
鳥取県中央家畜市場セリ名簿
令和４年５月１２日開催

1 去 8 美津倉吉        30829 256 BABBAH CACCAB 百合鵬２        ひさ            安福久          平茂勝          安福１６５の９  白舌　　　　　　 　　　　　　　　 1622613296         

2 去 3 美津白鵬        30903 251             美津百合        やすひめはくほう 白鵬８５の３    百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613302         

3 去 10 福茂勝          30718 298       CCCCCC 福之姫          さほ            茂勝栄          平茂勝          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613968         

4 去 3 福花            30731 285             元花江          あずき          白鵬８５の３    安福久          金幸            中接　　　　　　 　　　　　　　　 1622613418         

5 去 3 福花            30826 259             元花江          あすか          白鵬８５の３    安福久          金幸            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1622613326         

6 去    久福姫          30821 264       BHCBHA 福之姫          ひさはくほう    安福久          平茂勝          飛騨白清        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613203         

7 雌 2 こうはな        30817 268             花国茂忠        ちづる          白鵬８５の３    耕富士          秀菊安          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613180 ABHBAACB

8 雌 4 ちはる１        30927 227             福之姫          ちはる          耕富士          秀菊安          福之国          育資            　　　　　　　　 1622613982 HAHCBACB

9 雌 4 あやめ８５      30714 302 BHHCHH CCCBBA 白鵬８５の３    あやめ          隆之国          安福久          金幸            育資            　　　　　　　　 1649411127 BHHCHHCC

10 雌 8 やすふく３９    30812 273       CBCBCC 福之姫          やすふくひさ３  安福久          忠富士          安平            育資            供卵牛　　　　　 1622613319 CABBABBB

11 雌 3 はなはるか      30825 260             花国茂忠        しらきよはるか  百合白清２      平茂勝          飛騨白清        育資            奥接　　　　　　 1649411288 AAABAHBC

12 去 5 馬鈴薯２        30809 276 BHHBHA CBCHAC 白鵬８５の３    ころっけ        美国桜          安福久          平茂晴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649411271         

13 去 2 白秀華          30808 277             白鵬８５の３    ひめか          秀幸福          華春福          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626718904         

14 去 3 極実２          30804 281             白鵬８５の３    さちこ          耕富士          安福久          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613340         

15 去 4 盆助            30815 270 AHHCHH BBCCBA 白鵬８５の３    しげいとふく１  耕富士          茂洋            安糸福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613364         

16 雌 1 まひろ          30729 287             白鵬８５の３    ひろこ          満天白清        耕富士          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613333 ABHCCACC

17 雌 1 みずき          30719 297             元花江          ひろみ          隆福也          華春福          勝忠平          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1600605121 CBBCBBCC

18 雌    はくはるおう９  30816 269             白鵬８５の３    はなはるおう    美国桜          華春福          安福久          育資            奥接　　　　　　 0872436464 AHACHHCB

19 雌 2 はくはなえ      30825 260             元花江          はくひさく      白鵬８５の３    安福久          第１花国        無・３本乳      供卵牛・奥接　　 0872436556 CBCBBCCC

20 去    白春桜８        30815 270             白鵬８５の３    はなはるおう    美国桜          華春福          安福久          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 0872436457         

21 去    白春桜１０      30903 251             白鵬８５の３    はなはるおう    美国桜          華春福          安福久          中接　　　　　　 　　　　　　　　 0872436600         

22 去 5 関福安鵬        30811 274 BAHCAA CCCBCC 白鵬８５の３    せきさつき      茂重安福（岐阜） 第２平茂勝      高森            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613456         

23 去 2 百合春久        30720 296             百合白清２      はるひさ        華春福          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622612848         

24 去 4 関亀福３        30727 289             白鵬８５の３    かめふく１      華春福          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622612855         

25 去 6 関百合花国      30829 256       AHBBAA 花国茂忠        せきゆりこ      百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613678         

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 母推定育種価
入場
番号

産子数 名号 生年月日 母の曽祖父

※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 9 てるひさ３      30714 302 BHHCHH CBCBBB 白鵬８５の３    てるひさ        安福久          福安照          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1622612831 BHBCAHCC

27 雌 1 せきやまなつこ  30819 266             元花江          せきやまあきこ  白鵬８５の３    第２平茂勝      高茂            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613623 BBBBBCCC

28 雌    ふうか          30730 286             安亀忠          みなみ          美国桜          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1573735467 AAACAABC

29 雌 3 ゆり            30803 282             白鵬８５の３    ゆりこ          美津照重        安福久          百合茂          育資            奥接　　　　　　 1622613470 BABAHHCB

30 去 1 満天白鵬        30727 289             白鵬８５の３    みなこみお３    満天白清        美穂国          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622612923         

31 去 6 栄一            30801 284 AHHCHH AABCBH 白鵬８５の３    ちえみ１        安福久          勝忠平          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613463         

32 去 9 勝花            30803 282 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         

33 去    夏王            30806 279 BHHBHH CHCHHH 白鵬８５の３    なつみ          安福久          勝忠平          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613494         

34 去    白富士          30814 271             白鵬８５の３    ふくむすめ３８４ 耕富士          安福久          勝平正          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613517         

35 去 5 金谷丸          30817 268 BHCAHA BABBAB 福増            ゆりひさ        安福久          百合茂          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613586         

36 去 1 福之照          30805 280             美津照重        はるなてる      光平照          平白鵬          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1573593289         

37 去 6 恋太郎７２１    30721 295       BCHCCA 菊花久          はるな          平白鵬          百合茂          美津福          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1649410861         

