今年の2 月に実施予定だったゴウデン・ダイフ記念競売が、コロナ禍の安全対策及びイベント開催規制により
インターネット・オークションで実施されます。2020 年度レース・シーズンの表彰式の記念競売です。
本競売はド・ダイフ紙のウェブ・サイト上にて、9 月3 日金曜日にスタートし、9 月12 日日曜日に終了します。
パート・１からパート・３に分けて順次終了して行きます。供出鳩の全血統と写真は近々弊社HP 上でもアップする
予定です。是非チェックして下さい。
参加ご希望の方は、終了日の 9 月 12 日までにチャンピオン商事宛、ユーロ、または日本円限度額にて指値お申し込み
下さい。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。最高入札額はド・ダイフ紙
HP にてその都度、ご確認下さい。 ※勿論、ご自分でログイン～（ユーロにて）入札して頂くことも可能でございます。
ド・ダイフ紙
https://www.deduif.be/nl/nieuws/gouden-duif-2020-veiling-van-3-12-september

【競売指値申込・お問合せは】
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
携帯：090－3086⁻3176（島村）

オークション・パート１ 12 羽 【終了日時（日本時間）
：9
：9 月 12 日 20 時 00 分】

【1】
“ゾーン・433” Ｂ20-2048252 ＢＣ ♂ ミッシェル・ロシニョール作
父)フェリックス Ｂ19-2086433 ＢＣ Ｍ.ロシニョール作翔 セルメーズ 2,244 羽中優勝、同 1,209 羽中
優勝、同 760 羽中優勝、同 1,247 羽中 2 位、同 415 羽中優勝、モミニー401 羽中 5 位、同 557 羽中 6 位、
同 167 羽中 10 位、エタンプ 261 羽中 12 位、スワソン 269 羽中 4 位他で、KBDBＮエース鳩 5 位
祖父)Ｂ14-2285653 ＢＣ Ｍ.ロシニョール作翔 14 年 5 回上位入賞内ブールジュ 3,110 羽中 57 位、同
Ｎ21,522 羽中総合 119 位、モンタルジー912 羽中 10 位、同 517 羽中 10 位、シャトローＮ25,710 羽中
総合 752 位 同腹／ブールジュＮ21,522 羽中総合 5 位 ショーネ・ブラウエ(ファンアインデ＝ゴー
ファールツ)×シンディ
祖母)ド・ディッケ Ｂ16-2045779 Ｂ クリストフ・ブリグア作 直仔／18-124 20 年 KBDBＮエース鳩
第 7 位、オインピアード第 8 位 ファンオッペン＝ルイテンのヴィットーガー・クレウディアの孫
母)Ｂ17-2055992 ＢＣ Ｍ.ロシニョール作翔 スワソン 185 羽中 4 位、メルン 146 羽中 4 位、ブールジ
ュ 98 羽中 8 位他 直仔／19-420 セルメーズ 539 羽中優勝、同 761 羽中 4 位 19-419 多数入賞
祖父)基礎鳩オリンピック ＮＬ14-10060442 ＢＣ Ｗ.Ａ.ドブルイン作 直仔／シャトローＮ総合優勝、
スワソン 2,474 羽中優勝、モミニー905 羽中優勝、同 837 羽中優勝、セルメーズ 539 羽中優勝、モン
タルジー594 羽中優勝 ゾーン・シュヌルケ×ジダンの娘
祖母)ティネケ ＮＬ14-1060426 ＬＢＣ Ｗ.Ａ.ドブルイン作 直仔／スワソン 133 羽中優勝、モンタ
ルジー594 羽中優勝、モミニー816 羽中 3 位、シェヴランヴィル 833 羽中 5 位、アルジャントン 4,393
羽中 6 位、同 4,582 羽中 13 位、シャトロー3,386 羽中総合 17 位、ブールジュＮ10,173 羽中総合 21
位、モンリュソンＮ10,753 羽中総合 66 位 ブラウエ・モーリス×ティネケ

【2】ＮＬ20-1497038 Ｂ ♀ 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／チャレンジャー他 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,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)モナ・リザ ＮＬ12-1619135 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ナントィル 13,199 羽中総合 7 位、同 7,043
羽中総合 5 位、ペロンヌ 11,269 羽中総合 22 位、シャトロー11,572 羽中総合 38 位、モースクロン 2 位他

祖父)ＧＰＳ ＮＬ08-1537236 Ｂ 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 ピカソ(03 年Ｎ最優秀雄鳩第 5 位)×バブルズ スーパー種鳩
祖母)シーカ ＮＬ07-1817907 Ｂ Ｎエース鳩オールラウンド部門第 14 位 NPO 総合 14 位内４回入賞
ストロームベーク 5,328 羽中 2 位、シャトロー7,355 羽中総合 8 位、ブールジュ 8,548 羽中総合優勝、
アルジャントン 6,595 羽中総合 11 位他 姉／ケート ミッション・インポッシブル×オプラー

【3】ＤＶ02098-21-581 Ｓ ♀ ギュンター・プランゲ作
父)ＤＶ02098-19-1037 Ｇ.プランゲ作翔 FCI 選定 20 年度中距離 1 才鳩オリンピアード世界最高鳩 356
Ｋ7,071 羽中優勝、542Ｋ2,234 羽中優勝、同 5,843 羽中総合 2 位、338Ｋ1,774 羽中優勝、443Ｋ3,656 羽
中 2 位他
祖父)ＤＶ02098-17-1800 種鳩 08-520(優勝 7 回、2 位 4 回)×14-1341(550 の娘)
祖母)Ｂ17-3082053 デコニンク＝ファンフック作 バルセロナＮ総合 6 位のバルカ・ディルク直仔×バ
ルカ・ディルクの近親(オランダ血統)
母)ＤＶ02098-19-1077 Ｇ.プランゲ作翔 20 年FCI 選定オールラウンド部門ドイツ最優秀鳩 381Ｋ5,892
羽中優勝、223Ｋ1,921 羽中 4 位、542Ｋ2,234 羽中 8 位、356Ｋ7,071 羽中 25 位、286Ｋ1,846 羽中 10
位、21 年 435Ｋ602 羽中 8 位、542Ｋ1,206 羽中 2 位、248Ｋ1,770 羽中 3 位
祖父)ＤＶ02098-09-3003 Ｊ.ロッターマン作 オランダ第 10 地区エース鳩 1 位の兄弟 コープマン×
リングローゼの妹
祖母)ＮＬ15-1230907 コープマン作 ニルソン×カリシア

【4】ＧＢ21Ｎ17756 Ｂ ♂ Ｊ.＆Ｐ.グラッドウィン鳩舎作 直仔孫にＮ総合優勝 5 羽、総合 2 位、総
合 3 位 2 羽を輩出したドリーム・ペアの直仔
父)プリンス・オブ・レッケム ＮＬ09-1695886 フランス・ツヴォルス作 レッケム 19,409 羽中総合 2 位、
9,166 羽中総合3 位、9,706 羽中総合15 位、9,059 羽中総合18 位等々 孫／19 年オリンピアード英国代表
祖父)ユーロⅠ ＮＬ08-2067748 Ｆ.ツヴォルス作 ピーター(NPO10,030 羽中総合優勝)×ユーロ・レディ
祖母)ＮＬ00-1238751 両親共Ｆ.ツヴォルス作 ミッキー・ボーイ×ダッチ・プリンセス
母)ドリーミー ＮＬ14-1482773 祖父母迄全てＦ.ツヴォルス作 スーパー種鳩
祖父)531・アモール ＮＬ06-1620531 19,013 羽中総合優勝、16,000 羽中総合 2 位等のスーパー・レーサ
ー ティップ・トップ・ジュニア×452・ベル
祖母)ドリーム・ガール ＮＬ07-1230200 097・ダッチ・プリンス×ド・ディアマント

