
 ゴウデン・ダィフ賞授賞式が、来る 2022 年4 月18 日月曜日に行われます。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 4 月１８

日までにチャンピオン商事宛、日本円限度額、 国内送料のみ別)にて指値お申し込み下さい。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￥100,000＋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¥2,000 円  ●指値締切 本年 4 月 18 日 18 時  ●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。  

●4 月10 日～16 日までド・ダイフ HP にてプレ・オークションを行います。16日でプレ・オークションを締め切り、4月18日現地17

時 （注：日本時間では4月18日24時）から現地ベルギー会場にて競売スタートの予定です。 

 

●猶、競売される鳩の写真は、一部のヒナ鳩を除き、ド・ダイフ及び弊社ウェブサイトに近日中に掲載予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:tadashi@champion-trade.jp 

�：090‐3086－3176（島村） ※ベルギー競売会場で通話可能です。 

 

 



 

【1】“ゾーン・レムコ”Ｂ21-5031302 Ｂ ♂ ※21 年度ゴウデンダィフ賞ベルギー第1 位ロジェ＆クーン・ファン

メールト作 

父)レムコ Ｂ17-5024089 18年KBDB短距離Ｎエース鳩第5位、19年同第6位 

 祖父)Ｂ11-5155741 ギエンＰ優勝 KBDB 小中距離Ｎエース鳩第5 位 ヴィットバールト×ウィット 

ペネチェ 

 祖母)Ｂ15-2289561 ディルク・ファンダィク作 カンニバール曽孫 

母)Ｂ19-5082850 サブリナ・ブルグマンス作  

 祖父)Ｂ14-2341693 両親共Ｓ.ブルグマンス作翔 ウィリー×シャルロッテ(KBDB大中距離Ｎエース 

鳩第1位)  異母兄弟／サンディ、ブルー・エース他 

 祖母)Ｂ17-5127977 Ｓ.ブルグマンス作 ファレーレ×オリンピック・ステッペ 

 

 

【2】“ドーター・ファイアー・アイズ”ＮＬ21-1194687 Ｂ ♀ ※21 年度ゴウデンダィフ賞オランダ第 1 位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 直仔／Ｐ総合優勝 

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・ファイヤー・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)トリプル・ファースト ＮＬ17-1277484 Ｂ フェルケルク作翔 デュッフェル3,569 羽中優勝、キェブ 

ラン3,255 羽中優勝、同2,222 羽中優勝 

祖父)イカルス ＮＬ07-1817891 Ｂ フェルケルク作翔 アルジャントン6,595羽中総合3位、ブロア 

434,064羽中総合37位、モースクロン4,132羽中4位、同3,337羽中7位、ブールジュ8,548羽中総 

合19位 ブルドーザー×超銘鳩オリンピック・アンビリーバブル 

    祖母)ローラ・リリー ＮＬ13-1239488 Ｂ フェルケルク作翔 ブールジュNPO9,742 羽中総合優勝、ア

ルジャントンNPO 6,926羽中総合12位、モー17,204羽中総合28位他でWHZB 長距離Ｎエース鳩第

14 位 アトランティス×フェリン 

  

 

【3】“ゾーンシェイエンヌ”ＤＶ01182-21-446 Ｂ ♂ ※21 年度ゴウデンダィフ賞ドイツ第1 位ライナー・シュワ

ルテ作 

父)シェイェンヌ ＤＶ01182-16-531 Ｂ Ｒ.シュワルテ作翔 3 年間で優入賞25 回内6,248 羽中優勝、 

5,360 羽中優勝他 兄弟／6,180 羽中優勝、6,248 羽中優勝、6,297 羽中2 位、6,292 羽中2 位 直仔／ 

8,510 羽中優勝、395 羽中優勝、1,243 羽中優勝他 

祖父)ヘンリー ＤＶ0516-13-2053 両親共ライナー・ピュットマン作 

祖母)スィート・ホーム ＤＶ03452-13-279 Ｂ Ｒ.シュワルテ作 下記参照 

母)スィート・ホーム ＤＶ03452-13-279 Ｂ Ｒ.シュワルテ作 直仔／8,510 羽中優勝、6,248 羽中優勝、 

6,248 羽中優勝、6,180 羽中優勝、5,360 羽中優勝、1,243 羽中優勝他 



祖父)シズム Ｂ01-6041495 ファンホーヴェ＝アィターホーヴェン作 直仔／10,158羽中総合優勝 

 パブロ×トリアトロンの娘 

祖母)ＤＶ02271-05-249 Ｂ ヘルメリックス作 カザール×ヘメリックス 

 

