
鳥取県中央家畜市場セリ名簿
令和４年９月２９日開催

1 去 10 大雪            40114 258 BABHAH CCBBBA 百合福久　　　　 くまみつのいね５ 白清８５の３　　 光平福　　　　　 糸福（岐阜）　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626454642         

2 去    菊安８５の３    31208 295             白鵬８５の３    きくやす        安福久          美穂国          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1606295135         

3 去 6 久白鵬          31215 288 AHHCAH BBCABB 白鵬８５の３    かわいやりんご  安福久          第１花国        平茂勝          恥骨部白斑      　　　　　　　　 1601783880         

4 雌 4 はれるや        40120 252             白鵬８５の３    はるふく        晴茂平          菊福秀          福之国          育資            　　　　　　　　 1376090855 CCBBBBBC

5 雌    はくほう５      31214 289             勝忠平          はくほう３      幸紀雄          平茂晴          白清８５の３    育資            　　　　　　　　 1615912573 BBBCCBHC

6 雌 3 ざくろ          31223 280             白鵬８５の３    さくら          美国桜          勝忠平          安平            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1651000265 AHACAHCC

7 雌 3 はるな          40108 264             白鵬８５の３    はるか６１      耕富士          福桜（宮崎）    福茂            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1652500276 AHHCAACB

8 雌 3 みのり          40114 258             白鵬８５の３    みのまさ１１８  美国桜          忠富士          隆桜            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1652500283 AHHCHHAB

9 雌 1 ほのか          40118 254             白鵬８５の３    みほかね２の１  満天白清        耕富士          美穂国          乳座白　　　　　 　　　　　　　　 1530720116 AHHCHHCC

10 雌 6 はくえいこ      40115 257 AAHCAH BCBACB 白鵬８５の３    えいこゆり      百合茂          安福（岐阜）    平茂勝          育資            　　　　　　　　 1427745802 BBHCBBAC

11 去 2 福安平          40108 264             福之姫          やよい２        安福久          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1658144733         

12 去    久平白鵬１      40110 262             安福久          ふくはくほう１６ 幸紀雄          平茂晴          白清８５の３    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1658144740         

13 去 5 安福鵬の３      31222 281 CHACAH CBCABA 白鵬８５の３    ひさきよ        安福久          白清８５の３    光平福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1628380857         

14 去    松福桜          31217 286 BBBBBB BCBCCA 美国桜          まつふくひさ    安福久          平茂勝          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1652209117         

15 去    隆之弓          31220 283 CCBCCC BCBCCC 隆之国          なおか          飛騨白真弓      安福（岐阜）    糸晴波          奥接　　　　　　 恥骨部白斑      1652209124         

16 雌 3 やすひらひめ    40106 266             福之姫          やすみ          安福久          平茂勝          第１花国        育資            　　　　　　　　 1652209148 HCCCCBCB

17 雌 1 ゆりかねざくら  31212 291             百合白清２      よしかね        美国桜          百合茂          安福久          左耳切れ　　　　 　　　　　　　　 1599494263 CCBCCCAC

18 雌 6 ゆりふくほう    40105 267 AHHCHH AHBAHH 白鵬８５の３    ふくゆり        百合茂          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1599494287 BBHCBACC

19 雌 4 くろのじえねしす 31209 294             白鵬８５の３    ゆりひさ        安福久          百合茂          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626732689 CHABHHCB

20 雌 3 えふふおりあ    31213 290             白鵬８５の３    ゆりひら        安福久          勝忠平          第５隼福        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626732672 BAHBHHCB

21 雌 6 第３にしまつの３ 40112 260 BAHCAA BCBBCC 白鵬８５の３    第３にしまつ    安茂勝          北平安          高森            育資            　　　　　　　　 1451063897 CBHCAAAA

22 雌 4 みたひらほう    40114 258 AHHCAH AABCCA 白鵬８５の３    みた            光平照          勝忠平          安福１６５の９  育資            　　　　　　　　 1451063927 BHBCBABB

23 雌 10 ふくゆりざくら  40116 256       ACBCCC 福勝忠          ゆりざくら      百合茂          安福２００２    北国７の８      育資            　　　　　　　　 1451063934 CCCCCCAC

24 去 3 白福茂２        40114 258             白鵬８５の３    のりひさ２      安福久          百合茂          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063910         

25 去 2 桃百合８５の３  40203 238             白鵬８５の３    ももゆり        百合茂          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1451063965         

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 去 4 部瑠４          31208 295 BHHCHH CBABAB 白鵬８５の３    うめさくら３    耕富士          福之国          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650421849         

27 去 8 勝白鵬          40106 266 BBHCBA CCCCCC 白鵬８５の３    第１１かつゆき  勝安波          高森            糸北鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630773326         

28 去 8 白平幸鵬        40121 251 BAHCAA CCCABC 白鵬８５の３    めろんぱんな    安平幸          安平            忠福            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630773333         

29 雌 1 はな３          31220 283             元花江          はな２          百合白清２      安福久          平茂勝          無・右乳頭癒着  　　　　　　　　 1606295197 BCCHCCCB

30 雌 1 ちよこ１        31118 315             菊花久          ちよ            白鵬８５の３    耕富士          秀菊安          育資            　　　　　　　　 1637901302 CBBBAACH

31 雌 1 きくちくし      31203 300             菊花久          はなちくし      隆福也          百合白清２      百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1637901326 CBBCBACC

32 去 4 百合福桜        31205 298 ABABCA BCBCCC 百合鵬２        ふくさくら      福安照          百合茂          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1637901333         

33 去 3 安忠光２        31205 298             百合鵬２        とちひかり      安福久          勝忠平          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1637901340         

34 去 2 若白安          31228 275             白鵬８５の３    さつまりこ      諒太郎          秀菊安          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1637901357         

35 去 3 平光津鵬２      31123 310             百合鵬２        さつき          美津照重        平茂晴          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 0870780408         

36 去    光花江          31228 275 CACAAA CACBHH 元花江          ちくし          光平照          百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 0870780453         

37 去    百合光２        40105 267 BBBCCH CCCCCA 百合鵬２        みつふじ        光平照          忠富士          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 0870780460         

