
鳥取県中央家畜市場セリ名簿
令和４年６月１６日開催

1 去    秀耕福          30924 265 CACAAA ABACBA 安福久          ひでみの２      耕富士          秀菊安          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650308935         

2 雌    まつふくほう    30917 272 AHHCAH ABBCCH 白鵬８５の３    まつふくひさ    安福久          平茂勝          神高福          育資            奥接　　　　　　 1650308904 BAHBHHCB

3 雌 4 ひでみの３      31005 254 AHHCHH ABACBA 白鵬８５の３    ひでみの２      耕富士          秀菊安          忠富士          育資            供卵牛　　　　　 1650308942 AHHCHACA

4 雌 2 あかり          30917 272             白鵬８５の３    ひかる          華春福          秀菊安          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1606295104 AAACBABB

5 雌    らいふくのほう  30823 297 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            　　　　　　　　 1629721116 CCBCCAHH

6 雌    らいほう        30830 290 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            奥接　　　　　　 1629721147 BHACHHBB

7 雌 5 ひさのほう      30903 286 BHHBHH CBCHAB 白鵬８５の３    きたの６４７    安福久          金幸            平茂勝          育資            　　　　　　　　 1629721185 HABCBACC

8 去 2 真千代白鵬      30918 271             白鵬８５の３    しんちよ７２４  美国桜          勝忠平          福栄            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626732658         

9 去 4 幸紀糸          30912 277 BBACBH CCACCA 幸紀雄          いとかげ        糸北鶴          白清８５の３    平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1599494171         

10 去 4 世良福久        30904 285 BHCAHH CBCCBA 百合福久        せら１２の２    愛日向          秀菊安          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650421771         

11 去 2 百合姫          30914 275             百合福久        まつのひめ      福之姫          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650421788         

12 去 4 白福久          30828 292 BHABHH CACAAA 白鵬８５の３    ひさゆり        安福久          百合茂          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063637         

13 去 4 白福忠久        30905 284 BHHBHH CHCHHH 白鵬８５の３    さく            安福久          勝忠平          飛騨白清        奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1451063651         

14 去 3 白福華久        30915 274             白鵬８５の３    はる            安福久          華春福          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063668         

15 去 7 白福久鵬        30930 259 BHHBHH CHBHHH 白鵬８５の３    ひさえ          安福久          百合茂          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063712         

16 去 2 白福平久        31009 250             白鵬８５の３    やろくきよ      安福久          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063736         

17 雌 3 きよはなほう    30830 290             白鵬８５の３    きよはなしょう  百合白清２      第１花国        安福久          育資            　　　　　　　　 1451063644 BHHBHHCC

18 雌 2 ゆりほうしょう  30927 262             百合白清２      みつほうしょう  美津照重        白鵬８５の３    安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063699 BBCCCAAC

19 雌 7 ゆりふくほう    30929 260 BHABHH CBCHBB 白鵬８５の３    ゆりふく        安福久          安平            平茂勝          育資            　　　　　　　　 1451063705 BABBAACC

20 雌 8 なみやすほう    30920 269 ABHCBA BCCCCC 白鵬８５の３    よしなみやす    勝安波          平茂勝          北雪            育資            　　　　　　　　 1603573298 CCBCCBBB

21 去 8 白北波          31016 243 BAHCBH CCBCCC 白鵬８５の３    かえで          勝安波          糸北鶴          高茂            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1603573311         

22 去 4 耕白鵬          31108 220 AAHCAH BCABBA 白鵬８５の３    しのはる        耕富士          安重守          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1606295180         

23 雌 4 ひでこ          30925 264 BABCBH CCCCCB 百合鵬２        はるりこ        秀菊安          忠富士          福桜（宮崎）    育資            　　　　　　　　 1637901210 CBABABBC

24 去 8 菊花茂４        30913 276       HBBCCC 菊花久          あさかね４      百合茂          茂重安福（岐阜） 菊平（鹿児島）  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1637901203         

25 去 1 花之国          30820 300             元花江          ゆりこ３２３    隆之国          百合茂          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650417248         
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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
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26 去    勝勝丸          30929 260 CBBAAH CCCCCA 百合福久        みやこ          勝安波          白清８５の３    糸福（岐阜）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1468642849         

27 去    白茂鵬          30728 323 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         

28 去    福勝久          30820 300             安福久          ふくひら        平茂勝          福之国          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647113986         

29 去    茂白鵬          30829 291             白鵬８５の３    ほしのあ        百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647114181         

30 去    白茂久鵬        30901 288             白鵬８５の３    ほしのあ        百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647114259         

31 去    白耕美          30901 288             白鵬８５の３    なつこ          耕富士          美穂国          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647114273         

32 去    百合福勝        30905 284 HBHCBB ACCCCC 百合白清２      せき５ふたば２  福栄            第２平茂勝      糸北鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647114358         

33 去    耕白鵬          30914 275             白鵬８５の３    なつこ          耕富士          美穂国          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647114525         

34 去    白福久          30916 273             白鵬８５の３    こひめ５１      安福久          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647114594         

35 去    福百合５        30917 272             安福久          ふくゆり４      百合茂          糸福（大分）    安福（岐阜）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647114587         

36 雌    やすひらひさ    30822 298             安福久          ふくひら        平茂勝          福之国          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647114037 CCCABCCC

37 雌    ほしのほう      30831 289             白鵬８５の３    ほしのあ        百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647114242 CHBBHHCC

38 雌    しろぼし        30904 285             白鵬８５の３    ほしのあ        百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647114297 CHBCHHCC

39 雌    せき５ふたば３  30910 279 HBHCBB ACCCCC 百合白清２      せき５ふたば２  福栄            第２平茂勝      糸北鶴          育資            　　　　　　　　 1647114433 ABCBBACC

40 雌    なつこほう      30911 278             白鵬８５の３    なつこ          耕富士          美穂国          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647114457 CCAABABH

41 雌    やました２４の３ 30915 274             白鵬８５の３    やました２４    安福久          百合茂          美津福          育資            　　　　　　　　 1647114570 AHABHHAB

