
鳥取県中央家畜市場セリ名簿
令和４年１月２０日開催

1 雌 3 みやざわ１５３  30324 302 AHHCHH BACBAB 白鵬８５の３    わしみ６５      安福久          平茂晴          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1643007685 CHBBHHCB

2 雌    はくなみ        30317 309 BHHCHH CHCBAH 白鵬８５の３    はしなみ２の２  美国桜          安福久          百合茂          育資            　　　　　　　　 1387381256 CHACHHCA

3 雌    ふくさか８５の３ 30324 302 BHABHH 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            奥接　　　　　　 1387381263 BHBCAHCC

4 去 4 貴隼福久        30401 294       CBCABC 貴隼桜          ゆりふくひさ    安福久          千代桜          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1387381270         

5 去 8 勝美津６１３    30314 312 BAHCAH CCCCCB 白鵬８５の３    かつみつ        美津照重        勝忠平          金幸            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1541005585         

6 去 9 白安美華６２３  30427 268             白鵬８５の３    やすみか３９    安福久          美華忠          金幸            供卵牛　　　　　 奥接　　　　　　 1541005684         

7 去 1 白鵬美国６１４  30317 309             白鵬８５の３    ちはるの４０６  美国桜          菊福秀          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1541005592         

8 去 4 白幸紀６２７    30506 259             白鵬８５の３    さがら          幸紀雄          美津百合        第１花国        供卵牛　　　　　 奥接　　　　　　 1541005721         

9 去 1 白幸紀６２４    30430 265             白鵬８５の３    さき            幸紀雄          勝忠平          安福久          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1541005691         

10 去 1 白照重６２２    30422 273             白鵬８５の３    しずこ          美津照重        勝忠平          平茂晴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1541005677         

11 去 6 美国鵬８５３    30523 242 BHHBHH CHCAHA 白鵬８５の３    みくおおろら    美国桜          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410335         

12 雌 6 みてるこゆき    30426 269             美照清          ゆりこゆき      百合茂          安福久          安平照          育資            　　　　　　　　 1649410304 CBCBBBCH

13 雌 8 おおろら８５３  30517 248 BHACHH CACBBB 白鵬８５の３    おおろらひめ    安福久          勝忠平          福栄            育資            　　　　　　　　 1649410328 BHACHHBC

14 雌 3 りょうこ        30417 278             諒太郎          はなひさ        華春福          安福久          忠茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649412001 BCBBCCCC

15 雌 1 はなねね        30429 266             白鵬８５の３    はなえ          安福久          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649411462 AHACAACC

16 去 1 夏若            30424 271             白鵬８５の３    なつ            若百合          喜亀忠          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649411455         

17 去 1 美国福久        30401 294             美国桜          ふくふくひさ４  安福久          平茂晴          安平            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1649410373         

18 去 9 波              30430 265 BHABHH CHCHHH 白鵬８５の３    なみ２の１      安福久          百合茂          第１花国        中接　　　　　　 　　　　　　　　 1649410342         

19 去 12 藤鵬            30515 250 ABHCBA ACBBCC 白鵬８５の３    ししどたなべ２１ 第２平茂勝      智頭平茂        高森            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410359         

20 去    安勝平          30418 277             安福久          はつみの９      勝忠平          平茂勝          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1636801979         

21 去    安勝久          30504 261             安福久          はつみの９      勝忠平          平茂勝          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1637002016         

22 去    安茂平          30508 257             安福久          はつみの９      勝忠平          平茂勝          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1637002030         

23 雌    はつみの９の２  30501 264             安福久          はつみの９      勝忠平          平茂勝          神高福          白舌　　　　　　 　　　　　　　　 1636802006 BCCCCCCB

24 雌 2 はなはくひさ    30517 248             白鵬８５の３    はなひさこ５    安福久          平茂勝          安平            育資            　　　　　　　　 1634222417 CHABHHCC

25 雌 9 はるいちばん    30319 307       CABCAC 白鵬紅葉        のぶこ          美穂国          福之国          福桜（宮崎）    育資            供卵牛　　　　　 1643007968 CBACCCAC

母推定育種価
入場
番号

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

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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26 雌 1 かつひさてる    30417 278             美照清          かつひさはく    白鵬８５の３    百合茂          安福久          育資            　　　　　　　　 1649412414 CACCBACH

27 雌 2 あいなつはなみち 30513 252             白鵬８５の３    なつふくみち    福増            安福久          第１花国        中接　　　　　　 　　　　　　　　 1649412445 HHHCHHCB

28 去 1 彩月美紅        30420 275             白鵬８５の３    さつきみく      美国桜          百合白清２      安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649412421         

29 去 11 白彩月          30424 271 AHHCHH AAABBA 白鵬８５の３    さつきれもん２  百合白清２      安福久          第１花国        供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1649412438         

30 去 8 夏海康          30417 278 AHHCAH ABHCCB 白鵬８５の３    なつみやす      平茂晴          平茂勝          第５隼福        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649412407         

31 去 4 夏希輝          30415 280 BHHCHH CACBAA 白鵬８５の３    なつき          安福久          勝忠平          平茂勝          奥接　　　　　　 乳座白　　　　　 1649412391         

32 去 4 内福久          30518 247 AHAHHH AHHBHH 百合福久        はるひめ        白鵬８５の３    花平茂          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410762         

33 雌 5 うちもとはな    30308 318 CACAAA HAABAH 元花江          うちしげゆり    平茂晴          百合茂          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1649410021 CBCBBACC

34 雌 1 ことひかり      30329 297             元花江          こときらり１６９ 白鵬８５の３    福栄            安平            育資            　　　　　　　　 1649410083 BHBCABCC

35 雌 4 みつこ          30425 270 HHHCHH HAHCBB 白鵬８５の３    はるきよ        百合白清２      第１花国        紋次郎          育資            　　　　　　　　 1649410748 AHHCHHCC

36 雌 4 さつき０５４    30426 269 AHHCHH AHACAA 白鵬８５の３    さつき３の１    華春福          隆之国          百合茂          育資            　　　　　　　　 1649410755 BHBCHHAA

37 雌 6 さやか          30412 283 AHHCHH ABAABA 白鵬８５の３    ゆりふくみ      百合茂          安福久          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1649410656 BCBCCBCB

38 去 1 琴美国久        30416 279             白鵬８５の３    ひさひら５１    美国桜          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410663         

39 去 3 照岩光          30414 281             光平照          ふくひさきよ    百合福久        飛騨白清        平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410649         

40 去 10 福天山          30428 267       CBCCCC 福之姫          さとみ          安糸福          金幸            神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410700         

41 去 19 白鵬４の２      30402 293 ABHCCA ACBCCC 白鵬８５の３    はるな          平茂晴          平茂勝          安平            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1643007586         

42 去 1 緑乃子白鵬５１１ 30511 254             白鵬８５の３    ひさみどり２の１ 安福久          第１花国        勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007593         

43 去 1 美照桜          30404 291             美照清          ゆうふく２      美国桜          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410670         