38 去 6 勝鵬１１１１    40113 259 BABBAB BAHCAA 勝茂久          はくほう１１１１ 白鵬８５の３    福之国          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 0870780507         

39 去    芳白鵬          31231 272 BBHCBA CCCCCC 白鵬８５の３    よしふく２      芳之国          福栄            平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1657516357         

40 去    百合福鵬        40103 269 BHAAHH BAHCHH 百合福久        ひえはくほう    白鵬８５の３    北平安          福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1657516418         

41 雌    ひえゆりふく    40103 269 CBCAAA CCCCCB 百合福久        みやこ          勝安波          白清８５の３    糸福（岐阜）    育資            　　　　　　　　 1657516425 CBCHABBA

42 雌    ひさふくほう２  40103 269 CHBBHH CACHHC 白鵬８５の３    ひさふく１      安福久          糸福（大分）    田森土井        育資            　　　　　　　　 1657516463 CBCHHACA

43 雌    ひさふくほう    40110 262 CHBBHH CACHHC 白鵬８５の３    ひさふく１      安福久          糸福（大分）    田森土井        無・乳房白大　　 　　　　　　　　 1657516593 CBCAABCC

44 雌    ひさふくほう３  40120 252 CHBBHH CACHHC 白鵬８５の３    ひさふく１      安福久          糸福（大分）    田森土井        育資            　　　　　　　　 1657516661 CACAHACB

45 雌 2 しろたしらきよ  40117 255             美国白清        しろた          百合白清２      秀菊安          忠富士          育資            　　　　　　　　 1596334210 CCBCCBBC

46 去 1 美国満天        31227 276             美国白清        やすこ３の７    満天白清        忠富士          福之国          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1596334173         

47 去 4 美百合白清１７  31229 274 BBBBBA HAABBA 美国白清        きしん          百合白清２      安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1596334180         

48 去 2 美国白鵬８５７  40107 265             美国白清        ゆりほう８５７  百合白清２      安福久          平茂晴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1596334197         

49 去 1 百合美国        31207 296             百合福久        はなはな        美国桜          花清国          飛騨白清        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645760724         

50 雌 4 さちふくはな    31213 290             元花江          さちふくさら    白鵬８５の３    安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1645760731 CBBCBACB

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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51 雌 3 いとよしほう    40112 260 BAHCAH CCCCCC 白鵬８５の３    いとよし９      隆之国          安平            隆桜            育資            奥接・乳房白　　 1645760748 CHHCHABA

52 雌 3 しらひな        31129 304 BHHCHH CBABAA 白鵬８５の３    ひなこ          隆之国          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1630494535 CBACBHCA

53 雌 1 ゆり            31205 298             百合鵬２        ひめ            福之姫          白鵬８５の３    安福久          奥接　　　　　　 乳房白　　　　　 1630494566 HCACCCBB

54 雌 3 ひじり          31225 278             百合福久        ふゆこ          華春福          安福久          百合茂          奥接　　　　　　 右耳切れ　　　　 1630494603 BABHHBCC

55 去    冬白国          31203 300             白鵬８５の３    くにこ          美国桜          喜亀忠          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630494542         

56 去 2 布優乃          31204 299             白鵬８５の３    ももふくひさ    安福久          百合茂          金幸            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1630494559         

57 去 14 澄晴            31215 288 BHACHH CACAAB 白鵬８５の３    さゆり７３      安福久          福之国          安平            供卵牛　　　　　 奥接　　　　　　 1630494580         

58 去    深希晴          31220 283 AHHCHH AABBAA 白鵬８５の３    すまほ          百合茂          安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1630494597         

59 去 3 雪之丞          31227 276 BHAAHH BBHCBB 百合福久        しおり          白鵬８５の３    安福１６５の９  平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630494610         

60 去 2 北光            31228 275             百合鵬２        たかおおろら    隆福也          白鵬８５の３    美国桜          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630494627         

61 去 7 寒月            40125 247 HAHCBH HCBCCC 白鵬８５の３　　 なつの　　　　　 百合茂　　　　　 糸北鶴　　　　　 富士森　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 1390977231         

62 去 4 冬星            40125 247 BHBBHH BAACBH 百合福久        あきうらら      白鵬８５の３    美津照重        糸北鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1390977248         

63 去 1 節分蘭          40203 238             元花江          ふりいじあ      美津照重        百合茂          安平照          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1390977255         

64 去 12 白鵬王２        31211 292 BHHCHH CACCBB 白鵬８５の３    あつひめひさ    安福久          金幸            安平            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1634855868         

65 去 2 凛凛福也２      40102 270             久福也          りりはぴねす    白鵬８５の３    安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1634855875         

66 雌 1 こなべっち８８  31108 325             白鵬８５の３    さくらこ        美国桜          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1576300884 BBACBABC

67 雌 1 あぽろん        31219 284             美国白清        いずみ          白鵬８５の３    安福久          百合茂          育資            奥接・除角済　　 1388151834 CCCBBACC

68 雌 2 えるも          31225 278             元花江          たいよう        白鵬８５の３    福白清          北平安          育資            奥接・除角済　　 1388151865 CCBCBCCB

69 雌 10 おんりい        31225 278 CCBBBB CCBBBC 美国白清        すずらん        北平安          百合茂          勝忠平          供卵牛　　　　　 除角済          1388151872 CCACBAHH

70 去 4 一休            31222 281 BHBAHH CAACAH 百合福久        せん            白鵬８５の３    安福久          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1388151841         

71 去 1 打吹            31224 279             元花江          ぐりん          白鵬８５の３    高森            百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1388151858         

72 去    黒之創世記      31229 274             白鵬８５の３    ゆいこ          安福久          百合茂          平茂晴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626568615         

73 去 10 三原色          31213 290 CHABHH CBCHHB 白鵬８５の３    やすひらひさ    安福久          安平            忠福            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1648717411         

74 去    瑞花２          31204 299 CACBAA BHACHH 元花江          みずかぜ        白鵬８５の３    安福久          勝安波          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1634196732         

75 雌    さざんか        31228 275 AHHCAH BHACHH 百合白清２      みずかぜ        白鵬８５の３    安福久          勝安波          育資            　　　　　　　　 1634196749 BCAHBACC

