
鳥取県中央家畜市場セリ名簿
令和３年９月２日開催

1 雌    はなふく１      21225 251 BHHBHH CHCHHH 白鵬８５の３    はなふく        安福久          第１花国        安福１６５の９  育資            　　　　　　　　 1643007098 BHBCHHCB

2 去 2 花桜            21202 274             美国桜          はなゆり        百合白清２      安福久          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007081         

3 去 4 白鶴芳          21215 261             白鵬８５の３    つるよしかね    芳之国          金幸            第２０平茂      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007036         

4 去    白安勝          21215 261             白鵬８５の３    つつじ          安福久          勝平正          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1469488743         

5 去 1 若百合１８９    21217 259             若百合          えいぶる１８９  安福久          百合茂          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1469488750         

6 去    元花０３９      30101 244             福之姫          もとはな３      百合白清２      安福久          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006992         

7 去    元花０３５      21129 277             福之姫          もとはな３      百合白清２      安福久          第１花国        奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1643006381         

8 雌 5 きく２７        21207 269             白鵬８５の３    きくちえ１      菊知恵          勝忠平          北国７の８      育資            　　　　　　　　 1643006985 CAACAABA

9 雌 5 くりすます      21225 251             白鵬８５の３    やすてる６８４  美国桜          安福久          勝忠平          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1259311299 AHHCAHCC

10 去 5 白鵬久忠富士    21218 258             白鵬８５の３    れっくす        安福久          忠富士          福之国          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1600604131         

11 去 5 百合華          21225 251       AAACBC 百合鵬２        なつみ          華春福          百合茂          金徳            中接　　　　　　 　　　　　　　　 1600896307         

12 去 10 初昌            21223 253             百合白清２      ふくはつ５５１  百合茂          安平照          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007074         

13 雌 7 ふくはるか      21110 296             百合白清２      ふくはな        茂花国          安平            隆桜            育資            　　　　　　　　 1643006497 ABBABBCC

14 雌    ふくのほう４    21130 276             福之姫          はなはくひさ    白鵬８５の３    華春福          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 0870835313 HHACBACC

15 雌 5 ちえはくひさ    21216 260             知恵久          はなはくひさ    白鵬８５の３    華春福          安福久          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 0870835351 CCCCCCCA

16 雌    みどりのこ１の４ 21204 272             白鵬８５の３    みどりのこ１    美津照重        安福久          白清８５の３    育資            　　　　　　　　 1643006954 CHBCHHBA

17 去    福鵬            21202 274             福之姫          みどりのこ１    美津照重        安福久          白清８５の３    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006947         

18 去 4 智頭福          21220 256             智頭白鵬        ふくきた３      安福久          北国７の８      平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006961         

19 去 14 元花百合１      21127 279 CACAAA BCABBC 元花江          はなゆり        百合茂          花清国          平茂勝          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1613819607         

20 去 8 安由理奈２      21122 284 AHHCAH ACBCCC 白鵬８５の３    ゆりな          百合茂          平茂勝          飛騨白清        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006411         

21 去 2 安美花江        21125 281             元花江          ほほえみはぴねす 白鵬８５の３    美穂国          忠富士          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1643006428         

22 去    元花鵬２        21204 272 BHHBHH CHCHHH 白鵬８５の３    はなふく        安福久          第１花国        安福１６５の９  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007050         

23 去 3 倉太郎          21113 293             鵬勝１          ふく            隆之国          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006480         

24 雌 2 ひめひさゆり    21021 316             福之姫          たかひさゆり    百合福久        隆之国          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006466 CBACBACC

25 去 5 白安久５７４    21203 273             白鵬８５の３    やすあゆ４８    安福久          平茂勝          安平            供卵牛　　　　　 口接            1621205195         

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

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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26 去 4 白久勝５８２    21216 260             白鵬８５の３    ひさただ４４    安福久          勝忠平          福之国          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1621205270         

27 去 1 朝霧５６６      21107 299             白鵬８５の３    あさぎり        美国桜          美穂国          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1621205119         

28 去 13 元秀５６９      21115 291 ABHAAB CCCHBC 百合白清２      もとひで        菊福秀          平茂勝          北国７の８      供卵牛　　　　　 奥接　　　　　　 1621205140         

29 去 3 真央美５７０    21116 290             百合福久        まおみ１５２    茂久桜          北勝福１        神宝正          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1621205157         

30 去 5 昌子５６７      21113 293 ABHBBA BCCACC 百合白清２      しょうこ        徳悠翔          茂波（事業団）  隆桜            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1621205126         

31 去 1 白耕秀５７８    21209 267             白鵬８５の３    なり            耕富士          秀菊安          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1621205232         

32 雌 6 ゆりらい５７２  21123 283             百合白清２      しげよしふく    来待招福        茂重安福（岐阜） 平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1621205171 HHCCAAHC

33 雌 5 あすか          21202 274 BHHCHH CHCBHA 白鵬８５の３    なつこ６１      安茂晴          飛騨白清        糸福（岐阜）    育資            　　　　　　　　 1643007302 BAHCAHCC

34 雌 11 せきゆきこ３    21113 293 BAHCBB CCCBCC 白鵬８５の３    せきゆきこ      神茂勝          糸北土井        茂藤田          育資            乳座白　　　　　 1643006756 HBHCBBCB

35 雌 14 ふくひらちず    21123 283       CBBBBC 智頭白鵬        ふくひらざくら  平茂勝          茂重桜          賢深            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006763 BAHBHBBA

36 去 1 関元花福        21222 254             元花江          すみふく３      白鵬８５の３    糸福（鹿児島）  金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007340         

37 去 1 関美津百合      21227 249             百合福久        せきみつふく    隆福也          隆之国          美津照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649409353         

38 去 8 安平福          21217 259 CBAHAB CCHBCC 百合福久        せきあき１      安平７乃８      平茂勝          忠福            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007258         

39 去 10 百合勝          21213 263 AABHAA ACCACC 百合福久        せきもりた３    茂勝栄          高森            糸北鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007241         

40 去 10 安晴            21107 299 BHHCAH CCCBCC 白鵬８５の３    せきやすはる    安福久          平茂晴          平茂勝          供卵牛　　　　　 腰刺毛　　　　　 1643006633         

41 去    伊之助          21130 276             福増            こはる          喜亀忠          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1619335354         

42 去 4 白百合安        21202 274             白鵬８５の３    ももかつひさ    百合茂          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007159         

43 去 1 三朝五郎１０８５ 21025 312             白鵬８５の３    きりさめ        美国桜          百合茂          茂重波          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1611550632         

