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 ゴウデン・ダィフ賞授賞式が、来る 2019 年 2 月 23 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22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。 

猶、本競売に参加する全ての若鳩の写真は、ド・ダィフ紙ホームページでご覧いただける予定です。 

https://www.deduif.be/ja/gouden-duif-2018 

ご注意： 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。但し、 

過去の実績から１羽日本着国内引き渡し価格最低￥85,000＋国内送料にて受け付けさせて頂きます。 

【競売指値お申込み先】 

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

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



 

 

 

 

 

【1】Ｂ18-5069972 Ｂ ♂  ※201８年度ゴウデン・ダィフ賞ベルギー第１位サブリナ・ブルグマン作 

父)ド・グレグ Ｂ16-2173168 Ｂ 両親共Ｓ.ブルグマン作翔 アルジャントンＰ1,354 羽中優勝、同Ｎ19,592 羽

中総合 33 位、ブールジュＮ28,078 羽中総合 27 位他 兄弟／クラウディア ラ・スーテレーヌＰ964 羽中優

勝、同Ｎ16,663 羽中総合 51 位、シャトローＰ1,118 羽中 2 位、同Ｎ14,762 羽中総合36 位、アルジャントンＰ

1,3554 羽中９位、同Ｎ19,592 羽中総合114 位他で、16 年KBDB 若鳩大中距離Ｎエース鳩第3 位 異母兄弟

/サンディ 11 年KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第4 位 

 祖父)ウィリー Ｂ08-5013939 Ｂ 直仔／ブルー・エース ブラウエ・ファリエール×メニム・05  

 祖母)Ｂ13-5024922 ＢＷ 同腹／シャルロッテ 14年KBDB１才鳩大中距離Ｎエース鳩第１位 

母)ブルー・エース Ｂ12-5000639 Ｂ 両親共Ｓ.ブルグマン作翔 ナントィル 1,379 羽中優勝、ピティヴィエ

1,030 羽中優勝、スワソン 412 羽中優勝、オルレアン 378 羽中優勝他上位多数で、12 年、13 年KBDB 小中

距離Ｎエース鳩第 8、5 位 直仔／カリ ラオン 382 羽中優勝他上位多数 兄弟／サンディ 11 年 KBDB 中

距離若鳩Ｎエース鳩第4 位 

 祖父)ウィリー Ｂ08-5013939 Ｂ上記参照 

 祖母)クリスタ Ｂ06-5126551 Ｂ ファンオッペン・スーンチェス×ブラウ・レメンス 

 

 

【2】ＮＬ18-1308080 ＢＣ ♀ ※2018 年度ゴウデン・ダィフ賞オランダ第１位Ｂ.マルテンス父子作 

父)ＮＬ16-1748078 ＢＣ Ｂ.マルテンス父子作翔 シャトローＮ27,656羽中総合2位、イソウドゥンNPO5,233

羽中総合 11 位、アルジャント NPO3,555 羽中総合 12 位、モンリュソン NPO1,884 羽中 71 位、ロリス

NPO15,148羽中総合90位他 第４地区当日長距離エース鳩第１位 兄弟/シャトローＮ27,656羽中総合優勝 

 祖父)ＮＬ10-1968423 ＢＣ Ｂ.マルテンス父子作 Ｊ.Ｊ.エンゲルス×マルテンス 

 祖母)ＮＬ15-1274058 Ｂ アントン・ルイテンベルグ作 Ｇ.ファンデンアベール×マルテンス 

母)ド・ラートゥステ ＮＬ16-1748400 Ｂ Ｂ.マルテンス父子作    兄弟／アルジャントンNPO総合2、6、9位、

ラ・スーテレーヌ NPO 総合2、7、12、23 位、ロリス NPO 総合3、4、16、18、24、31 位、ギエン NPO 総合9、

20 位、メルン NPO 総合 10 位、センス NPO 総合 15 位、ポアチエ NPO 総合 17 位、モンリュソン NPO 総合

23、27 位他 

祖父)基礎鳩ＮＬ02-2014480 ＢＣ 両親共Ｂ.マルテンス父子作 

 祖母)基礎鳩Ｂ06-6245123 Ｂ 両親共Ｊ.Ｊ.エンゲルス作 スーパー・フリーヘル×アルジャントン娘 

 

 

【3】ＤＶ09623-18-3714 ♂  ※2018 年度ゴウデン・ダィフ賞ドイツ第１位フクス＆ヴォルフ共同鳩舎 

父)ルカ ＤＶ09623-11-1033 12 年13 回中12 回入賞 13 年13 回中13 回入賞し、最優秀♂鳩第１位内 

 ブールジュ 562Ｋ5,005 羽中18 位、同18,729 羽中総合13 位、サン・ディズィエ 308Ｋ2,917 羽中6 位、同 

3,446 羽中11 位他直仔優勝６羽 

 祖父)デア・852 Ｂ08-6371852 ルディ・ディールス×デスカイマーカー 

  祖母)ディー・845 ＤＶ09623-07-845  フクス＆ヴォルフ共同鳩舎作翔 優勝2 回、3、5、7 位 

母)ベラ ＤＶ09623-15-1357 両親共フクス＆ヴォルフ共同鳩舎作翔 ラングレス 325Ｋ303 羽中優勝、バ

ル・レ・ドゥク 270Ｋ551 羽中優勝他で、19 年オリンピアード代表 

 祖父)スパロー ＤＶ09623-11-2017 オーセール 444Ｋ2,643 羽中優勝、ブールジュ 562Ｋ1,767 羽中優勝 

両親ルディ・ディールス作 

 祖母)レア ＤＶ09623-11-2085 素晴らしい種鳩 直仔優勝８羽を輩出 



 

 

【4】“ハーフブロア・オリンピック・ヤン”ＮＬ18-1227042 Ｂ ♂ ヤン・ホーイマンス作 ※201８年度ゴウデ

ン・ダィフ賞イギリス第１位ジョン・クレハン鳩舎は、ヤン・ホーイマンスの英国分家鳩舎なので、チーム・ホーイマ

ンスとしてホーイマンス鳩舎作出鳩を供出  

異母兄弟／オリンピック・ヤンと同腹のプロディギーの２羽  英国でオリンピアード代表 テウケスバーニー

3,224 羽中優勝、同 3,250 羽中優勝、同 1,240 羽中 2 位、同 3,224 羽中 2 位、ウォラストン 1,911 羽中優勝、2

位他(父親が同じで、母は全姉妹) 

父)サン・800 ＮＬ11-1912626 Ｂ Ｊ.ホーイマンス作 直仔／オリンピック・ヤン、プロディギー 

 祖父)800 ＮＬ08-3856800 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 オルレアン4,970羽中総合優勝、アブリス7,889羽中総

合2位(自舎で優勝の後)、ブロアＮＰＯ総合10位 全兄弟／ラスト・ディルク参照 

祖母)ラスト・ワン ＮＬ07-2062828 Ｂ リック・ヘルマンス作 ヤールリング・ドンダースティーン×ヤン

セン・ドィビン 

母)シスター・ハリー ＮＬ11-1912655 ＢＣ 直仔／ベルジアン・マスター・エース鳩選考レース７９３羽中優勝 

兄弟／超銘鳩ハリー  ブロアＮ546Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シャトローＮ611Ｋ5,979

羽中総合優勝、同22,340羽中最高分速 シャトードゥン500ＫNU21,520羽中総合3位 Ｎエース鳩第1位 

 祖父)ヨンゲ・ブリクセン Ｂ01-3266512 ＰＢ ガビー・ファンデンアベール作 ブリクセン(ポアチエ1,448 

羽中優勝、シャトロー4,662羽中総合2位他 コロネル×リタ)×ドロレス(基礎鳩ヴィッテンブィクの娘) 

 祖母)ディルクイェ ＮＬ05-1936558 ＢＣ Ｇ.コープマン作 超銘鳩クライネ・ディルク(98年世界選手権 

若鳩第５位、99年Ｎエースピジョン第１位 NPOトロイ17.884 羽中総合優勝、NPOブールジュＮ  

7.165 羽中総合優勝、マーゼイク3,522羽中優勝、ロンメル495羽中優勝、ベーク443羽中優勝)×ア 

モレー(03年オリンピアード代表 長距離Ｎエース鳩第1位) 

 

 

【5】Ｂ18-2029608   ※今年度ゴウデン・ダィフ賞国際超長距離第１位クリスチャーンス＝デズメット作 

父)カンツェララ・ヤン Ｂ14-2165161 クリスチャーンス＝デズメット作翔 ポーＮ総合 70 位、ナルボンヌ

Ｎ総合87、147 位、マルセイユＮ総合83 位、アジャンＮ総合206位 

 祖父)ゾーンカンツェララ・ヤン・ＮＬ10-1734255 ヤン・ポル作 直仔／ファレンスＮ総合直仔／ファレンスＮ総合直仔／ファレンスＮ総合直仔／ファレンスＮ総合20位、バルセ位、バルセ位、バルセ位、バルセ

ロナＮ総合ロナＮ総合ロナＮ総合ロナＮ総合30、、、、43位、アジャンＮ総合位、アジャンＮ総合位、アジャンＮ総合位、アジャンＮ総合30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48、、、、57位位位位 

 祖母)ド・グラーフ・667 ＮＬ04-1329667 直仔／ナルボンヌＮ総合42位他 Ｊ.ファンエンゲレン血統 

母)マザー・ナイト・フライヤー Ｂ14-1265144 直仔／ナルボンヌＮ総合 18、、、、221、、、、531 位、アジャンＮ総合位、アジャンＮ総合位、アジャンＮ総合位、アジャンＮ総合

173、、、、575位位位位 

 祖父)ゾーン・ディエゴ Ｂ12-2197487 13年バルセロナＩＮ25,382羽中総合優勝のニュー・ロレアート 

  直仔 

 祖母)Ｂ07-4235756 イル・ブリガンティ直仔×ベロッキーの娘 両親ヘイゼルブレヒト作 

 

 