38 去 2 三朝五郎１３２５ 30728 288             百合勝安        みつかな２６８  美津照重        勝忠平          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007494         

39 去 5 三朝五郎１３４０ 30729 287             百合勝安        あけぼの        百合福久        茂晴花          菊福秀          供卵牛　　　　　 奥接　　　　　　 1643151203         

40 去    三朝五郎１３３６ 30801 284             美国桜          やすひらしげ    安福久          勝忠平          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645430573         

41 去    美津平安　　　　 30802 283             美津照重　　　　 ひばり　　　　　 平茂勝　　　　　 安平　　　　　　 糸晴（佐賀）　　 岡山県産        　　　　　　　　 1426201149         

42 去 4 三朝五郎１３２６ 30802 283 BBHBAH CCCBBA 百合白清２      かつきん３      勝安波          安福久          美津照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007500         

43 去    三朝五郎１３４５ 30808 277             美国桜          やすひらしげ    安福久          勝忠平          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645430566         

44 去    美百合北　　　　 30810 275             美津照重　　　　 ゆりくに　　　　 百合茂　　　　　 北国茂　　　　　 利花　　　　　　 岡山県産        　　　　　　　　 1619956962         

45 去    三朝五郎１３４８ 30810 275             白鵬８５の３    しらたま        茂晴花          菊福秀          第７糸桜        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643151210         

46 去    三朝五郎１３５０ 30816 269 BHACAH CBCABC 白鵬８５の３    あきとみ１３１  安福久          平茂勝          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1637023547         

47 去 14 三朝五郎１３５８ 30819 266 AHHBHH BBCHBA 白鵬８５の３    もあ            百合茂          安福久          平茂勝          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1546098483         

48 去    幸安福忠　　　　 30820 265             幸紀雄　　　　　 ひさほ　　　　　 安福久　　　　　 忠富士　　　　　 北国７の８　　　 岡山県産        　　　　　　　　 1640072051         

49 去 4 三朝五郎１３６０ 30822 263 HAHCBA ABBCCC 百合白清２      てるこ５３の２８ 茂洋            勝忠平          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1546098506         

50 去    幸紀安　　　　　 30824 261             幸紀雄　　　　　 ひさほ　　　　　 安福久　　　　　 忠富士　　　　　 北国７の８　　　 岡山県産        　　　　　　　　 1640072068         

※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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51 去    石井３８１７　　 30827 258             百合勝安　　　　 もはやこれまで１ 安福久　　　　　 忠富士　　　　　 福之国　　　　　 岡山県産        　　　　　　　　 1624838178         

52 去    三朝五郎１３６４ 30830 255             若百合          はるこ          平茂晴          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1637023608         

53 去    三朝五郎１３６９ 30901 253 HBBCCB BCCBCC 百合勝安        ももたろう      安茂勝          福谷福          藤桜            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643151258         

54 去    三朝五郎１３７０ 30902 252             百合白清２      こぎん          美穂国          安福久          美津照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1628679012         

55 去 4 三朝五郎１４０２ 30904 250             白鵬８５の３    よしつつじ３４１ 美国桜          勝忠平          平茂勝          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1546098544         

56 去    三朝五郎１３５４ 30712 304             美津百合　　　　 　　　　　　　　 勝忠平　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1436774060         

57 去    三朝五郎１３１６ 30715 301             百合白清２　　　 たかはな２９５　 隆之国　　　　　 安福久　　　　　 　　　　　　　　 無・産地証明　　 奥接　　　　　　 1643007487         

58 去    三朝五郎１３５３ 30727 289             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 美津照重　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1640072037         

59 去    三朝五郎１３３３ 30729 287             美津照重　　　　 　　　　　　　　 安福久　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      　　　　　　　　 0872436327         

60 去    三朝五郎１３３４ 30730 286             美津照重　　　　 　　　　　　　　 安福久　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      　　　　　　　　 0872436334         

61 去    三朝五郎１３４７ 30802 283             平茂勝　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1628483770         

62 去    三朝五郎１３６８ 30804 281             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 美津照重　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1640072044         

63 去    三朝五郎１３４２ 30806 279             美津照重　　　　 　　　　　　　　 百合茂　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      　　　　　　　　 0872436402         

64 去    三朝五郎　　　　 30809 276             百合白清２　　　 べっしょ１３４　 安茂勝　　　　　 安平　　　　　　 福桜（宮崎）　　 無・産地証明　　 　　　　　　　　 1573682174         

65 雌 1 みくはく１３０２ 30705 311             白鵬８５の３    みくにきく７９３ 美国桜          安福久          平茂勝          育資            奥接　　　　　　 1643007470 BBACBBCB

66 雌 1 はくほうのこ    30726 290             白鵬紅葉        ゆめさち        幸紀雄          平茂晴          福栄            育資            　　　　　　　　 1628678770 BAACAABB

67 雌 11 ゆりひら１３７１ 30802 283 BAABAA CBCBBC 百合白清２      やすひら        安平照          平茂勝          安福１６５の９  育資            中接　　　　　　 1573682167 BBBCBABC

68 雌 4 しらゆき１３２７ 30802 283 BAHCAH CCBCCB 白鵬８５の３    べっしょ２４１  福之国          白清８５の３    糸福（岐阜）    育資            　　　　　　　　 1643007517 BBHCBABB

69 雌    はくたま１３４９ 30810 275             白鵬８５の３    しらたま        茂晴花          菊福秀          第７糸桜        育資            　　　　　　　　 1643151227 ABBCCACB

70 雌 3 ゆりみね１３５９ 30820 265             百合白清２      ながみね９４    本富士          花清国          安福１６５の９  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1546098490 ACAHCBBC