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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76 雌 2 ほのか          31222 281             白鵬８５の３    ひめぎく        百合茂          美穂国          福之国          育資            奥接　　　　　　 1586806048 HAHCBBAB

77 雌 1 ゆりゆりはく    31203 300             白鵬８５の３    ゆりゆりざくら  美国桜          百合茂          安福久          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1645749293 BHHCHHAC

78 雌 4 あぐねす        31206 297 HHHCHA HAHCBC 白鵬８５の３    じゅん１の４    華春福          忠茂勝          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1645749309 AHHCAHBB

79 雌 7 さえこ          31212 291 BAACAA CCCBCC 白鵬８５の３    ひさこ          安福久          勝忠平          神高福          育資            　　　　　　　　 1645749316 CHAAHHCB

80 雌 1 らんこひめ      31215 288             白鵬８５の３    らんこ          美国桜          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645749323 BHAHHACC

81 雌 6 ゆきの          31221 282             白鵬８５の３    みさ            茂洋            第２平茂勝      茂勝            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645749330 BBABBCBC

82 雌 5 おとみ          31225 278             白鵬８５の３    ふくはな        安福久          百合茂          忠茂勝          口接            　　　　　　　　 1645749354 CHCAHBBB

83 去 1 初春白鵬        40101 271             白鵬８５の３    ふくさくら      美国桜          安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1645749378         

84 去 2 王羅            31215 288             白鵬８５の３    なおよし        直太郎          光平照          寿恵福          同性複数産子    　　　　　　　　 1651923915         

85 去 3 王輝            31215 288             白鵬８５の３    なおよし        直太郎          光平照          寿恵福          同性複数産子    　　　　　　　　 1651923922         

86 去 4 寒太            40122 250 AHABHA AHHCAB 百合福久        りん            白鵬８５の３    平茂勝          神高福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1428162622         

87 去 3 快晴            40110 262             大山雲          つむぎ          白鵬８５の３    百合茂          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1547747229         

88 雌 7 わすけ          31201 302 BAHCAH CCCBCC 白鵬８５の３    はたいけ        美国桜          白清８５の３    平茂勝          育資            　　　　　　　　 1634269108 CCCCCBCB

89 雌 1 ここな          31202 301             白鵬８５の３    ひめだいふく    福之姫          北乃大福        忠富士          育資            　　　　　　　　 1634269115 AHHCAHBB

90 雌 1 なないろ        31208 295             白鵬８５の３    ばいがえし      美国桜          勝忠平          安福久          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1634269139 HHHCAACB

91 雌 8 はくせん４      31208 295             白鵬８５の３    ゆりせん        百合茂          安福久          平茂勝          育資            供卵牛　　　　　 1634269146 BBHCBACC

92 雌 1 さるとびはく    31211 292             白鵬８５の３    さるとびはな    幸紀雄          安福久          勝忠平          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1634269153 BABAAACC

93 雌 4 まかろん        31220 283 BAHCAH CCCCCB 白鵬８５の３    かつひさ５２６  幸紀雄          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1644869176 CHCBAABB

94 雌 1 りさこ          31224 279             白鵬８５の３    ３９たに１３８４ 福之姫          安福久          安平照          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1644869183 BAACBHCC

95 雌    しろべえ４      40107 265             白鵬８５の３    ふくべえの２    福之姫          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1644869268 ABHCBHCC

96 雌    やすきよ        40129 243 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            　　　　　　　　 1650787310 BABCAACC

97 去 4 花福勝          40120 252             福勝忠          はなざくら      第１花桜        安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1650787297         

98 去    久虎            40121 251 CBCABB ACBCCC 安福久          いわどゆり      百合茂          第１花国        安平            右もも刺毛　　　 　　　　　　　　 1650787303         

99 去 2 吉丸２５        31214 289             白鵬８５の３    たねきち２５    百合茂          安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1654679253         

100 去 2 百音清２７      31227 276             白鵬８５の３    まりもね        百合白清２      美穂国          忠富士          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1654679277         

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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101 雌 9 ひなみ２３      31129 304 BHABHH CHCHHA 白鵬８５の３    ひとみ          安福久          百合茂          第１花国        育資            奥接　　　　　　 1630179234 BHBBHHCB

102 雌 14 きよちよ２４    31211 292 AAHCBB ACACCC 白鵬８５の３    きよこの３の１  千代桜          第２０平茂      神高福          育資            奥接　　　　　　 1654679246 BHHAHHAB

103 雌 13 いわぶせのいぶ  31224 279 HAHCBA HCBCCC 白鵬８５の３    ゆり            百合茂          糸新鶴          茂裕            育資            　　　　　　　　 1601912464 CBBCBBCC

104 雌 5 いわぶせのかぜ  40107 265 BAHCAA CCCABC 白鵬８５の３    ふうか          福増            平茂勝          安福１６５の９  育資            奥接　　　　　　 1601912488 BAHAHHCB

105 雌 5 いわぶせのつばき 40109 263 HAHCAA HAHCBB 百合白清２      はづき          白鵬８５の３    千代桜          福栄            育資            奥接　　　　　　 1601912495 BBBAAHHC

106 去 3 岩伏乃白雪      40104 268             百合白清２      はくほうのひかり 白鵬８５の３    千代桜          福栄            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1601912471         

107 去 6 雪白清          40127 245 HBHBBB HCBBCC 百合白清２      あかり          千代桜          福栄            福桜（宮崎）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1601912518         

108 去 4 白清元          31215 288 CBCAAA CCAABA 元花江          だいせん２はく  百合白清２      勝安波          勝大山          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1630749055         

109 去 4 白百合          31201 302 CABBAA AAHCBA 元花江          ゆりりん        白鵬８５の３    百合茂          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1637019656         

110 雌 13 なわしろひさ４  31206 297 BHHCHH CABAHB 白鵬８５の３    第２ふく        安福久          平茂勝          第５隼福        育資            供卵牛　　　　　 1466656381 BAHCAACB

111 雌    ひろはくほう１３ 40130 242 AHHCHH AHBCAH 白鵬８５の３    ひろふくひさ１  安福久          勝忠平          美津福          育資            　　　　　　　　 1628297025 CHBAHHCB