42 雌 2 まつひゅうが３  30920 269             白鵬８５の３    まつふじ２      愛日向          忠富士          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1382233994 AHHCHACC

43 雌 3 もとふく２      30921 268             元花江          ふくふくゆり    百合白清２      安福久          福之国          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1382234007 CACCBBBC

44 雌 4 みつふくえり    31004 255 CCACCB CBCCCA 隆福也          えり            美津照重        安福（岐阜）    平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1596334029 CBCCCBBA

45 雌 3 はくはなたろう  31004 255             白鵬８５の３    ふくはなや２３  諒太郎          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1596334036 AAHCBHBC

46 去 4 美白久の３      30924 265 CHACHH CBCBBB 白鵬８５の３    ひさみき        安福久          第７糸桜        晴美            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1596334012         

47 去 9 氣多福増        30908 281 BACCAB BCBCCC 福増            よしなみ        北福波          平茂勝          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645760670         

48 去 10 百合白鵬        30811 309 HHHCHH HABCBA 白鵬８５の３    ゆりみ          百合茂          金幸            忠福            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645754594         

49 去 6 茂８５の３      30915 274 HHHCAH HBHCCB 白鵬８５の３    やましげ８の１  百合茂          茂重安福（岐阜） 糸北鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1376090824         

50 去 2 二五富士        31011 248             白鵬８５の３    まさはる５      耕富士          秀菊安          正夏藤          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1651000258         
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51 雌 4 ひさゆりほう    30909 280             白鵬８５の３    ひさゆり        安福久          百合茂          神高福          育資            奥接　　　　　　 1574544662 CACBHBBB

52 雌 1 みほあかり      30828 292             美国白清        みほひかり      白鵬８５の３    美穂国          安平            育資            　　　　　　　　 1637019649 CBCCBBBH

53 去 9 名和白久花２    30927 262 BHACAA CBCBBC 白鵬８５の３    なわひさはな    安福久          第１花国        茂重桜          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1587456372         

54 去 5 岩伏乃長月      30915 274 HHHBHH HBHABA 白鵬８５の３    きよか          百合白清２      第１花国        平茂勝          左角損傷　　　　 　　　　　　　　 1629012412         

55 去 12 星鵬０９        30806 314 AAHCAA ACABCC 白鵬８５の３    せいら          糸福（鹿児島）  金幸            神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630179098         

56 去 2 心音白隆１１    30814 306             白鵬８５の３    ここね          隆之国          安平照          百合茂          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1630179111         

57 雌 8 しらゆり１０    30807 313 ABHCBA BCCCCC 白鵬８５の３    ゆりりん        百合茂          金幸            平茂勝          育資            乳座白・右耳切れ 1630179104 ABACCACC

58 雌 15 まゆみん１２    30818 302 BCACCC CCCCCC 百合白清２      まゆみ          金幸            神高福          第２０平茂      鼻切れ　　　　　 　　　　　　　　 1630179128 ACACCCHC

59 雌 12 ゆりりか１３    30914 275 AAHCBA BCCCCC 白鵬８５の３    ゆりか          百合茂          糸福（鹿児島）  但馬福          無・へそ白　　　 乳白大・奥接　　 1630179135 AHABHHCB

60 雌 9 ふく３          30918 271 BHHCHH CHBAHH 白鵬８５の３    ふく            安福久          百合茂          北国７の８      育資            供卵牛　　　　　 1620040353 BHHCHHCC

61 去    盛隆            30919 270             安福久          はつみの９      勝忠平          平茂勝          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620040360 ABCCCBCB

62 去 9 八重照鵬        31003 256 AAACAB BCCCCC 白鵬８５の３    みつてる        美津照          高森            森気高          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1586806031         

63 去 1 百合永遠福      30824 296             百合福久        とわいん１      多美福          白鵬８５の３    百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626568547         

64 去 1 明智            30924 265             白鵬８５の３    ぺるそな        美津照重        百合茂          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626568561         

65 雌 1 はくわかゆり    31012 247             白鵬８５の３    わかゆりかつ    若百合          平茂勝          安福１６５の９  無・乳白大　　　 　　　　　　　　 1626568578 BHCAHABB

66 雌    とりぷるあいす  30728 323 AHHCHH BABBAA 白鵬８５の３    ひさ１９６０    安福久          百合茂          谷秋            育資            奥接　　　　　　 1644700806 CBBCCHCA

67 雌 1 ゆたぼん８１    30819 301             白鵬８５の３    ひなた          福之姫          安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1644700813 HHHCAACC

68 雌 6 れみれみゆり    30818 302             百合白清２      れみれみ        安福久          勝忠平          神高福          育資            奥接　　　　　　 1531708618 BBBCBBCC

69 雌 2 あげひめ４      30717 334             白鵬８５の３    たこう１３２    安福久          忠富士          安平            乳座白　　　　　 　　　　　　　　 1645749026 BBHCBHCC

70 雌 2 はたひめ５      30721 330             白鵬８５の３    たこう１２５    美津照重        菊花国          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645749033 BHHCHHCH

71 雌    あいり          30820 300 CAHCAH CCCCCC 白鵬８５の３    ともさか        安平照          北国７の８      安福（岐阜）    育資            　　　　　　　　 1645749095 CAACAHCC

72 去 5 運命１０        30815 305 CAHCAH CCCBCB 白鵬８５の３    はつざくら      隆之国          美津福          安平照          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1645749088         

73 去 7 行進６          30824 296             白鵬８５の３    ななみ          福之国          忠富士          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645749101         

74 去 6 行進７          30828 292 AHHBHH BBCHBB 白鵬８５の３    ひな            百合茂          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645749118         

75 去 9 茜雲            30927 262 HBBCCB HBACCC 大山雲          ふゆの          福栄            高森            糸北鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645749194         

※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 7 晴香白清        31006 253 BCHCCC CCCCCC 百合白清２      はるか２        勝忠鶴          北国７の８      東平茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645749200         

77 去 1 若茂白鵬        30917 272             若茂勝          つゆあんず      白鵬８５の３    福安照          糸北鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645749156         

