
2019201920192019 年度ゴウデン・ダィフ賞記念競売年度ゴウデン・ダィフ賞記念競売年度ゴウデン・ダィフ賞記念競売年度ゴウデン・ダィフ賞記念競売    
 ゴウデン・ダィフ賞授賞式が、来る 2 月 15 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 14 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、国内送料のみ別)にて指値お申し込み下さい。(保証金は、落札できなかった場合は

返金、落札時は支払い総額の一部) なお、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。 

 
●国内送料 何羽でも¥3000 円  ●指値締切 本年２月 14 日 18 時 ●お支払 落札時は、落札価格より保証

金を差し引いて、2 月 17 日迄 (これを経過すると権利を失い、次点指値者落札となります) ●競売リスト上に

は性別の表記が無い場合もあります。表記されていても全て若鳩の為推定ですが、異なる場合もあります。海外

の生き物取引の為、到着後の返品交換は出来ないので、ご理解の上、ご入札願います。 

 

●猶、競売される鳩の写真は、一部のヒナ鳩を除き、弊社ウェブサイトに近日中に掲載予定です。リスト末尾参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チャンピオン商事株式会社 〒353-0002  埼玉県志木市中宗岡 2-23-8 

☎：048(485)9671 FAX:048(485)9672  Email:info@champion-trade.jp 

 

 

 



 

 

 

 

 

【1】Ｂ19-5098896 Ｂ ♀  19 年度ゴウデン・ダィフ賞ベルギー第１位に輝く ゲルト・ロンダーグス作 

素晴らしい雌  全姉妹／チョウケ 19-766 若鳩中距離Ｎエース鳩第 16 位 優勝４回     

父)ゾーン・スノウ・ホワイト(白雪姫) Ｂ18-5117716 

 祖父)ゾーン・Ｇ・パワー Ｂ15-4236235 Ｇ.＆Ａ.ファンレンター Ｇ・パワー(ポアチエ優勝、 

クレルモン優勝)×オルリー(姉妹／チュールＮゾーン優勝) 

 祖母)スノウ・ホワイト(白雪姫) Ｂ14-2133707 大中距離Ｎエース鳩第大中距離Ｎエース鳩第大中距離Ｎエース鳩第大中距離Ｎエース鳩第 9999 位位位位 ルド×トップ・ 

クヴェーカー 

母)ランボーの娘 Ｂ15-2283125 Ｂ 

 祖父)ランボー Ｂ11-5145513 ロンダーグス作翔 アルジャントンＰ優勝、同Ｎ総合アルジャントンＰ優勝、同Ｎ総合アルジャントンＰ優勝、同Ｎ総合アルジャントンＰ優勝、同Ｎ総合2222 位位位位 両親共 

ポール・ヒュルズ血統 フィーゴやオリンピアードのライン 

 祖母)Ｂ08-5118843 トムトムトムトム((((優勝優勝優勝優勝16161616 回回回回))))×Ｐ.ヒュルズのムスケテール３の娘 

 

 

【2】“ビューティ・ブレーブ・ハリー” ＮＬ19-1023714 ＢＣ    19 年度ゴウデン・ダィフ賞オランダ第 1

位に輝く ヤン・ホーイマンス(チーム・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)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)ブレーブ・レディ・ハリー ＮＬ17-1410613 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 同腹／ブレーブ・ハリー 

シャトードゥンＮ12,995 羽中総合優勝 19 年 100～750Ｋエース鳩第 6 位 

 祖父)ブルー・ブレーブ ＮＬ13-1383352 Ｃ.ファンドヴェーテリング作翔 キェブラン 2,046 羽

中優勝、サンカンタン 948 羽中優勝、セザンヌ 368 羽中優勝、ポン・サン・マクサンス 430 羽中

優勝他 ヨンゲ・ディオン×ブラーフイェ    

 祖母)ＮＬ16-1663533 ＢＣ 超銘鳩ハリー×ニューストレイエ 

 

 

【3】ＤＶ02289-19-633 ♀ 19 年度ゴウデン・ダィフ賞ドイツ第１位に輝くＥ.Ｍ.＆マルコ・マティス共同鳩

舎作 

父)キャプテン・フック Ｂ03-3003564 Ｂ ガビー・ファンデンアベール作    直仔／11-1520 優勝２回、

13 回参加 13 回入賞で、ドイツＮエース鳩他地区エース鳩 1 位 4 羽 



 祖父)クライネ・ヴィッテンブィク Ｂ01-3031065 Ｂ Ｇ.ファンデナベール作 ヴィッテンブ 

ィク×ヘット・プロヴィンシャールケ 

 祖母)ファースト・レディ Ｂ00-6098038 Ｂ ゴールデン・ボーイ×アナベル 

母)ネプチューナスの孫 Ｂ10-3047009 Ｂ ガビー・ファンデンアベール作 直仔／11-1430優勝 

２回、13回参加12回入賞で、ドイツＮエース鳩他地区エース鳩1位 4羽 

 祖父)ゴリアート Ｂ09-3095224 Ｂ Ｇ.ファンデナベール作 ネプチューナス×チャンピオン     

の娘(Ｃ.ヘバーレヒツ作) 

 祖母)サンドリーヌ Ｂ07-3199994 Ｇ.ファンデナベール作 ヴィッテンブィクの孫×ドリーミー 

 

 

【4】Ｂ19-3031138 ＢＣ ♀ 2019 年ゴウデン・ダィフ賞国際超長距離第１位 フェルガールデ＝デノ

ルフ鳩舎作    ※異父兄弟／19 年アジャンＮ１才鳩総合優勝  

父)Ｂ10-3044721 Ｂ フェルガールデ＝デノルフ作翔 リブルヌＮ総合 68 位、サンバンサンＮ総

合 45 位、291 位、ポーＮ総合 8 位、異父兄弟／ナルボンヌＮ総合 8 位 

 祖父)Ｂ05-3182983 ＤＣ 両親共フェルガールデ＝デノルフ作翔 ササササンバンサンＮ総合ンバンサンＮ総合ンバンサンＮ総合ンバンサンＮ総合2222位位位位    

        直仔／バルセロナ、グー・ブラウ、ブラウ・バウセロナ他直仔／バルセロナ、グー・ブラウ、ブラウ・バウセロナ他直仔／バルセロナ、グー・ブラウ、ブラウ・バウセロナ他直仔／バルセロナ、グー・ブラウ、ブラウ・バウセロナ他    

 祖母)Ｂ08-3129888 フェルガールデ＝デノルフ作 最高種鳩 直仔／ナルボンヌＮ総合直仔／ナルボンヌＮ総合直仔／ナルボンヌＮ総合直仔／ナルボンヌＮ総合8888位、位、位、位、    

        バルセロナＮ総合バルセロナＮ総合バルセロナＮ総合バルセロナＮ総合 30303030 位、ポーＮ総合位、ポーＮ総合位、ポーＮ総合位、ポーＮ総合 8888 位、サンバンサンＮ総合位、サンバンサンＮ総合位、サンバンサンＮ総合位、サンバンサンＮ総合 45454545、、、、47474747 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    

        Ｎ総合Ｎ総合Ｎ総合Ｎ総合 34343434 位位位位    イェレマ×フェルガールデ＝デノルフ 

母)Ｂ15-3064634 ＢＣ フェルガールデ＝デノルフ作翔 アジャンＮ総合 7、55 位、ナルボンヌＮ

総合 249 位他で、KBDB1 才鳩超長距離Ｎエース鳩第 26 位 

 祖父)Ｂ14-3096832 ＤＣ 両親共フェルガールデ＝デノルフ作 スストーンＩＮ総合スストーンＩＮ総合スストーンＩＮ総合スストーンＩＮ総合 2222 位の甥位の甥位の甥位の甥    

 祖母)ド・リカ Ｂ14-4100398 ＢＣ フェルガールデ＝デノルフ作翔 18181818 年バルセロナＮ総年バルセロナＮ総年バルセロナＮ総年バルセロナＮ総    

合合合合 6666 位位位位 シムザック×Ｈ.ヴァイナント 

 

 

【5】ＮＬ19-1667774 Ｂ ♂ 19 年度ゴウデン・ダィフ賞オランダ次点 ヴィレム・ドブルイン作＋ス

ーパー・スター中距離 

父)マーフィーズ・ロー ＮＬ17-1279282 Ｂ Ｗ.ドブルイン作翔 ポントワーズ 9,702 羽中総合優

勝、同 26,648 羽中最高分速 フォンテネイ 11,526 羽中総合 3 位、ペロンヌ 2,211 羽中 4 位他 FCI

若鳩Ｎエース鳩第 7 位、同 1 才鳩Ｎエース鳩第 1 位 

 祖父)ヘルマン ＮＬ11-1199695 Ｂ ヘルマン・クリク作翔 ドブルイン×ヘルマン メーネン 

3,291羽中優勝、同6,529羽中総合2位、ナントィル17,186羽中総合2位、ストロームベーク2,925

羽中 2 位、同 6,332 羽中 2 位、ペロンヌ 1,643 羽中 3 位、同 6,222 羽中 4 位、シャトロー1,533 羽

中 7 位、マンテス・ラ・ジョリー5,222 羽中 2 位、クライル 2,152 羽中 3 位他 

 祖母)ブラウエ・63 ＮＬ12-1617863 Ｂ Ｗ.ドブルイン作 ファンタスト(ヘレマンス＝コイ 

スタース)×ブラウエ・フレーム 

母)トースケ ＮＬ13-1238686 Ｂ Ｗ.ドブルイン作翔 ペロンヌ 5,711 羽中 2 位、モルリンコート

2,932 羽中 2 位、センス 11,608 羽中総合 8 位、デュッフェル 4,530 羽中 5 位、アルジャントン 6,926

羽中総合 9 位 オリンピアード・オールラウンド部門補欠第 1 位 直仔／4,237 羽中優勝、4,389 羽

中優勝、18,266 羽中優勝 

 祖父)ＮＬ12-1617836 両親共Ｗ.ドブルイン作翔 自身上位入賞多数 ドーラス×ドナ 



 祖母)ＮＬ11-1742255 ＢＣ Ｗ.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 位他位他位他位他        

兄弟／オリンピック・シャ兄弟／オリンピック・シャ兄弟／オリンピック・シャ兄弟／オリンピック・シャヌルケヌルケヌルケヌルケ    

 

【6】“マグダ” Ｂ19-5034002 ＢＣ ♀ 19 年度ゴウデン・ダィフ賞ベルギー次点 ロジェ・ブルニンクス作 

父)ゲクヴェツテ・ヴィレム ＮＬ14-1060188 ＢＣ Ｗ.ドブルイン作 

 祖父)フィレモン Ｂ10-6147895 Ｂ Ｗ.ドブルイン作翔 シャトローシャトローシャトローシャトローNPO9,612NPO9,612NPO9,612NPO9,612 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合 4444 位、位、位、位、    

