
鳥取県中央家畜市場セリ名簿
令和４年１１月１０日開催

1 去 3 宝福久          40114 300 BABAHH BBACBA 百合福久        たからふく      百合白清２      安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1659440445         

2 去 4 大山桜　　　　　 40306 249             元花江　　　　　 こざくら　　　　 白鵬８５の３　　 百合茂　　　　　 金幸　　　　　　 奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1601912525         

3 雌 9 はなしらゆき    40127 287 HBHBBB ACBBCC 百合白清２      はなはな        第１花国        平茂勝          福栄            育資            　　　　　　　　 1601912501 HBBBBBCC

4 雌 2 ゆりみ３１      40112 302             白鵬８５の３    ゆり３          百合茂          安福久          勝忠平          右乳頭短少１本　 　　　　　　　　 1654679314 HHHCHHAB

5 雌 14 すずか３２      40123 291 BCBCCB CCCCCC 百合白清２      すずみ          北景茂          糸北鶴          高茂            育資            　　　　　　　　 1654679321 BCBCCBBC

6 雌 2 ゆめこ３０      40111 303             白鵬８５の３    ゆめゆり８４    安福久          百合茂          第５隼福        無・３本乳      　　　　　　　　 1654679307 CHHBHACB

7 去 2 翔白鵬２９      40103 311             白鵬８５の３    しょうこ        安福久          百合茂          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1654679291         

8 去 4 柴白鵬          40221 262             白鵬８５の３    しばひめゆり    飛良柴          ２１世紀        東平茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1391700135         

9 去    勝平久          40107 307 BBCBBB HCHCCC 安福久          第２かつじろう  第１花国        平茂勝          紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1603549064         

10 去 6 久鵬４          40125 289 BHACHH CHCAHA 白鵬８５の３    ゆりひめ        安福久          百合茂          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1637019687         

11 雌 2 ひろはな        40122 292             元花江          みほかつ        白鵬８５の３    美穂国          安平            育資            　　　　　　　　 1637019670 CBBCBCBB

12 雌 2 なわしろひさはれ 40117 297             白鵬８５の３    なわはれひさ    安福久          平茂晴          平茂勝          接舌　　　　　　 乳房白　　　　　 1466656411 BHAAHHCB

13 雌    みゃあこ        31227 318 BCACBA CCCCCB 百合白清２      みやこ          勝安波          白清８５の３    糸福（岐阜）    育資            　　　　　　　　 1378072309 CCACBBAC

14 雌 3 ここも          40218 265             福之姫          かんな          百合茂          平茂晴          安平            育資            　　　　　　　　 1651923939 HAACCHCC

15 雌 3 るしあ          40220 263             白鵬８５の３    ひかる          百合茂          安福久          平茂勝          育資            奥接　　　　　　 1646723940 BBACBACB

16 雌 1 みどりのすえまご 31229 316             白鵬８５の３    ふくはくほう１１ 福之姫          義平福          平茂晴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645749361 CBACBHBC

17 雌 2 はくあき        40110 304             白鵬８５の３    ふくあき７２６  福増            安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1645749392 BABCBBCA

18 雌 2 にじしらゆき    40114 300             白鵬８５の３    おゆき          芳之国          百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645749415 BCBCCACA

19 雌 2 みつはなもり    40127 287             美津照重        はなもり        白鵬８５の３    百合白清２      安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1382149455 BBBCBHHH

20 雌 4 あぐねす        31206 339 HHHCHA HAHCBC 白鵬８５の３    じゅん１の４    華春福          忠茂勝          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1645749309 AHHCAHBB

21 雌 1 らんこひめ      31215 330             白鵬８５の３    らんこ          美国桜          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645749323 BHAHHACC

22 去 2 幸紀白鵬        40118 296             白鵬８５の３    さき            幸紀雄          隆之国          安福久          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1645749439         

23 去 7 優里白鵬        40122 292 AAHCAH ACBBCB 白鵬８５の３    ゆりこ          百合茂          勝忠平          安福久          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1645749446         

24 去 2 由美白鵬        40127 287             白鵬８５の３    ゆみしらきよ    百合白清２      安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1382149462         

25 去 5 秀菊白鵬        40205 278             白鵬８５の３    わかふじ        秀菊安          忠富士          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645749385         
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26 去    青嵐            40213 270 BHACHH CACBBB 白鵬８５の３    なでしこ        安福久          忠茂勝          神徳福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1382149493         

27 去 7 泰白鵬          40110 304 AAHCAA ACBCCC 白鵬８５の３    やすえ          百合茂          福之国          安平            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1645749408         

28 去 4 雪福久          40114 300             百合福久        こゆき          白鵬８５の３    第１花国        平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1645749422         

29 去 8 福勝礼美忠      40202 281       BABBAA 福勝忠          れみおろめん    百合茂          安福久          勝忠平          無・腹白斑大　　 奥接　　　　　　 1531708632         

30 去 11 綾久鵬          40125 289 BHACHH CACAAB 白鵬８５の３    あやひさ        安福久          平茂勝          第５隼福        奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1648717435         

31 去 8 天乃久鵬        40203 280 BHABHH CHCHHA 白鵬８５の３    あまのがわ      安福久          平茂勝          安福１６５の９  奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1648717442         

32 雌 6 ゆきぐも        40106 308 ACBCCC ACACCC 大山雲          ひさゆき        百合茂          平茂勝          安平            育資            奥接・乳白大　　 1648717428 CCCCCCAC

33 雌 5 ゆくとし２０２１ 31231 314 BAACAA CCCBCC 白鵬８５の３    はりそん        安福久          勝忠平          第１花国        育資            　　　　　　　　 1644869213 CBCBBBCB

34 雌 8 しろべえ５      40115 299             白鵬８５の３    ふくべえの２    福之姫          安福久          百合茂          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1644869329 BABBBACH

35 雌 1 びはく          40123 291             白鵬８５の３    ぼぶざくら      美国桜          百合茂          安福久          接舌　　　　　　 乳房白　　　　　 1644869350 BABBAHCA

36 雌    さきせん２      40202 281             白鵬８５の３    ももてつ        幸紀雄          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1644869411 CBBCBHAB

37 雌 2 ぶれす          40203 280             白鵬８５の３    たかあすか      隆之国          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1644869428 HHHBHHCH

38 雌 1 さるとびはく    31211 334             白鵬８５の３    さるとびはな    幸紀雄          安福久          勝忠平          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1634269153 BABAAACC

39 雌    やすきよ        40129 285 HAABAH BABBAA 百合白清２      やすふくかつ    安福久          平茂勝          第５隼福        育資            　　　　　　　　 1650787310 BABCAACC

40 雌 1 なつみ          40301 254             白鵬８５の３    なつぴんくひめ  福之姫          安福久          第２平茂勝      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1455687341         

41 去 4 花福勝          40120 294             福勝忠          はなざくら      第１花桜        安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650787297         

42 去    久虎            40121 293 CBCABB ACBCCC 安福久          いわどゆり      百合茂          第１花国        安平            右もも刺毛　　　 　　　　　　　　 1650787303         

43 去 4 百合白鵬        40225 258 HAHCAH AAHCAA 百合白清２      ゆりはくほう７  白鵬８５の３    百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1455687327         

