
あか牛父系図 

第二初丸 
（補阿2） 

蘇　　丸 
（予熊４） 
（1926） 

蘇　　光 
（予熊７） 

丸　　勇 
（予熊48） 

光　　四 
（予熊５） 

丸　　数 
(補阿135)

丸　　錦 
(予熊150)

丸　　久 
（本褐3） 

七　　光 
（予熊43) 
(1932)

光　　林 
(予熊104)

光　　陽 
(予熊186)

繁 
(予熊270)

二十三光 
（予熊168)

桜 
(予熊174)

桜　　四 
（本褐5） 

重　　富 
（本褐43） 

蘇　　繁 
（本褐40） 

久　　丸 
（本褐41） 

久　　浜 
（本141） 

浜　　二 
（高１)

波　　丸 
（本褐65） 

福　　丸 
（本400） 

菊　　丸 
（本585） 

浜　　丸 
（本584） 

丸　　花 
（本743） 

久　　旗 
（高29） 

久　　宝 
(１級544)

浜　　勇 
（本673） 

菊　　玉 
（高23） 

浜　　福 
（本867） 

楠　　風 
(１級108)

第二楠風 
(１級331)

浦　　月 
(１級259)

白　　岩 
(高52)

栄 
(１級210)

芳　　光 
(１級419)

中　　堀 
(高38)

光　　花 
（１級487） 

峯　　岩 
(特級70)

楠　　金(１級361） 

楠　　光(１級316) 

楠　　福(１級409) 

利　　宗(１級410)

菊　　宝(１級437) 

菊　　秋(１級502) 

菊　　竜(１級545) 

第二菊玉(１級624)

松　　浜 
(本893)

大　　優 
(１級26)

優　　栄 
(１級339)

楠　　富 
(１級438)

浜　　波 
（予熊647） 

久　　浜 
（本149） 

第二久浜 
（本382） 

朝 
（本138） 

朝　　栄 
（本365） 

重　　村 
（本273） 

重　　丸 
（本190） 

菊　　栄 
（高41） 

繁　　光 
（本90） 

福　　繁 
（本104)

重　　利 
（本641） 

重　　成 
（本528） 

蘇　　重 
（本432） 

重　　時 
（本498） 

重　　幸 
（本561） 

松　　明(１級187) 

青　　山（高18） 

光　　浦 
（本244） 

第五光浦 
（高5） 

竜　　浦 
（高19） 

第十光浦 
（高８） 

光　　力 
（高27） 

光　　優 
（高22） 

蘇　　竜 
(高55)

第六蘇殖 
(高67)

球　　勇 
(特級13)

勇　　泉 
(特級80)

蘇　　殖 
(高56)

凰月85 
（特級109)

蘇　　桜 
(特級131)

蘇　　明 
（高30） 

金　　時 
（高32） 

蘇　　南 
（高34） 

蘇　　幸 
（１級480） 

蘇　　誠 
（高36） 

第三栄 
(高37)

第二蘇明 
(１級244)

第四栄 
(１級383)

原　　美 
(高46)

第二光浦（高4） 

光　　朝（高6） 

第三福栄 
（高2） 

蘇　　久 
（本676） 
（1959～） 

草　　富 
(高14)

春　　富 
(１級307)

永　　成 
（高12） 

永　　丸 
(１級237)

草　　桜 
（本1005） 

重　　玉 
（高11） 

重　　久 
（本710） 

重　　河 
（本999） 

重　　兼 
（本1002） 

重　　吉 
（高25） 

福　　花 
（高31） 

桜 
(１級281)

重　　福 
（高47） 

福　　朝 
(１級563)

草　　光(１級389)

永　　球 
(１級417)

草　　福 
（本1001） 

国　　盛 
（高33） 

菊　　一 
（高42） 

優　　栄 
(１級44)

蘇　　月 
(高35)

蘇　　丸 
（本1000） 

蘇　　中 
(高10)

光　　丸(１級586) 

光　　川(特級39) 

第一光花 
(１級597)

球　　光（高26） 

優　　博 
（高51） 

光　　富 
(１級382)

光　　武（高58） 

光　　盛 
(１級668) 