 

【4】“ラーチェ・アイト・キット”ＮＬ21-1029726 ＬＢＣ ♀ ※21 年度ゴウデンダィフ賞国際超長距離第1 位 

イェイ・リッセンベルク作 

父)ＮＬ19-1493111 Ｂ Ｊ.リッセンベルク作翔 20年ペリギューNPO総合134位 

祖父)ＮＬ18-1820958 ＢＣ デニス・ファンドメールとの共作 異母兄弟／ダックスＮ総合優勝、ニコ・ 

フォルケンス×サンバンサンＮ総合優勝 

祖母)ＮＬ18-1820954 両親共Ｊ.リッセンベルク作翔 ペルピニャンＮ総合72位×同Ｎ総合14位 

母)キット ＮＬ19-1493056 ＢＣ Ｊ.リッセンベルク作翔 20年アジャンＮ5,480羽中総合440位 21 年 

 ペルピニャンＮ4,873 羽中2 位、同ＩＮ13,262 羽中総合3 位 

 祖父)ＮＬ15-1508749 Ｊ.リッセンベルク作翔 オレンジNPO総合2位、同北部同盟5,067羽中総合4位 

  ブラーケル×リッセンベルクの直仔同士兄妹交配直仔 

 祖母)ＮＬ14-1808273 ＢＣ マルロン・コック作 シーザー(ペルピニャンＮ総合26位、バルセロナＮ 

総合34位)の娘 

 

 

【5】“ドーター・ヴォウト”Ｂ21-6093434 Ｂ ♀ ※21 年度ゴウデンダィフ賞ベルギー第2 位クリス・ファンマッセ

ンホーフェン作 

父)ヴォウト Ｂ20-6090616 Ｋ. ファンマッセンホーフェン作翔 20 年キェブラン 584 羽中優勝、同554 羽 

中優勝他でＮエース鳩19 位、21 年452 羽中優勝、409 羽中優勝、223 羽中優勝他でＮエース鳩第1 位 

祖父)Ｂ16-6127969 ダニー・ドクスと共作 1/2ブルックス・ニールス 

 祖母)Ｂ15-6081211  1/2ダニー・ファンダィク 

母)Ｂ20-6090853 Ｋ. ファンマッセンホーフェン作翔 セルメーズ 807 羽中2 位、同1,290 羽中3 位、ブ 

ールジュＮ21,282 羽中総合63 位、シャトローＮ22,196 羽中総合67 位他 

 祖父)Ｂ15-6081246 直仔／ラケッチェ 優勝4 回他 18-257 優勝、2 位2 回、3 位2 回他、19-368 エース 

鳩1 位で優勝、2 位3 回、3 位4 回他 ディルク・ファンデンバルク×ダニー・ファンダィク 

 祖母)Ｂ14-6195858 アルジャントン 3,110 羽中13 位、モンリュソンＮ16,982 羽中総合68 位、シャトローＮ 

25,710 羽中総合87 位他でケンペン中距離エ－ス鳩2 位 優勝2 回同士の娘 

 

 

【6】“ゾーン・1077”ＤＶ02098-21-510 ＢＣ ♂ 21 年度ゴウデンダィフ賞ドイツ第 2 位ギュンター・プランゲ

作 

父)ＤＶ02098-13-332 Ｇ.プランゲ作 

祖父)超銘鳩デア・261 ＤＶ02098-07-261 ＬＢＣ Ｇ.プランゲ作翔 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、342 

Ｋ1,491羽中優勝、366Ｋ1,386羽中優勝、455Ｋ903羽中優勝、288Ｋ770羽中優勝他 

 祖母)Ｂ12-6320839 Ｍ.ヴォウタース作 エクストリーム×レーウの孫 

母)ＤＶ02098-19-1077 Ｇ.プランゲ作翔 380Ｋ5,892羽中優勝、223Ｋ1,291羽中4位、542Ｋ2,234羽中8位、 

350Ｋ7,071羽中25位他で20年ドイツＮオールラウンド部門第1位 

 祖父)ＤＶ02098-09-3003 Ｇ.プランゲ作 兄弟／第10地区ロッターマン鳩舎で総合優勝 コープマンのブ 

ランコ・ジュニア×リングローゼの娘 

 祖母)ＮＬ15-1230907 コープマン作 ニルソン×ガルシア 

 