44 去 10 亀国　　　　　　 40308 247             白鵬８５の３　　 かめのくに　　　 隆之国　　　　　 百合茂　　　　　 東龍　　　　　　 中接　　　　　　 　　　　　　　　 1455687358         

45 去 4 白久照          40210 273 AHHBHH BHCHHH 白鵬８５の３    ゆりかぜ        百合福久        美津照重        安福勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1634196756         

46 去 4 百合美津照      40213 270 AHHCAH BHHCHA 百合鵬２        しらゆり２      白鵬８５の３    美津照重        安福勝          接舌　　　　　　 　　　　　　　　 1634196763         

47 去 2 聖虎            40110 304             元花江          らむ            白鵬８５の３    北平安          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1388151902         

48 去 4 琥優            40118 296 CBCBAA CAACBA 元花江          おとひめ        白鵬８５の３    安福久          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1388151933         

49 去 1 剛              40208 275             元花江          ととろ          白鵬８５の３    芳之国          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1388151971         

50 雌 6 けいてぃ        40204 279 ABHCBB CCBCCC 百合白清２      あきひめ        北乃大福        忠富士          北国７の８      育資            除角済          1388151964 ACHCCBHC
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51 雌 4 さぼてん        40211 272 CCCBBB CCCABC 美国白清        らん            安福久          安平            隆桜            育資            鼻梁刺毛・除角済 1388151988 CCCACCBH

52 雌 9 おせち９４      40108 306 ABHCBB ACBCCC 白鵬８５の３    さくらこ２の２１ 平茂勝          茂重桜          第７糸桜        育資            　　　　　　　　 1576300945 CBBCBBAB

53 雌 8 ぎんしゃむ９６  40123 291 AAHCBA ACACCC 白鵬８５の３    さくらひめ      平茂勝          福桜（宮崎）    安平            育資            接舌・乳白大　　 1576300969 BBACBACA

54 雌 5 じゃがりこ９７  40126 288 AHHCHH BBACAB 白鵬８５の３    たか９８５３    隆之国          百合茂          谷秋            育資・奥接　　　 副乳頭基部ゆ着　 1576300976 AABBBACA

55 去    百合国          40105 309             百合白清２      こぎん          美穂国          安福久          美津照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1625796262         

56 去 5 白鵬浪          40226 257 HHHCAH HBAABB 白鵬８５の３    こなみ          百合白清２      糸福（鹿児島）  平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1335356107         

57 去 4 百合花          40213 270 HBHCBA HCHCCA 百合白清２      みゆき８５の３  白鵬８５の３    平茂勝          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1628738726         

58 去 1 知恵如月        40207 276             知恵久          きさら          白鵬８５の３    百合茂          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1547747236         

59 去 5 紅鵬２          40210 273             白鵬８５の３    もみじはぴねす  安福久          平茂勝          安福（岐阜）    供卵牛　　　　　 奥接　　　　　　 1612255895         

60 雌 5 ふわりはぴねす  40205 278             大山雲          ちはやふる      百合白清２      安福久          金幸            育資            供卵牛・奥接　　 1612255888 BCBCCCBC

61 雌 13 きよゆり        40124 290 HHHCHH HHABHA 白鵬８５の３    ゆりしらきよ    百合茂          平茂勝          飛騨白清        無・３本乳      乳房小白        1570177277 CAACAABB

62 雌 6 こゆき          40201 282 BHHCHH CBCABA 白鵬８５の３    みゆき          安福久          勝忠平          金幸            育資            　　　　　　　　 1570177284 BAABAACB

63 去 10 北白鵬          40109 305 AHHCHH AAABAB 白鵬８５の３    いとひめ        北平安          糸福（鹿児島）  安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1570177260         

64 去 6 歩夢            40119 295 BHACAH CBCABB 白鵬８５の３    なお            安福久          勝忠平          美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1646745850         

65 雌 1 みほ            40210 273             白鵬８５の３    ただしげひさ    勝忠平          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1646745874 AHHBHHCA

66 雌 2 らっきぃ        40126 288             白鵬８５の３    はっぴい        美国桜          勝平正          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1341700901 AAHBHABA

67 雌 11 みしぇる        40217 266 BBACBA HAHCBB 美国白清        ゆりえる        百合茂          平茂勝          福桜（宮崎）    育資            供卵牛・副乳頭　 1503800913 CCABAAAA

68 去 5 龍              40116 298 HBBCBB HAACBB 大山雲          たかね１０      華春福          第１花国        北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1341700895         

69 去 1 安花            31227 318             元花江          やすふくしば    白鵬８５の３    安福（岐阜）    北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1351955780         

70 去 4 百合鵬          40118 296             百合福久        しげこ          白鵬８５の３    平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1537467465         

71 去 5 真斗            40212 271 BHHCHH CHCAHB 白鵬８５の３    のぞみ          安福久          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1501162396         

72 去 1 竜平            40212 271             美津照重        ゆいな          白鵬８５の３    福増            幸紀雄          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1338187487         

73 雌 7 たまえ          40123 291 BHHCHH CBBAAA 白鵬８５の３    ななこ          安福久          百合茂          平茂勝          無・へそ白　　　 腹～乳白大・縁接 1372042506 AHACAHCC

74 雌 10 かつたださちふく 40216 267 BBHCBA CCBCCC 白鵬８５の３    かつただふじ    勝忠平          安福１６５の９  福桜（宮崎）    育資            　　　　　　　　 1370692604 CBCCBAAB

75 雌 2 かつただはなふく 40219 264             福増            かつただひさ    白鵬８５の３    勝忠平          安福１６５の９  育資            　　　　　　　　 1370692611 CHCBHHCB

※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 7 みつふくさかえ  40221 262 BHACHH CBCBBB 白鵬８５の３    みつはる        百合茂          安福久          安平照          育資            　　　　　　　　 1370692628 AHHCHHCC

77 去 3 美津福桜        40204 279             百合福久        みつよしひさ    白鵬８５の３    福桜（宮崎）    美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1370692598         

78 去 9 歩夢            40209 274 CHABHH CHCHHA 白鵬８５の３    ふくひさ        安福久          福栄            北国７の８      奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1336716054         

79 去 6 高文            40304 251 BAHCBA CCCCCC 白鵬８５の３    きみえ          美国桜          平茂勝          菊照土井        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1554583599         

80 去 1 大山雪　　　　　 40307 248             百合福久　　　　 ゆりはくほう　　 元花江　　　　　 白鵬８５の３　　 百合茂　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 1334548923         

81 去 6 姫栄            40222 261             福之姫          さくらさかえ    千代桜          第５北盛        美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1337587431         

82 雌 6 はなこ          40115 299 AAHCBH BCACCB 白鵬８５の３    はな            百合茂          安福（岐阜）    平茂勝          無・乳房大白　　 　　　　　　　　 1578214646 ABHCCBBC

83 去 6 白              40112 302 BAHCAH CCBCCC 白鵬８５の３    こすもす３２５  福之国          安平            平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578214639         

84 去 2 福寿            40128 286             百合福久        きく            白鵬８５の３    安糸福          第２神高        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578214653         

85 去 7 白百安          40202 281 AAHCAH ABBBCB 白鵬８５の３    ひさゆり        百合茂          安福久          安平照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213793         

86 去 5 割利雄          40213 270 BHACHH CBCABC 白鵬８５の３    あいる          安福久          第１花国        数重波          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213809         

