
鳥取県中央家畜市場セリ名簿
令和４年７月２１日開催

1 雌 9 ゆきな          30922 302 AHHCAA ABHCCC 白鵬８５の３    ゆき            勝忠平          安糸福          金幸            育資            　　　　　　　　 1341700840 BAACABBB

2 雌 6 しばはなつき    30928 296       CCBCCC 花国茂忠        しばひめやま    山根雲          金鶴            第３寿高        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1341700857 BCCCCCHB

3 雌 9 あすか          30911 313 AHHCAH BCHBBB 白鵬８５の３    なな            百合茂          平茂勝          安平            育資            供卵牛　　　　　 1421391036 AHHCHHCC

4 雌 5 なお            31003 291 AHHBHH BHCHHH 白鵬８５の３    さき            幸紀雄          安福久          百合茂          育資            　　　　　　　　 1421391043 HHACBHCC

5 雌 4 かぐや          31001 293 BHABHH CACAAA 白鵬８５の３    ゆりふく        安福久          百合茂          安平            育資            　　　　　　　　 1646745805 CHBCHACB

6 去 4 翔福            31014 280             白鵬８５の３    さら２０        安福久          平茂晴          美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1646745829         

7 去 2 笑福            31017 277             白鵬８５の３    くいんやすふく  安福久          安福（岐阜）    平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1646745836         

8 去 4 信貴            31201 232 HHHCAH HHHCAH 百合白清２      むつみ          白鵬８５の３    平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1601473903         

9 去 10 煌              31004 290 BHHBHH CACHHA 白鵬８５の３    ようこ１        安福久          平茂勝          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1397984539         

10 雌 11 もも            31010 284 ABHCBA CCACCC 百合白清２      まさこ          北国７の８      安平            隆桜            育資            　　　　　　　　 1616816030 CCACCCCC

11 雌 8 あかりのひめ    31024 270 BHHCHH CHCAHB 白鵬８５の３    あかり          安福久          北国７の８      安平            育資            　　　　　　　　 1370692574 CAACHHCB

12 雌 6 しばふく２      31026 268 BHACHH CHCAAB 白鵬８５の３    しばやすふく１  安福久          百合茂          美津福          育資            　　　　　　　　 1652101923 BHBBHACA

13 雌 7 かえで          31016 278 BHACHH CBCABB 白鵬８５の３    じょい          安福久          平茂勝          金幸            育資            　　　　　　　　 1477277407 BACCBCAA

14 去 8 岸百合          31102 261 BABBBH BCBCCB 百合福久        こまち６６      茂重安福（岐阜） 糸新鶴          糸北土井        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213748         

15 去 10 栄一            31024 270 CBCAAA BBABBA 元花江          ゆみこ          安糸福          平茂勝          高栄            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213687         

16 去 16 豆白鵬５        30929 295 HHHCAH HAACBA 白鵬８５の３    まめゆり        百合茂          福栄            糸晴（佐賀）    供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1620811472         

17 去 2 倫永３４２      31017 277             紀多福          りんえい３４    白鵬８５の３    隆之国          勝忠平          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1620811489         

18 雌 2 あやひめぐも    31018 276             大山雲          あやひめりりぃ２ 百合白清２      白鵬８５の３    百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811502 BABCAHBC

19 雌 12 なおまめふく    31019 275 BHHCHH CBBBBB 白鵬８５の３    なおふじ３      安福久          平茂勝          神高福          育資            　　　　　　　　 1620812622 BBABAHCB

20 雌 11 まちこ          30924 300 BHBBAH BBCCCA 百合福久        まち            茂安福          第２平茂勝      忠菊            育資            　　　　　　　　 1578213168 CBCABBCC

21 雌 5 たかこ          30919 305 AHHCAH BCBCCB 白鵬８５の３    かつたかふく    隆之国          平茂勝          但馬福          無・乳房大白　　 口接            1578213151 CAACAHBB

22 去 6 公福５５        30919 305 BHACHH CBCBBC 白鵬８５の３    ともひさ        安福久          金幸            安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213144         

23 去 12 公福５６        31012 282 AAHCBH ACACCB 白鵬８５の３    ともかつ        勝忠平          金幸            安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213175         

24 去 3 蜂郎１８        30925 299             白鵬８５の３    あかつき        安福久          百合茂          勝忠平          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1578213083         

25 去 2 ２塁            31006 288             紀多福          せかんど        白鵬８５の３    勝忠平          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213090         
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26 去 3 大地０３        31002 292             白鵬８５の３    みお            隆福也          百合白清２      安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213410         

27 去 10 菊２３３        31006 288             白鵬８５の３    きく２３３の５２ 忠富士          安平            隆美            右肩月の輪　　　 　　　　　　　　 1578213427         

28 去 2 苺牛乳０２      31021 273             白鵬８５の３    いちごみるく    光平照          百合福久        福増            白舌　　　　　　 　　　　　　　　 1578213472         

29 去 5 咲里奈０５      30924 300       BHBCAH 百合未来        さりな          百合白清２      安福久          百合茂          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1578213397         

30 去 2 里音０２        31014 280             福之姫          りの            百合福久        白鵬８５の３    勝平正          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213458         

31 去 1 華０１          31010 284             白鵬８５の３    はな            元花江          安福久          華春福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213441         

32 雌 4 みっきい        31015 279             白鵬８５の３    みきえ５２１    耕富士          秀菊安          福桜（宮崎）    奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1578213465 BHHBHHCB