44 雌 1 ますてるきよ    30410 285             美照清          もとますひさ    福増            安福久          第１花国        育資            　　　　　　　　 1649410687 CBCAAACA

45 雌 6 ふくはくほう    30511 254 BHHCHA CACAAC 白鵬８５の３    ことひめ        福増            安平            利晴            育資            　　　　　　　　 1649410694 AHACHHCB

46 雌    ゆり            30430 265 BACAAA CACHHA 百合茂          第５１４ゆうぎり 安福久          第１花国        福金            育資            　　　　　　　　 1643009009 CCCBBCBB

47 雌 1 まんてん        30503 262             白鵬８５の３    ふじひさ４      満天白清        忠富士          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643009016 BBBCBHCC

48 去 2 大安            30312 314             元花江          ふくほう２      白鵬８５の３    福栄            第２０平茂      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007746         

49 去 14 千代鵬          30414 281 BHHCAH CCBCBB 白鵬８５の３    ちよこ          福之国          安平            福茂            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1643007760         

50 去 5 八重桜          30405 290             白鵬８５の３    むつき          美津照重        勝安波          金平勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410601         
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51 去 10 福龍            30411 284 BBHCBA CCCBCC 白鵬８５の３    てるひかり      福安照          智頭平茂        糸光　　　　　◆ 　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410618         

52 去 4 龍姫            30502 263       BBHCBA 福之姫          みやび          白鵬８５の３    勝安波          金平勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410625         

53 去 4 白龍            30513 252 BHAAHA CBACBB 百合福久        さつき          白鵬８５の３    金幸            神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410632         

54 去 7 鯉太            30422 273 BHHCAH CCCCCB 白鵬８５の３    ゆりさかえ      美津照重        百合茂          北国７の３      同性複数産子　　 　　　　　　　　 1649411806         

55 去 1 鯉奨            30412 283             元花江          こいくり        白鵬８５の３    安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649411783         

56 雌 6 こいせい        30409 286 AHHCAH BBCBCA 白鵬８５の３    こいひさ１      安福久          勝忠平          福栄            育資            　　　　　　　　 1649411776 BHBBHHCC

57 雌 2 あずさ          30410 285             元花江          こすもす３０    美国桜          安福久          勝忠平          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1600605145 CCCBCCCA

58 雌 2 みつ３１        30426 269             白鵬８５の３    みつゆり        光平照          百合茂          忠福            育資            　　　　　　　　 1649410144 CABCHHBA

59 雌 6 あいあ          30523 242 HHHCHH HAHCBB 白鵬８５の３    みやび          華春福          百合茂          安糸福          育資            供卵牛　　　　　 1597785004 HHBCHAAC

60 雌 3 ほまれ          30410 285             元花江          ともか          白鵬８５の３    安福久          金幸            育資            　　　　　　　　 1649410212 BABBABCB

61 去 6 福福            30412 283 CAACAA CCCACC 白鵬８５の３    あきな          安福久          金幸            神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410229         

62 去    大和田          30404 291 BHHCHH CBCABA 白鵬８５の３    さきえ          幸紀雄          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649409704         

63 去 2 美照也          30507 258             美照清          なりやん        隆福也          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410267         

64 去 3 百合耕          30510 255 AAABAH BABBBH 百合鵬２        かず２          耕富士          福之国          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410274         

65 去    美津雄１　　　　 30513 252             美津照重　　　　 　　　　　　　　 百合茂　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 　　　　　　　　 0872436006         

66 去 3 倉農光          30426 269             元花江          こはく          百合白清２      勝忠平          美津照          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1626565669         

67 去 3 白桜安          30422 273 BHHBHH CHCHHB 白鵬８５の３    あづさ          美国桜          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626718898         

68 去 11 香秀２１の３    30516 249 CBBBBB ACHCCC 元花江          ふくさかえ      福栄            北国７の８      安平            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1649410168         

69 雌 8 ひさかおり      30430 265 BHHBHH CHCHHB 白鵬８５の３    なっつ          安福久          天保院斗        紋次郎          育資            　　　　　　　　 1649410151 CHBHHHCB

70 雌 1 ちえふくほう    30401 294             知恵久          ふくふくはくほう 白鵬８５の３    安福久          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 0870835771 CBCABAAH

71 雌 2 まんてんもとはな 30410 285             元花江          あやの３７８    満天白清        勝忠平          安福久          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 0870835894 CBCBBCBA

72 雌    ふくおう１      30421 274             福之姫          ゆうか          美国桜          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 0870835931 BACCBCCC

73 去    美津鉄扇５５    30407 288             勝早桜５        あやこ          美津照重        安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 0870835801         

74 去 14 花春久          30408 287 CBCCBB ABBCCC 元花江          ひさはる        華春福          安福久          平茂勝          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 0870835870         

75 去    銀照白国        30409 286             白鵬８５の３    こぎん          美穂国          安福久          美津照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 0870835887         

※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    梅福            30405 290       CACHHA 福之姫          つつじ          安福久          勝平正          安福久          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1469488828         

77 去    白之姫          30420 275       AHHCHH 福之姫          しらゆみ        白鵬８５の３    花清国          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643008385 HHHCHHCC

78 去 10 勝桜            30509 256 HHHCAH HBACCC 白鵬８５の３    かつさくらほう  勝忠平          平茂勝          安平            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1643008392         

79 去 1 百合幸          30415 280             百合鵬２        ののか          幸紀雄          喜亀忠          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1354896356         

80 去 6 佳寿雄          30410 285 HBHCCB HCBCCC 百合白清２      かずこ          第２平茂勝      金幸            第２０平茂      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410243         

81 去 10 勝鵬２          30501 264 ABACBA CCCCCC 百合鵬２        やすこ          勝忠平          安平            神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410205         

82 雌 3 はるこ          30424 271             白鵬８５の３    はるこふく      百合福久        第１花国        紋次郎          育資            奥接　　　　　　 1649410199 BABCBACC

83 雌 13 みどりのこ６    30412 283 AHHCHH BHHCHH 白鵬８５の３    みどりのこ      安福久          白清８５の３    平茂勝          育資            供卵牛・奥接　　 1649410106 CHACHHCB

84 去 2 花鵬            30419 276             元花江          ひだはくほう    白鵬８５の３    平茂勝          飛騨白清        奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1649410113         

85 去 5 元気            30425 270 CBCAAB CBCABC 元花江          ゆりこ          百合茂          福桜（宮崎）    安平            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1649410502         

86 去 5 家光            30413 282 AHHCHH BHBBAA 白鵬８５の３    ちえみ２        安福久          勝忠平          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1649410397         

87 去 4 元花            30413 282 CABBHA AHHCAH 元花江          たんぽぽ        白鵬８５の３    勝忠平          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410403         

88 去 4 信長            30426 269 HHHCAH ABACBB 白鵬８５の３    たかこ          美穂国          忠富士          安平            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1649410410         

89 雌 15 かれん          30501 264 BHHBHH CHCHHH 白鵬８５の３    なつみ          安福久          勝忠平          平茂勝          育資            供卵牛　　　　　 1649410427 HHBBAHCC

