
鳥取県中央家畜市場セリ名簿
令和４年８月２５日開催

1 去    美代白鵬３      31112 286             白鵬８５の３    みよ            美国桜          百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1628626382         

2 去    紀多福７０５    31104 294             紀多福          ゆりちよ３１９  安福久          百合茂          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606502         

3 去    白久勝１        31105 293             白鵬８５の３    ひさかつ４３    安福久          勝忠平          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1652101039         

4 去    白久勝２        31109 289             白鵬８５の３    ひさかつ４３    安福久          勝忠平          福之国          口接            　　　　　　　　 1652101046         

5 去 1 穂香７０８      31106 292             福之姫          ほのか３９４    白鵬８５の３    徳悠翔          美津照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606533         

6 去    美代白鵬２      31111 287             白鵬８５の３    みよ            美国桜          百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1628626375         

7 去 2 杏奈７１３      31110 288             白鵬８５の３    あんな２０５　◆ 茂久桜          百合茂          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606588         

8 雌 2 あけみ７０９    31106 292             百合福久        あけみ２        美穂国          福之国          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606540 BACCBCCC

9 雌 1 すみれ７１１    31109 289             紀多福          すみれ４３７    白鵬８５の３    耕富士          茂洋            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1653606564 HHAAAHAA

10 雌 15 ひさみつ７０７  31105 293 BABCBH CACBAA 福之姫          ひさみつ        美津百合        安福久          平茂勝          育資            供卵牛　　　　　 1653606526 ABBCBBAC

11 雌 12 ふくひさ６９５  31013 316 BHCHHH CACHAA 百合福久        やました２４    安福久          百合茂          美津福          育資            供卵牛　　　　　 1653606403 CBCHACCB

12 雌 13 れもん７０４    31031 298 HHHCAH HAHCBC 白鵬８５の３    れもん          華春福          百合茂          金幸            育資            供卵牛　　　　　 1653606496 BHAAHHAC

13 雌 1 なりや７０１    31028 301             白鵬８５の３    なりや５３      耕富士          安福久          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606465 CBHCAHCB

14 雌 18 もんちゃん７１２ 31110 288 BAACAA CCCBCC 白鵬８５の３    もんちゃん      百合茂          安福久          平茂勝          育資・供卵牛　　 乳房白大　　　　 1653606571 AAABAHCC

15 雌 2 ゆうこ７１７    31124 274             白鵬８５の３    ゆうこ          耕富士          美穂国          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606625 HHHCAHBB

16 雌 3 あやひめ７１６  31123 275             福之姫          あや１５０      百合白清２      安福久          平茂勝          育資            乳房白　　　　　 1653606618 BBACBBBB

17 雌 10 ゆりこ７０３    31030 299 BBCHAB CCCBCC 百合福久        ゆりこ          百合茂          安平            糸秀            育資            供卵牛　　　　　 1653606489 HHBHABCC

18 雌 8 みくにたかはや  31026 303       CHCBAA 貴隼桜          はしなみ２の２  美国桜          安福久          百合茂          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1647481733 AHBBHAHB

19 雌 5 たかはやてる    31030 299       CACCBB 貴隼桜          みつゆりやす    光平照          百合茂          安福１６５の９  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647481740 BACBABHC

20 雌 4 ちえたかはや    31031 298       CCCBCB 貴隼桜          ふみえ          菊知恵          百合茂          福谷福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647481757 CCCBCCHB

21 雌 1 まいもと        31109 289             舞菊福          もとみくゆり    元花江          百合白清２      美国桜          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647481771 CABBAABA

22 去 8 貴安            31118 280       CACHAA 貴隼桜          ふくさかひめ    安福久          第２平茂勝      第１花国        供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1647481818         

23 去 4 亀亀九          31121 277             白鵬８５の３    ひさひめ        安福久          百合茂          福栄            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1622615542         

24 雌    ひさのゆり      31130 268 CBCAAB ACHCCB 安福久          きたのゆり      百合白清２      北国７の８      安平            育資            　　　　　　　　 1622615559 CBCHBBCA

25 雌    さおり２６９    31108 290 CHACHH CACAAB 白鵬８５の３　　 みさ　　　　　　 安福久　　　　　 安平　　　　　　 平茂勝　　　　　 育資            除角済          1649411042 CCCCCACA

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    さおり２７１    31110 288 CHACHH CACAAB 白鵬８５の３　　 みさ　　　　　　 安福久　　　　　 安平　　　　　　 平茂勝　　　　　 育資            除角済          1540635806 BAABAHCB

27 雌    さおり２７２    31115 283 CHACHH CACAAB 白鵬８５の３　　 みさ　　　　　　 安福久　　　　　 安平　　　　　　 平茂勝　　　　　 育資            除角済・奥接　　 1649411059 BACAABCA

28 雌 4 さおり２７３    31122 276 AAHCAH BCBCCC 白鵬８５の３    みくにひめ      美国桜          百合茂          北国７の８      育資・除角済　　 乳房白・口接　　 1649411066 HAHCBHCC

29 雌    みほゆりもとはな 31105 293 HHHBHH BHABHA 百合白清２      みほこ          美穂国          第１花国        安福１６５の９  育資            　　　　　　　　 1636834946 HAHCBACC

30 雌    はなやひさ３５  31111 287             安福久          はなや３５      平茂勝          北国７の８      糸藤（岡山）    中接　　　　　　 　　　　　　　　 1622615375 BABBBBCB

