
2022 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 25 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

な種鳩が多数出ております。参加ご希望の方は、保証金￥30,000を添えて2月23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) 猶、１件の保証金で、何羽指値して

頂いても結構です。第一希望、第二希望等の希望順位でも構いません。但し、過去の実績から 1 羽日本着

国内引き渡し価格最低￥150,000＋国内送料にて受け付けさせて頂きます。 

●国内送料 （3 羽まで）￥3,000  ●指値締切 本年 2 月 23 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、3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。 

※ 但し、昨今、ベルギーにおける鳥インフルエンザの影響により、日本到着が遅れる場合があります。その点につきまして、ご

了承下さい。 

 

●猶、競売される鳩の写真は、一部のヒナ鳩を除き、ド・ダイフ紙（及び）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 ☎048(485)9671 FAX:048(485)9672  

 

E-mail:tadashi@champion-trade.jp （島村）  

http://www.champion-trade.jp/ （弊社HP） 

https://www.deduif.be/ （ド・ダイフ紙HP） 



   

 
 

【１】Ｂ22-2130411 雌 ※※※※22年度年度年度年度ゴウデン・ダィフゴウデン・ダィフゴウデン・ダィフゴウデン・ダィフ賞ベルギー第賞ベルギー第賞ベルギー第賞ベルギー第1位位位位アルベルト・デルヴァ作アルベルト・デルヴァ作アルベルト・デルヴァ作アルベルト・デルヴァ作 全兄弟

／超銘鳩ダヴィニア ラ・スーテレーヌＮ9,469 羽中総合4 位、イソウドウンＮ10,603 羽中総合6 位、ア

ルジャントンＮ5,158 羽中総合 7 位、モンリュソンＮ14,104 羽中総合10 位、シャトローＮ6,377 羽中総合

19位他2回、ブールジュＮ23,195羽中総合58位  

父)ＮＬ15-3506966 クーン・ミンダーハウト作 母子近親直仔 

祖父)ド・ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ    ピティヴィエ NPO5,240 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  13年欧州杯オールラウンド蘭・白エース鳩第1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)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作 ゲーローガーの母 

母)ＮＬ14-1209905 ヤン・ホーイマンス作 

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)Ｂ11-1522018 ヘルマン・パウ作 両親ディルク・ファンダィク作 カンニバールの近親 

 

 

【2】 ＮＬ22-2204245 Ｓ 雄 ※※※※22 年度年度年度年度ゴウデン・ダィフゴウデン・ダィフゴウデン・ダィフゴウデン・ダィフ賞賞賞賞オランダ第１位オランダ第１位オランダ第１位オランダ第１位ＡＡＡＡ....ホームス父子作ホームス父子作ホームス父子作ホームス父子作    全兄弟

／メース 16-601 イソウドゥン 909 羽中優勝、同NPO4,564 羽中総合2 位、ロワイエ 1,935 羽中優勝、ラ・スー

テレーヌＮ8,600 羽中総合6 位、シャトローNPO1,954 羽中総合7 位 ジュリア 18-769 ヴィエルゾン NPO1,410

羽中総合 2 位、同Ｎ26,141 羽中総合 56 位、メルン 10,375 羽中総合 113 位他入賞多数、ロアン 18-769 ヴィ

エルゾンNPO1,410羽中総合6位で南オランダ長距離クラブフーデン・クラック1位他 ヨアヒム（２年連続当日

長距離エース鳩5 位）、ラルス イソウドゥン NPO2,239 羽中総合5 位他入賞多数、ド・600 優勝2 回他若鳩短

距離エース鳩 1 位、ナディン アラース 692 羽中優勝他エース鳩 5 位、サミラ 入賞 19 回でエース鳩 7、9 位

他 サマンサ、ＢＧＢ、ヴィダル、スヴェン、トリプル６，フェリス、シエナ等無数 兄弟の直仔／アルカラズ 22-

038 ロワイエ 5,977 羽中最高分速優勝、フォンテネイ 717 羽中優勝、21-707 シャトローNPO3,671 羽中総合 2

位、エスタヴァナ 同総合3 位、19-015 19 年若鳩エース鳩1 位、21-262 短距離エース鳩1 位 21-274 当日

長距離エース鳩1 位他好鳩無数 

父)レノ ＮＬ14-1115579 Ｂ Ａ.ホームス父子作翔 ロワイエ 665 羽中2 位、シャトローＮ11,922 羽中総合 

91 位、モルリンコートＮ10,683 羽中総合144 位、アルジャントン NPO3,757 羽中総合69 位、ルフェック 

NPO1,323 羽中総合54 位他 スーパー種鳩 両親祖父母全クーン・ミンダーハウト作 

 祖父)フィン ＮＬ12-1679687 Ｂ 直仔／マットホイス、パブロ ブラウエン・170×ブラウチェ・684 

 祖母)リズ ＮＬ13-3351910 Ｂ 直仔／サラヤ オルレアンＮ10,333 羽中総合優勝、ロワイエ 1,379 羽中優 

勝他、ダニ ラ・スーテレーヌＮ8,600 羽中総合2位、イソウドゥン NPO4,564 羽中総合3 位、ミルテ 連盟エ 

ース鳩2 位他 ラーテ・ターボ・608×522の娘 

母)ロクサーヌ ＮＬ14-1115572 Ｒ Ａ.ホームス父子作翔 キェブラン2,846羽中5位、ロワイエ1,085羽中 

4 位、同1,253 羽中6 位、同2,301 羽中16 位、ポン・サン・マクサンス 996 羽中5 位、同769 羽中6 位、ニ 

ールグニース 596 羽中5 位他 



 祖父)サンフラワー ＮＬ07-1900322 Ｒ 両親共ヤン＝ヤープ・ボリヤー作翔 自身ブロア 603 羽中優勝、 

同Ｎ43,064 羽中総合 45 位、モルリンコート 862 羽中優勝、同 250 羽中優勝、ポメロイル 552 羽中優勝、

ソールダン 109 羽中優勝 

 祖母)基礎鳩エリー ＮＬ11-1806435 Ｂ 両親共Ｋ.ミンダーハウト作 直仔／ロウ 16-629 ラ・スーテレ 

ーヌ NPO2,442 羽中優勝、同Ｎ11,959 羽中総合 2 位、アドウィン 13-444 サンカンタン 1,433 羽中優勝、

イソウドゥン NPO6,607 羽中総合8 位、モー7,032 羽中8 位他 ブルー・パワー202×シュプルーチェ001 

 

 

【3】 “プリンツ・ミカエル” ＤＶ04715-22-331 Ｂ 雌 ※※※※22年度年度年度年度ゴウデン・ダィフゴウデン・ダィフゴウデン・ダィフゴウデン・ダィフ賞賞賞賞ドイツ第１位ドイツ第１位ドイツ第１位ドイツ第１位ティノ・ティノ・ティノ・ティノ・

ベルゲマン作ベルゲマン作ベルゲマン作ベルゲマン作    

父)デア・プリンツ ＤＶ04715-15-890 Ｔ.ベルゲマン作翔 17 年 12／13 入賞、16 年12／13 入賞内649Ｋ 

964 羽中6 位、同878 羽中17 位、319Ｋ2,302 羽中10 位、同2,317 羽中10 位、同3,736 羽中13 位、同 

2,533 羽中24 位、417Ｋ5,856 羽中16 位他 564Ｋ1,667 羽中24 位、520Ｋ4,245 羽中43 位他 2 年連続地 

区エース鳩１位 

 祖父)ケーニッヒ ＤＶ04715-13-55 Ｔ.ベルゲマン作翔 半姉妹／185Ｋ1,853 羽中優勝、423Ｋ5,652 羽中 

優勝、同5,868 羽中優勝、339Ｋ2,009 羽中優勝、338Ｋ2,533 羽中優勝 ベルゲマン×スーンチェス 

祖母)ケーニギン ＤＶ04715-10-319 Ｂ Ｔ.ベルゲマン作 種鳩 スーパースター1×コッペン 

母)ミカエラ ＤＶ051—17-391 Ｂ Ｈ.＆Ｍ.シュルッカー作翔 20 年長距離Ｎレース世界最優秀鳩 ドイツ 2 

位、405Ｋ1,069 羽中優勝、327Ｋ1,091 羽中3 位、418Ｋ361 羽中3 位、同2,267 羽中18 位、245Ｋ1,376 羽 

中3 位、509Ｋ2,457 羽中14 位、同1,308 羽中17 位、615Ｋ822 羽中16 位、414Ｋ5,213 羽中21 位他 

祖父)デア・ディッケ ＤＶ051-13-151 自身3、11、15、34、42 位他 兄弟／最優秀１才雌鳩 

 祖母)レギオ・ベステ・Ｂ395 Ｂ13-6250395 ファンホーヴェ＝アイターホーヴェン作 2、10、10、11、39、 

42、51位他でレギオナル最優秀雌鳩 

 

 

【4】 ＮＬ22-8504683 ＢＣ 雄 ※※※※22年度年度年度年度ゴウデン・ダィフゴウデン・ダィフゴウデン・ダィフゴウデン・ダィフ賞賞賞賞国際超長距離第１位国際超長距離第１位国際超長距離第１位国際超長距離第１位クリス・パウエ作クリス・パウエ作クリス・パウエ作クリス・パウエ作 異

母兄弟／サンダー・クィーン 22年ナルボンヌＮ6,260羽中総合優勝、同１才鳩ＩＮ12,821羽中優勝、同ＩＮ26,604

羽中総合3 位、ダックスＮ4,798 羽中総合39 位で、FCI マラトン世界最優秀鳩第2 位 

父)オリンピック・ミス・ガイスイェの孫 ＮＬ18-3846285 ＢＣ ヨー・ファンシャインデル作 兄弟／21 年ペ 

ルピニャンＮ総合3 位、22 年同総合31 位、ポーＮ総合111 位で、ペルピニャンＩＮエース鳩第1 位 異母兄 

弟／リトル・ロック ペルピニャンＮ総合 48 位、マルセイユＮ総合 70 位、ポーＮ総合 79 位で、長距離Ｎエー

ス鳩１位のタイトル３個獲得 

 祖父)フランク ＮＬ11-1213286 アルヤン・ビーンズ作 全兄弟／OMG430(別記参照) 直仔長距離上位入 

賞多数 ミスター・ビューティフル×超銘鳩オリンピック・ミス・ガイスイェ 

 祖母)クィーン・トニーの孫 ＮＬ16-3638401 Ｊ.ファンシャインデル作  

母)キム ＮＬ16-1584191 ＢＣ 17 年ダックスＮ4,788 羽中総合2 位、同10,430 羽中総合3 位 直仔孫長距 

離多数入賞 

祖父)フランス ＮＬ07-3734373 ＢＣ フランス・ゾマース作翔 カオールＮ13,185 羽中総合36 位、同Ｎ 

12,128 羽中総合2670 位、モントーバンＮ17,364 羽中総合391 位他、サンバンサンＮ13,020羽中総合 

884位他ボルドー２回入賞 ファンデウェーゲン・ファンヴァンローイ系 

 祖母)ニューエ・ナルボンヌの娘 ＮＬ13-3312305 ＢＣＷ Ko.ファンドンメレン作 叔父／ナルボンヌＮ 

3,968羽中総合優勝、同3,850羽中総合11位、同4,303羽中総合182位、ポーＮ２回入賞 

 

