
鳥取県中央家畜市場セリ名簿
令和４年４月７日開催

1 去 9 柴姫            30707 274 AHHCHH ABHCBC 白鵬８５の３    しばひめ１      百合茂          裕豊            第３寿高        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620812349         

2 去 5 陽太            30703 278             元花江          なわかつさくら  美国桜          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620812363         

3 去 1 真美１９        30806 244             百合福久        しばひめ３８８２ 隆福也          白鵬８５の３    第３寿高        奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1620812820         

4 去 7 岸小町１０１    30628 283 BHHCHH CCCBBB 白鵬８５の３    ひまわり        安福久          平茂晴          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210174         

5 雌 6 なついろ        30619 292 ABHCCA BCBCCB 百合白清２      なつみ          福之国          忠富士          福桜（宮崎）    育資            　　　　　　　　 1639210143 HBHCCAHC

6 雌 10 みてる          30628 283       CCBCCC 美照清          はるはくほう    平茂晴          金幸            平茂勝          育資            　　　　　　　　 1639210167 CCCHCCCH

7 雌 1 なな            30712 269             元花江          ななこ          隆福也          白鵬８５の３    勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1615508134 CACCAABC

8 雌 9 なつみ          30724 257 AAHCBA BCBCCC 白鵬８５の３    むつみ          糸福（鹿児島）  茂勝栄          糸北鶴          育資            　　　　　　　　 1615508141 CCBCCCCH

9 去 2 蜂郎１６        30627 284             福之姫          たんと          白鵬８５の３    勝忠平          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578212949         

10 去 13 伯耆乃国        30713 268 AAHCBH ACBCCB 白鵬８５の３    ひらしげやすえ  平茂勝          安福１６５の９  第７糸桜        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578212963         

11 去 1 愛花姫０１      30703 278             白鵬８５の３    あいかひめ１    秀菊安          忠富士          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210662         

12 去 3 美羽０３        30629 282             白鵬８５の３    みゆ            百合福久        安福久          糸福（鹿児島）  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210655         

13 雌 3 べる            30619 292             白鵬８５の３    ありす          百合福久        勝忠平          飛騨白清        育資            　　　　　　　　 1639210648 AAHCAHCC

14 雌 10 りりぃむさし    30629 282 AAHCAA ACCACC 白鵬８５の３　　 むさし５　　　　 百合茂　　　　　 北国７の８　　　 高茂　　　　　　 育資            　　　　　　　　 1620812332 HHHCAHCC

15 雌 5 くもさかえ      30611 300 HBACCB HBACCC 大山雲          ひろさかえぐも  山根雲          勝忠平          美津福          育資            　　　　　　　　 1620812455 CCCCCCHC

16 雌 4 あやだいせん    30615 296 ABACCA ABACCB 大山雲          あやはくほう    白鵬８５の３    百合茂          高森            育資            　　　　　　　　 1620812462 CCCCBBCB

17 去 4 大山七鵬        30618 293 HAACBA HAHCBA 大山雲          ななほ          白鵬８５の３    金光幸          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620812479         

18 去 7 国百合鵬        30619 292 BBABBH CCACBH 百合鵬２        くにひら        隆之国          北乃大福        第２平茂勝      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620812486         

19 去 5 桃太郎          30601 310 BHHBHH CACHHA 白鵬８５の３    ももふじ        安福久          百合茂          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1412902302         

20 去 6 万鵬６          30623 288 BHHCAH CCBBBH 白鵬８５の３    ばんざくら１    隆之国          梅忠平          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811311         

21 去 11 柴六月          30627 284 AAHCAH ACHCCC 白鵬８５の３    しばひめ３８１３ 百合茂          万桜８          第３寿高        恥骨部白斑      中接　　　　　　 1620811335         

22 雌 4 ふくだいせん    30623 288 AAACBA AHHCAH 大山雲          ふくはくほう    白鵬８５の３    百合茂          福桜（宮崎）    育資            供卵牛　　　　　 1620811304 CCBCCBBA

23 雌 7 もとゆりほう    30629 282             白鵬８５の３    もとひさゆり２  百合白清２      安福久          第１花国        育資            供卵牛　　　　　 1620811359 HHHCAHCC

24 雌 2 ももやまぐも    30705 276             大山雲          ももえる        白鵬８５の３    百合茂          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1620811328 CCBCCBBC

25 雌 11 しばなつぐも    30713 268 HBACCC HCACCC 大山雲          しばひめ１２    勝忠平          高森            第８裕豊        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811380 CCCCCCBC
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26 雌 10 ひらり          30623 288 BAACAA CCCBCC 白鵬８５の３    もりひら        鉄平            安福栄          勝勝福          育資            　　　　　　　　 1620811915 CABBAHCB

