
鳥取県中央家畜市場セリ名簿
令和４年３月３日開催

1 雌    はなほう        30520 287 AHHCHH BABBAA 白鵬８５の３    はなぞの１０５  美国桜          平茂勝          茂重波          育資            　　　　　　　　 1647112569 CHACHHCA

2 雌    やすみかほう    30530 277             白鵬８５の３    やすみか３９    安福久          美華忠          金幸            育資            　　　　　　　　 1647112590 BCACBBCC

3 雌    はくやすみか    30605 271             白鵬８５の３    やすみか３９    安福久          美華忠          金幸            無・腹部白斑　　 　　　　　　　　 1647112668 CABCAACC

4 雌    えにほう        30404 333 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

5 去    美鵬            30507 300 AHHCHH BABBAA 白鵬８５の３    はなぞの１０５  美国桜          平茂勝          茂重波          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647112514         

6 去    桜白鵬          30514 293 AHHCHH BABBAA 白鵬８５の３    はなぞの１０５  美国桜          平茂勝          茂重波          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647112521         

7 去    福白鵬          30515 292             白鵬８５の３    やすみか３９    安福久          美華忠          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647112538         

8 去    白福久          30515 292             白鵬８５の３    やすみか３９    安福久          美華忠          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647112545         

9 去    美白鵬          30517 290 AHHCHH BABBAA 白鵬８５の３    はなぞの１０５  美国桜          平茂勝          茂重波          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647112552         

10 去    白久忠          30607 269 AHHCHH BABBAA 白鵬８５の３    はなぞの１０５  美国桜          平茂勝          茂重波          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647112699         

11 去    白福鵬          30611 265 BHACHH CACAAB 白鵬８５の３    きらりの１      安福久          勝平正          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1382233840         

12 去    花耕勝          30623 253             元花江          はる            耕富士          勝平正          福桜（宮崎）    奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1382233888         

13 雌 3 はなはくほう    30516 291             元花江          はくほう８５６  安福久          平茂晴          白清８５の３    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1382233819 CCCACCCC

14 雌 4 さかふくほう    30528 279             白鵬８５の３    さかふく        百合茂          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1382233833 HHBCAABC

15 雌    はな            30619 257             元花江          はる            耕富士          勝平正          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1382233857 CBBAACCC

16 雌    ふくひさほう    30529 278 AHHBHH BHBHHH 白鵬８５の３    ひさがき        安福久          福之国          福桜（宮崎）    育資            　　　　　　　　 1548406811 BHBAHHCB

17 雌 2 ももえ          30603 273             幸紀雄          ゆきみさん      百合白清２      白清８５の３    糸福（岐阜）    育資            　　　　　　　　 1376090800 CCBBCBCC

18 去    福之鵬          30609 267             福之姫          はにゅう        白鵬８５の３    百合茂          安福久          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1646726200         

19 去 4 八雲２０２１    30604 272 AHHCHH AHBAHA 白鵬８５の３    やくも２０の１  義平福          隆之国          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1361361380         

20 去 1 谷口１          30608 268             白鵬８５の３    たにぐち２９    南部藤          智頭平茂        高茂            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1361361397         

21 去 1 元花白鵬        30611 265             元花江          やすこ５        白鵬８５の３    安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1361361403         

22 去    福白清          30521 286 CBCAAB CCCACC 福増            ゆきみ          白清８５の３    第１花国        高栄            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1615912528         

23 去    福清花          30614 262 CBCAAB CCCACC 福増            ゆきみ          白清８５の３    第１花国        高栄            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1615912542         

24 去 4 白花清鵬        30617 259 AHHCHH BBHCBC 白鵬８５の３    はつはな        花清国          光平福          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1574544617         

25 去 1 福久姫          30628 248             福之姫          ひさのぶ        安福久          百合茂          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1574544624         

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 2 いちしろ        30501 306             白鵬８５の３    しげたか        隆之国          安福久          百合茂          奥接　　　　　　 乳房白　　　　　 1651000210 CHAAHHCB

27 雌 2 さくら          30520 287             白鵬８５の３    かつぐに        美国桜          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1402920088 BHCBHBCB

28 雌    たかふくのほう  30511 296 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

29 雌 7 しろこ          30424 313 HAHCBA HCACCC 白鵬８５の３    たいこ          福栄            平茂勝          北国７の８      育資            　　　　　　　　 1650308720 BBBCCAAC

30 雌 10 やすふくほう    30606 270 BAACBA CCCCCC 白鵬８５の３    やすふくかつ    安福久          平茂勝          神高福          育資            奥接　　　　　　 1650308812 HHACHHCC

31 去    白福平          30521 286             白鵬８５の３    おおちゃん      安福久          勝忠平          北国７の８      接舌　　　　　　 　　　　　　　　 1650308782         

32 去 1 耕白の３        30601 275             白鵬８５の３    こうは          耕富士          秀菊安          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650308805         

33 去 2 白千草          30528 279             白鵬８５の３    ちぐさ          安福久          勝忠平          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1599494102         

34 雌 3 ２１のりこの４  30521 286             白鵬８５の３    ２１のりこの３  耕富士          秀菊安          福桜（宮崎）    供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1599494096 AAACBACC

35 雌 8 たかのあき３    30524 283 BAHCAH CCBBCC 白鵬８５の３    ちあき          隆之国          白清８５の３    光平福          育資            　　　　　　　　 1628380826 BAHCBHCC

36 雌 6 はくももしげ    30605 271 BAHCAH CCBBBB 白鵬８５の３    ももゆり        百合茂          白清８５の３    羅威傅王        育資            　　　　　　　　 1628380840 BCACCBBB

37 去 4 白隆桃          30526 281 BAHCAH CCBABA 白鵬８５の３    たかもも        隆之国          百合茂          白清８５の３    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1628380833         

38 去 8 北百合鵬        30605 271 HAHCBA HCACCC 白鵬８５の３    きたゆりしげ    百合茂          北国７の８      安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626732627         

39 去 3 白久鵬          30529 278             白鵬８５の３    ゆうふく        安福久          勝忠平          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063514         