44 去 8 三朝五郎１０８２ 21031 306 CHHCHH CCCABB 白鵬８５の３    さゆりひめ      安平照          百合茂          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643009054         

45 去    福之百合　　　　 21103 303             福之姫　　　　　 はなゆり６１０　 百合茂　　　　　 安平　　　　　　 隆桜　　　　　　 岡山県産　　　　 　　　　　　　　 1640039504         

46 去    三朝五郎１０９４ 21114 292 BHABHH CBCHAA 白鵬８５の３    べっしょ１７１  安福久          百合茂          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1367531411         

47 去 1 三朝五郎１０９２ 21117 289             若百合          かつこ１０４    華春福          安福久          第２平茂勝      中接　　　　　　 　　　　　　　　 1392179169         

48 去 5 三朝五郎１０９３ 21121 285 BHHCHH CBBCBH 白鵬８５の３    かつきん        勝安波          安福久          美津照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643009085         

49 去    美津勝忠　　　　 21120 286             美津照重　　　　 ななや　　　　　 勝忠平　　　　　 第１花国　　　　 安福１６５の９　 岡山県産　　　　 　　　　　　　　 1602492071         

50 去    福之茂　　　　　 21121 285             福之姫　　　　　 ひろひさ　　　　 茂洋　　　　　　 安福久　　　　　 勝忠平　　　　　 岡山県産　　　　 　　　　　　　　 1585871955         
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51 去    三朝五郎１１０７ 21123 283             諒太郎          いづみ          福之国          安平            菊安（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1613084685         

52 去    三朝五郎１１０６ 21125 281       BABBAB 福之姫          しげはくほう    安福久          茂重安福（岐阜） 第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626410105         

53 去 2 三朝五郎１１１３ 21203 273             百合白清２      はくはな４６３  白鵬８５の３    第１花国        安福久          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1643009115         

54 去    福勝紋　　　　　 21206 270             福之姫　　　　　 しんよしはな５８ 勝忠平　　　　　 紋次郎　　　　　 糸藤（岡山）　　 奥接　　　　　　 岡山県産　　　　 1624838086         

55 去    福安福　　　　　 21208 268       CACHHA 福之姫          ふく            安福久          安平            隆桜            岡山県産　　　　 　　　　　　　　 1365577947         

56 去 1 三朝五郎１１３１ 21210 266             秀幸福          ゆめみ３６の４  華春福          安福久          平茂勝          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1392179183         

57 去    花安平福　　　　 21210 266             花国安福　　　　 せつあき６３８１ 安福久　　　　　 平茂勝　　　　　 福栄　　　　　　 岡山県産　　　　 　　　　　　　　 1585871986         

58 去    隆平安　　　　　 21217 259             隆之国　　　　　 ひばり　　　　　 平茂勝　　　　　 安平　　　　　　 糸晴（佐賀）　　 岡山県産　　　　 　　　　　　　　 1587956339         

59 去    福百合安福　　　 21218 258             福之姫　　　　　 しんさつま２　　 百合茂　　　　　 安福１６５の９　 平茂勝　　　　　 岡山県産　　　　 　　　　　　　　 1634123219         

60 去    三朝五郎１１２６ 21223 253             元花江          おはぎ          百合白清２      安茂勝          福谷福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1611550670         

61 去    三朝五郎１１４４ 30105 240 BHABHH CBCHBC 白鵬８５の３    あきとみ１３１  安福久          平茂勝          神高福          奥接　　　　　　 乳座白　　　　　 1469498919         

62 去    三朝五郎１０９６ 21105 301             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 耕富士　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1617811294         

63 去    三朝五郎１１０４ 21107 299             平茂勝　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1633811025         

64 去    三朝五郎１１０５ 21107 299             平茂勝　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1633811032         

65 去    三朝五郎１１０１ 21112 294             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1573964171         

66 去    三朝五郎１０９９ 21117 289             　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 　　　　　　　　 1628432778         

67 去    三朝五郎１１１１ 21119 287             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1603581439         

68 去    三朝五郎１１４１ 21209 267             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1585871979         

69 雌    まるあきひめ　　 21024 313             秋忠平　　　　　 きくただひめ１４ 勝忠平　　　　　 菊福秀　　　　　 忠富士　　　　　 岡山県産　　　　 　　　　　　　　 1627031675         

70 雌 17 ゆりはな１０８３ 21101 305 BBHCBA CCCCCB 百合白清２      やすはな        安福（岐阜）    第１花国        安金            育資            供卵牛　　　　　 1643009061 BAHBAHAC

71 雌    みつななや　　　 21112 294             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　　　　 1602492064         

72 雌 2 もとまり１０９８ 21116 290             元花江          こでまり        百合白清２      国牽白清        安福（岐阜）    育資            　　　　　　　　 1611550656 BCCABCBB

73 雌    はくひさ１０９７ 21118 288 BHABHH CBCHAA 白鵬８５の３    べっしょ１７１  安福久          百合茂          金幸            育資            口接            1610798370 CHBCHHCB

74 雌    はくとみ１１００ 21119 287 BHABHH CBCHBC 白鵬８５の３    あきとみ１３１  安福久          平茂勝          神高福          育資            　　　　　　　　 1626678123 HAHCBABC

75 雌 3 ゆりたか１１０８ 21125 281             百合白清２      たかはな２９４  隆之国          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1643009092 AACCBHBC

※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    いちこひめ　　　 21129 277             福之姫　　　　　 いちこ７の２　　 勝早桜５　　　　 安福久　　　　　 金幸　　　　　　 島根県産　　　　 　　　　　　　　 1383270523         

77 雌 4 ゆりゆり１１０９ 21130 276 HAHCAH ABHCBA 百合白清２      べっしょ２１１  百合白清２      安平照          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1643009108 BABBAABC

78 雌 2 はくひさ１１３２ 21213 263             白鵬８５の３    きたがわ３０４  安福久          勝忠平          平茂勝          無・乳房～腹白斑 奥接　　　　　　 1392179190 HHHCBHCC

79 雌 4 もとひら１１２９ 21214 262 CHCBAA CBBCBB 元花江          べっしょ１９２  安平照          勝忠平          平茂勝          無・右乳頭癒着　 奥接　　　　　　 1643009139 CBCCBBCB

80 雌    ゆりはる１１２２ 21219 257             百合白清２      はるひさ        安福久          平茂晴          美津福          育資            　　　　　　　　 1615222856 BBBBAHAC

81 雌 5 ゆりかな１１３０ 21219 257 HAHCBA HBHCCC 百合白清２      かな２          勝忠平          第１花国        平茂勝          育資            　　　　　　　　 1643009146 BBBCCBAC

