
鳥取県中央家畜市場セリ名簿
令和３年７月１５日開催

1 雌 5 かなを４３      21018 270 BHHCHH CBCCBB 白鵬８５の３    たか９８５２    隆之国          安平            隆美            育資            奥接　　　　　　 1637000432 BHHCHHCB

2 雌 2 ねずこ４２      21015 273             白鵬８５の３    ゆり９９００    百合白清２      勝忠平          安平            育資            　　　　　　　　 1637000425 AAHCAACC

3 雌 5 あさぎり        20821 328 AHHCAH BCCCCH 白鵬８５の３    よしなみ        芳之国          勝安波          金平勝          育資            　　　　　　　　 1581896471 BHACBBBB

4 雌 7 ゆうなぎ        20821 328 AHHCHH ABACBB 白鵬８５の３    ゆきふじ        安福勝          藤平茂（事業団） 松福美          育資            　　　　　　　　 1581896488 CHABHACH

5 雌 10 しらいと        20912 306 BHHCHA CCHCCC 白鵬８５の３    ふじみね        藤平茂（事業団） 峯勝            高茂            育資            　　　　　　　　 1624896499 CAACBBAB

6 雌    ことぶき        20915 303 AHHBAH CACAAH 百合白清２      あかみそ        安福久          金幸            平茂勝          育資            　　　　　　　　 1366696074 BABCBAAC

7 雌 5 れみこひめ      20903 315             百合福久        れみれみ        安福久          勝忠平          神高福          育資            乳白            1531708564 CBCAABCC

8 去 1 麗美江元花      20825 324             元花江          れみおりおん    白鵬８５の３    百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1531708557         

9 去 6 葛城美里        20826 323             百合福久        ななみ          福之国          忠富士          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1370548666         

10 去 5 玲音            20911 307 AHHCAH BCCBCB 白鵬８５の３    れお            白清８５の３    第１花国        安平            中接　　　　　　 　　　　　　　　 1370548345         

11 去 9 秋涼０２        21007 281             勝乃幸          なつみ          安福久          平茂勝          糸福（大分）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1370548369         

12 雌 4 あすとなじ      20808 341 BHHCHH CCCBBB 白鵬８５の３    ななひめ        隆之国          安福久          北国７の８      育資            乳房小白・奥接　 1370548635 CCBCCACA

13 雌 9 さはりん        20829 320 BBHCBA CCCBCC 白鵬８５の３    ふくひめかつ    平茂勝          糸福（岐阜）    安福（岐阜）    育資            奥接　　　　　　 1370548673 CABBAABA

14 雌 8 るるか          20910 308 BHHBHH CBCAAC 白鵬８５の３    はつひめ        安福久          北国７の８      忠福            育資            奥接　　　　　　 1370548697 HABCCBCC

15 雌 3 れいん          21012 276             白鵬８５の３    じゅん１の４    華春福          忠茂勝          勝忠平          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1370548376 AAACABBB

16 雌 8 やえあすか      21003 285 CBCBBB BCCCCC 元花江          みつてる        美津照          高森            森気高          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1586806017 CBCBBCCB

17 雌 2 あんどれあ      20918 300             白鵬８５の３    にし２９の４０  美国桜          茂洋            安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622167911 AAACABCB

18 雌 1 みあ            20923 295             白鵬８５の３    ふくこ３        美津照重        百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622167942 BABBAACB

19 雌 2 しろたか        21004 284             白鵬８５の３    たかのくに      隆之国          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622167980 CHACHHCB

20 雌 2 しろみつ        21007 281             白鵬８５の３    みつひで        美津照重        秀菊安          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622167997 BAACAHCA

21 雌 4 あきら          21015 273             白鵬８５の３    ゆきな          耕富士          安福久          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1624868038 BHHCAACB

22 雌 4 あさひ          21022 266             白鵬８５の３    よしふくひさ    安福久          百合茂          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1361368068 BAHCAHBC

23 雌 2 みずたま        21010 278             白鵬８５の３    みつひさ        美津照重        安福久          茂洋            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622168000 CABCBHBB

24 雌 1 しあわせ３      20915 303             隆福也          しあわせ２      白鵬８５の３    安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1614086817 BAACHACB

25 去 1 情熱            20920 298             隆福也          ゆりあ          白鵬８５の３    百合茂          東龍            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1624886858         
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26 去 10 純愛            21009 279 AHHCHH BBBCBC 白鵬８５の３    ゆりさと        百合茂          福栄            八重糸          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1624886827         

27 去 1 隆紅葉          21022 266             白鵬８５の３    たかもみじ      隆福也          百合白清２      平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1585723728         

28 雌 1 みるくる        20928 290             美津照重        みるきぃ        百合白清２      隆之国          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1585723704 CABCBAHH

29 雌 4 こはる          21127 230             第１花国        ゆりさくら      百合白清２      平茂勝          安福１６５の９  育資            　　　　　　　　 1595447140 HAACBBBC

30 雌 3 こりん          21024 264             百合白清２      りん            白鵬８５の３    平茂勝          神高福          育資            　　　　　　　　 1337462585 AACCCBCC

31 雌 11 らいら          21025 263 AHHCAA BCBBCC 白鵬８５の３    てんひめ        天保院斗        金幸            北国７の８      育資            奥接　　　　　　 1367444407 CCCBCCBA

32 雌    みどりのはなえ  21025 263 CACBAH BCHCCH 元花江          しらゆりひめ    勝安波          百合茂          白清８５の３    無・３本乳　　　 　　　　　　　　 1630155665 CBBBBACC

33 去 3 隼福也          20913 305             久福也          ちはやふる      百合白清２      安福久          金幸            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1630155658         

34 去 5 望太            20909 309       CCCBCC 愛之国          みすず          福白清          北平安          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1616850966         

35 去 7 勇太            21008 280 BACAAB CCBACC 福増            のぞみん        安茂勝          福桜（宮崎）    平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626551105         

36 去 1 陽吉            21015 273             隆福也          あやこ          元花江          安茂勝          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626551013         

37 去 1 名和白久晴      21109 248             白鵬８５の３    なわはれひさ    安福久          平茂晴          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1587456334         