90 雌 3 ひまわり１２    30502 263             白鵬８５の３    ひまわり１      美国桜          勝忠平          安福久          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1649410434 HHHAHHCB

91 雌 4 かほこ          30421 274 BABBAA ACACCB 福増            きよさく        百合白清２      安平１６５乃９  北国７の８      育資            　　　　　　　　 1649410472 CBCCBACB

92 雌 2 じゅんこ３      30328 298             白鵬８５の３    じゅんこ２９    美津照重        百合白清２      平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649409827 AAACCHAH

93 雌 5 せきてるひさ３  30404 291 AHHCHH BHBBAB 白鵬８５の３    せきてるひさ    百合茂          安福久          福安照          育資            　　　　　　　　 1649410519 CAABHHCC

94 雌 4 せきゆきこ２の３ 30414 281             白鵬８５の３    せきゆきこ２    百合白清２      神茂勝          糸北土井        育資            　　　　　　　　 1649410533 ABHCCHBA

95 雌 4 ゆりじゅんこ    30424 271             百合福久        じゅんこ        百合白清２      平茂勝          神高福          育資            　　　　　　　　 1649410540 BACBABBB

96 去 4 百合勝平        30506 259 AAAHHA ABHBBB 百合福久        ゆりかつひら    百合白清２      平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410557         

97 去 13 関良恵３        30405 290 AAHCBA ACCCCC 白鵬８５の３    せきよしえ      金平勝          金幸            神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410526         

98 去    珀虎            30417 278 AAHCBA ACBCCC 白鵬８５の３    はちこう        原柴            安平幸          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1379245832         

99 雌 8 しき１３        30427 268 HHHCHH HBHCBB 白鵬８５の３    しばひめ３１３  百合茂          勝忠平          東平茂          育資            供卵牛・乳座白　 1617845848         

100 雌    きくひら１      30423 272 BHHCHH CBCBBB 白鵬８５の３    ゆきひら２      幸紀雄          安福久          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1634166346 BHHCHHCC

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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101 雌    きくひら２      30427 268 BHHCHH CBCBBB 白鵬８５の３    ゆきひら２      幸紀雄          安福久          勝忠平          育資            奥接　　　　　　 1634166353 HHHCHHCB

102 雌    こいすまはく１  30321 305             安福久          すますたはく    白鵬８５の３    美国桜          百合茂          育資            　　　　　　　　 1631410275 CACHHACA

103 去    恋太郎３２１    30321 305             白鵬８５の３    あすか          美津照重        百合茂          美津福          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1631410268         

104 去    恋太郎４８      30408 287             安福久          すますたはく    白鵬８５の３    美国桜          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1631410305         

105 去    恋太郎４９      30409 286 CBCAAA CCBCCB 安福久          ふくしら        福之国          白清８５の３    糸福（岐阜）    白舌　　　　　　 　　　　　　　　 1643008477         

106 去    三朝五郎１１９５ 30306 320             白鵬８５の３    くにこ          美国桜          安福久          平茂勝          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1637023363         

107 去 1 三朝五郎１１９７ 30306 320             元花江          うすべに        百合白清２      勝忠平          美津照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1611550946         

108 去 4 三朝五郎１１８９ 30309 317             百合白清２      ふくみつしげ    美津照重        平茂勝          福栄            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007364         

109 去 2 三朝五郎１２０１ 30311 315             百合白清２      やよただ５３７  喜亀忠          華春福          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1259066427         

110 去 4 三朝五郎１２０２ 30311 315 HBACBA ABABBA 百合勝安        なりこの１の２  隆之国          百合茂          安福久          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1246238134         

111 去    福平安　　　　　 30314 312             福之姫　　　　　 たかさかえ１２　 平茂勝　　　　　 安福１６５の９　 高庭　　　　　　 岡山県産　　　　 　　　　　　　　 1389136717         

112 去    三朝五郎１２０７ 30315 311             百合白清２      えりこ５の１    華春福          安福久          忠茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1612648260         

113 去    三朝五郎１２１２ 30321 305 BHHCHH CBBCBH 白鵬８５の３    かな            勝安波          安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1639211225         

114 去    三朝五郎１２１３ 30322 304             美国桜          みなきよ１の３  華春福          百合茂          金幸            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1641186399         

115 去 2 三朝五郎１２２３ 30323 303             百合勝安        ゆりかね３５６  百合白清２      安平照          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1266631915         

116 去    三朝五郎１２１６ 30325 301             白鵬８５の３    あきゆり        安福久          百合茂          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1639211232         

117 去 5 三朝五郎１２２４ 30327 299 BBABBB CCCBCC 百合白清２      さゆてる１５３  安平照          百合茂          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007388         

118 去    菊勝龍　　　　　 30406 289             福之姫　　　　　 よしふゆ　　　　 義平福　　　　　 勝忠平　　　　　 百合茂　　　　　 三重県産　　　　 　　　　　　　　 1638418014         

119 去    三朝五郎１２３２ 30407 288             元花江          はなもも        百合白清２      福安照          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1632150996         

120 去    三朝五郎１２３１ 30407 288 BHHCHH CBHAHB 白鵬８５の３    かつしらゆり    勝安波          百合茂          白清８５の３    奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1628673393         

121 去    三朝五郎１２３８ 30411 284             百合鵬２        あやの３７８    満天白清        勝忠平          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 0870835856         

122 去    三朝五郎１２４３ 30415 280 CBBAAA HBHCBH 元花江          おはぎ          百合白清２      安茂勝          福谷福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1597784984         

123 去    三朝五郎１２４６ 30417 278 BHHCHH CBCBBB 白鵬８５の３    ゆきひら２      幸紀雄          安福久          勝忠平          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1628678626         

124 去 2 福忠国　　　　　 30427 268             秋忠平　　　　　 ふくしらくに　　 福白清　　　　　 芳之国　　　　　 幸鶴２　　　　　 岡山県産　　　　 　　　　　　　　 1619828610         

125 去    美津平安　　　　 30428 267             美津照重　　　　 ひばり　　　　　 平茂勝　　　　　 安平　　　　　　 糸晴（佐賀）　　 岡山県産　　　　 　　　　　　　　 1630492258         

※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    三朝五郎１２５８ 30303 323             福之姫　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 兵庫県産　　　　 1636716594         

127 去    三朝五郎１２０４ 30304 322             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 勝早桜５　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1645460655         

128 去    三朝五郎１２４１ 30318 308             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 美津照重　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1609774019         

129 去    三朝五郎１２１４ 30320 306             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 勝忠平　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 　　　　　　　　 1641186382         

130 去    三朝五郎１２３７ 30326 300             平茂勝　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1648083028         

131 去    三朝五郎１２３３ 30330 296             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1637269310         

132 去    三朝五郎１２３５ 30330 296             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 諒太郎　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1626664669         

133 去    三朝五郎１２２９ 30406 289             美津照重　　　　 　　　　　　　　 芳之国　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 　　　　　　　　 1641186498         

134 去    三朝五郎１２３０ 30407 288             美津照重　　　　 　　　　　　　　 芳之国　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 　　　　　　　　 1641186504         