40 去 2 美白照鵬        30609 267             白鵬８５の３    みつほうしょう  美津照重        百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063521         

41 去 4 鈴福鵬          30516 291             白鵬８５の３    すずか          安福久          百合茂          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1376381076         

42 去 2 元花山２１      30509 298             元花江          かなやま２１    耕富士          秀菊安          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650417255         

43 去 2 白花平          30623 253             元花江          はくふくひら    白鵬８５の３    福栄            平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650417262         

44 去    百合太郎        30523 284 CHBHHH HHHHHH 元花江          ゆりふく        百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1468642825         

45 去 5 百合隆の２      30603 273 BHBAAH CHCHHA 百合鵬２        たかひさ        安福久          隆之国          百合茂          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1642601112         

46 雌 9 さつき          30518 289             美国白清        さつき５        福之国          安平            福茂            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1642601105 CCCBCCAA

47 雌 8 さつき          30528 279 BHHBHH CACHAA 白鵬８５の３    あい            安福久          勝忠平          金幸            育資            　　　　　　　　 1380643399 BABBAACB

48 去 12 壮太            30711 235 AHHCHH BHABHC 白鵬８５の３    とみしげ        安茂勝          福栄            糸北鶴          縁接            　　　　　　　　 1364388384         

49 去 5 春２            30606 270 BHHCHH CACCAC 白鵬８５の３    ほのか          安福久          第２平茂勝      安平            無・乳～腹白　　 奥接　　　　　　 1397247825         

50 去 15 大福            30606 270 AAHCAA ACHCCC 白鵬８５の３    かごま１        金幸            平茂勝          安福１６５の９  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1342464369         
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51 去 1 白藤            30430 307             白鵬８５の３    みつざくら      美津照重        華春福          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1417100765         

52 去 7 高百合          30424 313 AAHCAH ACBBCB 白鵬８５の３    やすゆり        百合茂          安福１６５の９  安福（岐阜）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1467477091         

53 去 4 福糸百合        30528 279       HHHBAA 福之姫          いとゆり        百合白清２      北平安          糸福（鹿児島）  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1467477138         

54 去 5 福百合清        30529 278             白鵬８５の３    ふくゆり        安福久          百合茂          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1467477145         

55 雌 2 てるきよ        30514 293             美照清          ゆきこ          百合白清２      安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1467477121 CACHHHCB

56 雌 7 つばさ          30512 295 BHHAHH CHCHHH 白鵬８５の３    ゆりこ          安福久          百合茂          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1554593420 BAACABCB

57 雌 4 きりひさこ      30516 291             白鵬８５の３    きりはづき      安福久          平茂勝          茂重桜          育資            　　　　　　　　 1646745768 BBBBABBA

58 雌 1 しがく          30628 248             白鵬８５の３    みやび６        安福久          勝忠平          平茂晴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1646745775 HHACHHCC

59 雌 10 もも            30606 270 AHHCHH BHBAHH 白鵬８５の３    しばひめ３７１  安福久          第２平茂勝      東平茂          無・乳房白大　　 　　　　　　　　 1397984522 BHCBAHCA

60 去 1 福太郎          30511 296             幸紀雄          えいこふく２    白鵬８５の３    安福（岐阜）    平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1519333580         

61 去 5 花清８５の３    30523 284 AHHCHH BAABHA 白鵬８５の３    はなきよ        花清国          勝忠平          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1335638227         

62 雌 3 みさと          30515 292             元花江          みさきの３      百合白清２      安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1620812196 CBCABCAA

63 雌 2 ゆりはな        30426 311             元花江          ゆりひろ        白鵬８５の３    安平久          糸新鶴          無・右乳頭癒着  奥接　　　　　　 1620812158 BHCBHHCC

64 去 7 百合亜白鵬      30617 259 AHHCAA BBCBCC 白鵬８５の３    ゆりあ          百合茂          安平            隆桜            中接　　　　　　 　　　　　　　　 1620812325         

65 去 5 柴姫３          30525 282 HAHCBA HAHCBB 大山雲          しばひめ３８８  白鵬８５の３    第３寿高        福栄            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620812318         

66 去 4 真美１８        30610 266             白鵬８５の３    きよ            百合白清２      平茂勝          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620812813         

67 去 4 元花            30531 276 BBBBBA HBHCCB 元花江          いけだ          花美千          勝忠平          東龍            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210112         

68 雌 1 きくほう        30521 286             白鵬８５の３    きくひめ        福之姫          百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210099 HHACAACC

69 雌 10 しげしげはく    30602 274 BAHCBA CCCCCC 白鵬８５の３    たか１の１      茂重安福（岐阜） 第７卯月        森気高          育資            　　　　　　　　 1639210129 ABCCCCCC

70 雌 7 くろゆり        30608 268 HBHCBB HCBCCC 百合白清２      めいごう        福華１          北国７の８      森気高          育資            　　　　　　　　 1639210136 HHHBAHCC

71 去 5 山緒            30520 287 AAHCAA BCCCCC 白鵬８５の３    やまみ          山根雲          安福久          勝忠平          右腰角前痣　　　 　　　　　　　　 1620811892         

72 去 13 大山桜          30622 254 BBCBCC CCCHCC 大山雲          ふゆざくら      福王            金幸            神高福          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1620811908         

73 去 7 雄大３          30530 277 CBACBA CCCCCC 白鵬８５の３    つゆくさ        勝安波          北仁            高茂            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620812301         

74 去 2 日差２          30521 286             元花江          ひざし          白鵬８５の３    百合茂          安糸福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811243         

75 去 1 紫陽花１        30616 260             元花江          あじさい        白鵬８５の３    勝忠平          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811274         

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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76 去 1 大満月          30526 281             元花江          はくのくに２    白鵬８５の３    隆之国          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811267         

77 雌 7 しばほう８１５７ 30428 309 AAHCAH ACHCCB 白鵬８５の３    しばひめ８１５  隆之国          万桜８          第３寿高        育資            奥接　　　　　　 1620811212 BBHCBHAB

