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 ゴウデン・ダィフ賞授賞式が、来る 2 月 17 日土曜日に行われます。毎年本競売には、一流鳩舎がその名誉に

かけて選りすぐりの若鳩を供出しております。過去に本競売で落札された鳩の中には、ファンダィク父子の有名

なゴールデン・レディや、コープマン父子供出でヴォンダー・ファン・ハーハトなどの偉大な種鳩が出ております。

参加ご希望の方は、保証金￥30,000 を添えて２月 16 日までにチャンピオン商事宛、日本円限度額(輸入消費

税・国内消費税他諸掛込、国内発送時送料のみ別)にて指値お申し込み下さい。 

ご注意：猶、１件の保証金で、何羽指値して頂いても結構です。第一希望、第二希望等の希望順位でも構いませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

競売指値お申込み先 

チャンピオン商事株式会社 TheChampiontrade 
〒353-0002 埼玉県志木市中宗岡2-23-8 TEL048-485-9671 FAX048-485-9672 090-3086-3176 （島村） 

E-Mail: info@champioｎ-ｔｒａｄｅ.jp Web: www. champioｎ-ｔｒａｄｅ.jp 

 

 



 

 

 

 

【1】“ゴールデン・ルディ” Ｂ17-5126049 Ｂ ♂ 今年度ゴウデン・ダィフ賞ベルギー第1位ラーツ兄弟＆ケニー作 

父)スーパー・ルディ Ｂ14-3150695 ガビー・ファンデンアベール作 スーパー種鳩 直仔／セミＰ優勝４羽 

 Ｎレース７羽参加全入賞 

 祖父)ルディ Ｂ06-3008003 Ｂ Ｇ.ファンデンアベール作 ブリクセン×カーチャブリクセン×カーチャブリクセン×カーチャブリクセン×カーチャ    スーパー種鳩スーパー種鳩スーパー種鳩スーパー種鳩    

 祖母)ブラウ・シュプルーチェ Ｂ10-4325612 Ｂ チーム・デヤーガー作 ツナミ・115×ステフィ 

母)グローリアス・ブリクセムケ Ｂ16-3138914 Ｇ.ファンデンアベール作 

 祖父)グローリアス・ブリクセン Ｂ14-3053859  Ｇ.ファンデンアベール作  ニュー・ブリクセンニュー・ブリクセンニュー・ブリクセンニュー・ブリクセン((((チューチューチューチュー    

ルＮルＮルＮルＮ11,70711,70711,70711,707羽中最高分速総合優勝羽中最高分速総合優勝羽中最高分速総合優勝羽中最高分速総合優勝))))×プリンセス・グローリア×プリンセス・グローリア×プリンセス・グローリア×プリンセス・グローリア((((グレＮグレＮグレＮグレＮ9,7549,7549,7549,754羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝)))) 

 祖母)ルカ Ｂ15-1085818 デン・アルジャントンデン・アルジャントンデン・アルジャントンデン・アルジャントン((((アルジャントンアルジャントンアルジャントンアルジャントンNPO2,200NPO2,200NPO2,200NPO2,200羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合2222位、エタンプ位、エタンプ位、エタンプ位、エタンプ    

NPO5,763NPO5,763NPO5,763NPO5,763羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合7777位位位位))))の娘の娘の娘の娘    

 

 

【2】ＮＬ17-1810354 Ｂ ♀ 今年度ゴウデン・ダィフ賞オランダ第1位 フェルブリー共同鳩舎作  

父)ＮＬ16-1243411 ＢＣ フェルブリー共同鳩舎作  

 祖父)バレロ ＮＬ13-1040165 ＢＣ Ｒ.Ａ.バッカー父子作 兄弟／ロード・バリナ兄弟／ロード・バリナ兄弟／ロード・バリナ兄弟／ロード・バリナ    南ア南ア南ア南ア100100100100万ドル・レ万ドル・レ万ドル・レ万ドル・レ    

ースで上位ースで上位ースで上位ースで上位3333回入賞回入賞回入賞回入賞    バッカー・コープマンバッカー・コープマンバッカー・コープマンバッカー・コープマン    

 祖母)クイッキー ＮＬ13-6084991 フェルヘストラーテン作 グレＮグレＮグレＮグレＮ2,3282,3282,3282,328羽中総合優勝×ファンデンバ羽中総合優勝×ファンデンバ羽中総合優勝×ファンデンバ羽中総合優勝×ファンデンバ    

ルクルクルクルク    直仔／アヤナ直仔／アヤナ直仔／アヤナ直仔／アヤナ    北部連盟ブールジュ北部連盟ブールジュ北部連盟ブールジュ北部連盟ブールジュ620620620620Ｋエース鳩第Ｋエース鳩第Ｋエース鳩第Ｋエース鳩第1111位位位位    

母)ヴァリタ ＮＬ14-1651354 フェルブリー共同鳩舎作翔 オランダ最高ＣＨ鳩の1羽 ポン・サン・マク 

サンスNPO392Ｋ8,586羽中総合優勝、イソウドゥンNU646Ｋ4,492羽中総合2位 同1,122羽中優勝、キ 

ェブラン1,561羽中優勝、フューリー1,035羽中優勝、ニールグニース433羽中優勝、ティーネン174羽 

中優勝、サンカンタン155羽中優勝、メルン145羽中優勝他上位入賞多数 

 祖父)ルコ ＮＬ13-1040138 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 ヴァリタス×フリルト(コープマン) 

 祖母)ユートピア ＮＬ10-1326486 Ｂ 両親共フェルブリー共同鳩舎作翔 ノワイヨンノワイヨンノワイヨンノワイヨン 1,81811,81811,81811,8181 羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、    

ナイフェルナイフェルナイフェルナイフェル348348348348羽中優勝、ポメロイル羽中優勝、ポメロイル羽中優勝、ポメロイル羽中優勝、ポメロイル299299299299羽中優勝他羽中優勝他羽中優勝他羽中優勝他        

    

 

【3】ＤＶ02098-17-1338  Ｂ ♂ 今年度ゴウデン・ダィフ賞ドイツ第1位 ギュンター・プランゲ作    

父)ＤＶ02098-102-555  Ｇ.プランゲ作  

 祖父)330・ジュニア ＤＶ02098-06-330 ＢＣ Ｇ.プランゲ作 97-330×02-330(リングローゼの異母兄妹 

  同士近親交配) 

 祖母)ＤＶ07237-07-24 Ｂ ステラーマン作 ドイツＮエース鳩第ドイツＮエース鳩第ドイツＮエース鳩第ドイツＮエース鳩第1111位で、得点記録を出したユーロ・ス位で、得点記録を出したユーロ・ス位で、得点記録を出したユーロ・ス位で、得点記録を出したユーロ・ス    

ターターターター802802802802×全妹近親交配直仔×全妹近親交配直仔×全妹近親交配直仔×全妹近親交配直仔    両親共リングローゼ直仔両親共リングローゼ直仔両親共リングローゼ直仔両親共リングローゼ直仔    純プランゲ純プランゲ純プランゲ純プランゲ    

母)ＤＶ02098-14-1321 Ｇ.プランゲ作 

 祖父)ＤＶ02098-06-321 リングローゼの父ゾーン・ベアトリックス・ドーファー×ファンルーン 

 祖母)ＤＶ02098-04-1600  Ｇ.プランゲ作 上記321の全姉 

 

 

【4】Ｂ17-4214047 ＢＣ ♀ 今年度ゴウデン・ダィフ賞国際超長距離第１位 エチエンヌ・メイルラーン作 

父)ソン・モナール Ｂ11-4312916 ＢＣ Ｅ.メイルラーン作  

 祖父)モナール Ｂ08-4298283 Ｅ.メイルラーン作翔 ナルボンヌＩＮナルボンヌＩＮナルボンヌＩＮナルボンヌＩＮ12,60512,60512,60512,605羽中総合優勝、同ＩＮ羽中総合優勝、同ＩＮ羽中総合優勝、同ＩＮ羽中総合優勝、同ＩＮ    

13,33513,33513,33513,335羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合13131313位、モントーバンＮ位、モントーバンＮ位、モントーバンＮ位、モントーバンＮ9,0919,0919,0919,091羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合52525252位、欧州杯位、欧州杯位、欧州杯位、欧州杯2222位、オリンピアード第位、オリンピアード第位、オリンピアード第位、オリンピアード第2222位位位位  



 祖母)スィート・キャロライン Ｂ08-4298126 ＬＢＣ Ｅ.メイルラーン作 姉／マラトン・レディ姉／マラトン・レディ姉／マラトン・レディ姉／マラトン・レディ    サンサンサンサン    

バンサンＮバンサンＮバンサンＮバンサンＮ896896896896ＫＫＫＫ1,00201,00201,00201,0020羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合12121212位、ペルピニャンＮ位、ペルピニャンＮ位、ペルピニャンＮ位、ペルピニャンＮ922922922922ＫＫＫＫ3,7963,7963,7963,796羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合25252525位位位位    ブロアブロアブロアブロア431431431431Ｋ地区Ｋ地区Ｋ地区Ｋ地区    

優勝優勝優勝優勝    レディ・ペルピニャンレディ・ペルピニャンレディ・ペルピニャンレディ・ペルピニャン    ペルピニャンＩＮペルピニャンＩＮペルピニャンＩＮペルピニャンＩＮ15,08715,08715,08715,087羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合15151515位、マルセイユＮ位、マルセイユＮ位、マルセイユＮ位、マルセイユＮ3,5863,5863,5863,586羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合    

6666位、ペルピニャンＮ位、ペルピニャンＮ位、ペルピニャンＮ位、ペルピニャンＮ7,4787,4787,4787,478羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合6666位位位位 モンヴァントゥー×Ｂ01-4056851 

母)Ｂ14-4285384 Ｅ.メイルラーン作 

 祖父)コール・アス Ｂ10-4284644 Ｂ Ｅ.メイルラーン作翔 14141414年年年年ポーＮ総合ポーＮ総合ポーＮ総合ポーＮ総合2222位、位、位、位、15151515年同Ｎ総合年同Ｎ総合年同Ｎ総合年同Ｎ総合52525252位、位、位、位、    

        16161616年サンバンサンＩＮ年サンバンサンＩＮ年サンバンサンＩＮ年サンバンサンＩＮ10,64310,64310,64310,643羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合218218218218位、ペルピニャンＮ位、ペルピニャンＮ位、ペルピニャンＮ位、ペルピニャンＮ4,1914,1914,1914,191羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合198198198198位で、KBDB超長距 

離Ｎエース鳩第24位 ブルー・エース・ミックス(コール×アス・ドィビン)×レジェンドの孫 

 祖母)ナルボンヌケ１ Ｂ13-4077106 ＢＥ.メイルラーン作翔 14141414年ナルボンヌＮ年ナルボンヌＮ年ナルボンヌＮ年ナルボンヌＮ2,8352,8352,8352,835羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合93939393位位位位        

スターライトスターライトスターライトスターライト((((タルベＩＮタルベＩＮタルベＩＮタルベＩＮ12,54912,54912,54912,549羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合2222位、モントーバンＮ位、モントーバンＮ位、モントーバンＮ位、モントーバンＮ7,2037,2037,2037,203羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合9999位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ5,4385,4385,4385,438羽中羽中羽中羽中    

総合総合総合総合21212121位位位位))))×マラトン・レディの娘×マラトン・レディの娘×マラトン・レディの娘×マラトン・レディの娘    

    

 

【5】“セクレタリアートの妹” ＳＵ17-2025 Ｂ ♀ Ｗ.マカロニー作  

全兄／セクレタリアート 75～450マイルのレースで優勝６回、２位２回、３位３回 

父)プリンス・オブ・マジック ＧＢ12-Ｆ45651 Ｂ レス・グリーン作 異母兄弟／プロミス異母兄弟／プロミス異母兄弟／プロミス異母兄弟／プロミス    ペロンヌペロンヌペロンヌペロンヌ44,24044,24044,24044,240    

羽中総合優勝、クライル羽中総合優勝、クライル羽中総合優勝、クライル羽中総合優勝、クライル25,74525,74525,74525,745羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝    

 祖父)アドニス ＮＬ01-1894056 スーパー種鳩 孫／モナ・リザ  23,002羽中総合優勝 コープマン×プ 

リマ・ヴェラ(ヤンセン) 

 祖母)ヤング・プリンセス ＧＢ10Ｋ25573 ＢＣＷ フェルケルク・ヤンセン系 

母)ヒシラ ＳＵ12Ｌ14351 Ｂ マカロニー作 純ガビー・ファンデンアベール系 兄弟／兄弟／兄弟／兄弟／2,6662,6662,6662,666 羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、

748748748748    

    羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝    

 祖父)アローンズ・レガシー ＧＢ06Ｔ13189  直仔／107羽中優勝 

 祖母)ガビーズ・チョイス Ｂ06-3008303 Ｂ Ｇ.ファンデンアベール作 直仔／1,500羽中優勝2羽 ブ 

リクセン弟×インゲ 

 

 

【6】Ｂ17-1099997 Ｂ ♂  ピエール＆パトリック・フィリペンス作 

父)マスター・174 Ｂ12-1003174 Ｐ.＆Ｐ.フィリペンス作翔 536536536536羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝(2,182(2,182(2,182(2,182羽中羽中羽中羽中2222位位位位))))、、、、269269269269羽中優羽中優羽中優羽中優

勝、勝、勝、勝、178178178178羽中優勝他で、羽中優勝他で、羽中優勝他で、羽中優勝他で、11114年KBDB中距離Ｎエース鳩第3位    

 祖父)Ｂ11-6261561 Ｊ.＆Ｊ.エンゲルス作 有名な178の近親孫 

 祖母)Ｂ11-1007863 イソウドゥン504Ｋ1,871羽中18位、ナントィル280Ｋ1,872羽中19位他１桁入賞 

  21回 オリンピック・ブルー(11年オリンピアード代表)×アルジャントンの娘 

母)Ｂ16-1191628 Ｐ.＆Ｐ.フィリペンス作 全姉／リトル・シスター全姉／リトル・シスター全姉／リトル・シスター全姉／リトル・シスター    優勝９回内１回Ｐ総合優勝優勝９回内１回Ｐ総合優勝優勝９回内１回Ｐ総合優勝優勝９回内１回Ｐ総合優勝    他優勝他優勝他優勝他優勝    

２羽２羽２羽２羽    半兄弟／ベラ・フィグラ半兄弟／ベラ・フィグラ半兄弟／ベラ・フィグラ半兄弟／ベラ・フィグラ    優勝７回内Ｐ総合優勝優勝７回内Ｐ総合優勝優勝７回内Ｐ総合優勝優勝７回内Ｐ総合優勝2222回回回回    ブラザーブラザーブラザーブラザー    優勝３回内Ｐ総合優勝優勝３回内Ｐ総合優勝優勝３回内Ｐ総合優勝優勝３回内Ｐ総合優勝  

 祖父)Ｂ13-1008755 ＢＷＪ.＆Ｊ.エンゲルスのアルジャントン(アルジャントンＮ総合優勝、ブールジュ 

  Ｐ優勝)の直仔同士近親孫 

 祖母)インブレッド・レディ Ｂ12-1003134 ヴェルヴィン1,730羽中優勝 直仔／Ｐ優勝４羽、２位３羽 

  ３位２羽 フローリ・ベン直仔×ブールジュの娘 

 

 