87 去 6 蜂郎２０        40211 272 AHABHH BACHAB 白鵬８５の３    ももくろ        安福久          勝忠平          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578214998         

88 雌 4 ひかり４７      40219 264             白鵬８５の３    はなひさ        華春福          安福久          北国７の８      奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1578215001 CABAAACB

89 雌 1 にこるんるん    31228 317             百合未来        にこるん        白鵬８５の３    平茂晴          安平            育資            　　　　　　　　 1578214974 AAACAACC

90 雌 6 はまこ          40122 292 HHHCAH HBACCC 白鵬８５の３    はしま８３４４４ 華春福          百合茂          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1639209482 BCHCCBAB

91 雌 8 ふじつるやす    40104 310 BHACAH CBCCCB 白鵬８５の３    ゆりふじづる    安福久          平茂勝          金幸            育資            　　　　　　　　 1620812684 CABCAHCB

92 去 1 大平６          40119 295             若百合          しもかめ１４７  喜亀忠          安福久          忠福            右角サヤ抜け　　 　　　　　　　　 1606130412         

93 去 6 大平７          40126 288             美国白清        みずき          百合茂          安福久          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1606130429         

94 去 2 大平８          40128 286             福之姫          はまふくひさ    安福久          百合茂          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1606130436         

95 去 4 福福也０５      40219 264 AHAAHH ABHCBH 百合福久        ゆりふくなり    百合白清２      隆之国          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578214257         

96 雌 4 ちさ            40111 303 BHACHA CBCBBC 白鵬８５の３    ちさと          福増            美国桜          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1578214202 BAABAHBB

97 雌 9 びっくぼす      40101 313 BHABHH CHCHHH 白鵬８５の３    ぼす            安福久          北平安          茂糸波          育資            　　　　　　　　 1578214189 CHBBHHAB

98 雌 5 なつ            40127 287 BAHCAH BCBBCC 白鵬８５の３    なつみ          安福久          平茂勝          福之国          育資            　　　　　　　　 1578214226 CAACBACC

99 雌 5 みゅう          40129 285 BBCHBA ACBACA 久茂福          りりす          百合白清２      安福久          平茂勝          無・３本乳      　　　　　　　　 1578214233 CCBABBCC

100 牡 9 富士未来        40305 250             百合未来        こうふじ        忠富士          福之国          安平            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1578214288         

※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 8 大切            31224 321 BHACAH CBCABB 白鵬８５の３    ほなみ          安福久          勝忠平          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578214769         

102 去    力太郎          40218 265             白鵬８５の３    かつただひさ    安福久          勝忠平          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578214677         

103 去 5 安美津梅        40105 309             美津梅          やすふくひさ    百合白清２      勝忠平          安福１６５の９  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578215278         

104 去 8 雪鵬１          40107 307 HHHCAA HABCCC 白鵬８５の３    ゆきこ          百合茂          安糸福          勝忠平          同性複数産子    　　　　　　　　 1578215292         

105 去 9 雪鵬２          40107 307 HHHCAA HABCCC 白鵬８５の３    ゆきこ          百合茂          安糸福          勝忠平          同性複数産子    　　　　　　　　 1578215308         

106 雌 6 あいか１２      40118 296 BBBABA CBHBAH 諒太郎          ふくこ          百合白清２      勝安波          安平            育資            　　　　　　　　 1578215315 ABCABCBC

107 雌 1 つゆくさ３の１  40108 306             元花江          つゆくさ３      白鵬８５の３    勝安波          北仁            育資            縁接            1578214110 CACBABCC

108 雌 5 ふくかね        40120 294 AAHCBA BBHCBB 福之姫          はくかね        白鵬８５の３    忠茂            金幸            育資            縁接            1578215575 HHHCBCBB

109 雌 7 はなゆり２７    40211 272 AAHCAH ACABBB 白鵬８５の３    はなゆり２      百合茂          第１花国        紋次郎          育資            奥接　　　　　　 1578215599 AAACBHCC

110 去 4 ６２１桜雲      40111 303             大山雲          ６２１ばんざくら 白鵬８５の３    金豊            高森            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578215568         

111 去 2 凛花２７２      40127 287             百合福久        りんかゆり２７  白鵬８５の３    百合茂          安糸福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578215582         

112 去 5 裕鵬５          40212 271 AHHCAA ABHCCC 白鵬８５の３    １２５ひろさかえ 百合白清２      勝忠平          東平茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578215612         

113 去 2 春彦            40217 266             知恵久          ゆうひめ        白鵬８５の３    美国桜          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578214530         

114 去 1 大吾            40131 283             福増            あきざくら      白鵬８５の３    美国桜          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620810802         

115 去 5 結弦            40226 257             百合福久        ももこ          美穂国          日向国          上福            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620810819         

116 去 1 節分蘭          40203 280             元花江          ふりいじあ      美津照重        百合茂          安平照          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1390977255         

117 雌 8 はなてまり      40210 273 CBACAA CCCBCC 白鵬８５の３    はつてまり      美津福          安平照          金幸            育資            　　　　　　　　 1390977262 CBCCCBAA

118 雌 5 いのり          40214 269 BHHCHH CACCAH 白鵬８５の３    るみなりえ      光平照          隆之国          美津照重        育資            　　　　　　　　 1390977279 BBACBABH

119 雌 7 こいほわいと    40124 290 AAHCAA ABBCCC 白鵬８５の３    こいれっど      華春福          百合茂          美津照          育資            供卵牛　　　　　 1385794676 CBHCBABC

120 雌 3 ふくみん        40201 282             福勝忠          てるみ          美津照重        勝忠平          秀菊安          育資            　　　　　　　　 1385794690 CBCCCBAH

121 去 3 椿生            40108 306             白鵬８５の３    まなか６５      百合福久        勝忠平          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1385794645         

122 去 1 初華            40126 288             白鵬８５の３    はなさかえ２    美国桜          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1385794683         

123 去 2 豊霞            40120 294             百合鵬２        きくゆりひさ    百合茂          美国桜          勝忠平          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1385794669         

124 去 4 影睦            40118 296             百合白清２      第１よしひらしげ 好平茂          隆之国          安福（岐阜）    奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1385794652         

125 去 2 一冴            40107 307             百合白清２      みつひさ        美津照重        百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630494634         

※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 3 美津白安        40304 251             美津照重        らむ            白鵬８５の３    安福１６５の９  平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1639527920         

127 雌 8 ふよう          40222 261 ABHCCB ACCCCC 白鵬８５の３    ななこ１        福栄            平茂勝          第２０平茂      育資            　　　　　　　　 1639527906 AAHCBACC

128 雌 3 まいか　　　　　 40309 246             白鵬８５の３　　 まい１８０　　　 美津照重　　　　 金幸作　　　　　 幸鶴２　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639527937 CCCCCCBH

129 去 3 太郎            40116 298 HHHCAH HBHCCA 白鵬８５の３    せきとりじゅり  百合白清２      勝忠平          糸新鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616938         

130 去    夏福            40106 308             福之姫　　　　　 ひまわり　　　　 勝忠平　　　　　 安福久　　　　　 平茂晴　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616877         

131 去    福王            40114 300 CBCBBB ACBCCC 安福久          うしわか２２６  美穂国          忠富士          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616884         