        ヴィエルゾンヴィエルゾンヴィエルゾンヴィエルゾン NPO10,571NPO10,571NPO10,571NPO10,571 羽羽羽羽中総合中総合中総合中総合 15151515 位、同位、同位、同位、同 NPO14,964NPO14,964NPO14,964NPO14,964 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合 59595959 位位位位    直仔／直仔／直仔／直仔／14141414----117 117 117 117 キキキキ    

ェブランェブランェブランェブラン4,9204,9204,9204,920羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合3333位、ナントィル位、ナントィル位、ナントィル位、ナントィル513513513513羽中優勝他で若鳩地区エース鳩羽中優勝他で若鳩地区エース鳩羽中優勝他で若鳩地区エース鳩羽中優勝他で若鳩地区エース鳩5555位位位位    16161616----335 335 335 335     

シメイシメイシメイシメイ 1,1951,1951,1951,195 羽中羽中羽中羽中 3333 位、シャトロー位、シャトロー位、シャトロー位、シャトロー9,6129,6129,6129,612 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合 4444 位位位位    基礎鳩基礎鳩基礎鳩基礎鳩 95959595----931931931931×ディルク×ディルク×ディルク×ディルク 06060606----063063063063    

 祖母)イルゼ ＮＬ11-1742220 ＢＣ Ｗ.ドブルイン作 オリンピック・ハリケーン×オリンピッ

ク・シュヌルケ    直仔／直仔／直仔／直仔／12121212----946 946 946 946 メールメールメールメール 3,9443,9443,9443,944 羽中羽中羽中羽中 4444 位、デュッフェル位、デュッフェル位、デュッフェル位、デュッフェル 4,4544,4544,4544,454 羽中羽中羽中羽中 5555 位、ペ位、ペ位、ペ位、ペ

ロンヌロンヌロンヌロンヌ 5,7115,7115,7115,711 羽中羽中羽中羽中 7777 位位位位    14141414----378 378 378 378 デュッフェルデュッフェルデュッフェルデュッフェル 766766766766 羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝    14141414----243 243 243 243 短距離地区若鳩エー短距離地区若鳩エー短距離地区若鳩エー短距離地区若鳩エー

ス鳩ス鳩ス鳩ス鳩 3333 位、位、位、位、17171717----283 283 283 283 アラースアラースアラースアラース 4,4054,4054,4054,405 羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝    

母)クライン・ブラウ ＮＬ14-1060428 Ｂ Ｗ.ドブルイン作 孫／18-524 シャトローＮⅠ24,611 羽

中総合優勝 18-156 ブールジュＮ10,401 羽中総合 16 位他 18-544 優勝 3 回他で KHF エース

鳩第 1 位 16-846 シェブラン 684 羽中優勝、同 194 羽中優勝、同 171 羽中優勝他兄弟／ルフェ

ック NPO4,133 羽中総合 15 位、アッセ 4,237 羽中総合 7 位、同 4,224 羽中総合 3 位、フォンテネ

イ 12,727 羽中総合 5 位他 

 祖父)ＮＬ11-1742720 Ｂ ドブルイン作 直仔／優勝、 ブルータス×ミルシア 

 祖母)ＮＬ11-1742714 Ｂ ドブルイン作 ジダン×オリンピック・シャロン    直仔／ペロンヌ直仔／ペロンヌ直仔／ペロンヌ直仔／ペロンヌ

11,076711,076711,076711,0767 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合 11111111 位他位他位他位他    

 

 

【7】ＮＬ19-1797828 Ｂ ♂ ライデマン兄弟作 

父)ＮＬ18-1820732 ＢＣ ライデマン兄弟作 異父兄弟／フロイド 11,474 羽中総合優勝、ジェッ

ト 11,343羽中総合優勝、7,768羽中総合優勝、4,692羽中総合優勝、エース・820 5,552羽中総合

優勝、ヴォルタール 342 羽中優勝 異母兄弟／エヴァ フェンローＰ4,429 羽中総合優勝、トンゲレ

ン 770 羽中優勝、アーロン 763 羽中優勝他で 19 年単距離ＳＰエース鳩第 1 位、パッション シャト

ローNPO2,943 羽中総合 7 位他 

 祖父)パトリック Ｂ14-6211153 ＰＢ サガン(Ｐ.ブークス)×ファンデンバルク 

 祖母)シルヴァー・ドリーム ＤＶ07237-11-1597 ＢＣ ステラーマン作 ヴォウタース×コープマン 

母)シア ＮＬ15-1234189 ＤＣ ライデマン兄弟作翔 ゲネＰ11,041 羽中総合優勝、イスネスＰ8.525 羽

中総合優勝、キェブランＳＰ2,480 羽中総合優勝 姉妹／ライザ デュッフェル 6,969 羽中最高分速優勝、

キェブランＰ1,0570 羽中総合 2 位他でオリンピアード第 1 補欠 他優勝鳩２羽 異母兄弟／269 429

Ｋ5,183 羽中優勝、同 3,159 羽中優勝他で、オリンピアード・ドイツ第１位 

 祖父)マグナス ＤＶ01274-13-481 Ｂ 両親共ヴォルフガング・ルーパー作 

 祖母)ＮＬ12-1084460 ＢＣ 両親共ライデマン兄弟作 兄弟兄弟兄弟兄弟／チップ・トップ／チップ・トップ／チップ・トップ／チップ・トップ 5 1005 1005 1005 100 万ドル万ドル万ドル万ドル    

レース最終レースレース最終レースレース最終レースレース最終レース 9999 位位位位    フェルナンドの妹の娘フェルナンドの妹の娘フェルナンドの妹の娘フェルナンドの妹の娘    

 

 

【8】Ｂ19-2131724 ＢＣ ♀ ヘルボッツ兄弟作 異母兄弟／リモージュＮ700Ｋ10,554 羽中総合優

勝 オリンピアード第 6 位 シャトローＩＰ509Ｋ602 羽中 2 位、アルジャントンＩＰ538Ｋ1,155 羽中 3 位



他 

父)ニュー・ナショナルⅠ Ｂ14-2338770 ヘルボッツ兄弟作 ナショナルⅠ３重近親    

 祖父)ソン・スーパー・399 Ｂ11-2186140 ヘルボッツ兄弟作 スーパー・スーパー・スーパー・スーパー・399(399(399(399(ナショナルⅠ直ナショナルⅠ直ナショナルⅠ直ナショナルⅠ直

仔仔仔仔))))直仔直仔直仔直仔    

 祖母)インブレッド・ナショナルⅠ Ｂ11-2186756  ヘルボッツ兄弟作 ロレンゾ(ナショナルⅠ

直仔)×ビューティ・ナショナルⅠ(ナショナルⅠの近親孫) 

母)Ｂ17-2140196 ＢＣ ヘルボッツ兄弟作 

 祖父)NATO(ナトー) Ｂ00-2298289  ヘルボッツ兄弟作 ナショナルⅠ直仔 

  祖母)ズス・ミリオン Ｂ14-2177271 ファンアーフォント作 兄弟／ミリオン 07 年アルジャント

ンＮ538Ｋ5,926 羽中総合 3 位他で、KBDB 中距離Ｎエース鳩第 1 位 スーパー・ミリオン 同 08

年第 2 位 

    

 

【9】ＮＬ19-1444044 Ｂ ♀ 19 年度オランダ・スーパー・スター ペーター・ヤンセン作  

父)ＤＶ03294-15-862 ＢＣ 種鳩 Ｐ.ヤンセン作 直仔／シャンティ ＮＬ17-1032935 ナン 

トィル 1,610 羽中優勝、キエブラン 1,042 羽中優勝、シャロン NPO16,766 羽中総合優勝、 

シャトローNPO10,298 羽中総合優勝、ヴィエルゾン NPO855 羽中総合優勝 

    祖父)Ｂ14-2338873 ＢＣ ヘルボッツ兄弟作 Ｗ．ルーパーのドイツＮエースＷ．ルーパーのドイツＮエースＷ．ルーパーのドイツＮエースＷ．ルーパーのドイツＮエース鳩鳩鳩鳩””””272272272272””””    

(429(429(429(429ＫＫＫＫ3,153,153,153,159999 羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、615615615615ＫＫＫＫ2,1272,1272,1272,127 羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、313313313313ＫＫＫＫ1,8741,8741,8741,874 羽中優勝他羽中優勝他羽中優勝他羽中優勝他))))×イヴァンの娘×イヴァンの娘×イヴァンの娘×イヴァンの娘    

 祖母)ＤＶ01274-13-96 ＢＣ Ｗ.ルーパー作 Ｗ．ルーパーのドイツＮエース鳩Ｗ．ルーパーのドイツＮエース鳩Ｗ．ルーパーのドイツＮエース鳩Ｗ．ルーパーのドイツＮエース鳩”272”(429ＫＫＫＫ 

3,159 羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、615ＫＫＫＫ2,127 羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、313ＫＫＫＫ1,874 羽中優勝他羽中優勝他羽中優勝他羽中優勝他)×Ｒ×Ｒ×Ｒ×Ｒ.ディールスのガウドディールスのガウドディールスのガウドディールスのガウド 

ハーンチェの娘ハーンチェの娘ハーンチェの娘ハーンチェの娘 

母)ＮＬ15-1875427 Ｂ 種鳩 Ｐ.ヤンセン作  

 祖父)ロード・ローエングリン ＤＶ00147-10-634 Ｂ Ｐ.ヤンセン作翔    ブールジュ NPO3,073

羽中総合優勝、サルブリ NPO7,137 羽中総合優勝他で、フォンド・シュピーゲル紙Ｎエース鳩第 1

位、ブダペスト・オリンピアード代表 

 祖母)ＮＬ14-1439879 全姉妹／オリンピック・トウー全姉妹／オリンピック・トウー全姉妹／オリンピック・トウー全姉妹／オリンピック・トウー    14141414 年長距離Ｎエース鳩第年長距離Ｎエース鳩第年長距離Ｎエース鳩第年長距離Ｎエース鳩第 1111 位位位位    15151515 年年年年

オリンピアード・ブダペスト国際長距離第オリンピアード・ブダペスト国際長距離第オリンピアード・ブダペスト国際長距離第オリンピアード・ブダペスト国際長距離第 3333 位位位位    

    

 