 

【5】“スペシャル・アイアン・マン” Ｂ22-6020236 Ｂ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作 特別交配直仔 

父)アイアンマン Ｂ17-6025089 ＢＣ ホック・ジョス・フェルカメン作翔 メルン 310Ｋ10,781 羽中最高 



分速優勝、シェブラン354Ｋ907 羽中最高分速優勝、同654 羽中優勝、同974 羽中同着2 位、メルン616 

羽中優勝、ノワイヨン208Ｋ669 羽中優勝 

祖父)ブルース・リー ＮＬ16-1526371 ＢＣ フェルケルク作 アンディ・マレー×ユートピア 

祖母)ムラン Ｂ09-6248277 Ｂ ホック・ジョス・フェルカメン作 ボロ×ポリーナ 

母)オリンピック・エヴァＢ14-6175226 ホック・ジョス・フェルカメン作翔 17 年ブリュッセル・オリンピ

アード長距離代表 イソウドンＮゾーン 615 羽中優勝、同Ｎ2,216 羽中総合 2 位、シャトロー526K958

羽中最高分速、Ｐ2,644 羽中2 位、アルジャントンＮ555K3,110 羽中総合7 位、ラ・スーテレーヌＮ2,939

羽中総合19 位 直仔/シャトローＮゾーン883 羽中4 位、チュレＮ657K ゾーン1,316 羽中総合11 位 

 祖父)マックス Ｂ10-6052102 エレクトロ××グローリア 

祖母)キカＢ13-6026166 ドールダン366K552羽中5位 シモン×シリ 

 

 

【6】 ＮＬ22-8281165 Ｂ 雄 ウィル＆ファルコ・エベン作 半兄弟／ピッツァ ラ・フェルテ 530Ｋ1,275 羽

中優勝他 PIPA ランキングＮエース鳩オールラウンド第 1 位 パンデミック ニールグニース 252Ｋ2,664 羽中

優勝、モルリンコート 313Ｋ909 羽中優勝他で短距離Ｎエース鳩4 位 

父)リヌス ＮＬ16-1310994 ＢＣＷ Ｗ.＆Ｆ.エベン作翔 優勝４回内シャトードゥンＮ517Ｋ12.511 羽中総合 

優勝、同44,690 羽中最高分速、ニールグニース 12,624 羽中総合4 位、同10,693 羽中総合6 位、デュッフ 

ェル 386 羽中優勝他 孫／22 年PIPAＮエース鳩1 位、 

NPO 長距離Ｎエース鳩2 位、21 年NPO 若鳩Ｎエース鳩3、9 位 

祖父)ディアブロ ＮＬ08-1241483 Ｂ Ｗ.＆Ｆ.エベン作翔 モルリンコート NPO16,971 羽中総合優勝、 

モースクロン 1,767 羽中2 位、シント・ヨブ 5,324 羽中3 位他 直仔孫／ペロンヌＰ10,372 羽中総合優勝、 

キェブラン 8,836 羽中総合優勝、ニールグニースＰ8,555 羽中総合優勝、メルンＰ7,291 羽中総合優勝、シ 

ャトードゥン NPO4,058 羽中総合優勝 サイルス(クンダース＝エベン共作)×シンシア(エベン) 

 祖母)インディ ＮＬ13-1921958 ＤＣ Ａ.スカーラーケンス作 優勝6 回内スワソン 311Ｋ2,538 羽中優 

勝、モー377Ｋ1,473 羽中優勝、ブールジュ 578Ｋ1,583 羽中優勝、サルブリ 555Ｋ279 羽中優勝、シャトロ 

ー623Ｋ302 羽中優勝、アッセ 140Ｋ213 羽中優勝他で連盟長距離エース鳩1 位 ヘッド＆テイル×ジ 

ョシュア 

母)ペケ Ｂ20-6130898 Ｂ Ｆ.＆Ｋ.マリアン作 エベン使翔 ルフェックＮ760Ｋ9,998 羽中総合優勝、シ

ャロン 10,901 羽中総合 76 位、シャトロー3,304 羽中総合 25 位他で 20 年連盟若鳩エース鳩 1 位 兄弟／

20-33 ブールジュＮ25,096 羽中総合33 位、シャトローＮ22,196 羽中総合103 位 20-814 優勝2 回 

祖父)ジョシュア Ｂ16-4027101 ＢＰ Ｆ.＆Ｋ.マリアン作 両親ディールクス＝フィスルス作翔 ジュ 

ラス(16 年KBDB 大中距離Ｎエース鳩第1 位)×ヘット・614(12 年アルジャントンＮ22,334 羽中総合優勝) 

祖母)アンドレア Ｂ18-4146459 Ｂ 両親共ディールクス＝フィスルス作 オンベケンデ・ソルダート× 

スーパー・ジュリア  

 

 

【7】 Ｂ22-2138988 ジェローン＆スティヤ・ランス作 

父)Ｂ21-2073784 兄弟／ジェフ 19 年バルセロナＩＮ16,051 羽中総合優勝 18 年ペルピニャンＮ3,966 羽中総 

合35 位他超長距離５回入賞 

祖父)エディ Ｂ14-2324365 エディ・ファブレ作 直仔／ヴィクトリア滝委託最終15 位、ペルピニャンＮ総 

合121 位、カオールＮ総合391 位、サンバンサンＮ総合81 位 ゲシェルプテ・バルセロナ(バルセロナＮ 

12,612 羽中総合57 位)直仔 

 祖母)115 Ｂ10-2022116 直仔孫／ファンレンスＮ総合2位、タルベＮ総合13位、バルセロナＮ総合18、29位 

母)Ｂ20-2117033  

 祖父)ロンメラーレ Ｂ12-2196021 ロンメラーレ作 スーパー種鳩 直仔／レディ・バルカ 16～19 年バル 

セロナ・エース鳩第2 位、孫／アジャンＮ総合11、118 位、ナルボンヌＮ総合30 位、モントーバンＮ総合 



89 位、ペルピニャンＮ総合130 位他 ズワルテ・ブーレンスの直仔 

祖母)テキン 1&2 ＮＬ18-1787531 ＢＣ テキン共同鳩舎作 16 年ペルピニャンＩＮ12.698 羽中総合優勝 

サルタン×同総合2 位ファースト・レディ 直仔／ナルボンヌＮ総合30位、オーリャックＮ総合37位 

 

 

【8】“オーティス” Ｂ22-4137621 Ｂ フレディ＆ジャック・ファンデンヘーデ作 異母兄弟／ブールジュ

6,113 羽中総合5 位、ヴィエルゾン 4,973 羽中総合5 位、アルジャントン 3,857 羽中総合7 位 

父)リアム Ｂ17-4200195 ＢＣ Ｆ.＆Ｊ.ファンデンヘーデ作翔 シャトロー5,209 羽中2 位、同Ｎ13,098 羽 

中総合88 位、アルジャントン 4,572 羽中3 位、同Ｎ19,858 羽中総合82 位、チュール 725 羽中優勝、ヴィエ 

ルゾン7,838羽中総合27位、グレ2,123羽中8位、ブロア2.480羽中22位他で20年KBDBオールラウン 

ドＮエース鳩第1 位 

祖父)ベリーニ Ｂ10-4326266 ＢＣ 直仔／ポアチエＮ14,094 羽中総合 32 位、ラ・スーテレース 1,381 羽

中 7 位、グレ 4,003 羽中 31 位他上位多数 ブラウエ・プリンス(プロス・ローザン)×スナイア(シャ

トロー5,831羽中総合優勝) 

  祖母)アリヤナ Ｂ07-4093331 Ｂ アルジャントンＮⅠ5,763 羽中総合優勝、アルジャントンⅡ985 羽中3 位、 

ブールジュＮ10,906 羽中総合43 位 ビヨンセ(トゥーリー416羽中優勝)の娘 

母)ラ・ドゥース Ｂ20-4027399 ＢＷ Ｆ.＆Ｊ.ファンデンヘーデ作 異父兄弟／18 年KBDB 長距離Ｎエー 

ス鳩2 位、オリンピアード長距離2 位、異母兄弟／20 年KBDB 長距離Ｎエース鳩3 位、22 年KBDB オール 

ラウンドＮエース鳩3 位、大中距離Ｎエース鳩3 位 

祖父)ドクトリン Ｂ17-4200398 ＢＷ オルレアン 6,375 羽中総合優勝、オルレアンⅡ1,329 羽中2 位、ヴィ 

エルゾン 3,854 羽中17 位、グレＮ8,517 羽中総合77 位 フリントストーン×ファイザル 

 祖母)ホット・スーパーケ・フレディ 2 Ｂ13-4050202 ＢＷ スーパー・チャンプ×スーパーケ・フレディ 

 

 

【9】 ＮＬ22-8076695 ＢＣ 雌 ライデマン兄弟作 兄弟／アーロン330Ｋ総合11,184羽中3位、同16,181

羽中18位、ディズィ379Ｋ5,618羽中9位で、PIPAランク中距離Ｎエース鳩9位 異母兄弟／アーロン13,967

羽中総合優勝  

父)ボド ＮＬ17-1864079 ＢＣ ライデマン兄弟作 半兄弟／レイチェル ヴェールトＰ11,059羽中優勝、 グ 

リズル・ママ(22 年KBDB 短距離Ｎエース鳩第2 位の母)、リーブリング シメイ 1,299 羽中4 位、シャトローＮ 

3,647 羽中総合7 位、ロリス NPO1,956 羽中総合10 位、オーセール NPO2,611 羽中総合22 位、ブールジュ 

Ｎ5,877 羽中総合37 位他、ブルー・ガム、ジェット・リー   

祖父)エース・820 ＮＬ16-1075820 Ｂ ライデマン兄弟作翔 ヴェールト5,552羽中優勝、キェブラン10,570 

羽中 3 位、ラオン 6,371 羽中 3 位、レイテル 7,115 羽中 6 位他で、18 年オールラウンド＆中距離ＩＰエー

ス鳩第1 位 スヘーレ兄弟×ステラーマン 

 祖母)シア ＮＬ15-123189 ＤＣ ライデマン兄弟作翔 ゲネＰ11,041 羽中総合優勝、イスネス 8,525 羽中 

総合優勝、キェブランＰ2,480 羽中優勝、同 10,570 羽中総合 11 位、ホイスデン 11,336 羽中 34 位 Ｗ.

