
ＪＡ全農ＥＴ研究所　凍結受精卵リスト　（２０２０．０１．２１）
種雄牛名 タッグNO 父 母の父 母の祖父 個数

百合茂 G6343 美国桜 勝忠平 安福久 16

百合茂 G6366 美国桜 勝忠平 安福久 3

百合茂 G6227 美国桜 忠富士 安福久 7

百合茂 G6352 美津照重 隆之国 安福久 12

福之姫 G6098 安福久 勝忠平 金幸 22

福之姫 M3017 安福久 勝忠平 北国７の８ 3

福之姫 M3010 安福久 平茂勝 安平 5

福之姫 M3037 安福久 平茂勝 安福１６５の９ 5

福之姫 M5120 安福久 平茂勝 安福１６５の９ 1

福之姫 M2999 安福久 平茂勝 神高福 13

福之姫 M3069 安福久 平茂勝 飛騨白清 9

福之姫 M5135 安福久 平茂勝 紋次郎 10

福之姫 M8146 安福久 金幸 神高福 9

福之姫 M3024 百合白清２ 安福久 第１花国 14

福之姫 M2875 諒太郎 安福久 平茂勝 1

福之姫 M3015 勝忠平 安福久 金幸 9

福之姫 M2981 百合茂 安福久 勝忠平 7

福之姫 G6246 百合茂 安福久 平茂勝 12

福之姫 G6061 百合茂 安福久 福之国 2

福之姫 M3086 百合茂 安福久 第１花国 22

福之姫 M8036 百合茂 安福久 平茂勝 2

福之姫 M2979 百合茂 安福久 安平 1

福之姫 G6343 美国桜 勝忠平 安福久 15

福之姫 G6279 幸紀雄 美国桜 安福久 7

福之姫 M3009 美津照重 百合茂 安福久 8

福之姫 M8033 華春福 百合茂 安平 9

福之姫 M2985 諒太郎 福之国 忠富士 13

福之姫 M2834 勝忠平 第１花国 安平 3

金太郎３ M3306 美国桜 安福久 百合茂 5

金太郎３ M3389 華春福 安福久 百合茂 20

金太郎３ G6212 美津照重 百合茂 安福久 18

幸紀雄 G6280 金太郎３ 安福久 平茂晴 10

幸紀雄 G6255 華春福 安福久 平茂勝 11

幸紀雄 G6228 華春福 勝忠平 金幸 14

幸紀雄 G6154 華春福 百合茂 安平 8
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種雄牛名 タッグNO 父 母の父 母の祖父 個数

勝早桜５ M2916 安福久 百合茂 第１花国 28

勝早桜５ M2923 安福久 百合茂 福之国 4

勝早桜５ M2609 安福久 平茂晴 勝忠平 2

勝早桜５ M2644 安福久 平茂勝 安平 9

勝早桜５ M1857 安福久 平茂勝 北国７の８ 2

勝早桜５ M2717 美国桜 安福久 金幸 13

勝早桜５ M5044 幸紀雄 安福久 百合茂 4

勝早桜５ M8102 百合茂 安福久 平茂勝 11

勝早桜５ G6327 美津照重 安福久 平茂勝 6

勝早桜５ M2936 第１花国 安福久 平茂勝 25

勝早桜５ M0313 美国桜 勝忠平 安福久 11

勝早桜５ G6278 美国桜 百合茂 安福久 3

勝早桜５ M2764 美国桜 花清国 第１花国 7

勝早桜５ G6227 美国桜 忠富士 安福久 3

勝早桜５ G6300 美津照重 百合茂 安福久 7

勝早桜５ M5062 百合茂 福之国 福桜 2

若百合 M3202 安福久 勝忠平 第１花国 19

若百合 M3251 安福久 平茂晴 安平 6

若百合 M3204 安福久 福之国 福桜（宮崎） 20

若百合 M3253 安福久 金幸 平茂勝 9

若百合 G6310 美国桜 安福久 勝忠平 21

若百合 G6142 華春福 安福久 平茂勝 16

若百合 M3235 隆之国 安福久 平茂勝 16

若百合 M3237 隆之国 安福久 平茂勝 2

若百合 M3262 美国桜 百合茂 安平 7

若百合 G6116 美国桜 平茂勝 福桜（宮崎） 5

若百合 G6209 隆之国 勝忠平 安福久 2
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種雄牛名 タッグNO 父 母の父 母の祖父 個数