【5】ＮＬ21-1193414 ＬＢＣ ？ マリオ・デフォーゲル作
父)ＮＬ19-1669044 ＢＣＷ Ｍ.デフォーゲル作翔 ボルドー4,954 羽中総合65 位、
ダックス1,857 羽中230
位、サンバンサン 2,767 羽中 366 位、ベルジェラック 6,600 羽中 1175 位、レンニク 39,125 羽中 8339 位
祖父)ブラウエ ＮＬ17-1278583 ポーＮ1,050 羽中総合 90 位、ボルドー3,521 羽中 245 位、ベルジェラッ
ク 4,856 羽中 399 位、ダックス 1,727 羽中 142 位、フォンテネイ 12,920 羽中 1157 位 バルセロナＮ
総合 372 位×フェルヴェイ＝デハーン
祖母)リトル・ガール ＮＬ16-1558814 ＢＣＷ フランク・ハッゲ作翔 ベルジェラック 1,712 羽中 35
位、ダックス 1,606 羽中 41 位、ベルジェラック 2,141 羽中 66 位、サンバンサン 12,169 羽中 91 位、
同 2,033 羽中 177 位 アフリカーンチェ(ボルドーＮ4,226 羽中総合 2 位)の娘
母)ＮＬ19-7009035 ＢＣ Ｍ.デフォーゲル作翔 ベルジェラック6,600 羽中総合51 位、ダックス1,857 羽中
79 位、ボルドー3,838 羽中185 位、ナントィル35,017 羽中総合4956 位、サンバンサン2,767 羽中402 位他
祖父)ＮＬ14-1740893 ＢＣ Ｊ.プールスマより借りた彼の最高ライン

祖母)ＮＬ17-1311362 ＢＣ フェルヴェイ＝デハーン作 スーパー種鳩バリーの筋

【6】Ｂ21-5030120 ＤＣ ♀ 20 年度ゴウデン・ダィフ賞ベルギー第１位に輝くサブリナ・ブルグマンス作
父)ゾーン・アンナ Ｂ18-5069908 Ｂ Ｓ.ブルグマンス作
祖父)Ｂ14-2005426 Ｂ Ｇ.ファンデヴァウワー系
祖母)アンナ Ｂ18-5069805 ＢＣ 両親共Ｓ.ブルグマンス作翔 シャトローＰ1,401 羽中優勝(Ｎ17,269
羽中総合 72 位)、同Ｐ1,090 羽中 2 位(同Ｎ12,855 羽中総合 46 位)、ブールジュＰ2,628 羽中 8 位(同
Ｎ23,854 羽中総合 40 位)他 ドンケレ×リトル・レディ
母)クリス Ｂ17-5024644 ＤＣＷ Ｓ.ブルグマンス作翔 シャトローＰ1,372 羽中 4 位、ブールジュＮ8,978
羽中総合 6 位、アルジャントンＮ8,588 羽中総合 25 位、ブールジュＰ4,280 羽中総合 29 位他上位入賞多
数 兄弟／ファレーレ ブールジュ 36,315 羽中総合優勝 ジューン アルジャントンＰ1,474 羽中優勝、
ネフェルスＳＮ5,823 羽中総合 38 位、シャトローＮ4,203 羽中総合 63 位他
祖父)ファレーレの父 Ｂ13-5025014 ＢＣ Ｓ.ブルグマンス作 ブラウエ・マリエーレ×グード・グライス
祖母)オリンピック・ステッペの娘 Ｂ13-5033560 ＤＣ ヘルマンス＝ボンネ共同鳩舎作 オリンピッ
ク・ステッペ(ニトラ・オリンピアード 2 位)の娘

【7】
“ザ・402” ＮＬ21-1676402 Ｂ ♂ サンガース・ピジョン作
父)ルカ Ｂ16-6081752 ＢＣＰ ステファーン・ランブレヒツ作 兄弟／リンシア スープ 1,243 羽中優
勝、同 2,391 羽中優勝、同 2,031 羽中優勝、同 1,348 羽中 3 位、同 1,185 羽中 7 位、キェブラン 893 羽
中 5 位他で、15 年 KBDB 若鳩小中距離Ｎエース鳩第 1 位(過去最小平均入賞率 0.483)
祖父)リンシアの父 Ｂ13-6304248 Ｓ.ランブレヒツ作 兄弟／ステファーン デュッフェル 5,229 羽中
優勝、同 1,894 羽中優勝、同 940 羽中優勝 グード・ブラウの直仔
祖母)リンシアの母 Ｂ11-6167138 ＢＣＰ Ｓ.ランブレヒツ作 直仔／エスター 1,120 羽中 3 位他で、
中距離Ｐエース鳩第 2 位 両親ディルク・ファンデンバルク作 オリンピック・プート×ボレックイェ
母)ローラ Ｂ16-6278735 Ｂ ディルク・ファンデンバルク作 リンシアの母の妹
祖父)オリンピック・プート Ｂ09-6293898 Ｄ.ファンデンバルク作 205(レオ・ヘレマンス)×647
祖母)ヘット・ボレックイェ Ｂ10-6342498 ＢＣ 両親共Ｄ.ファンデンバルク作 スーパー種鳩 有名な
グーデ・ローデ(平均 1,200 羽中優勝鳩 17 羽、多数のＮエース鳩を輩出)×グーデン・レオ・40000

【8】ＮＬ21-2118598 ＤＣ ？ フランク・ツヴィールス作
父)ＮＬ19-3919743 ＢＣＷ Ｆ.ツヴィールス作翔 アジャンＮ5,483 羽中総合127 位、
ナルボンヌＮ6,728
羽中総合 149 位で、20 年 PIPA ランキング 1 才鳩国際エース鳩 22 位 全兄弟／アトラス アジャンＮ
5,483 羽中総合 57 位、ナルボンヌＮ6,728 羽中総合 23 位で、ZLU のＮエース鳩第 9 位
祖父)キアン ＮＬ11-3038066 ＢＣ マーク・ファンデンベルグ作翔 スーパー・レーサー兼スーパー種
鳩 タルベ NPO2,538 羽中優勝、同Ｎ8,853 羽中総合 5 位 孫／20 年欧州エース鳩第 1 位、19～20 年
国際エース鳩第 1 位、19 年オリンピアード・エース 4 位、PIPAＮエース鳩 4 位、NPOＮエース鳩 5
位、ZLUＮエース鳩 9、11 位、ポーＮ4,252 羽中総合 5 位、サンバンサン 5,879 羽中総合 8 位、ナルボ
ンヌ 12,848 羽中総合 10 位、アジャンＮ4,776 羽中総合 11 位 Ｍ.ファンデンベルグ×フェルヴェイ
＝カストリクム
祖母)ボンテ・レディ ＮＬ12-3228472 ＢＰ Ｆ.ツヴィールス作翔 トップ・レーサー ボルドーNPO3、
26 位、同Ｎ11,727 羽中総合 6 位、同Ｎ9,691 羽中総合 62 位、サンバンサンＮ雌の部 41 位他 Ｍ.フ
ァンデンベルグ×キーケベルト 孫／アジャンＮ3,934 羽中総合 9 位
母)エリン ＮＬ19-3919788 ＢＣ Ｆ.ツヴィールス作翔 トップ・レーサー ナルボンヌＮ8,494 羽中総

合 8 位、アジャンＮ5,843 羽中総合 336 位
祖父)ユーロス Ｂ18-6218350 ＢＣ 両親共フランス・ブンゲニールス作翔 エリアス×エレナ(バルセ
ロナＮ総合 2、64、78 位他でバルセロナ国際エース鳩 2 年第 1 位、同 3 年第 1 位)
祖母)フューチャー・ガール ＮＬ15-1898846 Ｂ Ｆ.ツヴィールス作 直仔／ナルボンヌＮ6,728 羽中
総合 17 位 両親アルヤン・ビーンズ作 マーカス×ゴールデン・フューチャー(スーパー種鳩)