38 雌 3 もとゆり        21031 257             元花江          ゆりりん        白鵬８５の３    百合茂          勝忠平          育資            中接　　　　　　 1421389729 AHBHHBCC

39 雌    ひろしらきよ６  21109 248             百合白清２      ひろはくほう４  白鵬８５の３    安福久          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1598410639 HBABBHBC

40 雌    ひろしらきよ５  21101 256             百合白清２      ひろはくほう４  白鵬８５の３    安福久          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1627046846 BAHCAHCC

41 雌 5 ひまのそら      21101 256             白鵬８５の３　　 ひまのふく　　　 美国桜　　　　　 安福久　　　　　 百合茂　　　　　 育資            　　　　　　　　 1623509567 BHABHHCB

42 雌 10 かつはくほう    21104 253 AAHCBA BCACCC 白鵬８５の３    かつこ          平茂勝          安福１６５の９  紋次郎          育資            奥接・乳房小白　 1590712243 ABACCACC

43 雌 12 ゆりはくほう    21108 249 HHHCBH HCACCC 白鵬８５の３    ゆり            百合茂          糸新鶴          茂裕            育資            奥接　　　　　　 1590712250 ABACBHCC

44 雌    ふみはくほう１  21116 241             白鵬８５の３    ふみ            安福久          福栄            福桜（宮崎）    育資            　　　　　　　　 1590712274 BHAAHHBB

45 去    久白鵬１        21122 235             白鵬８５の３    ふみ            安福久          福栄            福桜（宮崎）    恥骨部白斑　　　 　　　　　　　　 1629012283         

46 去 3 元次郎          20928 290             元花江          ゆりこ          白鵬８５の３    百合茂          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1596140231         

47 去 9 白上羽          20831 318 BAACAA CCCCCC 白鵬８５の３    あげは          第２平茂勝      安平照          桜友２５        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1595478632         

48 去 1 白心音          20916 302             白鵬８５の３    ここね          隆之国          安平照          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1595478663         

49 去 11 白麻里          20919 299 AHHCAH ACACCC 白鵬８５の３    まりか          糸福（鹿児島）  金幸            神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1595478670         

50 去 13 清助            21014 274 AAHCAA ACACCC 白鵬８５の３    きよこの３の１  千代桜          第２０平茂      神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1595478724         
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51 雌 7 りんこ          20914 304 AAHCBA BCCCCC 白鵬８５の３    ゆりりん        百合茂          金幸            平茂勝          育資            　　　　　　　　 1595478656 BCACCABC

52 雌 9 さらら          21008 280 AAHCBH BCCCCC 白鵬８５の３    しげさくら１    菊花国          茂勝            茂重桜          育資            奥接　　　　　　 1595478694 BACCBAAB

53 雌 3 まりの          21010 278             白鵬８５の３    まりも          美穂国          忠富士          隆桜            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1595478700 BAHCAABA

54 雌 3 あきひめ　　　　 20827 322             秋忠平　　　　　 よしかつひめ　　 義勝成　　　　　 利花　　　　　　 藤姫丸　　　　　 飼養２ケ月未満　 乳頭赤・岡山県産 1587696969         

55 去 5 幸花福          21024 264 AHHCHH ABHBBB 白鵬８５の３    はなふく        福華１          福栄            北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1595676960         

56 去 3 百合福          20915 303             白鵬８５の３    ゆりふく        安福久          百合茂          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1415345670         

57 去 1 生田久百合鵬    21007 281             百合鵬２        くいんやすふく  安福久          安福（岐阜）    平茂勝          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1415345687         

58 去 6 輝夜姫          21104 253             白鵬８５の３    さら            安福久          平茂晴          美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1415345700         

59 雌 3 かぐや          21101 256             白鵬８５の３    さら２０        安福久          平茂晴          美津福          育資            奥接　　　　　　 1415345694 AHAAHHCC

60 雌 1 やすふくゆり１  20918 300             白鵬８５の３    やすふくゆり    百合茂          安福（岐阜）    北国７の８      育資            　　　　　　　　 1337455754 CBAHHHCC

61 去 5 福              21018 270 BAHCAH CCCBCC 白鵬８５の３    はたふく        第２平茂勝      福之国          安平            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1516987502         

62 去 9 隆麻            21108 249 AHHCAH BBCCCB 白鵬８５の３    あきばれ４の１  茂勝栄          第７安福        寿高            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1601473873         

63 去 3 天信            21125 232             元花江          むつみ          白鵬８５の３    平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1601473880         

64 去 5 久幸也          21001 287       CBACBH 久福也          おぼろ          幸紀雄          茂重安福（岐阜） 平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1417100659         

65 雌 8 あき            20919 299 CABBAA ABHCCC 元花江          ゆき            勝忠平          安糸福          金幸            育資            　　　　　　　　 1575300649 CCBCCCBC

66 雌 1 みつゆり１      21013 275             白鵬８５の３    ゆりよ          百合茂          勝忠平          安平            奥接　　　　　　 右目尻刺毛　　　 1345038406 HHHCHACB

67 去 5 森柴金太郎      21101 256 BHHBHH CHCAHA 白鵬８５の３    しばやすふく１  安福久          百合茂          美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1435401875         

68 雌 2 しばゆりふく    21009 279             白鵬８５の３    しばゆり        百合白清２      百合茂          美津福          育資            尻刺毛　　　　　 1435401851 AHABHHCC

69 雌 1 やよい３の１    21108 249             白鵬８５の３    やよい３        安福久          平茂勝          安平            育資            　　　　　　　　 1482660201 CABBAHCA

70 雌 6 しま５          21205 222             白鵬８５の３    しま            安福久          平茂勝          忠福            育資            左耳刺毛　　　　 1380643368 AHHAHACC

71 雌 7 はくとう        20920 298 BHHCHH CBCBBC 白鵬８５の３    ももふく        安福久          平茂晴          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1615508578 BHBBHHCB

72 雌 8 こまち９４      20920 298 BHHCHH CBCBBB 白鵬８５の３    たかふくひさ    安福久          第１花国        数重波          育資            奥接　　　　　　 1615508585 CHCCAHCB

