
鳥取県中央家畜市場セリ名簿
令和３年１２月２日開催

1 雌 4 ちょこ          30117 319             白鵬８５の３    こいれっど      華春福          百合茂          美津照          育資            奥接　　　　　　 1609794109 BAHCAHAC

2 雌    あやこ２        30131 305             白鵬８５の３    あやこ          幸紀雄          安福久          金幸            奥接　　　　　　 乳房白　　　　　 1634169132 HHBAAHCC

3 雌 2 たえ            30126 310             百合鵬２        まなか６５      百合福久        勝忠平          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1609794116 BABBAHCC

4 雌 1 ゆみるん        30207 298             白弓６          のえるん２      隆福也          百合茂          安福久          育資            奥接　　　　　　 1609794161 HHHBHACC

5 雌 2 ちゃこ          30214 291             元花江          てるみ          美津照重        勝忠平          秀菊安          育資            奥接　　　　　　 1609794185 CBCCBCCH

6 去 4 冬桜            30130 306             百合鵬２        さくら          美穂国          忠富士          福之国          供卵牛　　　　　 中接　　　　　　 1609794130         

7 去 16 安男            30129 307 AHHCHH BHBBAA 白鵬８５の３    やすひさ        安福久          平茂勝          安平            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1609794123         

8 去 2 冬鵬            30201 304             白鵬８５の３    ふゆこ          華春福          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1609794147         

9 去    琴吹１０        30201 304             白鵬８５の３    あやこ          幸紀雄          安福久          金幸            奥接　　　　　　 恥骨部白斑　　　 1634169149         

10 去    文太            30203 302             白鵬８５の３    あやこ          幸紀雄          安福久          金幸            奥接　　　　　　 恥骨部白斑　　　 1634169156         

11 去 1 菊臣            30218 287             白鵬８５の３    きくゆりひさ    百合茂          美国桜          勝忠平          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1609794208         

12 去 1 将吾            30216 289             若百合          みずこ          幸紀雄          美国桜          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1609794192         

13 去 4 花江夏樹        30210 295             元花江          まりな          百合白清２      安平            隆桜            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1609794178         

14 去 3 元貴久          30224 281             元花江          たかひさゆき３  隆之国          安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1609794215         

15 雌 1 やよいひめ      30228 277             元花江          やよい          白鵬８５の３    福栄            高森            育資            　　　　　　　　 1390977071 BABBAACC

16 雌 9 むつき          30113 323 AHHCAH ACHCCA 白鵬８５の３    うつぎ          隆之国          安平照          糸北鶴          育資            　　　　　　　　 1390977057 CCACBBCA

17 雌 6 やまざくら      30413 233 BHHCAH CCCBCB 白鵬８５の３    こでまり        幸紀雄          安平照          金幸            育資            接舌　　　　　　 1390977088 AHBCAAAA

18 去 2 百花王          30211 294             白鵬８５の３    ぼたん          美津照重        百合茂          糸北鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1390977064 BHABHHCH

19 去 8 白平５          30406 240 AHHCAH BCCBCC 白鵬８５の３    ふくゆりはくほう 百合茂          福桜（宮崎）    美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1346367208         

20 去 3 桃光鵬          30304 273             白鵬８５の３    ももひかり      光平照          百合茂          白清８５の３    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639527739         

21 去 17 花白福          30322 255 BHHCAH CCBCCC 白鵬８５の３    ありす１        福栄            第１花国        茂波（事業団）  供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1639527753         

22 雌 1 ゆめはなえ      30315 262             元花江          ゆめ            白鵬８５の３    隆之国          百合茂          育資            乳座白　　　　　 1639527746 CCCCCCCC

23 雌 2 なな            30323 254             元花江          らむ            白鵬８５の３    安福１６５の９  平茂勝          育資            　　　　　　　　 1639527760 CBBCBACB

24 去 7 岩伏乃卯月      30404 242             白鵬８５の３    ふみ            安福久          福栄            福桜（宮崎）    供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1629012313         

25 去 5 直次郎          30406 240             白鵬８５の３    なおみ          直太郎          茂勝栄          福栄            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1629012320         

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 6 元太            30222 283 BHBAHH HAHCAH 元花江          ももか          百合白清２      第１花国        平茂勝          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1620040285         

27 去 6 白静鵬          30205 300 BHHCHH CCBCBC 白鵬８５の３    しずか          安平照          百合茂          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1595478861         

28 去 3 光白鵬          30301 276             白鵬８５の３    ひかる１０３５  美穂国          忠富士          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1595478892         

29 去 1 美津百合        30119 317             美津照重        たねきち２５    百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1595478830         

30 雌 4 くるひめ        30129 307             白鵬８５の３    くるる          安福久          平茂勝          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1595478854 BHAAHACA

31 雌 10 あな            30210 295 BABAAB CCCCCC 百合福久        あきな２        福栄            北国７の８      茂重波          育資            　　　　　　　　 1595478878 BABBACBC

32 雌 12 みき            30216 289 BHCHAA CBCBCC 百合福久        みゆき          北景茂          宝政            忠福            育資            奥接　　　　　　 1595478885 AHBBHBCC

33 雌 3 ふなきよほう    30201 304             白鵬８５の３    ふなしらきよ    百合白清２      安平照          安福７の８      育資            鼻切れ　　　　　 1547773389 AHHCHHCC

34 雌 7 ひまのすみ      30325 252 AHHBHH BHCHHB 白鵬８５の３    ひまのくに      安福久          百合茂          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1623509574 BHAAHACC

35 雌 8 ひまのしま      30401 245 AHHBHH BHCHHA 白鵬８５の３    ゆりひらの３    安福久          百合茂          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1623509581 BHACHHCC

36 雌 4 なわよしはな    30304 273             美国桜          第２やすえの２  華春福          安福久          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1587456341 AHBBAACC

37 去 7 山花江          30228 277 CBCABA BCCACB 元花江          だいせん３      勝安波          勝大山          智頭平茂        奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1630749017         

38 去 8 愛              30222 283 ABHCCB BCBCCC 百合白清２      いつみ２        藤平茂（事業団） 新糸行          平角１          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1599371960         

39 去 5 穂              30224 281             白鵬８５の３    みほはな        美穂国          勝平正          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1599371977         

40 去 2 美津桜          30320 257             美津照重        みどり          百合白清２      安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1409838706         

41 去    那由他          30205 300             元花江          とわ            白鵬８５の３    百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626568462         

42 去 3 夏百合久        30205 300             百合福久        なついわ        安福久          百合茂          平茂晴          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1626568479         

43 雌 1 ひな            30221 284             美津照重        むつみ          百合白清２      白鵬８５の３    第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1428162615 BACHHHBH

44 雌 7 いぶのひとみ    30407 239 BHHBHH CBCHBB 白鵬８５の３    いぶのめぐみ    百合茂          安福久          安平            育資・奥接　　　 左乳頭基部癒着　 1622717291 CBCCBBCC

45 雌 12 はるひ          30417 229 HHHCAH HBBCCC 白鵬８５の３    ゆりはな        百合茂          花桜            安福１６５の９  育資            　　　　　　　　 1622717307 HHHCAACC

46 雌 2 きらり          30205 300             白鵬８５の３    ひかる          百合茂          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1570623774 AHHCAHBC