132 雌    まゆみ          40120 294 BAHCAH CCCABB 白鵬８５の３    やすゆりひめ２  安福久          百合茂          紋次郎          育資            　　　　　　　　 1622616891 AAACBHBB

133 雌    あやか          40121 293 BAHCAH CCCABB 白鵬８５の３    やすゆりひめ２  安福久          百合茂          紋次郎          育資            　　　　　　　　 1622616907 AAHCAHCC

134 雌    せきふく        40127 287 BAHCBH CBHBAA 福之姫          せきはくきん    白鵬８５の３    北乃大福        百合茂          育資            　　　　　　　　 1656451529 ABBCCBHB

135 雌 12 せきはつさかえ３ 40201 282 BBHCCB CCCCCC 白鵬８５の３    せきはつさかえ１ 神茂勝          高森            大豊            育資            　　　　　　　　 1622617478 CCCCCCBC

136 雌 12 ゆりあやこ      40203 280 BBBHBB BCCBCC 百合福久        ひらあやこ      平茂勝          美津福          北国７の８      育資            　　　　　　　　 1622617485 BACAABCC

137 雌 11 ゆりせきはる    40221 262 ABBBBB ACACCC 百合福久        せきはる        平茂晴          勝忠平          安平            育資            　　　　　　　　 1622617492 BBBBBBCB

138 去 11 関５白鵬３      40223 260 BBACBA CCCBCC 白鵬８５の３    せき５みちこ３  福栄            平茂勝          安谷福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617508         

139 去 6 山口丸          40205 278 BAACAA CACCAC 百合白清２      なつこ６１      安茂晴          飛騨白清        糸福（岐阜）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617423         

140 去 4 郡家丸          40205 278             福増            まるふじ        耕富士          美穂国          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617430         

141 去 5 関福福鵬        40131 283 BHACHH CACAAA 白鵬８５の３    せきふくひさ    安福久          第２平茂勝      高森            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1622617584         

142 去    隼              40215 268             美国桜          さゆり          百合茂          安福久          平茂晴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1573735535         

143 去 3 恋太郎１１９    40119 295             白鵬８５の３    はるこ          美国桜          白清８５の３    平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1622615825         

144 去    三朝五郎１４９４ 31221 324             福之姫          みやもり        勝忠平          北国７の８      紋次郎          口接            　　　　　　　　 1626429930         

145 去 7 三朝五郎１５１１ 40105 309 BABAAA CACHHB 百合白清２      ゆりふくひさ    安福久          百合茂          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1655379497         

146 去 2 三朝五郎１４９７ 40107 307             白鵬８５の３    きりさめ        美国桜          百合茂          茂重波          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1656451468         

147 去    三朝五郎１５０９ 40116 298             愛之国          やすふく１３１９ 安福久          百合茂          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647277527         

148 去 12 三朝五郎１５１４ 40116 298 HAHCBA HHHCBB 百合白清２      ちひ３          華春福          百合茂          安平            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1655379527         

149 去    石井１５２７　　 40121 293             福之姫　　　　　 しんさつま２　　 百合茂　　　　　 安福１６５の９　 平茂勝　　　　　 岡山県産        　　　　　　　　 1647438249         

150 去 2 三朝五郎１５１７ 40123 291             百合白清２      べっしょ１８４  安福久          勝平正          大将            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1655379558         

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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151 去 11 三朝五郎１５２９ 40123 291 BBBBBB CCCACC 百合白清２      あきとみ１３１  安福久          平茂勝          神高福          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1655379565         

152 去 1 三朝五郎１５１９ 40123 291             茂晴花          きみどり        百合福久        白鵬８５の３    福安照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1656451512         

153 去    三朝五郎１５２２ 40123 291             福之姫          ひすい          安福久          茂洋            金幸            口接            　　　　　　　　 1658153674         

154 去    三朝五郎１５１８ 40125 289 CABCAH CCCACC 白鵬８５の３    すこみつ５７    安福久          平茂勝          美津福          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1631410664         

155 去    平岡１５３３　　 40126 288       HHHCHH 若百合　　　　　 はくゆり３４８　 白鵬８５の３　　 百合茂　　　　　 安福久　　　　　 奥接　　　　　　 岡山県産        1368594187         

156 去    福之清　　　　　 40126 288             福之姫　　　　　 さわきよ３　　　 諒太郎　　　　　 百合茂　　　　　 安福久　　　　　 岡山県産        　　　　　　　　 1650749509         

157 去 7 三朝五郎１５３０ 40131 283 BHHCHH BACBAB 白鵬８５の３    ひささくら      安福久          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1655379572         

158 去    最早平　　　　　 40131 283             秋忠平　　　　　 もはやこれまで４ 安福久　　　　　 勝忠平　　　　　 福之国　　　　　 岡山県産        　　　　　　　　 1650749523         

159 去    若茂洋　　　　　 40201 282             若百合　　　　　 第１９０しげひろ 茂洋　　　　　　 平茂勝　　　　　 安福（岐阜）　　 岡山県産        　　　　　　　　 1650749530         

160 去    上森１５３５　　 40202 281             秋忠平　　　　　 ひさこ３　　　　 安福久　　　　　 金幸　　　　　　 平茂勝　　　　　 岡山県産        　　　　　　　　 1425453402         

161 去    上森１５４３　　 40204 279             秋忠平　　　　　 ひさこ３　　　　 安福久　　　　　 金幸　　　　　　 平茂勝　　　　　 岡山県産        　　　　　　　　 1425453419         

162 去    雷鳴福　　　　　 40212 271             紀多福　　　　　 らいめい　　　　 百合茂　　　　　 平茂勝　　　　　 安福（岐阜）　　 岡山県産        　　　　　　　　 1650749561         

163 去    三朝五郎１５４０ 40213 270             福之姫          みやもり        勝忠平          北国７の８      紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650850595         

164 去    美津洋重　　　　 40213 270             美津照重　　　　 第１９０しげひろ 茂洋　　　　　　 平茂勝　　　　　 安福（岐阜）　　 岡山県産        　　　　　　　　 1650749578         

165 去    冨谷１５７９　　 40216 267             百合茂　　　　　 第４９１ゆうぎり 安福久　　　　　 安茂勝　　　　　 安平照　　　　　 白舌　　　　　　 岡山県産        1640072136         

166 去    三朝五郎１５４７ 40216 267 BACHAA BCCABB 福増            もあ            百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1655379619         

167 去    三朝五郎１５４８ 40220 263 BACHAA BCCABB 福増            もあ            百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1655379626         

168 去    百合桜　　　　　 40226 257             若百合　　　　　 さくら４１５　　 芳之国　　　　　 安福久　　　　　 平茂勝　　　　　 岡山県産        　　　　　　　　 1637250172         

169 去    上森１５８０　　 40228 255             福之姫　　　　　 きたかねしげ　　 茂洋　　　　　　 百合茂　　　　　 北国７の８　　　 岡山県産        　　　　　　　　 1425453433         

170 去    小川丸５７　　　 31223 322             美津照重　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      島根県産　　　　 1654638632         

171 去    三朝五郎１５２８ 40102 312             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 勝忠平　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1640072112         

172 去    小川丸５８　　　 40109 305             美津照重　　　　 　　　　　　　　 勝忠平　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      島根県産　　　　 1654638694         