ルーパー×ライデマン兄弟 

母)レア ＮＬ19-1249123 Ｇ ライデマン兄弟作 半兄弟／エヴァ フェンローＰ4,429 羽中総合優勝 トンゲ 

レン 7700 羽中優勝他で 19 年短距離エース鳩1 位 ドーター・グード・グライス ハヌー5,447 羽中優勝、シ 

メイ 1,464 羽中優勝 アイアーカンフ鳩舎で直仔スピーディ・グリズルがＮエース鳩1 位 ソン・グード・グラ 

イス シメイ 1,006 羽中優勝 

祖父)ＤＶ01274-15-145 Ｂ Ｗ.ルーパー作 オリンピック・レオ(レオ・ヘレマンス)×ドイツＮエース 

鳩1位の娘 

祖母)グード・グライス Ｂ15-6106415 Ｇ 両親共ファンデンブランデ兄弟作 ライデマン兄弟使翔 ラ 

オン NPO6,371 羽中総合優勝、デュッフェル 5,821 羽中優勝、ホイスデン 11,336 羽中2 位、同5,927 羽中 

2 位、ヴァイチェン 3,617 羽中2 位  



 

 

【10】 Ｂ22-2020255 Ｂ 雌 ヤン・メース作 

父)イゴール Ｂ19-2138114 Ｂ ヤン・メース作翔 スワソン 1,941 羽中優勝、同835 羽中優勝、同529 羽 

中優勝、同601 羽中優勝、同341 羽中優勝、ナントィル 904 羽中優勝、同817 羽中優勝他で 21 年KBDB 

短距離Ｎエース鳩第2 位、世界最優秀鳩第1 位 兄弟／21 年KBDB 短距離Ｎエース鳩第20 位 

祖父)ブラウエ・ティーン Ｂ15-6282889 ロジェ・エンゲレン作  

 祖母)エルフケ Ｂ16-2101911 スーパー種鳩 モーリス・ハーセンドンクのブラウエ・ハーセンドンク娘 

母)Ｂ20-2054684 ヤン・メース作 同腹／アポロⅡスワソン 835 羽中優勝、同303 羽中優勝、モミニー3 回 

優勝等で、KBDB1 才鳩Ｎエース鳩第14 位 

祖父)ブラウ Ｂ17-2087390 ブラウエ・ティーン(上記)×イチャ(デニス・サパンのオリンピアード鳩) 

 祖母)クライン・ブラウ Ｂ20-2122498 ３羽の優勝鳩の母 ブラウエ・ハーセンドンク×Ｒ.エンゲレンのナ 

ディンの半姉妹 

 

 

【11】 ＮＬ22-8230643 ＰＢ 雄 ハンス＆エヴェルト・ヤン・アイアーカンフ作 

父)ハリケーン・ハンス ＮＬ19-1411264 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 ナントィル 761 羽中優勝、 

センス 1,864 羽中優勝、同Ｎ8,414 羽中総合4 位、ニールグニース 6,400 羽中10 位、セザンヌ 4,291 羽中 

12 位、メルン NPO2,659 羽中総合13 位、シャトードゥン NPO4,058 羽中総合14 位、キェブラン 6,209 羽中 

21 位他で 19 年若鳩中距離Ｎエース鳩第2 位、20 年長距離セミＮエース鳩7 位、中距離Ｎエース鳩14 位 

兄弟／キャプテン・ハンス シャトローNPO3,794 羽中総合3 位 キェブラン 2,135 羽中2 位、ボクステル 

2,396 羽中11 位                                       

祖父)オリンピック・ハンス ＮＬ12-1204759 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 シャトローNPO709Ｋ 

3,120羽中総合優勝、モンス1,847 羽中優勝、ペロンヌ683 羽中優勝、ナントィルNPO448Ｋ4,476 羽 

中総合2 位、ホイスデン＝ゾルダー2,537 羽中3 位、ブールジュNPO3,815 羽中総合9 位、オーセール 

NPO550Ｋ5,518 羽中総合17 位他で当日長距離Ｎエース鳩第3 位、オリンピアード・オールラウンド 

部門第１位直仔／長距離Ｎエース鳩第2 位、NPO 総合3、4、5、7 位 オリンピアード・ヴィレム× 

ピーター・フェーンストラの雌 

祖母)インディ ＮＬ14-1603358 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 トロイ NPO4,122 羽中総合 5 位、 

 シャトローNPO2,200 羽中総合7 位、シャトードゥンNPO3,621 羽中総合9 位他で長距離Ｐエース鳩第 

2 位 兄弟／ブールジュNPO6,187 羽中総合優勝他 ヤンセン・ファンルーン系 エミリオ×カイラ 

母)シスター・ジェット ＮＬ17-1647663 ＢＣ ライデマン兄弟作翔 ロリスＮ597Ｋ6,086羽中総合9位、オー 

セール 572Ｋ1,208 羽中9 位、トロイ 509ＫNPO2,485 羽中総合26 位 兄弟／ジェット アッセ11,343 羽中 

総合優勝、ギエン7,768 羽中総合優勝、レイテル4,692 羽中優勝、ラオン6,571 羽中総合6 位他 

祖父)トルステン ＤＶ01274-14-71 ＰＢ 両親共ヴォルフガンング・ルーパー作 オリンピック16直仔 

 祖母)シルヴァー・ドリーム ＤＶ02737-11-1597 ＢＣ Ｗ.ステラーマン作 スーパー種鳩 直仔／フロイ 

ド 11,474 羽中優勝、エース 820 5,552 羽中優勝、孫／万羽優勝4 羽 ヴォウタースのブルー・ドリーム 

×コープマンのクライネ・ディルクの娘 

 

 

【12】 ＮＬ23-9322050 Ｂ 雄 ファンデンホイフェル兄弟作 

父)ＮＬ20-1505368 Ｂ ファンデンホイフェル兄弟作翔 ポントワーズ 9,662 羽中総合11 位、シャトロー 

3,934 羽中総合18 位、デュッフェル 2,370 羽中18 位、イソウドゥン 9,293 羽中総合24 位、シャトロー7,962 

羽中総合57 位、サルブリ 17,448 羽中総合157 位他上位入賞多数他でゴウエ＝アイセル合同会ＣＨ鳩第1 

位他タイトル多数 兄弟／20 年SGO 若鳩短距離ＣＨ鳩2 位、同SGO ゼネラルＣＨ鳩1 位他 

祖父)ＮＬ18-5130748 Ｂ ファンデンホイフェル兄弟作 ファンデンホイフェル×ファンデンホーゲン 



 祖母)ＮＬ16-1535449 Ｂ ファンデンホイフェル兄弟作 ファンデンホイフェル×Ｒ.ディールスのゴ 

  ウ 

ドハーンチェの娘 

母)ＮＬ20-1778408 Ｂ Ｃ.ファンドヴェーテリングのナショナールチェ近親 

 祖父)ミズター・ブラーヴェ ＮＬ19-1023752 ヤン・ホーイマンス作 両親合計34 回上位１％内入賞 

  ブラーヴェ・ハリー(シャトードゥンＮ12,995羽中総合優勝他)×ニュー・ナショナールチェ(下記) 

 祖母)ニュー・ナショナールチェ ＮＬ15-1839396 Ｂ Ｃ.ファンデヴェーテリング作翔 レシネス 4,254 羽 

中総合優勝、アッセ 2,091 羽中優勝、ニールグニース 316 羽中優勝他で、最優秀１才鳩6 位、PIPA 成鳩 

エース鳩10 位 ファンガーペア近親×ナショナールチェ 

 

 

【13】 “ザ・841” Ｂ22-5039841 雌 ステファン・スティーンベルゲン作 ブリクセンの重近親 兄弟姉妹

とその直仔／ブールジュＰ470Ｋ2,966 羽中3 位、同Ｎゾーン 5,803 羽中17 位、シャトローＮ530Ｋ10,442 羽中

総合61 位、同Ｎ10,454 羽中総合52 位、アルジャントンＮ550Ｋ13,730 羽中総合35 位他 

父)ブリクセン・シヒト Ｂ12-2038101 デノ＝ヘルボッツ作 異父兄弟／バロン アルジャントンＳＮ3,144 羽中 

総合優勝、同ⅡＮ5,208 羽中総合19 位、ブールジュＮゾーン 9,061 羽中11 位 

祖父)サン・ブラウエ・ブリクセン Ｂ09-2100552 シャトローＮゾーン 9,112 羽中36 位、ラ・スーテレーヌＮゾ 

ーン2,315羽中41位、アルジャントンＮゾーン3,809羽中50位他 ブラウエ・ブリクセン×ヴィオレッタ 

 祖母)ドーター・ブリクセン Ｂ05-3006565 ガビー・ファンデンアベール作 ブリクセン×グード・ヨング 

母)ニキ Ｂ13-5030556 Ｓ.スティーンベルゲン作  

 祖父)ブリクセン・シヒト Ｂ12-2038101 上記参照 

 祖母)インブレッド・ブリクセン Ｂ12-2038213 ヘネス作 ブリクセン近親 ブリクセン孫×ネプチューナス孫 

 

 

【14】 ＮＬ22-88459089 ＢＣ 雄 Ｗ.Ａ.ドブルイン作 異母兄弟／チュールＮ4,451 羽中総合 6 位(Ｒ.ヘ

ルマンス使翔)他上位多数 異父兄弟／ポン・サン・マクサンス15,064 羽中総合6 位、ブロア15,362 羽中

総合2 位、モルリンコート4,042 羽中9 位、メルン1,210 羽中優勝、ブロア11,576 羽中総合優勝他 

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)フォーベ ＮＬ16-1525705 ＢＣ Ｗ.ドブルイン作翔 デュッフェル4,737羽中3位、ペロンヌ3,560羽中 

4 位、同3,141 羽中17 位、キェブラン 4,237 羽中10 位他若鳩エース鳩2 位   

祖父)ボンバリー ＮＬ15-1706927 ＢＣＷ 両親共Ｗ.ドブルイン作翔 アッセ 4,932 羽中4 位他 

祖母)ダンシング・クィーン ＮＬ14-1068122 ＢＣ Ｃ.＆Ｍ.エヴァーリング作翔 モルリンコート3,609羽 

中2 位、同4,424 羽中11 位、同5,157 羽中18 位、ペロンヌ 3,839 羽中7 位他 1/2ドブルイン 

 

 

【15】 ＮＬ22-8354373 雌  ブリュッヘマン兄弟作 

父)アタサン ＮＬ19-1549231 ブリュッヘマン兄弟作翔 21 年バルセロナＮ1246Ｋ4,919 羽中総合7 位 兄 

弟／ヤラ カオールＮ957Ｋ3,922 羽中総合 6 位、ボルドーＮ931Ｋ3,264 羽中総合 43 位 リカルド 21 年バ



ルセロナＮ1246Ｋ4,919 羽中総合88 位他スーパー鳩多数 

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×ルアナ  

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×ミロウ 

母)ボンテ・ファン・アジャン・アイス ＮＬ18-1770280 アイス・カプテイン 

 祖父)ボンテ・フリームイス ＮＬ12-1498977 カオールＮ総合 6 位、ポーＮ総合 25、288 位、ナルボンヌＮ

総合163位 両親共アイス・カプテイン作翔 ルーロフス・ブリュッヘマン×カプテイン 

 祖母)ＮＬ14-1850253 アイス・カプテイン作翔 アジャンＮ総合6 位、ベルジェラックＮ総合55 位 

 