78 雌 1 ひろはなえ      30617 259             元花江          ひろさかえ３    白鵬８５の３    勝忠平          東平茂          育資            奥接　　　　　　 1620811281 AHACABBB

79 雌 1 わかば          30505 302             白鵬８５の３    さちおとめ      幸紀雄          華春福          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620812172 BHBBHABB

80 雌 5 あいか１０      30505 302 CABBAA BBHCBB 元花江          いんぱくと      白鵬８５の３    安平安          北国７の８      育資            　　　　　　　　 1620812417 CABCCBCC

81 雌 3 ゆずき１０      30518 289             白鵬８５の３    しらきよかつ    白清８５の３    勝忠平          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1620812431 BHHCHHCB

82 去 5 楽祐１８        30610 266 AHACAH AHAAHH 大山雲          そら            百合茂          安福久          第２平茂勝      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620812448         

83 去 12 七白鵬          30517 290 AAHCBB ACCCCC 白鵬８５の３    ななみ          金光幸          神高福          第２０平茂      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620812424         

84 去 11 藤広            30511 296 HHHCAH HCABCB 白鵬８５の３    ひろ１          百合茂          平茂勝          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1412902289         

85 去 6 広丸            30528 279 AAHCAH BCBCCB 白鵬８５の３    ひろ４          隆之国          平茂勝          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1412902296         

86 去 4 公福５０        30607 269 AAHCAH ACABCC 白鵬８５の３    きみひめ        百合白清２      平茂勝          美津福          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1615508110         

87 去 3 公福５１        30618 258             元花江          ななみ          白鵬８５の３    勝忠平          金幸            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1615508127         

88 去 3 天使福０３      30607 269             美照清          てんしふく      百合福久        白鵬８５の３    安福久          恥骨部白斑      奥接　　　　　　 1639210617         

89 去 1 陸０１          30513 294             白鵬８５の３    りくちゃん      隆福也          百合白清２      安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210556         

90 去 9 有実０９        30525 282 AHHCHH BAABAA 白鵬８５の３    あみ            百合茂          安福久          糸福（鹿児島）  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210587         

91 去 9 林檎０９        30618 258 BHABHH CACAAC 白鵬８５の３    りんご          安福久          百合茂          安糸福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210631         

92 去 1 盛山君０１      30612 264             白鵬８５の３    さつきれもれも  美国桜          百合白清２      安福久          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1639210624         

93 雌 1 えめらるどみどり 30523 284             白鵬８５の３    ぷりんせすみどり 美津照重        安福久          茂洋            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210563 AHACAHCH

94 雌    かえで０５      30604 272 AHHCHH BHCCHH 白鵬８５の３    かえで５５５    安福久          百合茂          美津福          育資            　　　　　　　　 1639210600 HHHBHHCC

95 雌 2 くかみん        30604 272             白鵬８５の３    くかみ          元花江          耕富士          秀菊安          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210594 BHHCHHBB

96 雌 5 はなふくふく    30524 283 CBBAAA BBHBBH 元花江          きよふく１２７  百合白清２      福之国          福桜（宮崎）    育資            供卵牛　　　　　 1639210570 BHCBHACC

97 雌 2 せりこ          30603 273             元花江          ふらわぁ９９    白鵬８５の３    第１花国        平茂勝          育資            　　　　　　　　 1639209413 BABCBACB

98 去 3 和男            30523 284             白鵬８５の３    はざくら        美津照重        幸紀雄          安平照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209406         

99 去 5 八雲７２        30503 304             白鵬８５の３    やくも７２      百合白清２      茂勝栄          糸福（鹿児島）  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209758         

100 去 2 蜂郎１４        30524 283             百合白清２      かのん          白鵬８５の３    華春福          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209826         

※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 1 蜂郎１５        30530 277             白鵬８５の３    ひさかず８      耕富士          百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209840         

102 去 1 光照照          30428 309             美照清          ひかりざくら    美国桜          白鵬８５の３    安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209741         

103 去 11 伯耆２          30512 295 AAHCAH ACABCB 白鵬８５の３    あずさ７６      平茂晴          安福１６５の９  平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209802         

104 去 2 低床４軸        30522 285             元花江          ぷろふぃあ      白鵬８５の３    安福久          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209819         

105 去 3 星乃夢          30528 279             白鵬８５の３    えあろすたぁ    百合白清２      安福久          勝忠平          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1639209833         

106 去 3 美国白華２      30507 300             白鵬８５の３    ひづる          美国桜          華春福          安福久          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1421390244         

107 去 1 杉菜            30629 247             元花江          つくし          隆之国          美津照重        百合茂          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1390977149         

108 雌 4 もとはなの      30506 301 CABBAA HAHCBA 元花江          はなの          白鵬８５の３    糸北鶴          富士森          育資            乳座白・奥接　　 1390977101 BHCAHBCA

109 雌 7 やまあじさい    30624 252 CBCHAB HCAHBB 元花江          ばんか          徳悠翔          隆之国          安平照          育資            　　　　　　　　 1390977132 CCCHABCB

110 雌 6 かもみいる      30427 310             白鵬８５の３　　 なつぎ　　　　　 百合茂　　　　　 安平照　　　　　 糸北鶴　　　　　 育資            接舌　　　　　　 1390977095 HHHCAABC

111 雌 3 ぽぴい          30507 300             白鵬８５の３    たんぽぽ        美津照重        百合茂          安平照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1390977118 CCCCCAAH

112 雌 2 しろつめぐさ    30511 296             白鵬８５の３    ゆきまぐさ      美津照重        第３原茂        糸北鶴          育資            奥接　　　　　　 1390977125 CBACBHBH

113 雌    まほどん        30503 304             白鵬８５の３    すまほ          百合茂          安福久          平茂勝          育資            乳座乳房白　　　 1643169246 AHAHHHCC

114 雌    ゆず            30520 287 AHHCAH ABBCCC 白鵬８５の３    こいれっど      華春福          百合茂          美津照          育資            　　　　　　　　 1643169277 BAACAHAC

115 雌 11 はる            30515 292 BAHCBB CCCCCC 白鵬８５の３    あきな１        福栄            北国７の８      茂重波          育資            　　　　　　　　 1639527821 ABHCBBBC

