30106 281 CACAAA BCACCB 安福久          かえで          勝忠平          秀菊安          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1621205409 CACBABCA

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。



鳥取県中央家畜市場セリ名簿
令和３年１０月１４日開催

母推定育種価
入場
番号

産子数 名号 生年月日 母の曽祖父 摘要性別 母の祖父母の父日令 ゲノム育種価父 母 耳標番号期待育種価

301 雌    ひさかつ５８１  21216 302             白鵬８５の３    ひさかつ４３    安福久          勝忠平          福之国          育資            奥接　　　　　　 1621205263 AHHCHHCC

302 雌 1 こころ５７５    21206 312             白鵬８５の３    こころ２１６    福之姫          菊福秀          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1621205201 HHHCHHCC

303 雌 6 もんちゃん５７７ 21207 311             白鵬８５の３    もんちゃん      百合茂          安福久          平茂勝          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1621205225 AHHCAHCC

304 雌 1 しげぬま５７３  21127 321             白鵬８５の３    しげぬま        美国桜          百合茂          茂波（事業団）  中接　　　　　　 　　　　　　　　 1621205188 AHBCABCC

305 雌 18 えにしだ５９６  30106 281 BHHBHH CHCHHA 白鵬８５の３    えにしだ        安福久          第１花国        安福１６５の９  育資            供卵牛　　　　　 1621205416 AHACHHCC

306 去 2 白光平５８８    21226 292             白鵬８５の３    みつはる２９１  光平照          華春福          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1621205331         

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。