78 去 2 穂積２          30915 274             白鵬８５の３    ほづみ          百合久          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1651923878         

79 去 2 勝乃幸鵬        31005 254             白鵬８５の３    ちこ            勝乃幸          茂洋            平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1651923892         

80 雌 1 あわはくほう    30812 308             白鵬８５の３    じゅうろう      百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620668755 AABAAHBC

81 雌 1 さおり          30823 297             白鵬８５の３    ひまわり５１    福之姫          好平茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620668793 CAHCBHCH

82 雌 3 ぴかちゅう      30901 288             白鵬８５の３    たかのくに      隆之国          安福久          百合茂          中接　　　　　　 左耳切れ　　　　 1620668816 CABBAHCC

83 雌 1 いいぶい        30904 285             白鵬８５の３    つちみく２６９  美国桜          北乃大福        金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620668823 CHACHHCB

84 雌    はくせん３      30907 282             白鵬８５の３    ゆりせん        百合茂          安福久          平茂勝          育資            奥接　　　　　　 1620668847 BHAAHHCB

85 雌    おすず          30912 277             白鵬８５の３    きくひさの２    安福久          百合茂          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620668861 AHHBHHCB

86 雌 2 みっけ          30912 277             白鵬８５の３    みずふく        安福久          百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620668878 CBCBAABA

87 去 2 鳥取            30913 276             花国茂忠        しあわせ２      白鵬８５の３    安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650787112         

88 去    王              31101 227 AHHCHH AHBBAA 白鵬８５の３    やすふくかつ    安福久          平茂勝          第５隼福        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650787204         

89 去 10 中勝鵬          30921 268 BAHCAH CCBBCB 白鵬８５の３    かつみね        勝安波          峯勝            高茂            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1624896680         

90 雌 6 ひさはく        30830 290 AHACAH BCCACC 白鵬８５の３    ひさやす        安平久          茂勝栄          金幸            育資            　　　　　　　　 1624896697 BBACBACC

91 雌    むうらん        30829 291 BHABHH CBCHBB 白鵬８５の３    あん            安福久          金幸            平茂勝          育資            除角済          1546751630 CHBBHACC

92 雌 2 めえてる        30908 281             百合未来        あやこ          元花江          安茂勝          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1546751647 CACAAABC

93 去 2 真生            30823 297             百合福久        もも            隆福也          平白鵬          福安照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1546751616         

94 去 6 美空            30825 295       CCCBCC 百合未来        みすず          福白清          北平安          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1546751623         

95 去 1 平一            30729 322             知恵久          あっぷる        隆福也          福安照          安茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1546751562         

96 去 4 超次元２        30903 286             白鵬８５の３    なつのはぴねす  安福久          平茂勝          安福１６５の９  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1634855790         

97 雌 9 まりぃごぉるど２ 30906 283 BHABAH CCCHBB 白鵬８５の３    きゃさりん      安福久          金幸            安平            育資            奥接　　　　　　 1634855806 HHACHHCC

98 雌 11 はなしろ        30913 276 BAHCAA CCBBCC 白鵬８５の３    はなてん        天保院斗        花桜            安福１６５の９  育資            　　　　　　　　 1622717383 CCHCBACC

99 去 12 天太郎          30927 262 AAHCAA BCCBCC 白鵬８５の３    てんひめ        天保院斗        金幸            北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622717390         

100 去 8 侍日本          30830 290 HHHCAH ABBCCC 白鵬８５の３    かなこ２        百合茂          第１花国        茂重波          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1369395479         

※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 11 将軍            30924 265 AHHCAA BBCCCC 白鵬８５の３    なつこ３        第１花国        茂重波          糸福（大分）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1369395486         

102 去 2 福              31002 257             百合福久        さゆり          白鵬８５の３    百合茂          日向国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1516820397         

103 去 6 百合鵬          30912 277 AHHCAH BCBCCC 白鵬８５の３    まゆこ          百合茂          茂勝栄          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1587567429         

104 去 11 福白鵬          30822 298 AHHCHH BAABAB 白鵬８５の３    たえふく        福栄            茂勝栄          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1467477206         

105 雌    りのえる        30814 306 HHHCAH HAHCBB 白鵬８５の３    ゆりえる        百合茂          平茂勝          福桜（宮崎）    育資            　　　　　　　　 1341700826 HHHCAHCC

106 雌 6 ゆづき          30921 268 BAHCAH CCCCCB 白鵬８５の３    おぼろ          幸紀雄          茂重安福（岐阜） 平茂勝          育資            　　　　　　　　 1341700833 BBBCCAAA

107 雌 3 しばゆり２      30918 271             白鵬８５の３    しばゆり        百合白清２      百合茂          美津福          育資            　　　　　　　　 1435401912 AHABHHCB

108 雌 1 ふくのはな      30821 299             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

109 去 2 祭              31005 254             白鵬８５の３    まつり          幸紀雄          美国桜          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1573792569         

110 雌 1 あおはな        30810 310             元花江          きょうこ        白鵬８５の３    勝安波          金平勝          育資            奥接　　　　　　 1620812837 CABCBACC

111 雌 4 あきふぶき      30911 278             白鵬８５の３    はなふぶきの６  百合白清２      菊花国          平糸勝          育資            　　　　　　　　 1620812875 HBHCCACC

112 雌 2 すぎひめ８５    30923 266             百合福久        すぎたか８５    白鵬８５の３    隆之国          菊花国          育資            　　　　　　　　 1620812899 CBBCBHCC

113 去 1 紀多郎          30819 301             紀多福          かつゆりひめ    百合白清２      勝忠平          美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620812264         

114 去 3 慎之助          31001 258             百合福久        おとめ          百合白清２      第１花国        安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811700         

115 去 6 秋              30905 284 ABHCBA BCBCCC 白鵬８５の３    さつき３        隆之国          勝勝福          北国７の３      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620812868         

116 去 6 福岸美          30816 304 CCCCCB BCBCCC 岸小町８０      たきぼし４１８  福之国          忠富士          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210228         