116 雌 8 ちか            30515 292 BHHBHH CBCAAC 白鵬８５の３    ちせ            福安照          茂勝栄          茂勝鶴          育資            　　　　　　　　 1639527838 AAACBHBA

117 雌 6 しろひさ        30606 270 BHABHH CACAHA 白鵬８５の３    ひさこ          安福久          鉄平            平茂勝          育資            奥接　　　　　　 1637019632 HHHCHHCB

118 去 6 元平国          30529 278 CBCHAA BBCABA 元花江          ひろよ          勝平正          美穂国          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1637019625         

119 去 5 五輪            30723 223 AHHCHH BBCABC 白鵬８５の３    きな            百合茂          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1405108346         

120 去 11 音白鵬９４      30503 304 AHHCHH AABBBC 白鵬８５の３    おとめ          安平幸          金幸            忠福            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1603578941         

121 去 6 白星久９６      30521 286 BHABHH CBCHBA 白鵬８５の３    せいこ          安福久          糸福（鹿児島）  金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1603578965         

122 去 12 白志紀９７      30522 285 BAHBAB CCCHCC 白鵬８５の３    しきぶ          北安福１６５の９ 糸福（鹿児島）  金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1603578972         

123 去 3 桃春白鵬９８    30601 275             白鵬８５の３    ももこ          華春福          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1603578989         

124 去 3 華春白鵬        30603 273             白鵬８５の３    はなひさ        華春福          安福久          忠茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1603578996         

125 雌 1 こなな９３      30503 304             知恵久          なな            百合白清２      耕富士          福之国          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1603578934 CBCHAABA

※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 雌 4 いわぶせみなづき 30608 268             元花江          ほのか          百合白清２      鈴金１          茂重安福（岐阜） 育資            　　　　　　　　 1629012368 BBBCBBCC

127 雌 6 ちよはくほう    30623 253 AHHCAB ACABCC 白鵬８５の３    かつちよ        千代桜          平茂勝          安福１６５の９  育資            　　　　　　　　 1629012382 CBBAABBA

128 雌 9 あかりん７６    30529 278 AHABHH BBCHBB 白鵬８５の３    ひろみ          安福久          平茂勝          忠福            育資            　　　　　　　　 1644700769 CBCCBCCB

129 雌 2 ももね７７      30530 277             白鵬８５の３    ゆり３５２０    百合白清２      平茂晴          平茂勝          育資            左耳切れ　　　　 1644700776 HHACBABB

130 雌    むぎ            30601 275 HHHBHH HBHABH 白鵬８５の３    しおり          平茂晴          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1617923553 AHHCHHCC

131 去    六兵衛          30610 266 HHHBHH HBHABH 白鵬８５の３    しおり          平茂晴          安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1617923560         

132 去 2 美照鵬          30518 289             美照清          ちゅらはぴねす  白鵬８５の３    安福１６５の９  茂重波          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1634855752         

133 去 1 龍桜            30615 261             白鵬８５の３    はなはなはぴねす 安福久          勝安波          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1634855769         

134 去 1 鉄朗            30605 271             光平照          ちこ            元花江          百合白清２      美津照重        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1546751456         

135 去 3 敏造            30609 267             美国白清        くれあ          白鵬８５の３    福増            花之国          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1546751463         

136 去 5 成              30610 266 BHHCHH CHCAHH 白鵬８５の３    みわ            福増            花之国          安福久          奥接　　　　　　 鼻梁刺毛        1546751470         

137 去 2 念              30630 246             百合福久        りん            福増            芳之国          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1546751500         

138 雌 2 つむぎ          30526 281             元花江          いと            百合白清２      安福久          金幸            育資            奥接・除角済　　 1626551433 BBBBBHCC

139 雌 1 まいまい        30426 311             白鵬８５の３    このみ          隆福也          美国桜          百合茂          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1626568493 AAHCBHBB

140 雌 1 さつき          30506 301             白鵬８５の３    うずめ          安福久          百合茂          第１花国        奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1626568516 BHCCBAAC

141 去    瑞白鵬５        30419 318 BHACHH CACABA 白鵬８５の３    はるひさ        安福久          勝安波          峯勝            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1624896635         

142 去 6 雪白鵬２        30430 307 BAHCAA CCCCCC 白鵬８５の３    ゆきふじ２      安雪照          藤平茂（事業団） 松福美          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1624896598         

143 去 8 福白鵬２        30514 293 BAHCAA CCAACC 白鵬８５の３    ふくいずみ      福美安          平茂勝          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1624896604         

144 去 7 第７白鵬        30528 279 CAACAH CCCACC 白鵬８５の３    やすひらかつ    安福勝          金平勝          糸北土井        奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1624896611         

145 去 12 夕貴白          30516 291 AAHCAA ACHCCC 白鵬８５の３    ゆきな          平茂勝          安平            糸秀            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1622717314         

146 雌 13 わかしろ        30528 279 BAACBA CCCCCC 白鵬８５の３    わかな          安平            平茂勝          神高福          育資            左耳切れ　　　　 1622717321 BCABCCHC

147 雌 5 ごきげんよう    30703 243 AHHBHH BCCABB 白鵬８５の３    かつひらひさ    平茂勝          安福久          安平            育資            　　　　　　　　 1620668618 HHACBHCB

148 去 3 太郎            30419 318             福之姫          ゆりはくほう７  白鵬８５の３    百合茂          安福久          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1624886964         

149 去 3 次郎            30425 312             白鵬８５の３    せぶん          百合白清２      安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1624886971         

150 去 6 広茂            30507 300 AHHCHH BAACAC 白鵬８５の３    ひろしげ        百合茂          安平照          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1624886995         

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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151 去 3 福白清          30520 287 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         

152 去 4 八重            30525 282             白鵬８５の３    ゆりこ          百合茂          福之国          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1636887027         

153 去 3 先明            30530 277             白鵬８５の３    さきあかり      幸紀雄          安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1636887041         

154 雌    こうふく３      30504 303             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

