
ＪＡ全農ＥＴ研究所　凍結受精卵リスト　（２０２０．０３．１６）
種雄牛名 タッグNO 父 母の父 母の祖父 個数

和牛卵

幸紀雄 M3346 安福久 勝忠平 平茂勝 7

幸紀雄 G6098 安福久 勝忠平 金幸 14

幸紀雄 M8286 安福久 百合茂 平茂勝 28

幸紀雄 M8199 安福久 百合茂 神高福 1

幸紀雄 M8197 安福久 平茂勝 北国７の８ 9

福之姫 M3136 安福久 勝忠平 金幸 5

福之姫 M3138 安福久 勝忠平 金幸 20

福之姫 M8179 安福久 勝忠平 美津福 39

福之姫 M8198 安福久 勝忠平 美津福 14

福之姫 M3134 安福久 平茂勝 金幸 12

福之姫 M8200 安福久 平茂勝 安平 6

福之姫 M5182 百合白清２ 安福久 平茂晴 9

福之姫 M8186 百合白清２ 平茂晴 平茂勝 14

福之姫 M8204 幸紀雄 安福久 百合茂 22

福之姫 M2974 幸紀雄 安福久 平茂晴 40

福之姫 G6240 華春福 勝忠平 金幸 8

勝早桜５ M8135 安福久 平茂勝
安福１６５の
９

40

勝早桜５ M8081 安福久 金幸 平茂勝 3

勝早桜５ G6014 美津照重 平茂晴 平茂勝 5

勝早桜５ G6068 美津照重 忠富士 福之国 7

勝早桜５ R2943 芳之国 北国７の８ 平茂勝 3

美国桜 M8283 安福久 平茂勝
安福１６５の
９

13

美国桜 M8284 安福久 平茂勝 紋次郎 7

美国桜 M8314 幸紀雄 安福久 勝忠平 11

美国桜 M8203 幸紀雄 安福久 百合茂 21

美国桜 G6416 幸紀雄 安福久 第１花国 7

美国桜 G6355 幸紀雄 安福久 金幸 6

美国桜 G6397 金太郎３ 安福久 勝忠平 2

美国桜 G6040 勝忠平 平茂晴 安平 6

美国桜 G6045 勝忠平 福之国 安平照 6

美国桜 G6115 勝忠平 福之国 安平 1

美国桜 M2247 百合茂 安平 福桜（宮崎） 37

美国桜 G2413 忠富士 安平 隆桜 10

若百合 M3257 安福久 勝忠平 第１花国 20

若百合 M3278 安福久 百合茂 第１花国 28

若百合 M3354 安福久 百合茂 第１花国 18

若百合 M3277 安福久 百合茂 平茂勝 5

若百合 R2933 安福久 金幸 神高福 3

若百合 M3272 幸紀雄 平茂晴 安福久 27

若百合 M3263 美国桜 平茂勝 安平 14

若百合 M5183 美国桜 金幸 神高福 7
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種雄牛名 タッグNO 父 母の父 母の祖父 個数
美津照重 M0988 華春福 百合茂 安福久 2

美津照重 G6240 華春福 勝忠平 金幸 20

美津照重 R2889 勝忠平 福之国 隆桜 7

美津照重 G6116 美国桜 平茂勝 福桜（宮崎） 7

美津照重 G6006 平茂晴 平茂勝 安平 11

美津照重 R2640 平茂晴 平茂勝 安平 4

美津照重 G6070 隆之国 忠富士 福桜 7

美津照重 G6070 隆之国 忠富士 福桜 6
受注締切日: 3月23日(月曜日)
受注報告日: 3月24日(火曜日)

- 2  -