【7】ＮＬ17-1838744 ＢＣＷ  ♀  Ｗ.Ｂ.ドクライフ作 

父)エル・サルヴァドール ＮＬ16-1559814 ＢＷ.Ｂ.ドクライフ作翔 16161616年ペロンヌ年ペロンヌ年ペロンヌ年ペロンヌ2,5292,5292,5292,529羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同    

12,30412,30412,30412,304羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合3333位、フォンテネイＮ位、フォンテネイＮ位、フォンテネイＮ位、フォンテネイＮ12,76612,76612,76612,766羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合18181818位、位、位、位、17171717年優勝年優勝年優勝年優勝9999回内アッセ回内アッセ回内アッセ回内アッセ2,0292,0292,0292,029羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、    

デュッフェルデュッフェルデュッフェルデュッフェル1,1041,1041,1041,104羽中優勝他で羽中優勝他で羽中優勝他で羽中優勝他で１才鳩Ｎエース鳩第1位(NPO、FCI史上最高) 

祖父)クライネ・ズワルテ・ランボー ＮＬ10-1680392 ＤＣＷ Ｄ.＆Ｓ.ゴーベル作 スピーレンブルグ× 



 Ｊ.デンハルトーホ 

祖母)トリプル・シックス ＮＬ13-1233666 Ｂ Ｗ.Ｂ.ドクライフ作 両親共レオ・ヘレマンス作 

母)101 ＮＬ15-1886101 ＢＣＷ ヴィレム・ドブルイン作 同腹／102 1,422羽中優勝、775羽中優勝他オリ 

ンピアード１才鳩第6位 

祖父)メーウ・ファン・バルク Ｂ12-6254107 ＢＷ ディルク・ファンデンバルク作 兄弟／ニトラ・オリ

ンピアード・ベルギー第１位 Ｓ.ランブレヒツ×ディルク・ファンデンバルク 

 祖母)カレル・ラーネン Ｂ13-6195021 ＢＣ 異父兄弟／オリンピック・ボルト ピットブル×リヒチェ 

 

 

【8】Ｂ17-4094921 Ｂ ♀ ヒューゴー・フラーミンク作  

父)ロナウド Ｂ11-4049957 Ｈ.フラーミンク作翔 優勝9回内アルジャントンＰ3,161羽中優勝、グレＰ 

2,829羽中優勝、ブールジュＰ1,150羽中優勝、同Ｎゾーン1,193羽中優勝、同Ｎ8,005羽中総合2位、 

同Ｐ2,473羽中5位、シャトローＰ2,202羽中3位、モンリュソンＰ3,550羽中4位他で、15年5Ｎレー 

ス最優秀成鳩、同6Ｎレース最優秀成鳩 過去3年最優秀ブールジュ鳩 大中距離Ｎエース鳩第2位他 

 祖父)ファヴォリー Ｂ03-4266564 フラーミンク作翔 優勝5回 中距離エース鳩第1位 優勝11回の孫 

 祖母)Ｂ07-4152001 ロメイン・レジースト作 スーパー雌鳩 ブロアＰ他5回優勝の娘 

母)テス Ｂ11-4049941 刺 フラーミンク作 直仔孫／13-857 グレＮゾーン1,719羽中優勝、13-858 ラ・ 

スーテレーヌＰ1,873羽中優勝、14-396 シャトローＰ5,865羽中優勝、16-168 ラ・スーテレーヌＰ4,390 

羽中優勝 

 祖父)トム Ｂ10-4259603 Ｂ Ｈ.フラーミンク作翔 優勝2回他1才鳩エース鳩第1位 優勝7回の父× 

  上記ロナウドの姉 

 祖母)Ｂ10-4259692 ＢＷ ヴェルフェルヴィンド(メルン 1,172 羽中優勝)×ドデランジェ8,500 羽中最

高 

  分速優勝の雌 

 

 

【9】ＮＬ17-1281860 ＢＰ ♀  キース・ボスア作                   

父)レオン ＮＬ08-1549024 Ｋ．ボスア作 直仔／ヘリコプター ポメロイル3,635羽中優勝、同32,229羽 

中最高分速、ナイフェル3,635羽中優勝、デュッフェル491羽中優勝、クーパー(10-937) ナイフェル1,032 

羽中優勝、クライル591羽中優勝、10-936 ナイフェル1,703羽中優勝、同17,183羽中最高分速、11-250 

 ペロンヌ13,438羽中総合優勝、同32,360羽中最高分速、超銘鳩フェンナ 万羽レース2週連続優勝 

祖父)ブラウエ・レオ Ｂ05-6233900 レオ・ヘレマンス作 デン・ユーロ×ド・521 

祖母)シャトロー・ダィフイェ ＮＬ96-5665986 シャトローNPONPONPONPOＮＮＮＮ9,3379,3379,3379,337羽中総合優勝、ミンダーハウト羽中総合優勝、ミンダーハウト羽中総合優勝、ミンダーハウト羽中総合優勝、ミンダーハウト1,4901,4901,4901,490    

羽中優勝、デュッフェル羽中優勝、デュッフェル羽中優勝、デュッフェル羽中優勝、デュッフェル1,4731,4731,4731,473羽中優勝、ブールジュ羽中優勝、ブールジュ羽中優勝、ブールジュ羽中優勝、ブールジュ177177177177羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝 直仔／オスカー ヘンシース7,045 

羽中総合優勝、ペロンヌ3,778羽中優勝、ララ ペロンヌ38,955羽中総合優勝、アヌーク ペロンヌＰ 

39,316羽中総合優勝、ペロンヌ3,211羽中優勝、ティファニー ル・マンＮ15,848羽中総合48位、ブ 

ロアNPOＮ20,755羽中総合91位、04-929 アブリスＮ5,494中総合６位他 ポーキー×ミス・マルベラ 

母)クラウディア ＮＬ08-1549077 全姉／スーパー種鳩ノネチェ（ヘリコプター,フェンナの母） 直仔／ノラ 

オルレアンNPO5,503羽中総合3位 

祖父)タイム・アウト ＮＬ04-2062002  04040404年Ｎエース鳩若鳩第１位年Ｎエース鳩若鳩第１位年Ｎエース鳩若鳩第１位年Ｎエース鳩若鳩第１位    全姉妹／マギー全姉妹／マギー全姉妹／マギー全姉妹／マギー    ル・マンＮル・マンＮル・マンＮル・マンＮ99,10499,10499,10499,104    

    羽中総合２位、モスキート羽中総合２位、モスキート羽中総合２位、モスキート羽中総合２位、モスキート    ペロンヌＰペロンヌＰペロンヌＰペロンヌＰ21,72521,72521,72521,725羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝     ド・ベルス×トスカ 

祖母)ケルクダィフイェ ＮＬ03-5301440 ル・マンル・マンル・マンル・マン99,10499,10499,10499,104羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝他 全姉妹／ペリー全姉妹／ペリー全姉妹／ペリー全姉妹／ペリー    ペロンヌペロンヌペロンヌペロンヌ    

6,3946,3946,3946,394羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同47,42447,42447,42447,424羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速    同腹／ド・カンニバール同腹／ド・カンニバール同腹／ド・カンニバール同腹／ド・カンニバール    

    

    

【10】Ｂ17-6057400 ＢＣ ♂ バルト＆ナンス・ファネッケル作 

父)Ｆ16 Ｂ09-6107016 Ｂ.＆Ｎ.ファネッケル作翔 ラ・スーテレーヌＮ総合優勝、総合10位、ブールジュ 

Ｎ総合5位 直仔／ヴィエルゾンＰ総合優勝、同IP 総合7位、ラ・スーテレーヌＮ総合2位、シャトロ 



ーＮ総合5位他上位入賞多数 

祖父)ズワルテ・ディアマント Ｂ05-6054296 ＤＣＷ Ｌ.Ｂ.＆Ｊ.ゲーリンクス作 直仔／ラ・スーテレー直仔／ラ・スーテレー直仔／ラ・スーテレー直仔／ラ・スーテレー    

ヌＮ総合ヌＮ総合ヌＮ総合ヌＮ総合11111111、、、、13131313位、シャトローＮ総合位、シャトローＮ総合位、シャトローＮ総合位、シャトローＮ総合20202020位位位位 ブラウ・アイゼレン×リヒト・ゲシェルプト・アス 

 祖母)スーパー・クラインチェ Ｂ02-6330844 ＢＣ ジェフ・デホウワー作 

母)ビューティ・001 Ｂ16-6277001 ＢＣ Ｂ.＆Ｎ.ファネッケル作 

 祖父)ガストン・ジュニア Ｂ08-6031121 ＢＣＷ Ｂ.＆Ｎ.ファネッケル作翔 サルブリＰ優勝サルブリＰ優勝サルブリＰ優勝サルブリＰ優勝    直仔／直仔／直仔／直仔／    

        スーパー・ワン、スーパー・トゥースーパー・ワン、スーパー・トゥースーパー・ワン、スーパー・トゥースーパー・ワン、スーパー・トゥー    ガストネッチェ×スーパー・クラインチェ    

 祖母)グスト・ディアマンチェ Ｂ13-6309916 ＢＣ Ｂ.＆Ｎ.ファネッケル作 16・ディアマント×10-528 

 

 

【11】“ボンチェ・233” ＮＬ17-3731233 ＢＣＷ ♂ フランス・ベレター作 

父)ゾーン・マリー ＮＬ07-1766055 ＤＣＷ バーテンブルグ＝ファンデメルヴェ作 

 祖父)ヴィットブィクの孫 ＮＬ04-1993108 ＢＷ バーテンブルグ＝ファンデメルヴェ作翔 ペルピニャンペルピニャンペルピニャンペルピニャン    

ＮＮＮＮ4,7194,7194,7194,719羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合33333333位位位位 半兄弟／ナルボンヌＮ総合20位、ペルピニャンＮ総合25、33位 ゾーン・ヴ 

ィットブィク×ウィットペン・466(Ｃ.ファンデグラーフ) 

 祖母)マリー ＮＬ04-1993146 ＤＣＷ 両親共バーテンブルグ＝ファンデメルヴェ作翔 カルカゾンヌＮカルカゾンヌＮカルカゾンヌＮカルカゾンヌＮ    

3,1673,1673,1673,167羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合42424242位、ポーＮ位、ポーＮ位、ポーＮ位、ポーＮ2,4132,4132,4132,413羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合87878787位、バルセロナＮ位、バルセロナＮ位、バルセロナＮ位、バルセロナＮ7,5257,5257,5257,525羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合81818181位位位位他 グース(ル 

フェック3,108羽中優勝)×クライネ・バルセロナ(バルセロナＰ1,286羽中21位) 

母)ニュー・ミッシェル ＮＬ15-3520292 ＢＣＷ コール・デハイデ作 

 祖父)ドン・ミッシェルの孫 ＮＬ10-3017930 Ｂ Ｃ.デハイデ作 ドン・ミッシェル直仔×ホーイマンスドン・ミッシェル直仔×ホーイマンスドン・ミッシェル直仔×ホーイマンスドン・ミッシェル直仔×ホーイマンス    

のバルセロナＮ総合のバルセロナＮ総合のバルセロナＮ総合のバルセロナＮ総合9999位の娘位の娘位の娘位の娘    

 祖母)クラス・946 ＮＬ13-1330946 ＤＣ Ｃ.デハイデ作 ディアマンチェの曽孫ディアマンチェの曽孫ディアマンチェの曽孫ディアマンチェの曽孫 

 

 

【12】Ｂ17-4243282 Ｂ ♀ フィリッペ・ドッベラーレ作 スーパーＣＨブリットの娘 

父)Ｂ16-4245135  Ｐ.ドッベラーレ作 

 祖父)グレグ Ｂ15-4158861 Ｂ Ｐ.ドッベラーレ作翔 ジャルナックＮジャルナックＮジャルナックＮジャルナックＮ3,9063,9063,9063,906羽中総合優勝、リモージュＮ羽中総合優勝、リモージュＮ羽中総合優勝、リモージュＮ羽中総合優勝、リモージュＮ    

        6,9466,9466,9466,946羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合26262626位、ポンテネイ位、ポンテネイ位、ポンテネイ位、ポンテネイ184184184184羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝、同174羽中3位 インテールト・ブリギッテ×バロ 

ネスケ(ブルージュ・エース鳩1位) 

 祖母)エヴィータ Ｂ13-4063110 Ｂ 両親共Ｐ.ドッベラーレ作翔 14141414 年大中距離Ｎレース年大中距離Ｎレース年大中距離Ｎレース年大中距離Ｎレース 1111 才鳩最優秀才鳩最優秀才鳩最優秀才鳩最優秀

鳩鳩鳩鳩    

第第第第1111位位位位    KBDBKBDBKBDBKBDBエース鳩第エース鳩第エース鳩第エース鳩第7777位位位位 タインの弟(アブリス413羽中優勝)×アグネッタ(ブールジュＮ12,607 

羽中総合10位、グレＮ13,885羽中総合279位) 

母)ブリット Ｂ14-4022201 Ｂ Ｐ.ドッベラーレ作翔 優勝8回内16年ラ・スーテレーヌＮ7,631羽中総合 

58位、アルジャントンＮ13,629羽中総合68位、15年同Ｎ19,925羽中総合81位、グレＮゾーン4,878 

羽中6位、シャトローＮゾーン5,641羽中15位、同16年Ｎ9,228羽中総合72位他    

祖父)プリンス Ｂ10-4073635 ＢＣ 直仔／ベラ プールジュＰ優勝 姉／クレオ 両フランドル州エース 

鳩第2位 ドッベラーレ・Ｋ.ファンワインスベルヘ×ズワルテ・ロミュルス 

 祖母)ブリギッテ Ｂ07-4022161 ＢＷ Ｐ.ドッベラーレ作翔 シシシシャトローＮャトローＮャトローＮャトローＮ17,10917,10917,10917,109羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合5555位他位他位他位他    11111111    

年ポーランド・オリンピアード第年ポーランド・オリンピアード第年ポーランド・オリンピアード第年ポーランド・オリンピアード第2222位位位位    

    

    

【13】ＮＬ17-1821794 ＢＣ ♀  Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 

父)オリンピック・ハンス（リンクセ・テオ）ＮＬ12-1204759 Ｂ ハンス・ブンデルス作翔 シャトロー

NPO709Ｋ3,120 羽中総合優勝 ナントィルNPO448Ｋ4,476 羽中総合2 位、ブールジュNPO659Ｋ3,815羽中

総合9 位、モンス1,847 羽中優勝、オーセールNPO550Ｋ5,518 羽中総合17 位他で15 年WHZB 長距離Ｎエ

ース鳩第3位、ブリュッセル・オリンピアード・オールラウンド部門第１位 

祖父)オリンピック・ヴィレム ＮＬ11-1742864 Ｂ ヴィレム・ドブルイン作 オリンピック・ハリケーオリンピック・ハリケーオリンピック・ハリケーオリンピック・ハリケー 



ン×ブルー・フレームン×ブルー・フレームン×ブルー・フレームン×ブルー・フレーム 

 祖母)ＮＬ11-1159852 ＢＣ テオ・ハッテン＝Ｐ.フェーンストラ共作 ゴールデン・ブルー×オリンピゴールデン・ブルー×オリンピゴールデン・ブルー×オリンピゴールデン・ブルー×オリンピ 