 

【16】 ＮＬ22-2237976 ＢＣ ファンヴァンローイ共同鳩舎作 

父)ミスター・ジョン ＮＬ21-2136910 ＢＣ ファンヴァンローイ共同鳩舎作翔 シャトロー643 羽中優勝、同 

NPO4,128羽中総合優勝、イソウドゥンNPO5,765羽中総合3位、ナントィル5,861羽中総合71位他入賞多数 

 祖父)オリンピック・フローム ＮＬ11-1742433 Ｗ.ドブルイン＝Ｃ.＆Ｍ.エファーリング共作 オリンピッ 

ク・ハリケーン×オリンピック・シャロン 

祖母)ＮＬ19-3940087 Ｂ 両親共ファンヴァンローイ共同鳩舎作翔 モルリンコート1,128羽中3位、メル 

ン 3,231 羽中総合3 位、オルレアン NPO2,596 羽中総合9 位、同Ｎ10,333 羽中総合28 位、ナントィル 

3,849 羽中総合42 位他  

母)レディ・アニヤ ＮＬ21-2137105 Ｓ Ｆ.＆クーン・マリアン作翔 イソウドゥン 756 羽中優勝、同 

NPO5,765 羽中総合優勝、ロリス NPO3,012 羽中総合10 位、アルジャントン NPO2,401 羽中総合31 位他 

祖父)ペール・ナイト ＮＬ15-6162003 Ｓ Ｆ.＆Ｃ.マリアン作 優勝9回のオリンピック・トメケ×デ 

ィルク・ファンデンバルクのブレーケ・レナ 

 祖母)チョニ ＮＬ18-6133190 Ｆ.＆Ｃ.マリアン作 アンディ(ディーリクス=フィスルス)×シャルマン 

 

 

【17】 Ｂ22-6176931 雌 クリス・ファンマッセンホーフェン作 

父)ヴォウト Ｂ20-6090616 564 羽中優勝、554 羽中優勝、452 羽中優勝273 羽中優勝238 羽中優勝他で、21 

年Ｎエース鳩1 位、20 年同19 位 

祖父)Ｂ16-6127969 ダニー・ドクスとの共作 

 祖母)Ｂ15-6081211 ダニー・ファンダィク血統 Ｂ10-6155013(６回上位入賞の12-508の父)×スーパ 

ー種鳩ボックス2(ニューエ・クランパー×テッサ) 

母)Ｂ19-6170513 直仔／レムコ キェブラン 892 羽中優勝、同330 羽中優勝、同328 羽中優勝、同307 羽中 

優勝、同174 羽中優勝、同172 羽中優勝他同3 位3 回 

祖父)Ｂ17-6103747 即種鳩 Ｂ15-1246(スーパー種鳩)×中距離エース鳩2位 

祖母)Ｂ16-6127957 即種鳩 ディルク・ファンデンバルクのショーネ・ディルク×フェルビンネン・ワ 

ルター 

 

 

【18】 ＮＬ22-8307813 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 兄弟姉妹／6,103 羽中優勝、11,958 羽中優勝、6,987 羽中 2

位、5,780 羽中2 位他 

父)アルトゥス ＮＬ17-1101069 Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 イソウドゥン NPO620K4,296 羽中総合優勝、

同Ｎ14,084 羽中総合優勝、シャトローNPO3,243 羽中総合9 位他 

 祖父)アルスロ ＮＬ13-1654999 バッカー＝コープマン共作 ヴァリタス×レディ・プロミス 

 祖父)811 ＮＬ13-1654811 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 ダヴィッズ・サン×デイ・ドリーム   

母)ＮＬ19-1506358  Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 

 祖父)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 

祖母)ナドラ ＮＬ09⁻1674369 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 孫／カイマン イソウドンＮＰＯ＆Ｎ

Ｕ6,604 羽中総合優勝回入賞 デン・リンズ・ファボリー×ニュー・ホープ 

 

 

【19】 ＮＬ22-8693390 Ｂ 雄 アド・スカーラーケンス作 異母兄弟／549 504 羽中2 位、441 羽中2 位、

1,093 羽中2 位、593 羽中3 位、718 羽中3 位他で 1 才鳩エース鳩第１位 

父)ファーザー・エース・549 ＮＬ17-1056028 Ｂ Ａ.スカーラーケンス作 

 祖父)フィデル ＮＬ10-1404046 Ａ.スカーラーケンス作翔 サンカンタン 4,019 羽中8 位、ブロア NPO 

3,582 羽中総合10 位、ブロイル 366 羽中2 位、ペロンヌ NPO8,120 羽中総合52 位他でＮエース鳩33 位 

ピカソ×Ｗ.＆Ｆ.エベン 

 祖母)インディ ＮＬ13-1921958 ＤＣ Ａ.スカーラーケンス作 優勝6 回内スワソン 311Ｋ2,538 羽中優 

勝、モー377Ｋ1,473 羽中優勝、ブールジュ 578Ｋ1,583 羽中優勝、サルブリ 555Ｋ279 羽中優勝、シャトロ 

ー623Ｋ302 羽中優勝、アッセ 140Ｋ213 羽中優勝他で連盟長距離エース鳩1 位 ヘッド＆テイル×ジ 

ョシュア 

母)ＮＬ13-1947264 ＢＣ スカーラーケンス＝ヴォウタース共作 史上最高の種鳩 直仔孫／シャトローＮ 

6,276 羽中総合優勝、16、489 位 スープ 790 羽中優勝、17、749 位、ノワイヨン 958 羽中優勝、同2,003 羽 

中5 位、15,184 羽中6 位、4,113 羽中2 位他、メルン 642 羽中優勝、同425 羽中優勝 

祖父)デン・アド Ｂ10-6251541 Ｍ.ヴォウタース使翔 ドールダン 1,678 羽中優勝、同833 羽中優勝、同 

466羽中優勝、同1,428羽中2位、同1,322羽中2位他、マルネ276羽中優勝、メルン1,221羽中2位他 

でオリンピアード 1 位 ヴォウタース×スカーラーケンス 

 祖母)基礎鳩ルシル Ｂ10-6171636 ＢＣＷ 兄弟／08-155 オルレアン 3,819 羽中6 位、ブールジュ 302 

羽中優勝、同4,376羽中10位、ピティヴィエ1,336羽中4位 アルジャントンＮ4,604羽中総合4位の娘 

 

 

【20】 ＮＬ22-8053887 ＢＣ 雄 アテマ共同鳩舎作 兄弟／優勝７回内 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 甥姪／優勝 11 回内 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 羽中優勝他 兄弟／2,240 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 

直仔／10-743、10-744  10年アントワープ連盟中距離若鳩エース鳩4、8位 同腹／デン・11 KBDB中距 

離Ｎエース鳩第5位 プロパー直仔×タム・ズワルチェ 

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 

ディルク・ファンダィクのディ・カプリオ孫 

母)エーンオーホイェ ＮＬ14-1439367 Ｂ アテマ共同鳩舎作  

祖父)スーパー・53 Ｂ04-6177653 Ｂ Ｆ＆Ｋ．マリアン作 アテマ共同鳩舎使翔 07 年オリンピアード・ 

オールラウンド部門第１位 優勝10回内デュッフェル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、オルレアン 807 羽中優勝、オルレアン 717 羽中優勝、ヴ 

ァイチェン334羽中優勝、デュッフェル303羽中優勝、メーネン254羽中優勝、メーネン207羽中優勝他 

 06 年 WHZB 成鳩Ｎエース鳩第３位、同短距離Ｎエース鳩第３位 直仔／7,585 羽中総合優勝、 6,076 羽

中総合優勝、417 羽中優勝(28,595 羽中総合 4 位)、4,043 羽中優勝、2,787 羽中優勝他 フローリアン×

イザベル 

祖母)ディ・カプリオ・751 Ｂ10-6297751 Ｂ ディルク・ファンダィク作 直仔／12-451 若鳩エース鳩第 



1位 ディ・カプリオ×Ｂ05-6210005 

 

【21】 Ｂ22-6221815 ＢＣ 雄 バルト＆ナンス・ファンネッケル作 異母兄弟／トゥーリー1,007羽中優勝、

キェブラン1,639 羽中優勝、同1,221 羽中優勝、同1,059 羽中優勝、同1,022 羽中優勝、同455 羽中優勝、

同971羽中2位、同1,903羽中3位、同1,039羽中3位、メルン510羽中優勝、ノワイヨン741羽中3位他 

父)オリンピック・スーパー・ウェルナー Ｂ20-6140804 Ｂ サス＝ファンデールアイケン作翔 キェブラン 

1,210 羽中優勝、同1,901 羽中優勝、同1,133 羽中優勝、同1,462 羽中2 位の平均入賞率0.363 で、KBDB 

短距離Ｎエース鳩3 位、オリンピアード3位 

 祖父)スーパー・ブリーダー・388 Ｂ11-6271388 ＤＣ サス＝ファンデールアイケン作 

 祖母)ブラウ・トニー Ｂ17-6216921 Ｂ トニー・スミッツ作  

母)397 Ｂ21-6087397 ＢＣ Ｂ.＆Ｎ.ファンネッケル作翔 キェブラン1,750羽中4位、メルン791羽中 

8位他入賞多数 

 祖父)ラフ Ｂ19-2122507 Ｂ ヘルボッツ・コベ＆カト作 イヴ・ファンデプール×ファンネッケル 

祖母)ヘット・ベフェルケ Ｂ20-6162572 Ｒ ヘルマン・ベフェルス作 

 

 

【22】 ＮＬ22-2236598 雌 ヨー・ファンシャインデル父子作  

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896ＫNPO 

3,661羽中総合81位、ペルピニャンＮ1137Ｋ5,608 羽中総合2 位 ※異父姉妹／超銘鳩ミス・ガイスイェ、 

マリアンヌ、ロード・メイスイェ 姉／09年ペリギューNPO5,801羽中総合83位他多数入賞  
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 両親Ｊ．イェレマ作 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 パワー・019×レオンティーン 
母)ＮＬ18-3846249 Ｊ.ファンシャインデル父子作 

 祖父)グナーイデンの孫 ＮＬ08-3852210 ヴィム・ミュラー父子作 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、マルセイユＮ総合178 位、ポーＮ総合178 位 Ｗ.ミュラー×ブリュッヘマン兄弟 

 祖母)Ｂ09-6369732 両親共フランス・ブンゲニール作 直仔／ヴィレム 15～18 年ナルボンヌＮ＋ＩＮエー 

ス鳩1 位、15～17 年ナルボンヌＮエース鳩4 位 スカイフォール ペルピニャンＮ総合12 位、ポーＮ総合 

27 位 イカルス(バルセロナＩＮ総合9位)×ペネロペ(バルセロナＩＮ総合4位＋Ｎ875位) 

 

 