【9】ＮＬ21-1206084 Ｂ ♂ ペーター・ファンデメルヴェ作
父)ＮＬ19-1794465 Ｂ Ｐ.ファンデメルヴェとＫ.ミンダーハウト共作
祖父)マックス ＮＬ18-5129512 Ｂ Ｐ.ファンデメルヴェ作翔 ペロンヌ 8,420 羽中総合 6 位、キェブ
ラン 2,391 羽中 8 位、同 1,234 羽中 11 位、ポントワーズ 6,679 羽中 12 位、ポン・サン・マクサンス
18,381 羽中総合 27 位、同 9,047 羽中総合 78 位他で、PIPA 選考Ｎエース鳩第 2 位
祖母)ＮＬ14-3413360 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作 ゲーローガーの娘 兄弟／14-3280 アルジャントン
NPO2,984 羽中総合 5 位 半兄弟／14-3304 ロワイエ 532 羽中優勝、同 2,435 羽中最高分速、サンカ
ンタン 1,433 羽中 4 位、同Ｐ6,005 羽中総合 6 位、アルジャントン NPO2,984 羽中総合 9 位
母)マキシェン ＮＬ18-5129511 Ｂ Ｐ.ファンデメルヴェ作翔 ナントィル 3,086 羽中優勝、同Ｐ12,413
羽中総合 4 位、メルン 9,656 羽中総合 4 位、キェブラン 3,742 羽中 9 位他上位入賞多数
祖父)ＮＬ17-1280564 Ｐ.ファンデメルヴェ作 アリヴィエルポ×ジル 直仔／マックス、イネケ他
ポン・サン・マクサンス NPO12,240 羽中総合優勝、ニールグニース 3,393 羽中優勝、ナントィル 3,086
羽中優勝、ポントワーズ 1,706 羽中優勝、ポントワーズＰ15,317 羽中総合 2 位、メルン 9,656 羽中総
合 4 位、ペロンヌ 8,420 羽中総合 6 位他
祖母)バルク・118 ＮＬ17-1826118 ＢＷ スーパー種鳩 両親ディルク・ファンデンバルク作 パデリ
×ゴールド・ダスト(13 年 KBDB のＮエース鳩 1 位のキテルの姉妹)

【10】
“ゴウデン・ダィフ・902” ＮＬ21-1526902 ＤＣ ♂ アルヤン・ビーンズ作
父)ド・151 ＮＬ19-1775151 ＤＣ Ａ.ビーンズ作翔 ペリギューＮ8,064 羽中総合 50 位他数回入賞
祖父)シネレ・イェレ・576 ＮＬ16-1666576 ＢＣ シャインデル父子共同鳩舎作 直仔／ペリギュー
Ｎ8,064 羽中総合 40、50 位、カオールＮ3,251 羽中総合 80 位他 シネレ・イェレ×レオナ(ブリュッ
ヘマン兄弟)
祖母)エヴィズ・ドーター ＮＬ16-1163711 ＢＣ イェレ・イェレマ作 エギンク作翔のマルセイユＮ総
合 20 位鳩×超銘鳩エヴィ(ペルピニャンＮ総合 9 位、27 位、バルセロナＮ総合 10 位)
母)超銘鳩アネミーク ＮＬ17-1665098 ＤＣ Ａ.ビーンズ作翔 19 年ペリギューＮ7,095 羽中総合 9 位、
オレンジ NPO1,159 羽中総合 14 位、20 年サンバンサンＮ2,951 羽中総合 7 位、サンバンサンＮ12,255
羽中総合 20 位、21 年リモージュ NPO1,971 羽中総合 4 位他バルセロナ、ベルジェラック入賞
祖父)インテールト・ガイス ＮＬ15-1674660 ＢＣ 両親共Ａ.ビーンズ作 ミスター・ガイス（ミスタ
ー・ビューティフル直仔）×レッド・ガール(ミスター・ガイス娘で灰)
祖母)アルヤーンケの娘 ＮＬ15-1210958 ＢＣＷ 両親共ロイジンク共同鳩舎作 祖父母は全てＡ.ビー
ンズ作 最高鳩直仔 ド・577×アルヤーンケ(リモージュＮ総合 10 位、オーリャックＮ総合 9 位、
カオールＮ総合 2 位)

【11】Ｂ20-6247016 Ｂ ♂ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作 全兄弟／スーヤックＰ優勝
父)フェイバリー・トム Ｂ16-4080053 Ｂ トム・ファンガーファー作
祖父)ニュー・ドリンカー Ｂ12-4253470 Ｂ 両親共トム・ファンガーファー作翔 スーパー・レーサー
ブロア 2,018 羽中 2 位、ヴィエルゾンＩＰ6,298 羽中総合 5 位、ポアチエ 12,379 羽中総合 18 位、ラ・

スーテレーヌ 4,161 羽中総合 17 位、シャトロー3,150 羽中 10 位、アルジャントンＮ13,629 羽中総合
82 位 ドリンカー×リモージュの同腹
祖母)オールウェイズ・ゼアの母 Ｂ13-4263354 ＢＣ 直仔／オールウェイズ・ゼア 15 年 KBDB 若鳩
Ｎエース鳩第7 位 16 年KBDB1 才鳩Ｎエース鳩第11 位 ファンオッペン＝ルイテン×プリンセスの娘
母)ホワイト・スター Ｂ15-6020167 ＢＷ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作 基礎鳩×Ｎエース鳩第 1 位
祖父)グラディエーター Ｂ03-6460062 ＢＷ ポルト・オリンピアード第 2 位、KBDB04 年Ｎエース鳩第
4 位 直仔／ミス・ブロア ブロア 1,112 羽中優勝、シャトローＰ3,3391 羽中総合 5 位等々
祖母)リトル・スター Ｂ14-6174075 ＢＷ アルジャントン 6,099 羽中優勝、同Ｎ19,931 羽中総合 5 位、
モンリュソンＮ16,982 羽中総合 30 位、シャトロー5,700 羽中 15 位、同Ｎ18,658 羽中総合 66 位、同
Ｎ25,781 羽中総合 198 位、ブールジュＮ14,496 羽中総合 39 位他で、KBDB1 才鳩Ｎエース鳩第 1 位

【12】ＮＬ21-1032734 ＢＷ ♀ Ｒ.Ａ.バッカー父子作
父)ＮＬ18-1725100 Ｒ.Ａ.バッカー父子作
祖父)ヴァリタス ＮＬ08-12304438 Ｓ Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 ブロア NU9,586 羽中総合優勝、ブール
ジュ 7,356 羽中総合 2 位、サルブリ 10,430 羽中総合 7 位、サンカンタン 295 羽中優勝、ツール 5,812
羽中総合 10 位
祖母)イヴェッテ ＮＬ13-1040546 Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 ブロア NPO2,310 羽中総合 2 位、ペロン
ヌ 1,628 羽中 2 位、シャトロー5,821 羽中総合 9 位、ポン・サン・マクサンス 15,083 羽中総合 16 位、
ブールジュ 15,104 羽中総合 3 位 両親コープマン作
母)ＮＬ18-1725116 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 半兄弟／089 イソウドゥン NPO6,604 羽中総合 4 位、595 ヴ
ィエルゾン NPO2,041 羽中総合 10 位 899 ブールジュ NPO4,118 羽中総合 14 位
祖父)イタリアン・アイス ＮＬ11-1185882 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ゴールデン・ディルク(基礎
交配近親)×ジカラ
祖母)ナポラ ＮＬ15-3767621 ＢＷ 両親共Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 半兄弟／マルティン 6,386 羽中 2
位、7,848 羽中 3 位、5,247 羽中 6 位、4,494 羽中 9 位他 ゴールデン・カプリ×ヘンナ