【6】Ｂ18-1048051 ガイエ兄弟作 

父)ル・プラノール・47 Ｂ16-1009047 ガイエ兄弟作翔 中距離Ｎエース鳩第3位 ブールジュＮ総合優勝 

のルールーの甥 小中距離Ｎチャンピオンの原動力 

 祖父)Ｂ09-9117303 ガイエ兄弟作翔 ブールジュ 3,010羽中24位、同3,644羽中12位、アルジャントン 

620 羽中 3 位、同Ｎ7,358 羽中総合 295 位、同 1,649 羽中 159 位、スワソン 349 羽中優勝、ジャルナック

3,208羽中125位、シャトロー687羽中15位、オルレアン488羽中20位他 カザール系 

 祖母)Ｂ12-9093068 Ｂ 全兄弟／ルールー 12年ブールジュＮ１才鳩総合優勝、スワソン469羽中優勝、 

ラ・フェルテ529羽中優勝 両親カザール作 

母)Ｂ17-4007193 Ｂ スタイン＆ジョゼ・ファンラール作 



 祖父)Ｂ15-6286389 ＢＷ レオ・ヘレマンスのボルトの近親 

 祖母)Ｂ15-4071155 Ｂ レオ・ヘレマンスのニュー・ドリーマーの孫 

 

 

【7】ＮＬ18-1367383 Ｂ ♀ ライデマン兄弟作  

父)クラック・19 ＮＬ14-1466919 ＤＣ ライデマン兄弟作翔 スワソン 6,403 羽中総合 4 位、モルリンコート

5,943 羽中総合5 位、センス 4,237 羽中総合6 位、ハッペルト 5,527 羽中総合11 位、ロリス 1,769 羽中6 位

他で、中距離エース鳩第１位 孫／シャトローNPO3,647羽中総合2位    

 祖父)Ｂ13-6065794 ＤＣＷ 両親共ゲルト・ヘイデン作 母は優勝３回 

 祖母)ゴールデン・ドリーム ＤＶ07237-11-1620 Ｂ Ｗ.ステラーマン作 Ａ.ヴォウタース×Ｆ.フェル

フォールト フィーネケ・5000の孫 直仔／テスラ 11,745羽中総合優勝、ワン・05 1,916羽中優勝 

母)ライザ ＮＬ15-1234061 Ｂ ライデマン兄弟作 従妹／マルグリット NPO4,634羽中総合優勝 全姉妹/デ

ュッフェル4,613羽中優勝、キェブラン10,570羽中総合2位、ニールグニース9,897羽中総合3位他 

 祖父)マグヌス ＤＶ01274-13-481 Ｂ 両親共ヴォルフガング・ルーパー作 デア・269(429Ｋ5,183 羽中優

勝、同3,159羽中優勝し、オリンピアード代表第１位)×289の娘 

 祖母)ＮＬ12-1084460 ＢＣ 両親共ライデマン兄弟作 兄弟／100万ドルレース最終レース９位 

 

 

【8】Ｂ18-2093202 Ｂ   アルベルト・デルヴァ作 ※最高ＣＨ鳩同士親娘近親交配 

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 8 羽中ャントン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)イリーナ Ｂ17-2065111 Ａ.デルヴァ作翔 18 年アルジャントンＮ3,322 羽中総合優勝、ブロアＰ2,953 羽

中優勝、シャトロー1,286 羽中2 位他多数上位入賞  

 祖父)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    上記参照 

 祖母)Ｂ11-3070106 Ｂ.ファンデンベルヘ作 純Ｇ.ファンデンアベール 兄弟／グローリア ロイヤ

ル・ブルー×モナ 

 

 

【9】ＮＬ18-5167263 ＬＢＣ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作   ※グーフィ×ファンタジー 

異母兄／ヴォルケーノ 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  

異父姉／オリンピック・エンチャンテッド 2019 年ポズナン・オリンピアード 3 部門代表（成鳩第1 位、中距離第

2 位、オールラウンド第2 位） 

父)グーフィ ＮＬ09-1186402 ＬＢＣＷ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 直仔／ヴォルケーノ 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)パヴァロッティ ＮＬ01-1886550 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ペロンヌ6,069羽中総合3位、 

メーネン6,838羽中総合8位他Ｎエース鳩10、12位 カサノヴァ×ダイヴァージョン    

祖母)オプラー ＮＬ04-2050252 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ハルキーズ 5,948羽中総合優勝、ペロン

ヌ 2,127 羽中優勝、同1,811 羽中4 位、ル・マン 7,464 羽中総合4 位、シャンティー3,794 羽中3 位 マグ

ナム×アモリーナ    

母)ファンタジーＮＬ14-1059602 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 シャトローＮ37,571 羽中総合 3 位、ヴィ

エルゾンＮＰＯ11,506 羽中総合 6 位、シャトローＮＰＯ5,907 羽中総合 2 位他で 15 年長距離Ｎエース鳩第 5



位 直仔／オリンピック・エンチャンテッド 2019年・ポズナン・オリンピアード3部門代表（成鳩部門第1位、

中距離部門第2 位、オールラウンド部門第2 位） 

祖父)フリントストーン ＮＬ09-1186313 Ｂ クライル 1,186 羽中優勝、アブリス 6,180 羽中総合 57 位 直

仔／アトランティス 最優秀Ｐ当日長距離鳩    ＧＰＳ(オルレアンＮ21,470 羽中総合57 位、シャトロー3,741

羽中総合12 位他)×シーカ    

祖母)レプリカ ＮＬ10-1682188 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 1 才時 10 週間で上位入賞 9 回内

5 回上位1％内ナントイル 15,350 羽中総合28 位、ヴィエルゾン 14,964 羽中総合49 位、マンテス・ラ・ジ

ョリー5,222 羽中総合20 位、ツール 10,490 羽中総合45 位、ニヴェユ 3,176 羽中22 位    

   イカルス×オリンピック・ソランジェ(オリンピアード代表 アルジャントン6,595羽中総合優勝) 

 

 

【10】Ｂ18-5070198 ＢＷ ♂ ホック・ロジェ＆クーン・クンメールト作 兄弟／Ｂ14-2005106 KBDB大中

距離Ｎエース鳩第12位、16～17年PIPAランキング・アルジャントン第１位 

父)Ｂ11-5155739  ギド・ロークス作  

 祖父)Ｂ10-5110634 Ｂ ギド・ロークス作 ミリオンの兄弟×プリンセスの妹 

 祖母)Ｂ05-5124321 ＤＣ ギド・ロークス作 ド・フランス×アルジャントンケ 

母)Ｂ12-5003980 ホック・ロジェ＆クーン・クンメールト作 兄／マッチョ（09-108） 10年KBDB短距離Ｎ 

エース鳩第9位 11-741 14年KBDB小中距離Ｎエース鳩第５位 

 祖父)ヴィットバールト Ｂ03-5131343 ホック・ロジェ＆クーン・クンメールト作翔 優勝6回 孫／14 

年短距離Ｐ１才鳩エース鳩第１位    フーベン・エンゲルス×レイスケンス 

 祖母)ウィットペンチェ Ｂ08-5176952 131×ボン 

 

 

【11】ＮＬ18-1629377 ＢＣ ♂ ※今年度スーパー・スター短距離オランダ第１位Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 

異異異異母兄弟／ナンシー ギエンNPO5,165羽中総合２位、ブールジュ NPO2,242羽中総合9位他当日長距離Ｎエー

ス鳩第２位他ドラゴン・レディ、カプテイン、クリスチアーノ等NPO上位入賞鳩多数 

父)オリンピック・ハンス（リンクセ・テオ） ＮＬ12-1204759 ＢJ.H.M.ブンデルス作翔 シャトローNPO709Ｋ

3,120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×オリンピック・

ハンネ(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1位) 

母)プリティ・レディ ＮＬ14-1604679 ＤＣ アイアーカンフ作 ヘレマンス＝コイスタース系 異母姉／

オリンピック・ヴィビアン ナントィル 8,663 羽中総合優勝、メール 7,001 羽中総合優勝、ポメロイル 961 羽中

優勝他でオリンピアード代表第３位 ディ・カプリオ(ファンダィク代表種鳩) 

 祖父)ジャック・ポット Ｂ03-6192777 ＢＣ ヘレマンス＝コイスタース作 オリンピアード代表直仔 

 祖母)ヘラース ＮＬ08-1102868 ＢＣ 両親ヘレマンス＝コイスタース作翔 ユーロ×ミステリアス 

 

 

【12】“ソン・ヌノ” Ｂ18-3040233 ♂ マルク＆ゲールト・ポラン作 全兄弟／ブールジュＰ2,101 羽中

優勝、ファリス ブリーブＮ5,296 羽中総合 5 位、モントーバンＮ3,990 羽中総合 24 位、リブルヌＮ5,024 羽中総

合49 位、ラ・スーテレーヌＮ11,236 羽中総合68 位、スーヤックＮ3,641 羽中総合75 位他、 12-324 クラブ優

勝４回 

父)ヌノ Ｂ09-3091300 ポラン作 種鳩 兄弟／種鳩アストリックス、プロヴィンシャル・ポアチエ他多数 



 祖父)ナイ Ｂ04-3003112 ポラン作 種鳩 直系／10 年中距離1 才Ｐエース鳩第１位、07 年長距離1 

才Ｐエース鳩第1 位、シャトロー2,790 羽中優勝、ブールジュ 2,101 羽中優勝、ナンツ 1,889 羽中優勝、サ

ンジュニエン 1,736 羽中優勝、ポアチエ 1,457 羽中優勝 

 祖母)種鳩075-04 Ｂ04-3003075 オリンピアード兄弟直仔×プロヴィンシャルの娘 

母)Ｂ09-3172980 ノエル・リッペンス作 

 祖父)フィゲラス Ｂ01-3236195 オーリャックＮ6,611 羽中総合 44 位、ボルドーＮ7,519 羽中総合 64 位、ブ

リーブＮ7,446 羽中総合144 位、モントーバンＮ7,303 羽中総合229 位    オリンピアード代表のフィーゴ

×ロベルティーナ 

 祖母)Ｂ07-4377229 インブレヒツ×ヴィタルの娘 

 