31 雌    ひさゆり２      31205 263 CBCBBB ACACCC 安福久          ゆりひめ        百合茂          北国７の８      紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645322526 CCBCCBCC

32 去 1 元照鵬          31124 274             元花江          てるはなほう    美津照重        白鵬８５の３    安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645322519         

33 去 10 白北丸          31204 264 BHHCAH CBBCCC 白鵬８５の３    はれだいふく    北乃大福        平茂晴          糸新鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616808         

34 去 2 勝姫勝          31212 256             白鵬８５の３    かつひめ        勝忠平          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616822         

35 去    光白鵬          31102 296             白鵬８５の３    はるなてる      光平照          平白鵬          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647429643         

36 雌 1 みつこゆき      31111 287             光平照          はくこゆき２    白鵬８５の３    安福久          安平照          育資            　　　　　　　　 1622616549 BBACCHCC

37 去 3 五月百合        31029 300             白鵬８５の３    さつきれもんゆり 百合茂          安福久          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616372         

38 去 2 彩月聖          31225 243             白鵬８５の３    さつきひで２    秀菊安          安福久          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622620041         

39 去 5 寿満白久        31117 281 BHAHHH BHHBHH 百合福久        すますまはく    白鵬８５の３    安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616402         

40 雌    らぶはなみち    31201 267             白鵬８５の３    なつはなみち    安福久          第１花国        平茂勝          育資            　　　　　　　　 1622616419 BABBAAAC

41 雌 1 ぎおん          31116 282             白鵬８５の３    おぎん          福之姫          安福久          勝忠平          無・乳房白　　　 　　　　　　　　 1622616396 HAHCCHBC

42 雌    あいす          31114 284             愛之国          やすふく１３１９ 安福久          百合茂          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1437119853 CCCABBCB

43 雌    あすみず        31117 281             福之姫          あすか          美津照重        百合茂          美津福          育資            　　　　　　　　 1437119877 BCCCCAAH

44 雌    あいきく        31120 278             愛之国          やすふく１３１９ 安福久          百合茂          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1437119884 CCCCCCCC

45 雌    きくみつ        31125 273             平茂勝          ふくみ５４      菊照土井        安平            菊安土井        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1437119907 CCCCCCCA

46 雌    あいりす        31128 270             愛之国          やすふく１３１９ 安福久          百合茂          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1437119938 CBBBBACC

47 雌 2 うちざくら      31220 248             美国桜          ５５はなまる１  幸紀雄          華春福          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617164 BBBCBBBA

48 雌 2 おさゆりふく    31030 299             百合福久        おさことゆり２  百合白清２      勝安波          糸北鶴          育資            　　　　　　　　 1622616488 AHABAHCB

49 雌 2 はるさき        31018 311             白鵬８５の３    さきくにはな    幸紀雄          安福久          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1659500408 CHHBHHCC

50 雌 1 はくすまいる    31008 321             白鵬８５の３    すまいる        満天白清        耕富士          安福久          無・異性複数産子 　　　　　　　　 1659500385 BHHCHHCC

※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８月２５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

51 雌    いくみほう      31110 288             白鵬８５の３    いくみ２０８    安福久          美国桜          平茂勝          育資            乳房白　　　　　 0872103458 BAABAHCB

52 雌 3 まりも２        31126 272             白鵬８５の３    まりん          隆福也          勝忠平          福栄            育資            　　　　　　　　 1649411431 CBCBBBAH

53 去 11 大安            31210 258 AAHCBB ACACCC 白鵬８５の３    いとしげかつ    安茂勝          糸富士          福美            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649411448         

54 去 1 龍翔            31214 254             菊花久          ゆきなり        光平照          白鵬８５の３    美津照重        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617034         

55 去 9 百合丸          31201 267 AAACBH BBCCCA 百合白清２      まるも          茂洋            忠富士          安平            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1622617072         

56 雌 10 はくかつ        31201 267 AHHCHH BABAAB 白鵬８５の３    かつゆり        百合茂          安福久          金幸            育資            奥接　　　　　　 1622617065 CBAAAACC

57 雌 1 あさり０６１    31116 282             元花江          しじみ０３７    白鵬８５の３    百合茂          安福１６５の９  育資            乳房白　　　　　 1622616495 CCCBBBCC

58 雌 9 きよしろひら    31123 275 BAHCBH CCCCCC 白鵬８５の３    きよひら        白清８５の３    平茂勝          飛騨白清        育資            供卵牛　　　　　 1622616471 CAHCAHCA

59 雌 6 みずかぜ        31206 262 BAACAH CCCBCC 白鵬８５の３    おちよ          美津百合        上福            福桜（宮崎）    育資            供卵牛　　　　　 1622617119 CBBBAAAC

60 去 10 天地            31119 279 AAHCAA BCBACC 白鵬８５の３    ななゆり        百合茂          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622614439         

61 去 2 白鵬１１の３０  31130 268             白鵬８５の３    すずおみ        安福久          勝忠平          美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616174         

62 雌 2 はくほう１１１３ 31113 285             白鵬８５の３    のばら          百合茂          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616150 AHHBHHCC

63 雌    ゆきりん        31103 295 BHHCAH CBCBBB 白鵬８５の３    ゆきひら２      幸紀雄          安福久          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1364957757 BHHAHHCB