71 雌    はなゆり１３５６ 30822 263             百合白清２      さゆり３        華春福          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1611599303 HHBAAHCC

72 雌 4 はくあや１３６２ 30826 259 HHHCAH HAHCBC 白鵬８５の３    あやひめ        華春福          百合茂          金幸            育資            　　　　　　　　 1546098520 ABACBBCB

73 雌 2 わかきくやす    30818 267             若百合          ひだきくやす    秀菊安          安福久          紋次郎          左肩後刺毛　　　 　　　　　　　　 1622613432 BHAAHACC

74 雌    みくきくひさ    30708 308 CACHHB CACHAB 美国桜          きくひさ７の８  安福久          北国７の８      福芳土井        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622612725 AHBHHHCB

75 雌 2 もとはなざくら  30809 276             美国桜          もとはなゆり    百合白清２      安平照          第１花国        育資            　　　　　　　　 1622613425 BABBAACB

※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 ちえたから      30706 310             知恵久          ゆりたから１    百合福久        白鵬８５の３    安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1387381454 BBBCBBCA

77 雌 3 ちえさくら      30728 288             知恵久          さくらしらきよ  百合白清２      美国桜          福安照          育資            　　　　　　　　 1387381515 BHBHHHCC

78 雌    とくうめえりか  30805 280 CACBAA BHBBHA 秀菊安          えりか２の３    北平安          勝忠平          安平            育資            　　　　　　　　 1387381522 CCBCBCBA

79 雌 5 まいしらのこ    30813 272       CABAHH 舞菊福          ゆりしらのこ    百合白清２      安福久          糸北鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1387381584 CBCABBBB

80 去    百合久６５８    30801 284             美国桜          ゆりひさ１１２  百合茂          安福久          糸晴波          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1635906033         

81 去    安美嘉          30816 269             美国桜          やすみか３９    安福久          美華忠          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1585500879         

82 去    久福６６４      30804 281 CHABHH CBCHAC 白鵬８５の３    ひさふく１      安福久          糸福（大分）    田森土井        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1635906095         

83 去 1 白満天６６８    30816 269             白鵬８５の３    やさい          満天白清        耕富士          勝平正          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1635906132         

84 去 3 白幸紀６７７    30830 255 AHHCHH BBBBBB 白鵬８５の３    さきこ１８６    幸紀雄          百合茂          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606229         

85 去 9 金栄６６１      30803 282 BAACAA CCCBCC 白鵬８５の３    かねさかえ      金幸            第８隼福        平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1635906064         

86 去    安白清６７１    30823 262             安福久          たかえい        百合白清２      茂洋            安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606168         

87 去    白久糸６５０    30709 307 CHABHH CBCHAC 白鵬８５の３    ひさふく１      安福久          糸福（大分）    田森土井        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1541005950         

88 雌 3 ゆりこ６５５    30726 290             白鵬８５の３    ゆりこ          華春福          安福久          勝忠平          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1541006001 AABBACBB

89 雌 1 もも６６２      30803 282             白鵬８５の３    もも            満天白清        隆之国          平茂晴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1635906071 HAHCAACB

90 雌    はくひさかつ    30827 258             白鵬８５の３    ゆりひさ３      耕富士          安福久          百合茂          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1585500893 HHHHHHCC

91 雌 3 みすず６５７    30729 287             白鵬８５の３    みすず１２８    隆之国          美津百合        安福久          育資            　　　　　　　　 1635906026 CABCAHBB

92 雌 1 くろひめ６４７  30702 314             白鵬８５の３    くろひめ６      諒太郎          美国桜          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1541005929 HHACBABC

93 雌 3 いしが１６８    30715 301             百合白清２      いしがあか１０  幸紀雄          安福久          平茂勝          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1649411196 CAHBHHCC

94 雌    なかはら１６９  30718 298             白鵬８５の３    なかはら７５    安福久          百合茂          美津福          育資            　　　　　　　　 1497201444 CAACAHAB

95 雌    ゆり１７６      30801 284             安福久          おおくら２９    白鵬８５の３    美津照重        百合茂          育資            乳房白　　　　　 1644841486 CCCABHCH

96 雌    ふくふくざくら２ 30817 268 BBABBB ACACCA 美国桜          第７ふくふく４  百合茂          福之国          福桜（宮崎）    育資            　　　　　　　　 1649412094 AHHBHABC

97 雌 4 ふくしげ        30820 265             福之姫          しげゆり        百合茂          茂洋            北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649412100 ABCCCCBB

98 雌 2 りょうか        30822 263             諒太郎          ふうか          美国桜          安福久          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649412117 CBCBBCCC

99 雌 10 しずく          30712 304 CACAAA AAACBA 安福久          にいな          美穂国          忠富士          福之国          育資            供卵牛　　　　　 1649412247 CBCCCBCB

100 雌 4 きなこもち      30714 302 ABBBBB BABBAA 幸忠栄          まいこ          華春福          安福久          勝忠平          育資            奥接　　　　　　 1649412254 BBCBCCBC

※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 1 みちる７９７    30719 297             隆福也          みちる７９５    耕富士          美穂国          第１花国        奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1649412261 CCABABAA

102 雌    なえこ          30802 283 ACHCCB HCHCCB 隆福也          かえで          勝忠平          秀菊安          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1390727508 BBHCBAAA

103 去    桃春鵬          30722 294             白鵬８５の３    はる            安福久          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1390727485         

104 去    白桃平          30803 282             白鵬８５の３    はる            安福久          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1390727515         

105 去 1 元松鵬          30806 279             元花江          まつほうたかこ  白鵬８５の３    勝安波          白清８５の３    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1390727522         