 

【13】“ストロング・ハリー” ＮＬ18-1224713 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマンス作 ※Ｊ.ホーイマンス鳩舎ロ

フト・マネージャーであるクリスチャン・ファンドヴェーテリングが、自鳩舎で、今年度スーパー・スター・オランダ中

距離第１位に輝いたので、チーム・ホーイマンスとして供出 

父)ド・249 ＮＬ16-1663249 Ｂ Ｊ.ホーイマンス作翔 ポン・サン・マクサンス 1,207 羽中2 位、同377 羽中

3 位、同NPO5,658 羽中総合6 位、モルリンコート 1,555 羽中5 位、レシネス 822 羽中6 位、メルン 3,447 羽

中 15 位、シャトローNPO1,974 羽中総合 18 位他 18 年レース 18 回参加全入賞で、第７地区 NPO 中距離エ

ース鳩第１位 

祖父)ストロング・トリルボーイ ＮＬ13-1091818 Ｃ.ファンドヴェーテリング作翔 両親ド・スター共同鳩

舎作 ホーイマンス鳩舎種鳩 直仔／レシネス 10,0082 羽中優勝、ニールグニース 4,187 羽中優勝、ラ

オン 2,218 羽中優勝、テッセンデルロー1,548 羽中優勝他 

 祖母)シスター・ハリー ＮＬ13-1395512 ＢＣW 直仔／ニールグニース 4,187 羽中総合優勝、アッセ 563 羽

中優勝、デュッフェル 402 羽中優勝、モルリンコート 145 羽中優勝 兄弟／超銘鳩ハリー  ブロアＮ546Ｋ

5,653 羽中総合優勝、同37,728 羽中最高分速 シャトローＮ611Ｋ5,979 羽中総合優勝、同22,340 羽中最

高分速 シャトードゥン 500ＫNU21,520 羽中総合3 位 Ｎエース鳩第1 位 

  ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ 

母)ド・105 ＮＬ16-1663105 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 兄弟／386 アッセ 4,069 羽中2 位、ペロンヌ 3,717

羽中3 位、シャトードゥン NPO 総合12 位、メルン 3,447 羽中13 位、オーデナールデ 2,399 羽中1 位、シャ

トローNPO 総合15 位他 

祖父)ストロング・スター ＮＬ15-1838648 ストロング・トリルボーイ(上記)×スターアイ 異父兄／ニュ

ー・ハリー、ハリー・ジュニア 

祖母)シスター・ビューティ・ハリー ＮＬ12-1784443 Ｊ.ホーイマンス作 兄／ビューティ・ハリー 最高

種鳩  

 

 

【14】Ｂ18-6085285 ＢＣ ♀ エディー・ヤンセン作  姉妹／スコーン・マダムケ 16-059 ブールジュ 3,621

羽中 9 位他上位多数 ガイス 17-033 ブールジュ 347 羽中優勝、同Ｎ37,957 羽中総合 8 位、シャトローＮ

18,499 羽中総合96 位他上位多数 他兄弟多数上位入賞 

父)スヌーカー Ｂ15-6092147 ダニー・ファンダィク作 

祖父)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 プロパー×クライン・ 

マルティーン 

 祖母)スーパー・53 の娘 ＮＬ13-1632624 アテマ共同鳩舎作 スーパー・53×ディ・カプリオ・751 

母)ナンス Ｂ15-6059382 バルト＆ナンス・ファンエッケル作 異母兄弟／18 年シャトローＮ総合優勝他 

 祖父)ガストン・ジュニア Ｂ08-6031121 Ｂ.＆Ｎ.ファンエッケル作翔 サルブリＰ優勝他上位多数、 

 祖母)ヴィッティ Ｂ10-6143155 Ｗ ゲーリンクス作 リモージュＮ11,869 羽中総合優勝×シャトローＮ

17,109 羽中総合2 位 



 

 

【15】ＮＬ18-3830177 ＤＣ ♀ コール・デハイデ作 全兄／アジャン・ドファー 19 年アジャンＮ6,379 羽中

総合優勝 

父)ゾーン・ドン・ミッシェル ＮＬ14-1147254 ＤＣ 

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 ダダダダックス、ペルピニャン各3年エース鳩第1位 

 祖母)ＮＬ10-3021354 ＤＣ Ｃ.デハイデ作 ブーメラン×モーイ・ズワルトの娘 

母)ミス・オレンジ ＮＬ09-4775716 ＢＣ Ｈ.ミュラー作翔 オレンジＮ4,307 羽中総合優勝、同Ｎ1,809 羽中

総合4 位、ルフェック3,880羽中227位、同3,654羽中221位、リモージュ2,976羽中221位他 

祖父)ＮＬ06-1172640 ＢＣ Ａ.ファルク作 純コール・デハイデ ゲアの孫 

 祖母)Ｂ08-4336821 ＤＣ Ｌ.＆Ｒ.ランクリート作 へイゼルブレヒト×ゲアの曽孫 

 

 

【16】“ブルー・シスター・ヤング・レディ”Ｂ18-5122629 Ｂ ♀ ラーツ兄弟＆ケニー作 全姉／ヤング・レデ

ィ シメイ 1,101 羽中優勝、同2,558 羽中3 位、トレルー1,502 羽中4 位、ディジー3,935 羽中7 位他で、オリン

ピアード第7 位    

父)ゾーンス・プライド Ｂ17-5087919 ラーツ兄弟＆ケニー作 

 祖父)ゾーン・69 Ｂ16-2060069 アルベルト・デルヴァ作 ド・ゾーン(欧州杯オールラウンド第1位) 

  ×ロセラ  

 祖母)Ｂ14-2068975 種鳩 姉妹／ブールジュＮ中地区優勝姉妹／ブールジュＮ中地区優勝姉妹／ブールジュＮ中地区優勝姉妹／ブールジュＮ中地区優勝    

母)ストロング・レディの同腹 Ｂ16-2249107    同腹／18 年KBDBＮエース鳩第１位 

 祖父)ラケット・157 Ｂ15-2253157 ラーツ兄弟＆ケニー作翔 ラケット(オルレアンＰ2,636 羽中総合優

勝、同23,834羽中最高分速)×グレＮゾーン優勝の娘 

 祖母)ゴールデン・マザー Ｂ14-2068856 ラーツ兄弟＆ケニー作 

 

 

【17】“ヴァリタ・サン”ＮＬ18-1620348 Ｂ ♂ フェルブリー共同鳩舎作 

父)プラチノ    ＮＬ14-1651344 Ｂ フェルブリー共同鳩舎作翔 ナンツ NPO6,372 羽中総合優勝、同12,748 羽中

最高分速、ポン・サン・マクサンス1,170羽中優勝他でPIPAランキング最優秀１才鳩第8位 

祖父)リコ Ｂ10-6357212 ＢＷ ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 全兄弟／ビューティーフライ アルジャ 

 ントン 426 羽中優勝 同Ｎ25,583 羽中総合8 位、09 年同Ｎ21,095 羽中総合22 位、ブールジュＮ22,476 羽

中総合25 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位他 サイコ(Ｍ.ファンデンブランデン＝ヘルマンス作)×ゴールド・ピース(ヤールリン 

グ・ドンダースティーン×ヤンセン・ドィビン)  

祖母)スヴェトラーナ ＮＬ09-1375385 Ｂ ヤン・ホーイマンス作 ジェームス・ボンド×ツールスケ 

母)ヴァリタＮＬ14-1651354 Ｂ ポンサンマクサンスＮＰＯ392Ｋ8,586羽中総合優勝、キェブラン1,561羽中

優勝、フルイ 1,035 羽中優勝計8 回優勝、イソウドンＮU646K4,492 羽中総合2 位、計3 回テレテキスト他上

位入賞鳩多数 スーパーレーサー 

 祖父)ルコ ＮＬ13-1040138 Ｂ Ｒ.Ａ.バッカー父子作 直仔／ヴァリタ 8,586 羽中総合優勝、1,561 

羽中 優勝、1,035 羽中優勝他上位入賞鳩多数 ヴァリタス(ブロア NPO9,586 羽中総合優勝他NPO レ 

ース総合10 位内４回入賞)×フリルト 

 祖母)ユートピア ＮＬ10-1326486 Ｂ  フェルブリー共同鳩舎作翔  ノワイヨン1,818羽中優勝、同10,110

羽中総合3位、ナイフェル348羽中優勝、ポメロイル299羽中優勝他 



 

 

【18】Ｂ18-6256931 ＢＣ ♀ バルト＆ナンス・ファンエッケル作 兄弟／レディ・ガストン・ジュニア シャト

ローＮ556Ｋ4,641 羽中総合優勝、同 24,783 羽中最高分速 17-702 シャトローＰ1,482 羽中総合優勝他でＰエー

ス鳩第１位 異母兄弟／スーパー・ワン、スーパー・トゥー他     

父)ガストン・ジュニア Ｂ08-6031121 ＢＣＷ Ｂ.＆Ｎ.ファンエッケル作翔 サルブリＰ優勝 直仔／スーパ

ー・ワン、スーパー・トゥー他 シャトローＮ総合優勝、3、9位、アルジャントンＮ総合3位 孫／ブールジュＮ総

合8位、シャトローＮ総合14位他 スーパー種鳩 

祖父)ガストネッチェ Ｂ06-6034891 Ｂ 両親共ガストン・ファンデヴァウワー作 

 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)グッチ Ｂ11-6126059 ＢＣ Ｂ.＆Ｎ.ファンエッケル作 直仔／上記 

祖父)ショーネ・クリス Ｂ07-6398151 ＢＣ 両親共クリス・クレルボウ作 

祖母)ミス・ターボ Ｂ05-6217616 Ｂ Ｂ.＆Ｎ.ファンエッケル作翔 トゥルナウ３年エース鳩1位 

 

 