82 雌    こいなつゆり２  21215 261             百合白清２      なつな          安福久          平白鵬          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643008415 CBBAAHCC

83 雌 9 しらゆり        30102 243 AAHCAA BCBBCC 白鵬８５の３    ゆりさわひめ    百合茂          北国７の８      紋次郎          育資            　　　　　　　　 1643007111 HHHHHHCA

84 雌 3 りょくほう      21230 246             白鵬８５の３    りょく１２４７  美津照重        平茂勝          菊谷            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643009290 CAACABBB

85 去 2 照重白鵬        21204 272             白鵬８５の３    とみてるしげ    美津照重        安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643009283         

86 去 14 白鵬小雪２      21128 278 AHHCHH CHBBHH 白鵬８５の３    ひさこゆき      安福久          安平照          平茂勝          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1643006565         

87 雌 3 きくみつなり    21117 289             久福也          きくみつてる    光平照          美国桜          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006558 CABCAHCA

88 雌    さおり２３５    21117 289             白鵬８５の３    あきゆり        安福久          百合茂          平茂勝          育資            中接　　　　　　 1612284581 BBACBACC

89 雌 1 ちえの          21031 306             知恵久          ふみの          百合福久        菊知恵          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622180910 CBCCBHAC

90 雌 3 にくろっく      21203 273             白鵬８５の３    ふくひめいわ    福増            平茂晴          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1628381014 BHABHHCB

91 去 5 寿白鵬          21115 291             白鵬８５の３    ことぶき５１    勝安波          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622180934         

92 去 1 福久北平        21117 289             久福也          えりちゃん      百合福久        北平安          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622180958         

93 去 5 白平桜          21118 288             白鵬８５の３    かつみ３        光平照          福桜（宮崎）    平茂勝          口接            　　　　　　　　 1622180965         

94 去    白勝花国        21125 281 BHHCHH CBABHH 白鵬８５の３    もとはなこ      勝安波          第１花国        安福１６５の９  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622180989         

95 去 1 百合花江        21117 289             元花江          ほのゆり        百合茂          白清８５の３    第１花国        奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1587953239         

96 去    帆乃百合        21126 280             百合茂          ほのか８５の３  白清８５の３    第１花国        平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1587953253         

97 去 1 美富士          21216 260             美国桜          はるなの１      耕富士          安福久          安美勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1628227268         

98 去 9 北乃鵬丸        21210 266 BHHCHH CBBCBC 白鵬８５の３    はれだいふく    北乃大福        平茂晴          糸新鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007227         

99 去 12 平花国          21114 292 BBHCBB HAHABC 平白鵬          さちはな        第１花国        平茂勝          安福（岐阜）    供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1636801634         

100 去    安華春          21007 330             安福久          はなこ          華春福          百合茂          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1508201548         

※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 29 智頭姫          21124 282       BCACCC 智頭白鵬        ひめゆり        百合茂          北国７の８      紋次郎          供卵牛　　　　　 奥接　　　　　　 1634222318         

102 去 8 智頭姫久        21212 264             智頭白鵬        ひめひさこ３    安福久          百合茂          北国７の８      供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1634222325         

103 雌    はくひさゆき５  21013 324 AHHBHH AHBHHH 白鵬８５の３    ひさゆき        安福久          平茂勝          金幸            育資            　　　　　　　　 1598122211 HHHCHHCB

104 雌    はくほうひめ３  21115 291             白鵬８５の３    ひめひさこ３    安福久          百合茂          北国７の８      育資            奥接　　　　　　 1634222288 HHACBHCC

105 雌 3 さきふぶき３    21117 289             咲百合２        ふぶき          安福久          白清８５の３    第１花国        育資            供卵牛　　　　　 1634222301 CABBAACC

106 雌 3 どばし          21109 297             白鵬８５の３    みく            美国桜          勝忠平          美津福          育資            　　　　　　　　 1600605626 AAACBACB

107 雌 5 みつり          21124 282 AHHCAH CBBCCC 白鵬８５の３    みつかつ        光平照          平茂勝          北国７の８      育資            奥接　　　　　　 1600605640 HHHCAABC

108 雌 3 もね            21128 278             元花江          きたざくら      勝早桜５        北平安          勝忠平          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1600605657 CBCBBCHC

109 雌 3 みかこ          21201 275             白鵬８５の３    みくゆり        美国桜          百合茂          安福久          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1600605664 AAHCBABB

110 雌 2 びあんか        21207 269             白鵬８５の３    おまめ          百合久          平茂晴          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1600605671 AHHCHHBC

111 雌    こはく          21211 265 BHHCHH CCCCBA 白鵬８５の３    しらゆき        白清８５の３    糸福（岐阜）    竜雲            育資            　　　　　　　　 1615222849 CCCCCBBA

112 雌 3 かみしげふく    21201 275             白鵬８５の３    かみしげひめ    安福久          安茂勝          神高福          育資            　　　　　　　　 1643007197 CAHHHBCA

113 去 6 勝久百合        21208 268 HHHBHH HHHAHH 白鵬８５の３    かつひさゆり    百合茂          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643008552         

114 去 1 彩月秀２        21228 248             白鵬８５の３    さつきひで２    秀菊安          安福久          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643008583         

115 去    千鶴２          21027 310 HHHBHH AHCAAH 白鵬８５の３    ちずひさ        安福久          平茂勝          北国７の８      奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1600604896         

116 去 2 彩月百合        21204 272             白鵬８５の３    さつきれもんゆり 百合茂          安福久          第１花国        中接　　　　　　 　　　　　　　　 1643008538         

117 雌 12 すますますた    21124 282 HHHBHH AHAAHH 白鵬８５の３    ほりすたあ      百合茂          安福久          平茂勝          育資            供卵牛　　　　　 1643008521 HHABHHBB

118 雌 2 さつきひで      21205 271             白鵬８５の３    さつきひで１    秀菊安          安福久          第１花国        育資            　　　　　　　　 1643008545 BBACCBCC

119 雌 13 こはくづき      21102 304 BHHBHH CHCHHA 白鵬８５の３    ひさこ          安福久          平茂勝          安福１６５の９  育資            供卵牛　　　　　 1600604902 HHHBHHCB

120 雌    はなみち        21225 251             白鵬８５の３    なつはなみち    安福久          第１花国        平茂勝          育資            　　　　　　　　 1634169071 AHACAHCC

121 雌 1 ゆりほうのはな  21208 268             白鵬８５の３    ふくちはな      元花江          百合茂          第５隼福        育資            　　　　　　　　 1643008569 AHHBHACC