オークション・パート
：9
オークション・パート 2 12 羽 【終了日時（日本時間）
：9 月 12 日 21 時 00 分】

【13】ＮＬ20-1775717 Ｂ ♀ Ｗ.Ａ.ドブルイン作 異母兄弟／チュールＮ4,451 羽中 6 位(Ｒ.ヘルマン
ス使翔)他上位多数
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)アロエッテ・ハリケーン Ｂ18-6168022 Ｂ Ｗ.Ａ.ドブルイン作翔 デュッフェル 4,045 羽中 15 位他
上位入賞多数により、PIPA 若鳩Ｎエース鳩 9 位 直仔／スーパー・ジェームス ニールグニース 11,504
羽中総合優勝、ペロンヌ 13,510 羽中総合 2 位他で、若鳩単距離エース鳩 7 位

祖父)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、11 年ポーランド・オリンピアード若鳩代表 直仔／オリンピ
ック・フローム 13 年スロヴァキア・オリンピアード 1 才鳩代表 アルジャントン NPO7,796 羽中総
合 2 位、ナイフェル 4,974 羽中総合優勝 レスキン 16,450 羽中総合 3 位、マンテス 10,446 羽中総合
3 位他 ストーム×フェアリー・テール
祖母)ローザ ＮＬ14-1060282 Ｂ ドブルイン作翔 エース鳩 2 位 直仔／モルジアナ シャトローＮ
47,453 羽中総合 2 位他上位入賞多数

【14】Ｂ21-6151696 ＢＣＷ ♂ ディルク・ファンダィク作 半兄弟／ニーナ（18-242） メルン 2,085
羽中優勝、同 1,687 羽中 13 位、シェブラン 706 羽中優勝、トゥーリー631 羽中優勝他で 19 年 KBDB 中距
離Ｎエース鳩
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
兄弟の直仔／優入賞鳩多数 （エディ・ヤンセン、ダニー・
ファンダイク鳩舎にて）
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)Ｂ14-624118 ＢＣ ディルク・ファンダィク作
祖父)Ｂ13-6122056 Ｂ 両親ディルク・ファンダィク作 連盟エース鳩 10 位の直仔
祖母)Ｂ09-6040047 Ｂ 両親ディルク・ファンダィク作 カンニバール・ブラウ×ブラウエ・カンニバ
ールの母

【15】Ｂ21-2140373 Ｂ ♀ アルベルト・デルヴァ作
父)Ｂ13-2110030 Ａ．デルヴァ＝Ｊ.ホーイマンス共作
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)ポーライン Ｂ06-2090139 Ａ.デルヴァ作翔 シャトローＳＮ8,218 羽中総合優勝、グレＢＵ1,298
羽中優勝、シャトローＩＰ3,969 羽中総合優勝、ブロア 540 羽中優勝、アルジャントン 432 羽中優勝、
センス 195 羽中優勝、ブロアＰ2,836 羽中総合２位、アルジャントンＰ1,854 羽中総合３位他で中距離
Ｎエース鳩第 8 位 全姉兄／ポルティア、ポーレット、ポーロ
母)Ｂ17-2065012 デルヴァ＝レクセム使翔 シャトローＰ総合優勝、アルジャントン 4,781 羽中総合 60
位他上位入賞数回 姉妹／イリナ
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、ナントイル
1,535 羽中 4 位他上位入賞多数 パブロ(ヴァレンチノ×ポーライン)×Ｂ12-2080086(ラ・スーテレー
ヌＮ19,155 羽中総合 68 位)
祖母)Ｂ11-3070106 純ガビー・ファンデンアベール ロイヤル・ブルー(リモージュＮ15,507 羽中総合 87
位)×モナ

【16】ＮＬ18-3846235 ＢＣ ♀ ヨー・ファンシャインデル父子作 兄弟／バルセロナＮ総合 34 位
父)シネレ・イェレ ＮＬ08-2075752 Ｂ アルヤン・ビーンズ作翔 10年オレンジNU949Ｋ4,023羽中総合6位、
11年同NU8,457羽中総合204位、12年同NPO2,058羽中総合23位、オーリャック896ＫNPO3,661羽中総合
81位、ペルピニャンＮ1137Ｋ5,608羽中総合2位
祖父)スィート・ファンタジー ＮＬ04-1418634 ＢＣ 06年ペリギューNPO914Ｋ6,303羽中総合80位、07
年同NPO6,843羽中総合75位、ベルジェラックＮ955Ｋ15,490羽中総合488位 ザ・マン×ミス・アデ
ィダス
祖母)リカ ＮＬ04-1418619 Ｂ 07年ブリーブNPO6,857羽中総合80位、ペリギューNPO7,581羽中総合優
勝、08年リモージュ824ＫＮ13,239羽中総合67位 最高種鳩 直仔／超銘鳩ミス・ガイスイェ、マリ
アンヌ、ロード・メイスイェ 両親Ｊ．イェレマ作 パワー・019×レオンティーン
母)ＮＬ11-3048439(12 年生) Ｊ. ファンシャインデル父子作
祖父)ＮＬ08-3852210 両親共ヴィム・ミュラー父子作 グナーイデンの孫 直仔／ペルピニャンＮ総合
46 位、バルセロナＮ総合 62、295 位、ベルジェラックＮ総合 83 位、同 NPO 総合 110 位、サンバンサ
ンＮ総合 140 位、ポーＮ総合 178 位他 ミュラー×ブリュッヘマンのオルハン近親
祖母)Ｂ01-5256355 コール・デハイデ作 ドン・ジョン(ダックスＮ総合 3 位)×ペルピニャンの娘

【17】Ｂ21-6133624 Ｂ ♀ ギー・ファンデールオウエラ作 兄弟／エース・159 セルメーズ 614 羽中
優勝、同 1,633 羽中 2 位、同 1,134 羽中 5 位他で、連盟若鳩ＣＨ鳩第 1 位、KBDBＮエース鳩第 14 位 半
姉妹／21-396 セルメーズ 542 羽中優勝、同 636 羽中 8 位
父)デュア・スペシャル Ｂ18-6000040334 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 若でキェブラン 563 羽中優勝、
ノワイヨン 252 羽中優勝、同 1,189 羽中 5 位の後、即種鳩 兄弟／スペシャル・ブラック KBDB 大中距
離Ｎエース鳩第 1 位
祖父)ブラック・ホーク Ｂ15-6051416 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 ヴィエルゾンＩＰ8,105 羽中総
合優勝、ラ・スーテレーヌＮ2,695 羽中総合 24 位 ブラック・シュガー(ファンデールオウエラ)×ゲ
ーリンクス
祖母)Ｂ・スペシャル Ｂ13-6220564 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 スーパー種鳩 モンリュソンＮ
3,494 羽中優勝 ブールジュＮ4,130 羽中 8 位 マッチョ(ファンデールオウエラ)×ゲーリンクス
母)マジック・キングダム Ｂ18-3030506 ルディ・デザール作 スーパー種鳩
祖父)アントニオ Ｂ10-3020860 ＢＣ スーヤックＮ7,765 羽中総合優勝、
カオールＮ8,348 羽中総合 142
位、リモージュＮ13,781 羽中総合 204 位、シャトロー3,486 羽中 41 位 兄弟／ニュー・ツール カ
オールＮ7,136 羽中総合優勝、リモージュＮ14,679 羽中総合 6 位 半兄弟／チュールＮ10,251 羽中総
合 4 位 ゾーン・グローテン×トゥグーチェ
祖母)アティア Ｂ16-3112354 トップ種鳩 直仔／ジャルナックＮ4,940 羽中総合 40 位、アングレーム
Ｎ5,030 羽中総合 42、55 位 ブラック・ペドロ×イレディ・ブレーケン(リモージュＮ総合優勝妹)