106 去    勝久百合２      30817 268 HHHCAH HHACAH 百合白清２      ただふじ        勝忠平          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643169376         

107 雌 31 さつれも        30708 308 AHHBHH BHCHHB 白鵬８５の３    さつき          安福久          第１花国        安平            育資            供卵牛　　　　　 1649412544 CACCBBBB

108 雌 4 かつひさく      30727 289             白鵬８５の３    かつひさみ      美国桜          安福久          勝忠平          育資            供卵牛　　　　　 1622616273 BAHCHHCC

109 雌    みらい          30731 285 HHHCAH HHACAH 百合白清２      ただふじ        勝忠平          安福久          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1643169338 HAHCCAAC

110 雌 6 すまひさ　　　　 30830 255             白鵬８５の３    すまひさゆり    百合茂          安福久          平茂勝          無・３本乳      乳房白　　　　　 1622616297 AHBHHHBB

111 雌 1 ひかり２４１    30813 272             白鵬８５の３    ひかり２４      美国桜          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622614293 BHBAHHCC

112 雌 1 はなまる        30801 284             花国茂忠        りょうしんひさ  諒太郎          安福久          平茂晴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613920 ABBBBCAC

113 去 2 百龍            30801 284             若百合          りゅうこ５４    美国桜          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613937         

114 去 2 美国白鵬        30813 272             白鵬８５の３    みきこ          美国桜          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622614316         

115 去 1 五輪丸          30805 280             元花江          いちごあめ      白鵬８５の３    安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613449         

116 去    勝乃鵬          30822 263             白鵬８５の３    かつのはる      勝乃幸          平茂晴          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1392853458         

117 雌    すずはくひさ４  30820 265 BHHCHH CACAAB 白鵬８５の３    すずか          安福久          勝忠平          日向国          育資            　　　　　　　　 1392853441 BHBAHHCB

118 雌    ひさゆり１      30819 266 CBCBBB ACACCC 安福久          ゆりひめ        百合茂          北国７の８      紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1634222455 BBBCBHCC

119 雌    まるた          30801 284       BCCCCC 福之姫          るるか          花清国          忠富士          福桜（宮崎）    育資            奥接　　　　　　 1628678336 ACBCCCCA

120 雌    ゆりきよほう１  30721 295             美国桜          ゆりきよほう    白鵬８５の３    百合茂          白清８５の３    育資            　　　　　　　　 1508702229 AHAAHBCB

121 雌 6 かみしろやす    30821 264 BHHBHH CABHHA 白鵬８５の３    うえすと１      安福久          勝忠平          平茂勝          育資            供卵牛　　　　　 1622613814 BAACAACC

122 去    白安崎          30810 275 BHHBHH CHCHHA 白鵬８５の３    ぴっく          安福久          勝忠平          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1622613791         

123 去 12 白宮安平        30820 265 BAHCBA CCCCCC 白鵬８５の３    みやび          安平            平茂勝          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613807         

124 去 10 秋義１          30821 264       CCCACC 福之姫          第２むつゆき２  安茂勝          安福栄          北雪            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613746         

125 雌 9 いぶき１０      30816 269 AHBAAA HBACCC 百合福久        たみこさかえ    福栄            平茂勝          忠福            育資            　　　　　　　　 1622613739 HBBCCBCB

※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 2 うちはす        30804 281             白鵬８５の３    まき            美国桜          安福久          平茂晴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613890 BABCAACC

127 雌 6 こいつき        30901 253 AHHCAH BBCCCB 白鵬８５の３    こいひさ２      安福久          勝忠平          福栄            育資            奥接　　　　　　 1649411813 BABBAACA

128 去 6 鯉栗            30908 246 HHHCHH HABAAB 白鵬８５の３    こゆき          百合茂          安福久          平茂勝          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1649411820         

129 雌 11 ななふくほう    30713 303 AAHCAA BCACCC 白鵬８５の３    ななふく        福安照          平茂勝          安平            育資            　　　　　　　　 1622613128 BCHCBACB

130 雌 3 せらぴ          30824 261             白鵬８５の３    せら３４        美津照重        金幸            平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1643007791 BAHCAHHH

131 去    幸耕安１        30831 254             幸紀雄          みつふく        耕富士          安福久          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649411356         

132 去    幸耕安２        30908 246             幸紀雄          みつふく        耕富士          安福久          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649411363         

133 去 3 白鵬山０５７    30814 271             白鵬８５の３    こんぶ００８    百合福久        美津照重        百合茂          左角折れ　　　　 　　　　　　　　 1622613852         

134 去 4 白鵬９の１      30901 253 HHHCHH HHACAA 白鵬８５の３    なつみ          勝忠平          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007647         

135 去 8 白鵬９の１０    30910 244 ABHCBA BCBCCC 白鵬８５の３    はるひら        平茂晴          平茂勝          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616198         

136 雌 6 おさことふく    30807 278 AABBAA HCACCC 百合福久        おさことゆり    百合白清２      北仁            東平茂          育資            　　　　　　　　 1622613821 AABCBACC

137 雌 6 おさかつほう３  30827 258 BAHCBH CCBCCB 白鵬８５の３    おさかつふく    勝安波          金平勝          美津福          育資            　　　　　　　　 1622613838 CBHCAAAC

138 雌 2 ゆりのひさ      30725 291             白鵬８５の３    ぜんこう２４６  百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1644000319 AHABHHCB

139 雌 4 ふじこみらい    30816 269             百合未来        ふじこ          安福久          茂洋            百合茂          乳房白　　　　　 中接　　　　　　 1659500347 BACHABHC