 

【7】“ビューティ・ラシェル”ＮＬ21-1025270 ＤＣ ♂ ※国際超長距離第2 位Ｇ.スカルクヴァイク作    

父)ＮＬ17-1082860 ＤＣ Ｇ.スカルクヴァイク作 ライカ・ジュニアの強い近親 

 祖父)ライカ・ジュニア Ｂ10-6057110 ＢＣ 両親共フランス・ブンゲニール作 直仔／レディ・イン・ザ・ダ 

ーク 下記参照 ペルピニャンＮ総合3 位鳩、チャイナ・バルカ バルセロナＮ総合20 位、ブラック・ボルド 

ー ボルドーＮ総合33 位、マタドール サンバンサンＮ総合27 位 Ｃ.デハイデ系のクィーン・トニーの 

兄弟×ライカ・クィーン(バルセロナＮ総合優勝の娘) 

 祖母)レディ・イン・ザ・ダーク ＮＬ15-1504048 ペリギューＳＮ総合2 位、サンバンサンＮ総合11 位、ポーＮ 

総合16位、オレンジＮ総合19位 直仔／ペリギューＮ総合5位 ライカ・ジュニア×ピシナ・エリート 

母)ビューティ・リシェレ ＮＬ16-1339875 ＢＣ Ｇ.スカルクヴァイク作 直仔／オレンジＮ総合28 位、ペリ 

ギュー23 位他 異父兄弟／バルセロナ優勝、同Ｎ5,300 羽中総合 52 位、オレンジ、バルセロナ、ナルボン

ヌ 2 回、ポー各優勝 

 祖父)ゾーン・コウタース・ドィビン ＮＬ09-1235031 ＢＣ ティム・ハーゲ作 超長距離11 回参加中10 回 

上位入賞 フェルヴェイ＝ド・ハーン×コウタース・ドィビン(多くのＮチャンピオンの母)  

 祖母)レディ・リシェレ Ｂ10-6057103 ＢＣ Ｆ.ブンゲニール作 多くの長距離ＣＨの母 Ｃ.デハイデ 

 

 

【8】“ゾーン・ニュー・22”Ｂ21-1005665 ＢＷ ♂ ※21 年度ゴウデンダィフ賞ベルギー第 3 位ピエール＆パト

リック・フィリペンス作 兄弟／優勝鳩3 羽 

父)Ｂ18-1129390 ＢＣＷ 異母兄弟／ブルドーザー 18 年20 レース 6562Ｋ全入賞内15 回上位5％内 

 祖父)ホワイト・エンゲルス Ｂ13-1043485 Ｊ.＆Ｊ.エンゲルス作 アルジャントンＮ総合優勝とオルレ 

アンＰ優勝の2羽の近親孫 

 祖母)Ｂ17-1099993 Ｇ.ファンデヴァウワー作 カースブールの孫同士近親 

母)ニュー・22 Ｂ18-1130022 35 回入賞内優勝2 回、同着5 回、上位１％内12 回内モンリュソン 4,133 羽中総 

合7 位 

祖父)エンゲルス・55 Ｂ13-1008755 上記ホワイト・エンゲルス全兄弟 

 祖母)エース・ブリクセン Ｂ16-1123004 37回入賞し、16年中距離Ｎエース鳩第10位 Ｇ.ファンデン 

アベールのブリクセン・ライン 

 

 

【9】“ドーター・ブラック・フランス”Ｂ21-2126225 Ｂ ♀  国際超長距離第3 位ジェローン＆スタイン・ランス作 

父)ブラック・フランス Ｂ20-2117088 ランス作翔 21 年アジャンＮ831Ｋ7,360 羽中総合11 位 

 祖父)フランス Ｂ13-2185289 17 年ペルピニャンＮ総合優勝 直仔／ナルボンヌＮ総合16、25 位、オーリャ 

ックＮ総合37 位 バルセロナ 07～12 年国際エース鳩1 位のバルセロナ・ドィビン直仔 

 祖母)Ｂ18-2146310 ポーＮ総合優勝のブラック・ウィドウの娘 

母)Ｂ20-2117098 

 祖父)バルカ・ジェフ Ｂ19-2144310 Ｂ ジェフ(19 年バルセロナＩＮ16,051 羽中総合優勝)直仔 

 祖母)ドーター・スペシャル・ワン ＮＬ19-1651241 ＢＣ バーテンブルグ＝ファンデメルヴェ作 

  スペシャル・ワン(バルセロナＩＮ19,083 羽中総合優勝)×バルセロナＮ10,685 羽中総合優勝の娘 

 