27 去 7 菜緒            30519 323 CABAHH CCBCBH 百合福久        なおみ          隆之国          勝忠平          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811885         

28 去 1 照之富士        30711 270             白鵬８５の３    つくし          勝早桜５        安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811670         

29 雌 2 ななこ２        30705 276             白鵬８５の３    はなひさ２      百合白清２      安福久          第１花国        育資            　　　　　　　　 1620812356 AAACBABC

30 雌 1 なつひめ        30524 318             元花江          なつこ          白鵬８５の３    安平            福桜（宮崎）    育資            奥接　　　　　　 1620812233 CACBACCB

31 雌 4 なつむすめ      30609 302             白鵬８５の３    なつき          安福久          勝忠平          美津福          育資            奥接　　　　　　 1620812240 BHBBHHBA

32 雌 1 しらきさくら１  30620 291             百合鵬２        しらきさくら    美国桜          百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1559500027 ABHHAHCC

33 雌 1 ふくひめ１      30608 303             白鵬８５の３    ふくひめ        美国桜          百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1559500010 BHBCAACC

34 去 1 美国舞夏        30721 260             白鵬８５の３    まいひめ        美国桜          百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1559500034         

35 去 3 福光白鵬        30605 306             白鵬８５の３    ひかる          安福久          勝忠平          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1603579009         

36 去 13 華奈白鵬        30621 290 BBHCBB CCCCCC 白鵬８５の３    かな            糸福（鹿児島）  神高福          宝徳            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630179012         

37 去 5 珠喜白鵬        30627 284 AHACHH BHCCBB 白鵬８５の３    たまき          安福久          百合茂          丸優            恥骨部白斑      へそ小白・口接　 1630179029         

38 去 10 安美津白０３    30701 280 CAACAA CCCBCC 白鵬８５の３    やすみつ１の１  安茂勝          美津照          安栄            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1630179036         

39 去 3 桃春白鵬９８    30601 310             白鵬８５の３    ももこ          華春福          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1603578989         

40 去 4 清白鵬          30704 277             白鵬８５の３    きよこ          百合白清２      福栄            福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1629012399         

41 雌 23 いわぶせのあさひ 30710 271 HHHCAA HCBCCC 白鵬８５の３    ふじこ          福栄            福桜（宮崎）    幸安２          育資            供卵牛　　　　　 1629012405 AAHCBAAC

42 雌 1 おんず          30724 257             白鵬８５の３    みつてる        美津照重        安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1620668694 BHHCHHCC

43 雌    はくせん２      30726 255             白鵬８５の３    ゆりせん        百合茂          安福久          平茂勝          育資            奥接・乳座白　　 1620668700 HHHBHHCC

44 雌 15 こい            30614 297 AHHCHA AHCAAC 白鵬８５の３    ふくひさ        安福久          平茂勝          北国７の８      育資            供卵牛　　　　　 1636887058 AHACAACB

45 雌 26 ふく            30707 274 AAHCAA ACHCCC 白鵬８５の３    ひろふく        安福１６５の９  平茂勝          神高福          育資            供卵牛　　　　　 1636887065 BAHCABBB

46 去    元花７          30523 319             白鵬８５の３    もとはなのまご  百合白清２      安平照          第１花国        奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1636887034         

47 去 7 第７白鵬        30528 314 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         

48 去 6 芳白鵬５        30709 272 BAHCBH CCCCCA 白鵬８５の３    よしなみ        芳之国          勝安波          金平勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1624896642         

49 去 2 百合茂鵬        30709 272             百合茂          みずかぜ３      白鵬８５の３    安福久          勝安波          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1624896628         

50 去 6 有言実行        30725 256       CBCAAC 花国茂忠        みすず          安福久          金幸            糸福（鹿児島）  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626472035         
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鳥取県中央家畜市場セリ名簿
令和４年４月７日開催

母推定育種価
入場
番号

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

51 雌 1 あやか          30609 302             美照清          ６いとさだ７６１ 美国桜          百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626472011 CACAHACA

52 雌 9 あかりん７６    30529 313 AHABHH BBCHBB 白鵬８５の３    ひろみ          安福久          平茂勝          忠福            育資            　　　　　　　　 1644700769 CBCCBCCB

53 雌 12 かのあ          30704 277 HAHBBA ABCABB 百合白清２      つぼみ          百合茂          糸福（鹿児島）  金幸            育資            　　　　　　　　 1622717338 HAAHAABC

54 去 5 雄斗            30706 275             百合白清２      あでぃ          安福久          百合茂          糸福（鹿児島）  奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1622717345         

55 去 1 夏清星          30804 246             百合白清２      ひなた９９５１  福増            天保院斗        平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1595447188         

56 去 1 万次郎          30629 282             白鵬８５の３    あさがお        美国桜          美津照重        百合茂          口接            　　　　　　　　 1626568530         

