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種雄牛名 タッグNO 父 母の父 母の祖父 個数

和牛卵

福之姫 M8038 安福久 勝忠平 北国７の８ 9

福之姫 M8058 安福久 百合茂 平茂勝 16

福之姫 M2962 安福久 百合茂 忠茂勝 2

福之姫 M5074 安福久 忠富士 大将 16

福之姫 G6269 百合白清２ 安福久 第１花国 7

福之姫 M8041 百合白清２ 安平 福桜 19

福之姫 M8087 耕富士 勝平正 福之国 6

福之姫 M5094 華春福 安福久 勝次郎 13

福之姫 M8097 華春福 安福久 勝忠平 10

福之姫 M8098 華春福 安福久 平茂勝 9

福之姫 M5105 百合茂 安福久 平茂勝 6

福之姫 M8086 百合茂 安福久 平茂勝 15

福之姫 M2935 百合茂 安福久 金幸 4

福之姫 M5096 華春福 百合茂 安糸福 18

福之姫 G6324 諒太郎 百合茂 安福久 2

福之姫 M2896 諒太郎 第１花国 安平 18

福之姫 M1092 百合茂 勝忠平 安福久 8

福之姫 M2934 百合茂 平茂晴 安福久 8

福之姫 M2897 美津照重 平茂晴 百合茂 9

金太郎３ G6330 美国桜 安福久 百合茂 2

金太郎３ G6371 美国桜 安福久 百合茂 4

金太郎３ G6365 美国桜 百合茂 安福久 5

金太郎３ G6393 美国桜 百合茂 安福久 9

幸紀雄 M8220 安福久 華春福 平茂勝 12

幸紀雄 M8214 安福久 勝忠平 金幸 4

幸紀雄 M8254 安福久 平茂勝 紋次郎 2

幸紀雄 M8259 安福久 平茂勝 糸波 11

幸紀雄 G6377 金太郎３ 安福久 平茂勝 3

幸紀雄 M8258 華春福 安福久 勝忠平 6

幸紀雄 G6346 勝忠平 安福久 平茂晴 6

幸紀雄 G6291 美国桜 勝忠平 花清国 18

幸紀雄 G6240 華春福 勝忠平 金幸 28
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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 M2833 安福久 勝忠平 安平 2