33 雌 3 まみ            31024 270             福之姫          なおみ          白鵬８５の３    美津照重        百合白清２      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213502 HHHCAHCA

34 去 4 美国緑          30928 296             美国桜          ぐりん          白鵬８５の３    安福久          白清８５の３    供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1620812530         

35 去 9 百合白鵬        31008 286 AAHCAH ACHCCB 白鵬８５の３    ゆりひら        百合茂          忠福            神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620812547         

36 去    久平鵬          31025 269 BHHBHH CACHAA 白鵬８５の３    ひさひら        安福久          金幸            忠福            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620812554         

37 牡 3 緑茂福　　　　　 31215 218             茂福久          きいろ          茂洋            安福久          白清８５の３    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620812592         

38 去 4 松坂            31026 268 BHHBHH CACAHA 白鵬８５の３    さくら３２      美国桜          安福久          安平幸          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209451         

39 雌 5 こゆり          31005 289             白鵬８５の３    ゆりこ          喜亀忠          百合茂          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209437 BAABAHCC

40 雌 1 そらひめ        31002 292             元花江          すぎてんくう    白鵬８５の３    隆之国          菊花国          育資            乳頭接近　　　　 1620812912 CBCCBABB

41 雌 7 くにはな２２    31022 272 AHHCAH BCCCCC 白鵬８５の３    すぎくにはな    隆之国          菊花国          平糸勝          育資            奥接・乳座白　　 1620812929 AABCCAAB

42 雌 4 あきばれ        31002 292 CACBAA AHACAH 元花江          ふくむすめ      耕富士          美穂国          安平            育資            奥接　　　　　　 1620812288 BCACBBBC

43 去 11 桃太郎          30927 297 BHHBHH CBCABC 白鵬８５の３    ももか          第１花国        安平            隆桜            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811694         

44 去 4 翔              31103 260 BHABHH CHCHHB 白鵬８５の３    ひさはな        安福久          美華忠          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811717         

45 去 3 潤              31109 254             白鵬８５の３    あまざくら      美国桜          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811731         

46 去    大次郎          30927 297             百合白清２      ひさじろう５    安福久          百合茂          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213939         

47 雌 1 ひめふく１      31017 277             百合鵬２        ひめふく        美国桜          百合茂          安福久          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1559500041 BBCABBCC

48 雌 7 かりん          31001 293 BHHCHH CBBAAB 白鵬８５の３    ふゆうらら      隆之国          美津照重        糸北鶴          育資            奥接　　　　　　 1390977224 CABAHHBA

49 雌 4 しおん          31003 291 BHHBAH CCCABB 白鵬８５の３    しょか          美津照重        徳悠翔          隆之国          育資            奥接　　　　　　 1390977217 BHBCHHCH

50 雌 1 しろゆりざくら  31010 284             白鵬８５の３    さゆりざくら    美国桜          百合茂          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630494443 AHHCHHCC
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51 雌 2 いちごみるく    31018 276             白鵬８５の３    いちご          福増            平茂勝          飛騨白清        育資・乳房白　　 奥接・両もも刺毛 1630494481 CHCCAABH

52 雌 1 ゆりは          31020 274             百合白清２      かずは          勝茂久          茂勝            安福１６５の９  育資            　　　　　　　　 1630494498 HAABABAC

53 去 2 秋麗            31017 277             白鵬８５の３    みこ            美国桜          百合茂          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630494474         

54 去 1 知恵凛          31014 280             知恵久          えすりん        白鵬８５の３    安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630494467         

55 雌    ふく４          31001 293       CHBAHH 福之姫          ふく            安福久          百合茂          北国７の８      育資            白舌　　　　　　 1620040377 CABCABCC

56 雌 3 ふくゆり        31018 276             百合福久        ふくひめ        百合白清２      安福久          百合茂          育資            　　　　　　　　 1620040384 AHBCHBBC

57 雌 13 みくは１４      31005 289 CBCCCB BBCCCC 美国白清        はな            安糸福          宝政            但馬福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630179142 CBBHACCA

58 雌 5 みつみ１５      31010 284             白鵬８５の３    しげみつ        茂久桜          安茂勝          美津照          育資            奥接　　　　　　 1630179159 AAACBAHB

59 雌 11 あんじゅ１７    31015 279 BHHBHA CCCABC 白鵬８５の３    あん            安平幸          美華忠          金徳            育資            左乳頭接近　　　 1630179173 BAHAHHCB

60 去 3 白塁１６        31013 281             白鵬８５の３    るい            隆之国          安福久          百合茂          恥骨部白斑      　　　　　　　　 1630179166         

61 去 2 花白鵬          31108 255             白鵬８５の３    はなしらきよ    百合白清２      第１花国        平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1601912433         

62 去 4 花祭            31117 246 HHHCHH HBHBBB 白鵬８５の３    いわぶせのまつり 百合白清２      第１花国        平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1601912440         

63 雌 5 かみありづき    31026 268 HHHCAA HBACCC 白鵬８５の３    ひかる          千代桜          福栄            福桜（宮崎）    育資            　　　　　　　　 1601912426 HHHCAHBC

64 雌    ひろはくほう１２ 31112 251 HHHCHH HHACHH 白鵬８５の３    ひろふくひさ１  安福久          勝忠平          美津福          育資            　　　　　　　　 1625796934 CHBCAHCC

65 雌 3 まあたそ８３    30905 319             白鵬８５の３    ほのか          華春福          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1644700837 BAACBABC