173 去    三朝五郎１５３６ 40122 292             知恵久　　　　　 　　　　　　　　 美国桜　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1659225042         

174 去    三朝五郎１５２６ 40130 284             茂晴花　　　　　 　　　　　　　　 百合茂　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      　　　　　　　　 1648087637         

175 去    三朝五郎１５３８ 40207 276             勝早桜５　　　　 ももよ　　　　　 茂福久　　　　　 美国桜　　　　　 　　　　　　　　 無・産地証明　　 　　　　　　　　 1392187997         

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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176 去    小川丸１４　　　 40210 273             知恵久　　　　　 　　　　　　　　 百合茂　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1436774145         

177 去    三朝五郎１５６３ 40218 265             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1371296962         

178 去    三朝五郎１５９８ 40223 260             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1640072143         

179 去    三朝五郎１５６４ 40224 259             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 勝早桜５　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1627870229         

180 去    三朝五郎１５６５ 40224 259             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1367770247         

181 去    小川丸１５　　　 40227 256             知恵久　　　　　 　　　　　　　　 百合茂　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1436774152         

182 雌 5 せきひさ　　　　 31214 331             関平照　　　　　 ひさはな　　　　 安福久　　　　　 第１花国　　　　 丸優　　　　　　 育資            中接・大分県産　 1645021887         

183 雌    しげはな１４９８ 40109 305             茂晴花          ささめゆき      幸紀雄          安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1656451475 CCCHBCCB

184 雌    ひさ１５０６    40110 304 CBCABB ACBCCC 安福久          いわどゆり      百合茂          第１花国        安平            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1625631358 BAABABCB

185 雌 4 しらきよ１５１３ 40113 301 ABHBBA BCBBBC 百合白清２      べっしょ２０５  隆之国          平茂晴          美津福          育資            　　　　　　　　 1655379510 BCBCCABC

186 雌    こたに１５２０　 40113 301             若百合　　　　　 しんひめ１２の９ 勝忠平　　　　　 美津福　　　　　 守１　　　　　　 育資            岡山県産        1659401576 ABCCCCBC

187 雌 1 さんご１５０７  40114 300             茂晴花          さんご          百合福久        白鵬８５の３    福安照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1656451482 BHBAHBBB

188 雌    ふくもり１５１０ 40114 300             福之姫          みやもり        勝忠平          北国７の８      紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1658153650 HBHCCCCB

189 雌    あいふく１５０８ 40115 299             愛之国          やすふく１３１９ 安福久          百合茂          神高福          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1647277510 CCCBCBBC

190 雌    たか１５２１    40118 296             貴隼桜          たか            隆之国          安福久          勝忠平          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1364173829 BACHACAC

191 雌 1 しろはる１５１５ 40119 295             白鵬８５の３    ふくみ          華春福          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1655379534 CHBBHHCA

192 雌 5 ゆりゆき　　　　 40119 295             若百合　　　　　 ゆき　　　　　　 美津照重　　　　 安茂勝　　　　　 八重福栄　　　　 育資            大分県産　　　　 1360881261         

193 雌 2 ゆめみ１５１６  40120 294             白鵬８５の３    ゆめみ３６の４◆ 安福久          安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1655379541 HHAAHACB

194 雌    ひらおか１５３２ 40127 287       HHHCHH 若百合          はくゆり３４８  白鵬８５の３    百合茂          安福久          奥接・乳房白　　 岡山県産        1368594200 HAHCAACC

195 雌 3 ゆりひさ１５３１ 40131 283             百合福久        かつひさ４４７  白鵬８５の３    安福久          勝忠平          育資            奥接　　　　　　 1655379589 AHHBHHCC

196 雌    ひぐち１５３７　 40206 277       HHHCHH 若百合          はくゆり３４８  白鵬８５の３    百合茂          安福久          無・乳房～左腿白 奥接・岡山県産　 1611211557 BHABHBCC

197 雌 9 さくら２２０４　 40209 274             秋忠平　　　　　 さくら１６　　　 花清国　　　　　 福桜（宮崎）　　 菊照土井　　　　 育資            供卵牛・徳島県産 1567502013         

198 雌    いしい１５４１　 40211 272             福之姫　　　　　 おね　　　　　　 安福久　　　　　 忠富士　　　　　 隆桜　　　　　　 岡山県産        　　　　　　　　 1647438270 HAACCABC

199 雌 3 ゆりまつ１５４６ 40212 271 BBHBBA CCACCC 百合白清２      くにまつ２６６  隆之国          安茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1655379602 HCABCCBC

200 雌    みくに１４９９　 31222 323             美国桜　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1628812419         

※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    さきお５９　　　 40103 311             幸紀雄　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      兵庫県産　　　　 1397204286         

202 雌    かつはや６４　　 40216 267             勝早桜５　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      　　　　　　　　 1409888022         

203 雌 4 もみはな        40204 279 CBBCBB HAHCBB 元花江          もみじ          白鵬８５の３    勝忠平          平茂勝          育資            供卵牛　　　　　 1622617362 ACACCCCC

204 雌    さくらひめ      40117 297 CBCBBC CCCCCC 美国桜          ゆきひめ        安福久          平茂勝          寿高            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622615016 BBCHBCCC

205 去 1 司４４          40108 306             美国桜          ひさはくほう    安福久          白鵬８５の３    百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649412148         

206 去    大黒桜　　　　　 40128 286             美国桜　　　　　 みほ３６０　　　 安福久　　　　　 百合茂　　　　　 　　　　　　　　 兵庫県産　　　　 　　　　　　　　 1398026610         

207 去 1 北八ヶ岳７３６  40121 293             白鵬８５の３    きたやつ５６９  茂福久          隆之国          百合茂          口接            　　　　　　　　 1653606816         

208 去 1 鶯７３０        40111 303             白鵬８５の３    うぐいす        美国桜          百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606755         

209 去    山吹紅葉１      40103 311             白鵬８５の３    やまぶき        白清８５の３    第１花国        安福（岐阜）    口接            　　　　　　　　 1652101121         

210 去 28 楓７３４        40119 295 HBHCCB HCHCCC 百合白清２      かえで          勝忠平          秀菊安          平茂勝          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1653606793         

211 去    茂福久７３９    40204 279             茂福久          ひめふじ        安福久          第１花国        安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606847         

212 去    鈴姫富士        40214 269             白鵬８５の３    すずひめ４３６  耕富士          菊福秀          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1652101213         

213 去    白久勝          40306 249 BHABHH CBCHBB 白鵬８５の３    やすあゆ４８    安福久          平茂勝          安平            口接            　　　　　　　　 1646566677         

214 去 2 幸福７３５      40121 293             白鵬８５の３    はっぴい        美津照重        勝忠平          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606809         

215 去 3 白白鵬鵬        40202 281             白鵬８５の３    ゆりさつき      百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622615597         

216 雌 4 くにほう        40121 293 BHHCHH CBCCBB 白鵬８５の３    くに            隆之国          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1622615573 CACCBACC

217 雌 5 はなさん        40201 282 HHHCHH HHACBB 白鵬８５の３    はなちゃん      華春福          百合茂          安平            育資            　　　　　　　　 1622615580 AHHCAHCC