47 去 1 美蘭            30215 290             知恵久          みらい          白鵬８５の３    隆福也          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1570623798         

48 去 4 虎杖            30207 298             元花江          しぇりる        百合白清２      福栄            安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1570623781         

49 去 1 惣流０２        30211 294             元花江          はなもり        白鵬８５の３    百合白清２      安福久          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1370548703         

50 去 4 惣流０３        30307 270             白鵬８５の３    ゆり２ほうしょう 百合白清２      安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1370548789         
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鳥取県中央家畜市場セリ名簿
令和３年１２月２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

51 雌 6 はたひめ        30119 317             美津照重        あやな６        忠富士          勝平正          安平            育資            　　　　　　　　 1370548765 CBCABBAH

52 雌 6 やすえはなえ    30126 310 CACBAA ABBCCC 元花江          やすえ          百合茂          福之国          安平            育資            奥接　　　　　　 1370548772 BCCCCCBC

53 雌 2 ちえ            30216 289             知恵久          やすしらきよ    百合白清２      安福１６５の９  平茂勝          育資            　　　　　　　　 1370548710 ABHCCBAC

54 雌 8 はればれ        30301 276             白鵬８５の３    やよい          安福久          平茂晴          平茂勝          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1370548734 HHHCHHCC

55 雌 1 まかろん６９    30208 297             白鵬８５の３    あすか          百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1644700691 BBHCCACC

56 雌 3 あっぷるぱい７１ 30226 279             白鵬８５の３    まえぞの１０５  美穂国          福之国          安平            奥接・へそ小白　 乳房小白　　　　 1644700714 CACCBBCC

57 雌 1 えるさ６５      30120 316             白鵬８５の３    ぴろみ９９８６  百合福久        安福久          平茂勝          育資            奥接　　　　　　 1644700653 AHHCAACB

58 雌 3 さざんか        30220 285             元花江          きん            白鵬８５の３    安福久          金幸            奥接　　　　　　 除角済          1626551327 CABHHACB

59 去 2 喜寿            30117 319             元花江          ゆき            百合白清２      安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626551235         

60 去 2 寿              30211 294             元花江          てん            百合白清２      勝安波          神茂勝          奥接　　　　　　 内モモサシ毛　　 1626551297         

61 去    星              30207 298 HHHCHH HHAAHA 白鵬８５の３    ゆりこ          百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1397700528         

62 去 5 萩原            30304 273 AHHBHH BBCHBB 白鵬８５の３    すますま        百合茂          安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1624886940         

63 雌 3 ゆめ            30110 326             白鵬８５の３    ゆずは          安福久          北国７の８      平茂勝          育資            右前足付根サシ毛 1624886919 HHHCAHCC

64 雌 1 えま            30302 275             白鵬８５の３    つるとみ８６    耕富士          安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1361368389 AAHCHHBB

65 雌 3 つやひめ        30308 269             元花江          ゆりかぜ        百合福久        美津照重        安福勝          育資            　　　　　　　　 1624896550 BABAHACC

66 去 6 白鵬久          30110 326 BHHBHH CCCHBC 白鵬８５の３    ひさあき        安平久          茂勝栄          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1624896536         

67 去    瑞花鵬          30202 303             元花江          みずかぜ        白鵬８５の３    安福久          勝安波          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1624896543         

68 去 3 麗美鵬２        30328 249             白鵬８５の３    れみはぴねす    安福久          勝忠平          神高福          恥骨部白斑　　　 へそ刺毛・奥接　 1630155726         

69 去 4 紅鵬            30312 265             白鵬８５の３    もみじはぴねす  安福久          平茂勝          安福（岐阜）    供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1630155696         

70 去 6 紫耀２          30313 264 AHHBHH BHBHHA 白鵬８５の３    すまいるはぴねす 安福久          第１花国        平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630155702         

71 雌 8 ふくのはぴねす  30314 263       ACAACC 久福也          かつの          平茂勝          安福１６５の９  茂重波          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630155719 CCCABBAA

72 雌 9 やすふくしば    30118 318 BAHCAH CCBCCC 白鵬８５の３    やすふくしば１  安福（岐阜）    北国７の８      紋次郎          育資            　　　　　　　　 1351955773 CCCCBBCB

73 雌 5 みどりのめい    30327 250 BHHCHH CCHCBB 白鵬８５の３    みどり２ごう    白清８５の３    平茂勝          安福（岐阜）    育資            奥接　　　　　　 1646745744 CAHCAHCA

74 雌 1 やよい          30312 265             白鵬８５の３    みか            美国桜          安福久          金幸            乳房小白　　　　 　　　　　　　　 1610747798 BHBCABCA

75 雌 12 ふくみつ３      30211 294 HHHCAH ABHCCC 白鵬８５の３    なつみ３        第２平茂勝      安平            隆桜            育資            　　　　　　　　 1610747767 BAACAACC

※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 雌 3 もとしげ        30218 287             元花江          しげこ          白鵬８５の３    平茂勝          安平            育資            　　　　　　　　 1587567405         

77 雌 1 ちょっぴぃ      30217 288             白鵬８５の３    はっぴい        美国桜          勝平正          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1417100710 CHACHACA

78 去 4 華江門          30324 253 CACBAA BBCCBC 元花江          ありり          華春福          安糸福          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1417100727         

79 去 1 萩雄            30222 283             元花江          やすこ３        白鵬８５の３    隆之国          安糸福          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1510153354         

80 去 2 結衣鵬          30221 284             白鵬８５の３    ゆい            福増            幸紀雄          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1554593406         

81 去 3 百合華          30222 283             元花江          なつみゆり      百合白清２      平茂晴          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1554593413         

82 去 6 元茂波          30120 316 CBCABA CCBBCC 元花江          あきひめ        勝安波          智頭平茂        富士栄光        奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1536837276         

83 去 12 白清            30207 298 HHHCHH HHHCHH 白鵬８５の３    ゆりしらきよ    百合茂          平茂勝          飛騨白清        奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1606177028         

84 去 5 由紀夫          30209 296             白鵬８５の３    みゆき          安福久          勝忠平          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1606177035         

85 去 13 多恵茂          30220 285 AHHBHH BBAAAC 白鵬８５の３    たえ            茂勝栄          北国７の８      安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1467477053         

86 去 12 春美            30311 266 BHHBHH CCCHBB 白鵬８５の３    はるな          花平茂          安平            隆桜            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1467477060         

87 去 4 由美鵬          30326 251             白鵬８５の３    ゆみみつ        美穂国          福之国          忠富士          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1467477077         

88 雌 1 ゆりこ          30216 289             白鵬８５の３    ゆりかご６９６  百合茂          第１花国        平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1467477046 HHHCHHCC

89 雌 9 かつただふく    30118 318 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

90 雌 6 みつさかえ      30201 304 BHHBHH CACAAA 白鵬８５の３    みつはる        百合茂          安福久          安平照          育資            　　　　　　　　 1573792538 CCBCBHCC

91 雌 1 みつてるしば    30128 308             美津照重        ももしばふく    白鵬８５の３    安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1435401882 BCCCCABA

92 雌 7 もものはな      30309 268             白鵬８５の３    ももやすふく１  安福久          百合茂          美津福          育資            　　　　　　　　 1435401899 CACCAHBC