66 雌 3 あきひめ        31001 293             百合鵬２        こゆり          百合白清２      安雪照          藤平茂（事業団） 育資            奥接　　　　　　 1624896703 CBABAHCB

67 雌 2 あきばれ        31004 290             元花江          しらかつ１      白鵬８５の３    勝安波          利光            育資            奥接　　　　　　 1634196718 CBCCBCCC

68 雌 1 らぷんつぇる    31025 269             愛之国          つきみ          白鵬８５の３    高森            百合茂          奥接　　　　　　 除角済          1546751722 BBACBACC

69 去 2 八雲            31001 293             美国白清        ここ            隆福也          百合白清２      勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1546751692         

70 去 10 幸村            31002 292 BHACHH CHCAHA 白鵬８５の３    しらゆきひめ    安福久          百合茂          丸優            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1546751708         

71 去 3 与一            31011 283             元花江          ここあ          百合白清２      花之国          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1546751715         

72 去    晴晴花          31022 272             茂晴花          はるひさ        百合茂          安福久          平茂勝          口接            恥骨部白斑      1626568585         

73 去 7 祐              31020 274 AHHCHH BBACBC 白鵬８５の３    きよ            花清国          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1473072068         

74 去 5 希              31022 272 HHHCAH HBCBCB 白鵬８５の３    さちかぜ        秀正実          忠富士          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1473072075         

75 去 10 栄              31008 286 CAHBAA CCCACC 白鵬８５の３    やすさかえ      安福勝          第６栄          美津福          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1650787143         

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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76 去 1 萩原白鵬        31022 272             白鵬８５の３    おうみかずみ７  美国桜          安平照          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650787181         

77 去 1 新花            31110 253             白鵬８５の３    しんはな２の８  幸紀雄          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650787228         

78 去 5 本花            31113 250             白鵬８５の３    もとはなのまご  百合白清２      安平照          第１花国        供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1650787242         

79 去 33 安福百合        31125 238 HABBAA AHBBAA 百合茂          やすふくかつ    安福久          平茂勝          第５隼福        供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1650787259         

80 雌 11 ゆりほう        31026 268 AHHCAH BBBBBC 白鵬８５の３    ゆりさと        百合茂          福栄            八重糸          育資            　　　　　　　　 1650787198 BHHCAHBC

81 雌 2 はくほうもみじ２ 30920 304             白鵬８５の３    たかもみじ      隆福也          百合白清２      平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1651923885 CABBAHBA

82 雌 4 はるしろ        30919 305 HHHCHH AHHBHA 白鵬８５の３    はるみ          華春福          安福久          金幸            育資            　　　　　　　　 1645749170 CBACBABA

83 雌 4 なる            30927 297             白鵬８５の３    さとみ          安福久          百合茂          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645749187 CHAAHHCB

84 雌 5 はなこはくほう  31026 268             白鵬８５の３    はなこ          安福久          忠茂勝          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645749217 CBCCBBBC

85 雌 3 れもん          31106 257             諒太郎          きりん          好平茂          勝忠平          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645749231 ACCCCCAC

86 去 1 日間乃隆白      31027 267             白鵬８５の３    ひまのたか      隆福也          百合白清２      安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645749224         

87 雌 2 れみしげただ    31014 280             花国茂忠        れみおりおん    白鵬８５の３    百合茂          安福久          無・乳白大　　　 奥接　　　　　　 1531708625 CBBAABAC

88 雌 3 もとはなはくほ２ 31107 256             白鵬８５の３    もともとはぴねす 安福久          勝安波          第１花国        育資            　　　　　　　　 1634855837 CBBBABAC

89 去 5 優太２          31101 262 BHHCHH CBAAAH 白鵬８５の３    もとはなはぴねす 勝安波          第１花国        安福１６５の９  奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1634855820         

90 去    彩月            31001 293             白鵬８５の３    さつきひで１    秀菊安          安福久          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643169475         

91 去 14 寿新星          31026 268 HHHBHH HHAAHH 白鵬８５の３    ほりすたあ      百合茂          安福久          平茂勝          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1622616358         

92 去    百合花火        31027 267 BHCHHH BACBBB 百合福久        なつはなび      安福久          第１花国        平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616365         

93 去 6 勝久勝          30923 301 HHHCHH HHHBHA 白鵬８５の３    かつひさかつ    平茂勝          安福久          勝忠平          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1622616327         

94 去 3 寿満緑          31024 270             白鵬８５の３    すますまみどり  百合白清２      安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616341         

95 去 7 彩秀１          31106 257             白鵬８５の３    さつきひで１    秀菊安          安福久          第１花国        供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1622616389         

96 雌    ひさみどり      31104 259 BBBAAA HCHCCA 安福久          きみどり        勝安波          百合茂          白清８５の３    育資            除角済          1645322489 BBBHAACB

97 雌 8 かついときら    31014 280 BAHCAH CCCCCC 白鵬８５の３    かついとひら    勝安波          平茂勝          気高富士        育資            　　　　　　　　 1622614309 CCCCCCAA

98 雌 1 あづひさえ      30922 302             美津照重        たかゆり        隆福也          百合茂          安福久          育資            　　　　　　　　 1649412292 CBCCBHBH

99 雌    こりん          31003 291             百合福久        ゆうこりん      忠富士          茂洋            勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649412308 AAAHHBCB