【23】 “ヘクトール” Ｂ22-3064681 雄 リック・クールス作 兄弟／21-854 クレルモン 699 羽中2 位、同

332 羽中8 位、同519 羽中31 位、フォンテネイ 113 羽中4 位、異母兄弟／ルーチェ ブロア 1,400 羽中10 位 

父)ロマノフ Ｂ15-3147817 Ｒ.クールス作 異父兄弟／スーパー・ロメオ 13年KBDB長距離Ｎエース鳩1位 

祖父)ルディ Ｂ06-3008003 両親共ガビー・ファンデンアベール作 ポアチエ 1,687 羽中14 位、ブールジ 

ュ 1,279 羽中19 位、アルジャントン 5,134 羽中総合28 位 ブリクセン×カーチェ 

 祖母)ヴィッキー Ｂ12-4176407 両親共ゲールト・ファンレンターゲム作 兄弟／ニッキー ブロア378 

羽中優勝 ツサビー×レム 

母)ムスティ Ｂ17-3048383 Ｒ.クールス作翔 シャトローＰ3,231 羽中優勝、チュールＰ691羽中20位 

 祖父)マスター・ジュニア Ｂ16-3065103 両親共Ｒ.クールス作翔 ブールジュ650羽中16位、クレルモン 

604羽中5位、シャトロー416羽中2位 マスター(マリーケ弟)×ボレケ(KBDB中距離Ｐエース鳩1位) 

 祖母)Ｂ15-3109782 Ｒ.クールス作 全姉／マリア シャトローＰ2,329 羽中2 位、同ＩＰ2,714 羽中総合2 位  



両親マルニク・デネヴェ作 リオネル×ラトーヤ 

 

【24】“ソン・レッド・ブル” ＮＬ22-2205990 Ｓ 雄 ダニー・デフォーヒト作  

父)レッド・ブル Ｂ20-6014005 Ｓ ステファン・ランブレヒツ作翔 ペロンヌ 1,437 羽中優勝、同5,785 羽 

中14 位、ロワイエ 2,501 羽中2 位、同1,176 羽中優勝、同316 羽中6 位アラース 1,609 羽中2 位、ニール 

グニース 1,270 羽中2 位、同433 羽中3 位、同1,568 羽中20 位、同1,763 羽中35 位、ポン・サン・マクサ 

ンス1,111羽中2位、同2,506羽中80位、メルン751羽中3位、フォンテネイ1,666羽中108位 以上若と 

１才で 14 回入賞(全て異なるレース)によりオリンピアード 2 年連続候補、FCI オランダ 6 位 

祖父)Ｂ15-6197076 Ｓ Ｓ.ランブレヒツ×ディルク・ファンデンバルク 

 祖母)Ｂ15-6115732 Ｂ ゲールト・クラウス作 レオ・ヘレマンス×コープマン 

母)ＮＬ10-3009636 Ｂ Ｄ.デフォーヒト作翔 ツール 634 羽中2 位、同NPO5,334 羽中総合32 位、ルフェ 

ック NPO2,312 羽中総合32 位、オルレアン NPO3,282 羽中総合73 位 異母弟／オリンピック・ダニー 

祖父)スーパー・ピーチェ ＮＬ03-0322542 Ｄ.デフォーヒト作翔 ソールダン 9,716 羽中総合優勝、モ 

ルリンコート 8,832 羽中総合優勝 アラース 476 羽中優勝、クライル 385 羽中優勝、ニールグニース 358 

羽中優勝、両親ポール・ドーント作 

 祖母)ＮＬ07-3715545 Ｂ ブーン・ゴメレ作 スーパー・コッペルの雌 多くのトップ・レーサーの母 

 

 

【25】“ブロア・オリンピック・ホープ” Ｂ22-4107493 Ｇ 雄 イェレ・デボック作 兄弟／オリンピック・ホープ 

オントワール5,093羽中3位、シャトローＮ10,317羽中総合31位、ブールジュＮ25,096羽中総合39位、トゥー

リー824 羽中優勝他で、21 年オリンピアード・ベルギー１位 

父)Ｂ18-4052435 Ｇ デスエイター＝レスチアン作 

 祖父)ミスター・グレイ Ｂ17-4016515 Ｇ デスメイター＝レスチアン作 同腹／ダヴィッド トゥーリー185 

羽中優勝、同111 羽中優勝、オルレアン 2 位2 回、ペロンヌ 2 位 ドブルイン×デクレールク 

 祖母)ヴィクトワール Ｂ14-1053206 ＢＣ カザール＝セネシャル作翔 15 年ラ・スーテレーヌＮ総合優勝  

孫／ブールジュＮ25,096 羽中総合4 位 カザール＝セネシャル×デノ＝ヘルボッツ 

母)Ｂ17-4016599 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作  

 祖父)ファーザー・ロシェ ＮＬ08-1544155 ＢＣＷ Ｗ.Ａ.ドブルイン作 孫／ブールジュＮ8,424 羽中総

合優勝、同13,718羽中最高分速、オリンピアード1位、Ｎエース鳩2位 フォンテネイ7,568羽中優勝 ア 

ポロ×ファティマ 

 祖母)ボンテ・ファンレンターゲム Ｂ13-9077364 ＢＷ 直仔／トゥーリー330 羽中優勝、同390 羽中優勝、 

ブールジュＮ5,294 羽中総合48 位他 

 

 

【26】 ＮＬ22-8459535 ＬＢＣ 雌 Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作 

父)フライング・ダッチマン ＮＬ20-1496607 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ヴィエルゾンＮグランプリ

11,257 羽中総合優勝 異父兄弟／フライング・ワンダー セザンヌ NPO4,719 羽中総合優勝他13,628 羽中最

高分速 1才鳩Ｎエース鳩第1位、オールラウンドＮエース鳩第1位 

祖父)ファビオ ＮＬ17-1647734 Ｂ 両親共ライデマン兄弟作翔 シャトードゥンＮ3,647 羽中総合2 位、ロ 

リスＮ6,086 羽中総合14 位、トロイPO2,485羽中総合78位、オーセールNPO2,611羽中総合83位 

祖母)ホット・ショット ＮＬ14-1059567 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 13,628羽中最高分速他 

母)クロー ＮＬ19-166639 ＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブロア11,576羽中総合6位、同3,212羽中5 

位、フォンテネイ 17,630 羽中総合36 位、キェブラン 2,276 羽中5 位、ペロンヌ 13,510 羽中総合42 位他で 

20 年PIPA オールラウンドＮエース鳩2 位、同1 才鳩Ｎエース鳩5 位 

祖父)ダーティー・ハリー ＮＬ10-1682256 ＤＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ナントィル 15,350 羽中22 

位、リル 4,904 羽中30 位 ミッション・インポッシブル(長距離Ｎエース鳩1位、短距離Ｎエース鳩2 



位)×オリンピック・ソランジュ 

 祖母)マーメイド ＮＬ16-1526207 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 セザンヌ19,701羽中総合36位、 

ラオン 8,578 羽中総合17 位、ポントワーズ 14,688 羽中総合65 位、ラ・スーテレーヌ 4,783 羽中総合40 

位、ポン・サン・マクサンス 4,519 羽中 39 位他で 18 年Ｐ中距離エース鳩 1 位 半姉妹／プリンセス 16

年長距離Ｎエース鳩 1 位 コンピューター・ジョン(アンテス・ラ・ジョリー551羽中優勝、同6,571

羽中総合9位)×デリリウム(31,438羽中分速第6位) 

 

 

【27】ＮＬ22-8376238 ＢＣ 雌 キース・ドローグ作 

父)ＮＬ16-1884553 ＢＣ Ｋ.ドローグ作翔 20年ペルピニャンＮ総合264位 

 祖父)エルニーニョ ＮＬ13-1755930 ＢＣ インテールト・サフィール×クライン・ムーダーチェ 

 祖母)ファビオ ＮＬ11-1608666 ＢＣ 基礎鳩ダックス・ドーファーの近親 

母)ＮＬ19-1566700 ＢＣ Ｋ.ドローグ作翔 20年アジャンＮ総合523位、22 年バルセロナＮ総合47 位 

祖父)ＮＬ17-1732721 イェレマ作 クライン・ヤーデ(14年バルセロナＩＮ総合優勝)の娘  

祖母)ＮＬ17-1182061 ＢＣ 15年バルセロナＮ5,163羽中総合3位のローラの娘  

 

 

【28】 Ｂ22-6060593 Ｂ 雄 ブルックス・ニールス作  

父)エネルジテック・ランナー Ｂ17-6056310 Ｂ ブルックス・ニールス作 スーパー種鳩 直仔／キェブラ 

ン 136Ｋ1,400 羽中優勝、同1,046 羽中優勝、同275 羽中優勝他2 位6 回でＮエース鳩1 才鳩14 位 兄弟 

／超銘鳩オリンピック・306 ケ 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

他で 17 年オリンピアード１位、15～16 年最優秀シャトロー鳩 

祖父)Ｂ10-6031825 Ｂ ガストン・ファンデヴァウワー作 Ｈ.ファンアーフォント×ファンデヴァウワー  

 祖母)ランナー Ｂ11-6125831 Ｂ ポール・フーテン作 ジェフ・ロウワース×フーテン 

母)オリンピック・ニュー・エルフイェ Ｂ18-6056571 Ｂ ブルックス・ニールス作翔 ブールジュＮ501Ｋ8,410 

羽中総合28位、ヴィエルゾンＮ501Ｋ8,008羽中総合35位、イソウドゥンＮ533Ｋ10,603羽中総合41位、ラ・ 

スーテレーヌＮ621Ｋ8,383 羽中総合42 位、同Ｎ9,469 羽中総合78 位、アルジャントンＮ585Ｋ9,851 羽中総 

合82 位他入賞多数で、22 年オリンピアード 2 位 

 祖父)ゾーン・エルフイェ Ｂ15-6300214 ブルックス・ニールス作 エルフイェ(シャトローＮ19,691 羽中総 

合10 位他でＮエース鳩第11 位)の直仔 

 祖母)ママ・オリンピック・ニュー・エルフイェ Ｂ15-6288054 Ｂ.＆Ｎ.ファンネッケル作 Ｆ16の娘 

 

  