ック・ハンネック・ハンネック・ハンネック・ハンネ(モルリンコートモルリンコートモルリンコートモルリンコート8,674羽中総合優勝他オリンピアード中距離第羽中総合優勝他オリンピアード中距離第羽中総合優勝他オリンピアード中距離第羽中総合優勝他オリンピアード中距離第1位位位位) 

母)ワンダ ＮＬ15-1897838 ＢＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 

 祖父)ロッシ Ｂ04-6073655 Ｂ ヘレマンス＝コイスタース作翔 2,508羽中優勝他羽中優勝他羽中優勝他羽中優勝他    スーパー種鳩スーパー種鳩スーパー種鳩スーパー種鳩    直直直直 

仔／ドゥイヴェン仔／ドゥイヴェン仔／ドゥイヴェン仔／ドゥイヴェン9.041羽中優勝、モルリンコート羽中優勝、モルリンコート羽中優勝、モルリンコート羽中優勝、モルリンコート6,297羽中優勝、ティーネン羽中優勝、ティーネン羽中優勝、ティーネン羽中優勝、ティーネン6,267羽中優勝、ス羽中優勝、ス羽中優勝、ス羽中優勝、ス 

ワソンワソンワソンワソン5,392羽中優勝、ハッセルト羽中優勝、ハッセルト羽中優勝、ハッセルト羽中優勝、ハッセルト3,572羽中優勝、ナイフェル羽中優勝、ナイフェル羽中優勝、ナイフェル羽中優勝、ナイフェル2,862羽中優勝、レシネス羽中優勝、レシネス羽中優勝、レシネス羽中優勝、レシネス2,506羽羽羽羽 

中優勝中優勝中優勝中優勝    ゴーチェラール×ロシタ 

 祖母)カレン ＮＬ11-1341334 ＢＣ ヘレマンス＝コイスタース作翔 キェブラン3,529羽中優勝他 

 エース鳩地区１位 フェレック×レディ・クリスティ 

 

  

【14】Ｂ17-1127759 ＢＣ ♀ ホック・サピン作 兄弟／ズワルト・マルティン アルジャントンＮ総合8位 

父)ハリー Ｂ09-1504854 ホック・サピン作翔 優勝３回優勝３回優勝３回優勝３回    半兄弟／ローベルト、スーパーケ・半兄弟／ローベルト、スーパーケ・半兄弟／ローベルト、スーパーケ・半兄弟／ローベルト、スーパーケ・216 216 216 216 上位上位上位上位100100100100    

    分の１位内入賞５回内Ｎ総合分の１位内入賞５回内Ｎ総合分の１位内入賞５回内Ｎ総合分の１位内入賞５回内Ｎ総合100100100100位内２回位内２回位内２回位内２回    

 祖父)ランゲ Ｂ01-1525265 ホック・サピン作翔 優勝優勝優勝優勝6666回回回回    スーンチェンス系スーンチェンス系スーンチェンス系スーンチェンス系    トップ・ブリーダートップ・ブリーダートップ・ブリーダートップ・ブリーダー        

        直仔／パウルス直仔／パウルス直仔／パウルス直仔／パウルス    優勝優勝優勝優勝3333回、マヌー回、マヌー回、マヌー回、マヌー    優勝優勝優勝優勝10101010回回回回    スーンチェンス×クラウディア 

 祖母)ポーリーン Ｂ04-2240272 両親共スーンチェンス 優勝４回優勝４回優勝４回優勝４回    孫／グスト孫／グスト孫／グスト孫／グスト    優勝優勝優勝優勝15151515回で回で回で回でKBDBKBDBKBDBKBDBＮエＮエＮエＮエ    

        ース鳩ース鳩ース鳩ース鳩    マリオ優勝マリオ優勝マリオ優勝マリオ優勝10101010回回回回    優勝７回の娘優勝７回の娘優勝７回の娘優勝７回の娘    

母)Ｂ13-1508693 ホック・サピン作 

 祖父)マックス Ｂ10-1502806 トップ・レーサー 優勝優勝優勝優勝20202020回回回回 オスカー×マキシマ 

 祖母)マチルド Ｂ09-1504897 優勝４回優勝４回優勝４回優勝４回    スーパー種鳩スーパー種鳩スーパー種鳩スーパー種鳩    直仔／グスト直仔／グスト直仔／グスト直仔／グスト    優勝優勝優勝優勝15151515回で回で回で回でKBDBKBDBKBDBKBDBＮエース鳩Ｎエース鳩Ｎエース鳩Ｎエース鳩    ママママ    

リオ優勝リオ優勝リオ優勝リオ優勝10101010回、エドウ回、エドウ回、エドウ回、エドウ    優勝優勝優勝優勝6666回、回、回、回、13131313----546 546 546 546 優勝優勝優勝優勝2222回回回回 ル・ドー(優勝4回)×上記ポーリーン 

 

 

 

【15】Ｂ16-2172748  BLK ♀  ロジェ・ブーフェンス作 

父)Ｂ15-2185703 Ｋ.＆Ｇ.ハザールト作 Ｂ 直仔／ダイアナ ブールジュ335羽中2位、ブロア921羽中 

5位、シェブランヴィリエ3,553羽中9位 兄弟／デン・ブリーブ リモージュＮ15,013羽中総合2位、 

ブリーブＮ6,178羽中総合4位、ラ・スーテレーヌ1,211羽中優勝 

 祖父)ファイネ・レオ Ｂ11-5065060 Ｂ レオ・デヨンヘ×Ｇ.ファンデンアベール 

祖母)タンメ・92･デノ Ｂ10-2169392 Ｂ デノ＝ヘルボッツ作 Ｇ.ファンデンアベール×デノ＝ヘルボッツ 

母)ズワルテ・ヘルガ Ｂ12-5002122 ＢＬＫＣ ロジェ・ブーフェンス作翔 チュールＮ6,229羽中総合16位、 

オルレアンＰ3,516羽中10位、ラ・スーテレーヌＮゾーン960羽中37位、トゥーリー1,437羽中16位  

全兄弟／13年KBDB大中距離Ｎエース鳩第2、11位 

祖父)Ｂ08-5015256 ロジェ・ブーフェンス作翔 スーパー・コッペル直仔 ブールジュＮ15,508羽中総合 

 11位、ヴィエルゾン3,214羽中9位 ファンリースト＝ペーテルス×ブーフェンス 

祖母)ズワルチェ Ｂ06-5194570 ＢＬＫＣＷ ロメイン・スコッツ作  

 

 

【16】ＮＬ17-1277820 ＬＢＣ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作  

父)ヴォルケーノ ＮＬ14-1059635 ＢＣＷ フェルケルク父子作翔    15年シャトローＮ37,571羽中総合5 

位、16年同Ｎ47,539羽中総合2位他 

祖父)グーフィ ＮＬ09-1186402 ＬＢＣＷ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 パヴァロッティ×オプラー(ハル 

キーズ5,948羽中総合優勝) 

  祖母)フェンディ ＮＬ13-1654741 Ｃ.＆.コープマン作 マジックマン×パーフェクト・ドリーム    

母)エース・イザベル ＮＬ15-1706463 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 アルジャントンアルジャントンアルジャントンアルジャントン7,3747,3747,3747,374羽中総羽中総羽中総羽中総    



合合合合39393939位、ブロア位、ブロア位、ブロア位、ブロア6,3336,3336,3336,333羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合56565656位、ポン・サン・マクサンス位、ポン・サン・マクサンス位、ポン・サン・マクサンス位、ポン・サン・マクサンス6,9846,9846,9846,984羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合62626262位、シャトロー位、シャトロー位、シャトロー位、シャトロー14,60214,60214,60214,602    

羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合142142142142位他で、位他で、位他で、位他で、ＥＦＳ長距離Ｎエース鳩第1位 

祖父)アトランティス ＮＬ10-1682265 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 シャトローシャトローシャトローシャトロー11,096羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合42 

位、オルレアン位、オルレアン位、オルレアン位、オルレアン5,503羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合21位、マンテス・ラ・ヴァレー位、マンテス・ラ・ヴァレー位、マンテス・ラ・ヴァレー位、マンテス・ラ・ヴァレー5,222羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合26位、ストロームベ位、ストロームベ位、ストロームベ位、ストロームベ 

ークークークーク 4,854 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合 18 位、モースクロン位、モースクロン位、モースクロン位、モースクロン 3,833 羽中羽中羽中羽中 35 位位位位    Ｐ最優秀当日長距離鳩Ｐ最優秀当日長距離鳩Ｐ最優秀当日長距離鳩Ｐ最優秀当日長距離鳩    フリントストフリントストフリントストフリントスト

ーン×ボンド・ガールーン×ボンド・ガールーン×ボンド・ガールーン×ボンド・ガール    スーパー種鳩スーパー種鳩スーパー種鳩スーパー種鳩    直仔直仔直仔直仔////キキ・ケイト、ローラ・リリーキキ・ケイト、ローラ・リリーキキ・ケイト、ローラ・リリーキキ・ケイト、ローラ・リリー    

祖母)オリンピック・ビビ ＮＬ12-1618921 ＬＢＣＷ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 アルジャントンアルジャントンアルジャントンアルジャントン6,9266,9266,9266,926    

羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合19191919位、ヴィエルゾン位、ヴィエルゾン位、ヴィエルゾン位、ヴィエルゾン6,1466,1466,1466,146羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合55555555位他位他位他位他    オリンピアードオリンピアードオリンピアードオリンピアード300300300300～～～～750750750750Ｋ代表Ｋ代表Ｋ代表Ｋ代表 コクーン× 

ビューティ 

 

 

【17】Ｂ17-2065200 Ｂ ♂  アルベルト・デルヴァ作 

父)インヴィクトゥス Ｂ13-2110100 Ａ.デルヴァ作翔 イソウドゥンＮ16,587羽中総合優勝、ナントイル1,535 

 羽中4位他上位入賞多数 

祖父)パブロ Ｂ12-2080129 Ａ.デルヴァ作 兄弟／プリモ ペリナ ド・ゾーン ペトロヴァ パオリー

ニ  

ヴァレンチノ×ポーライン 

祖母)Ｂ12-2080086 Ａ.デルヴァ作作翔 ラ・スーテレーヌＮ19,155羽中総合68位、モンリュソン428羽 

中9位、同Ｎ21,027羽中総合179位、アルジャントンＮ22,463羽中総合244位他 Ｂ11-2090101(ブ 

ロア161羽中優勝)×Ｂ11-2090081(アルジャントンＮ20,383羽中総合42位) 

母)Ｂ12-2080086 Ａ.デルヴァ作作翔 ラ・スーテレーヌＮ19,155羽中総合68位、モンリュソン428羽中9 

位、同Ｎ21,027羽中総合179位、アルジャントンＮ22,463羽中総合244位他  

祖父)Ｂ11-2090101 Ａ.デルヴァ作作翔 ブロアブロアブロアブロア161161161161羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝        同同同同1,7211,7211,7211,721羽中羽中羽中羽中2222位、ア位、ア位、ア位、アルジャントンルジャントンルジャントンルジャントン7,6087,6087,6087,608    

羽中羽中羽中羽中17171717位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ20,38920,38920,38920,389羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合57575757位位位位他 ミンダーハウト×ポーリンの娘 

祖母)Ｂ11-2090081 アルジャントンＮ20,383羽中総合42位 ゾーン×ポルティア 

 

 

【18】“インテールト・ロザンナ”ＮＬ17-1165817 ＢＣＷ ♂  キース・ドローグ作  バルセロナＮ総合優

勝ロザンナの近親 

父)ファースト・クラス ＮＬ15-1590545 ＢＣＷ Ｋ.ドローグ作 異母兄弟／マルセイユＮ総合総合108位、 

 ペルピニャンＮ総合35位 

 祖父)ＮＬ04-1898188 Ｋ.ドローグ作 基礎鳩ダックス・ドーファーの近親直仔  

祖母)ロザンナ ＮＬ07-1674252 ＢＣＷ Ｋ.ドローグ作翔 15151515年バルセロナＮ年バルセロナＮ年バルセロナＮ年バルセロナＮ1111281281281281ＫＫＫＫ5,1825,1825,1825,182羽中総合優勝、羽中総合優勝、羽中総合優勝、羽中総合優勝、    

    同ＩＮ同ＩＮ同ＩＮ同ＩＮ19,08319,08319,08319,083羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合3333位位位位 他カオールＮ総合68、263、955位、ポーＮ総合195位、タルベＮ総合 

263、285位、マルセイユＮ総合305位、サンバンサンＮ総合1099、1110位 

母)サン・ライフ ＮＬ16-1509323 Ｈ.バーテンブルグとの共作 

 祖父)ニュー・ロレアート ＮＬ08-2222675 Ｐ.&バーテンブルグ＝ファンデメルヴェ作翔 11111111年バルセロ年バルセロ年バルセロ年バルセロ    

ナＮナＮナＮナＮ12,28112,28112,28112,281羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合8888位、同ＩＮ位、同ＩＮ位、同ＩＮ位、同ＩＮ26,65026,65026,65026,650羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合41414141位、位、位、位、13131313年同Ｎ年同Ｎ年同Ｎ年同Ｎ10,68510,68510,68510,685羽中総合優勝、同ＩＮ羽中総合優勝、同ＩＮ羽中総合優勝、同ＩＮ羽中総合優勝、同ＩＮ25,38225,38225,38225,382    

羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝        

祖母)ロザンナ ＮＬ07-1674252 ＢＣＷ Ｋ.ドローグ作翔 15151515年バルセロナＮ年バルセロナＮ年バルセロナＮ年バルセロナＮ1111281281281281ＫＫＫＫ5,1825,1825,1825,182羽中総合優勝、羽中総合優勝、羽中総合優勝、羽中総合優勝、    

    同ＩＮ同ＩＮ同ＩＮ同ＩＮ19,08319,08319,08319,083羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合3333位位位位 他カオールＮ総合68、263、955位、ポーＮ総合195位、タルベＮ総合 

263、285位、マルセイユＮ総合305位、サンバンサンＮ総合1099、1110位 

 

 

【19】Ｂ17-6083923 ＢＣ ♀ カール・ランブレヒツ作  

異父兄弟／16年ベルジアン・マスター・エース鳩 

異母兄弟／グーデ・ブラウエ・63 キェブラン・エース鳩第2位 

父)ドンケレ・ゲシェルプテ Ｂ12-6055761  



 祖父)ブラウエ Ｂ06-6189341 Ｂ 

 祖母)Ｂ11-6167569 ＢＣ スーパー・コッペルの孫 

母)Ｂ14-6116601 ＢＣ 05年のスーパー・コッペルの娘 異母兄妹交配近親直仔異母兄妹交配近親直仔異母兄妹交配近親直仔異母兄妹交配近親直仔 

 祖父)Ｂ05-6082872 トップ・クヴェーカー マンケ・ゲシェルプテ×ディーペ 

 祖母)グーケ Ｂ05-6082861 ＢＣ スーパー種鳩 マンケ・ゲシェルプテ×スーパー・フリーガーケ 

 

 

【20】ＮＬ17-3708045 Ｂ ♀  クーン・ミンダーハウト作 兄弟／マキシム、マックス 2    

父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ    ＮＰＯ総合優勝３回 スーパーレーサーでスーパー種鳩スーパーレーサーでスーパー種鳩スーパーレーサーでスーパー種鳩スーパーレーサーでスーパー種鳩 