64 去 9 華白茂          31224 244 BAHCAH CCACCC 白鵬８５の３    はなあいか      白清８５の３    百合茂          北国７の８      供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1364957832         

65 去 6 白春福          31117 281 AHHCAA AAACBC 白鵬８５の３    なつみ          華春福          百合茂          金徳            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1354896400         

66 去 6 菊０２９        31016 313       CCCBCC 貴隼桜          きくちえ１      菊知恵          勝忠平          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622614033         

67 去    北千０３１      31105 293             福之姫          さつきほう      白鵬８５の３    安福久          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622614040         

68 去 1 花道０３７      31115 283             知恵久          さきはな３３    幸紀雄          白清８５の３    安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622614057         

69 去    香秀２１の４    31123 275 BHBBHB AHBCAB 美国桜          はるはな        華春福          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622614064         

70 雌 11 ふくのいと      31123 275 AAACBB ABAABC 福之姫          いとはるみ      糸福（鹿児島）  勝忠平          紋次郎          育資            供卵牛　　　　　 1622614071 ACACCCBB

71 雌    かつただざくら  31115 283             美国桜          ただしげかつ７  勝忠平          安福久          金幸            育資            　　　　　　　　 0872436938 BHBBHBCC

72 雌    さたひさ        31122 276             紀多福          ゆめ２６えりか  安福久          百合茂          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 0872436969 AABBABCC

73 雌    みどりのこ１の８ 31208 260 BHHCHH CBBCAH 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            奥接　　　　　　 1622616556 BHBBAHAA

74 去    翠百合福        31203 265             百合福久        みどりのこ２    白鵬８５の３    安福久          白清８５の３    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622614446         

75 去    美国花          31208 260 CBABAC CCABBC 美国桜          はなゆみ        花清国          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649411325         

※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    白清久　　　　　 31104 294             美国白清　　　　 ただひさ　　　　 忠茂勝　　　　　 安福久　　　　　 勝忠平　　　　　 奥縁接　　　　　 奈良県産　　　　 1623411297         

77 去 3 有作            31026 303 BHHCHH CBCBBA 白鵬８５の３    ありさ          安福久          勝忠平          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622614187         

78 雌 5 きくむさし      31012 317       BBBCBB 菊花久          しんちよ６３４  美国桜          百合茂          福栄            育資            　　　　　　　　 1622614149 CBCAAAAH

79 雌 7 みのり          31019 310             白鵬８５の３    はる            安福久          平茂勝          安平            供卵牛　　　　　 奥接　　　　　　 1622614156 AHAHHABC

80 雌 4 あさのこ        31116 282 HHHCHH HHABAB 白鵬８５の３    あさ            華春福          安福久          金幸            育資            　　　　　　　　 1622616099 BBBABAHC

81 雌 6 ひまわり２      31207 261             百合福久　　　　 ひまわり　　　　 勝忠平　　　　　 安福久　　　　　 平茂晴　　　　　 育資            供卵牛　　　　　 1622616846 CBBHACCC

82 雌 1 みどりひさはく１ 31128 270             白鵬８５の３    せきみどりひさ  安福久          平茂晴          白清８５の３    育資            　　　　　　　　 1622614460 AHHBHHCA

83 雌 5 ふくはなこ      31020 309 BBBCBB CCCACC 福之姫          はなひさこ３    安福久          平茂勝          安平            育資            　　　　　　　　 1622614255 BCBCCBCB

84 去 4 福久雪          31021 308 AHBCBA BACBBC 福之姫          ひさこ          安福久          百合茂          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1622614262         

85 去 1 白桜            31115 283             白鵬８５の３    やすみか４６５  美国桜          安福久          美華忠          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622614279         

86 去 16 克正            31126 272 BAAHHA CBHAAB 百合福久        かつしらゆり    勝安波          百合茂          白清８５の３    供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1617845961         

87 去 7 三大            31225 243             白鵬８５の３    ひさゆり        安福久          百合茂          福栄            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1573735511         

88 去 3 明高丸          31216 252             福増            ゆいな          美穂国          秀菊安          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616945         

89 去 4 関百合姫        31119 279 AABAAA HCCCCC 百合福久        ゆいひめ６４    美穂国          忠富士          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622614361         

90 去    福久百合        31124 274             安福久          ほむら９９１７  百合白清２      隆之国          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1619023077         

91 去    光１４４７　　　 31106 292             美国白清　　　　 ひかり　　　　　 勝忠平　　　　　 安福１６５の９　 第２０平茂　　　 奥接　　　　　　 岡山県産        1368594033         

92 去    三朝五郎１４４１ 31112 286             知恵久          ひさ１７        百合茂          安福久          勝忠平          乳座白　　　　　 　　　　　　　　 0872436914         

93 去    北川１４４８　　 31112 286             美津照重　　　　 きたがわ６２６　 平茂勝　　　　　 安平　　　　　　 糸福（大分）　　 岡山県産        　　　　　　　　 1426201408         

94 去    平岡１４５７　　 31113 285             美国白清　　　　 ひかり　　　　　 勝忠平　　　　　 安福１６５の９　 第２０平茂　　　 岡山県産        　　　　　　　　 1368594040         

95 去 2 三朝五郎１４４３ 31113 285             知恵久          さつきばれ      美国桜          百合茂          茂重波          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643151364         