155 去 1 穂              30613 263             隆福也          ちなみ          白鵬８５の３    美穂国          勝平正          恥骨部白斑      奥接　　　　　　 1626472028         

156 去 1 照福            30528 279             美照清          かつひめふく    福之姫          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1599372004         

157 雌 1 あやか          30609 267             美照清          ６いとさだ７６１ 美国桜          百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626472011 CACAHACA

158 雌 1 みさき          30422 315             白鵬８５の３    みさと          幸紀雄          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1370548857 BHABHHBC

159 雌 1 はたひめ３      30526 281             白鵬８５の３    やごろうの２    美国桜          華春福          百合茂          奥接　　　　　　 左角折れ　　　　 1630748904 HHAAHHCB

160 雌 3 あげひめ３      30530 277             白鵬８５の３    ほむら          芳之国          安福久          平茂晴          尾房切れ　　　　 乳頭短小４本　　 1630748928 AABCCHCB

161 雌 1 さちみく        30601 275             幸紀雄          みさと          美国桜          諒太郎          安福久          無・右乳頭癒着  　　　　　　　　 1630748935 HHCAACBC

162 去 4 江戸０４        30521 286 BHHBHA CCCABC 白鵬８５の３    がんたん        安福１６５の９  百合茂          飛騨白清        供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1630748898         

163 去 2 蓼０３          30527 280             美津照重        はなねむ        白鵬８５の３    安平照          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630748911         

164 去    運命７          30607 269 BHACHH CACBAB 白鵬８５の３    なでしこ        安福久          忠茂勝          神徳福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630748959         

165 去 3 運命８          30625 251             福之姫          みくゆり        百合白清２      美国桜          茂勝            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630748966         

166 去    福之桜          30415 322             美国桜          ふくこ２        勝忠平          福栄            北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1570623835         

167 雌 3 あど            30418 319             白鵬８５の３    いちか          幸紀雄          安福久          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1651923847 CHCBHHCC

168 雌 4 さつき          30608 268 AHHCAH BCCCCB 白鵬８５の３    ふくはな        美津照重        照美            勝忠平          育資            　　　　　　　　 1628738719 BHHCHHBH

169 雌 2 みくも          30523 284             大山雲          いんてる        美津照重        安福久          美津照          育資            奥接　　　　　　 1639549373         

170 雌 1 しらみつひめ    30526 281             白鵬８５の３    せきみつよ      百合福久        光平福          糸福（岐阜）    育資            　　　　　　　　 1649410298 AAHCAAAB

171 雌 19 ふくはくほう８５ 30527 280 AAHCAH ACACCA 白鵬８５の３    第７ふくふく４  百合茂          福之国          福桜（宮崎）    育資            供卵牛　　　　　 1649412018 AHHBHHCC

172 雌 2 ゆりあやの      30617 259             百合白清２      あやの          耕富士          美穂国          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649412049 BCHCCABC

173 雌 5 さおり２５３    30602 274 AAHCAH ACHCCB 白鵬８５の３    ゆりしらはなえ  百合白清２      平茂勝          安平            育資            　　　　　　　　 1613818600 HAHCBHAC

174 去 3 亀桜            30614 262             白鵬８５の３    ひめざくら      美国桜          安茂勝          安平照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649411486         

175 去 2 亀之姫          30616 260             福之姫          るなぴ          安福久          隆之国          勝忠平          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1649411493         

※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 7 叶惺６３２      30530 277 AAHBAH BACAAH 百合白清２      かなせ１３１    隆之国          美津百合        安福久          供卵牛　　　　　 奥接　　　　　　 1541005776         

177 去 2 可憐６３１      30525 282             白鵬８５の３    かれん３３      安福久          花国白清        美華忠          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1541005769         

178 去    紀多福６３３    30531 276             紀多福          ゆりちよ３１９  安福久          百合茂          勝忠平          無・恥骨部白斑大 口接            1541005783         

179 去 1 白幸久６３９    30620 256             白鵬８５の３    さきくみひさ    幸紀雄          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1541005844         

180 去 1 白鵬桜６３０    30513 294             白鵬８５の３    りん３７８      美国桜          百合茂          安福久          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1541005752         

181 去    須麻須麻福      30602 274       CACBAA 福之姫          すますま４      安福久          平茂勝          第７糸桜        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1585500770         

182 去    福久姫          30628 248             福之姫          ひさひめ        安福久          平茂勝          北国７の８      口接            　　　　　　　　 1628626283         

183 去 4 白久勝６４０    30620 256             白鵬８５の３    こひめ５１      安福久          平茂勝          安平            口接            　　　　　　　　 1541005851         

184 去    未紀６３５      30604 272             美国桜          みき            華春福          安福久          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1541005806         

185 雌    ぱいん６２８    30509 298             白鵬８５の３    やました２４    安福久          百合茂          美津福          育資            受卵同性複数産子 1541005738 BHBAHACC

186 雌    いちご６２９    30509 298             白鵬８５の３    やました２４    安福久          百合茂          美津福          育資            受卵同性複数産子 1541005745 BHBAHACC

187 雌    まきふくひめ５　 30531 276             福之姫　　　　　 まき　　　　　　 百合茂　　　　　 平茂晴　　　　　 安福久　　　　　 育資            奥接・岡山県産　 1638905378         

188 雌    いずも６３６    30606 270             美国桜          いずも７９０８  安福久          平茂晴          第１花国        奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1541005813 AACBBBCC

189 雌    すますまひめ２  30623 253       CACBAA 福之姫          すますま４      安福久          平茂勝          第７糸桜        育資            　　　　　　　　 1585500787 HAHCBBCC

190 雌 2 さかえほう      30615 261             白鵬８５の３    さかえ          華春福          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1541005837 CABCBBHC

191 雌 2 ひさみ６４２    30626 250             白鵬８５の３    ひさみ          美国桜          百合茂          安福久          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1541005875 AHHCHHCC

192 雌 5 きくつる８５３  30426 311 BHHBHH CABAHC 白鵬８５の３    まりあちゃん    美国桜          勝忠平          安福１６５の９  育資            　　　　　　　　 1649410311 CHABHAAA