100 雌 2 あんず          31014 280             茂晴花          ひかる８９      耕富士          福之国          大将            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649412322 BCCCCCCA

※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７月２１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

101 雌 2 はつはくひめ    31015 279             白鵬８５の３    はつひめ２      美国桜          勝忠平          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616532 BHACHHCA

102 去    勝忠白鵬        31101 262 BAACAA CHCBHH 勝忠平          なつこ６        飛騨白清        糸福（岐阜）    安福（岐阜）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1646560095         

103 去    照白鵬          31019 275             白鵬８５の３    はるなてる      光平照          平白鵬          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647429575         

104 去 3 幸江            31015 279             元花江          ゆきただ        勝忠平          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1392853533         

105 去    福鵬            31117 246             白鵬８５の３    れみはぴねす    安福久          勝忠平          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1508702595         

106 雌 2 ゆりきよほう２  31001 293             美国白清        ゆりきよほう    白鵬８５の３    百合茂          白清８５の３    育資            　　　　　　　　 1508702458 CCCHHHCH

107 雌 2 みくに          30920 304             美国白清        みお２          福増            白鵬８５の３    安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649411394 CHCAHHCA

108 雌 2 いちご          31116 247             白鵬８５の３    はなさと        安福久          百合茂          第１花国        育資            　　　　　　　　 1649411417 BHBCAAAC

109 去    彦星            31126 237             福之姫          ゆづき          光平照          百合茂          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649411424         

110 去    内勝            31003 291 BHACHH CBCABC 白鵬８５の３    ゆりふくひさ    安福久          千代桜          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616518         

111 去    内百合３        31113 250 BACAAA HBACCH 安福久          たにゆり        百合茂          平茂勝          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616525         

112 去 7 白幸久          31110 253 CHABHH CBCHAC 白鵬８５の３    さちこ１        安福久          安平            隆桜            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622614415         

113 去 6 鯉誠            30923 301 BAHCAH CCCACC 白鵬８５の３    しげみ          美国桜          平茂勝          八重福          左角折れ　　　　 　　　　　　　　 1649411844         

114 去 1 耕福鵬          30817 338             白鵬８５の３    ゆづき          耕富士          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1659500354         

115 去    美国久百合      30912 312             美国桜          第５０１ゆうぎり 安福久          百合茂          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1659500361         

116 雌 4 ふじこみらい    30816 339             百合未来        ふじこ          安福久          茂洋            百合茂          無・乳房白大　　 中接　　　　　　 1659500347 BACHABHC

117 雌 6 ゆりこ０６０    31007 287 HHHCAH HBHCBB 白鵬８５の３    ゆりひろ        百合茂          安福１６５の９  平茂勝          育資            乳房白　　　　　 1622616501 HAACBHAC

118 雌 9 かんちゃん      30929 295 AHHCAH BCBBCC 白鵬８５の３    まこ            勝忠平          安平            隆桜            育資            奥接　　　　　　 1622613784 CHBBHAAA

119 雌 2 はくほう１１１３ 31113 250             白鵬８５の３    のばら          百合茂          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616150 AHHBHHCC

120 雌 4 はくほう１１１６ 31116 247             白鵬８５の３    はる            安福久          平茂勝          福之国          育資            　　　　　　　　 1622616167 AHBBABCA

121 雌    あいす          31114 249             愛之国          やすふく１３１９ 安福久          百合茂          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1437119853 CCCABBCB

122 雌    あすみず        31117 246             福之姫          あすか          美津照重        百合茂          美津福          育資            　　　　　　　　 1437119877 BCCCCAAH

123 雌    みすず          31010 284 CACAAB BACAAC 美国桜          ひさびじん      安福久          第１花国        平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616433 BAABABCB

124 雌 6 きらひめ        31016 278 AHHCHH BACAAC 白鵬８５の３    ひさびじん      安福久          第１花国        平茂勝          育資            供卵牛　　　　　 1622616440 AHACBHCC

125 去 1 嶋久勝          31112 251             白鵬８５の３    しまやす        安福久          平茂勝          第５隼福        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616457         

※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 4 久安福久        31116 247             白鵬８５の３    ひさびじん２    安福久          第１花国        平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616464         

127 雌 3 さきほう        31016 278             白鵬８５の３    ほのか          幸紀雄          隆之国          安福久          育資            　　　　　　　　 1354896387 ACHCCACC

128 雌 1 さとみ          31024 270             元花江          きぬこ          白鵬８５の３    華春福          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1600605152 CHBHHBCH

129 雌    しげさくら      31030 264             美国桜          ゆりしげ４６３１ 百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 0872436884 ABCABCCB

130 雌    ゆりわか　　　　 30902 322             若百合　　　　　 きよはなさくら９ 白清８５の３　　 第１花国　　　　 茂重波　　　　　 徳島県産　　　　 　　　　　　　　 1620684557         

131 去    美津銀照        30919 305             美津照重        ひかり          白鵬８５の３    安福久          美津照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 0872436679         

132 去 6 菊０２９        31016 278       CCBCBC 貴隼桜          きくちえ１      菊知恵          勝忠平          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622614033         

133 去    北千０３１      31105 258             福之姫          さつきほう      白鵬８５の３    安福久          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622614040         

134 去 1 花道０３７      31115 248             知恵久          さきはな３３    幸紀雄          白清８５の３    安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622614057         

135 去 4 福久白          31112 251 BHBAHH BHACAA 百合福久        いいほ          白鵬８５の３    安福久          第１花国        奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1622614095         