122 雌    もものひさ      21220 256 AHHCHH BHCAHH 白鵬８５の３    ももひさ        安福久          勝忠平          福栄            育資            　　　　　　　　 1643008576 BBBCCACB

123 雌    ひるはち        21207 269 AHHCHH CACBBA 白鵬８５の３    さちはるひさ    安福久          平茂晴          金幸            育資            中接　　　　　　 1364078131 CAACAHBA

124 雌 2 まりも          21219 257             白鵬８５の３    まりん          隆福也          勝忠平          福栄            育資            　　　　　　　　 1643008989 CBACAHHH

125 去 3 美津優          21125 281             美津照重        ゆう            隆之国          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643008958         

※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 8 亜里鵬          21125 281 BHHCAH CCCCCC 白鵬８５の３    ありほ１の１    菊花国          美津照          糸松波          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643008965         

127 去    富士丸          21204 272             耕富士          ゆかり１        安福久          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643008972         

128 去 8 白金茂幸        21206 270 AHHBHH BCBHBC 白鵬８５の３    かねゆり        百合茂          金幸            平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649409476         

129 去    清和福          21204 272 AAABBA CCCCCC 百合白清２      ふくこ          福栄            安平            隆桜            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1366356619         

130 去    清和百合        21212 264 BBHCBB CCACCC 百合白清２      さちなみ        勝安波          福安鶴          糸北鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1366356626         

131 雌 8 はなめり        21212 264 BAHCAH CCACCB 白鵬８５の３    はなあいか      白清８５の３    百合茂          北国７の８      育資            供卵牛　　　　　 1364957429 BHCBAACB

132 雌 11 しげゆり        21222 254 BBHCBB CCCCCC 白鵬８５の３    せきふく        茂重安福（岐阜） 東気高          但馬            育資            　　　　　　　　 1649409520 CAACBHCC

133 雌 1 みるく          21223 253             光平照          ゆきざくら      百合福久        白鵬８５の３    勝安波          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649409384 CHBCAHBC

134 雌 4 こいなり        21218 258             久福也          こいひろ        白鵬８５の３    百合茂          安糸福          育資            　　　　　　　　 1600603448 AHBBHHCB

135 雌 4 こいもり        21222 254             白鵬８５の３    なりこ２        安福久          金幸            平茂勝          白舌　　　　　　 　　　　　　　　 1600603455 CACAHHBB

136 雌 1 なつこ          21214 262             白鵬８５の３    なつゆり        百合茂          安福久          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1649409421 HHACAHCC

137 雌 1 はな            21119 287             白鵬８５の３    やすはな７０    安福久          勝忠平          福之国          育資            中接　　　　　　 1643006787 CABAAHBC

138 雌 11 ななえ          21124 282             百合福久        はなえ          忠富士          上福            隆桜            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006817 HBCHBBCA

139 去 7 栄鵬            21207 269             白鵬８５の３    おとふけ０４７６ 幸福栄          第６栄          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649409483         

140 去 6 内福姫２        21219 257       CBBABA 福之姫          みくかつ        安茂勝          日向国          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649409469         

141 去    内紅葉          21125 281 BHHBHH CHCHHA 白鵬８５の３    ほくひさつる    安福久          勝忠平          安福１６５の９  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006923         

142 去 3 白鵬１１の１３  21113 293             白鵬８５の３    あきゆり        安福久          百合茂          平茂勝          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1600605305         

143 去 3 白鵬１１の１５  21115 291             白鵬８５の３    はる            安福久          平茂勝          福之国          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1643008866         

144 去 1 白鵬１１の２４  21124 282             白鵬８５の３    すずおみ        安福久          勝忠平          美津福          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1643008880         

145 雌 1 はくほ１１の２９ 21129 277             白鵬８５の３    のばら          百合茂          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643008897 BHBBHHCB

146 雌 1 ながつき        21122 284             白鵬８５の３    だいふく        美国桜          安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1642600146 HHHBHACC

147 雌 9 ななゆりほう    21105 301 AHHBHH BCHABC 白鵬８５の３    ななゆり        百合茂          平茂勝          安平            育資            　　　　　　　　 1643006886 HBHCCHBC

148 雌 9 きよひらしげのこ 21106 300 BHHCAH CCBCCH 白鵬８５の３    きよひらしげ    白清８５の３    平茂勝          安福（岐阜）    育資            　　　　　　　　 1643006893 CAABAABA

149 去 3 久白鵬          21128 278 CHHBHH CBCHAH 白鵬８５の３    ひさきよ        安福久          白清８５の３    平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643006909         

150 去 4 白規の１        21214 262             白鵬８５の３    せつの３        百合白清２      安茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410014         

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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151 雌 8 ほなみ          21107 299 AAHCBA BCCCCC 白鵬８５の３    ゆきな２        美津福          平茂勝          神高福          育資            　　　　　　　　 1643006862 ABACCBBC

152 雌 14 すずこ０４８    21026 311 AHHCAH BBBCCC 白鵬８５の３    すずの１        福安照          第１花国        茂勝            育資            供卵牛　　　　　 1643006855 CBAAHBBA

153 雌    あじひさゆり　　 21207 269             安福久　　　　　 あじさい　　　　 隆之国　　　　　 勝忠平　　　　　 福栄　　　　　　 育資            奥縁接・福岡県産 1349943638         

154 雌    あいら　　　　　 21227 249             安福久　　　　　 第２かつじろう　 第１花国　　　　 平茂勝　　　　　 紋次郎　　　　　 奥縁接　　　　　 福岡県産　　　　 1622721373         

155 雌 1 みほ５６１      21020 317             白鵬８５の３    みほ３６０      安福久          百合茂          菊福秀          口接            　　　　　　　　 1621205065 BABCBBBB

156 雌    のぞみ５７９    21213 263             白鵬８５の３    のぞみ          華春福          勝忠平          安平            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1621205249 AHHCHHHB

157 雌 1 りんご５６５    21106 300             幸紀雄          りんご６９１    百合白清２      茂洋            平茂勝          育資            　　　　　　　　 1621205102 BBBCCHBC

158 雌 1 はくます５７１  21119 287             白鵬８５の３    さちはる３７０  福増            華春福          百合茂          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1621205164 BHACHHCA

159 雌 1 ぱるる５８７    21226 250             白鵬８５の３    ぱるる          耕富士          美穂国          勝平正          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1621205324 HAHCBACC

160 雌 2 まき５８６      21226 250             福之姫          まき２１０      美津照重        第１花国        平茂勝          育資            　　　　　　　　 1621205317 AACCCABB