【18】Ｂ20-6143218 ＤＣ ♀ アド・スカーラーケンス作
父)Ｂ18-6243730 ＢＣＷ アド・スカーラーケンス作翔 メルン 323 羽中 2 位、同 718 羽中 10 位、同 1,743
羽中 17 位、ノワイヨン 420 羽中 4 位、シェブラン 1,651 羽中 4 位、同 3,348 羽中総合 8 位、セルメー
ズ 841 羽中 4 位、同 2,071 羽中 3 位、キェブラン 845 羽中 3 位他
祖父)フォンドマン・アス Ｂ12-6189365 ＢＣ アド・スカーラーケンス作翔 アルジャントン 357 羽中
優勝、同Ｎ10,700 羽中総合 30 位、シャトロー146 羽中優勝、オルレアン 816 羽中 6 位他 ヴォウタ
ース×Ｇ.ファンデヴァウワー

祖母)ＮＬ12-1233580 ＢＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 直仔／ローザ 若鳩で 1,038 羽中 2 位、
1,272 羽中 2 位、1,480 羽中 13 位、702 羽中 22 位他 両親レオ・ヘレマンス作 ロッシー×カドーチェ
母)Ｂ18-6243732 ＢＣ アド・スカーラーケンス作翔 メルン 323 羽中優勝、同 515 羽中優勝、同 830 羽
中 3 位、同 3,414 羽中 9 位、シェブラン 563 羽中優勝、同 1,270 羽中優勝、同 975 羽中 3 位、同 494 羽
中 8 位、ノワイヨン 375 羽中 2 位他で、KBDBＮエース鳩第 3 位
祖父)Ｂ13-6164006 ＢＣ アド・スカーラーケンス作翔 スーパー種鳩 ノワイヨン 840 羽中優勝、同
1,079 羽中 2 位、スープ 312 羽中優勝、同 723 羽中優勝、同 264 羽中 2 位、アルジャントンＮゾーン
3,383 羽中優勝、同Ｎ12,187 羽中総合 7 位 Ｍ.ヴォウタース×リック・ヘルマンス
祖母)Ｂ12-1694702 Ｂ 両親共アド・スカーラーケンス作 フェイヴァリー・ブリーダー×ミラクル

【19】
“ゾーン・スコーン・マダムケ” Ｂ21-6150301 Ｂ ♂ エディ・ヤンセン作
父)レムス Ｂ18-6085085 Ｂ Ｅ.ヤンセン作翔 若でシェブラン1,179 羽中優勝、
キェブラン513 羽中優勝、
メルン851 羽中3 位他 1 才でメルン3,974 羽中優勝、同Ｐ7,769 羽中最高分速 兄弟／ルーリク16-126 小
中距離Ｎエース鳩20 位他 17-088 シャトローＮ12,150 羽中総合51 位他
祖父)デン・ブロードノイス Ｂ14-6239033 Ｅ.ヤンセン作翔 スープ 393 羽中優勝他 Ｂ096041278(基礎鳩アンナの直仔)×ヴィッテ・レーウヴィン
祖母)Ｂ15-6091396 ディルク・ファンダィク作 ゲーリンクスのグラディエーターの直仔×スーパーケ
母)スコーン・マダムケ Ｂ16-6076059 Ｅ.ヤンセン作翔 メルン 1,225 羽中優勝、アルジャントン 3,322
羽中 6 位、ブールジュ 3,621 羽中 9 位他上位多数他で 19 年オリンピアード・ポーランド大会第 2 位 兄
弟／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Ｎ18,499 羽中総
合 96 位他上位多数 18-030 メルン 601 羽中優勝他兄弟多数上位入賞
祖父)スヌーカー Ｂ15-6092147 エディ・ヤンセン作 プロパー・エミール×スーパー・53 の娘
祖母)ナンス Ｂ15-6059382 バルト＆ナンス・ファンネッケル作 ガストン・ジュニア×ヴィッティ

【20】
“ゴールデン・ハリー・686” ＮＬ20-1609686 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマンス作
父)ソン・ケース ＮＬ16-1662986 Ｊ．ホーイマンス作翔 シャトードゥン NPO1,974 羽中総合優勝、同
5,032 羽中最高分速 ギエン NPO4,607 羽中総合 30 位、シャトードゥンＮ12,511 羽中総合 38 位、シャ
トローＮ12,313 羽中総合 48 位
祖父)ケース ＮＬ07-2007622 Ｊ．ホーイマンス作 同腹／超銘鳩ハリー他 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、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
WHZB 長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB 同エース鳩第 1 位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ
祖母)スーパー・110 の娘 ＮＬ10-3048587 Ｂ Ｈ.ケネス作 直仔／ド・400 セザンヌ 6,572 羽中総合
優勝、ギエン 510 羽中優勝他で、NPO 中距離Ｎエース鳩第 1 位 孫／ブレンダ KBDB アルジャン
トンN 総合優勝 スーパー・110(シャトローNPO7,663 羽中総合優勝他、NPO テレテキスト4 回)の娘
母)ドーター・ニュー・ハリー ＮＬ19-1023122 Ｂ Ｊ.ホーイマンス作 マジック・ペアの娘 兄弟の直仔
／長距離Ｐエース鳩 4、5 位、ムランＮ総合 4 位、オルレアン NPO 総合 4 位、シャトローNPO15,639
羽中総合 5 位、セザンヌ 11,776 羽中総合 5 位、シャトードゥン NPO 総合 7 位他
祖父)ニュー・ハリー ＮＬ14-1219811 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作 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 ビューティ・ハリー×スターアイ
祖母)ラーチェ・707 ＮＬ14-1208707 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 超銘鳩ハリーの近親

超銘鳩ハリー×ラーチェ・56(超銘鳩ハリー妹)

【21】Ｂ20-6249337 Ｂ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作 兄弟／マドリッド リモージュＮゾーン
672Ｋ2,875 羽中優勝、リモージュＰ1,029 羽中優勝、同Ｎ9,756 羽中総合 5 位、アルジャントン 555Ｋ836
羽中優勝、同Ｎ26,085 羽中総合 97 位 19-335 アルジャントンＮ14,787 羽中総合 34 位、セルメーズ 362
Ｋ3,125 羽中 4 位、アルジャントンＮ9,851 羽中総合 15 位
父)ロンドン Ｂ16-6032120 ＤＣ ホック・ジョス・フェルカメン作
祖父)319 Ｂ15-6026319 ＤＣ 両親共ホック・ジョス・フェルカメン作翔 リモージュ 672Ｋ105 羽中
優勝、同Ｎ9,162 羽中総合 50 位 アルキス×ティガ
祖母)484 Ｂ11-6332484 Ｂ 両親共ホック・ジョス・フェルカメン作 直仔／16-120 リモージュＮゾ
ーン 3,551 羽中 35 位他 セミ長距離エース鳩地区 2 位 エクストリーム×メッシズ・ガール
母)ピンク・エレクトロ Ｂ17-6259749 ＢＣ ホック・ジョス・フェルカメン作 兄弟／イ
イソウドゥンＮ504
Ｋ11,405 羽中総合 2 位
祖父)エレクトロ Ｂ08-6174630 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 孫／17 年ブリュッセル・オリンピアー
ド長距離代表 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、
、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Ｎ19,691 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)