136 去 2 大納言          31021 273             白鵬８５の３    ねずこ          隆之国          耕富士          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622614163         

137 去 3 銀杏            31022 272             白鵬８５の３    たかひさゆり    百合福久        隆之国          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622614170         

138 雌 5 きくむさし      31012 282       BBBCBB 菊花久          しんちよ６３４  美国桜          百合茂          福栄            育資            　　　　　　　　 1622614149 CBCAAAAH

139 雌 2 ゆりふく        30926 298             百合白清２      ゆりひめゆき    百合白清２      安福久          金幸            育資            　　　　　　　　 1622614132 CHCHHHBC

140 雌 2 ゆります        31002 292             福増            ふくゆり        百合白清２      安福久          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1622614200 CBCBAACC

141 去 9 糸白鵬          31120 243 AAHCBA ACBCCC 白鵬８５の３    かすいと        安糸福          平茂勝          安福（岐阜）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622614217         

142 去 1 元満天          31101 262             元花江          第７５６さつき  満天白清        耕富士          美穂国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626718928         

143 去 4 幸太郎          31030 264       BHHBHH 福之姫          みき            白鵬８５の３    百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622614330         

144 去 3 百合久白鵬３    31010 284             百合福久        ひさはくほう３  白鵬８５の３    安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622614347         

145 去 2 関勝百合        30915 309             百合福久        かつゆり        百合白清２      平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613647         

146 去 9 宮太            30914 310 CAACAH CCCCCB 白鵬８５の３    みや８５        白清８５の３    糸福（岐阜）    安栄            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1617845923         

147 雌 1 ひなた          30922 302             元花江          ゆうひ          白鵬８５の３    福桜（宮崎）    金幸            育資            　　　　　　　　 1617845930         

148 雌 1 こころ          30928 296             元花江          りな            隆福也          北乃大福        第７東天        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613579 CBCCCBCA

149 雌 11 つつじ          31010 284 BAHCAH CCCBCC 白鵬８５の３    せきやすはる    安福久          平茂晴          平茂勝          育資            供卵牛・奥接　　 1622614378 BCBCCBCA

150 雌 12 ゆりふく        31016 278       HHHCHC 福之姫          ゆりしげ        百合茂          金幸            忠福            育資            　　　　　　　　 1622614385 HABBBCAA

※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    美国丸          31021 273 BHBAHA AHBAHH 美国桜          せきかつはな    安福久          勝忠平          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622614392         

152 去    零王            31111 252             幸紀雄          あかり          美国桜          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1573735504         

153 去 6 今西丸          30917 307             百合福久        みくにゆり      美国桜          平茂勝          照長土井        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622613616         

154 去 1 恋太郎９１１    30911 313             百合福久        こいすま        元花江          白鵬８５の３    美国桜          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622615801         

155 去    三朝五郎１３９５ 31004 290             美国桜          みつしま        勝忠平          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1392187461         

156 去    三朝五郎１３９６ 31005 289             美国桜          さきひさ        幸紀雄          安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1392187478         

157 去    三朝五郎１４０９ 31005 289             百合白清２      えりこ５の１    華春福          安福久          忠茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639687198         

158 去    三朝五郎１４２０ 31019 275             百合白清２      ゆうひ          福増            安福久          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1392187553         

159 去    三朝五郎１４１３ 31021 273             福之姫          ゆりしげ４６９６ 百合茂          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1343479317         

160 去 6 三朝五郎１４３３ 31021 273 HAHCBA BBBCCB 百合白清２      まるたか２      隆之国          百合茂          丸優            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1651979318         

161 去    三朝五郎１４１８ 31025 269             百合白清２      えりこ５の１    華春福          安福久          忠茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1648087279         

162 去    三朝五郎１４１９ 31026 268             白鵬８５の３    こころまち      安福久          百合茂          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1392187584         

163 去    三朝五郎１４２５ 31028 266             白鵬８５の３    こころまち      安福久          百合茂          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1392187614         

164 去    秋美津北平　　　 31030 264             秋忠平　　　　　 りん　　　　　　 美津照重　　　　 北乃大福　　　　 平茂勝　　　　　 島根県産　　　　 　　　　　　　　 1641443959         

165 去 2 恵衣３２　　　　 31102 261             茂晴花　　　　　 ながみね１５６　 百合福久　　　　 安福久　　　　　 平茂勝　　　　　 徳島県産　　　　 　　　　　　　　 1441600262         

166 去    三朝五郎１４３０ 31105 258             百合白清２      ちひ３          華春福          百合茂          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1648087354         

167 去    三朝五郎１４２９ 31107 256 ABHCBB BCBCCC 百合白清２      ふくかねさくら２ 福桜（宮崎）    金幸            平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647449481         

168 去    三朝五郎１３８５ 30904 320             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      　　　　　　　　 1392187348         

169 去    三朝五郎１４１１ 31003 291             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1615512063         

170 去    三朝五郎１４１６ 31006 288             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1640072082         

171 去    三朝五郎１４１２ 31012 282             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      　　　　　　　　 1601788946         

172 去    三朝五郎１４５０ 31013 281             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 勝忠平　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1436774077         

173 去    三朝五郎１４５１ 31015 279             美津百合　　　　 　　　　　　　　 勝忠平　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1436774084         

174 去    三朝五郎１５２４ 31018 276             福之姫　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1375049359         

175 去    三朝五郎１４２６ 31018 276             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 美津照重　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1371296955         