218 雌 3 とみはく        40207 276             白鵬８５の３    とみてるしげ    美津照重        安福久          平茂勝          無・乳房白大　　 　　　　　　　　 1622619731 HHHCAHCH

219 去    百合花道３      40202 281             百合茂          なつはなみち    安福久          第１花国        平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622619953         

220 去    百合花道１      40201 282             百合茂          なつはなみち    安福久          第１花国        平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622619939         

221 去 11 峰久            40102 312 BAACAH CCCCCC 白鵬８５の３    みねひさ        安福久          平茂勝          金幸            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1622620096         

222 去 9 勝久勝忠        40122 292             白鵬８５の３    かつただひさ    勝忠平          安福久          勝忠平          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1622620119         

223 去 11 桃久            40219 264 BHACAH CBCBBB 白鵬８５の３    ももひさ        安福久          勝忠平          福栄            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1622619984         

224 去    久緑            40118 296 CACBAA BBBCBH 安福久          みどりのはくほう 茂洋            平茂晴          白清８５の３    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1659202722         

225 去 2 春白久２        40306 249             白鵬８５の３    みはる          安福久          百合茂          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617546         

※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    白鵬緑          40224 259 HAHCAH HCHCCA 白鵬８５の３    きみどり        勝安波          百合茂          白清８５の３    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645322595         

227 雌    ほうふぶき      40220 263 BHABHH CHCHHA 白鵬８５の３    ふぶき          安福久          白清８５の３    第１花国        育資            　　　　　　　　 1645322588 BHAAHBBB

228 雌 3 もとはなまる    40218 265 CABAHA BHHCHA 元花江          みさ            白鵬８５の３    神徳福          忠福            育資            奥接　　　　　　 1622617577 CCBCCCBC

229 雌 1 こねづ          40205 278             福之姫          ねづこ          白鵬８５の３    安福久          勝忠平          育資            中接　　　　　　 1622614897 HBACCHCC

230 雌 4 しおり          40313 242             白鵬８５の３    みのり          安福久          勝忠平          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617553 CABCBHBC

231 雌 3 あやこ          40319 236             白鵬８５の３    あや            隆之国          安福久          平茂勝          無・乳房白大　　 中接　　　　　　 1622617560 CCBCBBBC

232 雌    やすほひさ      40112 302 BHABHH CBCHAB 白鵬８５の３    やすさと        安福久          百合茂          福栄            育資            奥接　　　　　　 1390727669 AHHCAACC

233 雌    さくえ          40204 279 BAHCAH CCCABB 白鵬８５の３    さきえ          幸紀雄          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1390727676 CABBAHCA

234 雌    みきひさ        40214 269 BHACAH CBCCBB 白鵬８５の３    みき２７        安福久          勝忠平          神高福          育資            中接　　　　　　 1659127698 CBBCCBAB

235 雌    としはくしげ    40107 307 CHHCHH CHCCHH 白鵬８５の３    としふくしげ    安福久          平茂勝          紋次郎          育資            口接            1626429985 CAHCBHCB

236 雌 7 かつひさもち    40130 284 HHHCHH HHAAHH 白鵬８５の３    かつひさゆり    百合茂          安福久          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1622620126 BHACAACC

237 雌 15 あいはなび      40202 281 AHACHH BHCBBA 白鵬８５の３    なつはなび      安福久          第１花国        平茂勝          育資            供卵牛・中接　　 1622619960 AAABAHCC

238 雌 15 かつひさと      40120 294 HHHCAH HAACBA 白鵬８５の３    ただふじ        勝忠平          安福久          勝忠平          育資            供卵牛　　　　　 1622620102 HAHCCHCC

239 雌 3 すまきらきら    40206 277             福勝忠          すまきらゆり    百合白清２      安福久          平茂勝          育資            乳頭赤　　　　　 1622619977 BCACCACC

240 雌    さつきみほ      40302 253 AAACBB ABABBB 美穂国          さつきれもん２  百合白清２      安福久          第１花国        育資            　　　　　　　　 1622620003 AHACHBCC

241 雌 1 ひかり          40124 290             知恵久          まりあ          隆福也          白鵬８５の３    勝安波          育資            　　　　　　　　 1622617041 CBCCBBHA

242 雌 3 みんと          40206 277             元花江          あおい          百合福久        福安照          智頭平茂        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617591 CCCHCCCB

243 去 1 彩龍            40128 286             美国白清        まさふくなり    元花江          白鵬８５の３    美津照重        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617058         

244 去 6 鯉健            40123 291 HHHCAA HBBCCC 白鵬８５の３    ゆめかずえ３１２ 勝忠平          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649411899         

245 去 10 清白鵬          40122 292 CBHCAH CCBCCA 白鵬８５の３    きよひらしげ    白清８５の３    平茂勝          安福（岐阜）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617157         

246 去 9 白金広          40122 292 AAHBAA BCCACC 白鵬８５の３    かねゆり        百合茂          金幸            平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617102         

247 雌 7 もんろう        40203 280 BHABHH CACHHB 白鵬８５の３　　 ひさかねゆり　　 安福久　　　　　 百合茂　　　　　 金幸　　　　　　 育資            　　　　　　　　 1622617645 BHBAHABA

248 雌 2 ふじこ          40225 258             白鵬８５の３    ふじみ          美国桜          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617652 CABCAHBB

249 雌 10 はんちゃん      40313 242 ABHCBA BCACCC 白鵬８５の３    はるか２        平茂晴          平茂勝          上福            育資            　　　　　　　　 1622617683 BBACBACB

250 雌    せいら          40302 253             福之姫          あきほ          好平茂          忠富士          安平            中接　　　　　　 　　　　　　　　 1655620391 ACACCBBC

251 雌 10 みなえ          40104 310 BBHCBA CCCCCC 白鵬８５の３    かつもも２      奥安福          平茂勝          東平茂          育資            　　　　　　　　 1622617737 CAABHHCB

※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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252 去 4 明音冬０６３    40122 292 BAHCAH CCBCCB 白鵬８５の３    あかね          耕富士          福之国          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617133         

253 去 9 白鵬２の８      40208 275             白鵬８５の３    あきゆり        安福久          百合茂          平茂勝          供卵牛　　　　　 中接　　　　　　 1622615177         

254 雌 12 はくほう１の１３ 40113 301 BAHCAA CCCCCC 白鵬８５の３    みやざわ２４    安福久          平茂勝          福之国          育資            供卵牛　　　　　 1622616181 BBBCCACB

255 雌 2 はくほう１の１７ 40117 297             白鵬８５の３    ひろひさゆり    安福久          百合茂          華春福          育資            　　　　　　　　 1622615160 CHBBHHCC

256 雌 8 はくほう２の８  40208 275 HHHBHH HHCHHA 白鵬８５の３    さとゆりひさ    安福久          百合茂          第１花国        育資            供卵牛・奥接　　 1622615184 AHBBAHBC

257 雌 20 はくほう３の６  40306 249 ABHCCA ACBCCC 白鵬８５の３    はるな          平茂晴          平茂勝          安平            育資            供卵牛・中接　　 1622615191 HBHCBHCA

258 去 5 内勝忠          40122 292       BCHCCC 福勝忠          うちひめゆり    白鵬８５の３    平茂勝          上福            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617195         

259 去    内八重桜        40129 285             美国桜          みほ３６０      安福久          百合茂          菊福秀          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617201         