【19】“ドーター・ソレロ” ＮＬ18-1787013 ＢＣ ♀ キース・ドローグ作 

父)ソレロ ＮＬ16-1422648 ＢＣ Ｋ.ドローグ作翔 18 年ナルボンヌＮ1080Ｋ3,082 羽中総合2 位    

祖父)ド・ステーク ＮＬ05-0504010 ステケテー 種鳩 直仔／10 年リモージュＮ総合2 位、モントーバ 

ンＮ993Ｋ総合 4 位、ペリギューＮ903Ｋ総合 42 位、カオールＮ995Ｋ総合 58、326 位、ボルドーＮ971Ｋ総

合178位    ゾーン・ステイヤー ×J.ステケテー作 ステイヤーの妹の娘 

祖母)ゴウデン・10 の母 ＮＬ06-2077540 Ｆ.ドブーア作 直仔孫曽孫／ポーＩＮ総合優勝、カオールＮ 

総合優勝、24 位、ナルボンヌＮ総合2 位、リモージュＮ総合2 位、オレンジＮ総合3 位、ポーＮ総合6 位、

ボルドーＮ総合7 位、モントーバンＮ総合24 位他 

母)ＮＬ16-1423590 ＢＣ Ｋ.ドローグ作翔 アジャンＮ総合985位 

 祖父)ＮＬ11-1608668 ＢＣＷ 両親共Ｋ.ドローグ作 基礎鳩ダックス・ドーファーの4重近親 

 祖母)ＮＬ11-1292780 ＢＣＷ イェレマ作 バルカス(サンバンサンＮ総合66位)×ステルケ・バルセ 

ロナ 基礎鳩ズワルトゴウド、サフィールの近親 

 

 

【20】ＮＬ18-1102500 Ｂ ♀  Ｗ.Ａ.ドブルイン作  ※最高種鳩フェアリー・テールの近親 

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 孫／オリンピック・ハンス １７年ブリュッセル・オリンピアー

ド・オールラウンド代表（現・アイアーカンプ父子代表種鳩 競売番号１１番参照） 

 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)モルジアーナ ＮＬ15-1707081 Ｂ Ｗ.Ａ.ドブルイン作翔 シャトローＮ全蘭47,453 羽中総合3 位、ブー 

ルジュ NPO13,431 羽中総合12 位、アッセ 4,075 羽中7 位他 

祖父)アリ・ババ ＮＬ14-1060087 Ｂ 両親共Ｗ.Ａ.ドブルイン作翔     メーネン2,153羽中優勝(同12,397 

羽中最高分速) モースクロン 2,153 羽中優勝、アッセ 14,126 羽中3 位、マンテス2,188羽中6位他 

 ヤコブ×フェアリー・テール 

祖母)ローザ ＮＬ14-106000282 Ｂ 両親共Ｗ.Ａ.ドブルイン作翔 後シーズンエース鳩第２位 

 ジダン×ルイーズ 

 



 

【21】Ｂ18-6194360 ＬＢＣ ♀ ダニー・ファンダィク作 

父)デン・11 Ｂ09-6323111 KBDB 中距離Ｎエース鳩第5 位 同腹／カノン 孫／フィオナ KBDB 中距離若鳩

N エース鳩第5 位、孫／18 年シャトローN 総合優勝 

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)Ｂ15-6285782 ディルク・ファンダィク＆ダニー・ファンダィク共作 

 祖父)オリンピック・ニールス Ｂ08-6338005 オリンピアード代表第3位、アントワープ連盟エース鳩第2位 

 ディ・カプリオ×ブールジュの近親孫 

祖母)コーゲルチェ Ｂ13-6215758 Ｄ．ファンダィク作翔 ノワイヨン 1,449 羽中優勝、ドールダン 1,487 

羽中優勝、同5,591 羽中最高分速、ドールダン 2,433 羽中4 位他KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第１位 

カノン×ブークス    

 

 

【22】ＮＬ18-1770245 ♀ ブリュッヘマン兄弟作 

父)ヨプケ ＮＬ17-1148635 両親共ブリュッヘマン兄弟作翔 ベルジェラックＮ16,336 羽中総合優勝 

 ボルドーＮ3,172羽中総合128位 

 祖父)ＮＬ14-1821961 両親共ブリュッヘマン兄弟作翔 カオールＮ総合573位、カルカゾンヌＮ総合622 

  位 75・ファン・アンタラ×リンクセ・ファン・ミール・41 

 祖母)フェンヤ ＮＬ14-1821915 ブリュッヘマン兄弟作翔 カオールＮ総合57位、カルカゾンヌＮ総合 

  211位 Ｍ.ペールボームのマルセイユの直仔×ミーラ・41の娘 

母)ヤラ ＮＬ16-1406493 ブリュッヘマン兄弟作翔    カカカカオールＮ957Ｋ3,922 羽中総合 6 位、ボルドーＮ931Ｋ

3,264 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 10 年マルセイユＮ1046Ｋ総合392 位、  

 11年タルベＮ総合239位、12年バルセロナＮ1246Ｋ総合1179位、13年同Ｎ総合79位    ゾーン・ド 

ン・ファン・3(両親共ヤン・ルーロフス作)×ルアナ(バルセロナＮ1246Ｋ3回入賞内04年総合40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) 

 

 

【23】“サリー”Ｂ18-6063660  ガストン＆クルト・ファンデヴァウワー作 ※カースブール４重近親 

父)Ｂ14-6072460 異母兄弟／ローラ ブールジュＮ総合優勝    

 祖父)ロニー Ｂ07-6033129 カースブールの直仔 兄弟／Ｂ07-6033018 Ｎエース鳩第１位のアマリアとニ

コラース２羽の母 カースブール×Ｂ04-6307210 

 祖母)デニス Ｂ13-6313774 トレ(カースブール直仔)×セリーン 

母)マリア Ｂ16-6023127 Ｇ.＆Ｋ.ファンデヴァウワー作翔 18 年シャトローＮ総合優勝 ラ・スーテレーヌＮ

16,613 羽中総合4 位他で大中距離Ｎエース鳩第4 位 

祖父)Ｂ14-6072376 カースブールの孫 

祖母)Ｂ14-6072406 カースブールの孫 

 

 

【24】ＮＬ18-5151772 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／2,402 羽中優

勝他 孫優勝多数 



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

羽中優勝、アブリス2,031羽中優勝、サンカンタン1,290羽中優勝他優勝4回で、07年オリンピアード・オ

ールラウンド部門第1 位 

 祖母)フロールチェ Ｂ02-6175791 ＢＣＷ フロール・フェルフォールト作 直仔／9,250羽中総合優勝、 

7,587羽中総合優勝、5,331羽中総合優勝他優勝５羽 フィーネケ・5000とカンニバールの孫 

母)エーン・オーホイェ ＮＬ14-1439367 Ｂ アテマ共同鳩舎作 直仔／3,697羽中優勝、2,302羽中優勝、 

 1,233羽中優勝他優勝3羽 

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

 羽中優勝、アブリス 2,031 羽中優勝、サンカンタン 1,290 羽中優勝他優勝4 回で、07 年オリンピアード・オ

ールラウンド部門第1 位 

祖母)ディ・カプリオ・751 Ｂ10-6297751 ディルク・ファンダィク作 ディ・カプリオ×カンニバール娘 

 

 

【25】“ウィルマ” Ｂ18-4097037 ♀ フレディ＆ジャック・ファンデンヘーデ作 全兄弟／ドクトリン 17-398

オルレアンⅠ6,375 羽中総合優勝、同Ⅱ1,329 羽中 2 位、ヴィエルゾンＰ3,854 羽中総合 17 位、グレＮゾーン

8,517 羽中77 位で、直仔18-415(シャトローＮゾーン 5,438 羽中3 位、シャトロー146 羽中優勝、トゥーリー198

羽中優勝)、18-416(オルレアン 348 羽中優勝)有 他オルレアンⅢ3,498 羽中 21 位、アルジャントン 7,382 羽

中総合74 位、同ⅡＮ6,398 羽中総合41 位、シャトロー4,035 羽中24 位 

父)フリントストーン Ｂ10-4326260 ＢＷ 直仔／KBDB 大中距離Ｎエース鳩第10 位 

 祖父)フリッツ Ｂ04-5065636 ＢＣ シャトローシャトローシャトローシャトロー4,0804,0804,0804,080羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝、ブールジュ6,317羽中総合3位 

  ド・シャトロー×クライン・アスケ 

 祖母)イゾルデ Ｂ05-4045252 ＢＣ    シャトローⅠ3,114 羽中総合4 位他で KBDB 中距離エース鳩第2 位 

母)カペッチェ Ｂ17-4200091 ＢＣ Ｆ.＆Ｊ.ファンデンヘーデ作翔 シャトローＮ18,499 羽中総合優勝、 

 同Ｎ25,543 羽中最高分速 

 祖父)バスティーユ Ｂ15-4130479 Ｂ ド・ルク×ゲルマイネ 

 祖母)リジー Ｂ11-4244005 ＢＬＫＣ 超銘鳩トリガーフィンガー(リモージュＮⅠ7,823 羽中総合優勝、同Ｎ

Ⅱ5,109 羽中総合優勝)×ラノンケル(ブロアⅠ1,245 羽中優勝、同Ⅱ1,127 羽中優勝) 

 

 