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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176 去    三朝五郎１４２７ 31103 260             知恵久　　　　　 　　　　　　　　 勝早桜５　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      　　　　　　　　 1641433936         

177 去    三朝五郎１４４９ 31104 259             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 美津照重　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1640072099         

178 去    三朝五郎１４５２ 31105 258             知恵久　　　　　 　　　　　　　　 美穂国　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1436774107         

179 雌    ゆりこ１３９０  30929 295             百合白清２      えりこ５の１    華春福          安福久          忠茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639687181 HABBBABC

180 雌 2 はなえす        30929 295             元花江          かつやす        勝忠平          安平幸          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1628679180 BAHCABCC

181 雌    ひかり１４１０　 31003 291             美国白清　　　　 ひかり　　　　　 勝忠平　　　　　 安福１６５の９　 第２０平茂　　　 育資            岡山県産        1339178101 AABHACCA

182 雌    みつふじ１３９７ 31006 288             美津照重        ふじゆき        幸紀雄          安福久          平茂晴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1611599419 AABCCBAH

183 雌    きたがわ１４１４ 31012 282             美津照重　　　　 きたがわ６２６　 平茂勝　　　　　 安平　　　　　　 糸福（大分）　　 岡山県産        　　　　　　　　 1628483831 CCCCCCBH

184 雌 2 ゆりせきふく    31012 282             元花江          ゆりふたば      百合白清２      福栄            第２平茂勝      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1373379236 CCCBBBBC

185 雌    きたがわ１４１５ 31013 281             美津照重　　　　 きたがわ６２６　 平茂勝　　　　　 安平　　　　　　 糸福（大分）　　 岡山県産        　　　　　　　　 1363692482 CCCCCBHH

186 雌    ひかり１４２１　 31020 274             美国桜　　　　　 ひかり　　　　　 勝忠平　　　　　 安福１６５の９　 第２０平茂　　　 育資            奥接・岡山県産　 1363692499 ABCHBCBB

187 雌    とみほう１４１７ 31023 271 BHACAH CBCABC 白鵬８５の３    あきとみ１３１  安福久          平茂勝          神高福          育資            中接　　　　　　 1373379335 BABBAHCA

188 雌 6 みはや１４３４  31026 268 HBHBBA HCHCCC 百合白清２      みはや２        勝忠平          金幸            第５隼福        育資            　　　　　　　　 1651979325 ACAACCAC

189 雌 1 ゆりふく１４２２ 31027 267             百合福久        きなり          白鵬８５の３    福安照          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1643151326 AHABAACC

190 雌    もとはく１４２３ 31028 266             元花江          なつはやて      白鵬８５の３    福安照          平茂勝          育資            中接　　　　　　 1643151333 BHCCABCB

191 雌    しげはな１４２４ 31101 262             茂晴花          つゆだま        百合白清２      安茂勝          福谷福          無・乳房白大　　 　　　　　　　　 1643151357 ACCBCBCC

192 雌    みくに１３９９　 30924 300             美国桜　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1615512049         

193 雌    みくに１４３８　 31105 258             美国桜　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1564669924         

194 雌    さおり２６６    31007 287 BHABHH CACAAA 白鵬８５の３　　 みさ　　　　　　 安福久　　　　　 安平　　　　　　 平茂勝　　　　　 育資            除角済          1647235657 CHBAHHCB

195 雌    さおり２６８    31105 258 BHABHH CACAAA 白鵬８５の３　　 みさ　　　　　　 安福久　　　　　 安平　　　　　　 平茂勝　　　　　 育資            除角済          1540635783 BAAAAHCC

196 雌    さおり２７０    31109 254 BHABHH CACAAA 白鵬８５の３　　 みさ　　　　　　 安福久　　　　　 安平　　　　　　 平茂勝　　　　　 育資            除角済          1540635790 HHABAHBC

197 雌 1 さおり２６４    31024 270             白鵬８５の３    としはつはな８  百合茂          安福久          千代桜          除角済          　　　　　　　　 1649411035 AAACBHHC

198 雌    ゆり１９６      31105 258 AHHCHH BAABAB 白鵬８５の３    いしがあか８    美国桜          百合茂          金幸            育資            奥接・除角済　　 1428541656 BBBABBBA

199 雌    ゆり１９５      31103 260             福之姫          なかはら７３    百合白清２      安福久          糸晴波          育資            除角済          1428541632 HAACCBCC

200 雌 1 こいずみ        30916 308             白鵬８５の３    くりすてる      安福久          平茂勝          飛騨白清        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649412124 BHBAHHCA

※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 かつはや        31005 289             勝早桜５        はくみつ        光平栄          白鵬８５の３    百合茂          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1649412070 HHHCHHHC

202 雌 7 やすざくら      31016 278 BABAAA BACBAA 美国桜          やすゆりこ      安福久          百合茂          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1622614972 BHCHHBCC

203 雌    たかしんふく    30922 302             貴隼桜          えみこ          美国桜          百合茂          白清８５の３    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1387381645 CABBABHC

204 雌 4 たかみつゆり    31005 289       CCCHBA 貴隼桜          みつゆりひさ    美津百合        安福久          第２平茂勝      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647481696 CBCAABHB

205 去    徳大福          30927 297 CBHBAA BBHAHH 北乃大福        かつひさなみ    勝安波          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1387381652         

206 去 2 貴隼元          30927 297             貴隼桜          もとはな        元花江          光平照          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1387381669         