96 去    朝鍋１４５９　　 31116 282             若百合　　　　　 きたがわ６２６　 平茂勝　　　　　 安平　　　　　　 糸福（大分）　　 岡山県産        　　　　　　　　 1645057244         

97 去    三朝五郎１４３９ 31117 281             百合白清２      こぎん          美穂国          安福久          美津照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647449566         

98 去    三朝五郎１４４５ 31118 280             美津照重        かりの          百合茂          安福久          忠富士          乳座白　　　　　 奥接　　　　　　 0872436945         

99 去    小林１４５５　　 31118 280 HHHBHH HHHCHH 百合白清２　　　 はくゆり３４８　 白鵬８５の３　　 百合茂　　　　　 安福久　　　　　 岡山県産        　　　　　　　　 1404767858         

100 去    三朝五郎１４５３ 31119 279             元花江          こでまり        百合白清２      国牽白清        安福（岐阜）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643151371         

※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    大江１４６９　　 31125 273             美津照重　　　　 きたがわ６２６　 平茂勝　　　　　 安平　　　　　　 糸福（大分）　　 岡山県産        　　　　　　　　 1363692543         

102 去    丸山１５０１　　 31125 273             若百合　　　　　 ひかり　　　　　 勝忠平　　　　　 安福１６５の９　 第２０平茂　　　 中接　　　　　　 岡山県産        1420732076         

103 去 1 三朝五郎１４６２ 31127 271             元花江          やまぶき        百合勝安        安茂勝          福谷福          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1643151388         

104 去 2 三朝五郎１４６３ 31128 270             百合白清２      かつこ１０４    華春福          安福久          第２平茂勝      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1651979370         

105 去    雲岡１４８２　　 31129 269             勝早桜５　　　　 しの　　　　　　 金照　　　　　　 利花　　　　　　 北国７の８　　　 岡山県産        　　　　　　　　 1650749448         

106 去 3 三朝五郎１４７３ 31201 267             福之姫          なつはやて      白鵬８５の３    福安照          平茂勝          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1643151395         

107 去    三朝五郎１４７６ 31202 266             百合白清２      よしつつじ３４１ 美国桜          勝忠平          平茂勝          奥接　　　　　　 糊口　　　　　　 1647449627         

108 去    三朝五郎１４７４ 31204 264 BHBHHH BAABAH 百合福久        みつゆり１      美津照重        百合茂          白清８５の３    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1636951797         

109 去    三朝五郎１４７９ 31207 261 AAHCBA ACBCCC 白鵬８５の３    せき５ふたば２  福栄            第２平茂勝      糸北鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647449634         

110 去 6 三朝五郎１４６６ 31207 261 AHHCHH BACAAA 白鵬８５の３    まつみや２６０  百合茂          安福久          福之国          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1655379411         

111 去    三朝五郎１４６１ 31105 293             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1640072105         

112 去    三朝五郎１４６０ 31114 284             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1628812211         

113 去    三朝五郎１５２３ 31121 277             美津照重　　　　 　　　　　　　　 幸紀雄　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      兵庫県産　　　　 1628779897         

114 去    三朝五郎１４７２ 31129 269             美津照重　　　　 　　　　　　　　 安福久　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      　　　　　　　　 0872436983         

115 去    三朝五郎１４７５ 31204 264             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 金太郎３　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      　　　　　　　　 1610773995         

116 雌    しげはな１４２４ 31101 297             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

117 雌 5 ゆり１４３５    31101 297 ABHCBA BCACCB 百合白清２      べっしょ２１１  百合白清２      安平照          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1651979332 BCBCCBBC

118 雌    みつふじ１４２８ 31105 293             美津照重        ふじゆき        幸紀雄          安福久          平茂晴          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1611599464 BABCBAAH

119 雌    こぎん１４４４  31113 285             百合白清２      こぎん          美穂国          安福久          美津照          育資            奥接　　　　　　 1647449542 BCCCCBCC

120 雌    はくみつ１４３７ 31114 284 CABCAH CCCACC 白鵬８５の３    すこみつ５７    安福久          平茂勝          美津福          無・腹～乳房白　 口接            1631410558 CHCAHACH

121 雌    ゆりはな１４４０ 31115 283 HHHBHH BHABHA 百合白清２      みほこ          美穂国          第１花国        安福１６５の９  育資            奥接　　　　　　 1636951810 ABHCCACC

122 雌    ひらおか１４７０ 31122 276             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        1368594071 BCBABAAH

123 雌    みやこ１４５４  31124 274 BCACBA CCCCCB 百合白清２      みやこ          勝安波          白清８５の３    糸福（岐阜）    育資            　　　　　　　　 1647449573 HCACCHAC

124 雌    しろみや１４７１ 31201 267 AHHCHH BACAAA 白鵬８５の３    まつみや２６０  百合茂          安福久          福之国          育資            　　　　　　　　 1509785160 CHBBHHCB

125 雌    みささはなこ　　 31109 289             白鵬８５の３　　 たかはな２９２　 隆之国　　　　　 安福久　　　　　 平茂勝　　　　　 無・産地証明　　 乳房白大・へそ白 1651979400         

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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126 雌 4 もとはなほう    31128 270             百合鵬２        もとはなゆり    百合白清２      安福久          第１花国        育資            供卵牛　　　　　 1622615818 BCHHBHCC