祖父)ゲブローケン・フリューヘル ＮＬ05-0514804 直仔／モルリンコート直仔／モルリンコート直仔／モルリンコート直仔／モルリンコート7,962羽中総合優勝多数羽中総合優勝多数羽中総合優勝多数羽中総合優勝多数 

 祖母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作 ヴァレンチノ×ポーリーンヴァレンチノ×ポーリーンヴァレンチノ×ポーリーンヴァレンチノ×ポーリーン 

母)ＮＬ06-1137725 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作 兄弟／ド・兄弟／ド・兄弟／ド・兄弟／ド・017 017 017 017 レースレースレースレース18181818回参加全入賞内回参加全入賞内回参加全入賞内回参加全入賞内4444回優勝回優勝回優勝回優勝 

 祖父)ＮＬ00-2056807 Ｂ ミンダーハウト作 ダニエル×スティッシェル 

 祖母)ＮＬ01-0108226 両親共ミンダーハウト作 ジェームス・ボンド直仔×フェヒターの娘 

 

 

【21】Ｂ17-6263793 Ｂ ♀  ウィリー・ダニエルス作 

父)ゾーン・サラ Ｂ16-6263089 Ｗ.ダニエルス作 

 祖父)ブロア・37 Ｂ09-6217203 兄弟／兄弟／兄弟／兄弟／37 37 37 37 アルジャントンＮ総合優勝、ドルトムント・オリンピアードアルジャントンＮ総合優勝、ドルトムント・オリンピアードアルジャントンＮ総合優勝、ドルトムント・オリンピアードアルジャントンＮ総合優勝、ドルトムント・オリンピアード    

代表代表代表代表    ＰＰＰＰ....ヒュルズ作ヒュルズ作ヒュルズ作ヒュルズ作 Ｍ.フーツ系 

 祖母)サラ Ｂ15-6034008    15年イソウドゥンＮ11,984羽中総合5位、16年KBDB1才鳩大中距離Ｎエース

鳩第 1 位 16 年ベルギー3～7 回Ｎレース最優秀 1 才鳩全 1 位 アルジャントンＮ12,449 羽中総合 2

位、同ゾーン 3,617 羽中優勝、同18,363 羽中総合 45 位、ブールジュＮ19,889 羽中総合 28 位、シャ

トローＮ9,540 羽中総合32 位、モンリュソンＮ10,753 羽中総合119 位、ラ・スーテレーヌＮ9,580 羽

中総合119 位 全妹／セリン 17 年KBDB1 才鳩エース鳩第1 位で、史上最高価格(推定50 万ユーロ) 

で、中国にトレード    フロールス×サキーラ 

母)カートの妹 Ｂ16-6064105 Ｗ.ダニエルス作     姉／カート シャトローＮ9,540羽中総合優勝、同16,390 

羽中最高分速、同Ｎ10,442羽中総合59位、アルジャントンＮ12,449羽中総合9位、ブールジュＮ19,889 

羽中総合86位、カイラ ブールジュＮ19,889羽中総合45位、アルジャントンＮ18,363羽中総合125位 

他 16年ベルギー7回Ｎレース最優秀1才鳩6位、KBDB1才鳩大中距離Ｎエース鳩第20位、16-6064105 

スープ1,378羽中優勝、ヴィエルゾンＩＰ3,108羽中総合10位、アルジャントンＮ19,592羽中総合19位 

祖父)Ｂ08-637362  Ｗ.ダニエルス作  モーリス・フーツのリヒテ・ブールジュの玄孫 

 祖母)Ｂ10-6025224  Ｗ.ダニエルス作 兄弟／ニッキー兄弟／ニッキー兄弟／ニッキー兄弟／ニッキー    シャトローＮ総合優勝シャトローＮ総合優勝シャトローＮ総合優勝シャトローＮ総合優勝    

  Ｂ07-6044289×Ｂ09-6217201 

 

 

【22】ＮＬ17-1360421 ＢＣ ♂ コール・デハイデ作 

父)ＮＬ16-3640576 ＢＣ Ｃ.デハイデ＝シャインデル・ドメイ共作 

 祖父)ゾーン・ドン・ミッシェル ＮＬ15-1793562 Ｃ.デハイデ作 ドン・ミッシェルの娘ドン・ミッシェルの娘ドン・ミッシェルの娘ドン・ミッシェルの娘    

 祖母)メデューサ ＮＬ11-1213333 アルヤン・ビーンズ作 ミスター・ビューティフル×超銘鳩ミス・ガミスター・ビューティフル×超銘鳩ミス・ガミスター・ビューティフル×超銘鳩ミス・ガミスター・ビューティフル×超銘鳩ミス・ガ    

イスイェイスイェイスイェイスイェ        

母)ＮＬ14-1147316 ＤＣ Ｃ.デハイデ作 即種鳩 

祖父)ドン・ミッシェル ＮＬ96-9659671 ＢＣ ペルピニャンＮ3回入賞内5,479羽中総合17位、同Ｎ7,195 

羽中総合21位他、同ＩＮ18,426羽中総合41位、同ＩＮ16,025羽中総合60位他、ダックスＮ3回入 

賞内3,755 羽中総合39 位、同Ｎ5,617 羽中総合58 位他 ダックス、ペルピニャン各3 年間のエース鳩

第1位  

 祖母)ニュー・ファボリー ＮＬ13-1394788 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 超銘鳩ハリー×ドン・ミッシェル孫超銘鳩ハリー×ドン・ミッシェル孫超銘鳩ハリー×ドン・ミッシェル孫超銘鳩ハリー×ドン・ミッシェル孫 



 

 

【23】Ｂ17-6148354 Ｂ ♀ エディ・ヤンセン作  姉妹／スーパー・トヴィーリング（スーパー双子）テルマ、ルイ

ーズ 若鳩小中距離Ｎエース鳩 12、21 位 カラート、スヌーカーの２羽は、各スーパー種鳩 ニュー・ルイーズ 

17-031 シェヴラン 747 羽中優勝、同866 羽中2 位、同1,832 羽中10 位      

父)プロパー・エミール Ｂ09-6041710 ファンデンブランデン＝ヘルマンス作 スーパー種鳩 

祖父)プロパー Ｂ06-6212441 最高種鳩最高種鳩最高種鳩最高種鳩    兄弟／ペプシ兄弟／ペプシ兄弟／ペプシ兄弟／ペプシ    ブールジュＮブールジュＮブールジュＮブールジュＮ9,0219,0219,0219,021羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合47474747位、ラ・スーテ位、ラ・スーテ位、ラ・スーテ位、ラ・スーテ    

レーヌＮレーヌＮレーヌＮレーヌＮ13,96513,96513,96513,965羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合123123123123位位位位    直仔／ダニー・ファンダィク鳩舎基礎鳩直仔／ダニー・ファンダィク鳩舎基礎鳩直仔／ダニー・ファンダィク鳩舎基礎鳩直仔／ダニー・ファンダィク鳩舎基礎鳩 スコーネ・ファン・ド・ 

ヤールリング×ブラウ・コラフレスケ 

祖母)クライン・マルティーン Ｂ07-6364152 Ｅ．ヤンセンとの共同作出 キェブラン729羽中8位他 ダ 

ルコ×マルティーン(ドールダン1,004羽中優勝) 

母)スーパー・53 の娘 ＮＬ13-1632624 アテマ共同鳩舎作  

祖父)スーパー・53 Ｂ04-6177653 Ｆ.Ｋ.マリアン作翔 デュッフェルデュッフェルデュッフェルデュッフェル2,7552,7552,7552,755羽中優勝、ポメロイル２羽中優勝、ポメロイル２羽中優勝、ポメロイル２羽中優勝、ポメロイル２,290,290,290,290    

    羽中優勝、アブリス羽中優勝、アブリス羽中優勝、アブリス羽中優勝、アブリス2,0312,0312,0312,031羽中優勝、サンカンタン羽中優勝、サンカンタン羽中優勝、サンカンタン羽中優勝、サンカンタン1,2901,2901,2901,290羽中優勝他優勝羽中優勝他優勝羽中優勝他優勝羽中優勝他優勝4444回で、回で、回で、回で、07070707年オリンピアー年オリンピアー年オリンピアー年オリンピアー    

ド・オールラウンド部門第ド・オールラウンド部門第ド・オールラウンド部門第ド・オールラウンド部門第1111位位位位    

祖母)ディ・カプリオ・751 Ｂ106297751 ディルク・ファンダィク作 ディ・カプリオ×カンニバール娘 

 

 

【24】ＮＬ17-1847790 Ｂ ♀  Ｗ.Ａ.ドブルイン作 

父)オリンピック・ハリケーン ＮＬ10-1688185 ＢＣ Ｗ.Ａ.ドブルイン作翔 ポメロイル2,753 羽中優 

勝、アブリス2,132 羽中優勝他で、ポーランド・オリンピアード代表 直仔／オリンピツク・フローム 

 アルジャントンNPO7,796 羽中総合2 位、11-344 ナイフェル4,974 羽中総合優勝 11-345 タイフーン 

 レスキン16,450 羽中総合3 位、マンテス10,446 羽中総合3 位 

 祖父)ストーム ＮＬ06-1071836 短距離エース鳩 ドブルイン×ヘレマンス＝コイスタース  

 祖母)フェアリーテール ＮＬ06-1071928 ＢＷ アブリス2,764 羽中総合優勝 ポメロイル693 羽中優

勝 純ヘレマンス＝コイスタース 

母)トースケ ＮＬ13-1238686 ＢＷ.Ａ.ドブルイン作翔 ペロンヌペロンヌペロンヌペロンヌ5,7115,7115,7115,711羽中羽中羽中羽中2222位、モルリンコート位、モルリンコート位、モルリンコート位、モルリンコート2,9322,9322,9322,932    

    羽中羽中羽中羽中2222位、センス位、センス位、センス位、センス11,60811,60811,60811,608羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合8888位、アルジャントン位、アルジャントン位、アルジャントン位、アルジャントン6,9266,9266,9266,926羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合9999位他位他位他位他若鳩エース鳩3 位、14 

年当日長距離エース鳩2 位 オリンピアード代表第4 位  

祖父)ＮＬ12-1617836 ＢＣ Ｗ.Ａ.ドブルイン作翔 ドーラス×ドンナ 

祖母)ＮＬ11-1742255 ＢＣ Ｗ.Ａ.ドブルイン作翔 ヴィエルゾンヴィエルゾンヴィエルゾンヴィエルゾン10,57110,57110,57110,571羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合16161616位、ブールジュ位、ブールジュ位、ブールジュ位、ブールジュ    

    3,5923,5923,5923,592羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合61616161位、ニヴェユ位、ニヴェユ位、ニヴェユ位、ニヴェユ4,9744,9744,9744,974羽中羽中羽中羽中10101010位位位位、ポメロイル4,403羽中11位、ストロームベーク 

 5,051羽中31位他 クライネ・ブラウエ(ヘレマンス＝コイスタース)×ガニエダ 

 

 

【25】Ｂ17-6258580 ＢＣＷ ♀  ダニー・ファンダィク作   

父)カノン Ｂ09-6323112  ドールダン1,245羽中優勝、同1,938羽中優勝、同1,962羽中6位、マルネ3,040 

羽中優勝、10 年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第 1 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第 4 位 直仔  

／KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第1 位 10-743、10-744  10年アントワープ連盟中距離若鳩エース鳩4、

8位 同腹／デン・11 KBDB中距離Ｎエース鳩第5位 孫／ KBDB中距離若鳩Ｎエース鳩第7位 

祖父)カノンの父 Ｂ08-6298348  ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 プロパー×フランシーン 

祖母)タム・ズワルチェ Ｂ08-6297117  08年アントワープ連盟若鳩エース鳩第1位 フェヒター×ズワ 

ルチェ 

母)Ｂ11-6332341 ファンダィク＝ヘルマンス共作 直仔／直仔／直仔／直仔／15151515----144 144 144 144 メルンメルンメルンメルン1,7791,7791,7791,779羽中羽中羽中羽中2222位、同位、同位、同位、同2,5522,5522,5522,552羽中羽中羽中羽中3333    

位位位位 孫／13-765 ベルジアン・マスター・エース鳩第１位 14-599 スープ1,548羽中優勝 

祖父)カノン Ｂ09-6323112  ドールダン1,245羽中優勝、同1,938羽中優勝、同1,962羽中6位、マルネ 

3,040羽中優勝、10年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第1位、KBDB中距離若鳩Ｎエース鳩4位 

祖母)ビューティ・フライ Ｂ08-6297245 Ｂ ミール・ファンデンブランデン＝ヘルマンス作 Ｒ.ヘルマ 



ンス使翔    アルジャントンアルジャントンアルジャントンアルジャントン426426426426羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝    同Ｎ同Ｎ同Ｎ同Ｎ25,58325,58325,58325,583羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合8888位、位、位、位、09090909年同Ｎ年同Ｎ年同Ｎ年同Ｎ21,09521,09521,09521,095羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合22222222    

位、ブールジュＮ位、ブールジュＮ位、ブールジュＮ位、ブールジュＮ22,47622,47622,47622,476羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合25252525位位位位、アルジャントンＮ5,763羽中総合383位、シャトローＮ17,109 

羽中総合633位、ブールジュＮ15,508羽中総合212位、同Ｎ10,906羽中総合452位、アルジャントン 

Ｐ1,064羽中総合24位、ノワイヨン1,389羽中優勝、ドールダン2,186羽中２位、エタンプ2,273羽 

中4位、同1,717羽中９位、ピティヴィエ1,728羽中12位 サイコ×ゴールド・ピース  

 

 

【26】ＮＬ17-1148472 BCWP ♀  ブリュッヘマン兄弟作          

父)カシム ＮＬ15-1572973 ブリュッヘマン兄弟作翔 16161616年カオールＮ年カオールＮ年カオールＮ年カオールＮ957957957957ＫＫＫＫ3,2463,2463,2463,246羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合671671671671位、位、位、位、    

17171717年ポーＮ年ポーＮ年ポーＮ年ポーＮ1091109110911091ＫＫＫＫ3,5263,5263,5263,526羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合406406406406位、ペルピニャンＮ位、ペルピニャンＮ位、ペルピニャンＮ位、ペルピニャンＮ1106110611061106ＫＫＫＫ4,7894,7894,7894,789羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合125125125125位位位位    

祖父)ラーテ・コール ＮＬ14-1147257 コール・デハイデ作 異母兄弟／異母兄弟／異母兄弟／異母兄弟／15151515年バルセロナＮ年バルセロナＮ年バルセロナＮ年バルセロナＮ5,1835,1835,1835,183羽中羽中羽中羽中    

総合総合総合総合2222位位位位        ヨンゲ・ドン・ミッシェルヨンゲ・ドン・ミッシェルヨンゲ・ドン・ミッシェルヨンゲ・ドン・ミッシェル(バルセロナＮバルセロナＮバルセロナＮバルセロナＮ7,0467,0467,0467,046羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合74747474位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ6,3926,3926,3926,392羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合100100100100    

位、ペルピニャン位、ペルピニャン位、ペルピニャン位、ペルピニャン381381381381羽中優勝、同Ｎ羽中優勝、同Ｎ羽中優勝、同Ｎ羽中優勝、同Ｎ4,9784,9784,9784,978羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合17171717位他位他位他位他))))ベルジェラック×ナオミベルジェラック×ナオミベルジェラック×ナオミベルジェラック×ナオミ((((バルセロナバルセロナバルセロナバルセロナ 