135 去    三朝五郎１２３４ 30402 293             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1637269327         

136 去    三朝五郎１２４８ 30415 280             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 勝早桜５　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1637269433         

137 去    三朝五郎１２４５ 30417 278             美津照重　　　　 　　　　　　　　 百合茂　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 　　　　　　　　 0870835917         

138 去    三朝五郎１２５２ 30422 273             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1633811506         

139 去    三朝五郎１２５７ 30423 272             平茂勝　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1634123301         

140 去    三朝五郎１２８３ 30501 264             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 幸紀雄　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1436774039         

141 雌 2 ふくほう１１８２ 30222 332             福増            かつひさ４４７  白鵬８５の３    安福久          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1433928008 CHACHHCC

142 雌 6 ゆりやす１２００ 30308 318 BBABBB CCCBCC 百合白清２      やすいと        安糸福          北国７の８      安福１６５の９  育資            　　　　　　　　 1360477600 BCBABBBC

143 雌    ますゆり１１９６ 30308 318 BACHHA BBCHBA 福増            もあ            百合茂          安福久          平茂勝          育資            奥接　　　　　　 1645430740 BACBBHCB

144 雌 3 ゆりみつ１１８８ 30309 317 BBABBA CCCBCB 百合白清２      みつさゆり３０８ 美津照重        安平照          百合茂          育資            　　　　　　　　 1643007357 AABAAAHA

145 雌    ふくたかさかえ　 30315 311             福之姫　　　　　 たかさかえ１２　 平茂勝　　　　　 安福１６５の９　 高庭　　　　　　 育資・左頬白あざ 岡山県産　　　　 1408700905         

146 雌 4 ゆりかな１２０３ 30317 309 AAAAAA CBCHAB 百合白清２      べっしょ１８２  安福久          北国７の８      平茂勝          育資            　　　　　　　　 1643007371 HHBBHHCC

147 雌    かんぺいざくら　 30319 307             勝早桜５　　　　 おおばたけ１１５ 寛平茂　　　　　 安福１６５の９　 神高福　　　　　 育資            岡山県産　　　　 1634123288         

148 雌 3 ゆりはる１２２２ 30321 305             百合白清２      ふとり          華春福          勝忠平          安糸福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1206681987 HAACBBBC

149 雌    こちょうしのぶ　 30322 304             舞菊福　　　　　 さくらこ　　　　 福之姫　　　　　 安福久　　　　　 平茂勝　　　　　 大阪府産　　　　 　　　　　　　　 1634149080         

150 雌    つつじ１２１５  30326 300             百合白清２      よしつつじ３４１ 美国桜          勝忠平          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1636886709 CCCABCCC

※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    ふくひめ１２２６ 30404 291             聖香藤          ふく            金照            勝安竜          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1637023417 BCBBCBBC

152 雌 2 もとてる１２２７ 30404 291             元花江          さざんか        百合白清２      勝忠平          美津照          育資            供卵牛　　　　　 1632150972 CHCHHBBC

153 雌 4 ゆりゆり１２４０ 30415 280 HBACBA BCCCCB 百合白清２      ゆりくに        芳之国          百合茂          安福久          育資            　　　　　　　　 1643007395 HHABAABC

154 雌    ゆりこ１２５１  30417 278             百合白清２      えりこ５の１    華春福          安福久          忠茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1612648345 ABCABBAC

155 雌    つつい　　　　　 30423 272             美津照重　　　　 ひばり　　　　　 平茂勝　　　　　 安平　　　　　　 糸晴（佐賀）　　 岡山県産　　　　 　　　　　　　　 1423600242         

156 雌    たなさん３１８１ 30509 256             秋忠平　　　　　 たなさん２４４６ 百合茂　　　　　 安福久　　　　　 福之国　　　　　 乳房白　　　　　 岡山県産　　　　 1627031811         

157 雌    あきたださつま　 30518 247             秋忠平　　　　　 さかえさつま　　 北盛栄　　　　　 百合茂　　　　　 安福１６５の９　 育資            岡山県産　　　　 1618353113         

158 雌    ひめ１３１１　　 30310 316             福之姫　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 兵庫県産　　　　 1642304358         

159 雌    あいくに１２２５ 30316 310             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 諒太郎　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1614069308         

160 雌    ひらしげ１２３６ 30329 297             平茂勝　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1648083059         

161 雌    たかこ１２４４　 30409 286             隆之国　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ　　　 岡山県産　　　　 1645748913         

162 雌    かんな          30319 307 BHABHH CACHAB 白鵬８５の３    かんな１１４    安福久          平茂勝          美津福          育資            中接　　　　　　 1585500664 AHBCAACC

163 雌 1 さき６１７      30403 292             白鵬８５の３    さき            幸紀雄          花清国          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1541005622 ABBCCBAH

164 雌 4 まち６２１      30411 284             白鵬８５の３    ももこ１７４    百合茂          菊福秀          平茂勝          育資            供卵牛　　　　　 1541005660 BHAAHHCC

165 雌    さくらはなひめ３ 30502 263             福之姫　　　　　 さくらはなや１　 美国桜　　　　　 百合茂　　　　　 安福久　　　　　 乳座白　　　　　 岡山県産　　　　 1638905330         

166 雌 2 いくみ６１９    30406 289             白鵬８５の３    いくみ２０８    安福久          美国桜          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1541005646 HHHBHHCB

167 雌    やまざくら      30503 262             美国桜          やまひ７１      安福久          百合茂          北平安          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1541005707 CACAACCB

168 雌 1 みつあき６１８  30404 291             白鵬８５の３    みつあき        美津照重        平茂晴          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1541005639 AHACBHBA

169 雌    ゆうぎり６２６  30504 261 BACAAA CACHHA 百合茂          第５１４ゆうぎり 安福久          第１花国        福金            育資            　　　　　　　　 1541005714 BABBABBC

170 去 8 光              30506 259             光平照          はなみるく      百合福久        福増            安平照          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1639549366         

171 去 3 白安勝１６      30301 325 BAHCAA CCCBBC 白鵬８５の３    やすしげみ      安茂勝          美津照          茂重桜          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626233711         

172 去    白福勝          30321 305 BHACHH CACAAB 白鵬８５の３    きらりの１      安福久          勝平正          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626233735         

173 去 2 隆福百合２      30406 289             隆福也          ゆなゆり        百合白清２      安福久          花清国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626233773         

174 去 5 花華            30513 252             元花江          よしこ          華春福          百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626233803         

175 雌 3 もとはなゆき    30425 270             元花江          ゆき１２１      耕富士          秀菊安          糸北国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626233780 BCBCCCCC

※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 4 ひでふじほう    30509 256 BAHCAH CCCCCA 白鵬８５の３    ひでふじ        秀菊安          忠富士          上福            育資            　　　　　　　　 1626233797 CBBCBBBA

177 雌 8 はくかつやす    30416 279 BHHCHH CHBBHH 白鵬８５の３    かつやすふく    安福久          勝忠平          白清８５の３    育資            奥接　　　　　　 1513216216 AHHCHHCA