【10】Ｂ19-4216722 ＢＣＷ ♀ 19 年度長距離スーパー・スター・ベルギー第 1 位 ＴＶＧ(トム・ファン

ガーヴァー)ピジョン作 

父)最高基礎鳩フィン Ｂ15-4211540 ＢＬＫＣ TVG ピジョン作翔    チュールＰ1,591 羽中優勝、 

同Ｎゾーン 2,761 羽中優勝、同Ｎ7,322 羽中総合 9 位、ヴィエルゾンＰ7,057 羽中総合 7 位、 

ラ・スーテレーヌＮゾーン 2,545 羽中 12 位他 孫／Ｐ4,986 羽中 3 位、同 3,441 羽中 5 位、 

同 5,208 羽中 11 位、Ｎ6,905 羽中総合 11 位他 

祖父)Ｂ11-4310566 ＢＣ ファンガーヴァー＝ジンキ作 両親Ｍ.＆Ｔ.ファンガーヴァー作 

 アレクサンドロ×ダーク・940 の雌 

祖母)Ｂ14-4282328 ＢＣ 同上 クライネ・ウィリー×スマート・プリンセス 

母)Ｂ18-4070961 ＢＷ TVG ピジョン作 

 祖父)ラフ Ｂ17-4163570 ＢＷ ラフ・デンハーゼ作翔    ブリーブＮ1 才鳩 4,442 羽中総合優勝 

他上位入賞多数 ボレケ・エルス×デン・30の雌 



 祖母)Ｂ17-1042192 ＢＡ．ミラベル作 シュープリーム×マタ・レオネ 

 

 

【11】ＮＬ19-1778735 ＢＣ ♂ Ｔ.Ｊ.＆Ａ.ボスマ作 兄弟／オリンピック・チュランディ 17 年ブリュ

ッセル・オリンピアード若鳩第 1 位 16-1001049 15 年中距離エース鳩 1 位 フリースランド短距離エ

ース鳩第 2 位 

父)ＮＬ13-1580090 Ｔ.Ｊ.＆Ａ.ボスマ作 

 祖父)ド・20 ＮＬ05-1856820 ＢＣ Ｔ.Ｊ.＆Ａ.ボスマ作翔 モルリンコートＮ総合モルリンコートＮ総合モルリンコートＮ総合モルリンコートＮ総合 5555 位、位、位、位、    

サンカンタンサンカンタンサンカンタンサンカンタン 2,5532,5532,5532,553 羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝    孫／オリンピック・ブライアン孫／オリンピック・ブライアン孫／オリンピック・ブライアン孫／オリンピック・ブライアン    ブダペスト・オリンピアブダペスト・オリンピアブダペスト・オリンピアブダペスト・オリンピア    

ード・オランダ若鳩第ード・オランダ若鳩第ード・オランダ若鳩第ード・オランダ若鳩第 2222 位位位位 Ｓ.ファンデヴェイ×アテマ  

 祖母)オリンピック・アンジェリーナ ＮＬ11-1106667 ＢＣ Ｔ.Ｊ.＆Ａ.ボスマ作翔 ニトラ・オ

リンピアード 1 才鳩オランダ 2 位、Ｎエース鳩 5 位他 ドブルイン・ディクス 

母)ウィルヘルミナ ＮＬ11-1106874 ＢＣ Ｔ.Ｊ.＆Ａ.ボスマ作 偉大な種鳩 直仔／14-995  

クラブ中距離エース鳩第 1 位、14-315 センス 598Ｋ975 羽中優勝、シャトローNPO781Ｋ 

4,924 羽中総合 47 位他でクラブ成鳩エース鳩 1 位、19-827 レーテルＮ432Ｋ総合 8 位、ホ 

イスデン 265 羽中優勝 

祖父)ウィレム ＮＬ10-1688248 ＢＣ Ｗ.ドブルイン作 両親ヘレマンス＝コイスタース作 

 半兄弟／オリンピック・シャヌルケ 

祖母)ミス・アテマ ＮＬ02-2231678 ＢＣ Ｋ.アテマ父子作 777×ロード・93 の娘 

 

 

【12】“ダブル・インブレッド・ミロス” ＮＬ19-1532050 Ｓ ♀ フェルヴェイ＝ド・ハーン作 

父)シルバー・ミロス ＮＬ14-1802246 Ｓ フェルヴェイ＝ド・ハーン共同鳩舎作 ミロス近親ミロス近親ミロス近親ミロス近親 

 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 NPO1,862 羽中

当日只１羽帰り総合優勝 直仔孫／サンバンサンＮ1055Ｋ総合優勝、4、15 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Ｎ1077Ｋ総合 8、9、19、32 位、マルセイユＮ1016Ｋ総合 9

位、ポーＮ1063Ｋ総合 12、32、32 位、ベルジェラックＮ883Ｋ総合 15 位、ボルドーＮ総合 15 位 

 祖母)レッド・ローズ ＮＬ12-1465677 ＲＣ フェルヴェイ＝ド・ハーン共同鳩舎作翔 ペルピニ

ャンＮ1077Ｋ4,027 羽中総合 19 位、同ＩＮ12,689 羽中総合 52 位、同Ｎ6,414 羽中総合 32 位他で、

14～16 年同エース鳩、ポーＮ1063Ｋ3,788 羽中総合 12 位、同ＩＮ9,908 羽中総合 14 位他 両親フ

ェルヴェイ＝カストリクム作 レッド・ロナウド×ＮＬ11-061(ミロス×シャニア) 

母)ＮＬ17-1146730 ＢＷ フェルヴェイ＝ド・ハーン共同鳩舎作 ミロス近親 

 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 NPO1,862

羽中当日只１羽帰り総合優勝 直仔孫／サンバンサンＮ1055Ｋ総合優勝、4、15 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Ｎ1077Ｋ総合 8、9、19、32 位、マルセイユＮ1016

Ｋ総合 9 位、ポーＮ1063Ｋ総合 12、32、32 位、ベルジェラックＮ883Ｋ総合 15 位、ボルドーＮ総

合 15 位 

 祖母)ミス・ミロス ＮＬ15-1552827 ＢＷ フェルヴェイ＝ド・ハーン作翔 ペルピニャンＮ4,789

羽中総合 9 位、同 IN14,682 羽中総合 16 位、サンバンサンＮ3,037 羽中総合 15 位 ミロス・×ミロス・×ミロス・×ミロス・×

シャネル・メッシシャネル・メッシシャネル・メッシシャネル・メッシ    

 

 

 

 



【13】ＮＬ19-1666941 ＬＢＣ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 

父)オリンピック・ファイアー・アイズ ＮＬ14-1059627 ＬＢＣ フェルケルク父子作翔    17 年ベル

ギー・オリンピアード長距離代表第 1 位 16 年同Ｎ47,539 羽中総合 4 位、ポン・サン・マクサンス

3,2967 羽中第 3 分速他 

祖父)ドナルド ＮＬ07-1817864 フェルケルク作 直仔／チャレンジャー マグナム×バブルス 

祖母)アイ・キャッチャー ＮＬ11-1741071 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 マンテス・ラ・ジ

ョリー10,446 羽中総合優勝、同 20,506 羽中最高分速  ツール 11,759 羽中総合 13 位、ペロンヌ

5,481 羽中 9 位、ナントイル 6,905 羽中 22 位 全姉／オリンピック・ソランジェ 09 年オリンピアー

ド・オールラウンド部門 08 年 NPO、WHZB４部門Ｎエース鳩第 1 位 アルジャントン 6,595 羽中総

合優勝、ペロンヌ 2,543 羽中総合 2 位、フーディニ他 直仔／オリンピック・ファイアー・アイズ 17

年ブリュッセル・オリンピアード長距離代表第 1 位、デディケーション ナントイル 31,438 羽中最高

分速優勝、ハイライト ルフェック NPO 746Ｋ3,780 羽中総合優勝  オリンピック・サヴァイバー×

マジック・アモーレ 

母)PIP ＮＬ14-1059543 ＢＣ フェルケルク父子作翔 ペロンヌ13,676羽中総合16位、キェブラ

ン 3,443 羽中 7 位他 直仔／ペロンヌ 2,783 羽中最高分速優勝 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 

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) 直仔／ヴォルケーノ 

祖母)オリンピック・ソランジェ ＮＬ07-1817923 ＬＢＣ 09 年オリンピアード・オールラウンド部門 

08 年 NPO、WHZB で４部門Ｎエース鳩第 1 位 アルジャントン NPO6,595 羽中総合優勝、ペロンヌ

2,543 羽中総合 2 位、クライル 3,761 羽中総合 3 位他 兄弟／フーディニ、アイ・キャッチャー オ

リンピック・サヴァイバー×マジック・アモーレ(コープマン) 

 

 

【14】Ｂ18-6256987 ＢＣ ♂ バルト＆ナンス・ファンエッケル作 

父)ガストン・ジュニア Ｂ08-6031121 ＢＣＷ Ｂ.＆Ｎ.ファンネッケル作翔 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 

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)リモ・ディアマント Ｂ15-6059368 Ｂ Ｂ.＆Ｎ.ファネッケル作翔 リモージュＮ700Ｋ9,102 

羽中総合 22 位、ジャルナックＮ728Ｋ5,045 羽中総合 19 位他ベルギー２長距離最優秀鳩第 4 位 

 祖父)オーシャン・ドリーム・ダィアマント Ｂ11-6126298 Ｂ Ｂ.＆Ｎ.ファネッケル作翔 兄弟／兄弟／兄弟／兄弟／

ミス・ポツナムミス・ポツナムミス・ポツナムミス・ポツナム    10101010 年オリンピアード第年オリンピアード第年オリンピアード第年オリンピアード第 1111 位、マジック・ディアマント位、マジック・ディアマント位、マジック・ディアマント位、マジック・ディアマント    半兄弟／有名なＦ半兄弟／有名なＦ半兄弟／有名なＦ半兄弟／有名なＦ

16161616    

 祖母)エリカ Ｂ13-2184380 Ｂ エリック・リンブール作 09-430×09-265 

 

 

【15】ＮＬ19-3940184 ＢＣ ♂ ファンヴァンローイ共同鳩舎作 

父)ド・ポッペル Ｂ08-6160642 Ｂ スタッフ・ゲーリンクス作 ファンヴァンローイ共同鳩舎 

使翔 ラ・スーテレーヌ NPO6,873 羽中総合優勝、シャトローNPO4,808 羽中総合優勝 直仔／ 

イスネス 2,208 羽中優勝、ラオン 1,882 羽中優勝、同 1,809 羽中優勝、シメイ 690 羽中優勝、 

シェブランヴィル 826 羽中優勝、同Ｐ6,669 羽中総合 11 位他上位多数入賞 

祖父)Ｂ06-6062661 ＢＣ 両親共ロイス・タイス作 

祖母)Ｂ03-6065456 ＢＣ 両親共スタッフ・ゲーリンクス作 直仔／04-124 3,649 羽中優勝 

母)ケリー ＮＬ10-1867445 ＢＣ ファンヴァンローイ共同鳩舎作 直仔／ギエン NPO4,224 羽    



中総合優勝、同 2,840 羽中総合 13 位、同 2,637 羽中総合 36 位、同Ｎ17,698 羽中総合 2 位、ラオ

ン 2,510 羽中優勝、オルレアンＮ20,615 羽中総合 16 位、同 NPO3,052 羽中総合 18 位、モンリュソ

ン NPO4,480 羽中総合 8 位、シャトローNPO3,115 羽中総合 8 位、セザンヌＰ14,159 羽中総合 23

位、アルジャントン NPO3,584 羽中総合 39 位、ラ・スーテレーヌ NPO3,086 羽中総合 18 位 

 祖父)ヨンゲ・マルセイユ Ｂ05-4130442 Ｂ Ｍ.アエルブレヒト作 ド・マルセイユ×ファイ

ン・ブラウ 直仔／オルレアン直仔／オルレアン直仔／オルレアン直仔／オルレアン NPO5,435NPO5,435NPO5,435NPO5,435 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合 2222 位、ギエンＮ位、ギエンＮ位、ギエンＮ位、ギエンＮ17,69817,69817,69817,698 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合 15151515 位他位他位他位他