112 雌 2 まさみ          31210 293             百合福久        つばき          白鵬８５の３    百合茂          北国７の８      育資            　　　　　　　　 1454380410 BHCAHBAC

113 雌 4 ゆりひらしげ    40127 245 AAHCBH BCACCB 白鵬８５の３    こゆき          百合白清２      福栄            平茂勝          育資            奥接　　　　　　 1334548916 CAAAHHBC

114 去 7 百合勝忠        40112 260       BCCCCC 福勝忠          あゆたから      百合茂          福栄            平茂勝          尻尾刺毛　　　　 　　　　　　　　 1376160275         

115 去 7 安白鵬          40125 247 BHACAA CBCCBC 白鵬８５の３    ゆみこ          安福久          勝忠平          安平            無・腹白　　　　 奥接　　　　　　 1376160282         

116 雌 5 てるこ          31223 280 BAHCAH CCCBCB 白鵬８５の３    てるちよ        美津照重        千代桜          平茂勝          育資            奥接　　　　　　 1537467441         

117 雌 5 ちかれった      31228 275 BAACAH CCCBCC 白鵬８５の３    ばんび          美津照重        金幸            平茂勝          育資            　　　　　　　　 1341700871 AHCCBACA

118 去 7 陸              40111 261       CCCABB 福勝忠          しぇりぃ        隆之国          百合茂          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1341700888         

119 去 6 白鵬平安        31212 291 AHHCHH AHABHA 白鵬８５の３    ゆりひらやす    北平安          百合茂          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1570177246         

120 雌 9 こはる          40108 264 BAHCAA CCBBBC 白鵬８５の３    ひなた          福華１          安平            糸秀            育資            　　　　　　　　 1570177253 BBHAACBA

121 雌 1 かなえ          31207 296             白鵬８５の３    れいな          美国桜          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1338187470 BHABHACB

122 去 5 壮太            31201 302 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         

123 去 6 陵侑            40118 254 BABCBA CCCBCC 白鵬８５の３    みま            安福久          平茂晴          美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1646745843         

124 去 6 歩夢            40119 253 BHACAH CBCABB 白鵬８５の３    なお            安福久          勝忠平          美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1646745850         

125 去 3 鵬久忠          40125 247             白鵬８５の３    さつき          安福久          勝忠平          美津福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1646745867         

※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 8 川崎３１        40116 256 BBACBH CCCCCC 白鵬８５の３    みつき          第２平茂勝      美津福          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1589226171         

127 去 3 白久清          31119 314             百合白清２      はくひさこ２    白鵬８５の３    安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1577885502         

128 去 11 福美福          31224 279 BAACAA CCCCCC 白鵬８５の３    すずかふくみ    福栄            安平            隆桜            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1370692581         

129 去 1 春次郎          31226 277             白鵬８５の３    はるみさ        美国桜          華春福          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1519333603         

130 雌 4 べっぴんさん    31201 302 AHHAHH BHBAHA 百合白清２      ゆりひさ        百合茂          安福久          福栄            育資            　　　　　　　　 1336716047 CBBAABBC

131 雌 5 ゆきな          31218 285 AAHCAA BCBCCC 白鵬８５の３    ゆきはな        華春福          金幸            神高福          育資            耳切れ　　　　　 1578213632 CCHCCCAB

132 去 3 流星            40108 264             白鵬８５の３    すずくに        芳之国          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811762         

133 去 1 若弓白鵬        31217 286             若百合          なかゆみ        白鵬８５の３    安福久          花清国          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1578213953         

134 去 2 若清百合        31219 284             若百合          きより          百合白清２      花清勝          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213946         

135 去 9 明白鵬          31230 273 AHHCAA ABCCCC 白鵬８５の３    あかり          菊花国          金平勝          北国７の８      奥接　　　　　　 恥骨部白斑      1578214097         

136 去 5 高卯白          31210 293 BAHCAH CBCCBB 白鵬８５の３    めろん          安福久          福之国          忠富士          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1578213786         

137 雌 9 こはる          31225 278 AHHCHH BACABA 白鵬８５の３    ゆうか          勝忠平          金幸            安平            育資            奥接　　　　　　 1578214103 BAHCAACC

138 雌 5 しょうほう２    31220 283 BHHCAH CBCCBB 白鵬８５の３    しょうとう６３８ 美津照重        勝忠平          安茂勝          育資            奥接　　　　　　 1620811588 BHABHHCH

139 雌 5 はつほう５      31220 283             白鵬８５の３    はつはる        華春福          百合茂          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620811595 AAHCBAAC

140 雌 8 あやひめえりぃ２ 31229 274 AAHCBA ACACCC 白鵬８５の３　　 あやひめ２　　　 百合茂　　　　　 福王　　　　　　 勝忠平　　　　　 育資            乳白・奥接　　　 1620811557 CBHCBBCC

141 雌 18 ひさよ８０      31230 273 HHHCBH HBBCCB 白鵬８５の３    ひさよ７        勝忠平          茂勝            高森            育資            供卵牛　　　　　 1578215551 BAABHBCB

142 雌 4 ふくしらゆき    31215 288 AHHCHH BAHCAA 白鵬８５の３    ふくしらきよ    百合白清２      安平照          福桜（宮崎）    育資            　　　　　　　　 1620811571 HAHCBHBC

143 去 2 公福５７        31218 285             百合福久        ひさこ          白鵬８５の３    安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213199         

144 去 7 大平３          40116 256             若百合          ひかり          隆之国          金幸            平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1606130399         

145 去 4 大平５          40117 255             華忠良          ふくひめ        華春福          平茂勝          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1606130405         

146 去 4 大鵬２          40202 239             白鵬８５の３    さつき          華春福          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578214660         

147 去 13 秋美津          31210 293 CCCCCC ACBCCC 美津照重        しばひめあき    第３寿高        東平茂          寿高            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578214752         

148 去 8 大切            31224 279 BHACAH CBCABB 白鵬８５の３    ほなみ          安福久          勝忠平          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578214769         

149 去 6 蜂郎１９        40103 269 ABHCBA CCHCBA 百合白清２      たかえ          隆之国          勝忠平          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578214981         