193 雌 9 きくほう７の８  30530 277 BHABHH CACHAB 白鵬８５の３    きくひさ７の８  安福久          北国７の８      福芳土井        育資            供卵牛　　　　　 1622612701 BHCHHACB

194 去    飛騨白鵬２      30613 263 CHABHH CHCHHA 白鵬８５の３    ひだのしずく    安福久          紋次郎          飛騨白清        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1391735564         

195 去 1 彩月咲          30526 281             白鵬８５の３    さつきさく      美国桜          百合白清２      安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649412469         

196 去    愛夏花道１      30612 264             白鵬８５の３    なつはなみち    安福久          第１花国        平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649412483         

197 去    愛夏花道２      30613 263             白鵬８５の３    なつはなみち    安福久          第１花国        平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649412490         

198 去 2 彩月百合        30617 259             白鵬８５の３    さつきれもの    百合茂          安福久          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649412513         

199 去 12 百合鵬福久      30519 288 HBABBH HCBBCB 百合鵬２        ふくちあき      百合茂          第５隼福        第２２平茂      奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1649412452         

200 雌 7 さくらももこ    30528 279 AHHCHH AACAAH 白鵬８５の３    やすゆりさくら  安福久          百合茂          平茂勝          育資            乳房白　　　　　 1649412476 AABCAACC

※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 4 りほ            30522 285 BBHCBA AHBBAH 隆福也          さだげし        勝早桜５        百合茂          安平            育資            中接　　　　　　 1649412193 AAHCBHBC

202 雌 1 りんごあめ      30510 297             福之姫          りんご          白鵬８５の３    美穂国          安福久          育資            　　　　　　　　 1649412186 HHBCCAAB

203 雌 2 さつきゆり１２  30504 303             百合福久        てん１２        美国桜          勝平正          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649412179 BABAHHCC

204 雌 9 ちえ            30428 309 BHCHHH CACBAA 百合福久        みゆう２７７    安福久          勝忠平          平茂勝          育資・供卵牛　　 中接・乳房白　　 1649412155 BHBAHACC

205 雌    みうら１の１    30510 297             美国白清        みうら１        白鵬８５の３    第１花国        平茂勝          育資            　　　　　　　　 1637002047 HHAAHACB

206 雌 1 ゆりふゆひさ１  30610 266             白鵬８５の３    ゆりふゆひさ    百合茂          安福久          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1637002078 AHHCHACC

207 去    安茂平          30508 299             安福久          はつみの９      勝忠平          平茂勝          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1637002030         

208 去 1 花茂勝          30613 263             白鵬８５の３    ふなくに        第１花国        平茂勝          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1637002108         

209 去 1 美国鵬          30618 258             美国桜          みうら１        白鵬８５の３    第１花国        平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1637002115         

210 去 1 照丸美          30528 279             美照清          しろまる        白鵬８５の３    茂洋            忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410793         

211 去 1 満天白鵬        30624 252             白鵬８５の３    あやめ          満天白清        幸紀雄          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613173         

212 雌 1 なつはくほう    30506 301             白鵬８５の３    なつよ          耕富士          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410779 AAHCAHCC

213 雌 1 しろざくら      30614 262             白鵬８５の３    さくら２        美国桜          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613166 BABCAABB

214 雌    まさみ          30530 277 CCCCCB BCBCCC 美津照重        まさこ          忠富士          福之国          福桜（宮崎）    育資            　　　　　　　　 1390727423 AHHCHAAH

215 雌 10 はくほうのまり  30527 280 CAHBAH CCCACB 白鵬８５の３    ふじまりな      勝安波          安平            隆桜            育資            　　　　　　　　 1649410366 BBBCBHCC

216 雌 10 おきわ８５      30624 252 BAHCAH CCCCCC 白鵬８５の３    ふじおきわ      勝安波          安平            隆美            育資            　　　　　　　　 1622612756 ABHCCACC

217 去 12 藤鵬            30515 292 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         

218 去 1 美竹姫          30602 274             美照清          たけひめ        福之姫          安福久          安福１６５の９  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622612947         

219 去 1 白久太郎        30628 248             白鵬８５の３    りょうふくひさ  諒太郎          安福久          第１花国        中接　　　　　　 　　　　　　　　 1622612954         

220 去 2 白鵬百０５５    30624 252             白鵬８５の３    ゆりひめ        百合茂          安福久          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613104         

221 去 13 隆勝            30625 251             勝早桜５        たかこ１０２６  隆之国          安福久          平茂勝          供卵牛　　　　　 異性複数産子    1644000241         

222 去 2 白安福鵬        30701 245             白鵬８５の３    ゆりぺりぃ２    安福久          百合茂          平茂晴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1644000289         

223 雌 2 あいきたみほう  30629 247             白鵬８５の３    あいきたみ      美国桜          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1644000272 BHACHHBB

224 雌 2 はるこまほう    30628 248             白鵬８５の３    はるこま        華春福          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1644000265 AHHCHHBC

225 雌 2 えるもほう      30624 252             白鵬８５の３    えるも          華春福          安福久          百合茂          奥接　　　　　　 乳房白　　　　　 1644000234 HHHCAHBC

※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 1 みほひさほう    30615 261             白鵬８５の３    みほひさ        美国桜          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1642600221 CAACAACC

227 雌 2 さくらほう      30610 266             白鵬８５の３    さくら３１      百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1642600214 CHACAHCB

228 雌 1 うちしょうぶ    30610 266             白鵬８５の３    やまむら３０１  美国桜          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613135 BHHCHHCB

229 雌 1 うちこうふく１  30616 260             知恵久          こうふく７６０  安福久          忠富士          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613142 CBCCBBCA

230 雌 1 はくほう５の３０ 30530 277             白鵬８５の３    ただひさ        安福久          勝忠平          平茂勝          乳頭基部癒着    　　　　　　　　 1643007609 HAHCBABC

231 雌 21 はくほう６の２３ 30623 253 HAHCBA HCACCC 白鵬８５の３    かついとふく    勝忠平          安糸福          金幸            育資            供卵牛　　　　　 1643007623 CHACAACB