93 雌 11 みみ            30130 306 CABAAB BBBBBC 美国桜          ゆりひめ        百合茂          安福１６５の９  平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1397984515 CACHHBBB

94 去 3 花江３          30319 258             元花江          ゆり            百合白清２      勝忠平          美津照          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1362413316         

95 去 6 白久            30319 258             白鵬８５の３    ひさこ          安福久          百合茂          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1577885489         

96 去 10 元五郎          30312 265 BAHCBA CCCCCC 白鵬８５の３    やすふじ        安平照          北国７の８      気高富士        奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1616816016         

97 去 13 美津平正        30305 272 BAHCAA CCCBCC 白鵬８５の３    ゆりひめ        美津福          平茂勝          高茂            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1573792545         

98 去 7 道茂            30301 276 AAHCAA ACABCC 白鵬８５の３    しげこ          安茂勝          高森            北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1576907236         

99 去 2 花白幸          30404 242             元花江          しろさちかね    白鵬８５の３    隆之国          安福久          乳座白　　　　　 奥接　　　　　　 1380643375         

100 去 1 福花江          30502 214             元花江          ふくのひめ      福之姫          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1546360238         

※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 5 みどり          30221 284             白鵬８５の３    ゆきひめ        花美千          勝忠平          安平            育資            鼻切れ手術済　　 1565203714 ABHCCBCC

102 雌 4 ゆりはなえ      30422 224             元花江          ゆりひめ        白鵬８５の３    百合茂          安平照          無・左乳頭癒着　 奥接　　　　　　 1334548909 BABCBBCB

103 去 2 先白鵬          30217 288             白鵬８５の３    さきこ          幸紀雄          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209994         

104 去 2 美国鵬          30220 285             白鵬８５の３    せつこ          美国桜          勝忠平          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210006         

105 去 4 元江君白        30221 284             元花江          きみえはくほう  白鵬８５の３    安福（岐阜）    平茂勝          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1639210013         

106 去 1 春白春          30226 279             白鵬８５の３    はる            美津照重        百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210020         

107 雌 8 ゆめか          30109 327 AHHCHH BHCAAA 白鵬８５の３    ゆうか          勝忠平          金幸            安平            育資            　　　　　　　　 1639209918 CABCAABC

108 雌 2 つむぎ          30204 301             元花江          すみれ          白鵬８５の３    美津福          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1639209932 BABBHBCB

109 雌 5 はしこ          30203 302             白鵬８５の３    はしま８３４４４ 華春福          百合茂          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209376 BBACCBBA

110 雌 3 まかこ          30212 293             元花江          まかに          白鵬８５の３    安福久          福王            育資            　　　　　　　　 1639209383 CHCCAACC

111 去 2 音符０２        30207 298             白鵬８５の３    かなで          百合福久        安福久          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210389         

112 去 2 蔵姫０２        30207 298             白鵬８５の３    くらひめ        百合福久        美国桜          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210396         

113 去 10 炎０８          30211 294 BHHCHH CCCABC 白鵬８５の３    あなろぐ        菊福秀          千代桜          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210419         

114 去 4 夏咲０４        30218 287             白鵬８５の３    なつみ          安福久          平茂勝          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210433         

115 去 9 絆０４          30319 258 AHHBHH BBCABB 白鵬８５の３    きずな          百合茂          安平            福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210488         

116 去 5 亜力伯０５      30310 267             白鵬８５の３    はいじ          百合福久        白清８５の３    第１花国        奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1639210464         

117 雌 3 ゆづる          30209 296             福之姫          はにゅう        白鵬８５の３    百合茂          安福久          育資            供卵牛　　　　　 1639210402 HHHCAHCC

118 雌 14 ねいろ          30201 304 BHACHH CBCABC 白鵬８５の３    ひびき          安福久          忠富士          安平            育資            供卵牛　　　　　 1639210358 HHHCHHCC

119 雌 2 つぎこ          30205 300             百合白清２      あるまんど      百合福久        白鵬８５の３    勝平正          育資            　　　　　　　　 1639210372 AHBAHACC

120 雌 3 いおん          30128 308             白鵬８５の３    ちさと          福増            美国桜          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1639210341 CHABHHBH

121 雌 1 こんとれいる    30119 317             白鵬８５の３    あいか５        美津照重        百合白清２      安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210334 AAHCAHBA

122 雌 4 くかみ０４      30307 270             白弓６          くかみ２１２    耕富士          秀菊安          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210457 CBHCBBBA

123 雌 4 らみえる        30211 294             元花江          めぐみ          白鵬８５の３    安福久          平茂勝          育資            奥接　　　　　　 1639210426 BHCHHACA

124 雌 4 れしすてんしあ  30310 267             元花江          りりす          百合白清２      安福久          平茂勝          無・左乳頭癒着　 乳房小白　　　　 1639210471 HABCBBCC

125 去 6 蜂郎６          30220 285 HHHCHH AHBCAB 白鵬８５の３    ゆりひろ        百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209697         

※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 19 蜂郎７          30315 262       CACAHB 白弓６          にっさん        安茂勝          安平            隆桜            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1639209703         

127 去 7 蜂郎８          30315 262 AHHCHH BHBBHH 白鵬８５の３    あくてい        安福久          平茂勝          高茂            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209710         

128 去 1 蜂郎９          30317 260             白鵬８５の３    かすみ          福之姫          安福久          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209727         

129 去 1 蜂郎１０        30413 233             元花江          おはなてるてる  白鵬８５の３    美穂国          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209734         

130 雌 12 ふみこ          30203 302 BHHCAH CCCACC 白鵬８５の３    もりこ          安福栄          勝勝福          森気高          育資            中接　　　　　　 1620811809 BHHBHABA

131 去 10 春鵬            30203 302 CAHCHA CCCBBC 白鵬８５の３    どれみ          北乃大福        神高福          第２０平茂      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811816         

132 去 3 桃花江          30303 274             元花江          もも            白鵬８５の３    北乃大福        神高福          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1620811823         

133 去    群青            30206 299             白鵬８５の３    かつただひさ    安福久          勝忠平          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209949         

134 雌    おちょやん      30212 293             白鵬８５の３    かつただひさ    安福久          勝忠平          金幸            育資            　　　　　　　　 1620812028 BHHAHHCC

135 雌 3 あやひめりりぃ３ 30317 260             元花江          あやひめ２２    白鵬８５の３    百合茂          福王            育資            　　　　　　　　 1620811205 CABCAACC

136 去 4 勝華鵬４        30316 261             白鵬８５の３    かつきよ１      華春福          勝忠平          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811168         

137 去 2 柴白雲          30319 258             大山雲          しばはくひめ    白鵬８５の３    隆之国          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811182         

138 去 3 楽祐１４        30322 255             白鵬８５の３    たねこ          百合白清２      安福久          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209192         

139 去 4 楽祐１５        30327 250             白鵬８５の３    はなきよ        百合白清２      花清国          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209208         

140 去 5 北星福久        30201 304 BHBAHH CBBCBA 百合福久        とわだ１ほくせい 白清８５の３    勝忠平          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209147         

141 去 9 増黄緑          30226 279 BHBAHH CHHAHH 福増            きみどり        安福久          白清８５の３    平茂勝          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1639209185         

142 雌 14 はなかね        30210 295 CBCBBA CCACCC 元花江          かねひら        金幸            忠福            神高福          育資            奥接　　　　　　 1639209161 CBCCBCCC