【29】 ＮＬ22-8483586 Ｂ 雌 リン共同鳩舎作 

父)オリンピック・チャイナ・001 ＮＬ19-1696001 Ｂ リン共同鳩舎作翔 ポントワーズ9,157 羽中総合

優勝、同2,001 羽中優勝、同15,351 羽中総合14 位、シャトロー1,633 羽中3 位、ペロンヌ2,218 羽中9

位、同2,271 羽中12 位、ポン・サン・マクサンス2,201 羽中12 位、同1,958 羽中15 位、ニールグニー

ス3,166 羽中13 位、ヴィエルゾン2,842 羽中総合13 位、レンニク2,805 羽中16 位、フォンテネイ5,725

羽中総合17 位他で20 年WHZB 短中距離N エース鳩第1 位、WHZBN エース鳩第1 位、20 年NPO 中距

離N エース鳩第1 位、21 年オリンピアード1 才鳩代表 

祖父)ド・L197 ＮＬ18-5171197 ＢＣ リン共同鳩舎作翔 フォンテネイ若鳩480Ｋ12,440 羽中総合11

位、同3,558 羽中2 位、ブロア1,0551 羽中優勝、ムラン2,581 羽中総合19 位、ポン・サン・マクサ

ンス2,601 羽中13 位、ハーゼルドンク1,069 羽中6 位他でWHZB 若鳩中距離エース鳩第2 位 イン

ブレッド・タイガー×コープマン作 

祖母)オリンピック・ジャネケ ＮＬ17-1310250 Ｂ リン共同鳩舎作翔 キェブラン3,277 羽中優勝、ア 

ラース2,346 羽中優勝、ポン・サン・マクサンス1,190 羽中優勝、デュッフェル3,905 羽中3 位、ペ 



ロンヌ2,798 羽中3 位他で、19 年国際オリンピアード1 才鳩第1 位 ゴールデン・ドラゴン×オリン 

ピック・エラー・404  

母)フェムケ ＮＬ21-1218617 Ｂ リン共同鳩舎作翔 若でのみレース フォンテネイＰ2,611羽中総合優勝、 

デュッフェル 3,763 羽中18 位、同4,164 羽中24 位、ポン・サン・マクサンス 2,128 羽中12 位 

祖父)ゾーン・ジャネケ ＮＬ19-1695696 Ｂ リン共同鳩舎作 妹の仔／アルガルベ297Ｋ37位、505Ｋ12 

位、NPO若鳩エース鳩7、10位他 オウワーケルクのゴールデン・ドラゴン×オリンンピック・ジャネケ 

 祖母)ＮＬ19-1667711 Ｂ ドブルイン作 全姉／19-7375 ナントィルＰ9,034 羽中総合優勝他(アイアーカ 

ンフ使翔) ヤコブ×ローザ 

 

 

【30】 Ｂ22-6027243 ＢＷ 雄 Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作 

父)ウィリーズ・スター Ｂ19-6250247 ＢＷ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作 

 祖父)ドンケレ・ウィットペン・ウィリー Ｂ07-6229023 ＢＬＫＣＷ ウィットペン・シルヴェスター×ウィ

リーケ 直仔／クラーグ 2,008 羽中15 位、アルジャントン 11,001 羽中総合8 位、ブールジュ 15,508 羽

中総合24 位、シャトロー7,017 羽中総合56 位、ブールジュ 22,476 羽中総合139 位  

 祖母)リトル・スター Ｂ14-6174075 ＢＷ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作翔 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Ｎ18,658 羽中総合66 位、同Ｎ 

25,781 羽中総合198 位、ブールジュＮ14,496 羽中総合39 位他で 15 年KBDB１才鳩大中距離Ｎエース鳩 

第1 位 ブルー・ラグーン×アイアン・レディ 

母)ホワイト・デスティニー Ｂ18-6024159 Ｗ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作翔 メルン 1,944 羽中9 位、ノワイヨ 

ン 1,401 羽中11 位、リモージュＮ15,979 羽中総合423 位 

祖父)リモージュ・ボーイ Ｂ11-6226430 ＢＣ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作翔 リモージュⅠ5,476 羽中97 位、 

同Ⅱ2,174 羽中36 位、ブリーブ 700 羽中42 位 エルフペンダー・レーウ×ナショナル・トレジャー 

 祖母)ウィットコップ・デスティニー Ｂ14-6174080 Ｂ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作 直仔／ホワイト・ボーイ  

ヴィエルゾン451羽中優勝、同2,288羽中12位、イソウドゥン8,248羽中総合129位 ウィットコップ・ 

シルヴェスター×デスティニー     

 

 

【31】 “ゾーン・ブリリアンチェ” ＮＬ22-8522324 Ｂ 雄 コール・デハイデ作 

父)ゾーン・スーパー・バルカ ＮＬ21-1261809 ＢＣ 種鳩 

祖父)スーパー・バルカ・986 ＮＬ15-3515986  ＢＣ Ｃ．デハイデ作翔 バルセロナＮ4,477羽中総合

17 位、同ＩＮ12,315 羽中総合25 位、バルセロナＮ4,920 羽中総合8 位、同ＩＮ16,485 羽中総合48 位

で、20～21 年バルセロナ国際エース鳩第 1 位 ＮＬ05-0522541(バルセロナＮ13,066 羽中総合優勝、

同 25,835 羽中総合 4 位のクィーン・トニー異父弟)×エリー(ベルジェラック 1,191 羽中優勝、同

NPO4,096羽中総合6位) 

祖母)ヴァイオレット・バルセロナ ＮＬ15-3515965 Ｂ Ｃ．デハイデ作翔 リモージュ478 羽中12 位、 

バルセロナＮ4,477 羽中総合 26 位、同ＩＮ12,315 羽中総合 39 位他同Ｎ3,912 羽中総合 135 位、同Ｎ

4,129羽中総合183位、ペルピニャンＮ3,778羽中総合116位、同Ｎ4,278羽中総合222位で、2年バル

セロナＮエース鳩第2位 異父兄／最高種鳩ヨンゲ・ドン・ミッシェル ゾーン・ドン・ミッシェル・

107×ＮＬ07-1838400（ゾーン・クランパー×アンネット） 

母)ブリリアンチェ ＮＬ18-3830193 ＢＣ Ｃ.デハイデ作翔 アジャン14位、ナルボンヌＮ6,725羽中総合 

22位、同ＩＮ12,848羽中総合112位、バルセロナＮ4,920羽中総合2位、同ＩＮ16,595羽中総合34位  

  祖父)ゾーン・マリアンヌ ＮＬ16-1609698 ＢＣ Ｃ．デハイデ作 ゾーン・ブルー・ドリーム×マリアン

ヌ(サンバンサンＮ9,745羽中総合優勝) 

  祖母)ＮＬ10-3054672 Ｂ Ｃ．デハイデ作 兄弟／695 ボルドーＮ総合25位 ドン・ミッシェル× 

ペルピニャン・ドィビン 



 

 

【32】 Ｂ22-5118412 Ｂ 雄 サブリナ・ブルグマンス作 兄弟／ヴォウト センスＰ2,969 羽中総合優勝、

アルジャントンＮ23,124 羽中総合71 位、オルレアンＰ1,211 羽中3 位他で、21 年KBDB 若鳩オールラウン

ドＮエース鳩9 位 ジル アルジャントンP1,190 羽中優勝、同Ｎ18,763 羽中総合85 位、同Ｎ23,124 羽中

総合30位他でＫＢＤＢ若鳩Ｎエース鳩17位   

父)ゾーン・シャルロッテ Ｂ14-2341693 Ｂ 両親共Ｓ.ブルグマンス作 直仔／ヴォウト センスＰ2,969 

羽中総合優勝  

祖父)基礎鳩ウィリー Ｂ08-5013939 Ｂ Ｓ.ブルグマンス作 基礎鳩ブラウエ・ファリエーレ(ファレー 

レ・マヒールス作)×Ｓ.ブルグマンス作メニム 直仔／中距離Ｎエース鳩3、4、5、8位 

 祖母)シャルロッテ Ｂ13-5024923 Ｂ Ｓ.ブルグマンス作翔 14年1才鳩大中距離Ｎエース鳩第1位 

  Ｓ.ブルグマンス×ロジェ・ブーフェンス 

母)クライン・ブラウ・ブーフェンス Ｂ16-2172817 Ｂ ロジェ・ブーフェンス作 直仔／ヴェラ アルジャントン 

P976 羽中優勝、同Ｎ8,588 羽中総合6 位 シュヴランヴィリエＳＮ5,462 羽中総合7 位他 

祖父)クスン Ｂ10-5182444 Ｂ 両親共ロジェ・ブーフェンス作 ブールジュＮ総合優勝の甥 

 祖母)エリーゼ Ｂ10-5092001 ＢＬＫＣ 両親共ロジェ・ブーフェンス作 同腹／エスター 13 年KBDB 

大中距離Ｎエース鳩第2 位 

 

 

【33】“ゴウデン・ダィフ・900” ＮＬ22-8460900 Ｂ 雌 ファンレーウヴェン父子共同鳩舎作 純ヴィレム・ド

ブルイン系 異母兄弟／ナントィル NPO17,711 羽中総合 6 位、デュッフェル 5,171 羽中 36 位、レンニク 4,158

羽中10 位、ポン・サン・マクサンス 2,266 羽中22、53 位、ニールグニース 4,647 羽中59、63 位 

父)クリストフ・ジュニア ＮＬ20-1495478 Ｂ ヴィレム・ドブルイン作 兄弟／20-219 デュッフェル 11,754 

羽中総合優勝、レンニク 4,409 羽中4 位 

祖父)クリストフ ＮＬ15-1706916 Ｂ 両親共Ｗ.ドブルイン作翔 長距離Ｐエース鳩1位、WHZB長距離Ｎ 

エース鳩7 位 ヤコブ×トースケ 

 祖母)モルギアナ ＮＬ15-1707081 Ｂ 両親共Ｗ.ドブルイン作翔 16 年シャトローＮ47,453 羽中総合3 

位、ブールジュ NPO13,431 羽中総合12 位 直仔／18-065 中距離若鳩エース鳩連盟10 位 

母)ヨレケ ＮＬ20-1495468 Ｂ Ｗ.ドブルイン作 ファンレーウヴェン父子共同鳩舎使翔 レンニク 5,011 

羽中優勝、同39,125 羽中第3 分速 フォンテネイ NPO15,351 羽中総合9 位、ペロンヌ 5,075 羽中4 位、同 

40,438 羽中第12 分速、キェブラン 4,830 羽中29 位他 

祖父)クィック・シルバー ＮＬ19-1667223  両親共Ｗ.ドブルイン作翔 ニールグニース3,661羽中4位、 

サルブリ NPO17,448 羽中総合48 位、ペロンヌ 16,670 羽中総合48 位 

 祖母)ジェット ＮＬ19-1667381 Ｂ 両親共Ｗ.ドブルイン作翔 ヴィエルゾン NPO9,031 羽中総合9 位、ポ 

ン・サン・マクサンス 6,570 羽中総合11 位、ペロンヌ 13,510 羽中総合57 位 ラモン×スピーディ    

 

 