73 雌 9 こすもす        21006 282 HHHCAH HBHCCB 白鵬８５の３    第７しらぎく    勝忠平          平茂勝          東平茂          育資            奥接　　　　　　 1639209345 HHHCBHCC

74 去 4 歩０４          20914 304             元花江          あゆみ          百合白清２      美津照重        第５隼福        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1615508783         

75 去 4 杉山０２        20920 298 AHHCAH BBCCCB 白鵬８５の３    すぎやま        美津照重        百合茂          高森            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1615508790         

※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 1 藤田０１        20928 290             白鵬８５の３    にこる          光平照          百合白清２      茂勝栄          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1615508813         

77 雌 1 なるみ          20913 305             元花江          なみえ          百合白清２      安福久          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1615507724 CBBBAACB

78 雌 13 めい            20916 302       CBCCCB 百合鵬２        こうめ          安糸福          金幸            神高福          育資            奥接　　　　　　 1615507748 BAAAHACC

79 去 2 美男            21031 257             久福也          あんな          白鵬８５の３    華春福          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209352         

80 雌    ひさほ          21007 281 BHHBHH CHCHHA 白鵬８５の３    ひさひら        安福久          金幸            忠福            育資            乳白小　　　　　 1639208980 AHCCBHBC

81 雌 1 しばぎく１      20918 300             元花江          しばきくひめ    白鵬８５の３    第３寿高        福栄            育資            　　　　　　　　 1615507526 BHBCAACC

82 雌 3 りんかゆり２３３ 21012 276             元花江          りんかゆり２３  白鵬８５の３    百合茂          安糸福          育資            　　　　　　　　 1615507564 CABCAACC

83 雌 11 つりふねそう    20926 292 AAABBA HCACCC 百合福久        しばひめ３０１１ 勝忠平          東平茂          第８裕豊        育資            　　　　　　　　 1615507533 BBBBBCCB

84 去 21 白鵬龍          20920 298 CHHBHA CCCHBC 白鵬８５の３    たつの          安福１６５の９  茂重波          菊照土井        供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1639209307         

85 雌 11 ともか          20912 306 AHHCAH ACACCA 白鵬８５の３    ともかつ        勝忠平          金幸            安平            育資            　　　　　　　　 1615508264 HAHCBHCC

86 雌 1 もも            20916 302             元花江          もえ            白鵬８５の３    金幸            安平            育資            　　　　　　　　 1615508271 BACBBBAB

87 去 10 公福４９        20923 295 AHHCAH BCBCCA 白鵬８５の３    まち            茂安福          第２平茂勝      忠菊            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1615508288         

88 雌 5 かんな          21004 284 BHACHH CACBBB 白鵬８５の３    ともひさ        安福久          金幸            安平            育資            奥接　　　　　　 1615508295 CBCCBACB

89 雌 2 ひかり３５      20916 302             白鵬８５の３    あかつき        安福久          百合茂          勝忠平          育資            乳白・奥接　　　 1516305832 BAHCBACC

90 去 2 質郎９８        20920 298             白鵬８５の３    ゆりつね９      安福久          百合茂          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1516305849         

91 雌 2 ひかり３６      21011 277             元花江          やくも８５      百合白清２      安福１６５の９  平茂勝          育資            　　　　　　　　 1639209574 BACAABCC

92 去 5 質郎９９        21004 284 AHAAAH BACHAB 百合白清２      ももくろ        安福久          勝忠平          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209567         

93 去 1 質郎１００      21015 273             福之姫          やくも９０      百合白清２      安茂勝          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209598         

94 去 6 誠福也          20929 289       CCBBBC 久福也          おかふく        福之国          忠富士          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209550         

95 去 10 海老蔵          21012 276 HHHCHH AAHCBA 白鵬８５の３    なわただひめ    勝忠平          金幸            神高福          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1639209581         

96 去 11 直福            20928 290 BHHCHH CBBBAB 白鵬８５の３    なおふじ３      安福久          平茂勝          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1412902227         

97 去 2 桜藤            21016 272             福之姫          あきふじさくら  百合白清２      勝忠平          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1412902234         

98 去 3 冬彦            21201 226             元花江          ふたば３３      耕富士          美穂国          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1252060897         

99 雌 1 ももこ          20918 300             元花江          もも            白鵬８５の３    百合茂          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1412903361 HAABABCC

100 去 2 久国            21023 265 BHHCAH CCCBCC 白鵬８５の３    やすふくしま２  北国７の８      安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1412903378         

※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 去    茂福白鵬        20925 293             茂福久          いとはくほう    白鵬８５の３    糸福（鹿児島）  勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1516306082         

102 去 1 政宗            20925 293             白鵬８５の３    もか            美津照重        安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1516305955         

103 雌 5 ゆず            21003 285 BHHBHH CACAAH 白鵬８５の３    ゆい            安福久          勝忠平          福之国          育資            　　　　　　　　 1516305962 BHBAHHCC

104 雌 10 だんご          21013 275 AHHCHH BBBAAC 白鵬８５の３    ももか          第１花国        安平            隆桜            育資            　　　　　　　　 1516305979 AHACHHCC

105 去 1 元就            21101 256             百合福久        ぷりきゅあ      百合白清２      平茂晴          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1516305993         

106 去 6 杉長            21028 260 BHBAAA BBBCCC 百合福久        すぎくにはな    隆之国          菊花国          平糸勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209864         

107 去 10 真央白鵬        20922 296 AHHBHH BCCABC 白鵬８５の３    まお１７        茂勝栄          美津福          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209338         

108 雌 9 けいこ          21024 264 AAHCBH BCACCC 白鵬８５の３    まりこ          勝安波          金幸            神高福          育資            　　　　　　　　 1639527708 AAACBACC

109 去 8 白藤平          21010 278 BHHCAA CCBCCC 白鵬８５の３    たきえ５        藤平茂（事業団） 安平            茂重波          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639527692         

110 去 6 名月            21003 285 BHHCHH CCCBBB 白鵬８５の３    ふゆうらら      隆之国          美津照重        糸北鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1587276987         

111 雌 3 のぎく          21008 280             白鵬８５の３    しょか          美津照重        徳悠翔          隆之国          育資            　　　　　　　　 1587276994 AHACBHBA