ＩＮＩＮＩＮＩＮ20,669羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合6位位位位) 

祖母)インテールト・アンタラ ＮＬ11-1587651 ブリュッヘマン兄弟作 タルカンタルカンタルカンタルカン(04(04(04(04年バルセロナＮ年バルセロナＮ年バルセロナＮ年バルセロナＮ    

総合総合総合総合40404040位位位位))))××××アンタラアンタラアンタラアンタラ((((06060606年ペルピニャンＮ年ペルピニャンＮ年ペルピニャンＮ年ペルピニャンＮ1106110611061106Ｋ総合Ｋ総合Ｋ総合Ｋ総合256256256256位、位、位、位、07070707年バルセロナＮ年バルセロナＮ年バルセロナＮ年バルセロナＮ1246124612461246Ｋ総合Ｋ総合Ｋ総合Ｋ総合21212121位位位位    

    プロヴィンシャルでは、２位をプロヴィンシャルでは、２位をプロヴィンシャルでは、２位をプロヴィンシャルでは、２位を30303030分引き離して優勝分引き離して優勝分引き離して優勝分引き離して優勝))))    

母)ヤラ ＮＬ16-1406493 ブリュッヘマン兄弟作翔    カオールＮ957Ｋ3,922 羽中総合6 位、ボルドーＮ931 

 Ｋ3,264 羽中総合43 位 

祖父)アイナール ＮＬ08-1375008  ブリュッヘマン兄弟作翔 10101010年マルセイユＮ年マルセイユＮ年マルセイユＮ年マルセイユＮ1046104610461046Ｋ総合Ｋ総合Ｋ総合Ｋ総合392392392392位、位、位、位、        

    11111111年タルベＮ総合年タルベＮ総合年タルベＮ総合年タルベＮ総合239239239239位、位、位、位、12121212年バルセロナＮ年バルセロナＮ年バルセロナＮ年バルセロナＮ1246124612461246Ｋ総合Ｋ総合Ｋ総合Ｋ総合1179117911791179位、位、位、位、13131313年同Ｎ総合年同Ｎ総合年同Ｎ総合年同Ｎ総合79797979位位位位    ゾーン・ド 

ン・ファン・3(両親共ヤン・ルーロフ作)×ルアナルアナルアナルアナ((((バルセロナＮバルセロナＮバルセロナＮバルセロナＮ1246124612461246ＫＫＫＫ3333回入賞内回入賞内回入賞内回入賞内04040404年総合年総合年総合年総合40404040位位位位))))    

祖母)06・ファン・ミロウ ＮＬ14-1821906 ブリュッヘマン兄弟作 パシュマール(ブリュッヘマン兄 

弟作 Ｔ.ラムヒャラン使翔 ナルボンヌＮ1047Ｋ3,850羽中総合247位、ペルピニャンＮ1106Ｋ 

5,608羽中総合124位、バルセロナＮ3回入賞)×ミロウ (13年バルセロナＰ1247K583羽中2位を 

50分引き離して優勝、同Ｎ6,909羽中総合17位) 

 

 

【27】Ｂ17-6073383 Ｂ ♂  ジョン＆ヤン・バーク 

父)ヴェーアリヒト Ｂ07-6048534 Ｊ.＆Ｊ.バーク作翔 ドールダン1,097羽中優勝、同683羽中優勝、同 

9,631羽中最高分速、ノワイヨン721羽中優勝、同347羽中優勝、キェブラン509羽中優勝他で、11年ポ

ーランド・オリンピアード短距離第3位 孫／ド・ヴィンター・ニック シャトロー 13-850 Ｐ2,664羽中

優勝、12-049 ブールジュＰ3,143羽中7位、同Ｎ22,663羽中総合25位、ノア ポーランド・オリンピア

ード第一オランダ補欠鳩(デヴィールト鳩舎)、イーグル 12-492 13年地区エース鳩 直仔／ブルセイエ

10年、12年地区エース鳩  

 祖父)フルカーン Ｂ06-6048422 両親共Ｊ.＆Ｊ.バーク作 直仔／チャンピオン直仔／チャンピオン直仔／チャンピオン直仔／チャンピオン    10101010----271 271 271 271 ノワイヨンノワイヨンノワイヨンノワイヨン840840840840    

羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同719719719719羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、ドールダンドールダンドールダンドールダン416416416416羽中優勝、マルネ羽中優勝、マルネ羽中優勝、マルネ羽中優勝、マルネ347347347347羽中優勝他羽中優勝他羽中優勝他羽中優勝他2222位位位位4444回回回回 ハイランダー 

(96-714)×モーイ 

 祖母)フレダッハ Ｂ06-6048384 両親共Ｊ.＆Ｊ.バーク作 トレイナー×テレパティッシュ 

母)Ｂ14-2234296 スティーヴ・スミッツ作 アベルの娘アベルの娘アベルの娘アベルの娘 

 祖父)アベル Ｂ08-2073956 Ｓ.スミッツ作翔 3／4Ｊ.＆Ｊ.バーク血統 モンリュソンモンリュソンモンリュソンモンリュソン334334334334羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同    

ＳＮＳＮＳＮＳＮ3,3503,3503,3503,350 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合5555 位、ブールジュ位、ブールジュ位、ブールジュ位、ブールジュ260260260260 羽中優勝、同Ｎゾーン羽中優勝、同Ｎゾーン羽中優勝、同Ｎゾーン羽中優勝、同Ｎゾーン5,7605,7605,7605,760 羽中羽中羽中羽中2222 位、アルジャントンＮ位、アルジャントンＮ位、アルジャントンＮ位、アルジャントンＮ

21,09221,09221,09221,092    

羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合45454545位位位位    LLLLBC1BC1BC1BC1才鳩Ｎエース鳩第才鳩Ｎエース鳩第才鳩Ｎエース鳩第才鳩Ｎエース鳩第4444位他エース鳩タイトル複数獲得位他エース鳩タイトル複数獲得位他エース鳩タイトル複数獲得位他エース鳩タイトル複数獲得 シーザー×ヘット・8000 

 祖母)アデムベネメンド Ｂ09-6160087  両親共Ｊ.＆Ｊ.バーク作 姉／アデムロース姉／アデムロース姉／アデムロース姉／アデムロース    11111111年ポーラン年ポーラン年ポーラン年ポーラン    

ド・オリンピアード・オールラウンド部門第ド・オリンピアード・オールラウンド部門第ド・オリンピアード・オールラウンド部門第ド・オリンピアード・オールラウンド部門第1111位のベラの母位のベラの母位のベラの母位のベラの母 ウレカー×モーイ 

 



 

【28】ＮＬ17-1644304 ＢＣ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 異母兄弟／ファーサイ センス NPO4,237 羽中

総合優勝 

父)ロイヤル・ドリーム ＮＬ12-1076982 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 種鳩 

祖父)カシアス ＮＬ02-2373002 ＢＣ 直仔／ヴァキール直仔／ヴァキール直仔／ヴァキール直仔／ヴァキール    09 年ブロア年ブロア年ブロア年ブロアNPO6,279 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合3 位位位位    兄妹兄妹兄妹兄妹

近親交配直仔近親交配直仔近親交配直仔近親交配直仔    超銘鳩クライネ・ディルク超銘鳩クライネ・ディルク超銘鳩クライネ・ディルク超銘鳩クライネ・ディルク(トロイＮトロイＮトロイＮトロイＮ17,8831羽中総合優勝、ブールジュＮ羽中総合優勝、ブールジュＮ羽中総合優勝、ブールジュＮ羽中総合優勝、ブールジュＮ7,155羽中羽中羽中羽中

総合優勝、マーゼイク総合優勝、マーゼイク総合優勝、マーゼイク総合優勝、マーゼイク 3,522 羽中優勝、Ｎエース鳩第羽中優勝、Ｎエース鳩第羽中優勝、Ｎエース鳩第羽中優勝、Ｎエース鳩第 1 位位位位)×超銘鳩アンネリーズ×超銘鳩アンネリーズ×超銘鳩アンネリーズ×超銘鳩アンネリーズ(シメイシメイシメイシメイ 15,438 羽羽羽羽

中総合優勝、同中総合優勝、同中総合優勝、同中総合優勝、同10,000羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合2位、トロイＮ位、トロイＮ位、トロイＮ位、トロイＮ13,137羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合2位で、クライネ・ディルクの実妹位で、クライネ・ディルクの実妹位で、クライネ・ディルクの実妹位で、クライネ・ディルクの実妹) 

 祖母)レディ・プロミス ＮＬ08-2049038 ＢＣ エルマーフェーンズ・ホープ×マライケ 

母)アマニ ＮＬ14-1452403 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 

祖父)マジック・マン ＮＬ04-5430805 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作翔 ル・マンＮル・マンＮル・マンＮル・マンＮ15,25215,25215,25215,252羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合    

優勝、同優勝、同優勝、同優勝、同120,000120,000120,000120,000羽中第羽中第羽中第羽中第3333位位位位 ロリス×超銘鳩アンネリーズ 

 祖母)アドラ ＮＬ12-4703552 ＢＣ コープマン父子作翔 ピティヴィエピティヴィエピティヴィエピティヴィエ4,4944,4944,4944,494羽中総合優勝、シャトロ羽中総合優勝、シャトロ羽中総合優勝、シャトロ羽中総合優勝、シャトロ    

ーーーー3,1123,1123,1123,112羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合2222位位位位    ド・ブロア×ミス・ダイナマイト 

 

 

【29】Ｂ17-6053310 Ｂ ♂ ガストン・ファンデヴァウワー作 

父)Ｂ15-6048770  Ｇ.ファンデヴァウワー作 

 祖父)Ｂ14-6072410 Ｇ.ファンデヴァウワー作 セルジオ(カースブール直仔で、ノワイヨン437羽中10 

  位)×Ｊ.Ｊ.エンゲルス作34の娘 

 祖母)Ｂ14-6072396  Ｇ.ファンデヴァウワー作  夏仔(レースせず) イブ・ファンデプール×リリー(カ 

ースブール娘) 

母)Ｂ15-6285003  Ｇ.ファンデヴァウワー作 

 祖父)Ｂ14-6072376  Ｇ.ファンデヴァウワー作 夏仔(レースせず) カミール(カースブール直仔で、Ｎ 

総合優勝半兄弟)×クリスチャーン・ヘネス 

 祖母)Ｂ14-6072450  Ｇ.ファンデヴァウワー作 夏仔(レースせず) 兄弟／ノール ヴィエルゾンＳＮ総 

合優勝 サム×ミノエ 

 

 

【30】“ゴールデン・レディ・ハリー”ＮＬ17-1411258 ＢＣ ♀  ヤン・ホーイマンス作 

父)ビューティ・ハリー ＮＬ12-1784621 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 直仔／ニュー・ハリー PIPAランク若鳩 

Ｎエース鳩第1位 ニールグニース14,737羽中総合優勝、ポン・サン・マクサンス12,894羽中総合優勝、 

メルン1,046羽中優勝他 キェブラン11,337羽中総合優勝、同3,513羽中優勝、セザンヌ740羽中優勝他 

祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮブロアＮブロアＮブロアＮ546ＫＫＫＫ5,653羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同37,728羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速    シシシシ 

ャトローＮャトローＮャトローＮャトローＮ611ＫＫＫＫ5,979羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同22,340羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速    シャトードゥンシャトードゥンシャトードゥンシャトードゥン500ＫＫＫＫNU21,520羽羽羽羽 

中総合中総合中総合中総合3位、モルリンコートＰ位、モルリンコートＰ位、モルリンコートＰ位、モルリンコートＰ20,920羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合19位、シャトロー位、シャトロー位、シャトロー位、シャトローNPO5,496羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合21位位位位    WHZB 

長距離Ｎエース鳩第長距離Ｎエース鳩第長距離Ｎエース鳩第長距離Ｎエース鳩第1 位、位、位、位、TBOTB 同エース鳩第同エース鳩第同エース鳩第同エース鳩第1 位位位位 兄弟／シャ兄弟／シャ兄弟／シャ兄弟／シャトロートロートロートローNPO5,620 羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝、 

10位、同NPO4,260羽中総合5位、同NPO4,604羽中総合4位、同NPO5,979羽中総合10位、サ 

ルブリNPO7,599羽中総合2位、ブロアＮ4,829羽中総合2位、同Ｎ5,653羽中総合3位、ブールジ 

ュNPO7,299羽中総合6位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ 

祖母)ビューティ・576 ＮＬ11-1912576 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 ビューティ・ボーイ(上記ハリー弟)× 

 Ｐ.フェーンストランのドルチェ・ヴィタの妹  

母)ハリーの近親娘 ＮＬ14-1208764 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 DNA鑑定付 

 祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮブロアＮブロアＮブロアＮ546ＫＫＫＫ5,653 羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速    シシシシ

ャトローＮャトローＮャトローＮャトローＮ611ＫＫＫＫ5,979 羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同22,340 羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速    シャトードゥンシャトードゥンシャトードゥンシャトードゥン500ＫＫＫＫNU21,520 羽羽羽羽

中総合中総合中総合中総合3位、モルリンコートＰ位、モルリンコートＰ位、モルリンコートＰ位、モルリンコートＰ20,920羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合19位、シャトロー位、シャトロー位、シャトロー位、シャトローNPO5,496羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合21位位位位    WHZB

長距離Ｎエース鳩第長距離Ｎエース鳩第長距離Ｎエース鳩第長距離Ｎエース鳩第1位、位、位、位、TBOTB同エース鳩第同エース鳩第同エース鳩第同エース鳩第1位位位位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ 

 祖母)ハリエッテ ＮＬ12-1784261 Ｂ 両親共Ｊ.ホーイマンス作 Ｐ.ネッテン使翔 モンリュソンモンリュソンモンリュソンモンリュソン



NPO6,787羽中総合優勝、ラオン羽中総合優勝、ラオン羽中総合優勝、ラオン羽中総合優勝、ラオン2,587羽中羽中羽中羽中2位位位位 キャヴェンディッシュの弟×超銘鳩ハリーの妹 

 

 

【31】Ｂ17-4202185 ＤＢ ♂ ゲールト・デクレールク作 異母兄／ザ・ボス 17 年クレルモン 213Ｋ1,260 羽

中優勝、フォンテネイ 341Ｋ726 羽中優勝、同348 羽中2 位他で KBDBＮエース鳩第10 位 

父)シャトロー Ｂ14-4013590 Ｂ Ｇ.デクレールク作翔 シャトローＮ6,850 羽中総合4 位、同Ｎゾーン優 

勝、スープスープスープスープ783783783783羽中羽中羽中羽中4444位、同位、同位、同位、同662662662662羽中羽中羽中羽中5555位位位位    

祖父)ブルー・960 Ｂ10-410960 ＢＧ.デクレールク作翔 リモージュＮ14,686羽中総合150位、アルジ 

ャントンＮ19,782羽中総合267位他 チェッカー・389×プロヴィンシャルの娘 

祖母)Ｂ11-4239038 Ｂ 基礎交配の娘 全姉／イシャ 優勝4回、ハナー、アンナ 各スーパー・レーサ 

 ー Ｂ06-194(デノ＝ヘルボッツのベッカムの弟)×(優勝5回の)パンタニ・フォールィトの娘 

母)ブラウケ・クールス Ｂ16-3065335 Ｂ リック・クールス作 兄／ブラウ・兄／ブラウ・兄／ブラウ・兄／ブラウ・608 608 608 608 ツールＰツールＰツールＰツールＰ2,3892,3892,3892,389羽中総羽中総羽中総羽中総    