【22】Ｂ20-6052010 Ｂ ♀ ウィリー・ダニエルス作 半姉妹／ファイネ、Ｎエース 2020 他 ブールジ
ュＮ22,502 羽中総合 1365 位、シャトローＮ33,833 羽中総合 702 位、アルジャントンＮ26,085 羽中総合 28
位、イソウドゥンＮ18,176 羽中総合 11 位、ラ・スーテレーヌＮ15,939 羽中総合優勝、グレＮ12,888 羽中
総合 60 位他
父)ジャスパー Ｂ16-6263842 異父兄弟／ケリー アルジャントンＮ27,254 羽中総合 50 位、
ツールＮ24,097
羽中総合 43 位、ノワイヨン 805 羽中 2 位、ラ・スーテレーヌＮ18,588 羽中総合 147 位他
祖父)ヴィッテ・コップ Ｂ15-6035952 ＢＷ ヨス・フェルベルク作翔 アルジャントンＮ12,449 羽中
総合 3 位、シャトローＮ8,663 羽中総合 26 位
祖母)リンダ Ｂ11-6218046 カースブールの曽孫 直仔／ケリー
母)ズー Ｂ16-6064105 兄弟／カート シャトローＮ総合優勝、カイラ 大中距離 8 回参加全入賞
祖父)トーマス Ｂ08-6373623 Ｂ07-6044148×Ｂ04-6217944
祖母)キアラ Ｂ10-6025224 兄弟／ニキ シャトローＮ総合優勝 デマイエルのゾーン・ゾット×モーリ
ス・フーツの 37 の祖父

【23】Ｂ20-4145877 ＢＣ ♀ デスメイター＝レスチアン作
父)ピポ ＮＬ16-1755855 ナルボンヌＮ総合 28 位、アジャンＮ総合 79 位により、17 年 1 才鳩超長距離Ｎ
エース鳩第 1 位、同国際超長距離エース鳩第 2 位
祖父)ＮＬ10-1407017 Ｂ Ｋo.ファンドンメレン作 スピールの孫
祖母)ピポの母 Ｂ15-4207326 ベンジャミン・バルセロナ×Ｇ.ファンデンアベール
母)Ｂ11-4274682 ＢＣＷ デスメイター＝レスチアン作
祖父)オナインズ・ヨースト Ｂ02-4363145 ＢＷ 両親共デスメイター＝レスチアン作 タルベＮ5,189

羽中総合 8 位、同ＩＮ11,517 羽中総合 19 位、ポーＮ2,052 羽中総合 18 位、同ＩＮ6,553 羽中総合 60
位で 06 年 KBDB 超長距離Ｎエース鳩第 2 位
祖母)ＮＬ05-1545277 ＤＣ Ｊ.エルネスト作翔 兄弟ショーネ・ススの直仔／サンバンサンＳＮ総合
優勝、ボルドーＮ総合 2 位、同ＩＮ総合 3 位、サンバンサンＮ総合 23 位、ペルピニャンＮ総合 32 位
ブラウエ・スストーン×コウタース・ドィビン

【24】ＮＬ20-1525885 Ｂ ♂ Ｗ.Ｂ.デクルイフ作
父)カメル ＮＬ17-1312485 ＢＣ Ｗ.Ｂ.デクルイフ作翔 ヴィエルゾン NPO1,664 羽中優勝、同Ｎ26,141
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、レンニク 883 羽中優勝、ペロンヌ
1,459 羽中 3 位他で、FCI オールラウンドＮエース鳩第 4 位、同長距離Ｎエース鳩第 14 位他
祖父)デン・アルジャントン ＮＬ14-1096675 ＢＣ Ｗ.Ｂ.デクルイフ作翔 アルジャントン NPO7,374
羽中総合 10 位、ポン・サン・マクサンス 315 羽中優勝他 ドブルイン×デクルイフ
祖母)ＮＬ15-1479379 ＢＣ ヴィンセント・ホーゲヴェルフ作 マルティン＆ブック・デクルイフにプ
レゼントされ使翔 ペロンヌ 2,014 羽中 5 位、同 1,867 羽中 9 位他 ストロング×ブラック・パール
母)タビッチャ ＮＬ18-5006159 Ｂ Ｗ.Ｂ.デクルイフ作翔 フォンテネイ NPO12,920 羽中総合優勝、同
第 2 セクター19,100 羽中総合優勝 全姉／エル・サルヴァドール ペロンヌ 2,529 羽中優勝、フォンテ
ネイＮ12,766 羽中総合 18 位他の成績で、NPO・ＦＣＩ1 才鳩Ｎエース鳩第 1 位
祖父)クライネ・ズワルテ・ランボー ＮＬ10-1680392 ＤＣＷ Ｄ.＆Ｓ.ゴベル作 スピーレンブルグ
×ハットーホ
祖母)トリプル・シックス ＮＬ13-1233666 Ｂ Ｄ.＆Ｓ.ゴベル作 両親レオ・ヘレマンス作 ビューテ
ィフルの孫×スーパー・601

オークション・パート 3 12 羽 【終了日時（日本時間）
：9
：9 月 12 日 22 時 00 分】

【25】ＮＬ21-1261810 ＢＣ ♀ コール・デハイデ作 クランパー近親
父)バルカ・986 ＮＬ15-3515986 ＢＣ Ｃ.デハイデ作翔 バルセロナＩＮ12,315 羽中総合 25 位、同Ｉ
Ｎ16,485 羽中総合 48 位で、20～21 年バルセロナ国際エース鳩第 1 位
祖父)ＮＬ05-0522541 ＢＣ Ｃ.デハイデ作 異父姉／クィーン・トニー バルセロナＮ13,066 羽中総
合優勝、同ＩＮ25,835 羽中総合 4 位 ゾーン・バルセロナ・ダィフ直仔
祖母)エリー ＮＬ10-3039409 ＤＣ Ｌ.プルイゼン作 純Ｃ.デハイデ血統 ゾーン・カルカゾンヌ×
クランパーの曽孫
母)バイオレット・バルセロナ ＮＬ15-3515965 Ｂ Ｃ.デハイデ作翔 バルセロナＩＮ12,315 羽中総合 39
位、同Ｎ4,477 羽中総合 26 位、同Ｎ3,912 羽中総合 135 位、同Ｎ4,129 羽中総合 183 位の成績で 3 年バ
ルセロナ国際エース鳩第 3 位、同Ｎエース鳩第 2 位、4 年バルセロナ国際エース鳩第 5 位、ペルピニャ
ンＮ3,778 羽中総合 116 位、同Ｎ4,278 羽中総合 222 位、リモージュ 478 羽中 12 位
祖父)ゾーン・ドン・ミッシェル ＮＬ09-3959107 ＢＣ Ｃ.デハイデ作 直仔／バルセロナＩＮ30,669
羽中総合 31 位、同Ｎ総合 22 位、44 位、ペルピニャンＮ6,414 羽中総合 42 位他 ドン・ミッシェル
×ペルピニャン・ドィビン
祖母)クランパーの孫 ＮＬ07-1838400 ＤＣ 直仔／バルセロナＮ7,046 羽中総合 94 位、同Ｎ6,392 羽中
総合 100 位、ペルピニャンＮ5,607 羽中総合 74 位、同Ｎ総合 17 位他 PIPA 国際エース鳩第 13 位
ゾーン・クランパー×アンネット(バルセロナＮ7,489 羽中総合優勝、同ＩＮ25,835 羽中総合 2 位)

【26】ＮＬ21-2137360 Ｂ ♂ ファンヴァンローイ共同鳩舎作
父)マチュー ＮＬ19-3940039 Ｂ ファンヴァンローイ共同鳩舎作翔 モンリュソン 494 羽中優勝、同
NPO4,063 羽中総合 6 位、イソウドゥン NPO3,329 羽中総合 13 位、ラ・スーテレーヌ NPO2,108 羽中総合
10 位で、オリンピアード当日長距離第 1 位
祖父)エル・ドラド ＮＬ11-3047971 ＢＣ ファンヴァンローイ共同鳩舎作 直仔／オルレアンＮ10,853
羽中総合優勝、ギエン NPO4,224 羽中優勝、同Ｎ17,698 羽中総合 2 位、ヴェルヴィン 2,528 羽中優勝、
ラオン 2,510 羽中優勝、モリリンコート 1,978 羽中優勝他 ポペル(Ｓ.ゲーリンクス作翔 NPO2 回総
合優勝)×コーニンギネッケ(マリアン作 28,000 羽中総合優勝の母)
祖母)ＮＬ15-1850030 Ｊ.ホーイマンス作 超銘鳩ハリー×ダヴィンチの娘 直仔／優勝、上位入賞多数
母)リーケ ＮＬ17-1160325 Ｂ Ｐ.クランス作翔 ピティヴィエ NPO1,761 羽中総合 2 位、同Ｐ5,717 羽中
総合 2 位、シャトローNPO587 羽中 2 位、同Ｐ2,217 羽中総合 32 位、同Ｐ4,067 羽中総合 18 位
祖父)レンブラント ＮＬ16-1418980 Ｂ 両親共Ｐ.クランス作翔 数回上位入賞 ネロ×エレクトラ
祖母)サルマ ＮＬ16-1419002 Ｂ 両親共Ｐ.クランス作翔 数回入賞 アロンソ×ダフネＳ