112 雌    はるなゆき      20908 310 HHHCHH HBHCBC 白鵬８５の３    ゆりえる２      百合茂          平茂勝          福桜（宮崎）    育資            　　　　　　　　 1371829979 CAACABCA

113 雌    えいでるわいす  20930 288             白鵬８５の３    さゆり７３      安福久          福之国          安平            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1501068902 CACHHACB

114 去    夢滴            20930 288             白鵬８５の３    さゆり７３      安福久          福之国          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1501068896         

115 去    白神            21006 282             白鵬８５の３    さゆり７３      安福久          福之国          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1501068926         

116 去 4 作              21020 268             白鵬８５の３    さき            幸紀雄          平茂勝          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1397993913         

117 去 2 花菱            21009 279             元花江          こなつ          百合白清２      安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1397993890         

118 雌 39 かつはなえ      21007 281 BHBBAH HAHCBA 元花江          かつただてる２  勝忠平          美津照          平茂勝          無・右乳頭癒着　 供卵牛・奥接　　 1585848919         

119 雌 10 しらはなえ      21014 274 CACBAH BCHCCH 元花江          しらゆりひめ    勝安波          百合茂          白清８５の３    無・乳房部白斑大 供卵牛　　　　　 1585848940         

120 去    登鵬２          21115 242 HHHCAH HBBCCB 白鵬８５の３    ひさよ７        勝忠平          茂勝            高森            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1626449044         

121 去 20 勝華子５５１    20926 292 HHHCAA HAHCBC 百合白清２      かつはなこ      勝忠平          福之国          安平            供卵牛　　　　　 奥接　　　　　　 1597204963         

122 去 2 綾５５３        20930 288             福之姫          あや１５０      百合白清２      安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1597204987         

123 去 1 白耕穂５５０    20923 295             白鵬８５の３    ゆうこ          耕富士          美穂国          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1597204956         

124 去 1 耕子５５７      21011 277             白鵬８５の３    たかこ３０      耕富士          秀菊安          美穂国          口接            　　　　　　　　 1621205027         

125 去 3 知恵久５６０    21020 268             知恵久          きたゆき１５５  百合白清２      茂重安福（岐阜） 北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1621205058         

※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 1 生姜５５９      21018 270             白鵬８５の３    しょうが１５０  美国桜          美穂国          忠富士          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1621205041         

127 去 1 理恵５６３      21021 267             白鵬８５の３    りえ            美穂国          秀菊安          忠富士          口接            　　　　　　　　 1621205089         

128 雌 6 ゆりこ５４５    20915 303 BHHCAA CCCACC 白鵬８５の３    ゆりこ          百合茂          安平            糸秀            育資            供卵牛　　　　　 1597204901 HHHCAHCB

129 雌 21 かえで５６４    21023 265 BABAAH BCACCB 百合福久        かえで          勝忠平          秀菊安          平茂勝          育資            供卵牛　　　　　 1621205096 HHABHACA

130 雌 7 よしゆり５５８  21017 271 ABHCCA BCBCCB 百合白清２      よしふく２      芳之国          福栄            平茂勝          育資            供卵牛　　　　　 1621205034 ACBCCBBC

131 去 4 関福鵬          21002 286 BHHCHH CHCAHH 白鵬８５の３    せきふくひさ    安福久          第２平茂勝      高森            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006596         

132 去 8 元美弥          20929 289 CACBAA CCCCCB 元花江          みや８５        白清８５の３    糸福（岐阜）    安栄            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1379245733         

133 去 2 久白鵬元花      21013 275             元花江          ひさはくほう３  白鵬８５の３    安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006725         

134 去 11 平久福          21023 265       BCBBCC 久福也          ひらあやこ      平茂勝          美津福          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006732         

135 去 1 勝元花          21102 255             元花江          かつゆり        百合白清２      平茂勝          安平            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1643006749         

136 雌 1 せきもとこゆき  21008 280             元花江          せきこゆき      隆福也          百合白清２      神茂勝          無・３本乳　　　 　　　　　　　　 1643006718 CBCBBBBA

137 雌 3 まこ            21020 268             福之姫          みき            白鵬８５の３    百合茂          安福久          育資            奥接　　　　　　 1643006701 ABCCCBAA

138 雌 4 はくはなひさこ  20929 289 BHHBHH CCCABB 白鵬８５の３    はなひさこ３    安福久          平茂勝          安平            育資            　　　　　　　　 1600604032 BABCAACB

139 雌 4 みさき          20928 290       HAACBB 福之姫          なつひろ        茂洋            第１花国        平茂勝          育資            　　　　　　　　 1643006688 HACCCBBC

140 雌 2 さゆり          21006 282             福之姫          たえこ          隆之国          安福久          金照            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1643006695 CCBCCBBB

141 雌 2 りんこ          20818 331 BHABHH ABHCBA 福増            うちあきこ      百合白清２      敏大和          平茂勝          育資            奥接　　　　　　 1643006176 AHABHHCC

142 去 11 白石            21014 274 HHHCHH HHHBHC 白鵬８５の３    ゆりしげ        百合茂          金幸            忠福            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006602         

143 去 4 福忠            21023 265             福之姫          ひまわり        勝忠平          安福久          平茂晴          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1643006619         

144 去 3 白王            21105 252             白鵬８５の３    さえ            美穂国          忠富士          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006626         

145 去 9 青空            21016 272 BAHBHA CCBHBC 白鵬８５の３    せきとりはな    北乃大福        第７東天        気高富士        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006671         

146 去 7 関鳥元花        21019 269 CBCABB CCCBCC 元花江          るか９１        勝安波          幸春            糸北鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006657         

147 去    三朝五郎１０５１ 20924 294             百合福久        あんみつ        白鵬８５の３    福安照          平茂勝          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1616984821         

148 去    三朝五郎１０６５ 21002 286             百合福久        あんみつ        白鵬８５の３    福安照          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1616984838         

149 去    三朝五郎１０６４ 21004 284 CHAAHH CCCHAC 白鵬８５の３    きくひさ        安福久          平茂勝          金鶴            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626410020         