127 去 40 勝清            31129 269 HAHCBA HBHCCB 百合白清２      かつただてる２  勝忠平          美津照          平茂勝          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1639549458         

128 雌 1 みくにしらゆり  31212 256             美国白清        しらゆり        百合白清２      勝忠平          美津福          育資            　　　　　　　　 1578500053 BAAAHACB

129 雌 2 やすふくます３  31120 278 BHBAHH BHHBHH 福増            やすふくはる１  白鵬８５の３    安福久          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1627059846 BHHBHHCA

130 去 5 安福茂の３      31116 282 BAHCAH CCCABB 白鵬８５の３    ひさとゆり      安福久          百合茂          金幸            供卵牛　　　　　 恥骨部白斑      1658144726         

131 去 1 白福波          31112 286             白鵬８５の３    はくしらきよ    安福久          勝安波          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1652209056         

132 去 4 愛白鵬          31119 279             白鵬８５の３    あいと３２２    耕富士          秀菊安          福之国          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1652209087         

133 去 4 隆鵬            31201 267             白鵬８５の３    きさいち        隆之国          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626732665         

134 去 5 福百合          31222 246 ABHCBA BCHCCB 福之姫          ゆりてる        百合茂          白清８５の３    第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626732696         

135 去 3 耕白８８８      31111 287 AHHCAH BBABBB 白鵬８５の３    えとう８８８    耕富士          安秀１６５      第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1599494225         

136 去 7 白茂清８５の３  31119 279 AAHCAH BBBBBB 白鵬８５の３    ゆりかげ        百合茂          白清８５の３    平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1599494256         

137 去    百合福鵬        31211 257             白鵬８５の３    ゆりふく        百合白清２      福之国          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1655621596         

138 雌 4 みらはくほう    31116 282             白鵬８５の３    みら            百合白清２      美国桜          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1655621534 AAHCAHHB

139 雌 1 かぜふくほう    31206 262             百合福久        かぜほう        白鵬８５の３    安福久          勝安波          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1376381083 BABBAACB

140 雌 3 さくらのほう    31017 312 BHABHA HHHCHA 美国桜          あやめ          白鵬８５の３    百合茂          安福久          育資            奥接　　　　　　 1451063750 CBCHHCAC

141 雌 2 みつゆりほう    31124 274             白鵬８５の３    みつゆりしょう  美津照重        百合白清２      第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063842 CBACBHCB

142 雌 5 りな８５の３    31203 265 BHABHH CHCHHA 白鵬８５の３    りな            安福久          勝平正          上茂福          育資            　　　　　　　　 1451063873 AHHCAABA

143 雌 4 あかりはくほう  31204 264 BAACAH CCCCCB 白鵬８５の３    あかり４７      美津照重        平茂晴          安平            育資            　　　　　　　　 1451063880 BABAHHBA

144 去 8 安福百合の３    31119 279 HHHCHH HHBCAC 白鵬８５の３    きたのさき　　◆ 安福久          百合茂          安糸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063828         

145 去 3 白美津３０１１  31121 277             白鵬８５の３    ふみえ３０１１  美津百合        美穂国          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063835         

146 去 4 美国白鵬        31124 274 AHHCAA ABABBC 白鵬８５の３    ささきざくら    美国桜          百合茂          安糸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063859         

147 去 5 安糸平の３      31201 267 BHACAH CBCBCH 白鵬８５の３    やすふくいと    安福久          勝忠平          糸藤（鹿児島）  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063866         

148 去 32 白福茂          31210 258 AHHBHH AHCHHA 白鵬８５の３    ひさほうしょう  安福久          百合茂          平茂勝          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1451063903         

149 去 3 玉百合重２      31031 298 ABBCBH BBCCCA 百合鵬２        たまゆり２      美津照重        百合茂          安糸福          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1637901265         

150 去 4 百合鵬３の７    31105 293 BBBBCA CCCBCC 百合鵬２        くしかの３の７  耕富士          福桜（宮崎）    大将            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1637901272         

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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151 去 3 白菊富士        31112 286 BAHCAH CCCBCB 白鵬８５の３    まきば２７５９  秀菊安          忠富士          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1637901289         

152 去 13 百合平福        31117 281 CBCBBH CCCBCB 百合鵬２        まさだいら      光平照          安福久          平茂勝          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1637901296         

153 去 3 百合茂太郎２    31119 279             百合鵬２        ひろゆり        諒太郎          百合茂          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1637901319         

154 去    白茂隆          31104 294 AHHCHH BBBAAA 白鵬８５の３    ももこ２１１    百合茂          隆之国          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1657515459         

155 去    白福茂          31124 274 AAHCAH BCCBCB 白鵬８５の３    みらい１８３    百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1657515749         

156 去    白福勝          31125 273             白鵬８５の３    ひさかつ４３    安福久          勝忠平          福之国          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1657515770         

157 去    福白鵬          31210 258 BHABHH CACHAA 白鵬８５の３    やました２４    安福久          百合茂          美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1657516043         

158 雌    みらいほう４    31102 296 AAHCAH BCCBCB 白鵬８５の３    みらい１８３    百合茂          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1657515398 CAACHACC

159 雌    みらいほう５    31104 294 AAHCAH BCCBCB 白鵬８５の３    みらい１８３    百合茂          安福久          平茂勝          育資            乳座白　　　　　 1657515442 BHHCHHCB