117 雌 5 ゆりきり        30818 302             百合未来        きりしげはるこ  平茂晴          平茂勝          紋次郎          乳白            　　　　　　　　 1639210235 HACBBACC

118 雌 8 ももあい        30826 294       CBCBBC 愛之国          ももふく        安福久          平茂晴          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213731 CCCCCCCC

119 雌 9 こまち９５      30819 301       CACAAB 愛之国          たかふくひさ    安福久          第１花国        数重波          育資            奥接　　　　　　 1639210242 CBCCBBCC

120 雌 2 ひまはり２      30829 291             百合福久        ひまわり        白鵬８５の３    勝勝福          北国７の３      育資            　　　　　　　　 1620812851 AABHHACB

121 去 1 秋空            30925 264             百合白清２      あさがお        白鵬８５の３    安福１６５の９  茂重波          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620812905         

122 去 4 斎藤            31016 243 BHHBHH CHBHHH 白鵬８５の３    ひさみ          安福久          幸紀雄          華春福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209444         

123 去 2 藤風            30925 264             美国白清        あきふじつる    白鵬８５の３    平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620812615         

124 去 14 蜂郎１７        30809 311 AHHBHH BCBABB 白鵬８５の３    やすこ          安福１６５の９  平茂勝          忠福            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213007         

125 牡 1 華福未来　　　　 30908 281             百合未来        はなふく        白鵬８５の３    安福久          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213076         

※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６月１６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

126 雌 11 ひかり４０      30820 300 AAHCAA BCHCCC 白鵬８５の３    ゆり            百合茂          安平            隆桜            育資            　　　　　　　　 1578213014 BAACBACB

127 雌 3 ひかり４１      30820 300 AHHBHH AAHAAA 白鵬８５の３    やくも８５      百合白清２      安福１６５の９  平茂勝          育資            奥接　　　　　　 1578213021 HHHCHHCC

128 雌 12 ひかり４３      30902 287 BAABAA CCCACC 白鵬８５の３    やすこ２        安平            平茂勝          忠福            育資            　　　　　　　　 1578213069 BAHCAHBB

129 雌 4 ひかり４２      30824 296             白鵬８５の３    しおり          華春福          安福久          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213045 CHACHHCA

130 雌 8 ひかり３９      30717 334 AHHCAH BBBBBC 白鵬８５の３    みつびし        百合茂          平茂勝          安福１６５の９  育資            　　　　　　　　 1578212987 BAHBHHBA

131 雌 8 ふたほ          30901 288 AHHCAA ABCCCC 白鵬８５の３    ふたみ          百合茂          金光幸          神高福          育資            　　　　　　　　 1620812509 BAACAACC

132 去 9 大平            30923 266 BAHCAH CCBCCC 白鵬８５の３    でじたる        菊福秀          金幸            神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1613930265         

133 去 5 盛山君０５      30905 284 AHHCHH ABBBBA 白鵬８５の３    すますまゆり    百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213373         

134 去 5 翼０５          30824 296 BHACHA CBCBBC 白鵬８５の３    れっどぶる      平安平          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213342         

135 去 5 歩０５          30818 302 AHBHHH ABBBBA 百合福久        あゆみ          百合白清２      美津照重        第５隼福        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639210778         

136 去 1 天使０１        30904 285             福之姫          えんじぇる      元花江          百合福久        白鵬８５の３    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213366         

137 雌 1 きっず          30820 300             白鵬８５の３    ふくふくひさ    百合福久        安福久          北国７の８      育資            奥接　　　　　　 1639210785 HHHBHHCB

138 雌 1 まるふくふく    30822 298             白鵬８５の３    なりふくふく    福増            百合白清２      隆之国          育資            　　　　　　　　 1639210792 BHABHHCH

139 雌 2 にこるん        30823 297             白鵬８５の３    にこる          光平照          百合白清２      茂勝栄          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1578213335 AHHCHHCC

140 雌 13 ぐるたみん３    30811 309 BHHBHH CHBHHA 白鵬８５の３    あみの３        安福久          糸福（鹿児島）  金幸            育資            乳座乳房白　　　 1639210754 CBBBABCA

141 雌 2 しろふくふく    30904 285             白鵬８５の３    たくちゃん      安福久          百合白清２      福之国          無・腹白　　　　 奥接　　　　　　 1578213359 AHHCHAAC

142 雌 2 ゆに            30819 301             美国桜          ゆな            白鵬８５の３    安福久          福王            育資            　　　　　　　　 1620811953 AHABHABC

143 雌 5 しばひめみま    30824 296             百合福久        しばひめ１１３１ 白鵬８５の３    隆之国          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1620811960 BHBHHHCC

144 雌 13 はなり          30829 291       ABCACC 花国茂忠        いより          安平安          金幸            神高福          育資            奥接　　　　　　 1620811991 CCCBCCBA

145 去 2 那美重          30824 296             美津照重        なみえ          百合白清２      安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811977         

146 去 9 恵大            30827 293 HCHCCB BCBCCC 百合白清２      しばひめめぐみ  鉄平            第３寿高        東平茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811984         

147 去 11 花白鵬          30822 298 HHHCAA HBBCCC 白鵬８５の３    はなこ          勝忠平          金幸            平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811441         

148 雌 3 あん            30913 276       HHHCAA 花国茂忠        しばしらきよ    百合白清２      百合茂          裕豊            育資            　　　　　　　　 1620811465 HAHBAABC

149 雌 12 しばなでしこ    30915 274 ABBBBB HCACCC 百合福久        しばひめ３０１１ 勝忠平          東平茂          第８裕豊        育資            　　　　　　　　 1620811458 AACAACCC

150 雌 2 さくらこ        30826 294             美国桜          もえ            白鵬８５の３    金幸            安平            育資            　　　　　　　　 1615508196 BBCCCCBA

※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 5 たかこ          30919 270 AHHCAH BCBCCB 白鵬８５の３    かつたかふく    隆之国          平茂勝          但馬福          口接            乳房大白　　　　 1578213151 BAACAHCC

152 去 6 公福５４        30829 291 AAHCBA BCCCCC 白鵬８５の３    しずこ          百合茂          糸竜            忠福            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213137         