150 去    白美国　　　　　 21006 282             白鵬８５の３    なつみさくら    美国桜          平茂晴          平茂勝          岡山県産　　　　 　　　　　　　　 1621537968         

※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 3 三朝五郎１０６８ 21014 274             白鵬８５の３    べっしょ２０５  隆之国          平茂晴          美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1600606104         

152 去 10 三朝五郎１０６９ 21014 274             百合白清２      ちひ３          華春福          百合茂          安平            供卵牛　　　　　 奥接　　　　　　 1600606111         

153 去    勝安茂久　　　　 21019 269             勝早桜５　　　　 ゆうみ　　　　　 安茂勝　　　　　 安福久　　　　　 金幸　　　　　　 岡山県産　　　　 　　　　　　　　 1587956209         

154 去    平茂勝１１１２　 20927 291             平茂勝　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1621548834         

155 去    美津照重１０７８ 20929 289             美津照重　　　　 　　　　　　　　 芳之国　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1585871948         

156 去    愛之国１０７６　 21016 272             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 耕富士　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1570131644         

157 去    福之姫１０８４　 21019 269             福之姫　　　　　 　　　　　　　　 美津照重　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1371296719         

158 去    愛之国１０８７　 21019 269             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 耕富士　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1573964140         

159 去    愛之国１０８６　 21021 267             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 耕富士　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1389136595         

160 雌    りょうこ１０４３ 20912 306             諒太郎          いづみ          福之国          安平            菊安（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1628322987 CACAABAC

161 雌    はくわか１０６３ 21004 284 BBHCBH CCCBCC 白鵬８５の３    わかめ          勝安波          智頭平茂        糸北鶴          育資            奥接　　　　　　 1628626146 CABCAHCB

162 雌    ななみ　　　　　 21007 281             美津照重　　　　 ななや　　　　　 勝忠平　　　　　 第１花国　　　　 安福１６５の９　 育資            岡山県産　　　　 1602492019         

163 雌    はなゆりひめ　　 21008 280             福之姫　　　　　 はなゆり６１０　 百合茂　　　　　 安平　　　　　　 隆桜　　　　　　 岡山県産　　　　 　　　　　　　　 1408700523         

164 雌    みつななか　　　 21008 280             美津照重　　　　 ななか　　　　　 直太郎　　　　　 北国茂　　　　　 利花　　　　　　 育資            岡山県産　　　　 1587956155         

165 雌    ふくのゆり　　　 21018 270             福之姫　　　　　 はなゆり６１０　 百合茂　　　　　 安平　　　　　　 隆桜　　　　　　 岡山県産　　　　 　　　　　　　　 1640051285         

166 雌 6 はくひさ１０７９ 21020 268 BHABHH CBCHAA 白鵬８５の３    べっしょ１７１  安福久          百合茂          金幸            育資            供卵牛・奥接　　 1600606135 CHBCABBC

167 雌 1 はつ１０８０    21027 261             秀幸福          はつ２          華春福          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1392179152 CBCHABCC

168 雌    こいはなこ      21009 279 CACBAA CCBCBB 元花江          ふくしら        福之国          白清８５の３    糸福（岐阜）    育資            　　　　　　　　 1626410037 CCCBCCAB

169 雌 6 まつみほう      21109 248 CHABHH CACHHC 白鵬８５の３    まつみ          安福久          糸北鶴          安福１６５の９  育資            　　　　　　　　 1613819218 BABBAHCB

170 雌    こいなつほう    21111 246             白鵬８５の３    なつな          安福久          平白鵬          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643008408 CABCAACC

171 雌 1 ひでもとはな    20913 305             秀菊安          もとはなゆり    百合白清２      安平照          第１花国        育資            　　　　　　　　 1600604001 CBBBAABB

172 雌 7 あんみつ８５の３ 21020 268 BHHCHH CBCBBH 白鵬８５の３    あんみつひめ２  安福久          勝忠平          美津福          育資            　　　　　　　　 1643006534 BBHCBACC

173 雌 9 ひだはくほう    21116 241 CHABHH CHCHHA 白鵬８５の３    ひだのしずく    安福久          紋次郎          飛騨白清        育資            　　　　　　　　 1643006541 BHBCHHCH

174 雌 25 なこ２          20924 294 AHHCHH BABBAA 白鵬８５の３    たかね          隆之国          百合茂          飛騨白清        育資            供卵牛・奥接　　 1600604025 BAHCAACB

175 雌 4 ゆり１３３      20910 308             白鵬８５の３    むらおか３９    安福久          百合茂          美津福          育資            供卵牛　　　　　 1600604964 ABACBABB

※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    むらおか１３７  21005 283             安福久          とみた４        白鵬８５の３    百合茂          美津福          育資            奥接　　　　　　 1620641741 AABCBBCB

177 雌    むらおか１３８  21009 279             安福久          なかはら７８    芳之国          北平安          茂重桜          育資            　　　　　　　　 1605241300 CCCCCCCA

178 雌    むらおか１４２  21019 269             安福久          なかはら７８    芳之国          北平安          茂重桜          育資            　　　　　　　　 1624874176 BBCABBCB

179 雌 5 しろふくひめ    21006 282 BHHBHH CACHHA 白鵬８５の３    ふくさかひめ    安福久          第２平茂勝      第１花国        育資            供卵牛　　　　　 1622180880 CHAAHHCB

180 雌 2 ももはく        21023 265             白鵬８５の３    ぴんく５５３７  安福久          北国７の８      平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643009252 BHACAHCB

181 去 2 亀鵬            21029 259             白鵬８５の３    はなや６７０    勝忠平          安福１６５の９  平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643009269         

182 去    亀忠            21112 245             美国桜          いわただ        忠富士          安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1643009276         

183 去    忠美津          21005 283 CBCCCA ACBCCC 美津照重        まさこ          忠富士          福之国          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1628227213         

184 去 1 元久丸          21022 266             元花江          はくひさまるこ  白鵬８５の３    安福久          勝忠平          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1643006589         

185 去 1 幸月夜          21105 252             秀幸福          せつこ７３１    美国桜          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006930         

186 去 2 勝久恵          21026 262             福之姫          かつひさえ      美国桜          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1600604889         