140 雌 1 ゆりかほう      30730 286             白鵬８５の３    ゆりか          満天白清        耕富士          秀菊安          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1644000326 BHACHHCC

141 雌    ゆりほうひさ    30814 271 HHHBHH HHAAHB 白鵬８５の３    ゆりこ          百合茂          安福久          平茂勝          育資            乳房白　　　　　 1469517849 HHABHHCC

142 去 2 忠安福鵬        30711 305             白鵬８５の３    あきら          忠富士          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1644000296         

143 去 1 茂丸            30803 282             花国茂忠        たかしげきよ    隆福也          百合白清２      茂洋            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1622613715         

144 去 9 阿修羅鵬        30822 263 AAHCBH ACACCB 白鵬８５の３    はれしんずる    平茂晴          糸新鶴          糸北鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613753         

145 雌 9 ばばちゃん      30830 255 ABCBBC HCBCCC 福増            はなかつ        平茂勝          紋次郎          糸北鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613760 BACHBACH

146 雌 2 やすふくほう    30802 283             白鵬８５の３    やすふくひらしげ 安福久          百合茂          安糸            育資            　　　　　　　　 1451063606 HHABHHCC

147 雌 1 ゆりみ          30827 258             百合白清２      ふさつゆ        美国桜          安福久          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063620 HABCBHCC

148 雌    あゆはくほう６  30713 303 AHHCHH BHCAHH 白鵬８５の３    あゆむ３        安福久          勝忠平          第１花国        育資            　　　　　　　　 1650421702 CABCAHCB

149 去 4 菊華白鵬３      30819 266 AHHCHH AHABHA 白鵬８５の３    きくはな        福華１          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650421757         

150 去 3 奈津花清        30823 262             奈津百合１      ももはな        花清久          勝安波          北福内          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645720636         

※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    福助            30812 273             元花江          かつらゆり      福増            勝安波          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1468642832         

152 去 9 菊久国          30814 271       ABCABC 菊花久          くにほうしょう  第１花国        安福久          百合茂          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1637901180         

153 雌 2 せらの          30706 310             白鵬８５の３    せら１１の７    義美福          忠富士          安平            育資            　　　　　　　　 1642601150 CBBAHBCH

154 雌 3 きくしらきよ    30713 303       HAHCBH 菊花久          はなしらきよ    百合白清２      第１花国        平茂勝          育資            　　　　　　　　 1637901166 CCBBCACB

155 雌 7 ゆりのくに２    30808 277 BAAAAA CBCHAB 百合白清２      ゆみのくに      隆之国          安平            糸弘２          育資            　　　　　　　　 1382233925 CBCBBABA

156 雌 5 たかみひさ      30828 257 CBACBA CACAHA 隆福也          ふくみひさ      福安照          安福久          安平            育資            　　　　　　　　 1382233970 AHABHHCB

157 去 4 洋百合          30809 276 HAHCBA ABCCCB 百合白清２      ひろかつふじ    茂洋            勝忠平          福栄            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1382233932         

158 去 3 隆百合          30821 264             隆福也          よっしい        百合白清２      華春福          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1382233963         

159 去 7 福華姫          30831 254       CBBCBB 福之姫          こなつ          華春福          安福久          金幸            供卵牛　　　　　 奥接　　　　　　 1382233987         

160 去    白福久勝        30725 291             白鵬８５の３    さかえ          華春福          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647113474         

161 去    白茂鵬          30728 288 BHABHH CBCHAB 白鵬８５の３    やすあゆ４８    安福久          平茂勝          安平            恥骨部小白　　　 　　　　　　　　 1647113528         

162 去    百合福茂        30809 276             百合茂          みかわ７４      安福久          平茂勝          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647113771         

163 去    白久茂鵬        30815 270 BHABHH CBCHAB 白鵬８５の３    やすあゆ４８    安福久          平茂勝          安平            恥骨部白斑      　　　　　　　　 1647113849         

164 去    白福茂          30826 259             白鵬８５の３    やました２４    安福久          百合茂          美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647114129         

165 雌    しろやま        30701 315             白鵬８５の３    やました２４    安福久          百合茂          美津福          育資            中接　　　　　　 1647113047 CHCCAABC

166 雌    ゆきひさほう    30720 296             白鵬８５の３    さかえ          華春福          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647113337 BAACAACA

167 雌    ゆきほう        30727 289             白鵬８５の３    さかえ          華春福          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647113511 CABBABCH

168 雌    ゆきほう２      30804 281             白鵬８５の３    さかえ          華春福          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647113658 BBBCCBCA

169 雌    ひさひら        30806 279             安福久          ふくひら        平茂勝          福之国          安平            無・乳房大白　　 　　　　　　　　 1647113672 CCCBCCBB

170 雌    はくひさしげ    30815 270             白鵬８５の３    さかえ          華春福          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647113856 BAABAACB

171 雌    やまほう        30824 261             白鵬８５の３    やました２４    安福久          百合茂          美津福          育資            　　　　　　　　 1647114082 BHACHHCC

172 雌    ふくひらひさ    30824 261             安福久          ふくひら        平茂勝          福之国          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647114105 CBCBBBCC

173 雌    はなゆりほう    30828 257             白鵬８５の３    はなゆり        華春福          百合茂          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647114150 BBACBHBC

174 雌 3 こなつ          30802 283 BHACAH CCCACB 白鵬８５の３    かめみつ        美津照重        忠富士          日向国          育資            　　　　　　　　 1449000743 HHHCHHCB

175 去 10 百合白鵬        30811 274 HHHCHH HABCBA 白鵬８５の３    ゆりみ          百合茂          金幸            忠福            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645754594         