207 去    丸大福          30929 295 CBHBAA BBHAHH 北乃大福        かつひさなみ    勝安波          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1387381676         

208 去 2 百合菊鵬        30930 294             白鵬８５の３    ふみの          百合福久        菊知恵          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1387381683         

209 去 3 貴隼福          31020 274             貴隼桜          ゆりたかふく    隆福也          安福久          千代桜          乳座乳房白　　　 　　　　　　　　 1647481719         

210 去 10 福百合久６８６  30925 299             福之姫          てつ３２        百合白清２      安福久          勝忠平          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1653606311         

211 去 3 白美桜          31008 286             白鵬８５の３    みよ            美国桜          百合茂          安福久          供卵牛　　　　　 奥接　　　　　　 1628626344         

212 去    美姫久子６９４  31011 283             美国桜          ひめひさこ５    安福久          百合茂          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606397         

213 去 2 耕美穂６９８    31024 270             白鵬８５の３    第５９８ふく    耕富士          美穂国          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606434         

214 去    紀多福７００    31027 267             紀多福          ゆりちよ３１９  安福久          百合茂          勝忠平          口接            　　　　　　　　 1653606458         

215 去 20 白久茂７０２    31030 264 CABBAH CCCACC 白鵬８５の３    すこみつ５７    安福久          平茂勝          美津福          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1653606472         

216 雌 2 ゆりひさ６８８  31003 291             白鵬８５の３    ゆりひさ３      耕富士          安福久          百合茂          乳房白　　　　　 　　　　　　　　 1653606335 BAHBHHBB

217 雌 2 ふくます６８９  31003 291             百合福久        さちはる３７０  福増            華春福          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606342 BABCAACC

218 雌 1 りょうこほう    31011 283             白鵬８５の３    りょうこ８１６  諒太郎          美津照重        百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606380 HHHCAHBA

219 雌 8 なつこ６９６    31014 280             白鵬８５の３    なつこ          耕富士          美穂国          忠富士          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1653606410 BABBAACC

220 雌 4 かりん６９１    31005 289             福之姫          かりん１４１    百合白清２      福栄            平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606366 BBHCAHCB

221 雌 3 しんじ６９２    31007 287             白鵬８５の３    しんじ          耕富士          茂洋            勝忠平          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1653606373 BAACAHBA

222 雌    はなぞのひさ    31008 286 CHCAHA BABBAA 安福久          はなぞの１０５  美国桜          平茂勝          茂重波          育資            　　　　　　　　 1469517894 CCCACCCB

223 雌    どんぐりひめ    31027 267             福之姫          どんぐり        安福久          平茂勝          安福１６５の９  乳房白　　　　　 　　　　　　　　 1653606441 AACCCBBC

224 去 8 安白平の３      30915 309 BAHCBA CCCCCC 白鵬８５の３    やすひらしげ    平茂勝          安平            誠隆            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1334537750         

225 去 2 光平姫          30927 297             福之姫          ひかりあやめ    光平照          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1574544679         

※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 2 白安姫の３      31001 293             白鵬８５の３    やすひめ３      安福久          美穂国          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1574544686         

227 去    久平白鵬        31004 290             安福久          ふくはくほう１６ 幸紀雄          平茂晴          白清８５の３    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1574544693         

228 去 5 光平白鵬        31012 282             光平照          ふくはくほう１６ 幸紀雄          平茂晴          白清８５の３    供卵牛　　　　　 接舌　　　　　　 1658144719         

229 雌    ひさひらはくほう 31010 284             安福久          ふくはくほう１６ 幸紀雄          平茂晴          白清８５の３    育資            　　　　　　　　 1574544709 CBCHABCH

230 雌 6 おゆきゆり５    30918 306 BBABBH CCCBCH 百合白清２      おゆき４        秀菊安          忠富士          福之国          育資            供卵牛　　　　　 1599494188 CBACAHAC

231 雌 2 はくふくえい    30926 298             白鵬８５の３    よしふくえい    美国桜          安福久          平茂勝          乳房白　　　　　 右後乳頭短小　　 1599494195 BHHHHHBA

232 去 6 百合久花        31014 280 AAAAAA CACHAC 百合白清２      いいはな        安福久          第１花国        安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1599494201         

233 去 1 百合福鵬        31025 269             百合白清２      はくふくふじ    白鵬８５の３    美国桜          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1599494218         

234 去 1 花白桜          30920 304             元花江          はくみやざくら  白鵬８５の３    美国桜          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1629721260         

235 去    百合久福        31005 289             安福久          ゆりふく        百合白清２      福之国          福桜（宮崎）    奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1629721345         

236 雌    ゆりやすの３    31031 263 AHHCAH ABCABC 白鵬８５の３    きたの７６３    百合茂          安福久          勝忠平          育資            奥接　　　　　　 1650308997 AHBAHHCC

237 去    安福平          31021 273 BABBAA HBHCBA 安福久          ひらみ          平茂勝          第１花国        紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650308973         

238 去    安平次郎        31030 264 BABBAA HBHCBA 安福久          ひらみ          平茂勝          第１花国        紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650308980         

239 去    安福茂の９      31031 263 BABBAA HBHCBA 安福久          ひらみ          平茂勝          第１花国        紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650309000         

240 去    白福勝          31107 256             白鵬８５の３    おおちゃん      安福久          勝忠平          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1652209032         