153 去 2 百合王          30816 304             元花江          はづき          白鵬８５の３    隆之国          安平照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1390977187         

154 去 1 夏王            30828 292             元花江          なつのゆめ      白鵬８５の３    百合茂          糸北鶴          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1390977200         

155 去 1 凪              30903 286             白鵬８５の３    さき            幸紀雄          安福久          百合茂          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1630494375         

156 去    黒太郎          30906 283             白鵬８５の３    さゆり７３      安福久          福之国          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643169437         

157 去    寿満鵬          30913 276             白鵬８５の３    すまほ          百合茂          安福久          平茂勝          受卵異性複数産子 奥接　　　　　　 1630494399         

158 去 1 百合久９１７    30917 272             白鵬８５の３    ゆりひさ３      安福久          百合白清２      北国７の８      奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1630494405         

159 去 1 桃百合          30925 264             百合鵬２        ももこ          安福久          幸紀雄          飛騨白清        奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1630494412         

160 去    輝桜            30925 264             美国桜          さきら          幸紀雄          安福久          金幸            奥接　　　　　　 恥骨部白斑      1630494429         

161 雌    すまこ          30913 276             白鵬８５の３    すまほ          百合茂          安福久          平茂勝          無・受卵異性複数 　　　　　　　　 1630494382 HHAAHHCC

162 雌    ひろこ４４      30915 274             白鵬８５の３    ひろこ２２      美津照重        勝忠平          安平照          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1643169444 HHCCAACA

163 雌 2 きらり          30925 264             白鵬８５の３    ひかり          喜亀忠          華春福          百合茂          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1630494436 AAHCABCB

164 雌 9 つきみそう      30926 263 BAHCAA CCBCCC 白鵬８５の３    たきえ５        藤平茂（事業団） 安平            茂重波          育資            奥接　　　　　　 1639527883 BCHCCBCB

165 雌 5 ごりん          30721 330             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

166 去 6 白鵬美国        30728 323 AHHCHH AHHBHB 白鵬８５の３    みくに          美国桜          安福１６５の９  平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650787099         

167 去 2 飛行機雲        30914 275             大山雲          せきはなえ      元花江          平茂勝          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639549434         

168 去 8 鯉浦            30923 266       BCBBCB 花国茂忠        あやか          百合茂          紋次郎          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649411837         

169 去 6 鯉誠            30923 266 BAHCAH CCCACC 白鵬８５の３    しげみ          美国桜          平茂勝          八重福          左角折れ　　　　 　　　　　　　　 1649411844         

170 去    百合桜          30909 280 BHACHH CBCABC 白鵬８５の３    ゆりふくひさ    安福久          千代桜          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649411387         

171 去    久美白鵬５      30909 280 BHHCHH CBCBBC 白鵬８５の３    ひさみ          安福久          平茂勝          糸秀            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649411370         

172 雌 2 あん            30923 266             白鵬８５の３    しょうあん      安福久          勝忠平          福之国          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1649411400 AHHCHHCB

173 雌 1 もとこ０５９    30915 274             元花江          ひめこ０３４    福之姫          百合福久        美津照重        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613876 BABCAACB

174 去 5 白美津０５８    30908 281 BHHCAH CBCCCA 白鵬８５の３    みほ５の７      美津照重        百合茂          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613845         

175 雌 6 ゆりきよほう    30808 312 AHHCHH BBBABA 白鵬８５の３    ゆりきよ        百合茂          白清８５の３    平茂勝          育資            　　　　　　　　 1622613869 CBABAACB

※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 8 りきちゃん      30902 287             福之姫          かねやすみ      安糸福          金幸            神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613777 CCCCCCHB

177 雌 3 しげまる        30928 261             福之姫          しげきよ        百合白清２      茂洋            忠富士          育資            　　　　　　　　 1622613692 HAHCCBBC

178 雌 5 きくしげただ    30930 259       CBAAAB 花国茂忠        きくひめ        白鵬８５の３    第５隼福        北国７の３      育資            　　　　　　　　 1622613722 BAABAAHB

179 雌 2 ふくふくしげただ 30926 263             花国茂忠        ふくふくひさ１  安福久          百合茂          福之国          育資            　　　　　　　　 1622613708 AAHCAACB

180 雌 1 ゆりかほう      30730 321             白鵬８５の３    ゆりか          満天白清        耕富士          秀菊安          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1644000326 BHACHHCC

181 雌 1 ぎんてるみつ    30814 306             美津照重        ふくひかり      福増            白鵬８５の３    安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1659500330 CBCCBHCH

182 去 1 耕福鵬          30817 303             白鵬８５の３    ゆづき          耕富士          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1659500354         

183 去 8 白鵬９の１０    30910 279 ABHCBA BCBCCC 白鵬８５の３    はるひら        平茂晴          平茂勝          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616198         

184 去 6 内白久２        30916 273 BHHCHH CBCABB 白鵬８５の３    あさかねひさ    安福久          茂重安福（岐阜） 菊平（鹿児島）  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613913         

185 雌    ふじてるゆり    30912 277             美津照重        ゆりふじ        百合茂          忠富士          隆桜            中接　　　　　　 　　　　　　　　 1489719216 ABACCBCH

186 雌    ゆりやすひさ    30921 268             福増            ゆりしげ１１１３ 百合茂          安福久          平茂勝          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1489719407 BHCHHHCC

187 去 9 花百合          30910 279 AHHCHH ABHAAA 白鵬８５の３    はなゆり２      百合茂          花清国          平茂勝          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1649411295         

188 雌 3 ふくさき        30912 277             隆福也          さき            幸紀雄          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649411301 BBBCBACB

189 雌 4 もとはなゆみ    30915 274             元花江          しらゆみ２      白鵬８５の３    花清国          平茂勝          育資            供卵牛　　　　　 1649411318 BAHCABCC

190 雌 5 めえぷる        30908 281       AAACAA 花国茂忠        かえで          勝忠平          福之国          安平            育資            　　　　　　　　 1622613388 BACCBCAB