合合合合10101010位、ラ・スーテレーヌＮゾーン位、ラ・スーテレーヌＮゾーン位、ラ・スーテレーヌＮゾーン位、ラ・スーテレーヌＮゾーン2,5452,5452,5452,545羽中羽中羽中羽中13131313位位位位    異父兄弟／ブールジュ、シャトロー各優勝異父兄弟／ブールジュ、シャトロー各優勝異父兄弟／ブールジュ、シャトロー各優勝異父兄弟／ブールジュ、シャトロー各優勝    

 祖父)コロネル Ｂ13-3159498 ガビー・ファンデンアベール作 リターンド・ブリクセン×クリネ 

 祖母)アイアン・レディ Ｂ11-3170421 Ｒ.クールス作 兄弟／リブルヌＮ7,958羽中総合3位 アイゼン 

レン・アス(KBDB長距離Ｎエース鳩第3位)×ヘネス・クリスチャーンのマルティナ 

 

 

【32】 ＮＬ17-3737439 Ｂ ♀ ファンヴァンローイ共同鳩舎 

父)グース ＮＬ09-3941165 Ｂ 11年WHZBエース鳩第1位 ポメロイル28,000羽中総合優勝、同3,056 

羽中優勝、同674羽中優勝、クライル1,937羽中優勝、同5,079羽中総合2位、ペロンヌ1,259羽中優 

勝、ナントィル10,195羽中総合4位他上位入賞多数 直仔／オルレアンＮＰＯ総合優勝 

 祖父)ルージェ Ｂ00-6067753 Ｂ Ｆ.＆Ｃ.マリアン作 レオズ・リック×クルック 

祖母)コーニギネッケ Ｂ06-6330540 ＢＣ Ｆ.＆Ｃ.マリアン作  

母)ハリーの娘 ＮＬ15-1850030 Ｊ.ホーイマンス作 直仔／ナントィル901 羽中優勝他上位入賞多数 

祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮブロアＮブロアＮブロアＮ546ＫＫＫＫ5,653羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同37,728羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速    シシシシ 

ャトローＮャトローＮャトローＮャトローＮ611ＫＫＫＫ5,979羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同22,340羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速    シャトードゥンシャトードゥンシャトードゥンシャトードゥン500ＫＫＫＫNU21,520羽羽羽羽 

中総合中総合中総合中総合3位、モルリンコートＰ位、モルリンコートＰ位、モルリンコートＰ位、モルリンコートＰ20,920羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合19位、シャトロー位、シャトロー位、シャトロー位、シャトローNPO5,496羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合21位位位位    WHZB 

長距離Ｎエース鳩第長距離Ｎエース鳩第長距離Ｎエース鳩第長距離Ｎエース鳩第 1 位、位、位、位、TBOTB 同エース鳩第同エース鳩第同エース鳩第同エース鳩第 1 位位位位 兄弟／シャトローNPO5,620 羽中総合優勝、 

10位、同NPO4,260羽中総合5位、同NPO4,604羽中総合4位、同NPO5,979羽中総合10位、サ 

ルブリNPO7,599羽中総合2位、ブロアＮ4,829羽中総合2位、同Ｎ5,653羽中総合3位、ブールジ 

ュNPO7,299羽中総合6位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ 

 祖母)ダヴィンチの娘 ＮＬ13-1395089 ダヴィンチ×ハリーの妹 

 

 

【33】Ｂ17-6024385 Ｂ ♂ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作 

父)アメージング・ラゴーン Ｂ14-6174246 ＢＣ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作 特別交配直仔 異母兄弟／リ異母兄弟／リ異母兄弟／リ異母兄弟／リ

トル・スタートル・スタートル・スタートル・スター    アルジャントンＮアルジャントンＮアルジャントンＮアルジャントンＮ19,92519,92519,92519,925羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合5555位、モンリュソンＮ位、モンリュソンＮ位、モンリュソンＮ位、モンリュソンＮ16,98216,98216,98216,982羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合30303030位、シャトロ位、シャトロ位、シャトロ位、シャトロ

ーＮーＮーＮーＮ18,65818,65818,65818,658羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合66666666位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ25,71025,71025,71025,710羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合198198198198位、ブールジュＮ位、ブールジュＮ位、ブールジュＮ位、ブールジュＮ14,49614,49614,49614,496羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合39393939位、スープ位、スープ位、スープ位、スープ908908908908    

羽中羽中羽中羽中7777位他位他位他位他15151515年年年年KBDB1KBDB1KBDB1KBDB1才鳩大中距離Ｎエース鳩第１位才鳩大中距離Ｎエース鳩第１位才鳩大中距離Ｎエース鳩第１位才鳩大中距離Ｎエース鳩第１位 

 祖父)ブルー・ラゴーン Ｂ10-6143302  Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作翔 スーパー・レーサーでスーパー種鳩スーパー・レーサーでスーパー種鳩スーパー・レーサーでスーパー種鳩スーパー・レーサーでスーパー種鳩    

        モンリュソンモンリュソンモンリュソンモンリュソン2,5452,5452,5452,545羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同17,86517,86517,86517,865羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合15151515位、同位、同位、同位、同887887887887羽中羽中羽中羽中4444位、ブロアＩＰ位、ブロアＩＰ位、ブロアＩＰ位、ブロアＩＰ76767676羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、    

同同同同3,3173,3173,3173,317羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速、ドールダン2,216羽中4位、アルジャントン1,495羽中4位、ノワイヨン771 

羽中4位、04-033(ブロアＰ979羽中優勝)×ウィットペン・ヴォウタース(レーウの妹) 

 祖母)ミス・マジック Ｂ10-6143162 ＢＣ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作翔 モンリシャールモンリシャールモンリシャールモンリシャール4,0494,0494,0494,049羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、    

同同同同2,4782,4782,4782,478羽中優勝、ノワイヨン羽中優勝、ノワイヨン羽中優勝、ノワイヨン羽中優勝、ノワイヨン509509509509羽中優勝、ブロア羽中優勝、ブロア羽中優勝、ブロア羽中優勝、ブロア1,3571,3571,3571,357羽中羽中羽中羽中2222位位位位    オリンピアード・ニトラ・オーオリンピアード・ニトラ・オーオリンピアード・ニトラ・オーオリンピアード・ニトラ・オー    

ルラウンド部門第ルラウンド部門第ルラウンド部門第ルラウンド部門第1111位位位位 ラピードⅡ×ブラウ・ディアマンチェ 



母)リモガール Ｂ11-6226332 ＢＣ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作翔 リモージュＮリモージュＮリモージュＮリモージュＮ17,73517,73517,73517,735羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合7777位位位位、チュ 

ールＮ10,251羽中総合215位、アルジャントン3,038羽中12位 

祖父)アイゼレン・ジュニア Ｂ07-6229030 Ｂ ノワイヨンノワイヨンノワイヨンノワイヨン256256256256羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝、メルン565羽中4位 兄弟／ 

 アイアン・レディ、ルク、ブロードペン ブラウエ・アイゼレン×エーン・ウィットペン・ウィリーケ 

祖母)ブラック・ドリーム妹 Ｂ10-6342743 ＢＬＫＣ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作 兄弟／ブラック・ドリー 

ム(Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作 Ｇ.ファンデヴァワー使翔) ラーテ・ヴィッテ・ウィリー×シャトローケ 

 

 

【34】“インテールト・ミロス”ＮＬ17-1146736 ＢＷ ♀  フェルヴェイ＝ド・ハーン作  ミロスの近親 

父)ミロス ＮＬ02-2350928 ＢＷ フェルヴェイ＝ド・ハーン作翔 モントーバンNPO1,862羽中当日只 

 １羽帰り総合優勝 スーパー種鳩 直仔孫／サンバンサンＮ総合優勝、4位、ナルボンヌＮ総合2位、タ 

ルベＮ総合2位、ペルピニャンＮ総合8、19、32位、マルセイユＮ総合9、38位、ポーＮ総合12、32、 

32位、ベルジェラックＮ総合15位、ボルドーＮ総合41位他 

祖父)ブロア・トーン ＮＬ98-2509530 ＢＷ モン・デ・マルサンモン・デ・マルサンモン・デ・マルサンモン・デ・マルサンNPONPONPONPO総合総合総合総合6666位位位位    兄弟／超銘鳩トーン、兄弟／超銘鳩トーン、兄弟／超銘鳩トーン、兄弟／超銘鳩トーン、    

コピー・トーンコピー・トーンコピー・トーンコピー・トーン他 両親Ｍ.フェルヴェイ作 スーパー・ペア(ＮＬ95-565 ベルジェラックＮ総合2位 

直仔×ＮＬ95-170172)直仔 

 祖母)レオンティーン ＮＬ98-1268541 ＢＣ Ｐ.ド・ハーン作翔 ベルジェラックＮ総合6位、両親Ｌ. 

  ホーガーフォルスト作 孫／バルセロナＮ雌の部優勝、ダックスＮ総合22位他 

母)ＮＬ13-1091207 ＢＣＷ フェルヴェイ＝ド・ハーン作 

 祖父)ミロス ＮＬ02-2350928 ＢＷ フェルヴェイ＝ド・ハーン作翔 モントーバンモントーバンモントーバンモントーバンNPO1,862羽中羽中羽中羽中 

当日只１羽帰り総合優勝当日只１羽帰り総合優勝当日只１羽帰り総合優勝当日只１羽帰り総合優勝    直仔孫／サンバンサンＮ直仔孫／サンバンサンＮ直仔孫／サンバンサンＮ直仔孫／サンバンサンＮ1055ＫＫＫＫ総合優勝、総合優勝、総合優勝、総合優勝、4、、、、15位、ナルボンヌＮ総合位、ナルボンヌＮ総合位、ナルボンヌＮ総合位、ナルボンヌＮ総合 

2位、タルベＮ総合位、タルベＮ総合位、タルベＮ総合位、タルベＮ総合2位、ペルピニャンＮ位、ペルピニャンＮ位、ペルピニャンＮ位、ペルピニャンＮ1077ＫＫＫＫ総合総合総合総合8、、、、9、、、、19、、、、32位、マルセイユＮ位、マルセイユＮ位、マルセイユＮ位、マルセイユＮ1016ＫＫＫＫ総合総合総合総合 

9位、ポーＮ位、ポーＮ位、ポーＮ位、ポーＮ1063ＫＫＫＫ総合総合総合総合12、、、、32、、、、32位、ベルジェラックＮ位、ベルジェラックＮ位、ベルジェラックＮ位、ベルジェラックＮ883ＫＫＫＫ総合総合総合総合15位、ボルドーＮ総合位、ボルドーＮ総合位、ボルドーＮ総合位、ボルドーＮ総合15位位位位 

 祖母)ボレチェ ＮＬ08-1356262 ＢＣ フェルヴェイ＝ド・ハーン共同鳩舎作翔 ベベベベルジェラックⅡＮルジェラックⅡＮルジェラックⅡＮルジェラックⅡＮ 

6,462 羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝    カオールＮカオールＮカオールＮカオールＮ10,325 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合 4 位位位位    両親Ｆ.ステット作 有名なスター・クヴェ

ーカーの筋 

 

 

【35】Ｂ17-4103823 Ｂ ♀  ベニー・スティーフェニンク作  シポの近親孫 

父)ローニー Ｂ09-4188093 Ｓ Ｂ.スティーフェニンク作翔 シャトローＮ20,517羽中総合26位、アルジャ 

ントンＮ4,782羽中総合74位、同Ｎ11,001羽中総合93位、リモージュＮ14,211羽中総合91位他 全兄 

弟／ヴィエルゾネケ ヴィエルゾンＰ2,003羽中優勝  

 祖父)チポ Ｂ03-4329022 ＰＢ Ｂ.スティーフェニンク作翔 ドールダン優勝ドールダン優勝ドールダン優勝ドールダン優勝4444回回回回    Ｐエース鳩第Ｐエース鳩第Ｐエース鳩第Ｐエース鳩第1111位位位位        

最高種鳩最高種鳩最高種鳩最高種鳩 ストラーテン・Ｅ.ロイテネ×ヨセフ・ファンダム 

 祖母)ハウトキート・87 Ｂ04-4138987 ＲＣ 両親ミッシェル・ハウトキート作 直仔／ヴィエルゾンＰ直仔／ヴィエルゾンＰ直仔／ヴィエルゾンＰ直仔／ヴィエルゾンＰ    

優勝優勝優勝優勝((((エルキュールエルキュールエルキュールエルキュール))))、アルジャントンＰ優勝、アルジャントンＰ優勝、アルジャントンＰ優勝、アルジャントンＰ優勝(07(07(07(07----899)899)899)899)    

母)ニュー・ラッキー・77 Ｂ12-4048077 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作翔 ラ・スーテレーヌＮゾーン4,611 

 羽中2位、グレＮ16,988羽中総合44位、モンリュソンＮ11,056羽中総合57位、イソウドゥンＮ5,670 

羽中総合106位他 ドリーム・ペアの娘 直仔／ラッキー・77 4Ｎレース若鳩Ｎエース鳩第10位 ヤミナ 

グレＮゾーン4,675羽中優勝他 

 祖父)インブリード・ミッシェル Ｂ08-4359197 ＢＷ ハウトキート近親 チハウ・98(シポ直仔)×ナショ 

ナルの母 

 祖母)Ｂ09-6128352 ＢＷ 両親共アウグスト・ヴァオウタース作 ブルー・ドリームブルー・ドリームブルー・ドリームブルー・ドリーム(09(09(09(09年単距離Ｎエー年単距離Ｎエー年単距離Ｎエー年単距離Ｎエー    

ス鳩第ス鳩第ス鳩第ス鳩第1111位位位位))))直娘直娘直娘直娘    

 

 

【36】ＮＬ17-1622487 Ｂ ♂ アテマ共同鳩舎作 

父)エーデルマン ＮＬ07-1183312 Ｂ アテマ共同鳩舎作翔 ハッセルト436羽中優勝、直仔／13-465 2,402 



羽中優勝他14年単距離エース鳩第１位 孫／2,602羽中優勝、2,188羽中優勝、2,181羽中優勝、1,569 

羽中優勝、1,504羽中優勝、1,047羽中優勝他4回優勝 

祖父)スーパー・53 Ｂ04-6177653 Ｂ Ｆ＆Ｋ．マリアン作 アテマ共同鳩舎使翔 07070707年オリンピアー年オリンピアー年オリンピアー年オリンピアー    

ド・オールラウンド部門第１位ド・オールラウンド部門第１位ド・オールラウンド部門第１位ド・オールラウンド部門第１位    優勝優勝優勝優勝10101010回内デュッフェル回内デュッフェル回内デュッフェル回内デュッフェル2,7552,7552,7552,755羽中優勝、ポメロイル羽中優勝、ポメロイル羽中優勝、ポメロイル羽中優勝、ポメロイル2,2902,2902,2902,290羽中羽中羽中羽中    

優勝、アブリス優勝、アブリス優勝、アブリス優勝、アブリス2,0312,0312,0312,031羽中優勝、サンカンタン羽中優勝、サンカンタン羽中優勝、サンカンタン羽中優勝、サンカンタン1,2901,2901,2901,290羽中優勝、オルレアン羽中優勝、オルレアン羽中優勝、オルレアン羽中優勝、オルレアン807807807807羽中優勝、オルレア羽中優勝、オルレア羽中優勝、オルレア羽中優勝、オルレア    