 

【10】“ドーター・スーパー・ウェルナー”Ｂ21-6087692 Ｂ(3引き) ♀  ※スーパー・スター・ベルギー長距離 

バルト＆ナンス・ファンネッケル作 

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)Ｆ-ＬＩ Ｂ16-6056546 ＢＷ Ｂ.＆Ｎ.ファンネッケル作 直仔／モミニー216羽中優勝、アルジャントンＮ 

8,818羽中総合52、97位、シャトローＮ19,529羽中総合22位他入賞多数 

祖父)Ｆ16 Ｂ09-6107016 Ｂ.＆Ｎ.ファンネッケル作翔 ラ・スーテレーヌＮ総合優勝、総合10位、ブー 

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

シャトローＮ総合5位他上位入賞多数 ズワルテ・ディアマント×スーパー・クラインチェ 

 祖母)ＮＡ-ＬＩ Ｂ15-6059578 ＢＷ Ｂ.＆Ｎ.ファンネッケル作 ナダル(オリンピアード1位)の娘 

 

 

【11】“インテールト・ライアン”ＮＬ21-1522730 Ｂ ♂ シリク兄弟作 

父)ジェヴィ ＮＬ16-4787482 シリク兄弟作 兄弟／シャトードゥンＮ4,511羽中優勝(NU12,995羽中総合2位)、 

トロイ 6,371 羽中総合優勝(14,241 羽中最高分速)、ヴィエルゾンＮ3,092 羽中総合7 位、半兄弟／ルナ ヴィ 

エルゾン NPO1,045 羽中総合優勝、同Ｎ3,092 羽中総合2 位、シャトローＮ4,511 羽中総合12 位、ロリスＮ 

6,086 羽中総合29 位 

 祖父)ライアン ＮＬ15-1247293 基礎交配直仔 両親共シリク兄弟作翔 直仔／シャトードゥンＮ4,511 羽中 

優勝、トロイ6,371羽中総合優勝、ヴェールト連盟8,666羽中総合優勝、メテット連盟6,081羽中総合優勝、 

ヴェルヴィン連盟2,565 羽中総合優勝他レイテル優勝、トンゲレン優勝、ジッタールト優勝、モルリンコート 

優勝、イスネス優勝 ド・10(ブロアＩＮゾーン４総合優勝)×クヴェークムーダーチェ 

 祖母)ブルー・ロミー ＮＬ13-4731295 シリク兄弟作 兄弟／オルレアンNPO2,222羽中総合優勝 

母)ＮＬ20-4761760 ＢＣ シリク兄弟作 

祖父)ライアン ＮＬ15-1247293 基礎交配直仔 上記参照 

祖母)ブルー・サプライズ ＮＬ17-4706885 Ｂ 14-722(基礎交配直仔)×Ａ.Ｍ.ファンデリー 

 

 

【12】“ハーフブロア・レナ”Ｂ21-4139735 ＢＣＷ ♂ イェレ・デボック作 異母姉／レナ ブールジュＮ

8,424 羽中総合優勝、同13,718 羽中最高分速 

父)ロイヤル・ロシェ Ｂ15-4088435 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 直仔／ロイヤル・ブラッド 優勝6 

回 20-092 アルジャントン 328 羽中優勝、ブールジュ 131 羽中優勝 

 祖父)ファーザー・ロシェ ＢＣＷ ヴィレム・ドブルイン作 孫／オリンピアード 1 位、KBDB 中距離Ｎ 

エース鳩2 位、ガビーズ・ヨースト フォンテネイ 7,568 羽中優勝 基礎鳩アポロ×ファティマ 

 祖母)ドーター・カルラ Ｂ14-4214505 ＢＣ チーム・Ｆ.デヤーガー作 長距離Ｎエース鳩4位のビス 

カヤ×大中距離Ｎエース鳩1位のカルラ 

母)オリアナ Ｂ20-4146150 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 ブールジュ 384羽中優勝、同Ｐ6,268羽中 