【26】ＮＬ18-3846594 ＢＷ ♂ ファンヴァンローイ共同鳩舎作  ※アランゾ×セドナ 

父)アランゾ ＮＬ10-3042203 Ｂ ファンヴァンローイ共同鳩舎作翔 シャトローNPO5,703 羽中総合9 位、 

 ポアチエNPO3,600羽中総合12位、アルジャントン NPO7,144 羽中総合6 位、同Ｎ23,597羽中総合66位、

ギエンNPO4,152羽中総合29位、モンリュソンNPO6,908羽中総合39位、ラ・スーテレーヌNPO4,239 

羽中総合 26 位他でスーパー・ゴウデン・クラック当日長距離３年第１位、、、、フォンド・シュピーゲル紙当日長距

離Ｎエース鳩第 1 位 2 回(11 年、15 年)  13 年南オランダ長距離クラブ当日長距離ゴウデン・クラック第 1

位 

祖父)リンゴ ＮＬ07-3741987 ＢＣ ファンヴァンローイ共同鳩舎作翔 シャンティー1,814羽中15位 

祖母)イサ ＮＬ09-3941047 Ｂ ファンヴァンローイ共同鳩舎作翔 オルレアン773羽中2位他ＣＣオス 

当日長距離ＣＨ鳩第１位 ヨンゲ・マルセイユ×ヘット・カンピオーンチェ 

母)セドナ ＮＬ12-3241499 Ｂ ファンヴァンローイ共同鳩舎作翔 シャトローＮ11,047 羽中総合優勝、同 

 全蘭37,216 羽中総合2 位他、モンリュソンNPO6,908羽中総合40位、同NPO5,143羽中総合15位、ギエ

ンNPO4,152羽中総合40位、ラ・スーテレーヌNPO2,861羽中総合22位、同NPO5,281羽中総合50位他、

アルジャントンNPO4,419羽中総合39位 兄弟／シャトローNPO7,360 羽中総合優勝、同NPO3,087 羽 

中総合優勝他 

祖父)ＮＬ06-1268882 ＤＣＷ ファンヴァンローイ共同鳩舎作 基礎鳩スーパー・ボクサー直仔 

 祖母)アンス ＮＬ05-1603399 ＢＣ 両親共ファンヴァンローイ共同鳩舎作 スーパー種鳩 



 

 

【27】Ｂ18-6020314 ＢＷ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作 異母兄弟／アイアンマン メルン 310Ｋ

10,781 羽中最高分速 シェブラン 354Ｋ907 羽中最高分速、ノワイヨン 208Ｋ669 羽中優勝他    

父)ブルース・リー ＮＬ16-1526371 ＢＣ G.&S.フェルケルク父子作 

 祖父)アンディ・マレー ＮＬ11-1740957 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 シャトロー8,864羽中総合6位、

ブールジュ 13,592 羽中総合 30 位、同 4,961 羽中総合 12 位、同 9,896 羽中総合 60 位、アルジャントン

7,796羽中総合30位 13年長距離Ｎエース鳩第2位 グーフィ×シャイン 

 祖母)ユートピア ＮＬ11-1740948 ＢＣ フェルケルク作翔 シャトードゥン 500K11,572 羽中総合2 位、マ

ンテス・ラ・ジョリー400K7,121 羽中総合 47 位、ルフェック NPO730K3,875 羽中総合 28 位、ブールジュ

NPO9,896 羽中総合79 位 ジョニー・イングリッシュ×オリンピック・ソランジェ 

母)214 Ｂ16-6277214 Ｂ Ｊ.フェルカメン作 姉／エレクトロ・レディ・68 シャトローＮ1,712 羽中総合 20

位、ノワイヨン692羽中2位、ポン2位他 

 祖父)エレクトロ Ｂ08-6174630 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 孫／ムスタング シャトローN33,018 羽中

最高分速優勝、サムスン スープ357K9,294羽中最高分速優勝 直仔／ブロア462ＫＩＰ1,519羽中優勝、

モンリュソンＮ17,865 羽中総合9 位、、、、マルセル・ヴォウタースのエクストリーム×Ｂ05-6116293 

祖母)デルフィーネ Ｂ11-6282004 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 モンリュソンＮ22,875 羽中総合62 

 位 直仔／スープ 1,595 羽中優勝、同 1,051 羽中優勝、アルジャントンＮ4,582 羽中 20 位、シャトローＮ

19,691 羽中総合53 位、他優勝鳩２羽  マンボ(アルジャントン555Ｋ419羽中優勝、同Ｎ21,092羽中総

合14位)×ビューティ(アルジャントンＮ555Ｋ30,045羽中総合第2分速2位) 

 

 

【28】ＮＬ18-1455994 Ｂ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 異母兄弟／ベルト・ジュニア シャトードゥン 648Ｋ918

羽中優勝、シャトロー755Ｋ3,647 羽中総合5 位、ブールジュ 704Ｋ5,877 羽中総合11 位 

父)ベルト ＮＬ10-4789721 Ｂ Ｂ.キーン作翔 キェブラン 1,215 羽中2 位、同255 羽中優勝、シャロン 

521 羽中優勝他でフォンド・シュピーゲル紙当日長距離Ｎエース鳩第１位 

 祖父)ＮＬ08-4755795 Ｂ Ｂ.キーン作翔 純コープマン系 素晴らしいレーサー （ベアトリクス・ド 

  ファー、ミスター・エルマフェーン、アンネリーズ、マイティ・マンのライン） 

 祖母)ＮＬ08-4755776 Ｂ Ｂ.キーン作翔 純コープマン系 ミス・ワンダフルの兄弟×クライネ・ディ

ルクの兄弟の直仔（ヨルン、クイーン・オブ・ザ・ナイト、ノーブル・ブルー、アンネリーズのライ

ン） 

母)ダニエラ ＮＬ15-1230904 ＢＣ 両親共Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

 祖父)ジェルソン ＮＬ10-5011833 ＢＣ  オルレアン3,480羽中総合2位、ピティヴィエ6,452羽中総合6 

位、ボクステル10,698羽中総合10位、同9,392羽中総合9位、キェブラン6,223羽中総合11位他の 

成績で13年オリンピアード・オールラウンド部門第1位    フレンド(ブールジュＰ3,456羽中総合優勝) 

×デイ・ドリーム(アブリス NPO582Ｋ8,519 羽中総合優勝) 

 祖母)トップ・ガール ＮＬ10-5011998 ＢＣ 直仔／スープ NPO3,607 羽中総合2 位、ナントィル NPO3,924 

羽中総合3、6 位、ハッペルト 6,724 羽中総合3 位 カシアス×マライケ 

 

 

【29】Ｂ18-6024139 ＢＷ ♀ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作  

父)ホワイト・トウズ Ｂ10-6143294 Ｂ 直仔／14-097 スープ 1,427 羽中優勝、同1,845 羽中5 位、ノワイヨ 

ン 559 羽中 2 位、ブールジュＮ14,496 羽中総合 22 位、シャトローＮ18,658 羽中総合 112 位 17-165 ブオ

ラＰ2,744 羽中2 位、アルジャントンＮ19,859 羽中総合55 位、シャトローＰ2,394 羽中15 位 

    祖父)ラピードⅠ Ｂ04-2298053 ＢＣ パトリシア・フェルハーゲン作 代表種鳩 直仔／ミス・ラピド、フ

ァスト・ボーイ、ラピド・ガール、ジャスト・ウェイト、ラスト・ラピド  デン・13×ミス・ラピード 



 祖母)ブラック＆ホワイト Ｂ06-6346099 ＢＬＫＣＷ アルジャントン 5,208 羽中8 位、同5,927 羽中総合 

135 位、同 7,353 羽中総合 65 位、スーヤックＮ7,315 羽中総合 49 位、ブールジュ 4,282 羽中総合 69 位

他でアンタント・ベルジュ・エース鳩第2位 直仔／ブラック・レディ ウィットコップ・シルヴェスター

×ウィリーケ 

母)Ｂ13-6143628 Ｂ 姉妹／ブルー・ファンタジー シャトローＰ1,762 羽中優勝、モンリシャール 4,049 羽中2

位、アルジャントンＮ19,782 羽中総合24 位 コープマン鳩舎で代表種鳩 

 祖父)グラディエーター Ｂ03-6460062 ＢＷ オリンピアード第2 位、Ｎエース鳩第3 位 直仔／ミス・ 

ブロア、ブロアＰ1,112 羽中優勝、シャトロー3,391 羽中5 位、マイ・ファボリー 

 祖母)ミス・アルジャントン Ｂ07-6229162 Ｂ アルジャントンＰ971 羽中優勝、同Ｎ6,177 羽中総合3 位、 

モンリュソン 469 羽中優勝、同Ｐ2,151 羽中2 位、シャトロー1,605羽中3位  

 

 

【30】ＮＬ18-1150272 Ｂ ♀ クーン・ミンダーハウト作               

父)ニューエ・ターボ ＮＬ11-3014705 Ｂ ミンダーハウト作翔 Ｐ当日長距離エース鳩第２位  

祖父)ブラウ・170 ＮＬ10-3011170 Ｂ シャトローNPO5,223 羽中総合2 位他 

 祖母)当日長距離鳩・041 ＮＬ08-3812041 Ｂ ミンダーハウト作 直仔多数活躍  

母)ＮＬ14-3413300 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作翔 ロワイエ 9,328 羽中総合6 位、キェブラン 8,177 羽中総合6

位、同 7,070 羽中総合 10 位他で短距離ＣＨ鳩第１位 異父兄／ミスター・ブラッドレー 13 年シャトローNPO 

3,228 羽中総合優勝、同 NPO2,227 羽中総合 5 位他で、当日長距離エース鳩第 1 位 妹／14-304 ロワイエ

532 羽中優勝、同2,435 羽中優勝他 

祖父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ    ピティヴィエ 5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽

中総合優勝、シャトローNPO2,227 羽中総合優勝、ギエン3,548 羽中総合3 位、モルリンコート1,259 羽

中2位  ゲブローケン・フリューヘル×フランシスカ(Ａ.デルヴァ作 ヴァレンチノ×ポーリーン) 

祖母)ロード・オーホイェ ＮＬ09-3912393 Ｂ ピティヴィエ 5,015 羽中総合優勝、ブロイル8,762羽中 

総合9位、オルレアンNPO6,067羽中総合15位、ビールグニース8,381羽中総合23位、モルリン 

コート1,664羽中7位他 ブラウ・522×バーニー・742 

 

 

【31】ＤＶ02098-18-2360 Ｂ ギュンター・プランゲ作 

父)デア・1600 ＤＶ02098-10-1600  Ｇ.プランゲ作 直仔／優勝 

 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 1 位で、得点記録を出したユーロ・スター

802×全妹近親交配直仔 両親共リングローゼ直仔 純プランゲ 

母)ディ・1561 ＤＶ02098-10-1561 Ｇ.プランゲ作 直仔／950 羽中優勝、970 羽中優勝、776羽中6位 

 祖父)ド・ファンルーン Ｂ99-6552499 ＢＣ ファンルーン作 プランゲ鳩舎基礎鳩Ｂ84-6091954の孫 

 祖母)ドーター・オンズルィーズ ＮＬ01-0000641 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 オンズ・ルイーズ×ク 