178 雌 3 ふくはなほう    30502 263             白鵬８５の３    ふくはな        福華１          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1513216254 AHABHACC

179 雌 2 みほこ          30509 256             白鵬８５の３    よしこ          美津照重        百合茂          安平照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1513216261 HHACAACH

180 雌 7 ももはくほう    30422 273 CAHCAH CCCBCB 白鵬８５の３    ももきよ        白清８５の３    羅威傅王        安福（岐阜）    育資            　　　　　　　　 1645754532 BAHBAACB

181 去 3 藤白鵬          30428 267             白鵬８５の３    ふじしげ６      美津照重        安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645754549         

182 去 1 夏日            30513 252             百合白清２      さゆり          美津照重        百合茂          安糸福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645754556         

183 去    福花清増        30408 287 CABBAB CCBCCC 福増            はなこ          花清国          光平福          飛騨白清        中接　　　　　　 　　　　　　　　 1615912504         

184 去    美白鵬          30501 264             美津照重        はくみどり      白鵬８５の３    第１花国        勝忠平          恥骨部白斑　　　 　　　　　　　　 1615912511         

185 去    白鵬久国        30418 277             白鵬８５の３    きくやす        安福久          美穂国          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1646726194         

186 去 2 美津照清        30511 254             美照清          みつこ６        百合白清２      勝忠平          美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1595461375         

187 去 4 安福春４        30401 294 BHABHH CBCAAA 白鵬８５の３    やすふくかつ    安福久          勝忠平          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1627059808         

188 去 1 美国鵬          30515 250             白鵬８５の３    ゆりみくにひさ  美国桜          百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1402920071         

189 雌 9 はるえ          30501 264 CBCBBB CCCCCC 元花江          はるてる        安平照          第１花国        紋次郎          育資            　　　　　　　　 1402920064 CCCCBBCB

190 雌 1 おふく          30510 255             白鵬８５の３    おたえ          安福久          勝忠平          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626444582 BHACAHCC

191 雌 7 あやこ４        30510 255 BACHAB CCCACC 福増            あやこ３        百合茂          忠福            東平茂          育資            　　　　　　　　 1574544594 CACBAAAC

192 雌 3 かみなつみ４    30513 252             白鵬８５の３    かみなつみ３    安福久          平茂勝          飛騨白清        乳房白　　　　　 　　　　　　　　 1574544600 BHBBHBCH

193 去 3 百合鵬６        30421 274             白鵬８５の３    ゆりつね５      安福久          百合茂          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626444568         

194 去    久平白鵬        30428 267             安福久          ふくはくほう１６ 幸紀雄          平茂晴          白清８５の３    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626444575         

195 去 8 元平            30328 298 CBCABC CCCBCC 元花江          はなひらやす    北平安          第１花国        福栄            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1651000197         

196 去 1 百合清          30418 277             百合白清２      ゆりふく        福之姫          百合茂          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1651000203         

197 去 7 花白鵬４６      30302 324 AAHCAA ACACCC 白鵬８５の３    きれいばな      第１花国        平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1636932581         

198 去 4 美白鵬          30413 282 BHHCAH CBCBBB 白鵬８５の３    てるしげ        美津照重        百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626732610         

199 去    白富士の２      30415 280 AHHCHH ABACBA 白鵬８５の３    ひでみの２      耕富士          秀菊安          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1635908709         

200 去 11 北鵬７６３      30420 275 AHHCAH ABCABC 白鵬８５の３    きたの７６３    百合茂          安福久          勝忠平          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1650308713         

※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 去 1 安鵬２１６の３  30506 259             白鵬８５の３    やすこ２１６    耕富士          秀菊安          忠富士          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1650308751         

202 雌 7 しろこ          30424 271 HAHCBA HCACCC 白鵬８５の３    たいこ          福栄            平茂勝          北国７の８      育資            　　　　　　　　 1650308720 BBBCCAAC

203 雌    たかふくのほう  30511 254 BAHCAH CCCCCC 白鵬８５の３    らいふくのたか  隆之国          白清８５の３    福栄            育資            　　　　　　　　 1628620861 CBABBHAA

204 雌    こまき８５の３  30327 299 BHHCHH CHCAAH 白鵬８５の３    こまき２６      安福久          勝忠平          金幸            育資            　　　　　　　　 1589494006 BBACBBCC

205 雌 6 はなほう        30327 299             元花江          ゆうほう        白鵬８５の３    百合茂          安平            育資            供卵牛・奥接　　 1599494010 BBACBBCC

206 去 4 福白鵬          30404 291 BHABAA CCCACC 白鵬８５の３    ひさかずしげ    安福久          平茂勝          茂勝            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1599494027         

207 去 3 芳白鵬          30410 285 AHHCAH BBCCCH 白鵬８５の３    あかまる        芳之国          安福久          金幸            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1599494034         

208 去 3 白照重          30414 281 AHHCAH BCABBH 白鵬８５の３    てるしげみどり  美津照重        勝安波          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1599494041         

209 去    白福久          30422 273 BHHCHH CHCAAH 白鵬８５の３    こまき２６      安福久          勝忠平          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1599494065         

210 去 3 美津安鵬        30402 293             白鵬８５の３    やすこ          美津照重        百合茂          安福１６５の９  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1372463462         

211 去 2 元忠平          30430 265             元花江          ななお          百合白清２      勝忠平          安福１６５の９  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1372463486         

212 去 8 美照白清        30508 257       BBBCBB 美照清          きよこ          白清８５の３    平茂勝          飛騨白清        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1372463493         

213 去 4 白福久鵬        30510 255 BHHBHH CHCAHA 白鵬８５の３    やよい          安福久          百合茂          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063507         

214 雌 1 ほたる９        30308 318             百合白清２      ほたる４        美国桜          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1372463363 CABBABCC

215 雌 11 はくゆりひら    30324 302 AHHBHH BBBHAC 白鵬８５の３    ゆりひら        百合茂          安平            糸秀            育資            奥接　　　　　　 1372463424 BHBAHACC

216 雌 3 わかば          30504 261             白鵬８５の３    あおば          福増            百合茂          金幸            育資            　　　　　　　　 1468642818         

217 雌 10 しろここな      30427 268 CBHCBA CCCCCC 白鵬８５の３    ここな          白清８５の３    第５隼福        糸福（岐阜）    育資            　　　　　　　　 0866879918 CBCBBABB

218 雌 1 あいほう        30503 262             白鵬８５の３    まことの２      愛日向          勝平正          梅福６          　　　　　　　　 　　　　　　　　 0866879932 BABBABAA

219 雌 12 とまどま        30503 262             美国白清        とまとの２      忠富士          北国７の８      平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1642601051 BCABCCBA

220 雌 7 みくにただ      30510 255             美国白清        まゆみ１の６    忠富士          安平            隆美            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1642601082 CBAHHCAH

221 雌 1 はなえふじ      30411 284             元花江          みらい４１１２  耕富士          秀菊安          美穂国          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1642601020 CBBBABCC

222 去 5 花勝国          30509 256       BCBCCB 菊花久          さら            隆之国          勝忠平          平茂晴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1642601068         