187 去 8 黒白鵬          21123 234 BHHCHH CHBAHA 白鵬８５の３    あばくろ        隆之国          茂勝            安平            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1643008514         

188 去 4 寿満久也        21008 280       BHHBHH 久福也          すますまはく    白鵬８５の３    安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1600604841         

189 雌 5 すまひさ        21011 277             白鵬８５の３    すまひさゆり    百合茂          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1600604858 HAHCAHCC

190 雌 8 きくせん        21013 275 AHHBHH AHBAHA 白鵬８５の３    きくひさ        安福久          勝忠平          安平            育資            供卵牛　　　　　 1600604865 BAHCAHCB

191 雌    ちづるこ        21018 270 HHHBHH AHCAAH 白鵬８５の３    ちずひさ        安福久          平茂勝          北国７の８      育資            　　　　　　　　 1600604872 ABACCHCC

192 雌    ちづる２        21111 246 HHHBHH AHCAAH 白鵬８５の３    ちずひさ        安福久          平茂勝          北国７の８      育資            　　　　　　　　 1643008507 BAACCHCC

193 雌 1 さきはなえ      21001 287             元花江          さきゆり５      百合白清２      安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1598122204 BAABAHCC

194 雌    はくひさゆき５  21013 275 AHHBHH AHBHHH 白鵬８５の３    ひさゆき        安福久          平茂勝          金幸            育資            　　　　　　　　 1598122211 HHHCHHCB

195 雌 6 ほのはなえ      20817 332             元花江          ほのか８５の３  白清８５の３    第１花国        平茂勝          育資            　　　　　　　　 1612353133 CACBAACC

196 雌 2 はなしらき５２２ 21010 278             百合白清２      ゆりはな５２２  花国安福        福安照          北平安          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1600605572 HHHBAABC

197 雌 3 ゆりさくら５    21016 272             百合福久        ゆきさくら      勝早桜５        平茂勝          安福１６５の９  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1600605589 AHBAHHCB

198 雌 25 たんじろう      21021 267             百合白清２      はなきよくに    飛騨白清        北国７の８      紋次郎          育資            供卵牛・中接　　 1600605602 CBBBAHBC

199 雌 4 きくはやひめ    21012 276             久福也          きくひめ        白鵬８５の３    第５隼福        北国７の３      育資            鼻刺毛　　　　　 1643006770 CAACABBB

200 雌 5 ねずこ          21014 274             白鵬８５の３    おちよ          美津百合        上福            福桜（宮崎）    供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1643006800 BHBBHHCC

※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 ゆまか          21002 286             白鵬８５の３    ぜんこう２４３  百合茂          安福久          平茂勝          乳房白　　　　　 　　　　　　　　 1642600122 AHHCHHCC

202 去 1 白安百          21013 275             白鵬８５の３    くるみ          安福久          百合茂          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1642600139         

203 去 2 元花百合        21010 278             元花江          ことゆり        百合福久        平茂勝          神高福          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1643006794         

204 去 4 美津重０４７    21011 277             白鵬８５の３    みほ５の７      美津照重        百合茂          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006831         

205 雌 4 みつほ０４６    21004 284             白鵬８５の３    みつこ          美津照重        百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006824 AHBCAHBB

206 雌 8 みやか          21016 272 AHHCHH BBCBBC 白鵬８５の３    なみ２の４      福栄            百合茂          第１花国        育資            奥接　　　　　　 1643006848 BAAAHABH

207 雌    しらひめ        20829 320             白鵬８５の３    ひさひめ        安福久          勝忠平          茂重波          育資            奥接　　　　　　 1619217711 CAABHHCB

208 雌    ゆりひめ        20927 291             白鵬８５の３    もりのゆり      高森            百合茂          白清８５の３    育資            　　　　　　　　 1628626139 BCHCBBCB

209 雌 1 はくほう１０の３ 21003 285             白鵬８５の３    ひいろ          安福久          勝忠平          平茂勝          乳座乳房白大　　 　　　　　　　　 1600605275 BHHBHHBC

210 去 3 美国勝久１０の９ 21009 279             美国桜          なつみ          勝忠平          安福久          金幸            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1600605282         

211 去 1 翔庵            21013 275             隆福也          しょうあん      安福久          勝忠平          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1600604261         

212 去 10 紅葉大平原      21025 263       ACHCCC 大平原          いとしげかつ    安茂勝          糸富士          福美            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1600604285         

213 去 1 南瓜丸          21030 258             元花江          みお２          福増            白鵬８５の３    安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1600604292         

214 雌 1 はつたね１      20926 292             白鵬８５の３    はつたね３９の５ 安福久          百合茂          福谷福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1600604247 CHBBHHCB

215 雌 1 はなさとひめ    21017 271             福之姫          はなさと        安福久          百合茂          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1600604254 BHCBBACC

216 雌 1 さとみ２        21018 270             白鵬８５の３    さとみ          安福久          百合茂          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1600604278 BAACHHCC

217 雌 1 さくら          21107 250             美国桜          つか５０２      百合白清２      安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1600604308 ABHBAACC

218 雌 2 はなえ          21028 260             元花江          ほのか          幸紀雄          隆之国          安福久          育資            　　　　　　　　 1600896284 CCCBCBBC

219 雌 2 ごぼり８５の３  21031 257             白鵬８５の３    こぼり１５２８  安福久          第１花国        安平            育資            奥接　　　　　　 1605088684 CHBCHHCB

220 雌 4 さつき          20913 305             白鵬８５の３    あきこ          華春福          勝忠平          糸福（鹿児島）  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1359331425 ABACCBBB

221 雌    はくみくひめ    21016 272             白鵬８５の３    やすてる６８４  美国桜          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 0870834989 CHBCHHBB

222 去    美国久白鵬      21015 273             白鵬８５の３    やすてる６８４  美国桜          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 0870834965         

223 去    白鵬美国久      21018 270             白鵬８５の３    やすてる６８４  美国桜          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 0870834996         

224 去 3 安元花鵬        21101 256             元花江          いいほ          白鵬８５の３    安福久          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006404         