161 雌 1 ふみ５８３      21216 260             白鵬８５の３    ふみ            満天白清        耕富士          梅福６          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1621205287 BBBCBBAC

162 雌 10 ほくきく５６８  21113 293 HAHCAA BBBCBC 百合白清２      ほくきくつる２  勝忠平          安福１６５の９  菊照土井        育資            　　　　　　　　 1621205133 HBACCBHC

163 去 1 元勝            21220 256             元花江          かつただきよ    百合白清２      勝忠平          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1405900131         

164 去 2 白桜            21226 250             白鵬８５の３    さくら          美国桜          勝忠平          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1405900148         

165 去 1 耕白鵬          21114 292             白鵬８５の３    ひめみなと６    耕富士          茂洋            平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1362145729         

166 去 6 福白鵬          21119 287 BHHBHH CBCAAC 白鵬８５の３    やよい          安福久          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626444513         

167 去    百合福勝        21102 304 BBHCBB CCBCCC 百合白清２      ただひろ        勝忠平          安福１６５の９  第７糸桜        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1635908457         

168 去    勝福久          21130 276 CHCAHA CABCAA 安福久          なみへい        勝忠平          安平照          安福８の２      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1635908495         

169 去 1 白花鵬          21224 252             元花江          たけし          白鵬８５の３    百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1635908556         

170 雌 5 いちこ７の３    21113 293             白鵬８５の３    いちこ７の２    百合茂          安福久          平茂勝          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1635908488 AHABHHCC

171 雌    あゆひさ        21124 282             安福久          あゆみ          平茂勝          北国７の８      紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1635908501 CCCCCCCB

172 雌    ゆりきよ        21207 269 HBHCCA ACBCCC 百合白清２      ゆりなお        百合茂          飛騨白真弓      安福（岐阜）    育資            　　　　　　　　 1635908518 HBHCCACC

173 雌    なおきよ        21217 259 HBHCCA ACBCCC 百合白清２      ゆりなお        百合茂          飛騨白真弓      安福（岐阜）    育資            　　　　　　　　 1635908525 HAHCBBCC

174 雌 3 たかきよかげ    21030 307             隆之国          きよかげ        百合白清２      白清８５の３    平茂勝          育資            　　　　　　　　 1610393919 CCBCCCBB

175 雌 4 こまき０２      21121 285 BHHCHH CHCAHH 白鵬８５の３    こまき２６      安福久          勝忠平          金幸            育資            奥接　　　　　　 1610393933 HHACHACB

※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 7 せりか          21114 292 BHHCHH CACAHA 白鵬８５の３    しりうす        安福久          第１花国        紋次郎          育資            　　　　　　　　 1636932598 CHAAHACB

177 去 3 八頭百合鵬      21214 262             白鵬８５の３    ゆりひさ        安福久          百合茂          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1636932604         

178 去 2 八頭恵          21229 247             白鵬８５の３    えみこ          安福久          勝忠平          白清８５の３    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1636932505         

179 去 4 久清鵬          21218 258             白鵬８５の３    ひさきよ        安福久          白清８５の３    光平福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1628380796         

180 去 3 白照重          21128 278 BHHCAH CBCCCA 白鵬８５の３    あかり４７      美津照重        平茂晴          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1372463127         

181 去 2 美百合鵬        21221 255             白鵬８５の３    ふみえ３０１１  美津百合        美穂国          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1372463189         

182 去 8 福白鵬          21223 253 BHHCHH CACBAA 白鵬８５の３    あさかね５      安福久          第１花国        北仁            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1372463196         

183 去 1 福百合久        21014 323             百合白清２      やろくきよ      安福久          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1347962990         

184 雌 5 はくほうしょう２ 21120 286 HHHCHH HHAAHA 白鵬８５の３    ゆりほうしょう  百合茂          安福久          百合茂          育資            　　　　　　　　 1372463080 HHBAHACA

185 雌 1 はなみつゆり    21126 280             元花江          みつゆりしょう  美津照重        百合白清２      第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1372463110 CACHHBBA

186 雌 5 いちのほう      21202 274 AHHBHH BHCHHA 白鵬８５の３    ひまのいち      安福久          百合茂          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1372463134 CBCBBBCB

187 雌 6 ちづはなゆき    21205 271       ACACCC 智頭白鵬        第３はなゆき    寛平茂          福栄            糸北鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1372463141 BAHCAACA

188 雌 4 はく            21206 270             白鵬８５の３    えみ            安福久          第１花国        平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1372463158 AHHAHHCC

189 雌 4 しげひら４      21104 302             隆福也          しげひら        第２安平        第２平茂勝      安糸福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1442621464 AAHCBHCC

190 雌 1 よりこ１        21122 284             隆福也          よりこ１１      美国桜          勝忠平          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1442621488 BBHCBACC

191 去 2 桜鵬２          21118 288             白鵬８５の３    しもさくら      美国桜          勝忠平          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1442621471         

192 去 3 真美鵬３        21127 279             白鵬８５の３    まみ３          福増            美穂国          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1442621495         

193 去 3 耕百合鵬        21121 285       CCCACB 百合鵬２        くしかの３の７  耕富士          福桜（宮崎）    大将            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1533200868         

194 去 12 百合平照        21216 260       CBCBBA 百合鵬２        まさだいら      光平照          安福久          平茂勝          供卵牛　　　　　 奥接　　　　　　 1533200905         

195 雌 4 つるきよ        21214 262             百合鵬２        かめしらきよ    百合白清２      百合茂          安福１６５の９  育資            　　　　　　　　 1533200899 HACBBBBC

196 雌 1 ゆりはなや２５  21113 293             百合白清２      みつはなや２４  美津照重        諒太郎          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1603573182 BCABBABC

197 雌 4 ゆたほう        21117 289 AAHCAH BCACCC 白鵬８５の３    ゆたかで        寛平茂          勝安波          安平照          無・乳房白大　　 　　　　　　　　 1603573199 CBCCBHBC

198 雌    ほうみ          21125 281 BHHCAA CCCACC 白鵬８５の３    ゆりこ          百合茂          安平            糸秀            育資            　　　　　　　　 1627810539         

199 雌    ゆりほ          21126 280 BHHCAA CCCACC 白鵬８５の３    ゆりこ          百合茂          安平            糸秀            育資            　　　　　　　　 1627810546         

200 雌    はくえ          21203 273 BAHCAA CCCACC 白鵬８５の３    とくえ          徳悠翔          美津照          糸光　　　　　◆ 育資            　　　　　　　　 1627810645         

※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    すこみつほう    21213 263 CHACAH CCCACB 白鵬８５の３    すこみつ５７    安福久          平茂勝          美津福          育資            　　　　　　　　 1627810744         