上位多数上位多数上位多数上位多数 

 祖母)ヘット・オルレアン・ダィフイェ ＮＬ07-2009366 ＢＣ 両親共ファンヴァンローイ共 

同鳩舎作翔 オルレアン NPO6,589 羽中総合優勝、エペイ 641 羽中優勝、ブロア NPO7,158 羽中

総合 14 位、シャトローＮ3,264 羽中総合 16 位、クライルＰ7,062 羽中総合 15 位他 

 

 

【16】Ｂ19-6252797 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 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、孫／アチール シャトローＮ12,855 羽

中総合優勝他、スーパー・ウーマン メルン優勝、アルジャントンＮ14,694 羽中総合 18 位、シャトロー

Ｎ12,855 羽中総合 19 位、フィオナ KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第 5 位、ゴディバ 17 年オリンピア

ード成鳩代表第 1 位、13 年ベルジアン・マスター委託エース鳩第 1 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)ミネルヴァの妹 Ｂ11-6238573 Ｒ．ヘルマンス作 全姉／ミネルヴァ グレ 474 羽中優勝、同Ｎ

13,885 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、ラ・スーテレーヌＮ17,017 羽中総合 765 位他でキュールゲム

サントル若鳩Ｎエース鳩第 1 位 09-230 ブールジュＮ37,357 羽中総合 52 位 09-657 アルジャント

ン優勝、同Ｎ23,921 羽中総合 105 位 直仔／ブラウエ・アス アントワープ連盟東地区エース鳩第 1

位、孫／ナショナル・ヴォンダー ＫＢＤＢ中距離Ｎエース鳩第 5 位、ベルギー５大Ｎレースにおける最

優秀若鳩第 1 位、シャトローＮ18,499 羽中総合 19 位他入賞多数 

祖父)ブロア・マギー ＮＬ05-5534849 キース・ボスア作 姉／マギー姉／マギー姉／マギー姉／マギー    ル・マンＮル・マンＮル・マンＮル・マンＮ99,10499,10499,10499,104 羽中羽中羽中羽中    

総合総合総合総合 2222 位位位位    

祖母)ルシアナ ＮＬ07-1817515 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 パヴァロッティ×オリンピック・シ 

ャキーラ 

 

 

【17】ＮＬ19-1365414 ＢＣ ♀ 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×ツージェームス・ボンド×ツージェームス・ボンド×ツージェームス・ボンド×ツー    

ルスケルスケルスケルスケ    

母)カプリナ Ｂ10-6297675 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 直仔／グラシア モルリンコート

3,182羽中優勝、ポン・サン・マクサンス130羽中優勝(1,127羽中2位)、フューリー2,598羽中3位、

ファナタ キェブラン 7,004 羽中 12 位、ニールグニース 233 羽中優勝(同 3,825 羽中 9 位)、フューリ

ー2,978羽中4位、サマンタ ポン・サン・マクサンスNPO15,083羽中総合8位、同9,427羽中7位、

同 4,331 羽中優勝、フューリー1,279 羽中優勝他 

 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)カンニバールの娘 Ｂ02-6256226 ＢＣ Ｄ.ファンダィク作 

 

 

【18】“ビューティ・ガストン・717” Ｂ18-6063717 ♂ ガストン・ファンデヴァウワー作 大変素晴らしい

雄 

父)Ｂ15-6048735 Ｇ.ファンデヴァウワー作 

 祖父)Ｂ14-6072393 Ｇ.ファンデヴァウワー作 ヨハン(ブールジュＮ総合優勝弟)×ナタリー 

 祖母)Ｂ14-6072342 Ｇ.ファンデヴァウワー作 カースブールの孫 

母)Ｂ14-6072366  Ｇ.ファンデヴァウワー作 異母兄弟／ジェッチェ ラ・スーテレーヌＰ優勝、同

Ｎ総合 40 位、ポアチエＰ18 位 異父兄弟／ラ・スーテレーヌＮ総合 2 位、グレＮ総合 11 位、アルジ

ャントンＮ総合 28 位、ブールジュＮ総合 42 位、シャトローＮ総合 64 位 

 祖父)ダニエル Ｂ11-6115503 ヨハン・デメルサー作 カースブール曽孫  

 祖母)ティア Ｂ08-6177661 リック(カースブール直仔)×レオ・フェルハーゲン 

 

 

【19】ＮＬ19-3935174 ＢＣ ♀ コール・デハイデ作 

父)フーデン・クラック・473 ＮＬ16-3621473 Ｃ.デハイデ作翔 18 年サンバンサンＮ5,879 羽中総

合 202 位、ダックスＮ4,772 羽中総合 630 位、ペリギューＮ13,348 羽中総合 59 位、19 年サンバン

サンＮ(ZLU)2,969 羽中総合 15 位、同Ｎ(第 1 セクター)5,451 羽中総合 75 位、ペルピニャンＮ4,283

羽中総合 84 位で、同年 FZN マラトンＳＮ第 1 位 

 祖父)ＮＬ14-3423488 Ｇ Ｃ.デハイデ作翔 アジャンＮ5,055 羽中総合 34 位 ホーイマンス

のハリー孫×Ｃ．デハイデのグライスイェ 500(Ｎマラトン第 8 位) 

 祖母)ＮＬ14-3423467 ＬＢＣ 両親共Ｃ.デハイデ作 ドン・ミッシェルの近親孫 

母)ＮＬ14-3423401 ＢＣ Ｃ.デハイデ作 異父姉／マリアンヌ 14 年サンバンサンＮ9,745 羽中総

合優勝、リモージュ 2,762羽中総合210位 カオール・ドィビン カオールＮＰＯ4,939羽中総合優勝、

ナルボンヌＮ4,303 羽中総合 6 位他 ベルジェラックＮ4,096 羽中総合 80 位、ポーＮ総合 91 位他 

 祖父)ＮＬ06-0721399 ＤＣ Ｃ.デハイデ作 種鳩 超銘鳩バルセロナ・ダィフの孫 直仔／ 

ベルジェラック 4,096 羽中総合 5 位、同Ｎ総合 13 位 

祖母)ペルピニャン・ドィビンの娘 ＮＬ07-1928341 Ｃ.デハイデ作 スーパー種鳩 

 

 

【20】“ズスター・アスケ・365” Ｂ19-6234280 Ｂ ♀ ロジェ・ヴォルカールト作 全姉／18-365 シ

ェブラン 3,500 羽中優勝、同 381 羽中優勝、同 414 羽中優勝(同 2,358 羽中 3 位)、メルン 693 羽中優

勝(同 2,273 羽中 3 位)、同 1,687 羽中 5 位他で、19 年 KBDB1 才鳩中距離Ｎエース鳩第 1 位    



父)Ｂ16-6256563 Ｂ 

 祖父)Ｂ13-2144167 ＢＷ 両親共アデラン・デドッベレール作 ヨセフ・ゴーファールツの 

カースブールのライン 

 祖母)Ｂ12-6082689 Ｂ 南連盟中距離エース鳩第南連盟中距離エース鳩第南連盟中距離エース鳩第南連盟中距離エース鳩第 1111 位位位位    

母)Ｂ17-6101269 ＢＣ 19 年アントワープ連盟西中距離エース鳩第 2 位    

 祖父)Ｂ16-6256365 Ｂ 異母兄弟／異母兄弟／異母兄弟／異母兄弟／17171717 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 

 祖母)Ｂ12-6082702 ＢＣ 異父兄弟／異父兄弟／異父兄弟／異父兄弟／17171717 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    

 

 

【21】Ｂ19-6016222 ＢＷ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作 異母兄弟／18-204 メルン 310Ｋ540

羽中優勝 

父)ニュー・ジョーカー Ｂ17-6025001 Ｂ フェルカメン作翔 エコウエン 283Ｋ851 羽中 10 位、 

ヴィエルゾン 476Ｋ138 羽中 8 位、アルジャントン 555Ｋ393 羽中 10 位 兄弟／ジョーカー兄弟／ジョーカー兄弟／ジョーカー兄弟／ジョーカー    

ブールジュＮブールジュＮブールジュＮブールジュＮ479479479479ＫＫＫＫ8,0058,0058,0058,005 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合 5555 位、イソウドゥン位、イソウドゥン位、イソウドゥン位、イソウドゥン 504504504504ＫＫＫＫ5,6705,6705,6705,670 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合 7777 位位位位    

 祖父)ミケイ Ｂ09-6249988 Ｂ 両親共フェルカメン作 ボロ×ポリーナ 

 祖母)ジーナ Ｂ10-6346673 ＢＣ 両親共フェルカメン作 パウロ×パンター・レディ 

母)シャキ Ｂ17-6025048 Ｂ フェルカメン作翔 アルジャントンＮ555Ｋゾーン 3,319 羽中 

13 位、同 4,350 羽中 26 位他で 18～19 年アルジャントン４Ｎレース最優秀鳩    

 祖父)ロキ Ｂ12-6196286 Ｂ 両親共フェルカメン作翔 チュールＮチュールＮチュールＮチュールＮ657657657657ＫＫＫＫ6,9726,9726,9726,972 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合    

19191919 位位位位    直仔／ヒュリク直仔／ヒュリク直仔／ヒュリク直仔／ヒュリク    ポアチエポアチエポアチエポアチエ 617617617617ＫＫＫＫ394394394394 羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝、、、、リモージュＰ675Ｋ634 羽中 2 位、 

ブリーブＰ704Ｋ741 羽中 12 位 ミロス×マニラ 

 祖母)シャキーラ Ｂ10-6052293 ＢＷ フェルカメン作翔 ブールジュ 479Ｋ538 羽中優勝、 

モンリュソン 555Ｋ289 羽中優勝、同Ｎ17,865 羽中総合 9 位、ブールジュＮ20,589 羽中 

総合 51 位、、、、シャトローＮゾーン 9,112 羽中 56 位 エレクトロ×グローリア 

 