225 去 10 白勝平          21019 269 AAHCAA BCBCCC 白鵬８５の３    ひめ            勝忠平          神高福          第２２平茂      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006336         

※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 去 10 秋福            21027 261 AAHCAH ACHCCC 白鵬８５の３    ひらくに１の１  平茂勝          北国７の８      安福（岐阜）    奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1643006435         

227 去    久灯４          20922 296             白鵬８５の３    ひさあかり      安福久          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1619323337         

228 去 2 春清            21008 280             百合白清２      はる            安福久          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006459         

229 雌 2 ありりん        20918 300             白鵬８５の３    ありさ          安福久          勝忠平          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1600603998 AHHCHHBC

230 雌 2 はくはくひめ    20930 288             福之姫          はくはく        白鵬８５の３    安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1643006442 AABCBACA

231 雌 2 ひめひさゆり    21021 267             福之姫          たかひさゆり    百合福久        隆之国          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006466 CBACBACC

232 雌 8 くらっこ        21028 260       ACBCCC 久福也          まさこ          忠富士          福之国          福桜（宮崎）    育資            供卵牛　　　　　 1643006473 CCCCCCAA

233 雌 5 みどりのこ１の３ 21019 269             元花江          みどりのこ１    美津照重        安福久          白清８５の３    育資            供卵牛　　　　　 1643006312 CHACHABB

234 去    百福４          20907 311 AHHCHH BHCAHA 白鵬８５の３    ひさはくほう    安福久          平茂勝          飛騨白清        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1600603806         

235 去 4 美白鵬          21026 262             白鵬８５の３    ふねさかえ３７  美穂国          忠富士          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006329         

236 去    福之鵬３        21022 266             福之姫          はなはくひさ    白鵬８５の３    華春福          安福久          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 0870835030         

237 去    紀多鉄扇        21115 242             紀多福          あけみ          美津照重        安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 0870835252         

238 去 1 元平０３０      21029 259             元花江          ゆりひら０１２  百合白清２      光平照          百合茂          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1643006350         

239 去 3 百合平０３６    21106 251             白鵬８５の３    さちこ          光平照          百合茂          安平            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1643006367         

240 去 1 福福            21101 256             隆福也          ふくゆり        百合白清２      安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006510         

241 雌 1 ふゆみつてる    21101 256             美津照重        ふゆなつ        白鵬８５の３    勝忠平          安平            育資            　　　　　　　　 1643006527 BHCBAACH

242 雌 10 かつまさふく    21101 256 BHCBAA BBCCCB 福増            かつまさ        勝忠平          安平照          糸福（大分）    育資            　　　　　　　　 1643006503 CCCBBBCB

243 雌    はくさくら      21014 274 AHHCAH BCBCCC 白鵬８５の３    ふくかねさくら２ 福桜（宮崎）    金幸            平茂勝          育資            　　　　　　　　 1366169127 ABHCBHBC

244 雌    すざんぬ        21010 278 CHCAHA BHBBHA 安福久          はなぞの１０５  美国桜          平茂勝          茂重波          育資            　　　　　　　　 1633117554 CBCBBBCA

245 雌 12 まお５５４      21001 287 BHHCHH CABAAH 白鵬８５の３    まお            隆之国          安福久          勝忠平          育資            供卵牛　　　　　 1597204994 CHACHHHH

246 雌 1 あけみ５５５    21004 284             白鵬８５の３    あけみ２        美穂国          福之国          忠富士          乳座乳房白　　　 　　　　　　　　 1597205007 AHHCHHCC

247 雌 2 たかこ５４８    20919 299             百合白清２      たかこ２０１    隆之国          安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1597204932 BBHCBACC

248 雌 2 はなゆり５５６  21007 281             白鵬８５の３    はなゆり        華春福          百合茂          金幸            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1621205010 BACCBBBC

249 雌 11 ゆりてる５５２  20929 289             白鵬８５の３    ゆりてる１４８  百合茂          美津照重        勝忠平          育資            供卵牛　　　　　 1597204970 AHAAHHCC

250 雌 7 まおほう５６２  21020 268             白鵬８５の３    ももこ２１１    百合茂          隆之国          安福久          育資            供卵牛・奥接　　 1621205072 AHHCAACC

※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    福百合久        21005 283             安福久          ゆりふく        百合白清２      福之国          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1428320251         

252 去 4 美白鵬          21006 282             白鵬８５の３    みくにみや      美国桜          安平            平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1428320268         

253 去    隆白鵬          21030 258 BAHCAH CCCCCB 白鵬８５の３    らいふくのたか  隆之国          白清８５の３    福栄            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1428320336         

254 去 3 福花清          21212 215             元花江          ゆりふく        百合白清２      福之国          福桜（宮崎）    供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1428320510         

255 雌    はるよの１１の２ 21014 274 AAABBA CBCBCC 百合白清２      はるよの１１の１ 安福久          平茂勝          神高福          育資            　　　　　　　　 1428320299 CCCBCBCC

256 雌    らいふくのほう  21018 270 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            　　　　　　　　 1428320305 BBACBHCA

257 雌 9 はくほうてるみ  21024 264 CAHCHH CCCBBB 白鵬８５の３    やすひらてるみ  安平照          平茂勝          北国７の８      育資            　　　　　　　　 1635908433 CAHCHACA

258 雌    ひさみ          21104 253 BABAAA HBHCBA 安福久          ひらみ          平茂勝          第１花国        紋次郎          育資            　　　　　　　　 1635908464 BBBABACB

259 去    百合福栄        21005 283 ABHBBB CCCACC 百合白清２      もんごる        福栄            平茂勝          安福（岐阜）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1635908365         

260 去 9 白重鵬          21009 279 AAHCAH BCBCCB 白鵬８５の３    しげひらし      茂勝栄          美津福          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1635908372         

261 去 1 花春鵬          21015 273             元花江          つぎこほう      白鵬８５の３    華春福          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1635908396         

262 去    百合勝清        21026 262 BBHCBB CCBCCC 百合白清２      ただひろ        勝忠平          安福１６５の９  第７糸桜        右目弱視　　　　 　　　　　　　　 1635908440         