57 雌 3 ほのめ          30429 343             白鵬８５の３    ことのは        美国桜          百合茂          安福久          無・乳房前大白　 奥接　　　　　　 1626568509 AHACAABC

58 雌 1 ほしぞら        30803 247             光平照          はなび          福増            百合白清２      勝忠平          除角済          　　　　　　　　 1546751586 CACCAHCC

59 去 1 温亜            30627 284             百合福久        あい            光平栄          白鵬８５の３    花之国          鼻梁刺毛        　　　　　　　　 1546751494         

60 去 1 信長            30718 263             元花江          るな            隆福也          白鵬８５の３    花之国          無・恥骨部白斑　 奥接・へそ白　　 1546751517         

61 去 5 青空            30720 261 AAAAAA CBCHAC 百合白清２      ひより          福増            安茂勝          福桜（宮崎）    鼻梁刺毛        　　　　　　　　 1546751524         

62 去 2 陽彩            30721 260             元花江          すが            白鵬８５の３    安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1546751531         

63 去 1 不動            30722 259             美国白清        ひまわり        福之姫          福増            安茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1546751548         

64 去 1 平一            30729 252             知恵久          あっぷる        隆福也          福安照          安茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1546751562         

65 去 1 鉄朗            30605 306             光平照          ちこ            元花江          百合白清２      美津照重        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1546751456         

66 去 6 豆北白鵬１      30608 303 BHHCHH CABCAC 白鵬８５の３    まめきたひら    北平安          百合茂          福栄            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1546299262         

67 雌 1 はたひめ４      30712 269             白鵬８５の３    みちこ          美国桜          華春福          百合茂          右もも刺毛　　　 　　　　　　　　 1630749000 AAHCAHBC

68 去 5 夏乃桜          30602 309             夏百合          よしさくら      芳之国          安福久          百合茂          恥骨部白斑      　　　　　　　　 1630748942         

69 去 1 惣流０７        30630 281             美津照重        きみたか        隆福也          勝忠平          福栄            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630748980         

70 去 6 惣流０８        30707 274 AHHCHH ABABBC 白鵬８５の３    あけみひめ８の６ 第１花国        福之国          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630748997         

71 去 4 惣流０９        30715 266             白鵬８５の３    ひさこゆり      百合茂          安福久          勝忠平          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1645749019         

72 去 4 絹白清２        30612 299             百合白清２      きぬむすめ      安福久          勝忠平          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1531708601         

73 雌 3 れみおみかん    30611 300             美国白清        れみおれもん    白鵬８５の３    百合茂          安福久          育資            　　　　　　　　 1531708595 CBCBAHCH

74 雌 8 だいせん２の６  30524 318 CCCHAA CCBACB 元花江          だいせん２      勝安波          勝大山          智頭平茂        育資            　　　　　　　　 1630749048 CCCCCCCB

75 雌 1 あいこ          30616 295             美国白清        あいちゃん      白鵬８５の３    安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1467477152 CACHHACA

※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 1 さよこ          30702 279             白鵬８５の３    さゆり          百合茂          安福久          第１花国        乳房白・へそ刺毛 中接　　　　　　 1467477169 AHBBHAAC

77 去 5 福百合清        30529 313             白鵬８５の３    ふくゆり        安福久          百合茂          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1467477145         

78 去 10 美津鵬          30720 261 BAHCAH CCCBCC 白鵬８５の３    ひらながながす  美津照重        平茂勝          照神土井        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1587567412         

79 去 7 川崎３０        30728 253 AHHBHH BHCHHB 白鵬８５の３    ひみこ          安福久          糸福（鹿児島）  金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1589226164         

80 去 5 雅音            30709 272 HHHCAH HBBCCC 白鵬８５の３    かつよ          勝忠平          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1417100772         

81 雌 1 らうる          30729 252             白鵬８５の３    ゆきぽよ        福之姫          勝忠平          安糸福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1341700796 HHHBHHBC

82 雌 1 しがく          30628 283             白鵬８５の３    みやび６        安福久          勝忠平          平茂晴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1646745775 HHACHHCC

83 雌 10 もも            30606 305 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

84 去 2 森柴美国        30828 222             白鵬８５の３    みほこゆき４    美穂国          安福久          安平照          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1435401905         

85 去 12 壮太            30711 270 AHHCHH BHABHC 白鵬８５の３    とみしげ        安茂勝          福栄            糸北鶴          縁接            　　　　　　　　 1364388384         

86 去 5 富国            30819 231 AHHCHH BHHAHA 白鵬８５の３    とみくにしげ    美国桜          安茂勝          福栄            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1477277391         

87 去 4 桜雲            30720 261 HHACBH HHHCHH 大山雲          さくらこ        白鵬８５の３    隆之国          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1337587417         