150 雌 9 はくてるてる    31211 292 HAHCAH HBACCC 白鵬８５の３    てるてるぼうず  照美            平茂勝          高茂            育資            　　　　　　　　 1578214950 HHHAHBBA

※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 2 やくもひめ      31202 301             福之姫          やくも９０      百合白清２      安茂勝          北国７の８      育資            　　　　　　　　 1578214943 HHBCCACC

152 雌 1 みなみ          31209 294             百合福久        ほなみ３        白鵬８５の３    安福久          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1620812660 BHBAHBCB

153 雌 4 とらみ          40101 271 CAHCAH CCCCBB 白鵬８５の３    第１１７えとう  秀菊安          福之国          福桜（宮崎）    育資            乳白小　　　　　 1620812677 CHACHHCH

154 雌 4 ゆずき１１      31216 287             白鵬８５の３    ふじひろ        隆福也          百合茂          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1578215247 BCACCBCB

155 雌 3 きたひら        31208 295             紀多福          ゆかほ          白鵬８５の３    百合茂          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620812585 HAHCBHCC

156 去 3 緑茂福          31215 288             茂福久          きいろ          茂洋            安福久          白清８５の３    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1620812592         

157 去 8 由加鵬          31231 272 AAHCAA ACACCC 白鵬８５の３    ゆかひら        百合茂          金幸            忠福            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578215261         

158 去 5 美津白雪        40105 267 BABCAA HHHCAA 美津照重        しらゆき        白鵬８５の３    百合茂          安糸福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578215285         

159 去 1 琉璃０１        31221 282             百合福久        るり            白鵬８５の３    耕富士          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578213618         

160 去 8 最幸０８        31223 280 BHHCHH CHBAHA 白鵬８５の３    はぴねす        隆之国          安福久          糸福（鹿児島）  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578214141         

161 去 3 奏０３          31222 281             白鵬８５の３    かなで          百合福久        安福久          忠富士          奥接　　　　　　 尾曲り　　　　　 1578213625         

162 去 3 有万度０３      40115 257             白鵬８５の３    あるまんど      百合福久        白鵬８５の３    勝平正          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578214219         

163 去 3 天使之微笑      40110 262             白鵬８５の３    はぴふく３５８  百合福久        隆之国          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578214196         

164 雌 4 ひかり          31225 278 BHBHHH BHABAA 百合福久        なおます        福増            白鵬８５の３    隆之国          育資            　　　　　　　　 1578214158 BHCHHACA

165 雌 2 さんぽ          31207 296             菊花久          すまゆりふく    百合福久        白鵬８５の３    安福久          育資            奥接　　　　　　 1578213595 CBBAAACB

166 雌 4 なおみ          31225 278             白鵬８５の３    りんこ          美津照重        百合白清２      茂勝栄          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1578214165 AHACAHCA

167 雌 12 れおん          31223 280 HHHCHH HAACAH 白鵬８５の３    こうちゃん      百合茂          安福久          平茂勝          育資            供卵牛　　　　　 1578214134 ABACCACC

168 雌 3 とわ            31225 278             美津梅          かえら          百合白清２      茂勝            平茂勝          育資            　　　　　　　　 1578214172 CBHAHAHH

169 去 7 福美津鵬        31222 281             白鵬８５の３    あすか          美津照重        百合茂          美津福          供卵牛　　　　　 恥骨部白斑・奥接 1573593340         

170 去    三朝五郎１４４１ 31112 321             知恵久          ひさ１７        百合茂          安福久          勝忠平          乳座白　　　　　 　　　　　　　　 0872436914         

171 去    大江１４６９　　 31125 308             美津照重　　　　 きたがわ６２６　 平茂勝　　　　　 安平　　　　　　 糸福（大分）　　 岡山県産        　　　　　　　　 1363692543         

172 去    三朝五郎１４７９ 31207 296 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         

173 去 10 三朝五郎１４６８ 31211 292 ABCBCB CBCHBC 百合勝安        べっしょ１７１  安福久          百合茂          金幸            供卵牛　　　　　 口接            1655379435         

174 去 1 三朝五郎１４８５ 31213 290             芳之国          ゆりひさ８５９  白鵬８５の３    安福久          百合茂          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1655379442         

175 去 3 三朝五郎１４８８ 31218 285             百合福久        はくはな４６２  白鵬８５の３    第１花国        安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1655379480         

※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１４９４ 31221 282             福之姫          みやもり        勝忠平          北国７の８      紋次郎          口接            　　　　　　　　 1626429930         

177 去    三朝五郎１４９２ 31222 281 HAHCBA HHHCBB 百合白清２      ちひ３          華春福          百合茂          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1392187843         

178 去 3 三朝五郎１５０３ 31227 276             茂晴花          つゆだま        百合白清２      安茂勝          福谷福          供卵牛　　　　　 奥接　　　　　　 1643151425         

179 去    三朝五郎１５０４ 40101 271 AAHCBA BCBCCC 白鵬８５の３    ももたろう      安茂勝          福谷福          藤桜            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1656451444         

180 去    三朝五郎１５０２ 40102 270             福之姫          みやもり        勝忠平          北国７の８      紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1644823987         

181 去    三朝五郎１４９６ 40107 265 BACHAH CCCBCA 百合福久        たかはな２９４  隆之国          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1392187881         

182 去    三朝五郎１５００ 31224 279             美国桜　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1612282747         

183 去    三朝五郎１５６２ 40112 260             愛之国　　　　　 　　　　　　　　 勝忠平　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      岡山県産        1436774138         

184 雌    かりな１４４２  31113 320             美津照重        かりの          百合茂          安福久          忠富士          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 0872436921 CACAAAAB

185 雌 1 ふくひさ１５７０ 31115 318             福増            はなひさ８８５  安福久          忠富士          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1651979349 CACHHACH

186 雌 3 きよひさ１５７１ 31117 316             百合白清２      しげひさ        茂久桜          百合茂          安平            育資            　　　　　　　　 1651979356 CCBABAHC

187 雌    みやこ１４５４  31124 309 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

188 雌 3 みくほう１４６５ 31129 304             白鵬８５の３    みくにもす４４５ 美国桜          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1651979394 BHBBHHCB