優勝、同Ｎ25,096 羽中総合4 位、オルレアン 401 羽中優勝、エコウン 366 羽中優勝、同280 羽中優勝他 

祖父)ビューティフル・ボーイ Ｂ18-4052547 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 ロイヤル・ブラッド(優 

勝6回)×ヴィクトール(カザール＝セネシャルの15年ラ・スーテレーヌＮ総合優勝鳩) 

 祖母)グリジェ・デヴィールト ＮＬ12-5216344 Ｇ ドクター・ヘンク・デヴィールト作 Ｃ.クレルボーの 

ブールジュ4,602羽中優勝鳩ブールジュ・スター×Ｇ.ファンデヴァウワーのサルブリ1,837羽中優 

勝鳩スノウリス 

 

 

【13】“ゾーン・チャイナ・001”ＮＬ21-1219283 Ｂ ♂ リン共同鳩舎作 

父)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WHZB 短中距離N エース鳩第1 位 

祖父)ド・L197 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 

母)スモー ＮＬ17-1309988 Ｂリン共同鳩舎作 ヒルゲルソム＝タイセン使翔 18年WHZBＮエース鳩5位  

 祖父)ブラザー・エリン ＮＬ15-1208776 Ｂ マンテル共同鳩舎作翔 兄弟／エリン キェブラン2,109 

羽中優勝、同3,377 羽中3 位、デュッフェル1,483 羽中優勝、トンゲレン1,028 羽中優勝 ロイヤル・ 

ケープ×ダリダ(純レオ・ヘレマンス) 

 祖母)オリンピック・エラーの娘 ＮＬ15-1731807 ＢＣ エース・アゲインスト・タイム×)オリンピッ 

  ク・エラー(フェーンストラ・フェルケルク) 

 

 

【14】“ミシシッピ・ボーイ”Ｂ21-6013205 ＢＣ ♂ イェレ・ロズィールス作 

父)ミスター・パリノ Ｂ16-6060727 Ｊ.ロズィールス作 直仔／シシー シャトローＮ12,855 羽中総合70 位  

孫／ロスト・ソン シャトローＮ17,281 羽中総合38 位 ブールジュＮ23,854 羽中総合128 位 

祖父)リチャード Ｂ15-6279753 ダニー・ファンダィク作 Ｇ10で導入 ニュー・ソン×コーゲルチェ 

  祖母)ラスト・サニー Ｂ15-6031119 オクラホマ×サニー・クィーン 

母)ミシシッピー・ガール Ｂ20-6053151 ＢＬＫＣ 20 年4 若鳩Ｎレース最優秀鳩第1 位  KBDB 若鳩 

Ｎエース鳩第15 位 異父兄弟／クィーン・オブ・ヘブン 21 年KBDB 若鳩大中距離Ｎエース鳩第1 位 

祖父)ロビン Ｂ18-6126528  両親共ヘンドリックス＝ファンデブリュール作  

 祖母)ゾフィア Ｂ18-6034050 Ｊ.ロズィールス作  マレク(エンゲルス)×サニー・プリンセス 

 

 

【15】“ドーター・マーフィーズ・ロー”ＮＬ21-1193840 ＢＣ ♀ Ｗ.Ａ.ドブルイン作 異母兄弟／チュールＮ

4,451 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18 年 FCI 認定若

鳩Ｎエース鳩第7 位、同FCI 認定1 才鳩Ｎエース鳩第1 位、18 年ピパ・ランク短中距離N エース鳩第1

位、NPO 中距離N エース鳩第4 位他 

 祖父)ド・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)

×ブルー・フレーム 

母)フェーベ 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.エヴァーリンク作翔 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 

 

 



【16】“クライン・イェレ”ＮＬ19-3941052 Ｂ ♀ 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 イェレマ×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 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 両親イェレマ作 パワー・019×レオンティーン 

母)インテールト・ドン・ミッシェル ＮＬ17-3731108 Ｃ.デハイデ作 父娘交配近親 

祖父)ヨンゲ・ドン・ミッシェル ＮＬ08-3818593 ＢＣ Ｃ．デハイデ作翔 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381羽中優勝、同Ｎ4,978羽中総合17位他ベルジェラ 