160 雌    みらいほう６    31107 291 AAHCAH BCCBCB 白鵬８５の３    みらい１８３    百合茂          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1657515503 CAHCAHBC

161 雌    みらいほう７    31122 276 AAHCAH BCCBCB 白鵬８５の３    みらい１８３    百合茂          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1657515701 AHHCHHCB

162 雌    はくひさかつ    31125 273             白鵬８５の３    ひさかつ４３    安福久          勝忠平          福之国          育資            奥接　　　　　　 1657515756 BHBCAACB

163 雌 6 くまひめの３    31106 292 BHHCHH CBCABA 白鵬８５の３    しまひめ        隆之国          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1596334104 CCAABBCC

164 雌 3 ひみこ２        31210 258             白鵬８５の３    ひみしげ        勝茂久          安福久          第７糸桜        乳房白　　　　　 　　　　　　　　 1596334135 BHCBHACA

165 雌 4 りふみくに      31216 252 BBBCBA HBACCB 美国白清        りふ            百合白清２      忠富士          上福            育資            　　　　　　　　 1596334159 CCBCCBHC

166 去 4 安白鵬１６７    31121 277 BHHCHH CACBAA 白鵬８５の３    なかしま        安福久          百合茂          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1596334111         

167 去 2 糸白清の３      31127 271             白鵬８５の３    はくた２の５　◆ 百合白清２      安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1596334128         

168 去 2 花白礼美        31215 253             元花江          はくれみ        白鵬８５の３    勝安波          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1596334142         

169 去    文花            31103 295 CCCBCB ACCCCC 元花江          やまの５５      忠富士          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1449000750         

170 去 1 氣多福久        31130 268             百合福久        なつひさゆり    安福久          百合茂          華春福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645760717         

171 去 9 回生            31205 263 BHHBHA CBBHAC 白鵬８５の３    ゆりまつふく    百合茂          安福１６５の９  糸花            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626454635         

172 雌    みつふく        31123 275 CBCCBH CCACBH 美津照重        ふくふく        福之国          福桜（宮崎）    安平            育資            　　　　　　　　 1655108110 BHCBAHAH

173 雌 1 まりぃ３１      31106 292             紀多福          あやひめまりぃ３ 白鵬８５の３    福王            勝忠平          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1620811519 AABCBHBC

174 雌 10 りんかゆり３０  31124 274 HHHCAA HBHCCC 白鵬８５の３    りんかゆり２    百合茂          安糸福          忠福            育資            　　　　　　　　 1620811533 AHACAHCB

175 去 4 凛花雲          31109 289             大山雲          りんかゆり２３  白鵬８５の３    百合茂          安糸福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811526         

※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 12 綾白鵬２        31215 253 ABHCBA BCBACC 白鵬８５の３    あやひめ        福王            勝忠平          忠福            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811564         

177 去 2 姫藤            31102 296             白鵬８５の３    あきひめ        百合白清２      勝忠平          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620812646         

178 雌 3 さくらこ        31101 297             白鵬８５の３    あきふじさくら  百合白清２      勝忠平          安平            育資            　　　　　　　　 1620812639 BBHCBHAC

179 雌 12 あゆ            31019 310 HHHCAH HBABBB 白鵬８５の３    ますみ          益金平          菊平（鹿児島）  金幸            無・腹白　　　　 乳房大白　　　　 1578213182 BBACBACA

180 雌 5 ひかり４５      31028 301 BHHCHH CACAHB 白鵬８５の３    すうぱあすたあ  安福久          勝忠平          安平            育資            　　　　　　　　 1578213106 CBBCBHCC

181 去 5 日向夏３        31103 295 BHABHH CBCHBB 白鵬８５の３    れんじゃあ      安福久          福之国          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213113         

182 去 2 錆兎０２        31119 279             白鵬８５の３    ゆりひさ２      安福久          百合白清２      北国７の８      中接　　　　　　 　　　　　　　　 1578213557         

183 去 1 武丸            31110 288             大山雲          たけまさ２５    知恵久          白鵬８５の３    百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213519         

184 去 1 嘉姫            31111 287             白鵬８５の３    りんごひめ      福之姫          勝早桜５        安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213526         

185 去 7 義文君０７      31203 265 BHACAH CBCBBB 白鵬８５の３    やすふくゆり    安福久          勝忠平          美津福          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1578213571         

186 去 2 姫福福０２      31130 268             白鵬８５の３    ひめふくふく    安福久          百合白清２      福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213564         

187 去 2 柚希０２        31203 265             白鵬８５の３    ゆずき４        美津照重        百合白清２      勝安波          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213588         

188 去 3 杏太郎          31204 264             元花江          あんな          白鵬８５の３    華春福          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209468         

189 去 7 幸太郎          31211 257 AHHCHH BHBAHH 白鵬８５の３    やすみ          隆之国          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1639209475         

190 雌 4 せいこ          31105 293 BHBAHA BACCBB 百合福久        ちかこ５５の１  美穂国          福之国          忠富士          育資            　　　　　　　　 1578213694 CBBBABCB

191 雌 5 はなみなみ      31111 287 CHCHHA CBCHAC 百合福久        はなひさ　　　◆ 百合白清２      第１花国        紋次郎          育資            　　　　　　　　 1578213700 BHCAAABC

192 雌 2 かおり          31114 284             白鵬８５の３    もか            美津照重        安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811748 AABCBBCH