189 雌    おおえ１４８１　 31204 299             若百合　　　　　 はずき　　　　　 美国桜　　　　　 勝忠平　　　　　 安糸福　　　　　 岡山県産        　　　　　　　　 1363692550 AHBHHBCB

190 雌    あさなべ１４９０ 31207 296             若百合　　　　　 ひびき　　　　　 第１花国　　　　 安福１６５の９　 平茂勝　　　　　 岡山県産        　　　　　　　　 1645057329 CCBABCAC

191 雌    しろみつ１４８０ 31211 292 CABCAH CCCACC 白鵬８５の３    すこみつ５７    安福久          平茂勝          美津福          育資            　　　　　　　　 1631410589 BHACHBBA

192 雌 3 はなゆり１４８７ 31216 287 BACHAH CCCACA 百合福久        たかはな２９５  隆之国          安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1655379473 HAAHHHCB

193 雌    ゆりはる１４９３ 31221 282 HAHCBA HHHCBB 百合白清２      ちひ３          華春福          百合茂          安平            育資            　　　　　　　　 1392187812         

194 雌 2 ひさにし        40106 266             白鵬８５の３    ひさまちこ      安福久          金安平          北国７の８      　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616754 AHBCABCC

195 雌 14 さおり２７５    31129 304 CHACHH CACAAB 白鵬８５の３　　 みさ　　　　　　 安福久　　　　　 安平　　　　　　 平茂勝　　　　　 育資            供卵牛・除角済　 1649411073 BACCBHCB

196 雌 5 さおり２７７    31207 296             白鵬８５の３    ひめひさこ６    安福久          百合茂          北国７の８      育資            供卵牛・除角済　 1649411080 BAHCAHCC

197 雌 4 ちえたかはや    31031 333       CCCBCB 貴隼桜          ふみえ          菊知恵          百合茂          福谷福          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647481757 CCCBCCHB

198 雌 8 はなのまいきく  31119 314 CCCBCB ABABBB 舞菊福          はなのやすもと  福華１          茂波（事業団）  安福（岐阜）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647481825 CCCCCCHA

199 雌    ちえあん        31215 288             知恵久          つぶあん        百合白清２      福増            安平照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647481917 BAABAHBC

200 雌    はくなみ        31219 284 BHHCHH CHCBAA 白鵬８５の３    はしなみ２の２  美国桜          安福久          百合茂          育資            　　　　　　　　 1647481894 HAACBBCC

※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    安平重５        31218 285 CBCBAA BABBAA 秀菊安          えりか２の３    北平安          勝忠平          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1647481887         

202 去 3 夢叶７２０      31203 300             白鵬８５の３    ゆめかなえ３６  安福久          平茂勝          安福１６５の９  供卵牛　　　　　 奥接　　　　　　 1653606656         

203 去 2 白耕富士７２４  31227 276             白鵬８５の３    さきの２の２    耕富士          安福久          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606694         

204 去 2 鈴姫７２２      31216 287             白鵬８５の３    すずひめ４３６  耕富士          菊福秀          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606670         

205 去    山吹紅葉１      40103 269             白鵬８５の３    やまぶき        白清８５の３    第１花国        安福（岐阜）    口接            　　　　　　　　 1652101121         

206 去 1 鶯７３０        40111 261             白鵬８５の３    うぐいす        美国桜          百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606755         

207 雌 2 ぱるる７２１    31213 290             白鵬８５の３    ぱるる          耕富士          美穂国          勝平正          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606663 BAHBHACB

208 雌 1 しんたか７２７  40106 266             白鵬８５の３    しんたか３９    美国桜          安福久          平茂勝          奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1653606724 BHCHHBCB

209 雌 2 こころ７２６    40102 270             白鵬８５の３    こころ２１６    福之姫          菊福秀          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1653606717 HAHCBHCB

210 雌 1 まおます７１０  31109 324             百合白清２      まおます４３３  福増            隆之国          安福久          育資            　　　　　　　　 1653606557 CCBBBACC

211 雌 1 みくふく７２８  40107 265             白鵬８５の３    みくふく２      安福久          美国桜          忠富士          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1653606731 CBABABCB

212 雌 5 ひさただ７３３  40117 255 AHHCHH BHBBHB 白鵬８５の３    ひさただ４４    安福久          勝忠平          福之国          育資            中接　　　　　　 1653606786 HAACBCBB

213 雌    きたのゆり７２９ 40107 265 BBABBB ACHCCB 美国桜          きたのゆり      百合白清２      北国７の８      安平            育資            奥接　　　　　　 1653606748 CACBACBB

214 雌 2 しょうが７０６  31105 328             白鵬８５の３    しょうが１５０  美国桜          美穂国          忠富士          口接            　　　　　　　　 1653606519 CBBCCBCC

215 雌 2 ゆりはる７１８  31126 307             白鵬８５の３    ゆりはる７０３  百合白清２      華春福          百合茂          育資            　　　　　　　　 1653606632 HHHCHHBC

216 雌 2 りんご７１９    31201 302             好平茂          りんご６９１    百合白清２      茂洋            平茂勝          育資            奥接　　　　　　 1653606649 AAHCBHCC

217 去    白鵬久白        40112 260 BHABHH CHCHHA 白鵬８５の３    ふぶき          安福久          白清８５の３    第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645322564         

218 去    白鵬祭          40122 250 AHHCAH ABBBBB 白鵬８５の３    まつり          百合茂          白清８５の３    第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1645322571         

219 去 2 元雪丸          40105 267             元花江          はくひさまるこ  白鵬８５の３    安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616815         

220 去    安白百合        31227 276 BHABHH CBCHAB 白鵬８５の３    やすさと        安福久          百合茂          福栄            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1390727638         

221 雌    やすほひさ      40112 260 BHABHH CBCHAB 白鵬８５の３    やすさと        安福久          百合茂          福栄            育資            奥接　　　　　　 1390727669 AHHCAACC

222 雌 4 かみしげひさ    31220 283             白鵬８５の３    かみしげひめ    安福久          安茂勝          神高福          育資            　　　　　　　　 1622616839 BHHCHACA

223 雌 7 きらと７        40108 264 BAACAH CCCABB 白鵬８５の３    ふじきらと      若茂勝          勝安波          安平            育資            中接　　　　　　 1622616778 BBBCCCAA