202 雌    はくみつ        21218 258 CHACAH CCCACB 白鵬８５の３    すこみつ５７    安福久          平茂勝          美津福          育資            　　　　　　　　 1627810775         

203 去    白徳照          21114 292 BAHCAA CCCACC 白鵬８５の３    とくえ          徳悠翔          美津照          糸光　　　　　◆ 　　　　　　　　 　　　　　　　　 1627810348         

204 去    白安福          21120 286 CHACAH CCCACB 白鵬８５の３    すこみつ５７    安福久          平茂勝          美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1627810447         

205 去    白茂鵬          21223 253 BHHCAA CCCACC 白鵬８５の３    ゆりこ          百合茂          安平            糸秀            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1627810812         

206 去 1 花白鵬          21127 279             元花江          はくれみ        白鵬８５の３    勝安波          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626233537         

207 雌 5 しまほう        21113 293             白鵬８５の３    しまひめ        隆之国          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626233469 BHHCHHCC

208 雌 2 はなゆりきよ    21115 291             元花江          ゆりしらきよ２２ 百合白清２      百合白清２      勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626233476 BACAAABC

209 雌    はくな          21120 286 BHHCHH CBBBAB 白鵬８５の３    こなつ          華春福          安福久          金幸            育資            　　　　　　　　 1626233506 CBBCBHBB

210 雌    きらりの２      21202 274 BHACHH CACAAB 白鵬８５の３    きらりの１      安福久          勝平正          福之国          育資            　　　　　　　　 1626233551 BHCHHACH

211 雌 3 ほうみ          21210 266             白鵬８５の３    あゆみ          安福久          勝忠平          平茂勝          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1626233568 HHAAHACC

212 雌 1 こはる          21113 293             久福也          くまふく        福増            白清８５の３    光平福          育資            　　　　　　　　 1627054469 CACAAHCA

213 雌 8 はなこ          21120 286 CHCHHA CABHHB 元花江          ゆりまつふく    百合茂          安福１６５の９  糸花            育資            　　　　　　　　 1627054476 BBBBBBBC

214 雌 2 ふくひでほう    21109 297             白鵬８５の３    ふくひでぎく    秀菊安          福之国          福桜（宮崎）    育資            　　　　　　　　 1639215827 AAHCBHBC

215 去 5 白緑            21104 302             白鵬８５の３    みどり３        隆之国          勝忠平          白清８５の３    供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1615912443         

216 去 2 安春美国桜２    30104 241             美国桜          やすはく１      白鵬８５の３    美津照重        福安照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1627059778         

217 去 3 数福８５の３    30115 230             福之姫          かずふく８５の３ 白鵬８５の３    福之国          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1605490753         

218 去 2 花白久          21127 279             元花江          はくひさこ２    白鵬８５の３    安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1577885472         

219 去 3 令雄            21103 303 AHHAHH BHBHHH 百合白清２      ゆりひさ        百合茂          安福久          福栄            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1615915970         

220 雌 2 みつはなえ      21208 268             元花江          みつよしひさ    白鵬８５の３    福桜（宮崎）    美津福          無・両乳頭癒着　 　　　　　　　　 1573792491 BBCBBBCA

221 雌 6 しま５          21205 271             白鵬８５の３    しま            安福久          平茂勝          忠福            育資            左耳刺毛　　　　 1380643368 AHHAHACC

222 雌 3 ゆきこ          21117 289             元花江          こゆき          百合白清２      福栄            平茂勝          育資            　　　　　　　　 1352948897 ACBBCCAC

223 去 5 久山也          21024 313       BCBCCC 久福也          しばひめやま    山根雲          金鶴            第３寿高        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1417100666         

224 雌 8 あい            21103 303 AAHCBA BCCCCC 白鵬８５の３    れいら          百合茂          金幸            神高福          育資            　　　　　　　　 1417100673 BAAAHHCC

225 雌 9 いとみつ        21121 285 CACBAA BHAAHB 美津照重        いとひめ        北平安          糸福（鹿児島）  安平            育資            　　　　　　　　 1595676977 BABCBBAH

※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 5 百合福安        21203 273 BHAHHH BHABHA 百合福久        ゆりひらやす    北平安          百合茂          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1595676984         

227 去 2 美津白鵬        21223 253             白鵬８５の３    さつき          安福久          勝忠平          美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1415345717         

228 雌 2 まみどり        21030 307             白鵬８５の３    ひかり６        白鵬８５の３    照美            平茂勝          育資            奥接　　　　　　 1639209604 HAHCBBCA

229 去 3 蜂郎１          21104 302             百合白清２      ふらわぁ２      安福久          第１花国        紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209611         

230 去 2 蜂郎２          21112 294             白鵬８５の３    さだこ          福増            安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209628         

231 去 10 蜂郎３          30101 244 BHACAH CCCCCC 白鵬８５の３    まつひめ        第２平茂勝      金幸            但馬福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209642         

232 去 6 零藤            21023 314 AHHCHH BCABBC 白鵬８５の３    ぜろ            百合茂          菊福秀          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1412902241         

233 去 1 姫藤            21026 311             元花江          あきひめ        百合白清２      勝忠平          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1412902258         

234 去 12 秋豊            21026 311 CBCBBB ACBCCC 元花江          しばひめあき    第３寿高        東平茂          寿高            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1615507762         

235 雌 14 やよい３        21029 308 HAHCBA HCACCC 白鵬８５の３    やよい          勝勝福          森気高          高茂            育資            乳白小　　　　　 1615507779 ABACCACB

236 雌 2 はなほ          21111 295             元花江          ゆかほ          白鵬８５の３    百合茂          金幸            育資            　　　　　　　　 1639209000 HHACAAAC

237 雌 7 ゆきほ          21125 281 HHHCAH HABCCB 白鵬８５の３    ゆきこ          百合茂          安糸福          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1639209031 HHHCBHBC

238 雌 7 ほひら          21127 279 AHHCAH ABACCC 白鵬８５の３    ゆかひら        百合茂          金幸            忠福            育資            奥接　　　　　　 1639209048 HHHCAABC

239 去 8 隆之福久        21118 288 BABHHH CCABBH 百合福久        たかのひら      隆之国          第２平茂勝      忠福            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209017         

240 去 4 白福久          21118 288             百合福久        かねはく        白鵬８５の３    金幸            忠福            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209024         

241 去 4 白鵬清          21129 277             白鵬８５の３    やすふくひさ    百合白清２      勝忠平          安福１６５の９  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209055         

242 去 2 雪照重          21210 266             美津照重        ゆきえ          元花江          白鵬８５の３    百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209062         