193 去 4 翔              31103 295 BHAAHH CHCHHB 白鵬８５の３    ひさはな        安福久          美華忠          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811717         

194 去 4 冬彦            31126 272 AHHCAH ABACBA 白鵬８５の３    ふたば３３      耕富士          美穂国          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620812295         

195 去 11 晴白鵬          31202 266 BBACCA CCCCCC 白鵬８５の３    やすひらはる    平茂晴          安平            第２０平茂      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578214080         

196 去 8 柴白姫          31214 254 AAHCAH BCACCB 白鵬８５の３    しばひめ３８３３ 隆之国          勝忠平          第３寿高        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811540         

197 去    徒卯枡          31201 267             美国桜          よしみ          平茂晴          忠富士          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213779         

198 雌 9 つゆみらい      31107 291       BCCBCC 百合未来        つゆなつ        茂重安福（岐阜） 第２平茂勝      幸春            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213755 AACBBCHA

199 雌 6 ゆりはく        31117 281             白鵬８５の３    ひめゆり        百合茂          美穂国          福桜（宮崎）    育資            供卵牛　　　　　 1578213762 BABAHABB

200 去    煌煌            31027 302             安福久          はくおおろら    白鵬８５の３    美国桜          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1643169536         

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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201 去 1 鵬穂            31111 287             白鵬８５の３    みつほ          美国桜          安福久          平茂晴          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1630494528         

202 去 1 知恵凛          31014 315             知恵久          えすりん        白鵬８５の３    安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630494467         

203 去 5 白聖香          31124 274 BHHCAA CBCBBC 白鵬８５の３    くろこすま      聖香藤          菊花国          美津照          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1639527890         

204 去 1 美国醍醐        31214 254             美国白清        ひろしらきよほう 白鵬８５の３    百合白清２      安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1391700128 CABAHHAA

205 去 9 名和白菊勝      31211 257 BAACBB CCCCCC 白鵬８５の３    みお            菊花国          茂勝            北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1466656398         

206 去    名和白久花３    31211 257 BAACAA CCCBBC 白鵬８５の３    なわひさはな    安福久          第１花国        茂重桜          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1645437091         

207 去 4 白百合          31201 267 CABBAA AAHCBA 元花江          ゆりりん        白鵬８５の３    百合茂          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1637019656         

208 雌 10 はな            31202 266 AAHCBA BCCBCC 白鵬８５の３    はなくにてる    第１花国        勝忠平          安福１６５の９  育資            奥接　　　　　　 1637019663 HBHCCHCC

209 雌 12 せきはくほう    31215 253 BBACCB CCCCCC 白鵬８５の３    せきふく        茂重安福（岐阜） 東気高          但馬            育資            　　　　　　　　 1365883406 CBACBBBC

210 去 11 勝白鵬          31130 268 ABHCBB BCBCCC 白鵬８５の３    かつこ          平茂勝          安福１６５の９  紋次郎          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1601912457         

211 去 6 須実玲１８      31019 310 BAHCAH CBCCBB 白鵬８５の３    すみれ          安福久          平茂勝          神高福          無・恥骨部白斑大 奥接　　　　　　 1630179180         

212 去 10 白菊丸          31030 299 AAHCBA ACCCCC 白鵬８５の３    しげさくら１    菊花国          茂勝            茂重桜          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1630179197         

213 去 13 鵬流２１        31122 276 AAHCAA BBBCCC 白鵬８５の３    ほうりゅう      福之国          福桜（宮崎）    安平            奥接　　　　　　 恥骨部白斑      1630179210         

214 去 4 万里鵬２２      31126 272             白鵬８５の３    まりも          美穂国          忠富士          隆桜            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1630179227         

215 去 8 律樹            31101 297       CBCBBA 百合未来        まろん          光平照          百合茂          美津福          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1546751739         

216 去 1 麗              31118 280             隆福也          かのん          愛之国          安茂勝          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1546751777         

217 雌 4 ろまんす        31119 279             福之姫          ぎん            百合白清２      勝忠平          美津照          育資            　　　　　　　　 1546751784 BBACCHBC

218 雌 1 わっふる        31120 278             美国白清        ありす          白鵬８５の３    北平安          百合茂          育資            奥接・除角済　　 1546751791 CAACHHAH

219 雌    びびあん        31106 292             福之姫          ぷらだ９０      安福久          勝忠平          紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626568592 CCCCCBAB

220 雌 2 りばいばる      31124 274             白鵬８５の３    せいら          幸紀雄          百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1646968631 AHHCHHCC

221 雌 3 ほろよい８６    31019 310             白鵬８５の３    あずき          幸紀雄          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1644700868 CHHBHHCA

222 雌 2 ひかるはぴねす  31115 283             百合福久        ゆいゆいはぴねす 白鵬８５の３    安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1634855844 CBCBBBAH

223 雌 2 ふくふくもみじ２ 31026 303             久福也          もみじはぴねす１ 白鵬８５の３    安福久          平茂勝          乳房白　　　　　 奥接　　　　　　 1634855813 CABCAHCA

224 去 6 秋鵬            31117 281 BAACAH CCCBCB 白鵬８５の３    みつしげ        美津照重        茂勝栄          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1634196725         

225 去 11 飛丸            31110 288 BBACBA CCCCCC 白鵬８５の３    あやしげ        安平久          平茂勝          第５隼福        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622717406         