88 雌 4 なつはな        30708 273             大山雲          はなゆり２１    白鵬８５の３    百合茂          第１花国        育資            中接　　　　　　 1380643405 CBBCBACC

89 雌 8 ひらふくひさ    30809 241 BHHCAH CCCCCC 白鵬８５の３    ひらざくら      安福久          勝忠平          安平            育資            　　　　　　　　 1546360252 CHBCHHCB

90 去    夏王            30628 283 BHHBHH CHCHHH 白鵬８５の３    なつみ          安福久          勝忠平          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622612879         

91 去 1 希望            30703 278             白鵬８５の３    きぼう６２      耕富士          安福久          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622612893         

92 去    兼続            30713 268 BHHCHH CBCBBB 白鵬８５の３    やすゆりひめ２  安福久          百合茂          紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622612916         

93 去 9 勝花            30803 247 AHHCHH AHBAHH 白鵬８５の３    せきかつはな    安福久          勝忠平          第１花国        供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1622613487         

94 雌    かえで          30711 270 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            　　　　　　　　 1622612909 AAABAHCB

95 雌 3 あきこ          30722 259             白鵬８５の３    ななみ          華春福          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622612787 HHACAAAA

96 雌    まなつ          30720 261             紀多福          はるえ          美津照重        勝忠平          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1573735450 HAHCCBCB

97 去    叙弐壱          30621 290             白鵬８５の３    ひさゆり        安福久          百合茂          福栄            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1619335439         

98 去 9 関５美照清      30704 277       BCBCCC 美照清          せき５あきこ４  勝忠平          糸北富士        安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622612800         

99 去 3 関５花江        30712 269             元花江          せき５あきこ    百合白清２      勝忠平          糸北富士        奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1622612824         

100 雌 7 せきはるはな    30711 270 CCCBCC BCCCCC 元花江          せきはる２      第８隼福        勝忠平          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622612817 CCCBBCAA

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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101 雌 2 みく２          30705 276             白鵬８５の３    しずく          華春福          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622612794 AAABBHCC

102 去 1 白菊            30528 314             白鵬８５の３    ひなぎく        秀菊安          百合茂          美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1617845879         

103 去    白波            30605 306 AAHCBA ACBCCC 白鵬８５の３    はちこう        原柴            安平幸          百合茂          乳頭短小（１本） 　　　　　　　　 1617845893         

104 雌 14 ゆりかねひさ    30712 269 BHCBAB HHBCBB 安福久          ゆりかねゆき    百合茂          金幸            平茂勝          無・異性複数産子 　　　　　　　　 1649410854 CCCACCCC

105 去 4 白勝鵬          30518 324 BAHCAA CCCCCC 白鵬８５の３    ゆうこ          茂勝栄          安福１６５の９  福栄            供卵牛　　　　　 奥接　　　　　　 1628678664         

106 去    三朝五郎１２９４ 30619 292             百合白清２      くにこ          美国桜          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1611599150         

107 去 2 三朝五郎１２９８ 30624 287             知恵久          こなら          美国桜          百合茂          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643151111         

108 去    三朝五郎１３０４ 30625 286             光平照          あけぼの        百合福久        茂晴花          菊福秀          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643151128         

109 去    三朝五郎１３０９ 30701 280             白鵬８５の３    しらたま        茂晴花          菊福秀          第７糸桜        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643151159         

110 去    二北川３６７７　 30703 278             美津照重　　　　 きたがわ６２６　 平茂勝　　　　　 安平　　　　　　 糸福（大分）　　 岡山県産        　　　　　　　　 1389136779         

111 雌 7 はくきん１２８０ 30605 306 BHHCHH CBBCBH 白鵬８５の３    かつきん２      勝安波          安福久          美津照          育資            供卵牛・乳座白　 1643007449 CBACBBBA

112 雌    きたがわみつ　　 30613 298             美津照重　　　　 きたがわ６２６　 平茂勝　　　　　 安平　　　　　　 糸福（大分）　　 岡山県産        　　　　　　　　 1615511653 CCCBCCCA

113 雌    おおなな９２３４ 30627 284             美津照重　　　　 ななか　　　　　 直太郎　　　　　 北国茂　　　　　 利花　　　　　　 育資            岡山県産        1630492340 BHBHHHAA

114 去    三朝五郎１２８７ 30602 309             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1408831913         

115 去    三朝五郎１３６５ 30618 293             福之姫　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1627031866         

116 去    三朝五郎１３２３ 30620 291             知恵久　　　　　 　　　　　　　　 美国桜　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1436774046         

117 去    三朝五郎１３２４ 30704 277             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1612272021         

118 去    三朝五郎１３２２ 30716 265             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1615511769         