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



鳥取県中央家畜市場セリ名簿
令和４年５月１２日開催

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 母推定育種価
入場
番号

産子数 名号 生年月日 母の曽祖父

176 去 8 晩夏蛍          30831 254 CHACHH CBCAAB 白鵬８５の３    ほたる          安福久          第１花国        美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645754600         

177 去 4 小町白鵬４      30824 261 AHHBHH BBCHBB 白鵬８５の３    こまち８５      百合福久        金平勝          糸北土井        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1361361410         

178 去 5 和美            30805 280 BHHCAH CCBCCB 白鵬８５の３    かずみ          白清８５の３    平茂勝          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1601783873         

179 去    白福国          30722 294             白鵬８５の３    きくやす        安福久          美穂国          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1646726231         

180 雌    てるちゃん      30812 273             美津照重        きくゆり        百合茂          美穂国          福之国          育資            　　　　　　　　 1646726248         

181 雌 5 はくやすただ    30630 316 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

182 雌 4 ひさはく５      30808 277 BHABHH CHCHHB 白鵬８５の３    ひさ１０５      安福久          福桜（宮崎）    安福（岐阜）    育資            　　　　　　　　 1627059839 AHBCHHCB

183 雌 2 きよますしげ    30811 274             福増            きよなつしげ    白清８５の３    平茂勝          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1574544648 CCCABBCA

184 去 4 福久姫          30801 284       CHCAHA 福之姫          ひさこ          安福久          百合茂          紋次郎          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1574544631         

185 去 1 福白鵬          30828 257             白鵬８５の３    むらさき        安福久          百合茂          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1574544655         

186 去 4 白福百合        30818 267 AHHCHH BABAAA 白鵬８５の３    ますえいこ      福増            百合茂          安福（岐阜）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1427745796         

187 去 2 幸紀元          30813 272             百合鵬２        ゆきこ          幸紀雄          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1651000234         

188 雌 2 もとゆり        30818 267             元花江          やよしら        百合白清２      安福久          百合茂          育資            　　　　　　　　 1651000241 CACAABCC

189 雌 2 あかほう        30726 290             白鵬８５の３    あかゆり        百合白清２      安福久          金幸            育資            　　　　　　　　 1599494133 CBBCBACC

190 雌 15 あかふくほう    30810 275 BHHBHH CBCAAH 白鵬８５の３    あかみそ        安福久          金幸            平茂勝          無・左目眼球無　 供卵牛・奥接　　 1599494140 CHCBHHCC

191 雌 2 さきほう        30819 266             幸紀雄          ほい            白鵬８５の３    百合茂          安福久          育資            　　　　　　　　 1650308881 AHBAABBA

192 雌    ほしひめ        30901 253             福之姫          ほうし          白鵬８５の３    安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1650308898 HHHCBHCB

193 雌 8 ななかまど      30716 300 BAHCAA CCCBCC 白鵬８５の３    ななか４        安福１６５の９  平茂勝          第２０平茂      育資            　　　　　　　　 1639527869 AHHCAHBC

194 去 1 大郎            30706 310             白鵬８５の３    ひろひさひな    安福久          百合茂          華春福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639527852         

195 去 2 朝桜            30728 288             白鵬８５の３    あさざくら      美国桜          幸紀雄          安平照          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1390977170         

196 去 1 雛菊            30724 292             元花江          ひなぎく        美津照重        隆之国          北平安          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1390977163         

197 去    福光            30713 303             安福久          はくおおろら    白鵬８５の３    美国桜          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630494320         

198 去 1 尚秀福          30809 276             秀幸福          なおこ          華忠良          安福久          忠茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630494344         

199 去 8 襖              30818 267             花国茂忠        すまほ          百合茂          安福久          平茂勝          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1630494351         

200 去    恋白            30716 300 AHHCAH ABBCCC 白鵬８５の３    こいれっど      華春福          百合茂          美津照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643169291         

※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 ふくふく３      30722 294             白鵬８５の３    第３さくら      華春福          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630494337 AHACHHCB

202 去    七之介          30726 290 HHHBHH HBHABH 白鵬８５の３    しおり          平茂晴          安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1617923614         

203 去 3 美鵬皇２        30730 286             白鵬８５の３    みどりのはぴねす 安福久          茂洋            平茂晴          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1634855783         

204 去 5 美鵬３          30710 306 AHHCHH AAACBH 白鵬８５の３    みどりのはくほう 茂洋            平茂晴          白清８５の３    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1634855776         

205 去 9 虹輝            30808 277 BHAAHH CACHHC 白鵬８５の３    あやなみ        安福久          平茂勝          第５隼福        口接            　　　　　　　　 1622717369         

206 雌 9 ちえもん        30723 293       ABACCB 知恵久          かつもん        勝忠平          北国７の８      紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622717352 BABCBBBC

207 雌 12 せな            30815 270 CBCAAC CCBBBC 元花江          いぶのかがやき  安平            忠福            第２０平茂      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622717376 CCCACCBC

208 雌 2 あげひめ４      30717 299             白鵬８５の３    たこう１３２    安福久          忠富士          安平            乳座白　　　　　 　　　　　　　　 1645749026 BBHCBHCC

209 雌 2 はたひめ５      30721 295             白鵬８５の３    たこう１２５    美津照重        菊花国          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645749033 BHHCHHCH

210 雌 4 あげひめ５      30731 285             白鵬８５の３    すえみつ        美津照重        寿恵福          糸金            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645749064 AAHCAACA

211 去 4 江戸０５        30728 288 HHHBAA BABBAA 百合白清２      やえふく        福増            勝忠平          北国７の８      鼻切れ　　　　　 　　　　　　　　 1645749040         