※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 一二三          31203 265             元花江          みいこ          白鵬８５の３    百合茂          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1595447195         

227 去 1 大山乃星        31205 263             大山雲          もとはなみつり  元花江          白鵬８５の３    百合茂          奥接　　　　　　 左耳切れ　　　　 1595447201         

228 雌 5 みそら          31212 256 HBBCCB HCACCB 大山雲          ゆりさくら      百合白清２      平茂勝          安福１６５の９  育資            　　　　　　　　 1547747212 CCCCCCAB

229 雌 6 はくまりな      31116 282 BHABHH CBCHBB 白鵬８５の３    まりな          安福久          福之国          福桜（宮崎）    育資            　　　　　　　　 1645749255 CHHCHHCH

230 雌 11 めぐゆりふく    31117 281 BBBBBB BCBCCC 百合福久        めぐみ          鉄平            平茂勝          神高福          育資            　　　　　　　　 1645749262 ABABBACC

231 雌 1 ゆらら          31126 272             美津照重        らら            白鵬８５の３    百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645749286 CABCBHCH

232 去 3 芳白鵬          31124 274             白鵬８５の３    ひさはな        芳之国          安福久          百合茂          奥接　　　　　　 恥骨部白斑      1645749279         

233 去 1 情熱大陸        31115 283             美津照重        しろさちひめ    白鵬８５の３    隆之国          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645749248         

234 去 4 福姫紅葉        31202 266 ABACBA BCABCB 福之姫          ひめもみじ      百合白清２      平茂勝          安福（岐阜）    奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1651923908         

235 雌 3 そると          31013 316             白鵬８５の３    みつひさ        美津照重        安福久          茂洋            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620668922 CAACAHBA

236 雌 9 はる            31023 306 BHHBHH CHBHHH 白鵬８５の３    てるこ          安福久          勝忠平          美津照          育資            供卵牛・奥接　　 1620668946 AHHBHHCC

237 雌 1 ひまり          31029 300             白鵬８５の３    みつほ１１      勝早桜５        平茂晴          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620668977 AAHCAHCC

238 雌 1 める            31031 298             白鵬８５の３    みっちゃん      美津照重        百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620668984 CABCBACA

239 雌    いいこ          31105 293 BAHCAH CCCBBB 白鵬８５の３    がいなほうしょう 安福久          平茂勝          神高福          育資            奥接　　　　　　 1620668991 AHACBHCC

240 雌 2 こどう          31126 272             福之姫          にしたに８５７３ 白鵬８５の３    白清８５の３    平茂勝          育資            　　　　　　　　 1634269092 AAACCHCB

241 雌    やすゆり        31108 290 HAABAH BABBAA 百合白清２      やすふくかつ    安福久          平茂勝          第５隼福        育資            　　　　　　　　 1650787211 BHBHHHCC

242 雌    ゆりふくかつ    31112 286 HAABAH BABBAA 百合白清２      やすふくかつ    安福久          平茂勝          第５隼福        育資            　　　　　　　　 1650787235 AAACBBCC

243 雌 1 はくほうざくら  31210 258             白鵬８５の３    やすざくら      美国桜          安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1650787280 BABCBHBB

244 去 2 新栄            31203 265             白鵬８５の３    しんさかえ４の３ 幸紀雄          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650787266         

245 雌 8 あかりのひめ    31024 305 BHACHH CACAAC 白鵬８５の３    あかり          安福久          北国７の８      安平            育資            　　　　　　　　 1370692574 CAACHHCB

246 雌 11 しばはくほう２  31108 290 AAHCAA BCCBCC 白鵬８５の３　　 もも３の２の３　 百合茂　　　　　 美津福　　　　　 平茂勝　　　　　 育資            　　　　　　　　 1652101930 CCCCCCAA

247 雌 17 はな            31119 279 AAHCBH BCBCCC 白鵬８５の３    さくら          安糸福          平茂勝          神高福          無・腹白大　　　 へそ白・奥接　　 1335638234 BHACAHBC

248 雌 7 しま６          31114 284 BHABHH CACHHB 白鵬８５の３    しま            安福久          平茂勝          忠福            無・乳房白大　　 奥接　　　　　　 1337587424 BHAAHHCA

249 去 1 万太郎          31206 262             白鵬８５の３    たまの          美国桜          耕富士          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1565203738         

250 去 2 白福久          31229 239             白鵬８５の３    やよい３        安福久          平茂勝          安平            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1376160268         

251 去 6 幸花            31101 297 AAHCAH BCHBCB 白鵬８５の３    はなふく        福華１          福栄            北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1467477213         

※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 去 3 糸百合福        31201 267             百合福久        いとはくほう    白鵬８５の３    糸福（鹿児島）  安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1570177222         

253 去 2 福百合鵬        31203 265             百合福久        すみれ          白鵬８５の３    百合茂          飛騨白清        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1570177239         

254 去 3 翔平            31020 309 CBCBBB HBHCBC 元花江          まちこ１        華春福          安平            平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1341700864         

255 去 1 寿夫            31128 270             白鵬８５の３    とし            元花江          千代桜          神徳福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1537467434         

256 去 5 壮太            31201 267 BHHCAH CBCABA 白鵬８５の３    はつこゆき      安福久          勝忠平          菊安（事業団）  供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1338187463         

※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。