 

【22】ＮＬ19-1506159 ♂ Ｒ.Ａ.バッカー父子作 

父)ゲルミニ ＮＬ15-1522947 ＤＣ Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 ブロア NPO2,310 羽中総合優勝、 

同北部同盟 5,967 羽中総合 7 位 ブールジュ NPOⅠ4,118 羽中総合 6 位、ブールジュ NPOⅡ4,814 

羽中総合 2 位、同北部同盟 14,226 羽中総合 3 位 直仔／8,605 羽中 6 位、8,755 羽中 8、25 位  

兄弟／ゲネ NPO シングル 5 回入賞  

 祖父)ＮＬ13-1040688 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 ヴァリタスヴァリタスヴァリタスヴァリタス(NPO(NPO(NPO(NPO ブロア北部同盟ブロア北部同盟ブロア北部同盟ブロア北部同盟 9,5869,5869,5869,586 羽中総羽中総羽中総羽中総合合合合

優勝他優勝他優勝他優勝他 NPONPONPONPO シングルシングルシングルシングル 4444 回入賞回入賞回入賞回入賞))))の孫の孫の孫の孫    

 祖母)ＮＬ11-1526078 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 兄弟／ロード・バリナ ミーンドロ×コープマン 

母)ナドラ ＮＬ09-1674369 ＢＣＷ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 孫／イソウドゥン 6,604 羽中総合優勝 

 祖父)デン・リンズ・ファボリー ＮＬ03-5343024 ＢＷ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 アブリスアブリスアブリスアブリス

10,60910,60910,60910,609 羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝    直仔／ジーナ直仔／ジーナ直仔／ジーナ直仔／ジーナNPONPONPONPO 長長長長距離Ｎエース鳩第距離Ｎエース鳩第距離Ｎエース鳩第距離Ｎエース鳩第2222 位位位位    

 祖母)ニュー・ホープ ＮＬ07-1207604 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 異母兄弟／超銘鳩クライ 

ネ・ディルク、アンネリーゼ他 

 

 

【23】Ｂ19-6252310 Ｂ ブルックス・ニールス作 異母兄弟／オリンピック・306 Ｎレース総合15位内



4 回入賞 モンテリマールＮ16,982 羽中総合 3 位、シャトローＮ25,710 羽中総合 14 位、同Ｎ6,850 羽

中総合 15 位、グレＮ16,262 羽中総合 14 位他 ブリュッセル・オリンピアード・Ｃカテゴリー第 1 位 15

年 KBDBＮエース鳩第 9 位    

父)ファンデヴァウワー・ランナー Ｂ10-6031825 Ｇ.ファンエヴァウワー作 

 祖父)Ｂ09-2063268 ＢＷ Ｈ.ファンアーフォント作 ヴィシー１の直仔 

 祖母)Ｂ09-6111506 Ｇ.ファンデヴァウワー作 カースブールの孫 

母)インサネ・ライガー Ｂ15-6222972 Ｂ イヴォ・レンダース作 半兄弟／ブールジュＮ総合 8 

位、チュールＮ総合 9 位 直仔／ブールジュ優勝他 

 祖父)ド・ライガー Ｂ08-6386057 ミッシェル・ファンドニンク作 直仔／ブロアＳＮ直仔／ブロアＳＮ直仔／ブロアＳＮ直仔／ブロアＳＮ2,5722,5722,5722,572 羽羽羽羽

中総合中総合中総合中総合 2222 位他位他位他位他    

 祖母)インサニティ Ｂ14-6308292 イヴォ・レンダース作 兄弟／インサニティ 15、同 16 

 

 

【24】ＮＬ19-1549371 ♀ ブリュッヘマン兄弟作 

父)ヨペケ 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)05・ファン・ミロウ ＮＬ14-1821905 ブリュッヘマン兄弟作 

 祖父)パシュマール ＮＬ08-5810019 ブリュッヘマン兄弟作 Ｔ.ラムヒャラン使翔 10 年ナ

ルボンヌＮ1047Ｋ3,850羽中総合247位 11年ペルピニャンＮ1106Ｋ5,608羽中総合124位 バ

ルセロナＮ1247Ｋ7,010 羽中総合 1510 位、12 年同Ｎ6,392 羽中総合 447 位、13 年同Ｎ6,909

羽中総合 860 位 孫／ヤラ カオールＮ957Ｋ3,922 羽中総合 6 位    ボンテ・ルーロフ×ＮＬ

00-1764292 

 祖母)ミロウ ＮＬ08-5810021 ブリュッヘマン兄弟作翔 09090909 年モントーバンＮ年モントーバンＮ年モントーバンＮ年モントーバンＮ975975975975Ｋ総合Ｋ総合Ｋ総合Ｋ総合 2061206120612061    

位、位、位、位、10101010 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Ｎ1106110611061106ＫＫＫＫ5,4095,4095,4095,409 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合 374374374374 位、位、位、位、11111111 年ポーＮ年ポーＮ年ポーＮ年ポーＮ1091109110911091ＫＫＫＫ2,7062,7062,7062,706 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合    

113113113113 位、位、位、位、12121212 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Ｎ1047104710471047ＫＫＫＫ4,3034,3034,3034,303 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合 776776776776 位、位、位、位、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 

 

 

【25】Ｂ19-6076955 Ｂ ♂ エディー・ヤンセン作 兄弟／テルマ＆ルイーズ 同腹で、Ｎエース

鳩第 12 位、21 位、カラート、スヌーカー(スコーン・マダムケの父)、ニュー・ルイーズ他基礎交配直仔 

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 新しい基礎鳩 

祖父)プロパー Ｂ06-6212441 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・スーテレー位、ラ・スーテレー位、ラ・スーテレー位、ラ・スーテレー    

ヌＮヌＮヌＮ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 スコーネ・ファン・ド・ヤール

リング×ブラウ・コラフレスケ 直系/Ｎエース鳩 19 羽、Ｎ総合優入賞多数  

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、ポ羽中優勝、ポ羽中優勝、ポ羽中優勝、ポ    

メロイルメロイルメロイルメロイル 2,2902,2902,2902,290 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 年オリンピアード・オールラウンド部門第年オリンピアード・オールラウンド部門第年オリンピアード・オールラウンド部門第年オリンピアード・オールラウンド部門第 1111 位位位位    



祖母)ディ・カプリオ・751 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 

 

 

【26】ＤＶ 02098-19-1031 ＢＣ ギュンター・プランゲ作翔     270Ｋ2,036 羽中 5 位入賞後負傷 

父)ＤＶ02098-15-36 Ｂ Ｇ.プランゲ作翔 17 年ゴウデン・ダィフ受賞チームの 1 羽 356Ｋ 

優勝、443Ｋ5 位、378Ｋ8 位他 

 祖父)リングローゼ近親直仔 ＤＶ02098-08-99 Ｂ Ｇ.プランゲ作 基礎鳩リングローゼ× 

リングローゼの娘 333 

 祖母)ＤＶ02098-13-778 Ｂ Ｇ.プランゲ作 リングローゼの異母弟×コープマン作ブランコの娘 

母)261 の妹 ＤＶ02098-12-500 ＢＣ Ｇ.プランゲ作 全兄／超銘鳩デア・261 319Ｋ4,379 羽中

優勝、543Ｋ4,016 羽中優勝、261Ｋ2,345 羽中優勝、370Ｋ2,111 羽中優勝、169Ｋ1,934 羽中優勝、

262Ｋ1,906 羽中優勝、342Ｋ1,491 羽中優勝、366Ｋ1,386 羽中優勝、455Ｋ903 羽中優勝、288Ｋ

770 羽中優勝他 

 祖父)ＤＶ02098-06-801 ＢＣ Ｇ．プランゲ作 プランゲ×ファンルーン 

祖母)ＤＶ02098-99-1000 Ｂ プランゲ作 最高種鳩 リングローゼ×コープマン(ブランコの妹) 

 

 

【27】Ｂ19-2040745 ＢＣ ♂ アルベルト・デルヴァ作 

父)Ｂ13-2110200 アルベルト・デルヴァ作 

祖父)ド・ゾーン    Ｂ10-2007030 Ａ.デルヴァ作翔 ブロアＰ2,413 羽中総合 11 位、アルジャントンＰ

3,395 羽中総合 12 位、ブロア 2,572 羽中 12 位、アルジャントンＮ22,442 羽中総合 94 位、ブール

ジュＮ30,748 羽中総合 218 位他 兄弟／プリモ アルジャントン優勝多数、ペリナ、ペトロヴァ、パ

オリーニ    ヴァレンチノ×ポーラインヴァレンチノ×ポーラインヴァレンチノ×ポーラインヴァレンチノ×ポーライン 

 祖母)ヴァレスカ Ｂ04-2180106 ドリーム・チームの娘 直仔／ポーライン他ＣＨ鳩多数 

母)モ・ナミ Ｂ16-2060047 Ａ．デルヴァ作翔 アルジャントンＮ3,917 羽中総合 8 位、ヴィエルゾン

Ｐ2,258 羽中総合 9 位、ブロアＰ380 羽中優勝他で LBC エース鳩で 3 部門第 1 位 

祖父)Ｂ11-6082792 Ｊ.＆Ｊ.バーク作 

祖母)ＮＬ14-1209819 Ｊ.ホーイマンス作 超銘鳩ハリーの孫超銘鳩ハリーの孫超銘鳩ハリーの孫超銘鳩ハリーの孫 

 

 

【28】Ｂ19-3130321 Ｂ ♀ リック・クールス作 異父兄弟／グレＮ8,473 羽中総合優勝  

父)スーパー・ボル Ｂ11-3169899 Ｒ.クールス作 兄弟／ボレケ ＫＢＤＢ中距離Ｐエース鳩第１位 

 祖父)ピポ Ｂ09-3040107 兄弟／兄弟／兄弟／兄弟／108 108 108 108 ラ・スーテレーヌ優勝ラ・スーテレーヌ優勝ラ・スーテレーヌ優勝ラ・スーテレーヌ優勝 

 祖母)モレケ Ｂ08-3037549 最高種鳩最高種鳩最高種鳩最高種鳩 ブールジュＮ22,499 羽中総合 31 位、アルジャントンＮ 

10,549 羽中総合4 位、同5,251羽中39位、ブロア1,503羽中2位他 ＫＢＤＢエース鳩第 3 位    

母)クリスタの娘 Ｂ14-3115116 Ｒ.クールス作 

 祖父)アレキサンダー Ｂ11-3123473 兄弟／モレケ N エース鳩第 3 位 マキシマ オルレアンＮ

15,867 羽中総合優勝 カプーン×トニア    

 祖母)クリスタ Ｂ11-3073298 クールス作翔     12 年４Ｎレースベルギー最優秀鳩 13 年 KBDB

Ｎエース鳩第 4 位 スタイン×オリンピア 

 