191 雌 5 うの            30909 280 BHHCHH CBCBBA 白鵬８５の３    第８８おうの    美津照重        安茂勝          福栄            育資            　　　　　　　　 1622613395 CBBCBBAA

192 去 3 白箔            30813 307             百合鵬２        はくはく        白鵬８５の３    安福久          平茂勝          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1622613357         

193 去 5 茂晴            30816 304 CBCABB CCCBCC 元花江          ささはる２      晴茂平          百合茂          美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613272         

194 去 8 福茂            30919 270 AHHCHH AABBBA 白鵬８５の３　　 やすゆり　　　　 百合茂　　　　　 安福久　　　　　 平茂勝　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613289         

195 去    北久３６        30723 328 BHHBHH CHCHHA 白鵬８５の３    ほくひさつる    安福久          勝忠平          安福１６５の９  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613258         

196 去 2 百合平０３３    30921 268             知恵久          ゆりひら０１２  百合白清２      光平照          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622614002         

197 去 2 百合平０３４    30924 265             白鵬８５の３    ゆりひら７      安福久          百合茂          安平            中接　　　　　　 　　　　　　　　 1622614026         

198 雌 6 もとはな３０    30708 343             知恵久          もとはな３      百合白清２      安福久          第１花国        無・２本乳　　　 角折れ　　　　　 1622613227 CACAHHCB

199 雌 2 ゆりふく        30926 263             百合白清２      ゆりひめゆき    百合白清２      安福久          金幸            育資            　　　　　　　　 1622614132 BHCHHHBC

200 雌 11 ひめか          31012 247       BCBCCC 知恵久          ひめ            勝忠平          神高福          第２２平茂      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622614125 BBBBAABA

※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 5 しらゆき        30918 271 AHHCAH ABBABB 白鵬８５の３    ゆき            百合茂          安福久          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1622613975         

202 去 11 福鵬            30921 268 HAHCAH ACHBCC 白鵬８５の３    ひらくに１の１  平茂勝          北国７の８      安福（岐阜）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622614101         

203 去    隆幸紀　　　　　 30815 305             幸紀雄　　　　　 たかすばる１　　 隆之国　　　　　 安福久　　　　　 百合茂　　　　　 岡山県産        　　　　　　　　 1382884509         

204 去    百合福銀照      30823 297             百合福久        ひかり          白鵬８５の３    安福久          美津照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 0872436501         

205 去    輝亀勝          30915 274             安亀忠          きらり          百合茂          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 0872436648         

206 雌    まりちゃん　　　 30809 311             福之姫　　　　　 かえで　　　　　 勝早桜５　　　　 安福久　　　　　 勝忠平　　　　　 副乳頭　　　　　 大阪府産　　　　 1647247209         

207 雌 4 はくみ          30823 297             白鵬８５の３    はるみ          隆之国          勝忠平          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616051 AHABAAAB

208 雌 3 あやひめ        31003 256             百合福久        あやめ          白鵬８５の３    安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1622614088 CHAAHHCC

209 雌 1 みつひろふく    30912 277             隆福也          ちひろ８５の１  美津照重        白鵬８５の３    安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613401 BBCCCACH

210 雌    みどりのこ１の７ 30819 301 BHHCHH CABCAH 白鵬８５の３    みどりのこ１    美津照重        安福久          白清８５の３    育資            　　　　　　　　 1622613197 CHACHHCA

211 去    久福姫          30821 299       BHCBHA 福之姫          ひさはくほう    安福久          平茂勝          飛騨白清        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613203         

212 去 1 満天            30820 300             白鵬８５の３    まこ            満天白清        忠富士          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613562         

213 去    枯次郎          30828 292 BHHCHH CBCBBB 白鵬８５の３    やすゆりひめ２  安福久          百合茂          紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613531         

214 去 9 勝福            30901 288       HCHCCB 福之姫          ちえみ          勝忠平          平茂勝          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613548         

215 去 15 日本海          30904 285       CHCBHH 福之姫          なつこ６        飛騨白清        糸福（岐阜）    安福（岐阜）    供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1622613555         

216 雌 3 ふじこ          30827 293             白鵬８５の３    ふくむすめ３８４ 耕富士          安福久          勝平正          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1622613524 CCCBBACA

217 雌 3 みやび          30917 272 CBBBAA ACHCCA 元花江          うちあきこ      百合白清２      敏大和          平茂勝          育資            奥接　　　　　　 1622613609 BABCBABC

218 去 3 和谷丸          30905 284             福増            ゆりえ          幸紀雄          安福久          忠茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613593         

219 去 6 今西丸          30917 272             百合福久        みくにゆり      美国桜          平茂勝          照長土井        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613616         

220 去 11 関勝久白鵬      30824 296 BHHCHH CHCBHH 白鵬８５の３    かつひさはくほう 安福久          平茂勝          紋次郎          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1622613630         

221 去 2 関小雪          30902 287             百合福久        せきこゆき      隆福也          百合白清２      神茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613661         

222 去 2 関勝百合        30915 274             百合福久        かつゆり        百合白清２      平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613647         

223 去 3 関隆白鵬        30919 270             白鵬８５の３    たかみ          隆之国          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613654         

224 雌 7 はくゆりひさえ  30830 290 HHHCAH HAACCA 白鵬８５の３    ゆりひさえ      百合茂          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1622613951 HHHCAHCC

225 雌 1 もとはなゆりほう 30901 288             百合鵬２        もとはなこ      元花江          百合白清２      安福久          乳房白　　　　　 　　　　　　　　 1649410892 BBBAAHCC

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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226 去    恋太郎９１      30901 288 CBCBAB CCBCCB 元花江          ふくしら        福之国          白清８５の３    糸福（岐阜）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649410885         

227 去 1 恋太郎９１１    30911 278             百合福久        こいすま        元花江          白鵬８５の３    美国桜          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622615801         

228 去    三朝五郎１３３６ 30801 319             美国桜          やすひらしげ    安福久          勝忠平          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645430573         

229 去    三朝五郎１３７５ 30905 284             美国桜          ゆきお          幸紀雄          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1392187355         