143 雌 1 ちえひめ        30301 276             知恵久          ゆうひめ        白鵬８５の３    美国桜          安福久          右乳房白　　　　 　　　　　　　　 1252060903 BHBBHHCC

144 去 2 安忠            30125 311             白鵬８５の３    たなべ２０９８  勝忠平          安福１６５の９  安福（岐阜）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1412903392         

145 去 2 将大            30131 305             白鵬８５の３    せきたか        隆之国          安福久          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811649         

146 去 4 花清弓          30128 308       CBACBC 白弓６          いろり          花清勝          勝忠平          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1516306143         

147 雌 4 しらひめ        30313 264             白弓６          はつひめ１３３  耕富士          美穂国          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1516307065 ABHCCBBB

148 去 8 龍鵬            30210 295 AAHCBA BCCCCC 白鵬８５の３    たかやすなみ    勝安波          金平勝          糸新鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620812011         

149 去    美津銀          30305 272 CHCBHH BHBBHH 美津照重        ぎんてる        安福久          美津照          糸北鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626449150         

150 雌 1 ゆきみだいふく  30314 263             光平照          ゆきみやび      百合白清２      白清８５の３    糸福（岐阜）    育資            　　　　　　　　 1626449167         

※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 去    美津金          30317 260 CHCBHH CHBBHH 美津照重        きんてる        安福久          美津照          糸北鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639549311         

152 去    未沙史６４４３  30302 275       CACAAH 光福久          かみしげひさ    美津照重        安福久          福栄            除角済          鼻梁刺毛　　　　 1632764438         

153 去    輪類６４６５    30308 269             知恵久          はるいくお      美津照重        福安照          北湖２          無・３本乳　　　 除角済          1632764650         

154 雌    そつわ６４８１  30313 264             知恵久          さちみつひさ    幸紀雄          安福久          安平照          無・３本乳　　　 除角済          1632764810         

155 雌 1 あいみ６００    30130 306             白鵬８５の３    あいみ          美国桜          百合茂          安福久          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1621205454 BHBCAABB

156 雌 4 のぞみ６０３    30205 300             白鵬８５の３    のぞみ          華春福          勝忠平          安平            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1621205485 HAHCBHCC

157 雌    くみん          21231 336             白鵬８５の３    やすあゆ４８    安福久          平茂勝          安平            育資            奥接　　　　　　 1585500510 CAABHABB

158 雌    だいや          30211 294             白鵬８５の３    やました２４    安福久          百合茂          美津福          育資            　　　　　　　　 1621205522 CACBAAHA

159 雌 13 はなぞの６１１  30303 274 AHHCHH BHBBHA 白鵬８５の３    はなぞの１０５  美国桜          平茂勝          茂重波          育資            供卵牛・口接　　 1541005561 HHHCHHCA

160 雌 12 ももこもみじ１  30307 270             安福久          はなもみじ      勝忠平          第１花国        安福（岐阜）    育資            供卵牛　　　　　 1541005578 AHACHACC

161 雌 6 あやの６０１    30131 305             白鵬８５の３    あやのごうなつみ 安福久          平茂勝          福之国          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1621205461 CAACAABA

162 雌    すますまひめ    30201 304       CACBAH 福之姫          すますま４      安福久          平茂勝          第７糸桜        育資            　　　　　　　　 1621205478 AACCCCCC

163 雌    ぱぁる          30208 297             白鵬８５の３    やました２４    安福久          百合茂          美津福          育資            中接　　　　　　 1621205508 AHBCHHCC

164 雌 5 かつのり６０８  30220 285             勝早桜５        のりこ          安福久          百合茂          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1621205539 BAACACCC

165 雌 2 はなこまる      30124 312 CHBAHH BHHBHH 元花江          みさ            白鵬８５の３    神徳福          忠福            育資            　　　　　　　　 1643007234 CABBAACB

166 雌 14 りな            30126 310             百合福久        ゆきこ          幸紀雄          安福久          勝忠平          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1643007852 CHCHHBCC

167 雌 6 ながのめい      30214 291             百合白清２      ただひさよ２    安福久          勝忠平          福之国          供卵牛　　　　　 中接　　　　　　 1643007890 HAHBBHCC

168 雌 1 まりえ          30306 271             百合福久        第３さくら      満天白清        福之国          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007951 CHCBHACC

169 雌    はつみの９の１  30313 264             安福久          はつみの９      勝忠平          平茂勝          神高福          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1636801931 CCCBBBAC

170 去    安勝福          30305 272             安福久          はつみの９      勝忠平          平茂勝          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1636801924         

171 去 1 春白久          30228 277             白鵬８５の３    みはる          安福久          百合茂          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1649409841         

172 去 9 藤鵬            30303 274 BAHCAA CCCBCC 白鵬８５の３    ふじせきおかだ  勝安波          智頭平茂        気高富士        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649409858         

173 去 3 桜              30312 265             白鵬８５の３    さくら          安福久          勝忠平          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649409865         

174 去 3 安白久          30323 254             白鵬８５の３    みのり          安福久          勝忠平          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649409889         

175 去 12 白弓白花        30401 245       CCCBBB 白弓６          さくら          白清８５の３    第１花国        安平            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1634222387         

※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 去 4 寿満            30208 297             白鵬８５の３    すますまきら    百合福久        安福久          平茂勝          供卵牛　　　　　 奥接　　　　　　 1643008699         

177 去 10 夏美晴          30405 241 HHHCAH HBHCCB 白鵬８５の３    なつみはる      平茂晴          平茂勝          第５隼福        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649412384         

178 雌 11 みいひ          30123 313             白鵬８５の３    ただふじ        勝忠平          安福久          勝忠平          育資            供卵牛・中接　　 1643008668 ABHCBHBA

179 雌    あいはなみち    30310 267             白鵬８５の３    なつはなみち    安福久          第１花国        平茂勝          育資            　　　　　　　　 1634169163 BHABHACC

180 雌    すますまはく    30220 285 HHHBHH AHAAHH 白鵬８５の３    ほりすたあ      百合茂          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1643008712 BACBAACC

181 雌 1 さつきしらゆみ  30309 268             白弓６          さつきのくに    隆之国          安福久          第１花国        育資            　　　　　　　　 1649412360 CBBBAACB

182 雌 4 さつきかれん    30315 262             白鵬８５の３    さつきれもん３  百合白清２      安福久          第１花国        育資            　　　　　　　　 1649412377 HHHCAHCC

183 雌    だてわかば３    30322 255             白鵬８５の３    だてさち        幸紀雄          茂洋            勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1587953352 AHABHHBC

184 去 4 伊達若葉２      30209 296             白鵬８５の３    だてさち        幸紀雄          茂洋            勝忠平          供卵牛　　　　　 中接　　　　　　 1587953321         

185 去 6 金安百合        30215 290 BHHBHH CACHHA 白鵬８５の３    ひさかねゆり    安福久          百合茂          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649409957         

186 去 1 富士見          30325 252             白鵬８５の３    ふじみ          美国桜          安福久          勝忠平          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1649409964         

187 去 9 白鵬山０５２    30215 290 BAHCHA CCCABC 白鵬８５の３    あいか２の３    安福勝          第６栄          茂波（事業団）  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410045         