232 去 3 白鵬６の６      30606 270             白鵬８５の３    みふく          美国桜          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007616         

233 去 1 白鶴龍          30605 271             白鵬８５の３    たかふくひさ    隆福也          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613029         

234 雌 10 ちあき          30615 261 CBBAAB CCBCCC 百合福久        あきこ          敏大和          平茂勝          神高福          育資            　　　　　　　　 1622613036 CCACCCCC

235 雌 1 ちずる２        30615 261             美津照重        ほしぞら２      白鵬８５の３    百合茂          安茂勝          育資            　　　　　　　　 1622613005 CHCCHHBH

236 雌 6 さちよ          30520 287 BHHBHH CHCHHA 白鵬８５の３    ぴっく          安福久          勝忠平          平茂勝          育資            供卵牛　　　　　 1649410717 BHCBHHCB

237 雌 7 みくり          30518 289 BHHCHH CBCBBC 白鵬８５の３    ひさみ          安福久          平茂勝          糸秀            育資            供卵牛・奥接　　 1643009030 AHBCHACB

238 雌 1 まんてん        30503 304             白鵬８５の３    ふじひさ４      満天白清        忠富士          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643009016 BBBCBHCC

239 雌 2 あずさ          30410 327             元花江          こすもす３０    美国桜          安福久          勝忠平          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1600605145 CCCBCCCA

240 雌 2 ますかおり      30520 287             白鵬８５の３    なつかおり      安福久          平茂晴          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1649410175 AAACBBBC

241 雌    もとはくひ      30602 274             元花江          はくひさく      白鵬８５の３    安福久          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 0872436075 BABCBBCA

242 去    桜富士          30616 260             美国桜          ここな          耕富士          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 0872436105         

243 去 4 愛美鵬          30614 262             白鵬８５の３    まなみ          美国桜          安福久          百合茂          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1627085012         

244 去    倉農新          30617 259 HHHCHH HBHCBB 白鵬８５の３    しばひめ３１３  百合茂          勝忠平          東平茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626565690         

245 去    倉農嶋          30707 239 HHHCHH HBHCBB 白鵬８５の３    しばひめ３１３  百合茂          勝忠平          東平茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626565713         

246 去 7 百合白          30708 238 AHHBHH BHCHHA 白鵬８５の３    ゆりふく        安福久          百合茂          福栄            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410823         

247 去 6 安百合鵬        30615 261 AHHCHH BABAAB 白鵬８５の３    やすゆりひめ１  百合茂          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622612589         

248 去 4 美照百合        30603 273             美照清          こたやん        幸紀雄          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649411257         

249 去 8 智広            30528 279 AHHBHH BHCAHB 白鵬８５の３    ちひろ          安福久          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622612688         

250 去 3 白桜安          30422 315 BHHBHH CHCHHB 白鵬８５の３    あづさ          美国桜          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626718898         

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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251 去 6 福安梅          30506 301       CACHHA 福之姫          つつじ          安福久          勝平正          安福久          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1469488835         

252 去    美津雄２　　　　 30520 287             美津照重　　　　 　　　　　　　　 百合茂　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      　　　　　　　　 0872436037         

253 去    美津雄３　　　　 30619 257             美津照重　　　　 　　　　　　　　 百合茂　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      　　　　　　　　 0872436143         

254 去 5 白幸姫          30607 269 BHHCHH CACAAH 白鵬８５の３    さちひめの１    隆之国          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622612626         

255 雌 2 しろみほ        30621 255             白鵬８５の３    みほこゆき３    美穂国          安福久          安平照          育資            　　　　　　　　 1622612640 CBCCCBBC

256 雌 2 ななみ          30619 257             白鵬８５の３    かのか          美国桜          白清８５の３    勝忠平          育資            　　　　　　　　 1354896363 CABCABAH

257 雌 7 ちほ            30614 262 BHBBHA CBCABC 白鵬８５の３    はるか          安福久          金幸            忠福            育資            　　　　　　　　 1622612619 AHHCHHCC

258 雌    みどりのこ１の６ 30507 300       CABCAH 福之姫          みどりのこ１    美津照重        安福久          白清８５の３    育資            奥接　　　　　　 1649410120 BBCCCACB

259 雌 1 みてるふじ      30509 298             美照清          なおみ          耕富士          安福久          福桜（宮崎）    奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1649410137 CCCBBBBH

260 雌    ぼたん          30522 285             美国桜          すみれ          百合茂          安福久          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1649410441 BCBCCCCC

261 雌    ゆり            30616 260 BHHCHH CBCBBB 白鵬８５の３    やすゆりひめ２  安福久          百合茂          紋次郎          育資            奥接　　　　　　 1622612862 BAACAHBC

262 雌 7 せきみつこ３    30517 290 BACAAA BCCCCC 百合福久        せきみつこ      隆之国          美津照          糸北鶴          育資            供卵牛　　　　　 1649410564 AAACBBCB

263 雌 10 ゆりかつひろみ  30518 289 AABBBB ACBCCC 百合福久        かつひろみ      勝忠平          安平            隆美            育資            　　　　　　　　 1649410571 BABCABBB

264 去 10 関福３          30527 280 AHHBHA BCBHBC 白鵬８５の３    すみふく        糸福（鹿児島）  金幸            神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410588         

265 去 1 小泉丸２        30504 303             百合白清２      かつふじ        勝忠平          安福久          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410489         

266 去 4 今西丸          30701 245             百合福久        あかね          美穂国          忠富士          安平            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1622612770         

267 去    叙弐壱          30621 255             白鵬８５の３    ひさゆり        安福久          百合茂          福栄            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1619335439         

268 去    白海            30607 269 AAHCBA ACBCCC 白鵬８５の３    はちこう        原柴            安平幸          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1617845909         

269 去 8 光伯            30428 309 AAHCBA ACBCCC 白鵬８５の３    はちこう        原柴            安平幸          百合茂          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1617845862         

270 去    恋太郎４９      30409 328 CBCAAA CCBCCB 安福久          ふくしら        福之国          白清８５の３    糸福（岐阜）    白舌　　　　　　 　　　　　　　　 1643008477         