230 去    三朝五郎１３７６ 30908 281       HHHBHH 福之姫          はくゆり３４８  白鵬８５の３    百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1631410435         

231 去    三朝五郎１３７９ 30911 278             美国桜          ゆきお          幸紀雄          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1392187409         

232 去    三朝五郎１３７８ 30914 275             百合白清２      たらこ          福増            勝安波          北平安          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1636951599         

233 去    茂好平　　　　　 30919 270             茂晴花　　　　　 ろおず　　　　　 好平茂　　　　　 平茂勝　　　　　 安福１６５の９　 岡山県産        　　　　　　　　 1363692444         

234 去    三朝五郎１３８９ 30921 268 HBBCCB BCCBCC 百合勝安        ももたろう      安茂勝          福谷福          藤桜            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643151296         

235 去 1 三朝五郎１３７７ 30924 265             若百合          ひさこ２の６    華春福          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643007531         

236 去    三朝五郎１３９２ 31002 257             百合白清２      こぎん          美穂国          安福久          美津照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1636834823         

237 去    三朝五郎１３９５ 31004 255             美国桜          みつしま        勝忠平          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1392187461         

238 去    三朝五郎１３３９ 30729 322             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 勝平正　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      　　　　　　　　 1601788878         

239 去    三朝五郎１３６８ 30804 316             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 美津照重　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1640072044         

240 去    三朝五郎１３４４ 30814 306             百合白清２　　　 えりこ５の１　　 華春福　　　　　 安福久　　　　　 忠茂勝　　　　　 無・産地証明　　 　　　　　　　　 1636886990         

241 去    三朝五郎１３６３ 30824 296             福之姫　　　　　 　　　　　　　　 百合茂　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      　　　　　　　　 1636951483         

242 去    三朝五郎１３９８ 30908 281             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1640072075         

243 去    三朝五郎１３８０ 30910 279             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1615511981         

244 去    三朝五郎１３８４ 30921 268             美津照重　　　　 　　　　　　　　 安福久　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        0872436693         

245 雌    さゆり１３３８  30723 328             百合白清２      さゆり３        華春福          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1628678756 AHBHHHBC

246 雌 4 しらゆき１３２７ 30802 318 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

247 雌    はなゆり１３５７ 30817 303             白鵬８５の３    さゆり３        華春福          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1628678909 CBBCBHCC

248 雌    みつひめ１３５２ 30818 302             百合白清２      よしつつじ３４１ 美国桜          勝忠平          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1645430559 ABHCBBBC

249 雌    おおえちよきた　 30917 272             美国桜　　　　　 ちよきたまるの１ 安茂勝　　　　　 北国７の８　　　 紋次郎　　　　　 育資            岡山県産        1363692437 ACACCBCC

250 雌    いりちよきた　　 30917 272             美国桜　　　　　 ちよきたまるの１ 安茂勝　　　　　 北国７の８　　　 紋次郎　　　　　 育資            岡山県産        1339178088 BABAAACA

251 雌 2 みつかね１３９３ 30925 264             美津金幸        はっさく        諒太郎          第２安鶴土井    茂波（事業団）  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643151302 BCCACCCB

※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 4 よしの１４０３  30928 261 BCCCCB CCCHBC 芳之国          べっしょ２０２  百合茂          隆之国          安糸福          育資            乳房白　　　　　 1651979264 ABCCCACC

253 雌 7 みほ１４０４    31001 258 BHHCHH CBCABB 白鵬８５の３    みさ            美津照重        百合茂          金幸            育資            　　　　　　　　 1651979271 AHBAHHAB

254 去    みくに１３９９　 30924 265             美国桜　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1615512049         

255 去 3 隆子６８３      30916 273             白鵬８５の３    たかこ２０１    隆之国          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606281         

256 去 3 龍也姫６８５    30923 266             白鵬８５の３    たつやひめ１１６ 耕富士          秀菊安          美穂国          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1653606304         

257 去    白久糸６７５    30829 291 CHABHH CBCHAC 白鵬８５の３    ひさふく１      安福久          糸福（大分）    田森土井        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606205         

258 去 1 風６７６        30830 290             白鵬８５の３    ふうちゃん      耕富士          安福久          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606212         

259 去 12 白百合６７２    30823 297 AAHCAH BCCBCB 白鵬８５の３    ゆりてる１４８  百合茂          美津照重        勝忠平          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1653606175         

260 去    龍也姫６８２    30915 274             白鵬８５の３    たつやひめ１１６ 耕富士          秀菊安          美穂国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606274         

261 去    安白清６７１    30823 297             安福久          たかえい        百合白清２      茂洋            安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606168         

262 雌 3 はるこ６５６    30728 323             美津照重        はるこ          平茂晴          平茂勝          紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1635906019 CCCCCBAH

263 雌 1 きよこ６７９    30901 288             白鵬８５の３    きよこ          満天白清        耕富士          勝平正          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606243 BHBCHACA

264 雌 2 すずこひめ６６９ 30817 303             白鵬８５の３    すずこひめ１    華春福          安福久          百合茂          無・右乳頭癒着  　　　　　　　　 1635906149 BABBABBA

265 雌 1 ゆり６７８      30901 288             白鵬８５の３    ゆり            耕富士          美国桜          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606236 CBACAHCA

266 雌    しらさくら２    30914 275             安福久          しらさくら      白鵬８５の３    百合茂          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1653606267 BBCCCCCC

267 雌 6 ゆりひさ６８０  30912 277             白鵬８５の３    ゆりひさ１１２  百合茂          安福久          糸晴波          育資            供卵牛　　　　　 1653606250 AAHCBHBC

268 雌    すこみつ６６３  30804 316 CABBAH CCCACC 白鵬８５の３    すこみつ５７    安福久          平茂勝          美津福          育資            　　　　　　　　 1635906088 BHACHHCC

269 雌 1 ひらみち６７４  30825 295             白鵬８５の３    ひらみち        幸紀雄          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606199 CCCCCHCC

270 雌 2 ちはるの６８４  30920 269             白鵬８５の３    ちはるの３９４  美国桜          勝忠平          白清８５の３    奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1653606298 BABCBABA