241 雌 3 やすはるほう    31014 280             白鵬８５の３    はるひさ        華春福          安福久          百合茂          供卵牛　　　　　 奥接　　　　　　 1650308959 CBBCBBBA

242 雌    きくみほう      31015 279             白鵬８５の３    きくみふく３    耕富士          福之国          秀菊安          無・乳房白大　　 　　　　　　　　 1650308966 AHHBHHCA

243 雌 2 るみねほう      31017 277             白鵬８５の３    るみね          安福久          勝忠平          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650421801 AHHAHHBA

244 去 2 静増            31104 259             福増            しずか          幸紀雄          勝忠平          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650421818         

245 去 4 桜白鵬          31102 261             白鵬８５の３    さくらのさき    美国桜          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063774         

246 去 4 安白鵬の８      31107 256 BHHBAH CCCABB 白鵬８５の３    ひさかな１      安福久          北国７の８      平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063781         

247 去 5 白安花          31110 253             白鵬８５の３    えみ            安福久          第１花国        平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063804         

248 去 3 白安太郎        31113 250             白鵬８５の３    なおこ          直太郎          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063811         

249 雌 5 はなほうしょう  31014 280       AACBBB 花国茂忠        はるほうしょう  平茂晴          安福久          百合茂          育資            　　　　　　　　 1451063743 CBCCBBHC

250 雌 3 はなみほう      31022 272             元花江          みくにほう      美国桜          白鵬８５の３    安福久          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1451063767 CCCABCBB

251 雌 4 たかひさほう２  31108 255             白鵬８５の３    たかひさ２      百合茂          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063798 AHACAHCC

※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 8 みかこ          31023 271             百合鵬２        みかこ５４の６  勝平正          糸北国          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1637901234 CBBCBACA

253 去 6 花姫勝          30929 295       CCCBCC 菊花久          てるひめ        光平照          平茂勝          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1637901227         

254 去    白耕鵬          31009 285             白鵬８５の３    なつこ          耕富士          美穂国          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1657415001         

255 去    知恵紀雄        31010 284             知恵久          あんこ          幸紀雄          勝忠平          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1657515022         

256 去    百合之鵬        31020 274             白鵬８５の３    ももこ２１１    百合茂          隆之国          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1657515169         

257 去    白茂之鵬        31028 266             白鵬８５の３    ももこ２１１    百合茂          隆之国          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1657515329         

258 去    白茂久          31029 265             白鵬８５の３    みらい１８３    百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1657515343         

259 去    白鵬茂久        31109 254             白鵬８５の３    みらい１８３    百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1657515541         

260 雌    あきこ          31002 292             白鵬８５の３    なつこ          耕富士          美穂国          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1657414875 ABACBACB

261 雌    ちえこ          31003 291             知恵久          あんこ          幸紀雄          勝忠平          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1657414929 BABHHACA

262 雌    やました２４の４ 31005 289             白鵬８５の３    やました２４    安福久          百合茂          美津福          育資            　　　　　　　　 1657414981 AABAAHCC

263 雌    しらほし        31015 279             白鵬８５の３    ほしのあ        百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1657515077 AAHCAACC

264 雌    ももほう        31026 268             白鵬８５の３    ももこ２１１    百合茂          隆之国          安福久          育資            　　　　　　　　 1657515305 BHHBHHBC

265 雌    ももほう２      31027 267             白鵬８５の３    ももこ２１１    百合茂          隆之国          安福久          育資            　　　　　　　　 1657515312 AHHHHHCC

266 雌    みらいほう      31030 264             白鵬８５の３    みらい１８３    百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1657515350 BAHCAHBB

267 雌    みらいほう２    31031 263             白鵬８５の３    みらい１８３    百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1657515374 AAHBAHCB

268 雌    みらいほう３    31101 262             白鵬８５の３    みらい１８３    百合茂          安福久          平茂勝          乳房白　　　　　 　　　　　　　　 1657515381 AHHCHHCC

269 雌 3 たかしらきよ２３ 31105 258             隆福也          ゆりしらきよ２２ 百合白清２      百合白清２      勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1596334098 HAHCBAAC

270 去 3 美白清          31016 278             美国白清        あべんた        百合白清２      福安照          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1596334050         

271 去 7 松風            31028 266 CACHAB ABCABB 元花江          かざみどり      百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645760694         

272 去 3 元花富士        31103 260             元花江          ひかり７２１１  耕富士          美穂国          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645760700         

273 雌 1 あいこ          31004 290             百合福久        あいか４        美津照重        隆福也          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645760687 CBBAAACA

274 雌    はくほう８５の３ 31011 283 BAHCBH CCBCCH 白鵬８５の３    はくほう８５の２ 平茂晴          白清８５の３    平茂勝          育資            左乳頭基部癒着　 1635907832 BCACCACB

275 雌 3 すず            31017 277             百合福久        かずひろ        茂洋            福之国          福桜（宮崎）    育資            　　　　　　　　 1376090848 CBCHHAAB

276 去 7 優福久          31004 290 AABAAB ACCCCC 百合福久        ゆう２          菊福秀          平茂勝          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1376090831         

277 去    耕福増          30919 305             福増            まみ            耕富士          勝平正          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1615912559         

278 去    紀多福久        31108 255             紀多福          きくやす        安福久          美穂国          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1606295128         

※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    きくやすほう    31104 259             白鵬８５の３    きくやす        安福久          美穂国          福之国          育資            　　　　　　　　 1606295111         

※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。