ンンンン717717717717 羽中優勝、ヴァイチ羽中優勝、ヴァイチ羽中優勝、ヴァイチ羽中優勝、ヴァイチェンェンェンェン334334334334 羽中優勝、デュッフェル羽中優勝、デュッフェル羽中優勝、デュッフェル羽中優勝、デュッフェル303303303303 羽中優勝、メーネン羽中優勝、メーネン羽中優勝、メーネン羽中優勝、メーネン254254254254 羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、    

メーネンメーネンメーネンメーネン207207207207羽中優勝他羽中優勝他羽中優勝他羽中優勝他    06060606年年年年WHZBWHZBWHZBWHZB成鳩Ｎエース鳩第３位、同短距離Ｎエース鳩第３位成鳩Ｎエース鳩第３位、同短距離Ｎエース鳩第３位成鳩Ｎエース鳩第３位、同短距離Ｎエース鳩第３位成鳩Ｎエース鳩第３位、同短距離Ｎエース鳩第３位    直仔／直仔／直仔／直仔／    

07070707----311 311 311 311 レシネスレシネスレシネスレシネス7,5857,5857,5857,585羽中総合優勝、羽中総合優勝、羽中総合優勝、羽中総合優勝、11111111----123 123 123 123 セントロイデンセントロイデンセントロイデンセントロイデン6,0766,0766,0766,076羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝    07070707----353 353 353 353 ヘーテレヘーテレヘーテレヘーテレ    

ンンンン417417417417羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝(28,595(28,595(28,595(28,595羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合4444位位位位))))、、、、09090909----561 561 561 561 ドゥイヴェンドゥイヴェンドゥイヴェンドゥイヴェン4,0434,0434,0434,043羽中優勝、ヴァイチェン羽中優勝、ヴァイチェン羽中優勝、ヴァイチェン羽中優勝、ヴァイチェン2,7872,7872,7872,787    

羽中優勝他で地区エース鳩第羽中優勝他で地区エース鳩第羽中優勝他で地区エース鳩第羽中優勝他で地区エース鳩第1111位位位位    他優勝鳩他優勝鳩他優勝鳩他優勝鳩5555羽エース鳩１位１羽羽エース鳩１位１羽羽エース鳩１位１羽羽エース鳩１位１羽    孫／優勝鳩孫／優勝鳩孫／優勝鳩孫／優勝鳩37373737羽内万羽以上で羽内万羽以上で羽内万羽以上で羽内万羽以上で    

の優勝３羽、の優勝３羽、の優勝３羽、の優勝３羽、エース鳩第エース鳩第エース鳩第エース鳩第1111位６羽位６羽位６羽位６羽    フローリアン×イザベル 

母)アテナの姉 Ｂ09-3952764 Ｂ Ｊ.＆Ｒ.ヘルマンス作 妹／アテナ 10 年２Ｎレース最優秀若鳩第３ 

位 ラ・スーテレーヌ601Ｋ681 羽中優勝、同Ｎ17,017 羽中総合12 位、グレＮ596Ｋ13,885 羽中総合 

12 位、11 年ドールダン376Ｋ2,974 羽中優勝、同5,205 羽中最高分速 アルジャントン564Ｋ400 羽中 

優勝、同Ｎ19,782 羽中総合18 位 ラ・シャルテ552Ｋ479 羽中優勝、同Ｎ21,189 羽中総合33 位 

祖父)基礎鳩ヤールリング・ドンダースティーン Ｂ98-6522539 Ｄ.＆Ｌ.ファンダィク作 ドンダーステ 

ィーン×ドールダンケ 直系／優勝鳩直系／優勝鳩直系／優勝鳩直系／優勝鳩150150150150羽以上羽以上羽以上羽以上    

 祖母)バブルスの娘 ＮＬ08-1537990 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク父子作  

 

 

【37】“トリプル・エース” Ｂ17-4016576 ＢＣ ♀  デスメイター＝レスチアン作 

父)ニコ Ｂ13-5105798 ＤＣ ニコ・ヤスパース作翔 14年アジャン110羽中優勝、同Ｎ3,180羽中総合13 

位、ナルボンヌ141羽中優勝、同Ｎ2,802羽中総合16位で、KBDB1才鳩超長距離Ｎエース鳩第1位 

 祖父)Ｂ07-5162135 ソン・バルカ・ヨーリセン(自身04年KBDB長距離Ｎエース鳩第1位)×IFCース鳩第 

1位の娘 

 祖母)Ｂ07-5162014 Ｂ05-5052212(メルン1,252羽中優勝他2回優勝)×Ｂ03-5158551 

母)ビューティ・ミストラル・ペギー Ｂ14-4240788 ＢＣ  デスメイター＝レスチアン作 

 祖父)ピエール・ミストラル Ｂ10-3120100 ＢＣＷ ピエール・ブルジョワ作翔 14141414年サンバンサンＮ総年サンバンサンＮ総年サンバンサンＮ総年サンバンサンＮ総    

合合合合5555位、ペルピニャンＮ総合位、ペルピニャンＮ総合位、ペルピニャンＮ総合位、ペルピニャンＮ総合8888位、ナルボンヌＮ総合位、ナルボンヌＮ総合位、ナルボンヌＮ総合位、ナルボンヌＮ総合26262626位位位位    14141414年年年年KBDBKBDBKBDBKBDB超長距離Ｎエース鳩第超長距離Ｎエース鳩第超長距離Ｎエース鳩第超長距離Ｎエース鳩第1111位位位位 Ｇ. 

デフォーヒト×ブルジョワ 

 祖母)ペギー Ｂ09-2045788 ＢＣ 11111111年ペルピニャンＮ総合年ペルピニャンＮ総合年ペルピニャンＮ総合年ペルピニャンＮ総合13131313位、バルセロナＮ総合位、バルセロナＮ総合位、バルセロナＮ総合位、バルセロナＮ総合37373737位他で、位他で、位他で、位他で、KBDBKBDBKBDBKBDB超超超超    

長距離Ｎエース鳩第長距離Ｎエース鳩第長距離Ｎエース鳩第長距離Ｎエース鳩第1111位位位位    孫／バルセロナ地区優勝他孫／バルセロナ地区優勝他孫／バルセロナ地区優勝他孫／バルセロナ地区優勝他KBDB1KBDB1KBDB1KBDB1才鳩超長距離Ｎエース鳩第才鳩超長距離Ｎエース鳩第才鳩超長距離Ｎエース鳩第才鳩超長距離Ｎエース鳩第7777、、、、8888位位位位 ジタ 

ン×ペルピニャン 

 

 

【38】ＮＬ17-1339171 ＢＣ ♂ スヘーレ兄弟作  兄弟／ソニー・ボーイ 16年リモージュNPO 総合優勝、

ルフェック NPO 総合 4 位、ソレン 16 年最優秀若鳩 チェリー(トミーの母)、15-880 シャトローＮ11,922 羽中総合

23位 シェリル(15-881) Ｐオールラウンド・エース鳩第1位    

父)ソニー ＮＬ12-3254959 Ｂ 全兄弟／エース・ガールエース・ガールエース・ガールエース・ガール 12121212年年年年WHZBWHZBWHZBWHZB長距離Ｎエース鳩第長距離Ｎエース鳩第長距離Ｎエース鳩第長距離Ｎエース鳩第2222位、ポアチエ位、ポアチエ位、ポアチエ位、ポアチエ    

NPO2,183NPO2,183NPO2,183NPO2,183羽羽羽羽中総合優勝中総合優勝中総合優勝中総合優勝、シャトローNPO3,846羽中総合2位、ラ・スーテレーヌNPO2,751羽中総合 

2位、ブールジュNPO4,847羽中総合10位 ピートピートピートピート    09090909年若鳩Ｎエース鳩第年若鳩Ｎエース鳩第年若鳩Ｎエース鳩第年若鳩Ｎエース鳩第6666位位位位     

 祖父)スーパー・ボーイ ＮＬ02-0274336 直仔／マジック・ボーイ 長距離Ｎエース鳩第1位 

祖母)666 の娘 ＮＬ02-1713196 Ｂ 666(ヘンク・メリス)×ド・503(Ｒ．メリス) 

母)シェ ＮＬ13-1655026 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

 祖父)ＮＬ12-1077190 ＬＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ジェイソン×デイ・ドリーム 

 祖母)ザラ ＮＬ10-1109753 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 エルマーフェーン・ホープ×ヤング・ドリーム 

 



 

【39】 Ｂ15-3142868 Ｂ ♂ リック・クールス作  

父)ローニー Ｂ10-3020263 Ｒ．クールス作 直仔／12-677 Ｐエース鳩第3位、孫／ツールＰ総合優勝２回 

祖父)グレ Ｂ08-4216930 ベニー・スティーフェニンク作翔 リモージュＮ総合優勝、グレＰ優勝リモージュＮ総合優勝、グレＰ優勝リモージュＮ総合優勝、グレＰ優勝リモージュＮ総合優勝、グレＰ優勝    

祖母)マリーケ Ｂ08-3037512  Ｒ.クールス作翔 グレグレグレグレ5,1665,1665,1665,166羽中優勝、Ｐエース鳩第１位羽中優勝、Ｐエース鳩第１位羽中優勝、Ｐエース鳩第１位羽中優勝、Ｐエース鳩第１位 ブリクセン 

直仔×フリッカ 

母)ミア Ｂ11-3123937 Ｒ.クールス作翔 シャトロー、ブールジュ、モンリュソン上位入賞 

 祖父)ウィットペンネ・モウリス Ｂ08-3035204  直仔／ピポ、孫／ボレケ ブリーブＮ16,007羽中総合優勝 

 祖母)ヴィッキー Ｂ08-3037560 全姉／リースイェ ヴィッテンブィク孫×ヴィクトールの娘 

 

 

【40】Ｂ17-6025106 ＢＣ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作 

父)リッキー Ｂ12-6196217 グレＮ590Ｋ16,988 羽中総合49 位、ブロアＳＮ462Ｋ3,282 羽中総合13 位、同 

ＳＮ3,426 羽中総合68 位 直仔／プラダ シャトロー526Ｋ581 羽中優勝、同Ｎ25,710 羽中総合5 位、 

13-256 上位多数 トータル ベルジアン・マスター エース鳩第4 位他 

 祖父)ブロークン・パンター Ｂ06-6173123 直仔／リアナ直仔／リアナ直仔／リアナ直仔／リアナ    ピティヴィエピティヴィエピティヴィエピティヴィエ360360360360ＫＫＫＫ1,7281,7281,7281,728羽中優勝、アルジ羽中優勝、アルジ羽中優勝、アルジ羽中優勝、アルジ    

ャントンＮャントンＮャントンＮャントンＮ25,58325,58325,58325,583羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合58585858位位位位    ミッシェルミッシェルミッシェルミッシェル    ヴィエルゾンＳＮヴィエルゾンＳＮヴィエルゾンＳＮヴィエルゾンＳＮ3,5853,5853,5853,585羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合9999位、ブロアＳＮ位、ブロアＳＮ位、ブロアＳＮ位、ブロアＳＮ    

約約約約5,0005,0005,0005,000羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合11111111位位位位 ダーク・フェルカメン×ラブリー・ガール 

 祖母)マガリ Ｂ11-6238561 ドンケレ・ゾーン・カノン×リンブール・ドィビン 

母)ムスタング・レディ Ｂ15-6026460 ＢＣ ホック・ジョス・フェルカメン作翔 兄弟／ムスタング兄弟／ムスタング兄弟／ムスタング兄弟／ムスタング    シャシャシャシャ    

    トローＮトローＮトローＮトローＮ526526526526ＫＫＫＫ22,81822,81822,81822,818羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝    同同同同33,01833,01833,01833,018羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速 コブラ ポーランド委託最終レース8 

位、同エース鳩第5位 

 祖父)トリスト Ｂ09-6248087 バルコ×キティ 

 祖母)レトラ Ｂ12-6196107 エレクトロ×グローリア 

 

 

【41】“クラインチェ・081” ＮＬ17-1545042 ＢＣ ♀ ヨー＆フローリアン・ヘンドリックス作  

半兄弟／ポグバ センスＰ11,504羽中総合2位、ラ・スーテレーヌNPO1,242羽中総合2位、リモージュ582

羽中優勝、同NPO1,326羽中総合2位、シャルルヴィルＰ17,383羽中総合11位、ロリスNPO5,467羽中総合

20 位他 17-151  シャルルヴィル4,625 羽中優勝、同22,915羽中総合優勝他 17-760  センス476 羽中優

勝 同NPO4,612羽中総合8 位、ギエンＩＰ6,033 羽中総合46 位他 17-761  セザンヌ1,555 羽中優勝、同

NPO8,177羽中総合12位、ギエンＩＰ6,033羽中総合54位他 純コープマン系 

父)クライネ・ゲラード ＮＬ14-1359081 ＢＣ Ｊ.ヘンドリックス父子作翔 ブールジュブールジュブールジュブールジュ 1,2901,2901,2901,290 羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、

同同同同NPO8,278NPO8,278NPO8,278NPO8,278羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合2222位、モンリュソン位、モンリュソン位、モンリュソン位、モンリュソン507507507507羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同NPO1,310NPO1,310NPO1,310NPO1,310羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合4444位、ロリス位、ロリス位、ロリス位、ロリス1,7211,7211,7211,721羽中優羽中優羽中優羽中優

勝、同勝、同勝、同勝、同NPO5,537NPO5,537NPO5,537NPO5,537羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合5555位、同位、同位、同位、同NPO5,166NPO5,166NPO5,166NPO5,166羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合17171717位、レイチェル位、レイチェル位、レイチェル位、レイチェル1,2921,2921,2921,292羽中優勝、同Ｐ羽中優勝、同Ｐ羽中優勝、同Ｐ羽中優勝、同Ｐ10,91210,91210,91210,912羽羽羽羽

中総合中総合中総合中総合13131313位、セザンヌＰ位、セザンヌＰ位、セザンヌＰ位、セザンヌＰ15,60715,60715,60715,607羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合79797979位他上位入賞多数位他上位入賞多数位他上位入賞多数位他上位入賞多数    

 祖父)ソン・ジーナ ＮＬ12-1076890 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 ダヴィッズ・サン×ジーナ 

 祖母)クライン・ディルクイェ ＮＬ12-1077075 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 ザキール×ラファエラ 

母)デン・リンズ・902 ＮＬ13-1654902 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 

 祖父)デン・リンズ・ファヴォリー ＮＬ03-5343024 ＢＷ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作翔 アブリスアブリスアブリスアブリスNPONPONPONPO    

10,60910,60910,60910,609羽中総合優勝、ソールダン羽中総合優勝、ソールダン羽中総合優勝、ソールダン羽中総合優勝、ソールダンNPO13,426NPO13,426NPO13,426NPO13,426羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合8888位、ホウデン位、ホウデン位、ホウデン位、ホウデンNPO31,647NPO31,647NPO31,647NPO31,647羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合30303030位位位位他 

 祖母)ラジンダ ＮＬ08-2049135 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 超銘鳩アンネリーズの近親 直仔／オ 

リンピック・キャラ ジェイソン×ジーナ 

 

 