271 雌    ゆみはくほう    30910 279 BHACHH CBCABC 白鵬８５の３    ゆりふくひさ    安福久          千代桜          百合茂          育資            奥接　　　　　　 1387381638 BHACAACB

272 去 2 百合菊鵬        30930 259             白鵬８５の３    ふみの          百合福久        菊知恵          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1387381683         

273 去 26 亀谷１          30918 271 AHHCHH BACBAB 白鵬８５の３    たかね          隆之国          百合茂          飛騨白清        供卵牛　　　　　 奥接　　　　　　 1622614248         

274 去 8 若安美津        31003 256       CBCBBH 若百合          あんみつひめ２  安福久          勝忠平          美津福          無・腹白斑大　　 　　　　　　　　 1622614224         

275 雌    ひだはくほう３  30930 259 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            乳房白・奥接　　 1647235640 CABCBHCB

276 雌 9 わかゆりつる    31019 240       BHCBHA 若百合          やすふくつる２  安福久          勝忠平          安福１６５の９  供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1622614231 AAACBCBC

277 雌    ゆり１７６      30801 319             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

278 雌 4 ふくしげ        30820 300             福之姫          しげゆり        百合茂          茂洋            北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649412100 ABCCCCBB

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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279 雌    ゆりひさえざくら 31013 246 BHBHHA BHBHHH 美国桜          ゆりひさえ１５  百合茂          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1622614965 BBBBBBAC

280 雌 7 やすざくら      31016 243 BABAAA BACBAA 美国桜          やすゆりこ      安福久          百合茂          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1622614972 BHCHHACB

281 雌    みくにひさ      30807 313             美国桜          やみ            安福久          平茂勝          茂重波          除角済          　　　　　　　　 1647235589 CCBCCBCC

282 雌    みくにひさ２    30821 299             美国桜          てるちゃん      安福久          百合茂          安平照          除角済          　　　　　　　　 1647235596 BBCCCCCC

283 雌    さおり２６３    30919 270 BHABHH CACAAA 白鵬８５の３　　 みさ　　　　　　 安福久　　　　　 安平　　　　　　 平茂勝　　　　　 育資            奥接・除角済　　 1647235619 BACCBBBC

284 雌 3 はなやさん      30917 272             百合福久        はなや６７０    勝忠平          安福１６５の９  平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649411523 AABAACCC

285 雌 2 はくゆりか      30920 269             白鵬８５の３    ゆりふく        安福久          百合茂          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649411530 AHABHHCC

286 雌 3 ぴんく１１５４  30923 266             白鵬８５の３    ぴんく５５３７  安福久          北国７の８      平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649411547 CBBBAACB

287 去    知多            31008 251             美国桜          さら            安福久          百合茂          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622615504         

288 去    鉄心            31014 245             安福久          てる            隆之国          百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622615511         

289 雌 1 はるやすはな    30811 309             秀幸福          はる            華春福          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1390727539 BCACCCCC

290 雌 1 しらかみ        30903 286             元花江          しろかね        白鵬８５の３    隆之国          百合茂          育資            　　　　　　　　 1390727577 CABCBBBB

291 雌    なみやす        30913 276             百合白清２      たらこ          福増            勝安波          北平安          育資            　　　　　　　　 1390727591 ACBBCBCC

292 去    百合増子        30904 285             百合白清２      たらこ          福増            勝安波          北平安          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1390727584         

293 去 10 愛花道          30904 285             白鵬８５の３    なつはなみち    安福久          第１花国        平茂勝          供卵牛　　　　　 奥接　　　　　　 1622616303         

294 去 1 菊花丸          30917 272             花国茂忠        きくろ          百合福久        隆之国          茂勝            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616310         

295 去    勝久百合        30808 312 HHHCAH HHACAH 百合白清２      ただふじ        勝忠平          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643169352         

296 雌 41 もものひめ      30825 295 AHHCHH AHCAHA 白鵬８５の３    ももふじ        安福久          勝忠平          福栄            育資            供卵牛　　　　　 1622616280 BBACCACB

297 雌 7 すますまいる    30924 265 BAHCAH CCCBCB 白鵬８５の３    すますまはる    平茂晴          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1622616334 HHACHHCC

298 雌    さつきち        30923 266             白鵬８５の３    さつきひで１    秀菊安          安福久          第１花国        育資            　　　　　　　　 1643169451 AHHCHACA

299 雌    さつきぼし      31003 256             白鵬８５の３    さつきひで１    秀菊安          安福久          第１花国        育資            　　　　　　　　 1643169482 AHHCAHCC

300 雌 1 さくらもみじ    30831 289             美国桜          もみじはぴねす２ 白鵬８５の３    安福久          平茂勝          乳房白　　　　　 奥接　　　　　　 1622613944 HAACBBAB

301 去    勝早久          30926 263 BACAAB CCCHBC 勝早桜５        かねこ１        安福久          金幸            平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645322465         

302 去 1 清白鵬          30908 281             白鵬８５の３    ゆり            百合白清２      光平福          糸福（岐阜）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1628678398         

303 雌    ももこ          30820 300 HHHBHH HHAAHB 白鵬８５の３    ゆりこ          百合茂          安福久          平茂勝          育資            奥接　　　　　　 1508702304 AHHCHHCC

304 雌    はつみの９の３  30923 266             安福久          はつみの９      勝忠平          平茂勝          神高福          乳房白　　　　　 　　　　　　　　 1508702434 BBCABBCB

305 雌    ゆかりざくら１  30810 310             美国桜          ゆかり          耕富士          安福久          平茂晴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1636834588 AHABHHCB

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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306 雌    あっぷるぱい    30818 302 HHHBHH BHBBHH 百合白清２      えみ            美穂国          安福久          平茂勝          育資            奥接　　　　　　 1636834656 AHACHABC

307 雌    ゆりぺこり      30911 278             百合福久        ぺこ            福増            勝安波          白清８５の３    育資            中接　　　　　　 1636834700 CACHHACC

308 去 2 旭江            30912 277             元花江          あさひ          白鵬８５の３    第１花国        平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1392853502         

※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。