271 雌 3 こいしげはく    30608 268 CABAHA HHHAHA 元花江          しらきよはくほう 百合白清２      安福久          茂重安福（岐阜） 育資            　　　　　　　　 1643008491 BABBHABC

272 去    美津平茂　　　　 30507 300             美津照重　　　　 ひばり　　　　　 平茂勝　　　　　 安平　　　　　　 糸晴（佐賀）　　 岡山県産        　　　　　　　　 1633811551         

273 去    三朝五郎１２６４ 30509 298 AAHBAA BBBBBA 百合白清２      あずき          茂晴花          菊福秀          第７糸桜        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643151043         

274 去    三朝五郎１２６５ 30509 298             元花江          さざんか        百合白清２      勝忠平          美津照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643151050         

275 去    三朝五郎１２６６ 30513 294 HHHBHH HHAAHB 白鵬８５の３    ゆりこ          百合茂          安福久          平茂勝          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1646549373         

※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    三朝五郎１２７２ 30519 288             百合白清２      さゆり３        華春福          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1646549441         

277 去    三朝五郎１２７１ 30521 286             安福久          なみ            百合茂          平茂晴          福栄            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645430634         

278 去 6 三朝五郎１２６９ 30522 285 HAHCBA ABBCCB 百合白清２      ひめ１２２      隆之国          百合茂          丸優            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1266631922         

279 去    三朝五郎１２８１ 30602 274 ACHCCB HCHCCB 隆福也          かえで          勝忠平          秀菊安          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1628673416         

280 去    若金平　　　　　 30604 272             若百合　　　　　 なお　　　　　　 金幸　　　　　　 平茂勝　　　　　 神高福　　　　　 岡山県産        　　　　　　　　 1619956726         

281 去    大江北川　　　　 30614 262             美津照重　　　　 きたがわ６２６　 平茂勝　　　　　 安平　　　　　　 糸福（大分）　　 岡山県産        　　　　　　　　 1630492319         

282 去    三朝五郎１３０６ 30614 262             美国桜          ゆうみ          華春福          安福久          平茂勝          糊口　　　　　　 　　　　　　　　 1641186733         

283 去 5 三朝五郎１２９５ 30623 253 BHHCHH CBCABA 白鵬８５の３    べっしょ１７０  茂洋            平茂勝          福桜（宮崎）    中接　　　　　　 　　　　　　　　 1643007463         

284 雌    ふくゆり１２６１ 30505 302 BACHHA BBCHBA 福増            もあ            百合茂          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1645430672 CACHAHCC

285 雌 9 さくら１２５９  30514 293 AHHCAH BBBCCB 白鵬８５の３    さくら          華春福          金幸            勝忠平          育資            供卵牛　　　　　 1643007418 HHABHABC

286 雌 1 ゆり１２６８    30520 287             百合白清２      ゆりふくひさ６  安福久          百合茂          福栄            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1643007425 BHCHHACC

287 雌 22 ももはく１２８２ 30602 274 AHHCAH BCCBCC 白鵬８５の３    ももたろう      安茂勝          福谷福          藤桜            育資            供卵牛　　　　　 1643151074 HAHCCBBC

288 雌 1 しげほう１２８５ 30606 270             茂晴花          ときわ          白鵬８５の３    美津百合        上福            育資            　　　　　　　　 1643151081 BBCBBABC

289 雌 10 ゆりてる１２７４ 30608 268 ABHCBA CCBCCC 百合白清２      あおてる        安平照          平茂勝          安平            育資            　　　　　　　　 1643007432 CCBCCABC

290 雌    さゆり１２８６  30615 261             百合白清２      さゆり３        華春福          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007456 AHABAHCC

291 雌    きたがわ１１５８ 30515 292             美津照重　　　　 きたがわ６２６　 平茂勝　　　　　 安平　　　　　　 糸福（大分）　　 岡山県産        　　　　　　　　 1633811582         

292 雌 5 めい１４　　　　 30515 292             奈津百合５５　　 もんたか　　　　 隆之国　　　　　 百合茂　　　　　 第１花国　　　　 徳島県産　　　　 　　　　　　　　 1481000084         

293 雌    たなさんあき　　 30516 291             秋忠平　　　　　 たなさん２４４６ 百合茂　　　　　 安福久　　　　　 福之国　　　　　 無・右乳頭癒着  乳房白・奥接　　 1627031828         

294 雌    みつこ　　　　　 30518 289             美津照重　　　　 ゆりこ　　　　　 百合茂　　　　　 安糸福　　　　　 平茂勝　　　　　 岡山県産        　　　　　　　　 1412901008         

295 雌    きたがわ８３６６ 30525 282             美津照重　　　　 きたがわ６２６　 平茂勝　　　　　 安平　　　　　　 糸福（大分）　　 岡山県産        　　　　　　　　 1628483664         

296 雌 3 めい１８　　　　 30530 277             福之姫　　　　　 ひさかつおひら　 勝忠平　　　　　 安福久　　　　　 平茂勝　　　　　 徳島県産　　　　 　　　　　　　　 1441600125         

297 雌 2 めい１９　　　　 30530 277             福之姫　　　　　 はるる　　　　　 勝忠平　　　　　 安福久　　　　　 平茂晴　　　　　 徳島県産　　　　 　　　　　　　　 1441600132         

298 去    三朝五郎１２６３ 30510 297             美津照重　　　　 　　　　　　　　 百合茂　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      　　　　　　　　 1636886778         

299 去    三朝五郎１２７０ 30522 285             福之姫　　　　　 　　　　　　　　 幸紀雄　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      　　　　　　　　 1612648444         

300 去    三朝五郎１２７８ 30530 277             美津照重　　　　 　　　　　　　　 百合茂　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      　　　　　　　　 0872436068         

※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    三朝五郎１２９２ 30614 262             美津照重　　　　 　　　　　　　　 美国桜　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      　　　　　　　　 1641186726         

302 去    三朝五郎１２９３ 30619 257             美津照重　　　　 　　　　　　　　 百合茂　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      　　　　　　　　 0872436136         

※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。