【34】“ゴウデン・ダィフ・484” ＮＬ22-8092484 ＢＣ 雌 アルヤン・ビーンズ作 

父)ド・305 ＮＬ20-1102305 ＢＣ Ａ.ビーンズ作翔 シャトロー1,523羽中142位、ランスⅡ20,028羽中 

総合2684位、メール7,837羽中1891位、アジャン1才鳩505羽中147位 

 祖父)シネレ・ガイス ＮＬ16-1626295 Ｂ 両親共Ａ.ビーンズ作 スーシェ×アフロディティ 

  シネレ・イェレ×オリンピック・ミス・ガイスイェの近親 

 祖母)シスター・ブルー ＮＬ14-1489032 ＢＣ Ａ.ビーンズ作 デルクセン×ハーゲンス 直仔／ペリ

ギューＮ8,064羽中総合6位、ベルジェラックＮ7,429羽中総合23位、ナルボンヌＮ6,257羽中総合29位、 

同Ｎ8,188 羽中総合104 位、カオールＮ総合164 位他 

母)ブラウエ・バルセロナ ＮＬ18-1476952 Ｂ Ａ.ビーンズ作翔 22年バルセロナＮ4,842羽中総合38位、 



ベルジェラック NPO2,802 羽中総合12 位、アジャン 629 羽中10 位他 

祖父)ゾーン・ＯＭＧ430 ＮＬ16-1163701 ＢＣ 直仔／ペルピニャンＮ3,804羽中総合98位他 ＯＭＧ 

430(ミスター・ビューティフル×オリンピック・ミス・ガイスイェ)×イェレマ  

 祖母)シネレ・イェレ・589 ＮＬ10-1377589 Ｂ 両親共Ａ.ビーンズ作 シネレ・イェレ×ミス・スヤーン 

 

 

【35】 ＮＬ22-8072039 Ｂ 雄 Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

父)ダミール ＮＬ17-1643962 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／ソールダン NPO5,475 羽中総合3 位  

孫／アルガルベ委託最終レース 4 位、異父兄弟／マヌー、パコ、アマディ 異母兄弟／キアラ、マレノ 

祖父)ゴールデン・カプリ Ｂ09-6040496 Ｂ ディルク・ファンダィク作 ディカプリオの直仔  

 祖母)ゴウドバンド ＮＬ10-1109882 ＢＣ 両親共Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 カシウス×ジカラ 

母)セイラン ＮＬ19-1244924 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 種鳩 純コープマン系 

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

カシアス×レディ・プロミス 

祖母)ガリシア ＮＬ13-1654919 ＬＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／パタヤ最終レース530Ｋ優勝 

  ゴールド・マイン×ラファエラ  

 

 

【36】 “スーパー・コッペルの娘” Ｂ22-6139130 Ｂ 雌 エディー・ヤンセン作 基礎交配直仔 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・ルイーズ他優勝入賞多数 

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 ブールジュＮ9,021羽中総合47位、ラ・スーテレーヌＮ 

13,965羽中総合123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 最高種鳩 

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代表第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 

 

 

【37】 ＮＬ22-8486700 ＢＣ 雌 Ｗ.Ｂ.デクライフ作 

父)スヴェン BFE ＮＬ20-1525692 ＢＣ Ｗ.Ｂ.デクライフ作翔 シャトローＮ8,122 羽中総合優勝、同NPO 

5,706 羽中優勝、ペロンヌ 2,016 羽中4 位、キェブラン 1,986 羽中13 位、同2,173 羽中21 位、ヴィエルゾン 

7,419 羽中総合66 位 

祖父)ゾーン・ニケ Ｂ19-6109305 ＢＣ ヤン＆リック・ヘルマンス作 ブロア・カノン×ニケ 

 祖母)ド・581 ＮＬ14-1096681 ＢＷ Ｗ.Ｂ.デクライフ作翔 ペロンヌ3,518羽中2位、同941羽中4位、 

ヴィエルゾン 1,295 羽中総合優勝、ポン・サン・マクサンス 1,465 羽中2 位、シャトロー807 羽中2 位、ド 

リース・ヘット・カノン×ド64 

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、ポントワーズ1,310羽中2位、ラ・スーテレーヌ398羽中優勝、同4,783 

羽中23位、ギエン697羽中2位、ペロンヌ915羽中3位他で、19年オリンピアード・オールラウンド部門2 

位 直仔／20-764 イソウドゥン NPO3,481 羽中総合優勝、同NPO9,264 羽中総合4 位他で、22 年オリンピア 



ード・オールラウンド部門2 位、Ｎエース鳩ランキング 2 位 

 祖父)ド・グロート・フリント ＮＬ13-1049686 メース・ドールネカンプ作翔 ミンダーハウト 7,727 羽中12 

位、同3,185 羽中24 位、ポメロイル 1,938 羽中3 位、ニールグニース 3,211 羽中25 位他 

 祖母)マーサ ＮＬ15-1528733 ＢＣ メース・ドールネカンプ作 ハンス・デッカース×エルジンガ  

 

 

【38】 Ｂ22-6041678 雌 ウィリー・ダニエルス作 

父)セム Ｂ21-6015118 Ｗ.ダニエルス作  

 祖父)最高種鳩ヴァシリス Ｂ17-6038582 Ｗ.ダニエルス作 兄弟／カート シャトローＮ総合優勝、カイラ 

Ｎレース 8 回参加全入賞 トーマス×キアラ 

 祖母)ミルテ Ｂ17-6263790 Ｗ.ダニエルス作 16 年KBDBＮエース鳩第1 位のサラの同腹×サラの娘 

母)レナ Ｂ14-6107570 Ｗ.ダニエルス作 

 祖父)Ｂ12-6090219 両親ファンリースト＝ペーテルス作 ラスト・ボビー直仔 

 祖母)Ｂ13-6054341 ＢＣ ファンゲステル兄弟作 

 

 

【39】“ハリーズ・ゴールドナイン” ＮＬ22-8560662 ＢＣ 雌 ヤン・ホーイマンス作 異母兄弟／レッド・ハリ

ー リモージュＰ3,458 羽中優勝、同Ｎ17,356 羽中総合6 位、アルジャントンＰ1,399 羽中優勝、ブリーブＮ6,117

羽中総合2 位、全12,002 羽中第2 分速他入賞多数で、長距離ベルギー世界最高鳩1 位 

父)ビューティ・ハリー・バーディ・300 ＮＬ17-1410300 ＢＣ Ｊ.ホーイマンンス作 

祖父)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、マックス 

 超銘鳩ハリー×ビューティ・576 

 祖母)バーディ ＤＶ06530-07-900 Ｂ スドフ＝ファンベールス作 100 万ドルレース最高鳩 113Ｋ訓練 

6、13 位、最終 552Ｋ10 位、自動車獲得１位、ノックアウト１位、平均分速１位 クルーガー＝ヤンセン×

ファンルーン 

母)ドーター・ニューハリー ＮＬ18-1227083 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 

 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×ステレイエ 

祖母)ジャネット ＮＬ09-1375301 Ｂ Ｊ.ホーイマンス作 兄弟／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 

 

 

【40】 Ｂ22-4037935 Ｂ 雌 ベニー・スティーフェニンク作 ※シポ近親 

父)ペプシ Ｂ14-4059809 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作翔 17 年シャトローＮ2,780 羽中優勝、モンリュソン 

Ｎ16,982 羽中総合7 位、ツール 24,097 羽中総合16 位、アルジャントン 9,228 羽中総合25 位、ブールジュ 

Ｎ19,736 羽中総合146 位、スープ 517 羽中優勝、グレＮ16,262 羽中総合271 位他で、16 年KBDBＮエース 

鳩第7 位、PIPA ランキング 6Ｎレース第1 位 

祖父)ペペラル Ｂ12-1077051 ＢＣ コープマン 直仔／ペプシ 17年シャトローＮ2,780羽中優勝他 

 祖母)Ｂ07-4216998 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作翔 ノワイヨン 348 羽中優勝、アルジャントン 2,007 羽 

中10 位、同4,526 羽中30 位他 シポの娘 



母)Ｂ20-2052280 スーパー種鳩の娘 

 祖父)デン・645 Ｂ16-3136645 アンソニー・マース作 直仔／5 羽のスーパー・レーサー アルジャントン

Ｎ26,085 羽中総合 11、34、36 位、ラ・スーテレーヌＮ15,939 羽中総合 46、98 位、グレＮ12,888 羽中総合

3 位、イソウドゥンＮ18,176 羽中総合9、51 位他 セロ・セロ(アルジャントンＮ9,255羽中総合優勝)×

シュプルーチェ・プロヴィンシャール 

 祖母)67・ドィビン Ｂ15-2062067 ゴマール・フェルブリュッヘン作 直仔／ブロア 2,931 羽中6 位、ブー 

ルジュＮ23,854 羽中総合28 位、イソウドゥン 304 羽中優勝他 プリンスの娘 

 

 

【41】 Ｂ22-4202690 ＤＣ 雄 デスメイター＝レスチアン作 

父)テウ ＮＬ14-1350772 ＤＣ Ｍ.コックス作翔 17年バルセロナＩＮ17,094羽中総合11位、ナルボンヌＮ 

総合8 位で、国際超長距離エース鳩1 位、平均入賞率0.14％ 

祖父)サン・マルセイユ ＮＬ02-2362681 ＢＣ 両親共Ｍ.コックス作翔 マルセイユＮ総合4位×ポー 

Ｎ総合優勝の娘 

 祖母)ＮＬ07-1077660 ＢＣ Ｍ.コックス作 マルセイユＮ総合4位×カオールＰ3位の娘 

母)Ｂ17-4229107 デスメイター＝レスチアン作 異母兄弟／スーパー・バルカ バルセロナ 3 回内2 回地 

区優勝、Ｎ総合30 位、１回負傷帰還 ペルピニャンＮ総合19 位で、KBDB 超長距離Ｎｴｰｽ鳩3 位  

祖父)インブレッド・スス Ｂ10-4312263 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 両親ヤン・エルネスト作 

  半兄弟／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 ショーネ・スス×クランスケ・スス 

 祖母)Ｂ15-4088133 ＢＬＫＣ 両親共 デスメイター＝レスチアン作 16 年ナルボンヌＮ総合9 位 兄 

弟／カオールＰ優勝 グーデ・ズワルテン×グラン・クリュの娘 

 

 

【42】 “ドーター・ナショナル” ＮＬ22-8668412 Ｂ 雌 ヨー＆フローリアン・ヘンドリックス作  

父)超銘鳩ナショナル・ハリー ＮＬ17-1545145 Ｆ.＆Ｆ.ヘンドリックス作翔 シャトローＮ7,503羽中総合優 

勝、同Ｎ27,656羽中総合72位他、アルジャントンＮ9,512羽中総合2位、同NPO3,555羽中総合21位、モン 

リュソン NPO4,201 羽中総合2 位、セザンヌ NPO8,177 羽中総合27 位、ロリス NPO16,471 羽中総合52 位、 

シャロンＰ11,886 羽中総合65 位、メルン NPO15,245 羽中総合105 位他ラ・スーテレーヌ NPO 上位2 回入 

賞多で、19 年当日長距離Ｎエース鳩第1 位 

祖父)サン・アステリックス ＮＬ14-1359299 ＢＷ Ｆ.＆Ｆ.ヘンドリックス 兄弟／エタイン 2,864 羽中 

優勝、セザンヌ 498 羽中優勝、同NPO11,969 羽中総合14 位、オルレアン 716 羽中優勝他 アステリッ

クス(ソールダンNPO8,423羽中総合優勝)×ゲーリンクス 

祖母)ドーター・4000 ＮＬ16-1663658 Ｂ ヤン・ホーイマンス作 超銘鳩ハリーの兄弟×ファンダィク 

 のカンニバールの近親 

母)ゴールデン・マヌー ＮＬ20-1080816 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

祖父)アマノ ＮＬ18-4718197 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作翔 ロリス6,086 羽中ダ第4 セクター最 