212 去 6 江戸０６        30730 286 BAHCAH CCBCBB 白鵬８５の３    はなこ６の４    隆之国          百合茂          紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645749057         

213 去 7 運命９          30809 276             白鵬８５の３    はなこ２        安福久          勝忠平          安平            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1645749071         

214 去 2 富士矢          30822 263             白鵬８５の３    みるきぃ        百合白清２      隆之国          安福久          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1651923861         

215 去 2 誉              30818 267             元花江          ほまれ          隆福也          白鵬８５の３    幸紀雄          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626472059         

216 雌 4 まさみ          30726 290             元花江          ちとせ          白鵬８５の３    幸紀雄          平茂勝          無・両乳頭癒着　 乳白大・口接　　 1626472042 CBCBCBCA

217 雌 4 るい            30720 296             白鵬８５の３    ７９４ひがしわき 耕富士          安福久          平茂勝          尾曲り　　　　　 　　　　　　　　 1620668687 AHHCHHBB

218 雌 1 あわはくほう    30812 273             白鵬８５の３    じゅうろう      百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620668755 AABAAHBC

219 雌 1 しろもみじ      30620 326             白鵬８５の３    ゆりももこ２    百合茂          安福久          勝忠平          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1620668595 AHHCHHCC

220 雌 1 おんず          30724 292             白鵬８５の３    みつてる        美津照重        安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1620668694 BHHCHHCC

221 去 6 白鵬美国        30728 288 AHHCHH AHHBHB 白鵬８５の３    みくに          美国桜          安福１６５の９  平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650787099         

222 去 2 威風堂堂        30810 275             白鵬８５の３    きずな          幸紀雄          平茂晴          平茂勝          口接            　　　　　　　　 1626568554         

223 去 1 武道            30625 321             白鵬８５の３    つぐみ          美津照重        勝忠平          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626568523         

224 去 9 宝白鵬          30815 270 BAABAA CCCACC 白鵬８５の３    たかふく５の１  金平勝          金幸            神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1546299279         

225 去 6 芳白鵬５        30709 307 BAHCBH CCCCCA 白鵬８５の３    よしなみ        芳之国          勝安波          金平勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1624896642         

※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 8 おおるり        30716 300 AHHCAH ACACCC 白鵬８５の３    ゆきふじ        安福勝          藤平茂（事業団） 松福美          育資            中接　　　　　　 1624896659 CHACHHBB

227 雌 3 おりん          30723 293             白鵬８５の３    はるかぜ        美津照重        百合白清２      勝安波          育資            　　　　　　　　 1624896673 CABCAHBA

228 雌 3 ふぁんた７８    30611 335             白鵬８５の３    みゆき          美穂国          忠富士          安平            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1644700783 BHACAACC

229 雌    なわしろひさはな 30903 251 BHACAA CBCBBC 白鵬８５の３    なわひさはな    安福久          第１花国        茂重桜          育資            　　　　　　　　 1645437022 BHAAHHCB

230 去 6 姫白０４        30707 309 AHHBHH BBCAAA 白鵬８５の３    ひめか３７９    百合茂          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630179043         

231 去 10 浦白０５        30713 303 CAACAA CCCCCC 白鵬８５の３    うらら          第５隼福        紋次郎          糸秀            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1630179050         

232 去 4 隆白０６        30716 300             白鵬８５の３    たかえ          隆之国          安平幸          金徳            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630179067         

233 去 2 芽白０７        30724 292             白鵬８５の３    めゆり          百合白清２      安平幸          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630179074         

234 雌 1 そら            30711 305             元花江          なつみ          白鵬８５の３    北国７の８      安平            無・３本乳      奥接　　　　　　 1645833619 BABCABCB

235 雌 1 ふくのはな      30821 264             白鵬８５の３    もとみつはな    元花江          白鵬８５の３    福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1573792552 BHBCHHCC

236 去 8 白百合          30802 283 AHHCAH BCCCCC 白鵬８５の３    ゆりこ          百合茂          安平            隆桜            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1577885496         

237 去 8 侍日本          30830 255 HHHCAH ABBCCC 白鵬８５の３    かなこ２        百合茂          第１花国        茂重波          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1369395479         

238 雌 8 ひまわり        30731 285 BHHCHH CACBAC 白鵬８５の３    なつひめ        安福久          勝忠平          安平            育資            奥接　　　　　　 1565203721 BHHCAACC

239 雌 8 ひらふくひさ    30809 276 BHHCAH CCCCCC 白鵬８５の３    ひらざくら      安福久          勝忠平          安平            育資            　　　　　　　　 1546360252 CHBCHHCB

240 雌 2 なおみくいん    30727 289             百合鵬２        なおみ          白鵬８５の３    安福久          平茂晴          育資            　　　　　　　　 1646745782 CAAAHHCB

241 雌 4 じゅんな        30820 265 CABBAH BHHAHH 美津照重        ゆりはくほう    白鵬８５の３    安福久          百合茂          育資            　　　　　　　　 1554593437 CBCBBBCH

242 雌 3 せな            30804 281 CACBAB HBACCB 元花江          ふくはな        華春福          金幸            平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1341700819 HCCACCCB

243 去 5 佐磨恵瑠        30723 293 HHHCHH HHHBAB 白鵬８５の３　　 みくえる　　　　 美国桜　　　　　 百合茂　　　　　 平茂勝　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 1417100789         

244 去 4 糸花茂          30716 300       AHHCAH 花国茂忠        いとふく        白鵬８５の３    北平安          糸福（鹿児島）  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1467477176         