224 雌 3 ひかり２２の３  40114 258             白鵬８５の３    ひかり２２      諒太郎          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616785 BHACAACC

225 雌    はなえみち１    31217 286             美国白清        はなえみち      百合白清２      安福久          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1508702656 CBABAHCA

※適用欄に無と記載のある牛は無資格の牛です。産子数が空欄の牛はＥＴ産子です。
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226 雌 2 まつり          31230 273             白鵬８５の３    さおり          幸紀雄          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616792 CHBCHACB

227 雌    すずはくひさ６  31215 288 BHHCHH CBCAAB 白鵬８５の３    すずか          安福久          勝忠平          日向国          育資            　　　　　　　　 1658153636 CHACAHBC

228 去    穂花８５の３    31122 311 BCACCB CCACCB 百合茂          ほのか８５の３  白清８５の３    第１花国        平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1392853601         

229 去 9 菊久元日        40101 271 AHBHHH AHBAHA 百合福久        きくひさ        安福久          勝忠平          安平            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1622620072         

230 去 10 輝泰元日        40101 271 BHCHHH CACABA 百合福久        てるやす        安福久          百合茂          安平            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1622620089         

231 去 12 千鶴            31229 274 AHHCHH AACAAH 白鵬８５の３    ちずひさ        安福久          平茂勝          北国７の８      供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1622620065         

232 去    百合花道２      40202 239             百合茂          なつはなみち    安福久          第１花国        平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622619946         

233 去    寿満美桜        40129 243 AHHBHH BACHAB 白鵬８５の３    すますた        美国桜          百合茂          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1392069620         

234 雌 5 すまきらり      31227 276             白鵬８５の３    すますまきら    百合福久        安福久          平茂勝          育資            供卵牛　　　　　 1622620058 HHBHHHCB

235 雌 2 みつは          31220 283             美津照重        せつこ７３１    美国桜          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617218 CACCBAAH

236 雌    りぼん          31117 316 BHACHH CBCABB 白鵬８５の３    かつふく        安福久          勝忠平          安平            育資・中接　　　 受卵同性複数産子 1622615405 BAAAHHBC

237 雌    ここあ          31117 316 BHACHH CBCABB 白鵬８５の３    かつふく        安福久          勝忠平          安平            育資            受卵同性複数産子 1622615412 BHBBHHCB

238 雌 15 ひめひさえ      31124 309 AABCBH BBCBBH 福之姫          ゆりひさえ      百合茂          安福久          平茂勝          育資            供卵牛　　　　　 1622615443 HAHBBHCC

239 雌 2 はなひさえ      31125 308             茂晴花          えつこ          白鵬８５の３    百合茂          安福久          育資            奥接　　　　　　 1622615450 ABABBACC

240 雌 5 ななせ          31203 300             豊奨菊          みく            美国桜          勝忠平          美津福          育資            供卵牛・奥接　　 1622615467 BAACAHCC

241 雌 5 まさこひめ      31204 299             豊奨菊          はつひめ        耕富士          秀菊安          美穂国          供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1622615474 ABCHBACB

242 雌 6 まりか          31209 294       CHABHH 豊奨菊          とうちく２      白鵬８５の３    安福久          勝忠平          育資            供卵牛　　　　　 1622614811 CCCCCABB

243 雌 3 りょうこ        31230 273             光平照          さくら４６      耕富士          福桜（宮崎）    福茂            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622614828 BBBCBCBB

244 雌 2 はくほう１の１４ 40114 258             白鵬８５の３    ひいろ          安福久          勝忠平          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622615153 BAACAACB

245 雌 2 はくほう１の１７ 40117 255             白鵬８５の３    ひろひさゆり    安福久          百合茂          華春福          育資            　　　　　　　　 1622615160 CHBBHHCC

246 雌 6 こいすえ        31230 273 AHHCAA ABBBBC 白鵬８５の３    こいくろ１      百合茂          福桜（宮崎）    安平            育資            　　　　　　　　 1649411875 HHACAAAB

247 去 6 鯉随            31201 302 AAHCAH BCCACB 白鵬８５の３    こいまる        百合茂          美津福          紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649411868         

248 去 7 鯉昇            40101 271 AHHCAH ABBCCA 白鵬８５の３    あまくさ２０１４ 平茂晴          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1649411882         

249 去 1 彩龍            40128 244             美国白清        まさふくなり    元花江          白鵬８５の３    美津照重        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617058         

250 去 2 里美白鵬        31228 275             白鵬８５の３    さとみ          安福久          百合茂          第１花国        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622620133         

251 去 10 美佐百合        31231 272             百合福久        みさ２          安福久          勝忠平          糸福（大分）    供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1622620140         

※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 9 白金広          40122 250 AAHBAA BCCACC 白鵬８５の３    かねゆり        百合茂          金幸            平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617102         

253 去 5 文文白０６２    31213 290 AHHCAH ABBCCA 白鵬８５の３    ふみこ          耕富士          美穂国          忠富士          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617126         

254 雌 9 みなこ          31214 289 BBACCA CCCCCC 白鵬８５の３    ゆきな２        美津福          平茂勝          神高福          育資            乳白小　　　　　 1622617720 BCBCCBAB

255 雌    いくみほう      31110 323             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

256 去 2 白来美          31109 324             白鵬８５の３    くるみ          安福久          百合茂          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1659500422         

257 去 2 大福鵬          31201 302             白鵬８５の３    だいふく        美国桜          安福久          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1452800446         

258 去 1 白来奴          31215 288             白鵬８５の３    きたやつ５６８  茂福久          隆之国          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1452800453         

259 去 1 真左白鵬        31221 282             白鵬８５の３    まさけん１２６  安福久          平茂勝          糸福（鹿児島）  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1452800460         

260 去 1 良福久          31224 279             白鵬８５の３    よしふく        安福久          平茂勝          糸福（鹿児島）  　　　　　　　　 　　　　　　　　 1452800477         

261 去 2 安花            40105 267             白鵬８５の３    やすはな７０    安福久          勝忠平          福之国          中接　　　　　　 　　　　　　　　 1622617089         