260 去 9 亜里鵬１        40128 286 BAHCBA CCCCCC 白鵬８５の３    ありほ１の１    菊花国          美津照          糸松波          同性複数産子    奥接　　　　　　 1622620157         

261 去 10 亜里鵬２        40128 286 BAHCBA CCCCCC 白鵬８５の３    ありほ１の１    菊花国          美津照          糸松波          同性複数産子    奥接　　　　　　 1622620164         

262 去 1 福勝早          40207 276             福勝忠          きたひめ２３の１ 勝早桜５        耕富士          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617621         

263 去    福福白清２      40213 270             百合白清２      ふくふくひさ１  安福久          百合茂          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617638         

264 雌 7 ゆります        40127 287 AHBAHB HAAAAC 福増            ゆりちよ        百合茂          千代桜          神徳福          育資            　　　　　　　　 1622617096 AHBHHACC

265 雌    ふくふくしらきよ 40201 282             百合白清２      ふくふくひさ１  安福久          百合茂          福之国          育資            乳頭赤　　　　　 1622617614 AABHABCC

266 雌 1 はくちはる      40102 312             白鵬８５の３    ちはるの４３５  安福久          百合茂          紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1452800484 CBCAHHCA

267 雌    いくみほう１    40115 299             白鵬８５の３    いくみ２０８    安福久          美国桜          平茂勝          育資            　　　　　　　　 0872103205 BAHCAHCA

268 雌    ゆりぺりぃほう  40227 256             白鵬８５の３    ゆりぺりぃ２    安福久          百合茂          平茂晴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1392069682 BAHCAHCC

269 雌 4 ゆりひら０２６  31209 336             福之姫          ゆづき          光平照          百合茂          安平            育資            供卵牛　　　　　 1622616570 ABCCCBAC

270 雌    えみこ２８      31228 317       BBBBBC 貴隼桜          えみこ          美国桜          百合茂          白清８５の３    奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1622616594 AABBABHC

271 去 10 栄子０４０      31225 320 AAHCBA ACBCCC 白鵬８５の３    えいこ          福栄            金幸            平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616587         

272 去 1 元花３５        40111 303             貴隼桜          もとふく３４    福之姫          百合白清２      安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616617         

273 去 4 百合平４０      40112 302             福之姫          さちこ          光平照          百合茂          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616624         

274 去 3 白安福          31222 323             白鵬８５の３    とよき１０      安福久          忠富士          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1631996427         

275 去 2 白安            40117 297             白鵬８５の３    すいな          安福久          華春福          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1631996434         

276 雌    こざくら        40210 273 AHHBHH BACHHA 白鵬８５の３    さくら          百合茂          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1622619830 CAACAHBC

277 雌 1 ふくはなゆり    40202 281             福勝忠          もとはなゆり    元花江          百合茂          花清国          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1649411349 CBBCBABB

278 雌 1 あきただはる    40226 257             秋忠平          はるる          白鵬８５の３    花清国          忠富士          育資            奥接　　　　　　 1622619434 AAHCAACC

※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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279 雌 4 みずえ          40218 265 CACHHA CHBHHA 元花江          ひなこ          喜亀忠          安福久          福之国          育資            　　　　　　　　 1586931436 CABCABCB

280 去 9 香秀２２の１    40223 260 ABHCBB BCBCCC 白鵬８５の３    ももこ          平茂晴          平茂勝          紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617287         

281 去 4 白２２          40218 265             白鵬８５の３    ひさ２          安福久          金幸            平茂勝          左肩刺毛　　　　 　　　　　　　　 1622617300         

282 去 2 夏福            40128 286             福之姫          ふゆなつ        白鵬８５の３    勝忠平          安平            中接　　　　　　 　　　　　　　　 1622617379         

283 去    若久福          40311 244             若百合          あきな          安福久          福之国          安平            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 0872737363         

284 雌    きたくにひさ    40113 301             紀多福          みよし          美国桜          安福久          平茂晴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 0872737226 HABABBBB

285 雌    きたくにひさ２  40127 287             紀多福          みよし          美国桜          安福久          平茂晴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 0872737257 HABBBBCC

286 雌    やすかめひさ    40130 284             安亀忠          みらい１８６    安福久          平茂勝          金鶴            乳房小白　　　　 　　　　　　　　 0872737271 CCCCCBBC

287 雌 4 しらきよひめ    40202 281             福之姫          しらきよひさ    百合白清２      安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1622617225 BAACBHBC

288 去    紀多翠          40206 277       CBBCAH 紀多福          みどりのこ１    美津照重        安福久          白清８５の３    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617232         

289 去 3 忠勝鵬          40301 254             福勝忠          ひさはくほう１  白鵬８５の３    安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617256         

290 去 3 百合福          40119 295             百合福久        ほほえみはぴねす 白鵬８５の３    美穂国          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616686         

291 去 9 百合福２        40301 254 AABABB ACBCCC 百合福久        ゆりな          百合茂          平茂勝          飛騨白清        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617317         

292 去 11 菊花            40125 289       ACACCC 菊花久          まさこ          忠富士          福之国          福桜（宮崎）    供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1622616723         

293 雌    のぞみ          40207 276 BAHCAH CCCABB 白鵬８５の３    さきえ          幸紀雄          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1659127681 AAHCAHCH

294 雌    きぼう          40219 264 BAHCAH CCCABB 白鵬８５の３    さきえ          幸紀雄          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1659127704 BHBCAACB

295 雌 1 きよえ          40105 309             元花江          きよふく        耕富士          美穂国          忠富士          無・異性複数産子 　　　　　　　　 1626718980 CCCABCBB

296 去 10 寒九            40122 292 CCCHBB CCCHBC 元花江          かつきたこ      勝平正          北国７の８      紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1449000767         

297 雌 1 ゆりばたけ      40211 272             百合福久        おおばたけ２７２ 安福久          勝忠平          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645760755 CHBHHACC

298 雌    ひでふくほう    40126 288 BAHCAH CCCCBA 白鵬８５の３    ひでふく        秀菊安          福之国          福桜（宮崎）    育資            　　　　　　　　 1655108318 HHHCHHCA

299 雌    はくほう８５の４ 40217 266 BBHCBH CCBCCH 白鵬８５の３    はくほう８５の２ 平茂晴          白清８５の３    平茂勝          育資            　　　　　　　　 1655108455 AHHCAHCB

300 雌 7 むさしほうの３  40222 261 BHABAH CBCHBB 白鵬８５の３    第１むさし３    安福久          百合茂          北国７の８      育資            　　　　　　　　 1513216643 HHHCAHCC

301 雌 2 はつもうで      40105 309 BAHCAH CCCBCC 白鵬８５の３    めじゃあ        花清国          安平            安福１６５の９  育資            　　　　　　　　 1601783897 BHHBHHHC

302 雌    きくやすほう    40222 261             白鵬８５の３    きくやす        安福久          美穂国          福之国          育資            　　　　　　　　 1492000011         

303 去 1 清清            40215 268             勝茂久          やまきよ８      百合白清２      茂重安福（岐阜） 糸北鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1646990861         

304 去 4 一茂            40217 266 BABBAA BHHCHA 勝茂久          かずふく８５の３ 白鵬８５の３    福之国          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1646990878         