【42】Ｂ17-6147596 Ｂ ♂ ディルク・ファンダィク作 

父)ブラウエ・スタッフ Ｂ14-6091403 ノワイヨン優勝2回、2位2回、3、8、8、13位 キェブラン4位 



 16年成鳩短距離Ｎエース鳩第1位 

 祖父)Ｂ12-6323661 ファーレ・ディルク(ディルク・ファンデンバルク)×Ｂ11-503(265羽中優勝他8回 

  入賞) 

 祖母)Ｂ10-6234966 テオ・ヤンセンのブールジュマン直仔×フローマンスのＮエース鳩6位の娘 

母)Ｂ14-62411318 ＢＣ    

 祖父)オリンピック・ニールス Ｂ08-6338005 オリンピアード代表第オリンピアード代表第オリンピアード代表第オリンピアード代表第3333位、アントワープ連盟エース鳩位、アントワープ連盟エース鳩位、アントワープ連盟エース鳩位、アントワープ連盟エース鳩    第第第第    

2222位位位位    ディ・カプリオ×ブールジュの近親孫ディ・カプリオ×ブールジュの近親孫ディ・カプリオ×ブールジュの近親孫ディ・カプリオ×ブールジュの近親孫    

 祖母)Ｂ12-6042517 ＢＣ Ｌ.Ｂ.&Ｊ.ゲーリンクス作 ゲシフテ・グラディエーター×カンニバール孫 

 

 

【43】ＮＬ17-6265105 Ｂ ♀  ブルックス・ニールス作 

父)ダイナミック・ランナー ＮＬ17-6056253 Ｂ ブルックス・ニールス作翔 兄弟／オリンピック・兄弟／オリンピック・兄弟／オリンピック・兄弟／オリンピック・306 

ケケケケ    Ｎレース総合Ｎレース総合Ｎレース総合Ｎレース総合15位内４回入賞位内４回入賞位内４回入賞位内４回入賞 17年オリンピアード第１位年オリンピアード第１位年オリンピアード第１位年オリンピアード第１位 15年年年年KBDB中距離Ｎエース鳩第中距離Ｎエース鳩第中距離Ｎエース鳩第中距離Ｎエース鳩第9位位位位 

祖父)ファンデヴァウワー・ランナー Ｂ10-6031825 Ｂ ガストン・ファンデヴァウワー作 

祖母)ランナー Ｂ11-6125831 Ｂ ポール・フッテン作 ラウワース×フッテン 

母)Ｂ15-6059821 Ｂ ブルックス・ニールス作翔 シャトローＮゾーンシャトローＮゾーンシャトローＮゾーンシャトローＮゾーン5,058羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝    同ＮⅡ同ＮⅡ同ＮⅡ同ＮⅡ 10,432羽羽羽羽 

中総合中総合中総合中総合21位位位位    ブールジュⅠブールジュⅠブールジュⅠブールジュⅠ5,803羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合26位位位位他 ヴィエルゾン1,131羽中35位、同2,644羽中49位 

祖父)Ｂ14-6049641 Ｂ.＆Ｎ.ファンエッケル作 Ｆ・モワカ×ジリー 

祖母)Ｂ12-6133398 Ｂ ルク・ファンメッヒェレン作  

 

 

【44】ＮＬ17-1215831 ＢＣ ♂ チーム・フォレブレヒト作 異父異父異父異父兄弟／バクスティーン兄弟／バクスティーン兄弟／バクスティーン兄弟／バクスティーン、ボン・ファイアー、

ヘルキュール(ヘラクレス)、ローヌ・キング他 

父)カースベック ＮＬ10-1615146 ＢＣ フォレブレヒト作翔 ナルボンヌＮ1006Ｋ4回入賞内6,650羽 

中総合264位、ボルドー(アジャン)Ｎ927Ｋ4回入賞内5,910羽中総合310位他、サンバンサン1035Ｋ

３回入賞内Ｎ3,294 羽中総合7 位、ポー入賞 超長距離計12 回入賞 

祖父)ＮＬ05-1317545 ＢＬＫＣ Ｃ.ファンデグラーフ×カイパー兄弟 

祖母)ＮＬ04-1971544 ＢＣ 両親共フォレブレヒト兄弟作 ゲーローガー×ドンケレ・ビュールマ(バ 

ルセロナ最優秀鳩第2位)の娘 

母)グーデ・クヴェークスター ＮＬ08-2137421 ＢＣ フォレブレヒト兄弟作 直仔／ボン・ファイア 

ー、バクスティーン(国際エース鳩第１位)、ヘルキュール(ヘラクレス)、ローヌ・キング他 

 祖父)ソン・754 ＮＬ06-0748263 Ｂ 孫／テオ・エルネスト(バルセロナＮ総合9位直仔)×ド・カィ 

フ(フォンテイ作) 

 祖母)ＮＬ06-1211542 ＢＣ ブルッゲマン(ブリュッヘマン兄弟とは別鳩舎)作のサンダーの孫 

 
 
 
【45】Ｂ17-4200469 Ｂ ♀  F.&J.ファンデヒーデ作 

父）バスティル Ｂ15－4130479 B  F.&J.ファンデヒーデ作 直仔／ケッペーチェ シャトローN18,416羽

中総合優勝 同 25,543 羽中最高分速 ルク・ファンコペノール, ドラウ＝サブロン, ウィルソン・デー

ケン血統 

 祖父)ド・ルクＢ08-4224263 B 直仔／直仔／直仔／直仔／15151515年年年年KBDBKBDBKBDBKBDB超長距離超長距離超長距離超長距離NNNNエース鳩エース鳩エース鳩エース鳩3333位と位と位と位と8888位位位位        

 祖母)ジャーメイン Ｂ09－3180601 全姉／ペルピニャン全姉／ペルピニャン全姉／ペルピニャン全姉／ペルピニャンNNNN総合優勝総合優勝総合優勝総合優勝    リモージュリモージュリモージュリモージュNNNN総合優勝ロナウジー総合優勝ロナウジー総合優勝ロナウジー総合優勝ロナウジー    

        ニョのラインニョのラインニョのラインニョのライン    

母)トラスト・マイ Ｂ07－4093500 Ｂ  F.&J.ファンデヒーデ作 直仔／ブールジュ N31,719 羽中総合 2

位、同9,480羽中1位（ゾーン） 全姉妹／グレN10,670羽中総合14位,リモージュN17,456羽中総合15位,

ブールジュN11,933 羽中総合20 位,オーリャックN6,611 羽中総合24 位,ブールジュN48,553 羽中総合48位,

ラスーテレーヌN16,297羽中総合81位 ドラウ＝サブロン血統 



 祖父)バック・17の雄 B02-433378 B M.アエルブレヒト作 最高種鳩ラッキー最高種鳩ラッキー最高種鳩ラッキー最高種鳩ラッキー・・・・848848848848の直仔の直仔の直仔の直仔    

 祖母)ブラウエ・ドィビン B99-4365061B  M.アエルブレヒト作 アイザレンの直仔 半兄弟／半兄弟／半兄弟／半兄弟／98989898年ペル年ペル年ペル年ペル

ピニャンピニャンピニャンピニャンNNNN総合優勝総合優勝総合優勝総合優勝    

 

 
 
【46】ＧＢ17Ｌ42535 ＢＰ ♀  シンジケート・ロフト(Ｐ.フォックス)作 

父)ウォー・ドラム ＧＢ11Ｌ36203 シンジケート・ロフト(Ｐ.フォックス)作 直仔／平均1631羽中優勝14回 

祖父)グレンジャー ＡＵ00ＧＦＬ457 マイク・ゲネス作 ロケット(Ｒ.ファンガステル作翔 NPO成鳩オ 

ランダＮエース鳩第1位)×ラメルス・リンデン作ヤンセンの雌 

 祖母)ドーター・ドラム・803 ＧＢ10Ｌ40803 シンジケート・ロフト(Ｐ.フォックス)作 ドラム(マライケ・ 

フィンク作翔 シャンティー700羽中優勝 チップス直仔 多数の優勝鳩の父)×セヴン・イレブン 

母)シスター・ブルー・バロン・700 ＮＬ14-3432700 Ｃ.フォックス作 兄弟／ブルー・バロン 優勝17回 

内、クライルNPO11,056羽中総合12位、セザンヌNPO14,669羽中総合44位、センスNPO10,508羽中総

合46 位、キェブランＰ12,559 羽中総合13 位、同Ｐ13,715 羽中総合29 位、スープＰ15,298 羽中総合21

位、ポメロイルＰ13,352羽中総合62位、ニヴェユＰ10,589羽中総合87位他 

 祖父)スーパー・8 ＮＬ07-1970008 ソン・ユープ×スカーラーケンス 

 祖母)パーフェクション ＮＬ07-1970248 Ｈ.ボンド作 

 

 

【47】Ｂ17-3070257 Ｂ ♂  ルク＆ヒルデ・シウン作 異母兄弟／ナイロ  15年ラ・スーテレーヌ若鳩Ｎ9,760

羽中総合優勝、同12,306羽中最高分速、ポントワーズＰ12,885羽中総合85位 ブラザー・ナイロ 17年シャトロー

Ｎ26,243羽中総合44位 16-712 ブリオンヌＰ6,428羽中総合4位 

父)リゴベルト Ｂ13-3138176 Ｌ.＆Ｈ.シウン作 同腹ナターリア(13-175)の直仔／15年ラ・スーテレーヌ 

Ｎ6,203羽中総合4位 兄弟／ラファエラ 優勝4回内ブリオンヌＰ優勝 アンドレア ラ・スーテレー 

ヌＮ総合5位 ジルタキ 優勝3回他Ｐ4,659羽中総合5位 ラファエラの同腹 ラ・スーテレーヌＮ 

11,236羽中総合30位 アグネッタ ツールＮゾーン20位他 

 祖父)エクスプロシーフ ＮＬ11-1742470 ヴィレム・ドブルイン作 半兄弟／ナイラ半兄弟／ナイラ半兄弟／ナイラ半兄弟／ナイラ    ナントィルナントィルナントィルナントィル30,01930,01930,01930,019    

羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速    マンテスマンテスマンテスマンテス23,85123,85123,85123,851羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速    オリンピック・ハリケーンオリンピック・ハリケーンオリンピック・ハリケーンオリンピック・ハリケーン(別記参照) タイタン×フ 

ェアリーテール 

 祖母)ジプシー Ｂ11-6244601 リック・ヘルマンス作 ディッケ・ファン・ド・ヤールリング×Ｂ 

08-634047(スターリーの妹)  

母)Ｂ15-6091691 ディルク・ファンダィク作 

 祖父)オリンピック・ニールス Ｂ08-6338005 オリンピアード代表第オリンピアード代表第オリンピアード代表第オリンピアード代表第3333位、アントワープ連盟エース鳩位、アントワープ連盟エース鳩位、アントワープ連盟エース鳩位、アントワープ連盟エース鳩    第第第第    

2222位位位位    ディ・カプリオ×ブールジュの近親孫ディ・カプリオ×ブールジュの近親孫ディ・カプリオ×ブールジュの近親孫ディ・カプリオ×ブールジュの近親孫 

祖母)クィーン Ｂ13-6122092 1,2101,2101,2101,210羽中優勝他優勝羽中優勝他優勝羽中優勝他優勝羽中優勝他優勝3333回で回で回で回で15151515年年年年KBDBKBDBKBDBKBDB小中距離Ｎエース鳩第小中距離Ｎエース鳩第小中距離Ｎエース鳩第小中距離Ｎエース鳩第1111位位位位 有名 

なカンニバールの曽孫 

 

 

【48】Ｂ17-5030483 Ｇ ♀ ボスマンス＝リーケンス作                       

全兄弟／ミス・リンブルグ Ｂ13-5100049 シャトローＮ5,901 羽中優勝、マルネ 176 羽中優勝他優勝多数 

父)サン・ラッキー・ルーク Ｂ11-5011683  

祖父)ラッキー・ルーク Ｂ97-5201920 Ｄ.リーケンス作翔 オルレアンＰ5,277羽中総合優勝  

祖母)Ｂ07-5081545 兄弟／多くのトップ・レーサー スーパー・パパ×スーパー・ママの娘 

母)Ｂ11-5170270 ブールジュＮ総合10位の娘  

祖父)ウィットペン・218 Ｂ09-5062218 カンニバール・ヤンセン 

祖母)ズワルテ・ウィットペン・213 Ｂ09-5062213 カンニバール・パンター 

 



 

【49】Ｂ17-6259506 Ｂ ♂   リック・ヘルマンス作 

父)カウ・ボーイ・05 Ｂ15--6063305 リック・ヘルマンス作翔 アルジャントンＮ11,223 羽中総合15 位、 

スープ2,031羽中11位他 兄弟／ブールジュＮ28,078羽中総合35位、ツールＮ24,097羽中総合99位 

祖父)ド・シャトロー ＮＬ12-1537573 ジャイダーヴァイク兄弟作翔 シャトローシャトローシャトローシャトローNPO605NPO605NPO605NPO605ＫＫＫＫ2,3002,3002,3002,300羽中優羽中優羽中優羽中優    

    勝勝勝勝 スネーウマン×ムーダー・シャトロー 

祖母)カウ・ガール Ｂ09-6323201 Ｂ ミール・ファンデンブランデ＝ヘルマンス作 リック・ヘルマンス 

使翔 アルジャントンＰ990羽中優勝 同Ｎ7,358羽中総合8位、ブールジュ494羽中2位 同Ｎ17,061 

羽中総合68位、ドールダン2,369羽中4位  ドールダン2,356羽中7位  メルン2,265羽中4位、ア 

ルジャントン289羽中9位 同Ｐ2,118羽中総合65位、シャトロー512羽中19位 同Ｎゾーン8,353 

羽中424位、ブールジュＩＰ1,143羽中総合33位、ブールジュ319羽中28位 同Ｐ1,822羽中総合229 

位、※以上の成績で11年オリンピアード・ベルギー代表1才鳩第1位、10年ヨーロッパ杯ベルギー中 

距離エース鳩第２位 2011:メルン2,402羽中24位、ノワイヨン1,250羽中46位、同1,170羽中383 

位、ドールダン2,231羽中78位 同1,258羽中391位、ブールジュ成鳩Ｎ24,651羽中総合優勝    孫／ 

Ｐエース鳩第1位(ファンヴァンローイ鳩舎) 

母)フレンドシップ Ｂ14-6058777 Ｂ ヘルマンス＝フクストラ作 リック・ヘルマンス使翔 14年スープ 

2,127羽中5位、ノワイヨン3,205羽中32位、ツールＮ24,097羽中総合738位他２回入賞 15年シャト 

ローⅠ１才鳩Ｎ535Ｋ25,617羽中総合優勝、同44,293羽中最高分速鳩 スープ1,987羽中優勝、同１才鳩 

6,134羽中最高分速、ノワイヨン1,799羽中5位他数回入賞 

祖父)ゾーン・ハリー ＮＬ12-1783897 ヤン・ホーイマン作 兄弟／ブロアNPO4,413羽中総合6位 

  超銘鳩ハリー×超銘鳩ハリー×超銘鳩ハリー×超銘鳩ハリー×ラスト・ワンラスト・ワンラスト・ワンラスト・ワン    

祖母)Ｂ12-6327841 ディルク・ファンダィク作 オリンピック・ニールス×インテールト・ランボーオリンピック・ニールス×インテールト・ランボーオリンピック・ニールス×インテールト・ランボーオリンピック・ニールス×インテールト・ランボー     

 

 

 