美国桜 M8134 安福久 勝忠平 金幸 14

美国桜 M8138 百合白清２ 忠富士 福桜 1

美国桜 M8140 百合白清２ 第２平茂勝 安金 5

美国桜 G6280 金太郎３ 安福久 平茂晴 9

美国桜 M2889 金太郎３ 安福久 平茂勝 5

美国桜 M8078 金太郎３ 安福久 平茂勝 3

美国桜 M8059 金太郎３ 安福久 安福１６５の９ 12

美国桜 G6255 華春福 安福久 平茂勝 4

美国桜 M2498 華春福 安福久 勝次郎 1

美国桜 G6356 諒太郎 安福久 勝忠平 4

美国桜 M2444 勝早桜５ 安福久 平茂勝 16

美国桜 M2197 勝忠平 安福久 平茂晴 17

美国桜 R2929 勝忠平 安福久 金幸 2

美国桜 M5042 百合茂 安福久 第１花国 2

美国桜 M1895 百合茂 安福久 金幸 12

美国桜 R2988 百合茂 安福久 安平照 4

美国桜 G6178 幸紀雄 勝忠平 福之国 18

美国桜 M5034 幸紀雄 勝忠平 平茂勝 6

美国桜 G6307 金太郎３ 百合茂 金幸 3

美国桜 G6125 華春福 勝忠平 北国７の８ 4

美国桜 G6147 華春福 百合茂 平茂勝 6

美国桜 M2832 華春福 百合茂 金幸 3

美国桜 G6169 勝早桜５ 平茂晴 安平 7

美国桜 M0619 勝忠平 百合茂 安福久 12

美国桜 G6312 勝忠平 美穂国 安福久 4

美国桜 G6247 美津照重 勝忠平 平茂勝 11

美国桜 G6077 勝忠平 平茂晴 安平 3

美国桜 M1663 勝忠平 福之国 安平 7

美国桜 M1696 勝忠平 安平 福桜（宮崎） 9

美国桜 G6161 百合茂 金幸 安平 5

紀多福 M3375 安福久 平茂勝 安福１６５の９ 7

紀多福 M0414 幸紀雄 安福久 第１花国 3

紀多福 G6149 百合茂 安福久 勝忠平 9

紀多福 G6106 百合茂 安福久 平茂勝 20

紀多福 M3315 美国桜 勝忠平 安平 9

紀多福 G6224 美国桜 百合茂 安福久 5

紀多福 M0433 美国桜 百合茂 平茂晴 8

紀多福 M3332 美穂国 安福久 百合茂 2

紀多福 M5055 芳之国 安福久 忠富士 3

紀多福 R2905 勝忠平 福之国 安平 10
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種雄牛名 タッグNO 父 母の父 母の祖父 個数

愛之国 R2918 勝忠平 安福久 平茂勝 2

愛之国 M2879 百合茂 安福久 平茂勝 29

愛之国 R2981 勝忠平 安福久 金幸 10

愛之国 G6301 華春福 百合茂 福桜 4

愛之国 M0332 諒太郎 安糸福 北国７の８ 16

愛之国 M2780 白清８５の３ 勝忠平 第１花国 2

愛之国 M2696 勝忠平 百合茂 安福久 1

福増 M3408 安福久 百合茂 第１花国 19

福増 M3359 勝忠平 安福久 百合茂 19

福増 G6198 百合茂 安福久 平茂勝 12

福増 G6293 華春福 百合茂 安糸福 4

福増 G6358 勝早桜５ 隆之国 平茂勝 8

福増 G6145 百合茂 隆之国 安福久 11

福増 G6202 百合茂 勝忠平 安平 2

福増 R2807 百合茂 平茂勝 糸波 12

福増 R2851 平茂晴 百合茂 神高福 1

福増 R2639 忠富士 福桜 糸秀 1

福増 G6020 隆之国 百合茂 平茂勝 21

福増 R2611 勝平正 福之国 安平 3

茂晴花 R2762 安福久 忠富士 福桜 5

茂晴花 R2918 勝忠平 安福久 平茂勝 2

茂晴花 R2958 勝忠平 安福久 金幸 8

茂晴花 G6289 百合茂 安福久 平茂勝 1

茂晴花 R2864 百合茂 安福久 平茂勝 1

茂晴花 G6331 百合茂 安福久 金幸 6

茂晴花 G6282 幸紀雄 美国桜 安福久 1

茂晴花 G6306 美国桜 勝忠平 飛騨白清 4

茂晴花 G6226 華春福 勝忠平 金幸 9

茂晴花 R2832 隆之国 勝忠平 金幸 3

茂晴花 R2923 徳悠翔 百合茂 金幸 1

茂晴花 R2852 福安照 百合茂 平茂勝 1

秋忠平 G6193 華春福 百合茂 安福久 3

秋忠平 G6298 華春福 隆之国 金幸 10

秋忠平 G6260 隆之国 安福久 勝忠平 7

秋忠平 G6264 美津照重 平茂晴 平茂勝 7

秋忠平 G6121 美津照重 安平 平茂勝 3

元白鵬 G6132 安福久 北平安 平茂勝 4

元白鵬 G6239 華春福 百合茂 神高福 7

百合芳 G6196 安福久 北乃大福 平茂勝 10

弁慶３ G6391 金太郎３ 勝忠平 平茂晴 3

関百合 G6189 華春福 安福久 平茂勝 1

関百合 G6014 美津照重 平茂晴 平茂勝 10

百忠平 G6131 華春福 安福久 神徳福 6

受注締切日： 1月28日(火曜日)

受注報告日： 1月29日(水曜日)
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