188 去 3 百合白０５３    30321 256             白鵬８５の３    はなくに００５  百合白清２      第１花国        安平照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410069         

189 雌 9 はなこ          30220 285 CAHCAH CCCCCB 白鵬８５の３    しげこ３の１    美津福          茂勝栄          金幸            育資            奥接　　　　　　 1649410052 HHBCHACB

190 雌 3 みよこ          30322 255             白鵬８５の３    あかりひさ      百合白清２      安福久          北国７の８      育資            　　　　　　　　 1649410076 HHACAHCC

191 雌 2 まろほしゆあ    30131 305             美津照重        まろん          百合福久        福之国          忠富士          育資            奥接　　　　　　 1649409940 BACCBHHH

192 雌 12 ゆりふく        30201 304 BHHCHH CBCBBB 白鵬８５の３    ゆりやすひら    百合茂          安平            上福            育資            　　　　　　　　 1649410007 CBCBBABC

193 雌 5 うちもとはな    30308 269 BHCBHH HAHCBH 元花江          うちしげゆり    平茂晴          百合茂          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1649410021 CBCBBACC

194 去 10 内白弓          30331 246       CBCHAC 白弓６          うちまいづる    北平安          金幸            平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410090         

195 去 4 鵬美            30313 264             白鵬８５の３    まるゆりざくら  美国桜          百合茂          丸優            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1649409926         

196 去 4 菊花            30219 286             元花江          きくてる        白鵬８５の３    福安照          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007722         

197 去 6 美津白鵬        30308 269             白鵬８５の３    みつてる        美津照重        平茂勝          糸晴（佐賀）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007739         

198 去 3 朋白鵬２        30322 255             白鵬８５の３    ともとも        華春福          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007753         

199 去 12 乃莉鵬          30126 310 AAHCAA ACBCCC 白鵬８５の３    のりずけ        福栄            平茂勝          安福１６５の９  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007708         

200 去 1 白諒百合        30218 287             白鵬８５の３    せいた          諒太郎          百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1642600184         

※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 しょうしょう    30203 302             白鵬８５の３    しんいち        幸紀雄          華春福          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1642600177 AHABHACB

202 雌 1 まなほう        30305 272             白鵬８５の３    あいくに        美国桜          百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1642600191 BAACAHCC

203 雌 1 もずく          30311 266             白鵬８５の３    はくひさゆり    安福久          百合茂          華春福          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1642600207 HHBCHHCC

204 雌    きらり          30222 283             白鵬８５の３    ひさひめ        安福久          勝忠平          茂重波          育資            　　　　　　　　 1619218541 BABBAACB

205 去    姫久鵬          30202 303             白鵬８５の３    ひさひめ        安福久          勝忠平          茂重波          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1619218374         

206 去    百合白鵬        30325 252             白鵬８５の３    ことゆり        百合福久        平茂勝          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649409971         

207 去 1 美照桜          30404 242             美照清          ゆうふく２      美国桜          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410670         

208 去 3 黄龍            30311 266             元花江          とみひかり      白鵬８５の３    美津照重        勝安波          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649409933         

209 去 7 白鵬２の２      30202 303             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         

210 去 4 白鵬３の７      30307 270             白鵬８５の３    ながつき        安福久          百合茂          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007555         

211 去 6 白鵬３の１８    30318 259             白鵬８５の３    あき            安福久          勝忠平          安糸福          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1643007562         

212 雌 4 はくほう３の２２ 30322 255             白鵬８５の３    なつ            安福久          平茂晴          平茂勝          育資            中接　　　　　　 1643007579 CBBAAACB

213 雌 5 こいしょう      30214 291       HAACCB 白弓６          ゆめかずえ３１２ 勝忠平          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1600603493 CAACAACC

214 雌 7 こいざわ        30215 290 AHHCAH ACACCA 白鵬８５の３    ゆみこ          百合茂          安糸福          金幸            育資            　　　　　　　　 1600603509 CBHCBACB

215 雌 7 こいりょう      30308 269 BHABHH CACHHB 白鵬８５の３    あき            安福久          金幸            安平            育資            　　　　　　　　 1649411752 CACBHHCB

216 雌 5 こいすず        30323 254 BHABHH CACAAA 白鵬８５の３    こいかつ        安福久          勝忠平          第１花国        無・乳房白大　　 　　　　　　　　 1649411769 AHBAHACC

217 雌 4 ふくのかおり    30214 291             福之姫          いとはくほう    白鵬８５の３    糸福（鹿児島）  勝忠平          育資            供卵牛　　　　　 1649409667 HAHCBHCB

218 去 4 香秀２１の２    30319 258             白弓６          うえすと２      美津照重        忠富士          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649409674         

219 去 1 元百合          30327 250             元花江          ゆりこ          百合茂          平茂勝          茂重波          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410236         

220 去 1 百合桜          30328 249             美国桜          ゆりはくほ      白鵬８５の３    百合茂          福栄            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649409636         

221 去 10 元桜            30305 272 BHCBAA HBBCCC 元花江          ゆりさくら      百合茂          平茂勝          神高福          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1643008330         

222 去 3 白子            30310 267             白弓６          ふくこ          白清８５の３    勝忠平          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643008347         

223 去 4 元国            30325 252             元花江          くにこ          隆之国          勝忠平          美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643008354         

224 去 4 元高            30328 249             元花江          たかひさかつ    隆之国          安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1643008361         

225 雌 4 はなえ２        30213 292             元花江          きゃろっと      百合白清２      第１花国        美津福          育資            　　　　　　　　 1643008323 BABBAHAC

※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 3 たまよ          30212 293             百合白清２      ひめひさこ８    安福久          百合茂          北国７の８      育資            　　　　　　　　 1643008804 BAAHHHCC

227 雌 2 やすほう        30222 283             白鵬８５の３    やすひさ        安福久          美津照重        勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626718850 CHCHHHBH

228 雌 3 めぐみ          30228 277             元花江          ひなこ          喜亀忠          安福久          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1600605138 CBCHACBC

229 雌    こうめざくら    30313 264             福之姫          つつじ          安福久          勝平正          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1469488811 ABCBBACA

230 雌    まごてっせん２  30318 259             勝早桜５        あやこ          美津照重        安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 0870835696 CABBHBHB

231 雌 9 ゆりひさく      30329 248             百合鵬２        はなひさく      安福久          第１花国        平茂勝          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 0870835757 BBCBCBCC

232 去    美津鉄扇５      30405 241             勝早桜５        あやこ          美津照重        安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 0870835795         

233 去    愛美白鵬        30326 251             白鵬８５の３    まなみ          美国桜          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1597784960         

234 去 4 白春            30220 285             白鵬８５の３    まさみ          華春福          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1354896332         

235 去 2 天白清          30222 283             百合白清２      おてんちゃん    喜亀忠          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649409711         

236 去    元花２          30327 250 BHHBHH CHCHHH 白鵬８５の３    はなふく        安福久          第１花国        安福１６５の９  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410281         

237 去 13 咲桜            30325 252             百合鵬２        ひさあかり      安福久          平茂勝          安平            供卵牛　　　　　 奥接　　　　　　 1649409698         

238 雌    はるこ          30303 274             白鵬８５の３    はる            安福久          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1628227336 BBBBBHCC