【27】ＧＢ21Ｖ38500 ♂ シンジケート・ロフト(Ｐ.フォックス)作
父)ブルー・スパイダー Ｂ19-3007763 ルク＆ヒルデ・シウン作 異母姉／超銘鳩キャメロン 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（※アルジャントンＮ総合優勝の 2 週
間後）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、イルマ 19 年アル
ジャントンＮ15,235 羽中総合 2 位 ヴィクトリア ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 6 位
祖父)スピデイ ＮＬ11-1742464 ヴィレム・ドブルイン作 ジェローン×ブルー・フェーム(TBOTB 若鳩Ｎ
エース鳩第 5 位)
祖母)ティナＢ12-3142137 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 ラ・スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 23 位 姉妹／アヌー
ク ポアチエＮ13,134 羽中総合 4 位、シャトローＮゾーン 4,107 羽中 9 位、ラ・スーテレーヌＮ11,236
羽中総合 66 位、ツールＰ2,297 羽中 11 位、フォンテナイ 4,802 羽中 12 位、同 5,264 羽中 18 位、ブロ
アＰ5,645 羽中総合 41 位他 ビッグ・タイム (リック・ヘルマンス)×ビッグ・バブルズ(ドブルイン)
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(ピーター・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(ピーター・フォックス)作 バン
ディット×ムーン・グロウ 全兄弟/カミソリ・ボンバー

【28】
“バイエサ” ＮＬ21-1504439 Ｂ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
父)ガブバー ＮＬ19-1244755 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ヴァンディーの母子交配近親
祖父)チコ ＮＬ16-4784031 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ロイヤル・ドリーム(クライネ・ディルク近
親最高血統で、センス NPO4,237 羽中総合優勝のファーサイの半兄弟)×ヴァンディー(下記参照)
祖母)ヴァンディー 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 羽中総合 18 位、センス
7,958 羽中総合 41 位他で 14 年当日長距離Ｎエース鳩第 20 位 ミスター・Ｂ.Ｐ.×シャンタレル
母)アキラ ＮＬ20-4753842 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 ロリス 1,727 羽中総合 2 位、同 2,373 羽中総
合 25 位、ソールダン 5,502 羽中総合 28 位、センスⅡ4,995 羽中総合 71 位、シッタールト 16,327 羽中

249 位、兄弟／クィンラン イソウドゥン NPO2,082 羽中総合 2 位
祖父)ネサ NL15-1230666 ＢＣ 両親共Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／デュッフェル 2,356 羽中総合優
勝 半兄弟／ビッグ・サプライズ ブロア NPO 総合 2 位、ミス・サマム トロイ NPO8,079 羽中総合 4
位、ヨッヘン×ジーナ(当日長距離Ｎエース鳩エース鳩第 2 位)
祖母)ラヴィータ ＮＬ12-5211704 ＤＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／リ・ミン＆ベンソン 17 年当
日長距離Ｎエース鳩第 2、第 4 位 兄弟／ヴァキール ブロア NPO6,279 羽中総合 3 位、アベレ NPO
総合 2 位他 カシアス×ヘバーレヒツ・941

【29】Ｂ21-6083756 ＢＣ ♂ ブルックス・ニールス作 全姉妹／21-712 392Ｋ847 羽中 2 位、同 864 羽
中 23 位、136Ｋ1,186 羽中 4 位、同 971 羽中 10 位、同 563 羽中 19 位 他 21-596
父)レムコ・ランナー Ｂ19-6066046 ＢＣ ブルックス・ニールス作翔 キェブラン 136Ｋ1,351 羽中優勝、
同 176 羽中優勝、同 471 羽中 2 位他多数入賞で、KBDB 短距離Ｎエース鳩第 17 位 オリンピック・306
ケの筋
祖父)レムコ・ランナーの父 Ｂ13-6320709 ＤＣ ブルックス・ニールス作 異母兄弟／グレＮ618Ｋ
16,262 羽中総合 33 位 母はブロアＩＰ3,426 羽中総合 19 位、ポアチエ 626Ｋ139 羽中 9 位
祖母)ブリリアント・ランナー Ｂ15-6300239 Ｂ ブルックス・ニールス作 Ｇ.ファンデヴァウワー
×ポール・フーテン
母)サガンズ・クィーン Ｂ19-4050594 Ｂ ファンデンアベール＝ファンパッシェン共同鳩舎作翔 ブール
ジュ 732 羽中 15 位、シェブラン 724 羽中 30 位、ノワイヨン 4,404 羽中 98 位、同 3,559 羽中 255 位、
アルジャントン 6,657 羽中総合 553 位他 全兄弟／マルゴ シャトロー若鳩Ｎ20,789 羽中総合優勝、同
30,713 羽中最高分速 ヴィエルゾンＰ6,378 羽中総合優勝、ノワイヨン 705 羽中優勝
祖父)サガンズ・プリンス Ｂ17-4119021 ＢＣ ファンデンアベール＝ファンパッシェン共同鳩舎作 サ
ガン(ブールジュ 7,395 羽中総合 8 位、シャトローＮ12,150 羽中総合 85 位、同Ｎ18,499 羽中総合 376
位、アルジャントン 4,802 羽中総合 121 位他で、ＧＭＤ若鳩Ｎエース鳩第 1 位)×KBDB 中距離エース
鳩 1 位の妹(ガファールト＝ランノー)
祖母)シスター・464・グレグ Ｂ18-4020463 Ｂ ファンデンアベール＝ファンパッシェン共同鳩舎作
兄弟／グレグ KBDBＮエース鳩第 6 位、ミス・アルジャントン、ミス・ブールジュ、ミス・シャトロ
ー アイアン・ガイ×シャトウケの近親

【30】Ｂ21-3015217 Ｂ ♂ ルク＆ヒルデ・シウン作
父)ブラザー・キャメロン Ｂ17-3070231 ルク＆ヒルデ・シウン作 全姉／キャメロン 18 年シャトローＮ
13,098 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Ｎ9,760 羽中総合 6 位 全姉妹／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×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)ミラ B20-3020295 Ｌ.＆Ｈ.シウン作 半兄弟／20-119＆120 ポントワーズＰ3,072 羽中 5、62 位、
同Ｐ3,013 羽中 35、112 位、同Ｐ1,703 羽中 12、78 位
祖父)アヌークの孫 Ｂ19-3007711 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 ブールジュＮゾーン 1,725 羽中 9 位 半兄弟
／サーシャ 18～19 年最優秀アルジャントン鳩 ブールジュＮゾーン優勝
祖母)Ｂ17-3070232 上記ブラザー・キャメロン同腹