243 去 2 大地０２        21120 286             白鵬８５の３    みお            隆福也          百合白清２      安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1615508929         

244 去 1 里音０１        21115 291             福之姫          りの            百合福久        白鵬８５の３    勝平正          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1615508912         

245 去 1 凪央０１        21114 292             百合福久        なおみ          白鵬８５の３    美津照重        百合白清２      同性複数産子　　 　　　　　　　　 1615508899         

246 去 2 凪央０２        21114 292             百合福久        なおみ          白鵬８５の３    美津照重        百合白清２      同性複数産子　　 　　　　　　　　 1615508905         

247 去 1 義勇０１        21207 269             白鵬８５の３    ゆりひさ２      安福久          百合白清２      北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210266         

248 雌 14 たんじろう      21128 278 AHHAHH BABHHH 白鵬８５の３    のえる          百合茂          安福久          平茂勝          育資            供卵牛　　　　　 1639210259 BHHBHHCB

249 雌 8 のがみふくなり  21125 281       HBBCCC 久福也          のがみ１        百合茂          第５隼福        平茂勝          育資            　　　　　　　　 1615508943 AABCCBAC

250 雌 6 よしふみ３      21103 303 BHHCHH CBCBBA 白鵬８５の３    やすふくゆり    安福久          勝忠平          美津福          育資            　　　　　　　　 1615508882 AHBCBHCC

※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 雌 1 りんえい３４１  21110 296             百合福久        りんえい３４    白鵬８５の３    隆之国          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1615507588 BHHAHHCB

252 雌 3 ふゆひさふく    21129 277             久福也          ふくしらきよ    百合白清２      安平照          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811014 ABHCBAAC

253 去 11 綾白鵬          21222 254 AAHCAA BCBACC 白鵬８５の３    あやひめ        福王            勝忠平          忠福            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811038         

254 去 9 凛花百合鵬      21231 245 HHHCAH HBHCCC 白鵬８５の３    りんかゆり２    百合茂          安糸福          忠福            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811069         

255 去 6 玉鵬３          21110 296 AHHCAH ABACCC 白鵬８５の３    たまゆり        百合茂          安糸福          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1615507571         

256 去    美国百合        21111 295             美国桜          もとひさゆり２  百合白清２      安福久          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1615507595         

257 去 8 明里白鵬        21215 261 AHHCHH AACCBC 白鵬８５の３    あかり          菊花国          金平勝          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209888         

258 去 3 冬彦            21201 275             元花江          ふたば３３      耕富士          美穂国          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1252060897         

259 去 4 華丸            21111 295 AHHCAH BBBCCC 白鵬８５の３    ゆきはな        華春福          金幸            神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1412903385         

260 去 2 慶次            21106 300             百合福久        あまざくら      美国桜          安福久          勝忠平          乳小白　　　　　 　　　　　　　　 1516306006         

261 去 4 清正            21126 280 AHHBHH BHCHHA 白鵬８５の３    ひさゆり        安福久          百合茂          美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1516306013         

262 去 1 福姫白鵬        21104 302             福之姫          なかひめ        白鵬８５の３    耕富士          美穂国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1516306099         

263 去 4 夏白鵬２        21107 299 BHACAA CBCCCC 白鵬８５の３    なつひめ        安茂晴          安平照          高茂            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1516306105         

264 雌 1 もとひめ        21107 299             元花江          はくひめ        白鵬８５の３    安茂晴          安平照          育資            　　　　　　　　 1516306112 CBCCBACB

265 雌 6 ひさびさ        21101 305       ABABBB 久福也          ひさゆり        百合茂          安福久          安平照          育資            左耳欠損後天性　 1615508592 BBCCCABC

266 雌 13 ゆりこまち      21102 304 BABBAA BCBCCC 百合福久        こまち５９      茂重安福（岐阜） 糸新鶴          糸北土井        育資            供卵牛・右耳切れ 1639209956 BABAABCH

267 雌    こまち９５      21123 283             美国桜          ことやす        安福久          忠富士          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209963 CBCCCBCC

268 雌 1 ももはな        30101 244             元花江          ももふくなり    隆福也          福栄            高森            育資            　　　　　　　　 1639209895 CCCCCCHC

269 去 5 花福也          21024 313             久福也          はな            百合茂          安福（岐阜）    平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209857         

270 雌 4 だりあ          21213 263 AHHCHH BBBBAC 白鵬８５の３    くろこすま      聖香藤          菊花国          美津照          育資            　　　　　　　　 1639527715 AAHCAHBC

271 雌 2 みずき          21020 317             白鵬８５の３    ひなこ          隆之国          安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1397993906 AHHCAHAC

272 雌 2 なつゆき        21028 309             白鵬８５の３    くにこ          美国桜          喜亀忠          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1397993937 BABCAACB

273 雌    はるじおん      21102 304             白鵬８５の３    さゆり７３      安福久          福之国          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630768971 AHABHHCC

274 去 1 御坂白鳳        21105 301             白鵬８５の３    ももふくひさ    安福久          百合茂          金幸            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1600793965         

275 去 3 墨廼江          21130 276             白鵬８５の３    第１１８えとう  隆之国          平茂勝          福之国          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1609794017         

※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 去    浅葱            21105 301             百合茂          さゆり７３      安福久          福之国          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1600793958         

277 去 4 天瓢            21127 279       HHHBHH 智頭白鵬        ひまのさち      百合白清２      安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1600794009         

278 去 8 青嶺            21203 273       BCCCCC 智頭白鵬        あおね          若茂勝          糸北鶴          糸北鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1598177020         

279 去 6 霜月            21105 301 HHHCAH HCACCB 白鵬８５の３    なつの          百合茂          糸北鶴          富士森          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1587277007         

280 雌 7 ふゆぎく        21121 285 CAACAH CCCBCC 白鵬８５の３    はつてまり      美津福          安平照          金幸            育資            　　　　　　　　 1598177013 CBCBAAAA

281 去    夢乃幸          21215 261             幸紀雄          ゆめこ          安福久          百合茂          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1596140255         

282 去 4 茂白光          21027 310             白鵬８５の３    しげみつ        茂久桜          安茂勝          美津照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1595478731         

283 去 1 元百合清        21105 301             元花江          まりもね        百合白清２      美穂国          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1595478755         

284 雌 13 すずのね        21013 324 CBCBBA CCCCCC 百合福久        すずみ          北景茂          糸北鶴          高茂            育資            奥接　　　　　　 1595478717 CCCCCCCB