239 雌    しいたけ        30219 286 CBCCCA ACBCCC 美津照重        まさこ          忠富士          福之国          福桜（宮崎）    育資            　　　　　　　　 1628227312 CBCCBBHH

240 雌    みどりのこ５    30203 302 AHHCHH BHHCHH 白鵬８５の３    みどりのこ      安福久          白清８５の３    平茂勝          育資            　　　　　　　　 1649409599 BHHCHHCB

241 雌 2 みどりのこ２の１ 30207 298             元花江          みどりのこ２    白鵬８５の３    安福久          白清８５の３    育資            　　　　　　　　 1649409605 CHBAHHCB

242 去 9 勝弓            30209 296       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         

243 去    美津白          30320 257             白鵬８５の３    みどりのこ１    美津照重        安福久          白清８５の３    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649409629         

244 去 1 香澄            30404 242             白鵬８５の３    まんてん１      満天白清        美穂国          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410496         

245 雌 9 ななこ４１      30201 304 AHHCAH CCCBCC 白鵬８５の３    ななこ４        忠富士          福桜（宮崎）    安平            育資            　　　　　　　　 1649409896 AHACHBCC

246 雌 6 ゆりひめ        30207 298 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            供卵牛・奥接　　 1649409902 HHBBAHAC

247 雌 2 すみれ１        30216 289             白鵬８５の３    すみれ          百合茂          安福久          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1649409919 AAHCAHCC

248 雌    あずみ          30403 243 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            奥接　　　　　　 1649410380 AAAAAACA

249 雌 5 せきゆりかつ３  30223 282             白鵬８５の３    せきゆりかつ２  百合茂          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1649409797 BBBCCACC

250 雌 1 ひかる３        30312 265             白鵬８５の３    ひかる１１８０  満天白清        秀正実          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649409810 BHABHHCC

※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 10 関５白鵬        30211 294 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         

252 去 11 関初栄３        30228 277 BAHCBB CCCCCC 白鵬８５の３    せきはつさかえ１ 神茂勝          高森            大豊            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649409803         

253 去 4 小泉丸１        30402 244 AHAAHH AAHCAA 百合福久        かつふく        勝忠平          福之国          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410458         

254 去 2 明高丸          30405 241             白鵬８５の３    はるな          華春福          隆之国          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410465         

255 雌    みどりはなはく  30130 306             白鵬８５の３    はくほう８５の３ 元花江          平茂晴          白清８５の３    育資            　　　　　　　　 1643008170 CAACAACB

256 雌 2 せきふじひさ１  30206 299             百合白清２      せきふじひさ    安福久          忠富士          安平            育資            奥接　　　　　　 1643008187 CCCABBBC

257 雌 6 せきみどりふく  30310 267 AHHCHH BBHCAH 白鵬８５の３    せきふくはくほう 福安照          平茂晴          白清８５の３    育資            　　　　　　　　 1643008286 BBHCBHCC

258 雌 4 こいなつな２    30301 276             白鵬８５の３    なつな          安福久          平白鵬          百合茂          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1643008446 CHBBHHCH

259 去 2 恋太郎２１６    30216 289             元花江          はるこ          美国桜          白清８５の３    平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1643008439         

260 去 8 恋太郎３０６    30306 271 BHHCAH CCBCCC 白鵬８５の３    はる            白清８５の３    平茂勝          北国７の８      供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1643008453         

261 去    三朝五郎１１６５ 30129 307             白鵬８５の３    あすか          美津照重        百合茂          美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1631410206         

262 去    三朝五郎１１６８ 30204 301             白鵬８５の３    ようかん        美津照重        糸晴茂          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1611550823         

263 去 1 三朝五郎１１７４ 30216 289             元花江          たかやす６８４  隆之国          安福久          勝忠平          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1643009238         

264 去    勝早百合　　　　 30222 283             勝早桜５　　　　 しんさつま２　　 百合茂　　　　　 安福１６５の９　 平茂勝　　　　　 岡山県産　　　　 　　　　　　　　 1624838123         

265 去    三朝五郎１１９１ 30301 276             百合白清２      せおり          安福久          忠富士          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1641186337         

266 去    三朝五郎１１９０ 30302 275 BHBAHH AAABBA 福増            もあ            百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1636886600         

267 去    三朝五郎１１７０ 30128 308             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 幸紀雄　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1603581491         

268 去    三朝五郎１２０８ 30302 275             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 諒太郎　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1371296832         

269 去    三朝五郎１２０５ 30303 274             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 美津照重　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1584373993         

270 去    三朝五郎１２０６ 30305 272             平茂勝　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1425583000         

271 去    三朝五郎１２０９ 30311 266             平茂勝　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1633811407         

272 去    三朝五郎１２１９ 30313 264             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 勝早桜５　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1603581569         

273 雌    はくひさ１１６６ 30127 309 BHABHH CBCHAA 白鵬８５の３    べっしょ１７１  安福久          百合茂          金幸            育資            　　　　　　　　 1469498964 BABCAHCC

274 雌    もりくに３　　　 30208 297             美津照重　　　　 もりくに　　　　 好平茂　　　　　 勝忠平　　　　　 北国７の８　　　 育資            岡山県産　　　　 1408700837         

275 雌    もとはぎ１１７２ 30210 295             元花江          おはぎ          百合白清２      安茂勝          福谷福          口接　　　　　　 　　　　　　　　 1616984937 BABBAHBC

※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    はくひめ１１７５ 30211 294             白鵬８５の３    ようかん        美津照重        糸晴茂          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1611550861 CABCAHBA

277 雌    あすか１１７７  30216 289             白鵬８５の３    あすか          美津照重        百合茂          美津福          育資            　　　　　　　　 1631410244 BHHCHHCH

278 雌    はくひめ１１７９ 30218 287             白鵬８５の３    ようかん        美津照重        糸晴茂          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1611550878 CBCBBABH

279 雌    あすか１１７８  30219 286             白鵬８５の３    あすか          美津照重        百合茂          美津福          育資            　　　　　　　　 1631410251 AAACBAAA

280 雌 4 ゆりひめ１１９８ 30305 272             百合白清２      ひめゆり２の４  美津照重        百合茂          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1607279677 CHBAHHHC

281 雌    ゆりこ１１９２  30306 271 ABHCBA BCCCCC 百合白清２      まちこ３９      平茂晴          糸新鶴          糸北土井        育資            　　　　　　　　 1612648246 ACACCBAC

282 雌    むらおか１５０  30101 335 HHHCHH HHBBHB 白鵬８５の３    わしみ５５      安福久          勝忠平          福之国          育資            奥接　　　　　　 1644841363 AHBBHACA

283 雌 1 ふくふくしげ    30216 289             美津照重        ふくひさふく    安福久          百合茂          福之国          育資            　　　　　　　　 1649409728 BABCAACH

284 雌 5 もとこまき      30314 263 CACCBA HCHCCC 元花江          こまきひめ      勝忠平          北国７の８      美津福          育資            乳房白　　　　　 1649409735 AABCBCBB

285 雌    はくひさ        30220 285             安福久          はくみつ        光平栄          白鵬８５の３    百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1600604605 CABBHHCC

286 雌    みほこざくら    30227 278             美国桜          みほこゆき      美穂国          安福久          安平照          育資            　　　　　　　　 1649411950 CCCCCCBB

287 去 8 司３５          30313 264       CBCBBB 福之姫          ゆきひめ        安福久          平茂勝          寿高            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1649411974         