262 雌 7 ゆります        40127 245 AHBAHB HAAAAC 福増            ゆりちよ        百合茂          千代桜          神徳福          育資            　　　　　　　　 1622617096 AHBHHACC

263 雌    うちあつひめ    40102 270             白鵬８５の３    かるめん        美国桜          勝忠平          平茂勝          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617171         

264 去    内美国          40108 264             美国桜          みもざ          華春福          勝忠平          第５隼福        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617188         

265 去 1 美津白          31228 275             白鵬８５の３    みつ            美津照重        美国桜          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617027         

266 去 10 清白鵬          40122 250 CBHCAH CCBCCA 白鵬８５の３    きよひらしげ    白清８５の３    平茂勝          安福（岐阜）    　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617157         

267 雌 4 きよひらしげまご 31220 283 CHACHH CBCAAA 白鵬８５の３    ひさきよ        安福久          白清８５の３    平茂勝          育資            乳座白　　　　　 1622617140 CABBHHCC

268 雌    みどりのこ８    40106 266 CAABHH BHACHH 美国桜          みどりのこ      安福久          白清８５の３    平茂勝          育資            　　　　　　　　 1622616563 CABHHACC

269 雌    さくら          40106 266 BHBBHB AHBCAB 美国桜          はるはな        華春福          安福久          金幸            育資            　　　　　　　　 1622616662 CABCACBB

270 雌 7 みのり          31019 345             白鵬８５の３    はる            安福久          平茂勝          安平            供卵牛　　　　　 奥接　　　　　　 1622614156 AHAHHABC

271 雌 6 ふくやん        40116 256       ACBCCC 福勝忠          ふくみ          百合茂          安糸福          平茂勝          育資            　　　　　　　　 1622616716 BCBCCBCC

272 去 1 寅凪            40111 261             白鵬８５の３    なぎこ          美国桜          安福久          金幸            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616709         

273 去 2 鵬富士          31104 329             白鵬８５の３    ひめ            耕富士          安福久          百合茂          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1354896394         

274 去 11 安百合鵬２      31231 272 AAHCAA ACABBC 白鵬８５の３    ゆりはくほう    百合茂          紋次郎          糸北鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616679         

275 去 2 白春            40119 253             白鵬８５の３    やすはるひめ    安福久          平茂晴          紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616693         

276 去 18 花未来          40117 255       CCABBC 百合未来        はなゆみ        花清国          平茂勝          安平            供卵牛　　　　　 　　　　　　　　 1649411332         

277 雌 3 こもも          31226 277             白鵬８５の３    こぼり１５２８  安福久          第１花国        安平            育資            　　　　　　　　 1601788977 BABCBHCA

278 雌    ひできくぎんてる 40108 264 AHHBHH CHBBHH 百合白清２      ぎんか          秀菊安          安福久          美津照          育資            　　　　　　　　 0872737189 CBBCBBCC

※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    わかしらはな    31223 280             若百合          はなはくひさ    白鵬８５の３    華春福          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 0872737103 AAACBACB

280 雌    わかしらはな２  31225 278             若百合          はなはくひさ    白鵬８５の３    華春福          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 0872737127 BHHCHHCC

281 雌    ぎんかしらきよ  31231 272 AHHBHH CHBBHH 百合白清２      ぎんか          秀菊安          安福久          美津照          育資            　　　　　　　　 0872737158 CCCCCBCC

282 去    若白華          31228 275             若百合          はなはくひさ    白鵬８５の３    華春福          安福久          　　　　　　　　 　　　　　　　　 0872737134         

283 去    銀華白清        31231 272 AHHBHH CHBBHH 百合白清２      ぎんか          秀菊安          安福久          美津照          　　　　　　　　 　　　　　　　　 0872737141         

284 去 1 元忠安          31224 279             元花江          やすえ          喜亀忠          安福久          美津照重        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1626718966         

285 去 8 福昌            31222 281             白鵬８５の３    ふくはな        茂花国          安平            隆桜            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616730         

286 去 8 元気            40105 267 BBHCBB CCCCCC 白鵬８５の３    るか９１        勝安波          幸春            糸北鶴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616921         

287 雌 8 まり            31223 280 CBHCAA CCBACC 白鵬８５の３    せきとりはな１  勝安波          北乃大福        第７東天        育資            　　　　　　　　 1622616914 CBBCBBCB

288 雌 2 すみふく２      31211 292             百合白清２      すみふく３      白鵬８５の３    糸福（鹿児島）  金幸            育資            　　　　　　　　 1622616990 BCAABBCC

289 雌 11 せきゆりふく    31218 285 BCCBCC BCCCCC 百合福久        せきふくこ      福栄            糸北鶴          気高富士        　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622617003 CBCCCCCB

290 雌 5 はくとう        40106 266             白鵬８５の３    ももかつひさ    百合茂          安福久          勝忠平          育資            　　　　　　　　 1622616761 BBHCBHCB

291 雌    れな            31212 291 BAHCAH CCCABB 白鵬８５の３    やすゆりひめ２  安福久          百合茂          紋次郎          育資            　　　　　　　　 1622616860 BAAAHHCC

292 去 3 美鵬桜          31207 296             白鵬８５の３    はるみ          美国桜          安福久          平茂晴          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616853         

293 去 10 虎三郎          40103 269 BHABHH CHCHHH 白鵬８５の３    ひめやすふく    安福久          平茂勝          安平            　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616983         

294 去    昇大　　　　　　 40103 269             知恵久　　　　　 　　　　　　　　 耕富士　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 無・ＩＶＦ      　　　　　　　　 1573735528         

295 去 10 関山太一        31224 279 ABHCBB BCCBCC 白鵬８５の３    ゆりさわひめ    百合茂          北国７の８      紋次郎          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616976         

296 去 4 新丸            40122 250 BHCHHH BACHHH 福増            なつみ１        百合茂          安福久          勝忠平          　　　　　　　　 　　　　　　　　 1622616969         

297 雌 3 ちなつ          31110 323             光平照          たえこ          隆之国          安福久          金照            奥接　　　　　　 　　　　　　　　 1622614323 CCCCCCAC

298 雌 1 みどりひさはく１ 31128 305             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

※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。