223 去 2 菊花春          30509 256       HAHBAA 菊花久          きよはる        百合白清２      平茂晴          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1642601075         

224 去 2 白安月          30511 254             白鵬８５の３    あさつき        安福久          第１花国        安福１６５の９  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1642601099         

225 去    美白鵬          30425 270 AHHCHH BABBAA 白鵬８５の３    はなぞの１０５  美国桜          平茂勝          茂重波          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647112453         

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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226 雌    はくもん        30309 317             白鵬８５の３    もんちゃん      百合茂          安福久          平茂勝          乳房白　　　　　 　　　　　　　　 1647111876 AAACBHBC

227 雌    みほう          30318 308             白鵬８５の３    みもざ          華春福          勝忠平          第５隼福        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647111920 CAHBHHBH

228 雌    まきほう        30319 307 BAABHH CCCHBB 白鵬８５の３    まき５５        安福久          平茂勝          安平            育資            　　　　　　　　 1647111951 AHBBABCC

229 雌    もんほう        30323 303             白鵬８５の３    もんちゃん      百合茂          安福久          平茂勝          乳房白　　　　　 接舌　　　　　　 1647112019 HHHCAHCC

230 雌    はくぞの        30331 295 AHHCHH BABBAA 白鵬８５の３    はなぞの１０５  美国桜          平茂勝          茂重波          育資            　　　　　　　　 1647112088 CABCAHCB

231 雌    はくみもざ      30403 292             白鵬８５の３    みもざ          華春福          勝忠平          第５隼福        奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1647112149 BHBCAHBB

232 雌    えにほう        30404 291 AHHBHH BHBAHH 白鵬８５の３    えにしだ        安福久          第１花国        安福１６５の９  育資            　　　　　　　　 1647112170 BHACAABA

233 雌    みもほう        30416 279             白鵬８５の３    みもざ          華春福          勝忠平          第５隼福        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647112354 BHACHABA

234 雌    はなのほう      30420 275 AHHCHH BABBAA 白鵬８５の３    はなぞの１０５  美国桜          平茂勝          茂重波          育資            　　　　　　　　 1647112385 AAHCAHCA

235 雌    はくざ          30429 266             白鵬８５の３    みもざ          華春福          勝忠平          第５隼福        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647112484 AHHBHHCB

236 去 1 綾白鵬          30403 292             白鵬８５の３    あやめ          美国桜          百合茂          福之国          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1626568486         

237 去 3 朱雀            30415 280             元花江          はるま          平白鵬          安茂勝          勝忠平          鼻梁刺毛　　　　 　　　　　　　　 1626551389         

238 去 1 千堂            30425 270             美国白清        かぐや          白鵬８５の３    安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626551396         

239 去 7 健              30430 265             白鵬８５の３    きんつば        美津照重        花之国          安福久          供卵牛　　　　　 奥接　　　　　　 1626551419         

240 雌 3 そふらん        30428 267             元花江          ちひろ          百合白清２      美津照重        花之国          除角済          　　　　　　　　 1626551402 CBCCBBCC

241 雌 8 かえ７５        30505 260 BHABHH CBCHAC 白鵬８５の３    かねゆきひさ    安福久          金幸            第２０平茂      育資            　　　　　　　　 1644700752 CHABHHCB

242 雌 1 ひな            30221 333             美津照重        むつみ          百合白清２      白鵬８５の３    第１花国        右角折れ　　　　 　　　　　　　　 1428162615 BACHHHBH

243 雌    みずかぜ６      30327 299 BHACHH CACABA 白鵬８５の３    はるひさ        安福久          勝安波          峯勝            育資            口接・乳小白　　 1624896567 CAACBHCC

244 去 7 美津照鵬        30410 285 BHHCAH CBCCBB 白鵬８５の３    こみつ          美津照重        安福勝          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1624896574         

245 去 8 白鵬１６５の３  30427 268 BAHCAA CCBBCC 白鵬８５の３    やすふじ        安秀１６５      藤平茂（事業団） 神茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1624896581         

246 去 2 幸２            30502 263             福之姫          めいはぴねす    花国白清        平茂勝          安福１６５の９  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1599371984         

247 去 2 柳              30521 244             福之姫          きよこ          白鵬８５の３    花清国          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1599371991         

248 去 2 廉２            30411 284             元花江          なぎさはぴねす  白鵬８５の３    安福久          勝忠平          恥骨部白斑　　　 首刺毛・口接　　 1630155733         

249 雌 2 べりぃはぴねす  30413 282             元花江          わかなはぴねす  白鵬８５の３    安福久          金幸            育資            　　　　　　　　 1634855745 HHACBACB

250 雌 2 きらり          30205 349             白鵬８５の３    ひかる          百合茂          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1570623774 AHHCAHBC

※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 12 ゆん            30410 285             福之姫          はなこ          福栄            第１花国        紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1570623828 BCCCCCAC

252 去 1 都元花          30324 302             元花江          みやこ          勝乃幸          茂洋            勝忠平          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1570623804         

253 去 1 知恵睦          30305 321             知恵久          むつこ          百合白清２      勝安波          美津照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1471205659         

254 去 3 太郎            30419 276             福之姫          ゆりはくほう７  白鵬８５の３    百合茂          安福久          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1624886964         

255 去 3 次郎            30425 270             白鵬８５の３    せぶん          百合白清２      安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1624886971         

256 去 6 広茂            30507 258 AHHCHH BAACAC 白鵬８５の３    ひろしげ        百合茂          安平照          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1624886995         

257 去 3 福白清          30520 245 AHHCHH AAABAH 白鵬８５の３    ふくしらきよ    百合白清２      安福久          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1624887008         

258 雌    こうふく３      30504 261             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            奥接　　　　　　 1624886988 BHABHHCC

259 雌 1 はくおおろら    30519 246             白鵬８５の３    おおろら１２８０ 福之姫          幸紀雄          白清８５の３    奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1620668564 HHHCHHCC

260 雌 3 れみてるきよ    30425 270             美照清          れみすみれ      百合白清２      安福久          勝忠平          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1531708588 CBCCCACB

261 雌 2 はたひめ２      30326 300             白鵬８５の３    ゆりてるしげ    美津照重        百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1370548819 BHBAHHCA

262 雌 15 あげひめ２      30414 281             白鵬８５の３    いとひめの１    安平            糸北国          福桜（宮崎）    供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1370548833 BHBBHHBA

263 去 4 江戸０３        30320 306       ABHCBA 福之姫          まゆ            白鵬８５の３    平茂勝          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1370548802         

264 去 5 蓼０２          30410 285             福之姫          まみ            華春福          平茂勝          忠福            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1370548826         

265 去 4 端午            30501 264             白鵬８５の３    はなみ          華春福          百合茂          谷照（鹿児島）  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1370548864         

266 去 3 惣流０４        30508 257 HHHCHH HAHCBB 白鵬８５の３    第２ふくはる    華春福          平茂勝          第５隼福        恥骨部白斑　　　 　　　　　　　　 1370548871         