光　　池 
(１級669)

(1957～)

蘇　　球(１級520) 

第七蘇殖(１級523) 

蘇　　福(１級535) 

第十蘇殖(１級546) 

第十一蘇殖(特級3) 

第十五蘇殖(特級1)

第五栄(１級581) 

第六栄(１級591) 

第七栄(特級21) 

光　栄(特級162)

(1962～)

春　　玉（高44） 

重　　川（１級191） 

重　　宝（高40） 

重　　宮（１級78)　　　　重　　波（高48） 

重　　富 
（高64） 

重　　丸（高45) 

重　　光 
(１級387)

第二重富 
(１級625) 
 

重　　久 
(特級90) 

第一重光 
(特級67)

重波二 
(１級661) 

重波3 
(特級108)

※P36

※P35

※P35

※P36

※P38

※P36

※P37 
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第二球泉（１級574) 第三光泉（特級38） 第三光泉（特級142)

第二光泉（高66) 優　　泉（高72） 隆　　泉（特級150)

第六球泉（特級11) 第十球泉（特級71） 優　　南（１級674)

第五球泉（特級20) 玉　　泉（特級54） 

松　　泉（１級534) 大　　泉（特級53） 

球　　泉（１級463） 等　　泉（１級626) 黄金一郎（１級641） 

球泉一（特級110） 

第8球泉（１級623） 恵　　山（１級659） 

第三球泉（高68) 福　　泉（１級627） 

竜　　光（１級426） 球泉二（特級130） 

球　　光 
（高26） 
（1967～） 

球　　福（１級426） 球泉三（特級167） 

第三球光（１級513） 球泉四（特級179） 

第八球光（１級615) 球泉五（特級193） 

第二球光（高63） 球　　月（特級47） 

第五球光（特級８) 光　　旗（特級84） 

第十一球光（１級637） 

第三光武（特級19) 第六光武（特級78） 第十光武（特級139)

光　　丸（高69) 光　　城（繁殖28) 光　　藤（特級178） 

光武三（特級45) 武　　丸（特級119) 光　　桜（特級198） 

第二光福（高77) 福波ET（繁殖78） 光　　梅（特級224） 

光　　福（特級36) 武　　雄（繁殖13) 光　　玉（繁殖17） 

第八光武（特級40) 光　　宝（特級205) 光　　長（繁殖20） 

第七光武（特級26) 光武則（特級177) 光　　陽（繁殖34)

武　　丸（特級48) 光　　春（繁殖37)

光　　久（特級114) 第十光丸（高76） 

          （1985～)

光梅丸（繁殖44)

武　　丸（特級48) 守　　十（繁殖63） 

重　　光（特級113) 藤丸ET（繁殖70） 

光利（繁殖138） 第十光武（１級640)
藤　　丸（特級120)

第三光誉（特級207)
吉　　武（特級116)

光　　誉（高75)

義　　丸（特級174)
第二光福（高77)

第五光丸（特級102)

第二光重（繁殖19)

第二光丸（特級22) 

　　　（1980～)

金　　光（特級170)
鶴　　丸（特級151)

第三光重（繁殖29)

鶴光重（繁殖107） 

光重星（繁殖112） 

弦光（繁殖122） 

第二弦光（繁殖124） 

第三弦光（繁殖126） 

第四弦光（繁殖130） 

重波栄（繁殖103） 

春光重（繁殖118） 

富重（繁殖125） 

久光重（繁殖136） 

福光重（繁殖140） 

光　　武 
（高58） 
（1971～） 第八光丸（特級103) 雄　　丸（特級152)

第四光重（高82)

第二光武（１級590) 光　　重（特級153)

第五光重（繁殖41)

光　　広（１級593)
光重ＥＴ（育高1) 
           （1988～)

第六光重（繁殖43)

武　　富（１級594)

光福丸（特級201)

第九光重（繁殖54)

第四光武（１級606)

長崎第三光丸（特級203)

第十四光重（高83)

第五光武（１級609)

第八福丸ET（特級204)

第十六光重（育高2)

武　　道（１級636)

北光丸（特級214)