    

 



【29】ＮＬ19-1566759 Ｂ ♂ キース・ドローグ作 異母姉／ポーＩＮ1127Ｋ9,908 羽中総合優勝  

父)ＡＤレム ＮＬ11-1606308 ＢＣ フレ・ド・ブーア作 直仔／クィーン・オブ・ザ・ナイト 16 年ポ

ーＩＮ1127Ｋ9,908 羽中総合優勝、パコ 15 年ポーＮ総合 6 位、14 年ナルボンヌＮ総合 47 位 

祖父)ド・ゴウデン・10 ＮＬ08-1396710 カオールＮ10,323 羽中総合優勝、同Ｎ6,397 羽中総合 53

位、ボルドーＮ5,560 羽中総合 7 位、モントーバンＮ8,514 羽中総合 12 位、モンペリエＮ総合 42

位、同Ｐ2 回優勝 全兄弟の直仔／ベルジュラック ベルジュラックＮ総合優勝 異父兄弟 ソレ

ロ ナルボンヌＮ3,082 羽中総合 2 位 

祖母)ＮＬ10-1533876 Ｂ Ｎ．フォルケンス作 種鳩 ボルドーＮ総合 3位ダルトン×トランプ 

母)サン・ダンス ＮＬ16-1509200 ＢＣ Ｋ.ドローグ＝バーテンブルグ共作 

 祖父)ニュー・ロレアート Ｂ08-2222675 ＢＷ ルク・ヴィールス作翔 11 年バルセロナＮ 

12,281 羽中総合 8 位、12 年同Ｎ11,590 羽中総合 323 位、13 年同ＩＮ25,382 羽中総合優勝 

祖母)ロザンナ ＮＬ07-1674252 ＢＣＷ Ｋ.ドローグ作翔 15 年バルセロナＮ1281Ｋ5,182 羽中 

総合優勝、同ＩＮ19,083 羽中総合 3 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 2 回入賞 

 

 

【30】Ｂ19-4204967 Ｂ フレディ＆ジャック・ファンデンヘーデ作 全兄弟／ブリーブＮ9,132 羽中総

合 19 位、同Ｎ9,278 羽中総合 71 位、リモージュＮ9,578 羽中総合 42 位、同Ｎ6,946 羽中総合 38 位、

アングレーム 4,525 羽中総合 24 位、ジャルナックＮ5,371 羽中総合 32 位 

父)マティス Ｂ13-4050084 Ｂ Ｆ.＆Ｊ.ファンデンヘーデ作翔 ヴィエルゾン 5,825 羽中総合 7

位、モンリュソンＮ19,298 羽中総合 62 位他 16 年 KBDB 長距離Ｎエース鳩第 16 位 直仔／18 年

KBDB 長距離Ｎエース鳩第 13 位 

 祖父)マテオ Ｂ05-4045392 ＢＷ Ｆ.＆Ｊ.ファンデンヘーデ作 直仔／直仔／直仔／直仔／13131313 年年年年 KBDBKBDBKBDBKBDB 大中距大中距大中距大中距    

離Ｎエース鳩第離Ｎエース鳩第離Ｎエース鳩第離Ｎエース鳩第 1111 位、位、位、位、18181818 年年年年 KBDBKBDBKBDBKBDB 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 6666 位、位、位、位、16161616 年同Ｎエース鳩第年同Ｎエース鳩第年同Ｎエース鳩第年同Ｎエース鳩第 14141414 位位位位 リ 

モージュ×ファンタスティク 

祖母)ダリヤ Ｂ10-4101084 Ｂ Ｆ.＆Ｊ.ファンデンヘーデ作 ブールジュＮブールジュＮブールジュＮブールジュＮ12,60712,60712,60712,607 羽中総羽中総羽中総羽中総

合合合合 5555 位、同位、同位、同位、同 2,0312,0312,0312,031 羽中優勝、ヴィエルゾン羽中優勝、ヴィエルゾン羽中優勝、ヴィエルゾン羽中優勝、ヴィエルゾン 4,3664,3664,3664,366 羽中羽中羽中羽中 14141414 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 4,9494,9494,9494,949 羽中羽中羽中羽中

27272727 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 3,9943,9943,9943,994 羽中羽中羽中羽中 33333333 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 932932932932 羽中羽中羽中羽中 16161616 位、ドールダン位、ドールダン位、ドールダン位、ドールダン 436436436436

羽中羽中羽中羽中 9999 位位位位 リモージュＮⅠリモージュＮⅠリモージュＮⅠリモージュＮⅠ++++Ⅱ総合優勝Ⅱ総合優勝Ⅱ総合優勝Ⅱ総合優勝 2222 回トリガーフィンガー×アルジャントンＮ総合回トリガーフィンガー×アルジャントンＮ総合回トリガーフィンガー×アルジャントンＮ総合回トリガーフィンガー×アルジャントンＮ総合

優勝マリスカ優勝マリスカ優勝マリスカ優勝マリスカ    

母)フェメ・ファタル Ｂ12-4186105 ＢＣＷ Ｆ.＆Ｊ.ファンデンヘーデ作翔 ブールジュＮ11,003

羽中総合優勝、ヴィエルゾン 2,982 羽中 24 位、、、、ラ・スーテレーヌＮラ・スーテレーヌＮラ・スーテレーヌＮラ・スーテレーヌＮ11,23611,23611,23611,236 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合 171717176666 位、位、位、位、

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 4,8004,8004,8004,800 羽中羽中羽中羽中 130130130130 位、アンジェルヴィル位、アンジェルヴィル位、アンジェルヴィル位、アンジェルヴィル 424424424424 羽中羽中羽中羽中 14141414 位位位位 

 祖父)ダヴィー Ｂ03-4214240 ＢＣ Ｆ.＆Ｊ.ファンデンヘーデ作 直仔／グレ直仔／グレ直仔／グレ直仔／グレ 4,7984,7984,7984,798 羽中総羽中総羽中総羽中総    

合合合合 8888 位、同位、同位、同位、同 5,1665,1665,1665,166 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合 49494949 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Ｎ22,49922,49922,49922,499 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合 17171717、、、、72727272 位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ8,4548,4548,4548,454 羽羽羽羽    

中総合中総合中総合中総合 34343434 位、ポアチエ位、ポアチエ位、ポアチエ位、ポアチエ 2,6522,6522,6522,652 羽中羽中羽中羽中 30303030 位位位位    キングストン×シンシア 

 祖母)マルセイユ・インスピレーション Ｂ09-4035208 Ｆ.＆Ｊ.ファンデンヘーデ作 シャー 

×マルセイユの娘 

 

【31】ＮＬ19-1244951 ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

父)パコ ＮＬ16-4783976 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 シャトローNPO3,647 羽中総合 2 位 兄 

弟／マヌー シャトローNPO3,647 羽中総合優勝、ブールジュ NPO5,877 羽中総合優勝、センス

1,069 羽中優勝 アマディ 18 年 WHZB/TBOTB 当日長距離Ｎエース鳩第 4 位 センス NPO4,410 羽



中総合 2 位 

 祖父)スーパー・クラック・リック Ｂ05-6394218 Ｂ Ｈ.ファンサンデ作翔 アントワープＰ2 回優

勝鳩 直仔／サピーア 自動車獲得 マヌー＋パコ ブールジュＮ5,771 羽中総合優勝、総合 2

位 

 祖母)ゴウドバンド ＮＬ10-1109882 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／マヌー＋パコ直仔／マヌー＋パコ直仔／マヌー＋パコ直仔／マヌー＋パコ    ブーブーブーブー

ルジュＮルジュＮルジュＮルジュＮ5,8775,8775,8775,877 羽中総合優勝、羽中総合優勝、羽中総合優勝、羽中総合優勝、2222 位位位位    

母)ワンディー ＮＬ12-1077169 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 スープ NPO585Ｋ3,607 羽中総合

優勝、アッセ 11,474 羽中総合 18 位、キェブラン 1,994 羽中 4 位、同 8,902 羽中 18 位他 NPO 当日

長距離Ｎエース鳩第 20 位 

 祖父)ミスター・ＢＰ ＮＬ09-1754567 Ｂ.ピーパー作翔 優勝 7 回内ナントィル 11,807 羽中 

優勝、ペロンヌ 2,383 羽中優勝他 11 年 NPO 中距離Ｎエース鳩第 1 位 フルティンク×スカ 

ーラーケンス 

 祖母)カンタレル ＮＬ10-1109814 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン＝ホーイマンス共作 超銘鳩ハリ 

ー×マライケ 

 

 

【32】Ｂ19-1058285 Ｂ ♂ ホック・サパン作 

父)サミュエル Ｂ15-1095345 ホック・サパン作翔 スワソン 172Ｋ優勝 3 回他 兄弟／イチャ  

ブリュッセル・オリンピアードカテゴリーＧ第 1 位他Ｐエース鳩第 1 位 セレナ 優勝 7 回内ラ・スーテ

レーヌ 552ＫＩＰ1,127 羽中優勝、シャトローＩＰ486Ｋ678 羽中優勝、アルジャントンＮ515Ｋ9,927 羽中

総合 26 位、マリア シャトローＰ486Ｋ376 羽中優勝他 ヴィーナス 

ブールジュＩＰ436Ｋ1,817 羽中総合優勝、同Ｎ7,479 羽中総合 14 位他ブールジュ入賞多数 

 祖父)ロベルト Ｂ09-1504875 両親スーンチェス作 ランゲ×ラーテの筋 

 祖母)ステフィ Ｂ12-6298869 Ｊ.ゴーファールツの 481 直仔×Ｍ.ハーセンドンク 

母)Ｂ17-2033059 ホック・サパン作翔 同腹／058 ブールジュＰ2,493 羽中優勝、同 4,626 羽中最

高分速 同Ｎ総合 12 位 ブロア 1,408 羽中 6 位、ヴィエルゾン 1,628 羽中 30 位 兄弟／ブリクセン・

ブラッキー Ｎエース鳩 18 位 

祖父)ハンニバル Ｂ09-2131167 グスターフ・ド・ビショップ作翔  優勝優勝優勝優勝 4444 回回回回    38383838 回入賞中回入賞中回入賞中回入賞中    

28282828 回シングル入賞回シングル入賞回シングル入賞回シングル入賞    兄弟／チャンピオン兄弟／チャンピオン兄弟／チャンピオン兄弟／チャンピオン 13131313 年Ｎエース鳩第年Ｎエース鳩第年Ｎエース鳩第年Ｎエース鳩第 3333 位位位位    ド・オード×ハンナの母 

 祖母)スーパー・ブリクセン・3 Ｂ11-2002594 アエルブレヒト×Ｇ.ファンデンアベール 

 