119 去    桃早桜　　　　　 30718 263             勝早桜５　　　　 ももこ２７　　　 美津照重　　　　 百合茂　　　　　 金幸　　　　　　 岡山県産        　　　　　　　　 1503705508         

120 去    真理美津３　　　 30719 262             美津照重　　　　 まりや　　　　　 勝忠平　　　　　 安平　　　　　　 平茂勝　　　　　 岡山県産        　　　　　　　　 1503705515         

121 去    春福姫４　　　　 30712 269             福之姫　　　　　 はるか　　　　　 美国桜　　　　　 勝忠平　　　　　 安平　　　　　　 岡山県産        　　　　　　　　 1503705485         

122 去    春福姫３　　　　 30706 275             福之姫　　　　　 はるか　　　　　 美国桜　　　　　 勝忠平　　　　　 安平　　　　　　 岡山県産        　　　　　　　　 1503705461         

123 去    晴子姫１　　　　 30630 281             福之姫　　　　　 はるこ１　　　　 幸紀雄　　　　　 美国桜　　　　　 勝忠平　　　　　 右耳さけ　　　　 岡山県産        1503705454         

124 去    白福姫２　　　　 30714 267             福之姫          はく２７５      白鵬８５の３    安福久          糸福（大分）    岡山県産        　　　　　　　　 1503705492         

125 去 1 幸姫６４３      30628 283             幸紀雄          ふくひめ４３４  福之姫          百合白清２      安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1541005882         

※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 2 白諒太６３７    30613 298             白鵬８５の３    きよこ          諒太郎          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1541005820         

127 去 1 理凛６４６　　　 30630 281             白鵬８５の３    りりん          華春福          百合茂          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1541005912 HAHCBBCB

128 去    白久糸６５１    30710 271 CHABHH CBCHAC 白鵬８５の３    ひさふく１      安福久          糸福（大分）    田森土井        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1541005967         

129 雌 6 ゆりひさ６５２  30712 269             福之姫          ゆりひさ        安福久          百合茂          福桜（宮崎）    左角折れ　　　　 　　　　　　　　 1541005974 HBBCCBBC

130 雌    ゆりこ６４９    30706 275             百合茂          ゆりこ          華春福          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1541005943 AHBBACCC

131 雌 2 ほしのあ６４１  30623 288             白鵬８５の３    ほしのあ        百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1541005868 AHHAHACC

132 雌 13 とくえ６４８    30704 277 ABABBB CCCACC 百合白清２      とくえ          徳悠翔          美津照          糸光　　　　　◆ 育資            供卵牛　　　　　 1541005936 BCBCCCHC

133 雌    はるこひめ１　　 30707 274             福之姫　　　　　 はるこ１　　　　 幸紀雄　　　　　 美国桜　　　　　 勝忠平　　　　　 岡山県産        　　　　　　　　 1503705478         

134 雌 2 しんた          30724 257             諒太郎          しんたけ７３３  美国桜          百合茂          安平照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649412087 BCACCBBC

135 雌    さげしま１６４  30705 276       HAHCBB 福之姫          さげしま７６    百合白清２      勝忠平          福之国          育資            　　　　　　　　 1634241883 HCACCBBB

136 雌    ゆり１６６      30707 274       BACAAB 福之姫          むらおか３９    安福久          百合茂          美津福          育資            　　　　　　　　 1650210856 BACCCABC

137 雌 2 やました１６７  30712 269             百合白清２      やました６１    安福久          勝忠平          福之国          育資            　　　　　　　　 1649411189 HAHBABCC

138 雌 1 ゆり１７０      30726 255             白鵬８５の３    さげしま５３    安福久          百合茂          菊福秀          乳房白　　　　　 　　　　　　　　 1649411202 BHABHHCC

139 雌    ゆり１７５      30806 244             安福久          おおくら２９    白鵬８５の３    美津照重        百合茂          育資            　　　　　　　　 1649411219 CACCCACH

140 雌    みやざわ１７８  30804 246       BACBAB 福之姫          わしみ６５      安福久          平茂晴          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1650210887 HAACBABB

141 雌 1 さおり２５５    30708 273             白鵬８５の３    すばる７２      安福久          百合茂          平茂勝          育資            中接・除角済　　 1613818617 ABBHBABA

142 雌    さおり２５６    30716 265             白鵬８５の３    さおり９９      安福久          百合茂          北国７の８      育資            中接・除角済　　 1612384786 HHHBHHCC

143 雌 3 すずすず        30624 287             白鵬８５の３    すずか２９      幸紀雄          安福久          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649411509 HHACCHCA

144 雌 2 ふくふく８５の３ 30626 285             白鵬８５の３    ひさゆりふく２  安福久          百合茂          福之国          育資            　　　　　　　　 1622612718 CHACHHCB