245 去 9 花国白鵬        30718 298 HHHCHH HAHCBB 白鵬８５の３    はなびじん      第１花国        平茂勝          第５隼福        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1467477183         

246 去 7 白鵬福久        30718 298 BHHCHH CHCAHH 白鵬８５の３    きゃんでぃ      安福久          平茂晴          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1467477190         

247 雌 9 せいな          30722 294 AHBBAH AAACCA 百合福久        なつみん        白鵬８５の３    勝平正          福之国          育資            供卵牛　　　　　 1639210693 AABCAHCB

248 雌 4 ながれぼし０２  30807 278 AHHCHH BBACBB 白鵬８５の３    あいと３３      耕富士          福之国          安平            育資            　　　　　　　　 1639210747 HHHCHHCC

249 雌 13 はっさく        30805 280 AHACHA BACCBC 白鵬８５の３    みかん          安福久          平茂勝          紋次郎          育資            供卵牛　　　　　 1639210730 BAACAACC

250 雌 2 みらい          30724 292             百合未来        はなちゃん      白鵬８５の３    安福久          忠富士          育資            　　　　　　　　 1639210709 AHCCAHCC

251 雌 6 ゆい            30718 298 AHHBHH BHAHHH 白鵬８５の３    ぎんから        百合茂          安福久          糸福（鹿児島）  育資            　　　　　　　　 1639210686 BABHHHCB

※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 雌 6 あいちゃん      30802 283       BBCBCA 花国茂忠        あい            美津照重        第５隼福        平茂勝          育資            　　　　　　　　 1639210716 CCCBCCHA

253 去 6 牧場王０６      30804 281 CHBCAA CCCBCC 白鵬８５の３    みどりこ        安福久          福之国          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210723         

254 去 1 福美富士８５３  30714 302             白鵬８５の３    ふくみ          耕富士          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578212970         

255 去 13 伯耆乃国        30713 303 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         

256 去 12 優虎            30717 299       CCCCCC 花国茂忠        ゆうか          金幸            安平            福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811922         

257 雌 9 かのあ          30801 284 BHABHH CACHAB 白鵬８５の３    ゆつ            安福久          福王            金幸            育資            　　　　　　　　 1620811939 HHHCHHBC

258 雌 8 せな            30806 279 AHHBHH BABAHA 白鵬８５の３    わかば          隆之国          安平安          金幸            育資            乳房白　　　　　 1620811946 BHBCAACC

259 雌 4 あいか１１      30731 285             白鵬８５の３    たかひさゆき    隆之国          安福久          平茂勝          育資            乳白・縁接　　　 1620812493 HHHCHHBC

260 雌 4 ふくだいせん    30623 323 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

261 雌 6 ひさよ７３６    30728 288 BHHCAH CBCCCC 白鵬８５の３    ひさよ７３      美津照          勝忠平          茂勝            育資            　　　　　　　　 1620811397 BABCAHAC

262 雌 1 ばんざくら１４１ 30802 283             百合福久        ばんざくら１４  白鵬８５の３    隆之国          梅忠平          育資            　　　　　　　　 1620811410 HHBHHHCC

263 雌 7 はくのくに４    30722 294 BAHCAH CCCBCA 白鵬８５の３    ゆきのくに２    隆之国          金幸            忠福            育資            　　　　　　　　 1620811373 AHACAABA

264 去 3 蜂蜜鵬          30803 282 BHHCHH CHCBHA 白鵬８５の３    かすみ          幸紀雄          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811434         

265 去 8 五輪            30725 291 AHHCHH AABCBB 白鵬８５の３　　 ひさよ７２　　　 梅忠平　　　　　 勝忠平　　　　　 茂勝　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811366         

266 去 1 公福５２        30811 274             白鵬８５の３    もとさくら      美国桜          百合白清２      安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1615508172         

267 去 2 公福５３        30816 269             元花江          しばひめこ      白鵬８５の３    照美            糸北鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1615508189         

268 雌    れん            30728 288             白鵬８５の３    むつみ          安福久          勝忠平          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1615508165 AHABHHCC

269 雌 4 しずく          30803 282 CACAAA AAACBA 元花江          しず            白鵬８５の３    百合茂          糸竜            育資            奥接　　　　　　 1615508158 BABCBACC

270 雌 9 まり            30728 288 CBCCBB HBACCC 元花江          かつこ          勝忠平          金幸            安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620812394 CBCBBCCC

271 雌 6 みいこ          30801 284 BHHCHH CBBBBB 白鵬８５の３    みつこ          百合茂          安平            福桜（宮崎）    育資            　　　　　　　　 1639209420 BBACABBC

272 雌 10 きみはくほう    30728 288 AAHCAH BCACCB 白鵬８５の３    きみえやすふく  安福（岐阜）    平茂勝          安平            育資            　　　　　　　　 1620812370 BBHCBACC

273 雌 10 なつゆり        30805 280 AHHCAH ABBCCB 白鵬８５の３    たかゆり        隆之国          百合茂          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1620812806 AHHCHHBB

274 雌 5 ごりん          30721 295             白鵬８５の３    やすひさひめ    美国桜          安福久          平茂勝          育資            奥接　　　　　　 1620812257 CHBCAACC

275 去 2 福美実          30725 291             白鵬８５の３    かつひさよし    美国桜          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1412903408         

276 去 1 白愛之          30723 293             白鵬８５の３    まい            愛之国          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210198         

277 雌 6 ひめこ          30803 282 AHHCHH AAACBA 白鵬８５の３    ひめ４８９      美穂国          福桜（宮崎）    平茂勝          育資            　　　　　　　　 1620812387 BAHCBABB

※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。