イーン・オブ・ザ・ネザーランズ（オランダの女王） 

 

 

【32】“ドーター・ゴールデン・ペア”ＮＬ18-1359000 ＢＣ ♀ ヨー＆フローリアン・ヘンドリックス作  

※ゴールデン・ペア直仔  

兄弟／17-760 イソウドゥン1,269羽中優勝、同NPO5,233羽中総合2位、センス476羽中優勝、同NPO4,612

羽中総合8位、ロリスNPO16,471羽中総合12位、ギエンＩＰ6,033羽中総合46位、セザンヌＰ19,008羽中総合

91位 17-761 セザンヌ1,555羽中優勝、同NPO8,177羽中総合12位 17-206 オルレアンNPO1,277羽中総

合12位、エペルネイNPO7,640羽中総合17位、メルンNPO6,039羽中総合34位、センスNPO4,012羽中総合



41位 17-205 ギエンNPO2,778羽中総合8位 18-280 マルシェ2,314羽中優勝、ギエンNPO2,778羽中総合

3位、オルレアンNPO1,277羽中総合14位他でＰ若鳩エース鳩第1位  

父)クライネ・ゲラード ＮＬ14-1359081 Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリックス作翔 ブールジュ 1,290羽中優勝、同

NPO8,278羽中総合2位、モンリュソン507羽中優勝、同NPO1,310羽中総合4位、ロリス1,721羽中優勝、

同NPO5,537羽中総合5位、レイテル1,292羽中優勝、同Ｐ10.912羽中総合13位他NPO総合100位内以上

計10回入賞 

 祖父)ソン・ジーナ ＮＬ12-1076890 Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 姉／ミス・スマム トロイNPO8,079羽中総合4

位、ブレトィルNPO10,037羽中総合11位 半兄弟／シャトローＮ37,819羽中総合15位 デヴィッズ・

ソン×ジーナ    

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

母)シスター・フレンドシップ Ｂ16-6128813 Ｂ ヘルマンス＝フクストラ作 全姉／フレンドシップ 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×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  

 

 

【33】“ハーフ・ブロア・スーパー・バルカ”Ｂ18-4233361 Ｂ ♂ デスメイター＝レスチアン作 異母兄弟

／スーパー・バルカ 14年バルセロナ地区優勝、15年同レース負傷、16年同Ｎ総合30位、ペルピニャンＮ総合

19位、KBDB超長距離Ｎエース鳩第3位 

父)インブレッド・スス Ｂ10-4312263 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 異母兄弟／サンバンサンＳＮ 

総合優勝、同Ｎ総合23 位、ボルドーＮ総合2 位、同ＩＮ総合3 位、ペルピニャンＮ総合32 位 

 祖父)ショーネ・スス Ｂ02-4458098 ＢＣ ヤン・エルネスト作 ブラウエ・スストーン×（レオ）コウター

ス・ドィビン 

 祖母)クランスケ・スス ＮＬ05-0531907 ＤＣ ヤン・エルネスト作 ショーネ・ススの全妹 

母)グーイエ・ズワルテの娘 Ｂ15-4088133 ＢＬＫＣ デスメイター＝レスチアン作翔 16 年ナルボンヌＮ 

総合9 位、17 年カオールＰ優勝 

 祖父)ド・グーデ・ズワルテン Ｂ06-4190072 ＢＬＫＣ デスメイター＝レスチアン作  基礎鳩ヨースト

の妹の直仔 

 祖母)グラン・クリュの娘 Ｂ11-4274463 Ｂ デスメイター＝レスチアン作 ボルドーＩＮ1 才鳩総合優

勝グラン・クリュの×マザー・ヘルマン 

 

 

【34】ＮＬ18-1158820 Ｂ ♀ スヘーレ兄弟作 兄弟／ティモ 14 年若鳩Ｎエース鳩第6 位 ポン・スアン・

マックス546羽中優勝、センス1,036羽中優勝、同6,129羽中総合3位、シャトローNPO2,549羽中総合14位  他

兄弟2羽で、ポントワーズ NPO3,720羽中総合2位、ギエン NPO 総合7 位、オウビー1,373羽中優勝、シャトロー

Ｎ11,922羽中総合59位他 

父)ジェローン・ジュニア ＮＬ11-1742421 Ｂ ヴィレム・ドブルイン作 直仔／ティモ（上記）   

 祖父)ジェローン ＮＬ06-1071741 スレート Ｗ.ドブルイン作翔 Ｎエース鳩4、11位 クライネ・ブラウ

エ×ガニエダ スーパー種鳩 

 祖母)ブルー・フレーム ＮＬ07-1821760 Ｂ Ｗ.ドブルイン作翔 09年Ｎ最優秀雌鳩第11位 両親ヘ 

レマンス＝コィスタース作 ファンジオ×フィナ（フェアリー・テールの母） 

母)ハニー ＮＬ13-1308215 Ｂ スヘーレ兄弟作 直仔／ティモ（上記） 

 祖父)ボーイ・48 ＮＬ09-3951648 Ｂ スヘーレ兄弟作 兄弟／エース・ガール ポアチエ NPO 総合優勝、 

ラ・スーテレーヌ NPO2 位、シャトローNPO2 位 アミー 当日長距離エース鳩第 2 位 孫 14 年若鳩Ｎエー

ス鳩第５位 スーパー・ボーイ×ドーター・６６６ 



 祖母)ハリーの娘 ＮＬ11-1912644 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作 超銘鳩ハリーの娘 ハリー×ヤンティン

（ブールジュＮＰＯ7,356 羽中総合6 位） 

 

 

【35】Ｂ18-3030186 ＢＣ ♀ リック・クールス作 異母兄弟／ベルジアン・マスター最終レース第2 位 

父)クリスタソン Ｂ13-3159680 Ｒ.クールス作 

 祖父)581・クヴェーカー Ｂ11-3123581 Ｂ ブリクセン近親 

祖母)クリスタ Ｂ11-3073298 Ｒ．クールス作翔 12 年４Ｎレース最優秀鳩第4 位、13 年６Ｎレース最優秀 

鳩 スタイン×オリンピア 

母)ドーター・ニケ Ｂ17-6129376 リック・ヘルマンス作 

祖父)ブロア・カノン Ｂ09-6323130 兄弟／カノン ドールダン優勝、マルネ優勝他で欧州杯エース鳩第1 

 位 カノンの父×タム・ズワルチェ  

祖母)ニケ Ｂ16-6128508 Ｂ リック・ヘルマンス作翔 16年ブールジュ若鳩Ｎ28,078羽中総合優勝 クライ

ネ・コープマン×基礎鳩アテナ(10 年２Ｎレース最優秀若鳩第３位) 

 

 

【36】“ゴールデン・４・ウィナーズ”ＮＬ18-1227085 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマンス作 ※超銘鳩ハリ

ー４重近親 

父)アレックス・ハリー ＮＬ13-1394850 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作 直仔／シャトードゥンNPO総合8位    

祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ5,653 羽中総合優勝、同37,728 羽中最高分速 シャトロ

ーＮ611Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500ＫNU21,520 羽中総合 3 位、

モルリンコートＰ20,920羽中総合19位、シャトローNPO5,496羽中総合21位 WHZB長距離Ｎエース鳩第

1 位、TBOTB 同エース鳩第1 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)アレクシア ＮＬ10-1864544 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作翔 DNA 鑑定付 シャトローNPO5,620 羽中総

合優勝、サルブリ NPO7,599 羽中総合40 位 兄弟／超銘鳩ハリー兄弟／超銘鳩ハリー兄弟／超銘鳩ハリー兄弟／超銘鳩ハリー他  ブロアＮ546Ｋ5,653羽中総合優

勝、3 位、同 37,728 羽中最高分速 シャトローＮ611Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 

シャトードゥン 500ＫNU21,520 羽中総合 3 位、モルリンコート P20,920 羽中総合 19 位、シャトロー

NPO5,496羽中総合21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、ブロアＮ4,829羽中総合2位、サルブリNPO7,599羽中総合2位、ブールジュNPO7,299羽中総合6

位他 WHZB長距離Ｎエース鳩第1位他エース鳩第1位   ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ 

母)ＮＬ16-1664013 Ｂ Ｊ.ホーイマンス＝マンテル共同鳩舎共作 

 祖父)ニュー・ハリー ＮＬ14-1219811 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作・クリスチャン・ファンデヴェーテリン

グ使翔  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 トロイ6,390羽中総合9位 兄弟／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    異父兄弟／ハリー・ＪＲ        ビューティ・ハリー

×スターアイ 

 祖母)オリンピック・ケープ ＮＬ08-2024320 マンテル共同鳩舎作翔 11 年オリンピアード代表 直仔／ 

ラオン 3,413 羽中優勝、センス 3,261 羽中優勝、デンボッシュ 2,802 羽中優勝、ヴェールト 2,596 羽 

中優勝、ゲネップ 2,346 羽中優勝他  サージェント・ガビー×2分の1ルド・クラーセン 

 

 