145 雌    ひだはくほう    30725 256 CHABHH CHCHHA 白鵬８５の３    ひだのしずく    安福久          紋次郎          飛騨白清        育資            　　　　　　　　 1622612732 BHAAHHCC

146 去 1 勝乃江          30708 273             元花江          かつのはる      勝乃幸          平茂晴          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1392853427         

147 去    安忠平          30712 269             安福久          はつみの９      勝忠平          平茂勝          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1508702168         

148 去 6 百合久          30614 297 AHHCHH BACBBB 白鵬８５の３    ゆりひさ        安福久          百合茂          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649412506         

149 去 7 百鵬千鶴        30707 274 ABBBBA BCCACC 百合鵬２        ちずやすふく    安福久          平茂勝          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649412537         

150 去 8 真夏大冒険      30722 259 BHACHH CBCBBB 白鵬８５の３    わんぴいす      安福久          金幸            平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616266         

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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151 雌    さつひで        30711 270             白鵬８５の３    さつきひで１    秀菊安          安福久          第１花国        育資            　　　　　　　　 1622616259 HHHCBBCC

152 雌 1 はるな          30611 300             勝乃幸          ゆうか          耕富士          美穂国          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649412216 BCACCCHB

153 雌 2 らぁめん        30624 287             神照栄          しろはな        白鵬８５の３    白清８５の３    百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649412223 BCHCCBAA

154 雌 9 ひめりんご      30708 273 BHBHHH BHBBHH 百合福久        えみ            美穂国          安福久          平茂勝          育資            供卵牛　　　　　 1649412230 CHBAHBCB

155 雌 3 ひさゆり        30715 266             白鵬８５の３    ひささくら      安福久          隆之国          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622612763 AABCBBBB

156 雌 10 おきわ８５      30624 287 BAHCAH CCCCCC 白鵬８５の３    ふじおきわ      勝安波          安平            隆美            育資            　　　　　　　　 1622612756 ABHCCACC

157 去 7 真利            30622 289 BHHCAH CBCCBA 白鵬８５の３    ふじまりな２    安福久          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622612749         

158 去 8 福白久          30701 280 BHHCHH CBCBBB 白鵬８５の３    ふくみ５の２    安福久          勝忠平          忠福            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622612992         

159 去 5 龍王            30720 261 AHBBAA HBHCCA 福増            ほまれ          百合白清２      金平勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622612930         

160 去 8 照重１          30715 266 CBCBBH ABCABA 美津照重　　　　 あやこひめ　　　 百合茂　　　　　 安茂勝　　　　　 安福栄　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613012         

161 去 1 白久太郎        30628 283             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         

162 去 6 白美香国        30704 277             白鵬８５の３    みかづき        花清国          平茂勝          安福１６５の９  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622612961         

163 去    平久白          30709 272 BHHBHH CHCHHA 白鵬８５の３    ぴっく          安福久          勝忠平          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613067         

164 去 2 内国茂          30802 248             花国茂忠        うちみくます    福増            安茂勝          日向国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613883         

165 雌 2 うちりんだ２    30723 258             白鵬８５の３    ふくなつみ      福増            安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613159 HHHCHHCA

166 雌 6 おさかつはな    30712 269 CCCCCB CCACCC 元花江          おさことかつ    勝安波          糸北鶴          北仁            育資            　　　　　　　　 1622613081 CCCCCCBH

167 雌 11 ななふくほう    30713 268 AAHCAA BCACCC 白鵬８５の３    ななふく        福安照          平茂勝          安平            育資            　　　　　　　　 1622613128 BCHCBACB

168 雌 1 こうふく        30714 267             白鵬８５の３    うた            耕富士          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1644000302 HHHBHHCC

169 雌 2 ゆりのひさ      30725 256             白鵬８５の３    ぜんこう２４６  百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1644000319 AHABHHCB

170 雌 21 はくほう６の２３ 30623 288 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

171 雌    はくほう７の１１ 30711 270 BHHCHH CBCBBC 白鵬８５の３    しげひさ        安福久          平茂勝          安平            育資            乳房白　　　　　 1643007630 BAACABCC

172 雌 8 しらふくひさ    30710 271 BHACHH CACAAH 白鵬８５の３    ふらわぁ        安福久          第１花国        紋次郎          育資            乳房白　　　　　 1622613074 CBCCBACC

173 雌 10 あいほ２        30720 261 BHHCAA CCCCBC 白鵬８５の３    あいか１０      茂勝栄          茂波（事業団）  北国７の８      育資            　　　　　　　　 1643009047 BHBCAACA

174 去 12 菊白鵬          30727 254             白鵬８５の３    きくやすもと    菊平茂          安福（岐阜）    北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007784         

175 去 2 白鵬百０５５    30624 287             白鵬８５の３    ゆりひめ        百合茂          安福久          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613104         