 

【33】Ｂ19-6187971 Ｂ ♀ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作 

父)マジック・アルジェント Ｂ15-6020202 ＢＷ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作 異母兄弟／ビュー異母兄弟／ビュー異母兄弟／ビュー異母兄弟／ビューテテテテ

ィフル・スターィフル・スターィフル・スターィフル・スター    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 6,6406,6406,6406,640 羽中総合優勝、リトル・キング羽中総合優勝、リトル・キング羽中総合優勝、リトル・キング羽中総合優勝、リトル・キング    ブールジュＮブールジュＮブールジュＮブールジュＮ0,5440,5440,5440,544

羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合 17171717 位、ドールダン位、ドールダン位、ドールダン位、ドールダン 2,9742,9742,9742,974 羽中羽中羽中羽中 10101010 位位位位    

 祖父)アルジェント Ｂ04-6202115 ＢＣ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作翔 トップ・レーサー ア 

ルジャントンＮ5,208 羽中総合 2 位、モンリュソン 1,408 羽中 6 位 シャトロー2,500 羽 

中 10 位 ウィットコップ・シルヴェスター×ウィリーケ 

 祖母)ミス・マジック Ｂ10-6143162 ゲーリンクス作翔 モン・リシャール 4,049 羽中優勝、同

2,478 羽中優勝、ノワイヨン 509 羽中優勝、ブロア 1,357 羽中 2 位 ニトラ・オリンピアード・オー

ルラウンド部門第 1 位    ラピドⅡ×ブラウ・ディアマンチェ 

母)オールモスト・デッド Ｂ16-6033748 Ｂ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作 兄弟／ラグーン・ジュニア シ



ャトローＮ10,444羽中総合10 位、同Ｎ5,868 羽中総合124位、モンリュソンＮ16,982 羽中総合57位、

チュールＮ6,101 羽中総合 136 位、ブールジュＮ22,991 羽中総合 162 位他 

 祖父)ブルー・ラグーン Ｂ10-6143302 Ｂ スーパー・レーサー兼種鳩 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、ブロアＩＰ位、ブロアＩＰ位、ブロアＩＰ位、ブロアＩＰ762762762762 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 3,3173,3173,3173,317 羽中最高分羽中最高分羽中最高分羽中最高分    

速速速速他上位入賞多数 ブロア(Ｐ優勝)×ウィットペン・ヴォウタース 

 祖母)マイ・フェーヴァリー Ｂ10-6143192 ＢＷ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作翔 トップ・レートップ・レートップ・レートップ・レー 

サーの雌サーの雌サーの雌サーの雌 ブールジュＮ20,544 羽中総合 11 位、アルジャントンＮ19,782 羽中総合 14 位、同Ｎ

12,390 羽中総合 20 位、ブロア、ブロア、ブロア、ブロア 762762762762 羽中羽中羽中羽中 3333 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 6,6596,6596,6596,659 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合 54545454 位、位、位、位、サルブサルブサルブサルブ

リリリリ 628628628628 羽中羽中羽中羽中 5555 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 887887887887 羽中羽中羽中羽中 8888 位他位他位他位他 グラディエーター×ウィットペン・ブー

ルジュスケ 

 

 

【34】ＮＬ19-1671049 ＢＷ キース・ボスア作 兄弟／リコ 17-1281740 18年キェブラン合同3,948羽中

総合優勝、セザンヌ合同1,253 羽中総合優勝、ペロンヌ 350 羽中優勝、メルン合同1,147 羽中3 位、アッ

セ合同 1,699 羽中 6 位 19 年メルンＰ9,656 羽中総合優勝、同 26,859 羽中最高分速、キェブラン合同

3,742 羽中総合優勝、同 11,836 羽中最高分速、ペロンヌＰ11,824 羽中総合 6 位 

父)マルセロ ＮＬ13-3355711 ＢＷ ケース・ボスア作 

 祖父)ブラウ・ウィットペン・689 ＮＬ10-1753689 ボスア作翔 スヘーレ×ボスア オルレオルレオルレオルレアンアンアンアン

694694694694 羽中優勝、センス羽中優勝、センス羽中優勝、センス羽中優勝、センス 139139139139 羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝    

祖母)ブラウ・ウィットペン・724 ＮＬ10-1753724 フェルケルク×ボスア 

母)モリー ＮＬ13-1243870 ＢＷ ケース・ボスア作翔 モルリンコート 14,474 羽中総合優勝    

 祖父)グローテ・チコ ＮＬ12-1623785 チコ×ロネリー タイムアウト、カンニバルの孫 

 祖母)ポメチェ ＮＬ11-1747324 ボスア作翔 ポメロイルポメロイルポメロイルポメロイル703703703703 羽中優勝、ヴィエルゾン羽中優勝、ヴィエルゾン羽中優勝、ヴィエルゾン羽中優勝、ヴィエルゾン101101101101 羽中羽中羽中羽中    

優勝優勝優勝優勝 ファボリー×フィーゴの孫 

 

 

【35】Ｂ19-4023955 ＲＣ ♀ デスメイター＝レスチアン作 

父)レッド・エース Ｂ13-6202996 ＲＣ クリストフ・モルテルマンス作翔 16 年ナルボンヌＮ総

合 2 位、バルセロナＮ総合 22 位で、同年 KBDB 超長距離Ｎエース鳩第 1 位 

 祖父)ロード・クラマース ＮＬ11-1066309 ＲＣ ウィル・クラマース作 08-977(サンバン 

サンＮ総合8位×タルベＮ総合3位)×06-860(バルセロナＮ総合88位×ハーゲンス兄弟の 

サリナの近親） 

 祖母)レッド・エースの母 Ｂ11-4010716 ラームスドンク＝ルイス作 

母)カス・バロテッリＢ15-4271078 ＤＣ デスメイター＝レスチアン作 

祖父)カス Ｂ10-4281712  ＤＣＷ デスメイター＝レスチアン作翔 15 年ポーＮ1,980 羽中当日

只 1 羽帰り総合優勝、同ＩＮ9,052 羽中総合優勝    ／全兄弟 14 年リブルヌＰ551 羽中優勝、ジャル

ナックＮ3,741 羽中総合 18 位で 1 才鳩長距離Ｎエース鳩第 5 位  サン・ヨースト×ヤンダー

ケ 

祖母)ＮＬ10-1523561 ＢＣ フェルヴェイ＝ドハーン作 直仔／タルベ NPO 総合優勝(分速

995m) 兄弟／バロテッリ アジャンＩＮ7,135 羽中総合優勝、カオールＮ5,571 羽中総合 5 位、

同Ｎ5,340 羽中総合 6 位 

 

【36】Ｂ19-6074615 ＢＷ ♀ ディルク・ファンダィク作 

父)ブラウエ・ゾーン・ディカプリオ Ｂ12-6142243 ディルク・ファンダィク作 最高種鳩  



祖父)ディ・カプリオ Ｂ05-6045015  ヘレマンス＝コイスタース作翔 キェブラン 1,928 羽中 

優勝、同 1,580 羽中優勝、同 1,278 羽中優勝他 25 回入賞 直仔／オリンピック・ニールス 

 祖母)スーパーケ Ｂ06-6210001 ゾーン・カンニバール×ブールジュの直娘 

母)Ｂ18-6084312 Ｄ.ファンダィク作 異母兄弟／13-013 14 年単距離Ｎエース鳩第 4 位、同Ｐエ

ース鳩第 1 位、15 年同第 10 位、16 年同第 2 位、17 年オリンピアード第 4 位 

 祖父)Ｂ11-6108713 マルセル･ヴォウタース作 レーウの直仔 

 祖母)Ｂ11-6240721 ＢＣ Ｄ.ファンダィク作 ディカプリオ×カンニバールの娘 

 

 

【37】ＮＬ19-1221779 ＢＣ ♂ アテマ共同鳩舎作 ※兄弟／3,933 羽中優勝、2,302 羽中優勝、

1,233 羽中優勝、380 羽中優勝、255 羽中優勝、130 羽中優勝他  

父)ゾーン・カノン Ｂ14-6307048 ＢＣ ダニー・ファンダィク作 

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

エース鳩第 4 位 

祖母)フィオナ Ｂ11-6244765 アントワープ連盟エース鳩第 1 位  KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩 

第 5 位    ニューエ・ゾーン×デン・11 の娘    

母)エーン・オーホイェ ＮＬ14-1439367 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 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 

 

 

【38】“ゴールデン・チェンジ” ＮＬ19-1698272 ＢＣ Ｗ.Ｂ.ドクライフ作 

父)カメル ＮＬ17-1312485 ＢＣ Ｗ.Ｂ.ドクルイフ作翔 ヴィエルゾン NPO1,664 羽中優勝、同

26,141 羽中総合 19 位 デュッフェル 2,100 羽中優勝、同 1,000 羽中優勝、レンイク 883 羽中優勝

他で、Ｎエース鳩 4 位他 

 祖父)デン・アルジャントン ＮＬ14-1096675 ＢＣ Ｗ.Ｂ.ドクルイフ作翔 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

NPO7,374NPO7,374NPO7,374NPO7,374 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合 10101010 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 315315315315 羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝 ドブルイン×ドクルイフ 

 祖母)ＮＬ15-1479379 ＢＣ ヴィンセント・ホーヘヴェルフ作 ドクルイフ使翔 ペロンヌペロンヌペロンヌペロンヌ    

2,0142,0142,0142,014 羽中羽中羽中羽中 5555 位、同位、同位、同位、同 1,8671,8671,8671,867 羽中羽中羽中羽中 9999 位位位位他 

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、ラ・スーテレーヌ 398 羽中優勝、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 位他で、オリンピアード・オールラウンド部門第 2 位 

祖父)ド・グローテ・フリント ＮＬ13-1049686 Ｂ Ｍ.ドールネカンプ作翔 17171717 回参加中回参加中回参加中回参加中 10101010 回シ回シ回シ回シ

ングル入賞ングル入賞ングル入賞ングル入賞 デッカー・ハンス×ドールネカンプ 

祖母)マルタ ＮＬ15-1528733 ＢＣ Ｍ.ドールネカンプ作翔 モルリンコートモルリンコートモルリンコートモルリンコート 1,5891,5891,5891,589 羽中羽中羽中羽中 5555    

位位位位、デュッフェル、デュッフェル、デュッフェル、デュッフェル 7,3667,3667,3667,366 羽中羽中羽中羽中 17171717 位他レース位他レース位他レース位他レース 7777 回上位５位内回上位５位内回上位５位内回上位５位内((((クラブクラブクラブクラブ))))入賞入賞入賞入賞        

    

 

 

 