288 去 1 司３６          30325 252             白鵬８５の３    ゆきざくら      美国桜          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649411998         

289 去 4 勝美百合        30212 293             百合福久        かつみ３        北乃大福        福桜（宮崎）    平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1387381171         

290 去 4 花江白鵬        30225 280             白鵬８５の３    おさゆりはな    元花江          百合白清２      勝安波          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1387381225         

291 去 8 夏百合８５の３  30201 304       CBHCAC 百合８５の３    なつみふく      北乃大福        平茂勝          第５隼福        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1628381106         

292 雌 3 ちえはつふじ    30202 303             知恵久          はつふじ３４０  第１花藤        西花８          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1628381113 CCCACBAH

293 雌 4 ことぶきひめ    30202 303             福之姫          ことぶき５の３  百合白清２      安福久          百合茂          育資            　　　　　　　　 1628381120 AACCCACC

294 雌 9 あきかきふく    30208 297 AAHCAB CAHCAB 秋忠平          かきふく        北乃大福        忠富士          安平            育資            供卵牛　　　　　 1387381164 CCACCCAB

295 雌 1 てんき６０９    30221 284             白鵬８５の３    てんき          美国桜          百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1621205546 BAHCHHCC

296 雌 16 まきまき        30223 282 BHHBHH CCCABC 白鵬８５の３    まき５５        安福久          平茂勝          安平            育資            供卵牛　　　　　 1621205553 AABCBHBC

297 雌 1 みすず６１６    30322 255             白鵬８５の３    みすず４３１    隆之国          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1541005615 BAHCBHCB

298 雌 1 みかひめ        30319 258             福之姫          みか３８８      白鵬８５の３    安福久          糸福（大分）    奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1541005608 BBBCCBBB

299 去 1 福之白鵬６０６  30210 295             福之姫          はく２７５      白鵬８５の３    安福久          糸福（大分）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1621205515         

300 去    白百合久        30316 261 HHHCHH HHAAHA 白鵬８５の３    ゆりこ          百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1634166322         

※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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301 去 8 勝美津６１３    30314 263 BHHCAH CCCCCA 白鵬８５の３    かつみつ        美津照重        勝忠平          金幸            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1541005585         

302 雌 1 やまむら６０４  30208 297             白鵬８５の３    やまむら３０３  幸紀雄          安福久          平茂勝          無・腹白斑大　　 中接　　　　　　 1621205492 BBACBHBC

303 雌 4 さおり２４６    30227 278 AHHCHH BBHBAB 白鵬８５の３    みくにかつ２    美国桜          平茂勝          安平            育資            除角済          1613818549 BBHCBBBB

304 雌 3 さおり２４７    30301 276             白鵬８５の３    みつゆりえ      美津照重        百合茂          安福久          育資            除角済          1613818556 BHBBHHCB

305 雌 5 さおり２４８    30307 270             白鵬８５の３    みくにひめ１    美国桜          百合茂          北国７の８      育資            除角済          1613818563 BHAAHHCB

306 雌    ゆいてる        30121 315 BACBBA CBCCBA 百合茂          ゆい２          光平照          安福久          安平            育資            　　　　　　　　 1643009320 AHHAHHCC

307 雌 2 もとさつき      30219 286             元花江          ゆりさつき      百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643009344 BHBAHHCC

308 去    学紅６４８９    30316 261       CBCCBH 舞菊福          みつひらしげ    美津照重        安平照          安福１６５の９  無・３本乳　　　 除角済          1632764896         

309 雌    くにとの６５０７ 30401 245       CACBAB 美津之国        きくくにざくら  美国桜          美津照          安福１６５の９  除角済          　　　　　　　　 1632765077         

310 去    弁屋６５０９    30404 242 CBCCAA CBCAAB 美照福          ゆきちえ１の１  菊知恵          北平安          安平照          除角済          鼻梁刺毛　　　　 1632765091         

311 雌 5 あかり          30228 277 BHHCHH CBCBBA 白鵬８５の３    かつえ１５５    秀菊安          忠富士          隆桜            育資            　　　　　　　　 1645754501 BBACBBCA

312 雌 10 はなゆり        30313 264 BABCBA HBHCCB 元花江          りんかゆり      百合茂          安糸福          忠福            育資            　　　　　　　　 1645754525 AHBAHBCC

313 去 9 忠白鵬          30307 270 BHHCAH CCBBCC 白鵬８５の３    ゆりな          忠茂勝          第５隼福        神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645754518         

314 去 1 花久白４        30205 300             元花江          ひさはく３      白鵬８５の３    安福久          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1627059792         

315 去 4 安美津清２      30225 280             百合白清２      やすみつ１      美津照重        福安照          第２平茂勝      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1627059785         

316 去 4 幸江            30310 267             元花江          さちたか        百合白清２      白清８５の３    福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1376090770         

317 去 4 元              30321 256             元花江          ゆきみ２        百合白清２      白清８５の３    糸福（岐阜）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1376090794         

318 雌 2 ちょこ          30311 266             福之姫          ゆうゆ          百合白清２      菊福秀          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1376090787 BCCCCBHC

319 雌 1 ゆりふく        30223 282             安福１６５の９  ゆりてる３３４  隆之国          百合茂          美津照重        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1601783842 CCCCCCCC

320 去 3 耕白            30225 280             白鵬８５の３    さおり３６      耕富士          勝平正          秀菊安          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1601783859         

321 去    白花清鵬        30307 270 AAHCAH CCBCCC 白鵬８５の３    はなこ          花清国          光平福          飛騨白清        奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1615912498         

322 雌    ほうこ          30301 276 AAHCAH CCBCCC 白鵬８５の３    はなこ          花清国          光平福          飛騨白清        育資            乳房白・鼻切れ　 1615912467 CBBCBBAH

323 雌    はなほう        30301 276 AAHCAH CCBCCC 白鵬８５の３    はなこ          花清国          光平福          飛騨白清        育資            　　　　　　　　 1615912474 AAACBABB

324 雌 2 はるしろ        30201 304             白鵬８５の３    はるか６１      耕富士          福桜（宮崎）    福茂            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1651000173 AHHCHHBB

325 去 5 花八            30203 302 CABCAA HBHCCC 元花江          わんわん        勝忠平          飛騨白真弓      安福（岐阜）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1651000180         

※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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326 去 2 百合花伝        30226 279             白鵬８５の３    ゆりはな        百合白清２      花清国          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1402920057         

327 去 3 福花姫          30209 296             福之姫          かつみず        花清勝          広景福          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626444544         

328 去 5 安白百合７      30316 261             白鵬８５の３    ひさゆりしげ７  安福久          百合茂          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626444551         

329 去    福白鵬          30228 277 BHHCHH CHCAHH 白鵬８５の３    こまき２６      安福久          勝忠平          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1589493986         

330 去 3 白清照          30314 263             白鵬８５の３    きよきくてる    百合白清２      美穂国          福之国          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1589493993         

331 去 5 白隆清          30309 268 CAHCHH CCCBBA 白鵬８５の３    たかきよ        隆之国          白清８５の３    平茂勝          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1635908662         

332 去 10 安福春の３      30318 259 HAHCAH ACABCC 白鵬８５の３    ふくしげはる    安茂勝          福栄            平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1635908686         