【37】“ダブル・インブレッド・メッシ” ＮＬ18-1751133 ＢＣ ♂ フェルヴェイ＝ド・ハーン作 ※メッシの近親  

異母兄弟／ペリギューＮ7,308 羽中総合10 位            

父)ＮＬ14-1801985 ＢＣ フェルヴェイ＝ド・ハーン作 



祖父)メッシ ＮＬ09-1026429 ＢＣＷ カオール NPO3,151 羽中総合優勝、ベルジェラック NPO2,366 羽中

優勝、同Ｎ7,655 羽中総合2 位、カオールＮ10,381 羽中総合12 位他  超銘鳩トーン近親    

 祖母)シャラポワ ＮＬ06-2037422 ＢＣ フェルヴェイ＝ド・ハーン作 フレッド・ステット使翔 ボル 

ドーNPO 優勝、同Ｎ5,645 羽中総合2 位 7 回参加全入賞 スーパー種鳩 直仔／ボルドー・アジャン NPO

優勝、同Ｎ3,599 羽中総合3 位、NPO 総合2 位、同Ｎ総合50 位他 

母)シャネル・メッシ ＮＬ13-1091197 Ｂ フェルヴェイ＝ド・ハーン共同鳩舎作 最高種鳩 直仔／ミス・

ミロス 17 年ペルピニャンＮ1077Ｋ4,789 羽中総合9 位、同ＩＮ14,682 羽中総合16 位、サンバンサンＮ1055

Ｋ3,039 羽中総合15 位他で ZLUＮエース鳩第3 位 レッド・メッシ 17 年ペルピニャンＮ1077Ｋ4,789 羽中総

合23 位、同ＩＮ14,682 羽中総合46 位  オリンピック・ハインチェの近親 

祖父)メッシ ＮＬ09-1026429 ＢＣＷ カオール NPO3,151 羽中総合優勝、ベルジェラック NPO2,366 羽中

優勝、同Ｎ7,655 羽中総合2 位、カオールＮ10,381 羽中総合12 位、サンバンサンＮ3,964 羽中総合57 位

他 直仔／ナルボンヌＩＮ１才鳩7,811羽中総合23位、カオールNPO総合6位、ペルピニャンＮ4,789

羽中総合137位 ドン・ロン×01・ハインチェ・コッペルの娘(下記参照) 

祖母)01・ハインチェ・コッペルの娘 ＮＬ07-1646369 ＢＣ 両親共フェルヴェイ＝ド・ハーン共同 

鳩舎作 コピー・トーン×オリンピック・ハインチェ 

 

 

【38】“ゴールデン・メース” ＮＬ18-1133284 ＢＣ バック・ドクライフ作 

父)ド・603 ＮＬ14-1054603 Ｂ Ｄ.＆Ｓ.ゴーベル作翔 キェブラン 2,193 羽中2 位、同775 羽中3 位、 

 アッセ 1,046 羽中3 位、同1,040 羽中3 位、ポン・サン・マクサンス 1,756 羽中6 位他の成績で 15 年、 

17 年エース鳩第1 位3 回獲得 16 年ゴウデン・ダィフ短距離スーパースター 

祖父)ホーク・アイ ＮＬ11-1735723 Ｂ Ｄ.＆Ｓ.ゴーベル作翔 優勝６回優勝６回優勝６回優勝６回    異父姉／ステファニー  

TBOTB13 年短中距離Ｎエース鳩第1 位、同1 才鳩Ｎエース鳩第1 位 異母兄弟／優勝10 回鳩 

祖母)オルガ ＤＶ05050-13-856 Ｂ 両親共Ｅ.ベルグマン作 

母)オリンピック・スーパー・メース ＮＬ16-1375388 ＢＣ メース・ドールネカンプ作翔 ブールジュ 

 922 羽中優勝、同Ｎ10,321 羽中総合28 位、ラ・スーテレーヌ 398 羽中優勝、同4,783 羽中総合23 位、 

ポントワーズ 1,310 羽中2 位、ギエン 697 羽中2 位、ペロンヌ 915 羽中3 位他の成績で 19 年オリンピ 

アード・オールラウンド部門第2 位、直仔／17-476 モンリュソン優勝、オルレアン優勝 

 祖父)ド・グローテ・フリント ＮＬ13-1049686 Ｂ 両親共Ｍ.ドールネカンプ作 入賞多数 

 祖母)マルタ ＮＬ15-1528733 ＢＣ Ｍ.ドールネカンプ作翔 モルリンコート 1,589 羽中5 位、同2,499 

羽中19 位、デュッフェル 7,366 羽中19 位、メルン 2,387 羽中19 位、キェブラン 1,532 羽中13 位他 

 

 

【39】“ドーター・ブラウエ・カンニバール”Ｂ18-6084460 Ｂ ♀ ディルク・ファンダィク作  

父)ブラウエ・カンニバール・ジュニア Ｂ11-6240027  11年6回入賞内ノワイヨン1,129羽中9位、12年8回 

入賞内シャトロー426羽中2位、モンリュソンＰ1,322 羽中総合優勝、サルブリ 1,100 羽中優勝、同 2,687 羽

中最高分速、キェブラン 1,361 羽中優勝、ノワイヨン 156 羽中優勝、同251 羽中優勝 シャトロー2,478 羽中総

合21位 カンニバール8重近親  

祖父)Ｂ08-6338800 Ｄ.ファンダィク作 有名なカンニバールの近親孫 

祖母)Ｂ05-6453989 Ｂ04-459×アントワープ連盟ドールダン優勝鳩(カンニバールの孫)    

母)ドーター・ディカプリオ Ｂ11-6240721 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 孫／入賞鳩多数  

 祖父)ディ・カプリオ Ｂ05-6045015 ＢＣ レオ・ヘレマンス作翔 1,928羽中優勝、1,580羽中優勝、 

1.278羽中優勝他 

 祖母)０５・カンニバール Ｂ02-6210005 Ｂ Ｄ.ファンダィク作 カンニバール×97-984 

 

 

【40】ＮＬ18-1105699  キース・ボスア作 



父)トゥルク ＮＬ13-1243782 Ｋ.ボスア作翔 ナントィルＮ8,709羽中総合優勝、同21,853羽中最高分速 ポ 

ン・サン・マクサンス3,603羽中優勝、ポントワーズ 3,110羽中優勝他でPIPA15年Ｎエース鳩第6位 

祖父)ファヴォリー ＮＬ08-1548922 Ｋ.ボスア作翔 サンカンタン456羽中優勝、同8,851羽中総合5位、 

 アブリス9,103羽中総合29位、エペルネイ5,953羽中総合3位他 直仔／ポメチェ 2回優勝 

  ウィムピー×グローテ・セミ 

祖母)ボント・ピーチェ ＮＬ08-1549094 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ボンテ・ピート 1,741羽中優勝他 

ド・カンニバール(オリンピアード・ポルトガル大会オールラウンド部門代表))))××××ピーターチェ(優勝10 

回のスーパー・53娘)    

母)コンチータ ＮＬ13-1243779 Ｋ.ボスア作翔 ナントィル1,603羽中2位、ペロンヌ5,059羽中総合2位 

 直仔／ジョエイ ブールジュNPO10,321羽中総合優勝他、ナントィル336羽中優勝(同NPO7,763羽中総合12 

位)、アルジャントンNPO8,125羽中総合12位、同7,374羽中総合78位、シャトローNPO6,924羽中総合52 

位、ルフェック NPO3,780 羽中総合77 位、ヴィエルゾン NPO11,680 羽中総合116 位他で NPO 当日長距離Ｎエ

ース鳩第４位 兄／ジョーンズ ナイフェル1,703羽中優勝、同17,183羽中最高分速(直仔／ポメロイル 

4,843羽中総合優勝、マンテス・ラ・ジョリーNPO7,771羽中総合14位他優入賞多数) 

祖父)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 ブラウエ・レオ×シャトロー・ 

ダィフイェ 

祖母)ノネチェ ＮＬ08-1549173 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ナイフェル1,703羽中優勝、同17,183羽中最 

高分速、同1,032羽中優勝、同3,738羽中優勝、クライル591羽中優勝、ポメロイル3,635羽中優勝、 

同3,229羽中最高分速、デュッフェル491羽中優勝、ペロンヌ13,438羽中総合優勝、同32,360羽中最 

高分速 中距離若鳩N エース鳩第1位タイム・アウト×ル・マンN9万羽中最高分速ケルクダィフイェ 

 

 

【41】Ｂ18-3131103 ＢＣ ♂ ジノ・クリケ作  ※ゴールデン・プリンスの孫 

父)ソン・パシャ・987 Ｂ13-3031987 Ｇ.クリケ作 

 祖父)パシャ Ｂ08-3172821 ＢＣ Ｇ.クリケ作翔 スーヤックＮ7,760 羽中総合27 位、チュールＮ6,817 

羽中総合41 位、モントーバンＮ6,822 羽中総合47 位、カオールＮ8,651 羽中総合75 位他延べ17回 

上位入賞し、12 年当日長距離Ｎ最優秀鳩 キノ直仔×アンジェリーナ 

 祖母)Ｂ11-2201694 ＢＣ ファンアイケン作 アンディ(KBDB 長距離Ｎエース鳩第6 位)×マリア(マル 

セイユＩＮ21,721 羽中総合優勝の娘) 

母)Ｂ17-3061576 Ｇ.クリケ作 

 祖父)ゴールデン・プリンス Ｂ13-3031767 Ｂ Ｇ.クリケ作翔 ブリーブＮ3,850羽中総合3位、チュールＮ 

5,731羽中総合4位、リモージュＮ6,907羽中総合14位他で、KBDB長距離Ｎエース鳩第1位 孫／KBDB 

長距離Ｎエース鳩第１位、同中距離Ｎエース鳩第１位 グッチ・プリンス×ティナ 36万ユーロで譲渡 

 祖母)Ｂ13-3031514 ＢＷ 直仔／ブールジュ若鳩Ｎ28,078羽中総合192位 スーパー・プリンス(ブー 

ルジュＮ22,476 羽中総合 5 位、同Ｎ10,906 羽中 4 位、アルジャントンＮ10,549 羽中総合 6 位で、KBDBＮ

エース鳩第2 位)×ブリッキー(Ｇ.ファンデンアベール作 ブリクセン孫)    

 

 