【39】ＮＬ19-1609304 ＢＣ ♂ チーム・フォレブレヒト作     

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

1211Ｋ6,392 羽中総合 308 位、13 年同Ｎ6,909 羽中総合99 位、14 年同Ｎ5,423 羽中総合130 位、

15 年同Ｎ5,183 羽中総合 599 位、16 年同Ｎ5,239 羽中総合 21 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 12～16年オランダ最優秀バルセロナ鳩第

1 位 

祖父)ＮＬ08-1467664 ＢＣ Ｔ.フォレブレヒト作 ゾーン・スーパー・コッペル×Ｊ.テーレン 

祖母)ＮＬ08-1467633 ＢＣ Ｔ.フォレブレヒト作 ハンス・クネッシュのバルセロナＮ総合11、

40位の兄弟×クラース・クラム作のクライネ・カスの娘 

母)ＮＬ13-1172977 Ｂ チーム・フォレブレヒト作 兄弟／ヴィットノイス・006 17 年マルセイユＮ

総合優勝、同ＩＮ総合 4 位、アジャンＮ総合 41 位で同年Ｎエース鳩第 4 位、他サンバンサン、アジャ

ン、ナルボンヌ入賞 

 祖父)ＮＬ06-0730579 ＢＷ 自身バルセロナＮ総合自身バルセロナＮ総合自身バルセロナＮ総合自身バルセロナＮ総合 175175175175 位、位、位、位、699699699699 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 588588588588    

位、マルセイユＮ総合位、マルセイユＮ総合位、マルセイユＮ総合位、マルセイユＮ総合 774774774774 位位位位、パッサウ(オーストリア・ドイツ国境)Ｐ総合 24位 異父兄 

弟／ノラ 国際エース鳩 29位 ヴァイナンツ父子作のヴィットノイス直仔×ブリーブの娘 

 祖母)ブラウエ・ヴァイナンツ ＮＬ09-1525443 Ｂ ヴァイナンツ父子作 直仔／ボルドーＮ総直仔／ボルドーＮ総直仔／ボルドーＮ総直仔／ボルドーＮ総

合合合合 31313131、、、、41414141、、、、44444444、、、、89898989、、、、136136136136 位位位位 ブローカンプのミストラル全弟×ヴィットノイスの娘 

 

 

【40】Ｂ19-3008000 Ｂ ルク＆ヒルデ・シウン作 異母兄弟／ルイ・レオン 19 年アルジャントンＮ

23,258羽中総合18位、同Ｎゾーン1,696羽中優勝  異父兄弟／ギリア 19年アルジャントンＮ22,826

羽中総合 7 位、同Ｎゾーン 1,462 羽中優勝 ティーメ 19 年アルジャントンＮ22,826 羽中総合 173 位、

リモージュＮ10,738 羽中総合 118 位 

父)イルネ Ｂ16-3103742 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 シャトローＮ8,640羽中総合15位、ヴィエルゾンＮゾ

ーン 1,160 羽中 4 位、ポントワーズＰ10,712 羽中総合 35 位、ブロアＰ623 羽中 9 位 全姉妹／超銘

鳩キャメロン Ｂ17-3070024 翔 18 年シャトローＮ13,098 羽中総合 28 位、フォンテネイＰ9,355 羽中

総合 83 位 19 年アルジャントンＮ15,235 羽中総合優勝、リモージュＮ9,661 羽中総合優勝 ウィレミ

ナ 14 年ポアチエＮ14,109 羽中総合優勝、同 26,486 羽中最高分速 15-219 ラ・スーテレーヌＮ

9,760 羽中総合 6 位 イルマ 19 年アルジャントンＮ15,235 羽中総合 2 位、他Ｎ総合 25 位、44 位、

68 位、73 位 

 祖父)スピデイ ＮＬ11-1742464 ヴィレム・ドブルイン作 ジェローン（オリンピック・シャヌ 

ルケ全兄弟）×ブルー・フレーム 

 祖母)マリー・アン ＮＬ09-1191334  ヴィレム・ドブルイン作 デイジー(ブールジュＮ総合優 

勝)の娘 

母)ベリンダ Ｂ16-3141345 Ｌ.＆Ｈ.シウン作 

 祖父)Ｂ14-3111835 両親ガレ＝ファンデンベルヘ作 Ｇ.デケルフェル使翔 シャトローＮ

25,126 羽中総合優勝他他他他 

祖母)基礎鳩アヌーク Ｂ12-3142054 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 ツール 418 羽中優勝、ポアチエＮ

13,135 羽中総合 4 位、ツールＰ6,400 羽中総合 7 位他 ビッグ・タイム×ビッグ・バブルズ 

 

 

 

 

【41】ＧＢ19Ａ49728 シンジケート・ロフト(ペーター・フォックス)作 



父)ウィットペン・マイク ＡＵ17ＧＦ87 マイク・ゲネス作 異異異異父兄弟／マイク・ハズ・ア・ヴェリー・グ

ッド・ワン 15 回入賞で 10 万 5,000 ドル獲得 ラッフィング・ジュエル 11 年優勝、4 位 3 回(全委託

レースにて) 異父兄弟／銀スプーンで食べるサラダ 2,793 羽中 2 位、カントリー・チャレンジ優勝

他 14 万 5,000 ドル獲得(委託レースにて) 

 祖父)ストレイン・メーカー ＤＶ01219-05-622 両親共ヘルムート・マン作  

 祖母)アバゲイル ＡＵ09ＧＦＬ411 ゲネス・ファミリー・ロフト作 最高種鳩モナリサの直仔    

ＦＦＦＦ....フェルフォールトフェルフォールトフェルフォールトフェルフォールト×スカーラーケンス×スカーラーケンス×スカーラーケンス×スカーラーケンス    スーパー種鳩スーパー種鳩スーパー種鳩スーパー種鳩        

母)フォクシー・レディ ＧＢ14Ａ46975 プライス・ブラザース父子作翔 350 マイル(563Ｋ)以上の 

レースに 3 回参加し、987 羽中優勝(8,984 羽中総合 2 位)、745 羽中優勝(5,615 羽中総合 2 位)、

1,125 羽中優勝(8,359 羽中総合 3 位) 

  祖父)アポロ・8 ＧＢ13Ｖ28558 シンジケート・ロフト(ペーター・フォックス)作 グレンジ 

ャー×マリー・ケイト 

 祖母)ムーン・シャイン ＧＢ13Ａ10639 両親共シンジケート・ロフト(ペーター・フォックス) 

作 バンディット×ムーン・グロウ（ドラム直娘） 

 

 

【42】Ｂ19-5037373 ＢＬＫＣ ♀ ボスマンス＝リーケンス作 

父)Ｂ18-5014739 Ｇ ボスマンス＝リーケンス作 全姉／シャロン アルジャントンＮ8,006 羽中総

合優勝、シャロンＰ1,359 羽中優勝、シャトローＰ2,749 羽中総合2 位他でＰエース鳩第2 位  

祖父)Ｂ11-5160832 ボスマンス＝リーケンス作 ブラウエ・プリンス×スーパー・ママ＝ 

ラッキー・ルーク×マヤ×マヤ×マヤ×マヤ    

祖母)Ｂ11-5170311 ボスマンス＝リーケンス作 172 カンニバール×Ｂ10-5156188((((ラッキ

ー・ルーク直仔××××カサノヴァの娘カサノヴァの娘カサノヴァの娘カサノヴァの娘)))) 

母)オリンピック・トリプル・ニーナ Ｂ14-2090027 ボスマンス＝リーケンス作翔 Ｐエース鳩 1、2 

位 ブリュッセル・オリンピアード・オールラウンド代表第 2 位  

 祖父)オリンピック・トリプル・エース Ｂ11-5143219 ボスマンス＝リーケンス作翔 ギエンＰ5,386

羽中総合優勝、同 8,044 羽中最高分速 13 年ニトラ・オリンピアード 1 才鳩ベルギー代表第 2

位    グーデ・ヤールリング直仔×ガビー・ファンデンアベール 

 祖母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953 ボスマンス＝リーケンス作 スーパー・ランスの孫 

 

 

【43】“ダブル・ゴールド” Ｂ19-6109648 Ｂ ♀ リック・ヘルマンス作 

父)チャッキー Ｂ18-6194572 Ｒ.ヘルマンス作翔 19 年イソウドゥンＮ19,713 羽中最高分速総合

優勝 18 年メルン 1,561 羽中優勝、同 2,786 羽中最高分速、ブールジュＮ1 才鳩 17,969 羽中総合

8 位、シャトローＮ12,855 羽中総合 45 位他で、KBDB 若鳩小中距離Ｎエース鳩第 4 位 

 祖父)ゾーン・スーパー・コッペル ＮＬ15-1710683 Ｋ.ボスア作 レオン×ノネチェ 全兄弟全兄弟全兄弟全兄弟

／ヘリコプター、超銘鳩フェンナ等万羽レース総合優勝多数／ヘリコプター、超銘鳩フェンナ等万羽レース総合優勝多数／ヘリコプター、超銘鳩フェンナ等万羽レース総合優勝多数／ヘリコプター、超銘鳩フェンナ等万羽レース総合優勝多数    

祖母)プリンセス・プロパー B15-6063303 プロパー×アテナプロパー×アテナプロパー×アテナプロパー×アテナ    現・現・現・現・最高種鳩最高種鳩最高種鳩最高種鳩    

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 

祖父)ＮＬ14-1462354 Ｇ.コープマン作 異父兄弟／異父兄弟／異父兄弟／異父兄弟／センスセンスセンスセンス NPO6,386NPO6,386NPO6,386NPO6,386 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合 3333 位、ブロイル位、ブロイル位、ブロイル位、ブロイル    

NPO4,564NPO4,564NPO4,564NPO4,564 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合 6666 位、位、位、位、セザンヌセザンヌセザンヌセザンヌ NPO9,806NPO9,806NPO9,806NPO9,806 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合 19191919 位他で、位他で、位他で、位他で、NPONPONPONPO 当日長距離エース鳩第当日長距離エース鳩第当日長距離エース鳩第当日長距離エース鳩第    

15151515 位、位、位、位、15151515 年ブダペスト・オリンピアード中距離第年ブダペスト・オリンピアード中距離第年ブダペスト・オリンピアード中距離第年ブダペスト・オリンピアード中距離第 2222 位位位位    ヤルデル×ラジンダ 超銘鳩アンネ超銘鳩アンネ超銘鳩アンネ超銘鳩アンネ    



リーズ近親リーズ近親リーズ近親リーズ近親    

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

テテテティーン×バブルスの娘ィーン×バブルスの娘ィーン×バブルスの娘ィーン×バブルスの娘    プロパーと並ぶ基礎鳩プロパーと並ぶ基礎鳩プロパーと並ぶ基礎鳩プロパーと並ぶ基礎鳩    

 

 

※チャンピオン商事ホーム・ページ: http://www.champion-trade.jp/ 

 

 