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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176 雌 1 はなこ０５６    30709 272             元花江          ひさ２９４５    安福久          百合茂          第１花国        無・３本乳      　　　　　　　　 1622613111 BBCBCCCC

177 雌 7 みすずゆめ      30707 274       CCCCCC 福之姫          すずの４        安平安          第１花国        茂勝            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613043 HBHCCBCC

178 去 2 百合光晴        30715 266             百合未来        ももかひさ      華春福          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613050         

179 去 11 白百合          30724 257 HHHCAH HCBBCC 白鵬８５の３    ゆりぎく        百合茂          福栄            北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410830         

180 去 4 花智広          30529 313             元花江          ちひろ８５の３  白鵬８５の３    安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622612695         

181 去    百合紅葉        30711 270             白鵬紅葉        しらゆみ１の１  百合白清２      白鵬８５の３    花清国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649411264         

182 去    桜次郎          30716 265             美国桜          さら            安福久          百合茂          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 0872436228         

183 雌    はくはるおう６  30801 249             白鵬８５の３    はなはるおう    美国桜          華春福          安福久          育資            奥接　　　　　　 0872436358 AHABHBCB

184 雌    はくはるおう７  30804 246             白鵬８５の３    はなはるおう    美国桜          華春福          安福久          育資            中接　　　　　　 0872436396 AAACABHA

185 雌 2 しろみほ        30621 290             白鵬８５の３    みほこゆき３    美穂国          安福久          安平照          育資            　　　　　　　　 1622612640 CBCCCBBC

186 雌 3 ひかりっこ      30628 283             白鵬８５の３    ひかり１１５    幸紀雄          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622612657 AHABHHBA

187 去 3 桜鵬            30621 290             白鵬８５の３    さくら          美国桜          美津照重        勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622612633         

188 去 1 百合照重        30710 271             百合茂          やすみついいほ  美津照重        白鵬８５の３    安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622612596         

189 去 3 百合２          30727 254 HAACBH ABACBB 百合鵬２        あさ            百合白清２      安福久          平茂晴          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1622612602         

190 去 6 美福３２        30713 268             福之姫          みつただしげ    美津百合        茂重安福（沖縄） 忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613234         

191 雌    もとはな４０    30707 274 BHHBHH CHBAHH 白鵬８５の３    もとはな        安福久          第１花国        安福１６５の９  育資            中接　　　　　　 1622613210 CHBBHHCH

192 雌 7 やまびこ        30613 298 HAHCAA HCBCCC 白鵬８５の３    やまびこ２１    第２平茂勝      金幸            神高福          育資            　　　　　　　　 1622612558 HAHCBACC

193 雌 2 このみ          30713 268             百合鵬２        なおみ          美国桜          華春福          安福久          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1354896370 CACBAACC

194 雌 19 ももふく        30710 271 BHCHHH BHCBHA 百合福久        ひさはくほう    安福久          平茂勝          飛騨白清        育資            供卵牛　　　　　 1649410809 CACHHCCB

195 去 4 福鵬            30720 261 AHHCHH AHBCBA 白鵬８５の３    はなひさ        華春福          安福久          金幸            口接            　　　　　　　　 1649410816         

196 去    美津雄４　　　　 30724 257             美津照重　　　　 　　　　　　　　 安福久　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      　　　　　　　　 0872436266         

197 去 2 白花平          30623 288             元花江          はくふくひら    白鵬８５の３    福栄            平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650417262         

198 去 10 桜美国          30621 290             美国白清        さくらみわの２  福之国          福桜（宮崎）    大将            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1642601136         

199 去 5 元忠茂          30628 283 CBCAAB ABBBBB 元花江          ゆりただ        百合茂          勝忠平          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1642601143         

200 去 2 奈津清          30718 263             奈津百合１      ゆりか          百合白清２      勝安波          北福内          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1434920605         

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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201 去 4 花菊            30627 284 CBCAAB CBCBBB 元花江          くみこの１の３  秀菊安          忠富士          照萩            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1382233895         

202 雌 3 ほうみ          30623 288             白鵬８５の３    ひみこ          安福久          第７糸桜        晴美            育資            奥接　　　　　　 1382233871 CBCAABCH

203 雌 5 ゆずきひめ４    30713 268       CCCBBB 福之姫          ゆづき３        隆之国          安福久          百合茂          育資            　　　　　　　　 1382233901 ABACBACH

204 雌 1 ゆりふじ        30716 265             百合福久        ふじしげ        美国桜          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645760663 AHBHHACC

205 雌    はくひら３      30711 270 BHHCHH CBCBBB 白鵬８５の３    ゆきひら２      幸紀雄          安福久          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1548406873 AHHCHHCB