第十八光重（繁殖79)

武　　文（１級670)

重光丸（特級190)第十二光武（１級154)

菊光ET（特級206)

第七光丸（特級229)第三光丸（高71) 

        （1980～)

光重波（特級180)

重光武（特級189)

泉丸ＥＴ（繁殖62） 

第三光波（繁殖76） 

波光（繁殖97） 

菊光丸（繁殖101） 

光姫丸（繁殖117） 

光春玉（特級191)

光武ET（特級199)

第二花光（特級176)

第20光丸（特級208)

光　　泉（１級568) 光　　月（１級643） 

栄　　豊 
（本972)

第三豊旗（１級206) 第五重豊（特級46)

第二栄豊（１級254) 第三栄豊（１級475) 第六栄豊（特級64)第四栄豊 
（1級557)

豊　　旗（１級178) 第七栄豊（特級65)

久　　豊（高50） 第八栄豊（特級95)

正　　豊（１級278) 栄　　光（１級420) 第九栄豊（特級98)

竜　　明（高39) 龍　　勝（１級430) 玉栄豊（繁殖30)

竜　　栄 
（高20)

第二竜明（高49)朝　　栄 
（本365） 
（1955～)

第三竜月（１級304) 竜　　錦（特級６)

朝　　玉（１級63) 福　　竜（高57) 竜　　花（特級23)

竜　　富（１級400) 竜　　波（特級35)

第三竜福（１級414)

初　　丸（高28) 初　　光（１級397)

 初　　玉（特級16)

 初　　幸（１級610)

初　　宝（高62）  初　　重（特級37)

 重　　光（高59）  第二初玉（特級31)  第二初光（特級105)

 第十重宝（特級25)

 重　　金（１級441)  重　　八（特級52)  武　　重（特級118)

重　　宝 
（高40） 
（1968～)

 重　　花（特級2)

 第六重宝（特級4)  重　　雄（特級75)

 第八重宝（１級582)

 第九重宝（１級628)

 銀　　星（１級530)  銀星一（特級159)

 春　　錦（特級66)  春重玉（繁殖9)

 第六春玉（特級79)  球春玉（特級212)

 第五春玉（特級81)  春　　姫（特級221)

 第七春玉（特級122)  春　　久（繁殖5)

 第九春玉（特級181)  春富ET（繁殖32)
春　　玉 
（高44） 
（1967～)

 朝　　丸（特級228)  第五春玉の壱（特級227)

 第六春玉ET（特級107)  春光玉（繁殖65)

 重　　春（特級101)  第七重桜（特級136)  第八重桜（繁殖61)

 第二春玉（特級77)  春　　栄（特級137)

 大　　勝（１級364)

 清　　春（１級371)

 重　　山（１級373)

 正　　光（１級493)

 第一春玉（１級600)

 春　　泉（１級602)

 第三春玉（１級650)

 第四春玉（１級655)

 第八春玉（１級671)

 市　　波（特級182)

 春　　藤（特級222)

 友　　春（特級223)

 春　　雄（特級225)

第二豊旗（高43) 重　　豊（特級44)

35 36あか牛父系図 



重川6の4 
（繁殖139)

第三重波(特級50)

第一玉波(特級59) 春波6（繁殖15)

重重波(特級121)

第五玉波(特級96) 光玉波（高80)

玉波栄（繁殖131)玉　　雄(特級97)

春　　波(特級106)

玉　　波（高70） 

重玉波(特級123)

藤玉波(特級125)

荻玉波(特級126)

第二玉波（特級60)

第八重波（１級667)

第八玉波（特級155)

第二原波（特級165)

春波3（特級157) 第五春波（特級213） 

龍　　波（特級161)

第1重玉7（１級672)

重　　常(１級576)

玉　　登（特級183） 

玉波1（特級188)

重球磨(特級91) 重球磨一(特級186)

第一重常（特級93) 光重球磨（繁殖91） 球五月（繁殖137） 

球磨綾ET3（繁殖104） 重　　波 
（高48） 
(1967～) 久　　誉(特級169)

秀　　波(特級164)
第五福波（特級175)

秀　　重(繁殖21)
桜　　（特級184)