285 雌 10 あんひめ        21103 303 BHCHHA CBCABC 百合福久        あん            安平幸          美華忠          金徳            育資            　　　　　　　　 1595478748 BBBABCCB

286 雌 12 ほうらん        21119 287 AHHCHH BBBCBC 白鵬８５の３    ほうりゅう      福之国          福桜（宮崎）    安平            育資            乳白・奥接　　　 1595478762 BBHCBABC

287 雌 7 やすはるほう    21018 319 BAHCAA CCCCCC 白鵬８５の３    やすはる        平茂晴          安平            糸秀            育資            　　　　　　　　 1547773341 CBACBACB

288 雌 8 すずほう        21108 298 BHHBHH CCCHAC 白鵬８５の３    すずやすかつ    安茂勝          安平            隆桜            育資            　　　　　　　　 1547773365 BHHAHABC

289 雌 1 ふくふくもみじ  21122 284             久福也          もみじはぴねす１ 白鵬８５の３    安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 尾曲り　　　　　 1630155689 CACAHHCB

290 去 1 凛凛福也        21101 305             久福也          りりはぴねす    白鵬８５の３    安福久          金幸            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1630155672         

291 去 4 大団円          21125 281 AHHCHH BACAAA 白鵬８５の３    らむね          安福久          勝忠平          糸福（鹿児島）  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1367444414         

292 去 10 大納言          21130 276 BAHCAH CCCBCC 白鵬８５の３    あやしげ        安平久          平茂勝          第５隼福        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622717253         

293 去 6 清廉            21120 286 AHHCHH BABBAB 白鵬８５の３    きよ            花清国          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1384871941         

294 去 1 潔白            21202 274             白鵬８５の３    こう１８１      美国桜          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1349771798         

295 去 4 美津白鵬        21209 267             白鵬８５の３    みつかつ        美津照重        勝安波          峯勝            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1624896505         

296 去 4 花百合          21215 261             元花江          ゆりかつ        百合白清２      勝安波          利光            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1624896512         

297 去 2 走治朗          21201 275             元花江          つむぎ          白鵬８５の３    百合茂          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1595447157         

298 雌 1 みゆり          21208 268             百合白清２      みいこ          白鵬８５の３    百合茂          北国７の８      育資            奥接　　　　　　 1595447164 HHHBAHCC

299 雌 1 もえね４６      21123 283             白鵬８５の３    ひさたかよ      隆之国          安福久          百合茂          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1637000463 BABCBACC

300 雌 5 ふみ５７        21204 272       CCCCCC 久福也          たかくに９８５４ 隆之国          安平            隆美            育資            乳房白　　　　　 1644700578 BCBCCCBB

※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 3 えり            21227 249             元花江          こゆき          白鵬８５の３    第１花国        平茂勝          育資            中接　　　　　　 1337462592 BBCBBBCB

302 雌 2 くみん          21117 289             白鵬８５の３    みさち          勝乃幸          安糸福          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1390268414 AHHCHHCA

303 雌 2 あわゆき        21210 266             白鵬８５の３    ゆいこ          安福久          百合茂          平茂晴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1390268421 BHBCBHCC

304 去 1 聖白鵬          21214 262             白鵬８５の３    せいら          幸紀雄          百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1390268438         

305 去 17 白峰大山        21221 255 BAHCAA CCBCCC 白鵬８５の３    やすこ          福之国          安平            隆桜            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1556897366         

306 去 7 類主            21123 283 CABHHA CCCBBC 百合福久        あられ          福安照          北国７の８      紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626551068         

307 去 5 論              21129 277             白鵬８５の３    あん            安福久          金幸            平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626551082         

308 雌 1 らいち          21102 304             福増            らむ            白鵬８５の３    北平安          百合茂          育資            奥接・除角済　　 1626551020 AHCCAHCB

309 雌 2 りぼん          21116 290             隆福也          ここあ          百合白清２      花之国          安福久          除角済          　　　　　　　　 1626551037 HHHCAAAC

310 雌 4 あさひ          21022 315             白鵬８５の３    よしふくひさ    安福久          百合茂          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1361368068 BAHCAHBC

311 雌 2 みずたま        21010 327             白鵬８５の３    みつひさ        美津照重        安福久          茂洋            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622168000 CABCBHBB

312 雌 1 しらゆきひめ    21119 287             白鵬８５の３    ３９たに１３８１ 福之姫          安福久          安平照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1361368136 CABCAHBH

313 雌 2 ひいらぎ        21126 280             白鵬８５の３    お７４５        美国桜          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1361368150 CHACHABC

314 雌 1 はるな          21127 279             白鵬８５の３    はるえ          幸紀雄          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1361368174         

315 雌    しあわせ７      30101 244             白鵬８５の３    もとはなのまご  百合白清２      安平照          第１花国        育資            　　　　　　　　 1624886896 AHHCHHCC

316 去 1 新栄            21123 283             白鵬８５の３    しんさかえ４の３ 幸紀雄          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1624886834         

317 去 4 帝王            30110 235             白鵬８５の３    ふゆみ          安福久          平茂晴          平茂勝          同性複数産子　　 　　　　　　　　 1624886902         

318 去 10 皇帝            30121 224 AHHCHH BACAAH 白鵬８５の３    しげかめ        茂重安福（岐阜） 百合茂          安福１６５の９  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1624886926         

319 去 1 惣流０１        21013 324             白鵬８５の３    ひまのはな      隆福也          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1370548383         

320 去 6 零              21017 320             白鵬８５の３    ゆりこ          百合茂          勝忠平          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1370548406         

321 去    曇天１          21020 317             美国桜          たまき          勝忠平          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1370548413         

322 去 15 曇天０２        21107 299 CACBBA CCCCCB 福増            ひめこ          金幸            神高福          第２０平茂      供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1370548437         

323 去 6 素直１          21119 287 AABBBC CBCCBC 直太郎          ひまわり        星乃郷          第７福桜        茂弘桜          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1370548444         

324 去 2 冬近            21129 277             白鵬８５の３    ちはるの３６８  安福久          百合茂          紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1370548451         

325 雌 1 ざわこ          21112 294             白鵬８５の３    りゅうじ        芳之国          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1370548420 AABCCHCB

※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 雌 3 はなもみじ      21111 295             元花江          ひめもみじ      百合白清２      平茂勝          安福（岐阜）    奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1585723735 AHAAHACC

327 雌 1 まちこ          21113 293             白鵬８５の３    ちこ            勝乃幸          茂洋            平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1570623743 CBACCHCA

328 雌    ゆき            21115 291 HHHBHH HAHAAH 白鵬８５の３    しおり          平茂晴          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1617923423 BBABAHCB

※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。