勝早桜５ M8071 安福久 百合茂 金幸 7

勝早桜５ M8077 美国桜 安福久 平茂勝 11

勝早桜５ M2836 華春福 安福久 平茂勝 20

勝早桜５ G6296 美津照重 安福久 平茂勝 8

勝早桜５ M5134 金太郎３ 安平照 平茂勝 7

勝早桜５ G6153 美国桜 勝忠平 安平 9

勝早桜５ M2995 美国桜 勝平正 安平 15

勝早桜５ M3036 平茂晴 安福久 平茂勝 16

勝早桜５ G6292 美津照重 平茂晴 平茂勝 4

勝早桜５ G6215 百合茂 福之国 安平 7

若百合 M8267 安福久 勝忠平 安糸福 7

若百合 M8233 安福久 金幸 平茂勝 11

若百合 M0403 幸紀雄 安福久 平茂勝 4

若百合 G6321 華春福 安福久 勝忠平 2

若百合 M5099 華春福 安福久 勝忠平 5

若百合 M8215 勝忠平 安福久 第１花国 2

若百合 G6317 華春福 安福久 忠富士 1

若百合 M5100 美国桜 金太郎３ 北仁 16

若百合 M8218 美国桜 美津照重 勝忠平 7

若百合 M5101 美国桜 百合茂 福栄 8

若百合 M3213 美国桜 忠富士 安平 8

若百合 M8265 美国桜 忠富士 安平 12

若百合 G6163 美国桜 平茂勝 飛騨白清 17

若百合 M3212 美国桜 金幸 安糸福 7

若百合 G6250 幸紀雄 隆之国 安福久 11

若百合 G6235 華春福 百合茂 金幸 9

若百合 G6169 勝早桜５ 平茂晴 安平 5

若百合 M3225 勝忠平 平茂晴 安福久 9

若百合 M3160 隆之国 安福久 平茂勝 15

若百合 R2973 美津照重 福桜 平茂勝 2

若百合 R2794 勝忠平 安平 景藤 8

- 2  -



種雄牛名 タッグNO 父 母の父 母の祖父 個数

美国桜 M3022 安福久 平茂勝 北国７の８ 9

美国桜 M8141 安福久 平茂晴 安平 10

美国桜 M1855 百合白清２ 勝忠平 第２０平茂 3

美国桜 M1038 耕富士 秀正実 平茂勝 2

美国桜 G6328 喜亀忠 安福久 百合茂 5

美国桜 M1040 幸紀雄 安福久 第１花国 1

美国桜 G6286 幸紀雄 安福久 平茂勝 15

美国桜 M1090 華春福 安福久 紋次郎 16

美国桜 G6381 勝早桜５ 安福久 勝忠平 10

美国桜 M5027 勝忠平 安福久 平茂勝 15

美国桜 M2994 百合茂 安福久 平茂晴 19

美国桜 G6308 百合茂 安福久 平茂勝 3

美国桜 M2993 百合茂 安福久 金幸 11

美国桜 G6304 金太郎３ 平茂晴 北国７の８ 9

美国桜 M5045 金太郎３ 安平照 平茂勝 8

美国桜 M1932 金太郎３ 糸福 勝忠平 7

美国桜 G6228 華春福 勝忠平 金幸 12

美国桜 M1093 華春福 百合茂 安糸福 4

美国桜 G6117 華春福 百合茂 安糸福 9

美国桜 M1091 華春福 百合茂 平茂勝 9

美国桜 G6143 華春福 百合茂 平茂勝 4

美国桜 G6301 華春福 百合茂 福桜 3

美国桜 G6144 華春福 安糸福 平茂勝 8

美国桜 G6367 勝早桜５ 美津照重 百合茂 18

美国桜 G6360 勝早桜５ 福之国 安平 15

美国桜 G6258 百合茂 勝忠平 福之国 13

紀多福 M3374 安福久 平茂勝 北国７の８ 21

紀多福 M3368 美国桜 勝忠平 金幸 8

紀多福 M3407 美国桜 勝忠平 安平 14

紀多福 M3367 隆之国 安福久 百合茂 10

紀多福 G6369 美津照重 百合茂 平茂晴 10

紀多福 R2813 勝忠平 安平 寿恵福 7

愛之国 G6026 安福久 勝忠平 平茂勝 9

愛之国 R2844 安福久 勝忠平 神高福 1

愛之国 R2898 安福久 百合茂 金幸 2

愛之国 M5127 幸紀雄 勝忠平 平茂勝 5

愛之国 M5095 華春福 百合茂 平茂勝 12

愛之国 R2978 勝忠平 安糸福 北国７の８ 6
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種雄牛名 タッグNO 父 母の父 母の祖父 個数

福増 M3337 安福久 平茂勝 金幸 7

福増 M3285 安福久 金幸 安平 21

福増 M3353 安福久 北国７の８ 平茂勝 10

福増 G6257 喜亀忠 安福久 百合茂 5

福増 G6281 幸紀雄 安福久 勝忠平 10

福増 M3387 勝忠平 安福久 平茂勝 18

福増 G6139 百合茂 安福久 平茂勝 6

福増 G6365 美国桜 百合茂 安福久 11

福増 G6370 美国桜 百合茂 安福久 6

福増 G6383 美国桜 勝忠平 百合茂 2

福増 M5210 美国桜 百合茂 安糸福 12

福増 M3340 芳之国 安福久 平茂勝 5

福増 G6083 美津照重 平茂勝 金幸 1

特別対策卵

葉山桜 G6082 美津照重 第１花国 安平 15

葉山桜 G6217 百合茂 安福久 平茂晴 15

凛斗福 G6104 百合茂 北乃大福 忠富士 2

鉄忠平 G6084 隆之国 平茂晴 平茂勝 9

1075

- 4  -