波　　栄（特級185)

第二重波(特級27)

第六波丸（１級673)

波　　丸(高74） 

　(1983～)

秋　　山（特級192)

光波丸(特級196)

第四波丸（特級200)

第六波丸（特級209)

第四重波(特級218)
玉波丸(特級210)

球波丸(特級211)

第七波丸（特級216)

第二波丸(特級219)

第五波丸(特級220)

波丸ET(繁殖2)

波　　豊(繁殖18)

波　　福(繁殖24)

波　　川（繁殖48） 

第十二波丸（繁殖92） 

波中島（繁殖96） 

波重（繁殖106） 

第十四波丸（繁殖127） 

重波1(特級17) 重玉5（特級83） 春桜14（特級226)

波桜（繁殖108） 

春玉波ET（繁殖114） 

福玉波（繁殖129） 

重光玉（繁殖100） 

輝　　花(１級585) 第六玉波（特級99） 重玉波 
（繁殖38） 

第十三重川(特級9) 重　　武（特級63） 第二重栄(特級49)

重　　谷（特級85) 重　　姫（１級657)重　　園(特級51)

第二重光（特級73)第三重栄(特級124)

第一重高（特級82)

重川丸(特級100)

第二十八重川(特級26） 

千代栄（特級112)

重　　房(１級398)
第二重房(１級483)

重　　秀（特級58)

重　森（特級94)

松　　房(高60)

第十重浦（特級34)

共栄丸（特級140)

第十四重川（特級10)

黒重川(特級163)

重　　栄(１級346)

第一重川(１級517)

第十二重川（特級5)

第十栄豊（特級202)

黒重川（繁殖69） 
第五重川(１級540)

重　　隆(特級68)
重　　栄（１級492)

第一重栄（特級156)

第二重隆(特級134)

重　　海（１級642)
第二十五重川（特級15)

重　　福（１級522)
重　　藤(特級33)

藤　　玉（１級664)

第23重川（特級14)
第十八重川（特級12)

重　　登（１級663)

明　宝（１級648)
忍　　（繁殖14)

重　　秋（特級111)
重　　光(１級310)

第四重川(１級524)
重　憲（１級565)

蘇　　玉(１級347)

重　　優(１級512)
第十一重川（１級578)

憲　　勝（１級645)
信　　春(１級369)

第三重川(高61)
第二十九重川（１級621)

重　　桜(特級18)
第六重川（１級556)

重丸川(繁殖4)
第七重川（１級558)

第三十一重川（１級662) 光義ET（繁殖3)

春　　重(特級76) 谷　　相（特級128)第二十一重川(１級587)

玉　　晴(１級656) 第二前原（１級665)重　　晴(特級32)

重　七（特級74) 光　　国(特級129)

第二重川(高53） 

    (1971～) 荻重川(特級135)

豊　重（特級160) 第一草福(特級132)

重　　川 
（１級191） 

重重川(特級104） 

光重川(高73) 重　　鶴(高　78)第八重川（１級559)

福重川(特級61) 光　　栄(特級147)重　　久（１級564)

菊重川(特級62) 重　　泉(特級148)第三重森（１級634)

重　　南（特級117) 光栄一(特級149)重　信（１級573)

波優（繁殖123)

重　　長（特級57) 第一重丸（特級171)

第三十重川（特級29) 鉄　　重（特級173)

重　　浦（特級72) 第二光重川（特級195)第十重川(高65) 
　 (1978～)

重　　弦（特級92) 北光ET（特級215)

第三十三重川（１級638) 宝重川（繁殖12)
竜　　栄（１級405)

優　清（特級89)
第三重光(特級144)福　　重（１級450)

第二重光(特級86)
第四重光(特級143)岩　　栄(１級362)

重武ET(特級145)
弦　　重(高54)

光重丸(特級166)

花　重（特級172)

第二重丸(特級197)

重　球（繁殖67） 

第一重山(１級654)

重　　丸(１級366) 重　　山(１級521)
第二重山(１級662)

重山一(特級127)

第三重山(特級187)

第五重山(１級675)

第一波重（特級41） 
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