305 去 3 福之百合１      40201 282             福之姫          しらきよゆり８  百合白清２      勝忠平          飛騨白清        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1514759712         

※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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306 去    久美百合        40126 288 CBCAAB CCCABB 美国桜          ひさとゆり      安福久          百合茂          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1658144757         

307 去    久平白鵬２      40126 288             安福久          ふくはくほう１６ 幸紀雄          平茂晴          白清８５の３    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1658144764         

308 去 1 白福桜４７      40208 275             白鵬８５の３    しんたけ４７    美国桜          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1658144788         

309 去    久美百合２      40223 260 CBCAAB CCCABB 美国桜          ひさとゆり      安福久          百合茂          金幸            育資            　　　　　　　　 1658144795         

310 雌 5 ゆりひさきよ    40207 276 AAABAH BACAAA 百合白清２      ゆりひさ        安福久          百合茂          福栄            育資            　　　　　　　　 1658144771 BAAAHHBC

311 雌 3 つみれ８５の３  40203 280             白鵬８５の３    つみえ          耕富士          福之国          安平            育資            　　　　　　　　 1427745819 ABHCAHBC

312 雌 9 ももか          40226 257 BBBBCB CCCBCC 百合白清２      はなひらやす    北平安          第１花国        福栄            育資            奥接　　　　　　 1652500320 BCABBHBC

313 雌 2 ふみ            40228 255             白鵬８５の３    しんひさ４３１２ 美国桜          安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 乳座白　　　　　 1652500313 AHABHABH

314 去 2 赤白            40113 301             美国白清        あかきよ        百合白清２      安福久          金幸            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1652500290         

315 去 1 黄百合          40219 264             百合白清２      きなこ          幸紀雄          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1652500306         

316 去 1 桜雲            40228 255             白鵬８５の３    なつのこ        美国桜          安福久          金幸            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1530720123         

317 去 4 白百合          40121 293             白鵬８５の３    ゆりつね４      安福久          百合茂          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1626732733         

318 去 8 有珠鵬          40203 280 BHHCHH CACAAB 白鵬８５の３    しりうす        安福久          第１花国        紋次郎          尾切れ　　　　　 　　　　　　　　 1402532755         

319 雌 3 はつはる        40101 313             白鵬８５の３    えみこ          安福久          勝忠平          白清８５の３    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626732702 BABCBACC

320 雌 10 からんこえ      40119 295 BBHCBH CCACCC 白鵬８５の３    きよみさ        白清８５の３    第１花国        安福１６５の９  育資            　　　　　　　　 1626732726 CBBCAHBB

321 雌 10 ぷりむら        40129 285 AAHCBA ACBCCC 白鵬８５の３    はなふく        第１花国        平茂勝          安福１６５の９  育資            　　　　　　　　 1402532748 BAABAHCA

322 雌 6 いちこ８５の３  40117 297 AHHCAH ABCBBB 白鵬８５の３    いちこ７の２    百合茂          安福久          平茂勝          育資            供卵牛　　　　　 1652209155 BBACBAAA

323 雌 3 みかさほう      40126 288             白鵬８５の３    みかさ          安福久          百合茂          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1652209179 BHBBAHCC

324 雌 1 きくみふくの３  40128 286             白鵬８５の３    きくみふく      満天白清        美穂国          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1652209186 AHHCHHCB

325 雌 2 はくかつもん    40203 280             白鵬８５の３    かつもん        安福久          平茂勝          紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1652209162 BAHCAHCB

326 去 8 白百合茂        40208 275 BAHCBA CCBCCC 白鵬８５の３    さとみ          百合茂          白清８５の３    平茂勝          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1652209193         

327 去 2 隆白北          40211 272             隆之国          たけし          白鵬８５の３    百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1652209209         

328 去    安百合福        40124 290             安福久          ゆりふく        百合白清２      福之国          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1655621749         

329 去 5 白福花２        40112 302 BAACAA CCCACC 白鵬８５の３    ひさのみき      安福久          勝忠平          第１花国        無・恥骨部白斑大 　　　　　　　　 1599494294         

330 雌 1 ゆりみくまさ    40122 292             百合白清２      みく            諒太郎          美国桜          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1599494300 BBCBBABC

331 雌 3 ゆりほうしょう３ 40125 289             百合白清２      はくほうしょう２ 白鵬８５の３    平茂晴          安福久          育資            　　　　　　　　 1451063941 HBACCABC

332 雌 6 やすほうしげ    40214 269 AHHBHH AHCHHA 白鵬８５の３    ひまのいち      安福久          百合茂          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1451063972 CAACHHCC

※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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333 雌 1 はな            40224 259             元花江          さき            耕富士          福之国          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063996 CCCCCBCB

334 去 8 白鵬茂国        40215 268             白鵬８５の３    ゆりこ          百合茂          福之国          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063989         

335 去 3 美国百合３      40227 256             白鵬８５の３    みくにゆり      美国桜          百合茂          安糸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451064009         

336 去 4 百合白鵬５      40228 255 HHHCHH HHBAAB 白鵬８５の３    ゆりすま        百合白清２      安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451064016         

337 去 5 美白鵬          40304 251 BAHCAH CCBCCB 白鵬８５の３    せきはるこ      美津照重        平茂晴          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451064023         

338 去 1 元百合福        40303 252             元花江          あさかね６      百合白清２      安福久          第１花国        恥骨部白斑      　　　　　　　　 1376381090         

339 去 6 白勝茂          40301 254 BBHCBH CCBCCB 白鵬８５の３    こう            勝安波          安茂勝          第６栄          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630773357         

340 雌 5 もとかで        40301 254 CCCABB CCBBCB 元花江          ゆたかで        寛平茂          勝安波          安平照          乳房小白        　　　　　　　　 1630773340 CCCACCCC

341 去 1 菊花平          40122 292             菊花久          はなだいら      元花江          百合白清２      光平照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1637901364         

342 去 3 安福姫７３９    40122 292             福之姫          こばり７３９    安福久          百合茂          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1637901371         

343 去 1 美国白姫３      40203 280             美国白清        しろひめ１      白鵬８５の３    安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1637901401         

344 去 1 亀白清          40206 277             美国白清        みつかめ        光平照          百合白清２      百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1576501410         

345 去 1 百合耕春２の１  40210 273             百合鵬２        こうしゅん２の１ 義美福          耕富士          秀菊安          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1576501434         

346 去 1 清美３          40215 268             白鵬８５の３　　 きよみ２　　　　 美国桜　　　　　 直太郎　　　　　 安福久　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650417279         

347 去 1 福鵬７          40123 291             福之姫          すますま６      白鵬８５の３    安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1596334227         

348 去 1 元花陸          40127 287             元花江          りく            白鵬８５の３    百合白清２      福安照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1596334234         

349 去 3 優奈百合福      40218 265             百合福久        ゆなゆり        百合白清２      安福久          花清国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1596334265         

350 雌 1 ふくふみ４１３  40202 281             福之姫          ふみ４１２      満天白清        耕富士          秀菊安          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1596334241 ABACBABB

351 雌 4 ゆりやすしげみ  40219 264 CBCHAB CCCACC 百合福久        やすしげみ      安茂勝          美津照          茂重桜          育資            　　　　　　　　 1596334272 BBCCBCAB

※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。