267 去 1 惣流０５        30510 255             白鵬８５の３    うつみ          美国桜          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1370548888         

268 去 8 汐福            30429 266       ACBCCC 福之姫          かつひめ        勝忠平          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1536501344         

269 去 3 日間乃杜        30522 243             美津照重        ひまのたみ      白鵬８５の３    美国桜          安福久          恥骨部白斑　　　 　　　　　　　　 1623509598         

270 去 2 夏之福          30506 259             福之姫          ひまのなつ      白鵬８５の３    美国桜          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620040308         

271 去 5 百知恵          30313 313             知恵久          ひゃっか        白鵬８５の３    安糸福          宝政            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1595478908         

272 去 13 姫美波９５      30511 254       BCBCCC 福之姫          みなみ          勝忠平          糸藤（鹿児島）  忠福            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1603578958         

273 雌 4 ひめこまち      30317 309       CHCHHA 福之姫          こまち          安福久          百合茂          安福１６５の９  育資            奥接　　　　　　 1603578910 BHACAACC

274 雌 2 れんひめ        30409 286             福之姫          れんげ          百合白清２      安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1603578927 HAACBHCC

275 雌 6 てるはくほう    30518 247 BAHCAA CCACCC 白鵬８５の３    てるざくら      金照            千代桜          平茂勝          育資            奥接　　　　　　 1629012351 AAACBACC

※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 1 岩伏乃元花      30423 272             元花江          いわぶせのはな  白鵬８５の３    第１花国        平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1629012337         

277 去    久白鵬２        30516 249             白鵬８５の３    ふみ            安福久          福栄            福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1629012344         

278 去 5 徳久山          30515 250             白鵬８５の３    だいせん２ふく  徳久福          勝安波          勝大山          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630749031         

279 雌 2 きくやとみ３の２ 30425 270             美照清          きくやとみ３    白鵬８５の３    勝安波          平菊照          育資            奥接　　　　　　 1630749024 CBCCCBCA

280 雌 1 しろゆり        30413 282             百合福久        しろふくひさ    白鵬８５の３    安福久          鉄平            育資            　　　　　　　　 1637019618 AHHAHHCC

281 去    星              30207 347 HHHBHH HHAAHB 白鵬８５の３    ゆりこ          百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1397700528         

282 雌 8 わかな          30307 319 BBBABA BCCCCC 百合福久        ひらふく        平茂勝          福栄            安平            育資            　　　　　　　　 1615915994 BBCBBBCC

283 雌 6 さくら          30310 316 BAHCAH CCCBCC 白鵬８５の３    てるひめ        安平照          平茂勝          安福１６５の９  育資            奥接　　　　　　 1615916007 HHHCBHCC

284 雌 4 ひさ８５の３    30424 271 BHACAH CBCCCC 白鵬８５の３    ふくひめ        安福久          第１花国        紋次郎          育資            顔刺毛　　　　　 1335638210 AHACHHCC

285 雌 7 もものはな      30309 317             白鵬８５の３    ももやすふく１  安福久          百合茂          美津福          育資            　　　　　　　　 1435401899 CACCAHBC

286 去 7 石浦７の１１    30411 284 BHHBHH CACAAA 白鵬８５の３    きずな          安福久          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1364373342         

287 去 3 百合白鵬３      30503 262             白鵬８５の３    ゆりこ          百合茂          白清８５の３    第２平茂勝      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1546360245         

288 雌 8 しろゆり        30422 273 AHHCHH BHCBAB 白鵬８５の３    やすゆりしげ    安福久          百合茂          平茂勝          育資            奥接　　　　　　 1380643382 AHACAACC

289 雌 4 ゆりはなえ      30422 273             元花江          ゆりひめ        白鵬８５の３    百合茂          安平照          無・左乳頭癒着　 奥接　　　　　　 1334548909 BABCBBCB

290 雌 3 さくら          30411 284             元花江          やまと          白鵬８５の３    安平            隆桜            育資            　　　　　　　　 1563185340 AHBBABCC

291 雌 5 ひめはな        30512 253 AAHCAH BCCBCC 白鵬８５の３    さきはな        百合茂          安平            糸秀            育資            　　　　　　　　 1601473897 BHAAHACB

292 雌 7 まいこ３        30410 285 HHHBHH HAAHAB 白鵬８５の３    あかり          百合茂          平茂勝          金澄            育資            　　　　　　　　 1397247818 ABHCBACB

293 去 10 桜３            30424 271 BHHCAA CCACCC 白鵬８５の３    たかざくら      北平安          平茂勝          忠福            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1610747774         

294 去 12 春福            30420 275 AHHCHH BBABBC 白鵬８５の３    ふくこ          福栄            北国７の８      安平            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1467477084         

295 去 12 山安福          30429 266 BHABHH CACHAB 白鵬８５の３    あいやすふく    安福久          平茂勝          神高福          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1467477114         

296 雌 2 しろざくら      30426 269             白鵬８５の３    たかざくら      美国桜          安福久          隆之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1467477107 BHBCAACB

297 雌 5 みどりのめい    30327 299 BAHCAH CCHCBB 白鵬８５の３    みどり２ごう    白清８５の３    平茂勝          安福（岐阜）    育資            奥接　　　　　　 1646745744 CAHCAHCA

298 雌 4 しばざくら      30421 274 CABCAB BAHCBB 元花江          しばひめ３８２７ 白鵬８５の３    裕豊            第３寿高        育資            　　　　　　　　 1417100734 BHBCHHCC

299 去 5 樹蘭            30421 274 CACAAB AHACAC 元花江          あじさい        華春福          百合茂          美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1417100741         

300 去 3 蜂郎１１        30504 261             元花江          やくも１００    白鵬８５の３    安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209765         

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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301 去 11 蜂郎１２        30505 260 AAHCAH ACCBCC 白鵬８５の３    あずさ７７      肥後桜          糸北鶴          糸平茂（鳥取）  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209772         

302 去 3 蜂郎１３        30507 258             白鵬８５の３    ななみ          勝忠平          安福久          百合茂          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1639209789         

303 去    羽生０３        30331 295             福之姫          はにゅう        白鵬８５の３    百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210495         

304 去    緑之孫          30401 294 AHHCHH BHHCHH 白鵬８５の３    みどりのこ      安福久          白清８５の３    平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210501         

305 去 8 玲亜０８        30417 278 CBCCBB HCACCC 元花江          れあ            百合茂          平茂晴          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210532         

306 雌 4 ゆかり０４      30415 280 BHHCHH CBCBBB 白鵬８５の３    ゆかり          美津照重        百合茂          安平            育資            　　　　　　　　 1639210525 AHABHHBH

307 雌 4 はやて          30414 281 AHHBHH BACAHH 白鵬８５の３    あいす          百合福久        勝忠平          飛騨白清        育資            　　　　　　　　 1639210518 BHHBHHCC

308 雌 5 あけこ          30311 315 AHHCHH AHHBHH 白鵬８５の３    あけみ          幸紀雄          華春福          百合茂          育資            　　　　　　　　 1639209390 AAABABCB