206 去 11 桜白清          30716 265 ABHCCB CCCCCC 百合白清２      さくら          勝忠平          安糸福          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645754563         

207 去 11 空白鵬          30717 264 BAHCAA CCBBCC 白鵬８５の３    そらやま        勝安波          安福１６５の９  糸花            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645754570         

208 去 5 光花国          30801 249       CACCBA 花国茂忠        みつゆり        光平照          百合茂          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645754587         

209 去    美津百合        30627 284             美津照重        きくゆり        百合茂          美穂国          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1646726217         

210 去    華福久          30628 283             安福久          よしえ１        華春福          金幸            平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1646726224         

211 去 4 清花２          30625 286 CBCAAB BCABCB 元花江          えりきよ２      百合白清２      安平照          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1433943216         

212 去 6 久吉            30705 276 CACBAA BBBCBB 安福久          たかふく        隆之国          福之国          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1376090817         

213 去 11 花白清勝        30724 257 CACAAB BBACBB 元花江          しらきよかつただ 勝忠平          飛騨白清        糸福（岐阜）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1627059822         

214 雌 5 はくやすただ    30630 281 CAACAA CCCACC 白鵬８５の３    やすただふく６  安福１６５の９  勝忠平          第２０平茂      育資            　　　　　　　　 1627059815 BAHCAHBA

215 雌 2 しろまる        30731 250             白鵬８５の３    ゆきふくひさ    幸紀雄          安福久          勝忠平          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1651000227 HHACHHCC

216 雌 1 はくほうざくら  30711 270             白鵬８５の３    やまざくら１    愛日向          耕富士          勝平正          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1402920095 BHACAHAH

217 雌 9 みぞれほう      30630 281 BHHCAH CCCCCA 白鵬８５の３    しげみぞれ      茂重安福（岐阜） 白清８５の３    光平福          育資            　　　　　　　　 1427745772 CBBCBAAB

218 雌 1 はなこはくほう  30701 280             元花江          こはほう        白鵬８５の３    安福久          福栄            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1427745789 CHCCHACB

219 去    福之鵬          30624 287             福之姫          ほうし          白鵬８５の３    安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650308867         

220 去    白福久          30708 273 AHHCAH ABBCCH 白鵬８５の３    まつふくひさ    安福久          平茂勝          神高福          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1650308874         

221 去 4 花勝鵬の３      30626 285 BAHCBA CCBCCC 白鵬８５の３    ただかつかず    花清勝          勝忠平          金幸            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1599494119         

222 去 2 愛白鵬          30601 310             愛之国          もけめろん      白鵬８５の３    安福久          糸北鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650421658         

223 去 4 光鵬            30705 276 AHHCAH BBBCBH 白鵬８５の３    ひかり          耕富士          秀菊安          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650421696         

224 雌 4 あつこ５        30623 288             白鵬８５の３    あつこ          安福久          平茂勝          安平            接舌　　　　　　 　　　　　　　　 1650421672 BHBBHHCA

225 雌 3 めいほう        30609 302             白鵬８５の３    めい            安福久          勝忠平          飛騨白清        育資            奥接　　　　　　 1451063538 BHAHHHCB

※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 2 わかほう        30610 301             白鵬８５の３    わかみつ        美津照重        芳之国          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063545 BAHCAHCH

227 去 5 白百合久        30614 297             白鵬８５の３    ゆりひさゆり    百合茂          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063552         

228 去 1 花福久          30708 273             元花江          やよい４        安福久          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063576         

229 去 4 芳白鵬          30711 270             白鵬８５の３    よしわか        芳之国          百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063583         

230 去 7 白茂鵬          30720 261 HHHCAA HBABBC 白鵬８５の３    ささき          百合茂          安糸            糸北鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063590         

231 去 4 菊富士の３　　　 30921 198             白鵬８５の３　　 みゆきはらの１　 耕富士　　　　　 秀菊安　　　　　 勝平正　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 1603573304         

232 雌 8 ゆりまさ        30810 240 BAACBB CCCCCC 百合白清２      しなとら        安平照正        第１花国        雪国            育資            　　　　　　　　 1603573250 BBACCABC

233 雌 9 かつほう        30826 224 AAHCBB BCCCCC 白鵬８５の３    かつみどり      北仁            吉美土井        第２０平茂      育資            　　　　　　　　 1603573267 BABCBCCC

234 雌 8 さくらほう      30831 219 BAHCBB CCCCCC 白鵬８５の３    さくらこ        安平１６５乃９  北国７の８      高茂            育資            　　　　　　　　 1603573281 AAHCBABC

235 雌 9 ほうこ          30902 217 AHHCAH ABACBC 白鵬８５の３    みほこ          美穂国          平茂勝          忠福            育資            　　　　　　　　 1603573274 HHHCBABB

※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。