333 雌 1 もんほう        30217 288             白鵬８５の３    かつもん        安福久          平茂勝          紋次郎          乳房白　　　　　 　　　　　　　　 1635908631 CBACCACB

334 雌 13 らいふくのほう  30306 271 BAHCAH CCCCCB 白鵬８５の３    らいふくのたか  隆之国          白清８５の３    福栄            育資            供卵牛・奥接　　 1428320695 CBBCBHBB

335 雌 14 はるよ１１の２  30324 253 BHHCAH CBCBCC 白鵬８５の３    はるよの１１の１ 安福久          平茂勝          神高福          育資            供卵牛・奥接　　 1428320749 BCCBCBCB

336 去    福久百合        30213 292             安福久          ゆりふく        百合白清２      福之国          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1428320664         

337 去 1 白照鵬          30321 256             白鵬８５の３    みつふく        美津照重        百合白清２      福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1428320732         

338 去 7 白大福          30302 275 BHHCAH CCHCCC 白鵬８５の３    だいふく        北乃大福        福栄            平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1628380819         

339 去 9 清美佐鵬        30201 304 BAHCAH CCACCB 白鵬８５の３    きよみさ        白清８５の３    第１花国        安福１６５の９  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1636932550         

340 去 2 美津白弓        30222 283             白弓６          みつひめ        美津照重        華春福          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1636932574         

341 去 6 白福久          30127 309 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         

342 去 4 白照弓          30220 285             白弓６          てるただてる    福安照          勝忠平          美津照          同性複数産子　　 　　　　　　　　 1372463325         

343 去 4 美津白鵬        30221 284             白鵬８５の３    みゆさくら      美津照重        百合茂          安福２００２    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1372463332         

344 去 6 花隆久          30303 274 CACAHH CBCABB 元花江          りゅうもん      隆之国          安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1372463356         

345 去 1 花隆茂          30308 269             元花江          ささなり        隆福也          百合茂          安糸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1372463370         

346 去 2 白美津平        30317 260             白鵬８５の３    すずみつてる    美津照重        勝忠平          安平            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1372463394         

347 去 3 白勝久          30317 260             白鵬８５の３    かつひさ        安福久          安茂勝          北国７の８      無・恥骨部白斑大 　　　　　　　　 1372463400         

348 去 2 美白百合        30322 255             白鵬８５の３    みくにゆり      美国桜          百合茂          安糸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1372463417         

349 雌 9 ちづざくら      30215 290       ABACCB 智頭白鵬        ゆりざくら      百合茂          安福２００２    北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1372463318 BHACHACC

350 雌 2 はなほうしょう３ 30224 281             元花江          はくほうしょう２ 白鵬８５の３    平茂晴          安福久          育資            奥接　　　　　　 1372463349 CHCAHBCB

※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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351 雌 2 はるとの３      30314 263             白鵬８５の３    はると          美津照重        安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1372463387 BHBBHHAH

352 雌 5 ゆりかね３      30324 253 AHHCHH AABCBH 白鵬８５の３    ゆりみつ        光平照          百合茂          金幸            育資            　　　　　　　　 1372463431 BAACCBBC

353 雌 1 ももほう        30206 299             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

354 雌 3 はくすまの４    30331 246             白鵬８５の３    ゆりすま        百合白清２      安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1372463455 HHHCHHCC

355 雌 3 どらみ３        30212 293             白鵬８５の３    どらみ          百合茂          安福久          勝忠平          接舌　　　　　　 乳房白　　　　　 1442621570 BACAAABC

356 雌 1 みほの３１      30305 272             光平照          みほの３        百合白清２      安福久          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1650421603 CBCCCACC

357 雌 5 はなみ          30301 276             元花江          たかみ          隆之国          安福久          安平            育資            奥接　　　　　　 1376381052 CCCCCCCB

358 去 4 久白風          30207 298             白鵬８５の３    ひさかぜ        安福久          勝安波          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1376381045         

359 去 1 花美国          30322 255             元花江          かつとみ５の８  美国桜          勝忠平          菊谷            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1376381069         

360 去 4 耕白鵬          30304 273 BHHCHH CABBAA 白鵬８５の３    まき３３７２    耕富士          安平            福茂            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650417231         

361 去 5 花勝江          30309 268 CBCAAH BCACCB 元花江          こう            勝安波          安茂勝          第６栄          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1603573236         

362 去 7 白勝鵬          30207 298 AAHCBH BCCCCC 白鵬８５の３    第３いとふじ    勝糸福          安福誉          高森            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622000973         

363 雌 2 うめのはく      30212 293             白鵬８５の３    つたの２４      梅福久          福之国          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622000980 CBACAACB

364 雌 2 ゆきつばき１    30302 275             百合鵬２        きくつばき      美国桜          百合茂          安平            育資・奥接　　　 同性複数産子　　 0866879703 HHHHHHCC

365 雌    はくもん        30202 303             白鵬８５の３    もんちゃん      百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647111418 HHHCHHCC

366 雌    はくちゃん      30211 294             白鵬８５の３    もんちゃん      百合茂          安福久          平茂勝          乳房白　　　　　 　　　　　　　　 1647111500 BHBCAHCB

367 雌    ゆりひさほう    30213 292             白鵬８５の３    ゆりひさ１１２  百合茂          安福久          糸晴波          育資            奥接　　　　　　 1647111548 HAACBHCB

368 雌    きぼう          30214 291             白鵬８５の３    のぞみ          華春福          勝忠平          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647111586 HAHCBABB

369 雌    まきほう        30227 278             白鵬８５の３    まき            耕富士          百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647111746 HHHCAHBC

370 雌    はるのほう      30305 272             白鵬８５の３    みもざ          華春福          勝忠平          第５隼福        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647111814 HHHCHACH

371 去    白鵬翔          30129 307 BAHCAA CCCACC 白鵬８５の３    とくえ          徳悠翔          美津照          糸光　　　　　◆ 　　　　　　　　 　　　　　　　　 1627811369         

372 去    白茂門          30131 305             白鵬８５の３    もんちゃん      百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647111395         

373 去    茂白鵬          30204 301             白鵬８５の３    もんちゃん      百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647111425         

374 去 1 隆白清          30221 284             隆福也          ゆりほう８５７  百合白清２      安福久          平茂晴          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1626233704         

375 去 3 白安勝１６      30301 276             白鵬８５の３    やすしげみ      安茂勝          美津照          茂重桜          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626233711         

※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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376 去    白福勝          30321 256 BHACHH CACAAB 白鵬８５の３    きらりの１      安福久          勝平正          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626233735         

377 雌 1 なりた          30206 299             隆福也          しろた          百合白清２      秀菊安          忠富士          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1626233667 BBACBHCC

378 雌 2 やすなり        30217 288             隆福也          やすきよ        百合白清２      安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626233681 ABBBBBBB

379 雌 3 なしん          30218 287             隆福也          きしん          百合白清２      安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626233698 ACHCCBCC

380 雌 5 たに２の５      30306 271             白鵬８５の３    たに２の４      秀菊安          忠富士          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626233728 AABCBACB

381 雌 4 さよこ          30213 292 AHHCHH BBACBC 白鵬８５の３    ふくほまれ      福安照          千代桜          第２平茂勝      育資            　　　　　　　　 1564860642 AHACAACB

※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。