高分速 シメイ9,460 羽中総合33 位、シャトードゥン4,511 羽中総合18 位他 フリドゥス×ワラダ 

祖母)マヌー ＮＬ16-4784182 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 シャトローNPO754Ｋ3,647 羽中総合優勝

(第４Ｓ)、ブールジュNPO703Ｋ5,877羽中総合優勝(第４S）、センス1,069羽中優勝、、、、アッセ736羽中4

位、ラオン6,371羽中総合60位 スーパー・クラック・リック×ゴウドバンド  

 

 

【43】 Ｂ22-6125807 雌 ギー・ファンデールオウエラ作 異母兄弟／21-755 シャトードゥンＰ3,635 羽中総

合優勝 異父兄弟／21-338 メルン 550 羽中2 位、同669 羽中7 位、ノワイヨン 346 羽中2 位、同1,199 羽中

26 位、オーセール 1,151 羽中 4 位、ブールジュＮセクター4,913 羽中 46 位、トゥーリー555 羽中 7 位、セルメ



ーズ 1,135 羽中 15 位 20-245 ジッタールト 256Ｋ306 羽中優勝、5 位、同 3,543 羽中 5 位、アーロン 406Ｋ

201 羽中3、9 位他エース鳩1 位 

父)サン・ボンテ・クラック Ｂ19-3130731 アンソニー・マース作 スーパー種鳩 

 祖父)ボンテ・クラック Ｂ17-3033516 Ａ.マースウ作翔 リモージュＮ9,661羽中総合2位、同113,569羽中 

総合12 位、シャトローＮ13,098 羽中総合3 位、リブルヌＮ4,605 羽中総合13 位他で、KBDB 長距離Ｎエー 

ス鳩第1 位 クラック(ブールジュＰ2,500羽中5位)×ボンチェ・スタッフ 

 祖母)ボレケ Ｂ14-3006041 直仔／優勝鳩6羽 ガビー・ファンデンアベールのルディの孫 

母)スペシャル・ダイアモンド Ｂ17-6105985 Ｇ.ファンデールオウエラ作 

 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Ｎゾーン 2,695 羽中24 位 ブラック・シュガー×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 モンリュソンＮゾーン 3,494 羽中優勝、 

ブールジュＮゾーン 4,130 羽中8 位 マッチョ×グラディ 

 

 

【44】 ＮＬ22-8696157 ＢＣ 雄 ゲロ・ダィク作 Ｌ.フォレブレヒト供出  

父)トィン ＮＬ19-1607062 ＤＣ ケース・ファンデールプール作F.ファンフィアネン使翔 22 年ポー（※

放鳩地はボルドーに変更）Ｎ4,892 羽中総合優勝 分速1263ｍ 

 祖父)ＮＬ18-5131378 ＢＣ Ｃ.ファンデールプール作 デスメイター＝レスチアンのド・ゴウデン・カ 

ス（ポーＩＮ総合優勝カスの直仔）×クライン・ブラウチェ 

 祖母)ＮＬ18-5131362 ＢＣ Ｃ.ファンデールプール作 J.イェレマのゼウスと超銘鳩エヴィの孫でガイ

スイェ・28の直仔×オリヴィア(14年ポーＮ3,019羽中総合優勝)  

母)リッツ ＮＬ19-1658903 Ｂ ゲロ・ダィク作翔 22 年アジャンＮ928Ｋ6,019 羽中総合優勝  分速1327ｍ 

 祖父)ヘット・フェルヘイチェ ＮＬ14-1072306 Ｂ Ａ.フェルヘイ父子作翔 ヴィエルゾン 1,138 羽中4 位、 

シャトロー798 羽中21 位、同NPO5,907 羽中総合71 位 長距離エース鳩4 位 ブラード＝ヨーデ×フ 

ェルヘイ父子 

 祖母)ビューティフル・ブルー ＮＬ18-1781369 Ｂ ゲロ・ダィク作 ペーター・クランス×Ａ.ティンメルマン 

  アリー・ダイクストラのオキドキの近親 

 

 

【45】 ＮＬ22-8022143 ＢＣ 雄 フォッペ・ファンデールメール作 

父)リヒテ・ブロア・ファビオ ＮＬ18-1817811 ＢＣ ライデマン兄弟作 直仔／ジッタールト8,802羽中優勝、 

同18,598羽中最高分速 ツットフェン11,284羽中7、9位 ドゥイヴェン11,339羽中13位 孫／ランス2,798 

羽中優勝、同NPO6,769羽中総合3位、ヴェールト2,734羽中優勝、エトロイン1,923羽中優勝、同NPO4,645 

羽中総合9 位、マルシェ NPO11,140 羽中総合21 位 兄弟／ファビオ シャトローＮ3,647 羽中総合2 位、ロ 

リスＮ6,086 羽中総合14 位、トロイ NPO2,485 羽中総合78 位、オーセール NPO2,611 羽中総合83 位でフラ 

イング・ダッチマンの父 

祖父)アルトゥーロ ＮＬ16-1076052 ＢＣ 両親共ライデマン兄弟作 クラック・19×ヴォルタール 

祖母)ティラ ＮＬ15-1234049 Ｂ ライデマン兄弟作 全姉／ライザ デュッフェル 4,613 羽中優勝、同 

6,969 羽中最高分速、キェブランＰ10,570 羽中総合2 位、ニールグニースＰ9,897 羽中総合3 位、ホイス 

デンＰ5,927 羽中総合3 位、同Ｐ11,336 羽中総合5 位で、18 年オリンピアード短距離第一補欠鳩 Ｗ．ル 

ーパー×ライデマン兄弟作 

母)エヴァ＝ロッタ ＮＬ19-3950197 Ｂ ライデマン兄弟作 直仔／エライネ 21-973 ベーク＆ドンク15,023 

羽中優勝、ツットフェン 11,284 羽中2 位、ドィヴェン 11,339 羽中7 位他でＮエース鳩若鳩短距離2 位、他の 

鳩 2,197 羽中優勝、291 羽中優勝、173 羽中優勝、2,115 羽中優勝他上位入賞多数 

祖父)グスタヴォ ＮＬ18-1459366 Ｂ 両親共ライデマン兄弟作 自身フェンローＰ3,696 羽中総合優勝、ドイ 

ルネＰ4,299 羽中総合6 位 同腹はＷ.ルーパー鳩舎で１才鳩ＮＣＨチームの 1 羽 ジャスティファイ(キ 



ェブラン10.570羽中優勝他)×アライヴ(729羽中優勝) 

 祖母)エヴァ ＮＬ18-149568 Ｂ ライデマン兄弟作翔 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Ｐ7,113 羽中総合30 位他 パトリック・ブークス×ファンデンブランデ兄弟 

 

 

【46】 GB22V51616 シンジケート・ロフト(ピーター・フォックス)作 兄弟／ブルー ゴールデン・アルガ

ルヴェ委託レース 5,097 羽中エース鳩 1 位で自動車獲得 ショット・トゥ・スリル 同委託レース英国 203 羽中優

勝他 

父)ファラオ GB16Ⅴ49019  シンジケート・ロフト(ピーター・フォックス)作  

 祖父)ヨハネスブルグ ＧＢ07Ｌ2243  シンジケート・ロフト(Ｐ.フォックス)作 直仔／センス 447 羽中 

優勝、同NPO17,292羽中総合10位、オルレアン175羽中優勝、同NPO9,099羽中総合51位他 ドラム 

(Ｍ.フィンクのシャンティ700羽中優勝鳩で、ファラ・ディバの同腹、レーザの兄)×ドラン(コープ 

マン作エルマーフェーン・ホープ直仔) 

祖母)マキシン Ｂ14-6059985 ヨハン・ドンケルス作11回優勝のアス・ダィフ孫 

母)フェムケ Ｂ16-6128652  ヘルマンス＝フクストラ作 兄弟／16-527 ブールジュ8,989羽中37位、同 

7,364羽中75位、アルジャントン7,332羽中188位他 異母兄弟／チャッキー 18 年KBDB 中距離Ｎ 

エース鳩第4 位、19 年イソウドゥンＮ11,465 羽中総合優勝、同19,713 羽中最高分速他 

 祖父)ゲノープテ・レーウ Ｂ10-6252644 マルセル・ヴォウタース作 レーウの直仔 

 祖母)プリンセス・プロパー B15-6063303 プロパー×アテナ 

 

 

【47】 Ｂ22-5087488 ＢＣＷ 雌 ボスマンス＝リーケンス作 兄弟／トリプル・バス グレ 1 才鳩Ｎ

600K12,888 羽中総合優勝 

父)トリプル・73 Ｂ15-2181273 ボスマンス＝リーケンス作 全姉／トリプル・ニーナ・027 優勝5 回 15 

年KBDB 中距離Ｐエース鳩第1 位 

祖父)オリンピアード・トリプル・エース Ｂ11-5143219 12 年KBDB 中距離Ｎエース鳩第１位、オリン 

 ピアード代表 ギエンＰ5,386 羽中総合優勝、同 8,044 羽中最高分速 直仔／優勝６羽 Ｂ04-093(グ

ーデ・ヤールリング直仔)×Ｂ06-694(Ｇ.ファンデンアベール近親×プロス・ローザン) 

祖母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953直仔／優勝12回 Ｂ07-5082347×Ｂ08-5185745  

母)ＮＬ17-1277592 Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作 

祖父)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年ブリュ

ッセル・オリンピアード長距離代表世界第1 位 16 年同Ｎ47,539 羽中総合4 位、ポン・サン・マクサ

ンス32,967羽中第3分速他 ドナルド×アイ・キャッチャー 

 祖母)イサ ＮＬ12-1619131 フェルケルク作 ブルドーザー×オリンピック・ソランジェ 

 

 

【48】 Ｂ22-6208586 ＢＷ 雄 リック・ヘルマンス作 兄弟／アルジャントンＮ23,258 羽中総合77 位、

ブールジュＮ22,502 羽中総合150 位他で19 年KBDB 若鳩Ｎエース鳩第8 位 半兄弟／18-506 20 年KBDB

大中距離Ｎエース鳩7位 

父)ビューティ・92 Ｂ16-6128792 ヘルマンス＝フクストラ作 兄弟／16-527 ブールジュ8,989羽中37 

位、同7,364羽中75位、アルジャントン7,332羽中188位他 異母兄弟／チャッキー 18 年KBDB 中

距離Ｎエース鳩第4 位、19 年イソウドゥンＮ11,465 羽中総合優勝、同19,713 羽中最高分速他 

 祖父)ゲノープテ・レーウ Ｂ10-6252644 マルセル・ヴォウタース作 レーウの直仔 

 祖母)プリンセス・プロパー B15-6063303 プロパー×アテナ 

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

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



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

才鳩6,134 羽中最高分速、ノワイヨン1,799羽中5位他数回入賞 

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

  超銘鳩ハリー×ラスト・ワン    

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

 

 