263 去 6 八頭太郎        21025 263 AHHCHH BAABBC 白鵬８５の３    ゆりはる        百合茂          安福久          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1421432418         

264 雌 3 ゆりいち        21021 267             百合白清２      きさいち        隆之国          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1421432401 AHACAHCC

265 雌 1 きよふく        21018 270             百合白清２      やすふく        諒太郎          安福久          安糸福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1347963003 ABCBBBCC

266 雌 2 みくにゆり      21018 270             百合白清２      みくにほう      美国桜          白鵬８５の３    安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1372463011 HHABAHCC

267 雌 1 みつふくなり    21028 260             久福也          みつほうしょう  美津照重        白鵬８５の３    安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1372463035 CBCABAAA

268 雌 4 ほなみ          21104 253 BHABHH CHCHHA 白鵬８５の３    りな            安福久          勝平正          上茂福          育資            　　　　　　　　 1372463059 CHCCAHCC

269 去 1 花白鵬          20721 359             白鵬８５の３    そうた          第１花国        安福久          百合茂          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1618062831         

270 去 5 若花鵬          20811 338 HHHCAH HBBCCC 白鵬８５の３    わかあずみ２    第１花国        白清８５の３    光平福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1618062862         

271 去 3 久白鵬          21002 286             白鵬８５の３    ひさかな１      安福久          北国７の８      平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1347962976         

272 去 1 福百合久        21014 274             百合白清２      やろくきよ      安福久          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1347962990         

273 去 2 白福久          21106 251             白鵬８５の３    のりひさ２      安福久          百合茂          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1372463066         

274 去 3 久百合          21018 270             百合白清２      ひさひかり      安福久          勝忠平          安平            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1533200837         

275 雌 7 あさゆり        20924 294       HABCBC 百合鵬２        あさかね４      百合茂          茂重安福（岐阜） 菊平（鹿児島）  育資            　　　　　　　　 1533200806 CBCAAACC

※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 はるこ          21005 283             白鵬８５の３    はるりこ        秀菊安          忠富士          福桜（宮崎）    除角済          　　　　　　　　 1533200820 BBHCBAHB

277 雌 2 ゆりみくほう    21010 278             白鵬８５の３    ゆりみくに      美国桜          百合茂          福之国          育資            　　　　　　　　 0866879338 ABHCBACB

278 雌 2 あられ８５の３  21019 269             白鵬８５の３    みくにあられ    美国桜          安福久          白清８５の３    育資            奥接　　　　　　 0866879390 CABCAHCA

279 雌 7 はくなみ        21014 274 BAHCAH CCBCCC 白鵬８５の３    かえで          勝安波          糸北鶴          高茂            育資            　　　　　　　　 1603573168 CCACCBBB

280 雌    はくもん        21001 287             白鵬８５の３    れもん          華春福          百合茂          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1627809649         

281 雌    はくはる        21003 285             白鵬８５の３    れもん          華春福          百合茂          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1627809694         

282 雌    もんほう        21010 278             白鵬８５の３    もんちゃん      百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1627809793         

283 雌    すこほう        21026 262 CHACAH CCCACB 白鵬８５の３    すこみつ５７    安福久          平茂勝          美津福          育資            　　　　　　　　 1627810089         

284 雌 8 はくにしまつ    20925 293 AHHCAH CBBCCC 白鵬８５の３    きたひらにしまつ 北平安          高森            糸北鶴          育資            　　　　　　　　 1551454274 BBACAAAA

285 雌 1 まつほう３      21002 286             白鵬８５の３    まつふじ２      愛日向          忠富士          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626233346 CBACBCCH

286 去 1 花忠鵬          21010 278             元花江          きよただほう    白鵬８５の３    百合白清２      勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626233384         

287 去    華白鵬          21020 268 BHHCHH CBBBAB 白鵬８５の３    こなつ          華春福          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626233414         

288 去 5 白福照          21103 254             白鵬８５の３    ふくただてる    福安照          勝忠平          美津照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626233445         

289 去 1 花白鵬          20828 321             白鵬８５の３    ここあ          花清久          福栄            平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1434920476         

290 雌 4 あきこ　　　　　 21014 274 BHABHH CACAAB 白鵬８５の３    ゆきこ２        安福久          福桜（宮崎）    安平            無・右乳頭癒着　 　　　　　　　　 1564860611 AHHCHHCB

291 雌    はくひさがき    21009 279             白鵬８５の３    ひさがき        安福久          福之国          福桜（宮崎）    育資            　　　　　　　　 1637006014 AHHCHHCB

292 去 4 福白鵬          21007 281             白鵬８５の３    ふくえ５の２    耕富士          秀菊安          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1627054445         

293 去    百合勝忠        21129 228 AAHCBH CBCCCB 百合白清２      みつこ          勝忠平          美津福          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1617600065         

294 雌 1 みなつ２        21211 216             白鵬８５の３    みなつ          百合福久        平茂勝          飛騨白清        育資            　　　　　　　　 1595461368 CAHCHACB

295 雌 2 はなのえ        21024 264             元花江          はなの１１      愛日向          耕富士          美穂国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1402920033 AAHCACBB

296 去 1 愛之花          21018 270             元花江          あいこ          隆之国          美穂国          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1402920026         

297 去 1 白福国          21027 261             白鵬８５の３    やすひめ３      安福久          美穂国          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626444476         

298 去    美福久          21102 255 CABAAA CBCABA 美国桜          第２ふくひさ    安福久          平茂勝          安福（岐阜）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626444490         

299 雌 1 やよい３        21013 275             白鵬８５の３    やよい２        安福久          平茂勝          安平            育資            　　　　　　　　 1626444469 HHHCAHCB

300 雌 1 もときよ        21020 268             元花江          あかきよ        百合白清２      安福久          金幸            育資            　　　　　　　　 1405900117 BBBCBBCC

※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 雌 1 ゆりまさ        21023 265             百合白清２      まさはる５      耕富士          秀菊安          正夏藤          乳座白　　　　　 　　　　　　　　 1405900124 BCABBBAC

302 雌 2 はくはなや２４  21118 239             白鵬８５の３    ふくはなや２３  諒太郎          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626233483 HAHCBHCC

※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。