【42】“シスター・アキール”Ｂ18-6206297 ♀ クレルボウ＝ゲリー・デンアプト作 兄弟／アキール 18-

367 シャトローＮ519Ｋ12,855 羽中総合優勝、同 14,654 羽中最高分速 シャトローＮ17,218 羽中総合 31 位、

アルジャントンＮ547Ｋ16,496羽中総合72位 アリシア 18-366 アルジャントンＮ16,496羽中総合18位、シャ

トローＮ12.855 羽中総合19 位、メルン 305Ｋ優勝 

父)ファイター Ｂ14-6307043 ＢＣ ダニー・ファンダィク作 



 祖父)デン・11 Ｂ09-6323111 KBDB 中距離Ｎエース鳩第5 位 同腹／カノン 

祖母)ミネルヴァの妹 Ｂ11-6238573 Ｒ．ヘルマンス作 兄弟／ミネルヴァ グレ 474 羽中優勝、同Ｎ13,885 

 羽中総合10 位、アルジャントンＮ22,422 羽中総合21 位、同Ｎ4,123 羽中総合36 位、ブールジュＮ20,544 

羽中総合756位他でキュールゲム・サントル若鳩Ｎエース鳩第1 位  

母)ビューティ Ｂ14-6307353 Ｂ ダニー・ファンダィク作 

 祖父)ド・ラーテ・ダルデ・アス・ダィフ Ｂ09-6323991 ダニー・ファンダィク作翔 581 羽中優勝他11 

回中10 回内９回上位で、エース鳩第3 位 ディカプリオの孫 

 祖母)Ｂ13-6215786 ブロア・カノン×コーゲルチェの母 

 

 

【43】ＮＬ18-1041540 ＢＣ ♂ チーム・フォレブレヒト作 

父)キロメーターフレーター ＮＬ07-2144114 チーム・フォレブレヒト作翔 バルセロナ1211Ｋ09～14年 

6年間最優秀バルセロナ鳩 09～12年バルセロナＮエース鳩第5位、09～11年同Ｎエース鳩第7位、同 

ＩＮ第11 位 バルセロナ 6 回入賞中09 年ＩＮ27,669 羽中総合874 位、同10 年ＩＮ25,750 羽中総合296 位、同

11年ＩＮ26,068羽中総合749位、09年ペルピニャン1055KＩＮ18,354羽中総合822位、ポーＩＮ1042K7,608羽中

総合1424位 マルセイユ1011K3回入賞内09年ＩＮ11,833羽中総合1435位     

祖父)ゾーン・ヤパーナー ＮＬ04-1136885 ＢＣ カイパー兄弟作 直仔／ポーＮ総合9位、ナルボン 

 ヌＮ総合23位、サンバンサンＮ総合49位他 木島作ヤパーナー（ヨープ×ベアトリクス）の直仔 

 祖母)ＮＬ98-1281075 ＢＣＷ カス・ファンデグラーフ作 ド・273の孫 

母)タルザナ ＮＬ16-1468126 ＢＣ  

祖父)ド・ニューエ・ターザン ＮＬ10-1615137 ＢＣ 両親共チーム・フォレブレヒト作翔 12年バルセロナ

Ｎ総合308 位、13 年同Ｎ総合99 位、14 年同Ｎ総合130 位他で、14 年バルセロナ・マスターズ優勝、12～

15年オランダ最優秀バルセロナ鳩第1位  

 祖母)ＮＬ13-1173255両親共チーム・フォレブレヒト作翔 ナポレオン(2012～15年Ｎエース鳩第１位3 

  回)×ボン・ファイアーの妹 

 

 

【44】ＧＢ18Ｆ28483  シンジケート・ロフト(Ｐ.フォックス)作 

父)ゴラン ＧＢ07Ｌ2317 シンジケート・ロフト(Ｐ.フォックス)作 直仔／100万ドルレース 3,155 羽中 

 69 位 セザンヌ NPO16,026 羽中総合87 位、ポメロイル 7,631 羽中総合優勝、同4,502 羽中総合3 位、ク

ライル 25,960 羽中総合10 位、同3,692 羽中総合23 位、サンカンタン 6,626 羽中総合13 位、同6,903 羽中総

合35位、同6,350羽中総合45位 兄弟／若鳩エース鳩第1位、ヘンシーズ24,856羽中総合優勝他 

 祖父)ガリレオ ＧＢ01Ｄ50437 シンジケート・ロフト(Ｐ.フォックス)作 両親Ｇ.ファンデンアベール 

作 アキレス×サファイア 同鳩舎基礎雄鳩 

 祖母)エージェント・スターリング Ｂ01-6525608 ディルク・ファンダィク作 カンニバール×ランボー 

の妹 同鳩舎基礎雌鳩 

母)フォクシー・レディ ＧＢ14Ａ46975 プライス兄弟父子作翔 生涯で 3 回のみ海峡越え 360 マイル(580 

Ｋ)レースに参加し、987 羽中優勝(8,984 羽中総合2 位)、745 羽中優勝(5,612 羽中総合2 位)、1,125 羽中優

勝(3,359 羽中総合3 位) 

 祖父)アポロ８ ＧＢ13Ｖ28558 シンジケート・ロフト(Ｐ.フォックス)作 グレンジャーの直仔 

 祖母)ムーン・シャイン ＧＢ13Ａ10639 両親共シンジケート・ロフト(Ｐ.フォックス)作 バンディッ 

ト・ムーン・グロー 全兄弟／カミソリ・ボンバー 兄弟の仔／ウルル、メジャー・フォックス  

 

 

 

 



【45】Ｂ18-3130059 ＢＷ ♂ ルク＆ヒルデ・シウン作 

父)アルナウド Ｂ16-3103745 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 アルジャントンＮ11,823羽中総合10位、シャトローＮ8,640

羽中総合37位、ポントワーズＰ10,712羽中総合21位 全姉／アヌーク418羽中優勝、ポアチエＮ13,135羽

中総合 4 位、シャトローＮゾーン 4,107 羽中9 位、ツールＰ6,400 羽中総合7 位、、、、ラ・スーテレーヌＮ11,236

羽中総合69位他ティナ、フラッケ 

祖父)ビッグ・タイム Ｂ11-6244606 リック・ヘルマンス作 アテナの弟×ティンカーベル 

祖母)ビッグ・バブルズ ＮＬ11-1742824 Ｗ.ドブルイン作 セルジオ×ミネルヴァ 

母)カノン・018 Ｂ14-3034018 ＢＣＷ Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 16年アルジャントンⅡＮ9,228羽中総合4位、同

ⅠＮゾーン 1,249羽中2位、同17年876羽中3位、同ブールジュＮ22,687 羽中総合88 位、15年フォンテネ

イ 201 羽中優勝、同Ｐ5,319 羽中総合52 位、同16 年Ｐ6,323 羽中総合20 位他上位入賞多数 兄弟／カノン・

059 クレルモン 258 羽中優勝、ポントワーズＰ9,373 羽中総合 49 位、同Ｐ20,341 羽中総合 92 位他、カノン・

086 ポアチエＮ14,092 羽中総合 82 位、フォンテネイＰ5,735 羽中総合 20 位他、カノン・060 ポントワーズＰ

20,341羽中総合29位他、カノン・175 ポントワーズＰ12,172羽中総合27位他 

祖父)オルレアン・ジュニア ＮＬ11-1742812 ヴィレム・ドブルイン作 オルレアン・ドーファー×カチンカ 

祖母)カノン（ベルタ） Ｂ11-6244614 リック・ヘルマンス作 カノンの直仔×リンブルグ・ドィビン 

 

 

【46】Ｂ18-5014813 Ｂ ♂ ボスマンス＝リーケンス作 兄弟／ベイビー CFW セミＮエース鳩第1 位、

KBDB 中距離P エース鳩第2 位、PIPA ランキング７Ｎレース・エース鳩第5 位 

父)Ｂ11-5170310 ボスマンス＝リーケンス作 直仔／14-095 Ｐエース鳩3位 

祖父)ナショナル・カンニバールＢ10-5156002 ボスマンス＝リーケンス作翔 10 年 KBDBＮ最優秀若鳩

カンニバール近親×ラッキー・ルークの娘 

 祖母)ウェスティーの同腹 Ｂ09-5062266 ボスマンス＝リーケンス作 スーパー・パパ×ママ 

母)Ｂ11-5011649 ボスマンス＝リーケンス作  

 祖父)Ｂ05-5148226 ボスマンス＝リーケンス作 プレイボーイ・エンゲルス×ヴァイア・コンディオス 

 祖母)グリズル・カンニバール Ｂ05-6045839 ディルク・ファンダィク作 姉／ナショナル・チャンプ 

 ドールダン1,560羽中優勝、キェブラン382羽中7位 カンニバール系 

 

 

【47】“ドーター・ニケ” Ｂ17-6129376 ♀ リック・ヘルマンス作 兄弟／兄弟／兄弟／兄弟／11117777----219 219 219 219 エコーンエコーンエコーンエコーン1111,023,023,023,023羽中羽中羽中羽中

優勝、シャトローＮ優勝、シャトローＮ優勝、シャトローＮ優勝、シャトローＮ4444,641,641,641,641羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合111119191919位位位位    11117777----218 218 218 218 ブールジュＮブールジュＮブールジュＮブールジュＮ33338,4568,4568,4568,456羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合333309090909位位位位 

父)ブロア・カノン Ｂ09-6323130 兄弟／カノン 欧州杯中距離エース鳩第1 位  直仔／ティンキー 13 年西

欧諸国杯オールラウンド・エース鳩第1 位、優勝6 回 

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)ニケ Ｂ16-6128508 Ｂ リック・ヘルマンス作翔 16年ブールジュ若鳩Ｎ28,078羽中総合優勝、同腹／ 

16年ブールジュ若鳩Ｎ28,078羽中総合66位、同腹の仔／ジェームス・レジェンド 18年パイオニア・クラブ・エ 

ース鳩第1位、（同競売で278．8000ユーロで落札） 

 祖父)クライネ・コープマン ＮＬ14-1462354 Ｇ.コープマン作 異父兄弟／センスNPO6,386羽中総合3 

位、ブロイルNPO4,564羽中総合6位、セザンヌ NPO9,806羽中総合19 位他で、NPO 当日長距離エース鳩

第15位、15年ブダペスト・オリンピアード中距離第2位    アンネリーズの近親 

祖母)アテナ Ｂ10-6284987 Ｂ 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  基礎鳩ヤールリング・ドンダースティ

ーン×バブルスの娘 



 

 