309 雌 2 にちこ          30402 293             元花江          ちこ            百合白清２      茂勝            東平茂          育資            　　　　　　　　 1620811830 CBCBBBAC

310 雌 2 きらり          30407 288             美照清          なおひら４      百合白清２      白鵬８５の３    隆之国          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1620811847 BHBBAHCH

311 去 3 桃花江          30303 323             元花江          もも            白鵬８５の３    北乃大福        神高福          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1620811823         

312 去 9 雪白清          30407 288 HBHCBB ACACCC 百合白清２      しばひめゆき    福栄            東平茂          寿高            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1620811854         

313 去 3 楽祐１６        30411 284             元花江          しおひめ        百合白清２      勝忠平          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209222         

314 去 4 楽祐１７        30425 270             元花江          とくほ          白鵬８５の３    徳悠翔          第２平茂勝      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209246         

315 去 3 元花清          30409 286             元花江          きよひら        百合白清２      北乃大福        第２平茂勝      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209215         

316 去 2 白隆清          30416 279             白鵬８５の３    たかきよひら    百合白清２      隆之国          第２平茂勝      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209239         

317 去 7 友明            30426 269 CCCABB HCABCC 元花江          ゆずな          平茂勝          忠茂            金徳            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1620812400         

318 雌 14 りんかほう３    30426 269 AAHCBA ACBCCC 白鵬８５の３    りんか          安糸福          忠福            第２０平茂      育資            　　　　　　　　 1620811229 AAACCABC

319 雌 2 みてる          30416 279             美照清          ゆきゆり        白鵬８５の３    百合茂          花清国          育資            　　　　　　　　 1620811199 CACHABCH

320 雌 11 はる            30411 284 BBHCCB CCCCCC 白鵬８５の３    ふゆみ          茂勝栄          糸北鶴          第８裕豊        育資            　　　　　　　　 1615508103 CCCCCBHH

321 雌 2 さくら３の３    30320 306 AAHCAH BCCBCC 白鵬８５の３    さくら３        百合白清２      智頭平茂        高茂            育資            　　　　　　　　 1620812127 CBAHAACC

322 雌 5 みくにはなこ    30417 278 BHHBHH CACHHA 白鵬８５の３    みくにふく      美国桜          安福久          安平照          育資            　　　　　　　　 1620812202 AHBCHHBB

323 去 11 碧１１          30520 245 AAHCBA BCBCCC 白鵬８５の３    さくらしげ      平茂勝          福桜（宮崎）    隆桜            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620812219         

324 去 4 五月晴          30507 258 CABCAH CCCBCC 白鵬８５の３    ひさはる        安福久          平茂晴          安平            右腰角前痣　　　 　　　　　　　　 1620812189         

325 去 3 花弓白鵬２      30222 332 BHHCHH CACAHH 白鵬８５の３    ひさゆみ        安福久          花清国          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1516307072         

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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326 去    花白鵬２        30314 312 AHHCBH BCCCCC 白鵬８５の３    るるか          花清国          忠富士          福桜（宮崎）    奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1516307089         

327 去 2 光花弓          30422 273             白弓６          みつただふじ    花清光          忠富士          安平            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1516307096         

328 去 1 伯太郎          30412 283             元花江          はくみさき      白鵬８５の３    百合白清２      安福久          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1620812141         

329 去 6 杉作            30504 261 CAHCBA CCCCCC 白鵬８５の３    すぎふく        隆之国          安福２００２    美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620812165         

330 去 2 元百合桜        30315 311             元花江          みさこ２０４    百合白清２      隆之国          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811656         

331 雌 3 あすか２        30503 262 BACHAA CCCACC 百合福久        まゆみ          安福久          平茂勝          北国７の８      育資            　　　　　　　　 1620811663 BCCHBCCB

332 雌    ひさほう３      30411 284 AHABHH BACHAB 白鵬８５の３    ひさふく        安福久          平茂勝          糸福（岐阜）    育資            奥接　　　　　　 1639210051 CHCCAHCC

333 雌 2 もとはく        30506 259             元花江          いちごじゃむ    白鵬８５の３    安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210082 CACBABCC

334 去    岸小町９９      30410 285 AHABHH BACHAB 白鵬８５の３    ひさふく        安福久          平茂勝          糸福（岐阜）    奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1639210044         

335 去 1 元白            30506 259             元花江          くっぱ          白鵬８５の３    安福久          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210075         

336 去 1 福第            30527 238             白鵬８５の３    もとふく        福増            第１花国        安福１６５の９  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210105         

337 雌    しろゆり３      30301 325 HHHCHH HBHCBC 白鵬８５の３    ゆりえる２      百合茂          平茂勝          福桜（宮崎）    育資            　　　　　　　　 1645430764 CABCBACB

338 雌 2 うつくし        30321 305             白鵬８５の３    てるまち        美津照重        美国桜          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1609794246 CHBCHHCH

339 雌 2 ももざくら      30405 290             白鵬８５の３    さくらこ        美国桜          百合茂          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630494269 BHACHHBC

340 雌 1 さきゆり        30314 312             若百合          さきあかり      幸紀雄          忠茂勝          安福久          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1609794239 AABHABBC

341 雌 3 りんか          30421 274             元花江          あっぷる        白鵬８５の３    百合茂          安福久          無・右乳頭癒着　 　　　　　　　　 1630494290 AHBAHHCC

342 去    綾春            30403 292             白鵬８５の３    あやこ          幸紀雄          安福久          金幸            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1634169194         

343 去 2 喜桜            30410 285             白鵬８５の３    さくら７の４    喜亀忠          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630494276         

344 去 2 縁              30412 283             白鵬８５の３    いとさだ７２５  美国桜          百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630494283         

345 去 2 春日            30430 265             百合鵬２        りっか          勝忠平          茂洋            若武者          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1630494306         

346 去 2 刹那            30330 296             福之姫          またたき        白鵬８５の３    光平照          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1609794253         

347 去 2 白華福久２      30417 278             白鵬８５の３    みやび          華春福          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1421390237         

348 去 2 白美津金        30328 298             白鵬８５の３    まい１８０      美津照重        金幸作          幸鶴２          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639527814         

349 去 3 白百合久        30413 282 BHHBHH CHAAHH 白鵬８５の３    まつり０１      百合白清２      安福久          金幸            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1639527777         

350 去 9 白茂福          30423 272 AAHCBA BCCCCC 白鵬８５の３    たかさかえ      茂勝栄          福栄            高正            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1639527791         

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



鳥取県中央家畜市場セリ名簿
令和４年１月２０日開催

母推定育種価
入場
番号

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

351 去 3 百合隆百合      30426 269             百合白清２      ひめこ          隆之国          百合茂          安福久          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1639527807         

352 雌 2 しろはなえ      30420 275             元花江          はな            白鵬８５の３    隆之国          百合茂          育資            　　　　　　　　 1639527784 CAHBHBCC

353 去 3 白清茂          30422 273             白鵬８５の３    つきゆり        百合白清２      百合茂          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1427745765         

354 去 2 美津福久        30501 264             百合福久        てるこ          美津照重        勝忠平          美津照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639549359         

※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。


