
ＪＡ全農ＥＴ研究所　凍結受精卵リスト　（２０２０．０２．１８）
種雄牛名 タッグNO 父 母の父 母の祖父 個数

和牛卵

福之姫 M8154 安福久 勝忠平 福栄 8

福之姫 M3071 安福久 百合茂 平茂勝 16

福之姫 M8157 安福久 百合茂 北国７の８ 8

福之姫 M5110 安福久 百合茂 福昌 8

福之姫 M2940 安福久 花清国 平茂勝 6

福之姫 G6001 安福久 平茂晴 平茂勝 10

福之姫 M3053 安福久 忠富士 第１花国 9

福之姫 M5090 安福久 第２平茂勝 福谷１ 11

福之姫 G6263 百合白清２ 勝忠平 美津照 3

福之姫 M5125 幸紀雄 安福久 平茂勝 18

幸紀雄 M8276 安福久 平茂晴 安平 7

幸紀雄 M0425 安福久 忠富士 福之国 8

幸紀雄 M3284 安福久 忠富士 安平 15

幸紀雄 M0423 安福久 福之国 安平 10

幸紀雄 M8223 安福久 平茂勝 金幸 3

幸紀雄 M0445 耕富士 美穂国 福之国 6

幸紀雄 G6340 美国桜 百合茂 安福久 3

幸紀雄 G6354 美国桜 百合茂 安福久 5

幸紀雄 G6125 華春福 勝忠平 北国７の８ 3

勝早桜５ M2982 安福久 勝忠平 安平 12

勝早桜５ M3060 安福久 百合茂 平茂勝 20

勝早桜５ M2840 安福久 百合茂 北国７の８ 6

勝早桜５ M2996 安福久 平茂晴 平茂勝 9

勝早桜５ M2861 安福久 平茂勝 安平 5

勝早桜５ M5030 美国桜 勝忠平 安福１６５の９ 34

美国桜 M3091 安福久 勝忠平 安平 8

美国桜 M3151 安福久 百合茂 第１花国 26

美国桜 M3123 百合白清２ 勝忠平 安平 9

美国桜 M8271 百合白清２ 平茂勝 神高福 11

美国桜 G6376 金太郎３ 安福久 百合茂 14

美国桜 G6379 金太郎３ 安福久 百合茂 5

美国桜 M3125 金太郎３ 安福久 百合茂 8

美国桜 M3045 幸紀雄 安福久 百合茂 1

美国桜 G6386 幸紀雄 安福久 平茂勝 14

美国桜 M3313 幸紀雄 第１花国 安平 7

美国桜 G6375 勝早桜５ 美津照重 平茂勝 4

美国桜 G6046 勝忠平 安平 平茂勝 8
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種雄牛名 タッグNO 父 母の父 母の祖父 個数

若百合 M8232 安福久 勝忠平 安平 9

若百合 M8262 安福久 勝忠平 金幸 17

若百合 M8219 安福久 平茂勝 安平 7

若百合 M8264 安福久 平茂勝 安福１６５の９ 4

若百合 M8239 安福久 平茂勝 神高福 10

若百合 G6253 喜亀忠 安福久 平茂勝 13

若百合 M8217 美国桜 安福久 藤平茂（大分） 25

若百合 G6399 幸紀雄 安福久 第１花国 13

若百合 G6279 幸紀雄 美国桜 安福久 7

若百合 M8224 美国桜 百合茂 金幸 11

紀多福 M3377 安福久 平茂勝 忠福 22

紀多福 M3369 安福久 茂勝 平茂勝 23

紀多福 G6302 金太郎３ 平茂晴 安福久 9

紀多福 G6184 華春福 勝忠平 安福久 7

紀多福 G6193 華春福 百合茂 安福久 1

紀多福 G6174 勝早桜５ 菊福秀 金幸 1

福増 M3400 幸紀雄 安福久 平茂勝 18

福増 G6307 金太郎３ 百合茂 金幸 8

福増 M3416 美国桜 平茂勝 福桜（宮崎） 7

福増 M3303 勝早桜５ 隆之国 安福久 27

福増 G6159 百合茂 福之国 安平 14

茂晴花 G6128 勝忠平 第１花国 平茂勝 12

秋忠平 G6282 幸紀雄 美国桜 安福久 6

秋忠平 R2956 百合茂 白清８５の３ 平茂勝 6

特別対策卵

関百合 G6189 華春福 安福久 平茂勝 1

弁慶３ G6391 金太郎３ 勝忠平 平茂晴 2

元白鵬 G6239 華春福 百合茂 神高福 6

百忠平 G6131 華春福 安福久 神徳福 6

650

受注締切日： 2月25日(火曜日)

受注報告日： 2月26日(水曜日)
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