【31】Ｂ20-6246981 ＢＣＷ ♀ バルト＆ナンス・ファンエッケル作 半兄弟／17-266 シャトローＮ556
Ｋ4,641 羽中総合優勝、17-702 シャトローＰ1,482 羽中総合優勝、ブールジュ 395 羽中優勝、ナントィル
1,257 羽中優勝他でＰエース鳩第１位
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 18 年シャトロー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)ダブルＦ Ｂ16-6056536 Ｂ Ｂ.＆Ｎ.ファンネッケル作 父娘近親交配娘 種鳩 直仔／アルジャント
ンＩＰ1,126 羽中 3 位、同Ｎ23,280 羽中総合 83 位他多数入賞
祖父)Ｆ16 Ｂ09-6107016 Ｂ.＆Ｎ.ファンエッケル作翔 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 ズワルテ・ディアマント×スーパー・クラインチェ
祖母)Ｆ STVV Ｂ15-6059310 Ｂ(3 引き) Ｂ.＆Ｎ.ファンネッケル作 Ｆ16×エース

【32】ＮＬ21-1109057 ＤＣ ？ 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Ｉ
Ｎ1127Ｋ9,908 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(第 4 セクター) 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 ニコ・フォルケンス作 即種鳩 ボルドーＮ総合 3 位のダルトン×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Ｎ12,281 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 ゴールド・ウィング
賞獲得
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 1099、1110 位 基礎鳩ダックス・ドファーの孫

【33】ＮＬ21-1668780 ＤＣ ♂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作
父)タンギー ＮＬ15-1706564 Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作 スーパー種鳩 直仔／ファイ＝オー＝ロジェ NPO
9,218 羽中総合優勝、同 NPO6,957 羽中総合 7 位、シャトードゥンＳＮ5,989 羽中総合優勝、同Ｎ12,511
羽中総合 6 位、トロイ NPO3,836 羽中総合 3 位、シャトローNPO3,989 羽中総合 8 位、同 NPO3,794 羽中
総合 23 位、ペロンヌ NPO5,900 羽中総合 9 位、36 位、ギエン NPO5,615 羽中総合 62 位他で、フォンド・
シュピーゲル紙 18～19 年長距離Ｎエース鳩第 1 位
祖父)ガヴィン ＮＬ11-1741041 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作翔 ペロンヌ 11,269 羽中総合 17 位、
同 19,278 羽中総合 49 位、ルフェック NPO3,875 羽中総合 13 位、ツール NPO11,759 羽中総合 60 位、
センス NPO6,570 羽中総合 37 位 ヴァレンチノ×ロナウズ・ラスト
祖母)ボニータ ＮＬ09-1186437 ＬＢＣ シーズン後レース最優秀若鳩 全姉妹／エフォリア ブルドー
ザー×オリンピック・ソランジェ

母)アレクシス ＮＬ17-1819983 ＤＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 シャトードゥンＳＮ5,989 羽中
総合 8 位、ギエン NPO5,615 羽中総合 9 位、ピティヴィエ NPO3,435 羽中総合 47 位、シャトローNPO3,794
羽中総合 67 位、ブールジュＳＮ4,648 羽中総合 90 位、ビールジス 7,418 羽中総合 30 位、ヘール 6,739
羽中総合 30 位他で、18 年長距離Ｎエース鳩第 8 位
祖父)イブラヒム ＮＬ09-1961435 ＢＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 ファンルーン 直仔孫／20
年長距離Ｎエース鳩第 1 位、同中距離Ｎエース鳩第 1 位、18 年長距離Ｎエース鳩第 8 位、ヴェルヴィ
ン 6,240 羽中総合優勝、ヘール 3,970 羽中優勝、シャトードゥンＳＮ4,709 羽中総合 2 位他
祖母)クラウディオ・シェの母 ＮＬ10-1369244 ＢＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 直仔／クラウデ
ィオ・シェ 14 年 1 才鳩オール・ラウンドＮエース鳩第 1 位、14 年オールラウンドＮエース鳩第 4
位 アイアーカンフ×クラック

【34】ＮＬ20-1381355 ＢＣ ♀ ブリュッヘマン兄弟作 異父兄弟/レイラ ボルドーNPO 総合 5 位、バ
ルセロナ N 総合 75 位 セニャ アジャン P１才鳩 4 位
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 直仔/レイラ ボルドーNPO 総合 5 位、
バルセロナ N 総合 75 位 セニャ アジャン P 才鳩総合 4 位 全姉妹の直仔/アタサン 21 年バルセ
ロナ N 総合 7 位
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Ｎ
1247Ｋ7,010 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 バ
ルセロナ N3 回入賞 孫／ヤラ カオールＮ957Ｋ3,922 羽中総合 6 位 ボンテ・ルーロフス×ＮＬ001764292
祖母)ミロウ ＮＬ08-5810021 ブリュッヘマン兄弟作翔 09 年モントーバンＮ975Ｋ総合 2061 位、10 年
ペルピニャンＮ1106Ｋ5,409 羽中総合 374 位、11 年ポーＮ1091Ｋ2,706 羽中総合 113 位、12 年ナル
ボンヌＮ1047Ｋ4,303 羽中総合 776 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

【35】ＮＬ20-1060624 Ｂ ♂ アテマ共同鳩舎作 兄弟／3,933 羽中優勝、3,697 羽中優勝、2,302 羽中優
勝、1,233 羽中優勝、380 羽中優勝(1,732 羽中 2 位)、255 羽中優勝 (1,606 羽中 2 位)、130 羽中優勝 兄
弟の直仔／8,630 羽中優勝、7,769 羽中優勝、3,272 羽中優勝、2,799 羽中優勝、2,171 羽中優勝、1,677 羽
中優勝、1,068 羽中優勝、1,008 羽中優勝、944 羽中優勝、938 羽中優勝、361 羽中優勝他上位入賞多数.
父)ゾーン・カノン Ｂ14-6307048 ＢＣ ダイー・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4 位
祖母)フィオナ Ｂ11-6244764 Ｄ.ファンダィク作翔 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×Ｂ10-6284748(デン・11 の娘)
母)エーン・オーホイェ ＮＬ14-1439367 Ｂ アテマ共同鳩舎作 直仔／3,933 羽中優勝、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 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

【36】Ｂ21-5050091 ＢＣ ♂ ボスマンス＝リーケンス作
父)ナショナル・アレックス Ｂ12-4165554 デブルイカー＝デクラーネ共同鳩舎作翔 ラ・スーテレーヌ成
鳩Ｎ4,161 羽中総合優勝、ブロアＩＰ1,854 羽中総合優勝
祖父)Ｂ07-4329013 346 羽中 3 位、1,030 羽中 10 位、547 羽中 2 位、534 羽中 7 位他多数入賞のトッ
プ・レーサー ブノート×Ｇ.カルトィスのリモージュ近親ライン
祖母)Ｂ11-4087899 スクールス＝ド・ヴァーレ作 兄弟／リモージュＮ19,616 羽中総合 62 位 ファン
ネー・ギセリンク×スクールス＝ド・ヴァーレ
母)エリー Ｂ16-2188933 ボスマンス＝リーケンス作翔 16 年シャトローＮ545Ｋ14,762 羽中総合103 位、17 年
ソールダン315Ｋ667 羽中2 位他、18 年グレＰ600Ｋ362 羽中8 位、アルジャントンＰ575Ｋ1,166 羽中14 位、
ブールジュＰ2,050 羽中19 位、19 年カオールＰ783Ｋ711 羽中優勝、同Ｎゾーン1,819 羽中優勝、同Ｎ6,903 羽
中総合15 位、リモージュＰ683Ｋ767 羽中3 位、同Ｐ1,309 羽中13 位、リブルヌＰ800Ｋ445 羽中8 位他で、
KBDB 長距離Ｎエース鳩第8 位、同Ｐ1 位
祖父)Ｂ14-2099532 ボスマンス＝リーケンス作 兄弟／ラッキー・13-13 ゴールデン・フェザーＮエース鳩
第1 位 ラッキー・ルークの近親
祖母)Ｂ14-2099510 ボスマンス＝リーケンス作 ラッキー・ルーク孫

【37】Ｂ21-6167479 ＢＣ ♂ 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
祖母)プリンセス・プロパー B15-6063303 プロパー×アテナ
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／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 ヤルデル×ラジンダ
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