ック入賞 バルセロナZLU3 年間のN エース鳩第1 位 ドン・ミッシェル×ＮＬ07-1838400    

祖母)ブルー・ドリーム ＮＬ12-3220448 Ｂ Ｃ．デハイデ作翔 15年バルセロナＩＮ19,089羽中総合4位 

ヨンゲ・ドン・ミッシェル(ペルピニャンＮ総合17位他)×ＮＬ09-395914(ベルジェラック4,096羽中

総合13位)  

 

 

【17】“ゾーン・ジャスパー・ロウカ”Ｂ21-6015139 ＢＷ ♂ ウィリー・ダニエルス作 

父)ジャスパー Ｂ16-6263842 Ｗ.ダニエルス作 直仔／フィネ 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 位他で、20 年Ｎエース鳩第1 位 

祖父)ウィット・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Ｎゾーン8,663羽中26位 

祖母)リンダ Ｂ11-6218046 Ｗ.ダニエルス作 直仔／ケリー カースブール曽孫 

母)ロウカ Ｂ19-6030207 Ｗ.ダニエルス作翔 ブールジュＮ22,502 羽中総合4 位、シャトローＮ33,833 

羽中総合 205 位、アルジャントンＮ26,085 羽中総合 174 位、イソウドゥンＮ18,176 羽中総合 61 位、

ラ・スーテレーヌＮ15,939 羽中総合111 位、グレＮ12,888 羽中総合21 位で、フィネの次点で 20 年Ｎ

エース鳩第2 位 

祖父)ゼノ Ｂ17-5015250 アミーゴ (Ｄ.ファンダィク)×ミス・ボルト  

祖母)アスケ1 Ｂ12-6201845 Ｗ.ダニエルス作翔 グレＮ7,681羽中総合55位、同Ｎ16,988羽中総合165 

位、ブールジュＮ22,663羽中総合77位他 アントワープ連盟若鳩長距離エース鳩第1位、全姉妹／ア 

スケ3、ステファニー  

 

 

【18】“マラ・ジュニア”ＮＬ21-1504979 Ｂ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

父)ベルト・ジュニア ＮＬ16-4783962 ＢＣ.＆Ｇ.コープマン父子作翔 シャトロー918 羽中優勝他 兄 

弟の直仔／パタヤ委託レースエース鳩第3 位 

祖父)ベルト ＮＬ10-4789721 Ｂ Ｂ.キーン作翔 キェブラン255羽中優勝、シャロンズ521羽中優勝 

他でフォンド・シュピーゲル紙14 年当日長距離Ｎエース鳩第1 位 

祖母)ニュー・ホープ ＮＬ07-1207604 ＢＣ コープマン作 直仔／ベルト・ジュニア他 1,407羽中優 

勝、6,378羽中3位、9,746羽中5位、11,483羽中6位、7,749羽中6位、9,746羽中5位他 異父兄 

弟／超銘鳩クライネ・ディルク他 マディール×基礎鳩ゴールデン・レディ 

母)マラ ＮＬ14-4750791 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

 祖父)ダヴィッズ・サン ＮＬ07-1207620 Ｂ 兄弟の直仔／NPO3,969羽中総合優勝、アブリスNPO6,644 

  羽中総合優勝 ギルムール×ショウピース 



 祖母)デルヴァ・229 Ｂ12-2080229 Ｂ Ａ.デルヴァ作 ヴァレンチノ×ポーリーン 

 

 

【19】“ビューティー・エースィズ” Ｂ21-6131486 ＢＣ ♀ ギー・ファンデールオウエラ作 兄弟／21-396 

セルメーズ 542 羽中優勝、同332 羽中優勝、同636 羽中8 位 

父)ブラック・プリンス Ｂ20-4158285 Ｇ.クリケ＝ファンデールオウエラ共作 特別交配直仔 

 祖父)ゴールデン・プリンス Ｂ13-3031767 Ｇ.クリケ作翔 ブリーブＮ3,850羽中総合3位、チュールＮ5,731 

羽中総合4 位、リモージュＮ6,907 羽中総合14 位で 14 年KBDB 長距離Ｎエース鳩第1 位 Ｎエース鳩1 

位を輩出 グッチ・プリンス×ティナ 

祖母)スペシャル・ブラック Ｂ18-6039642 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 イソウドゥンＮ522Ｋ11,480 羽 

中総合3位、モンリュソン573Ｋ545羽中優勝、ブールジュＮ14,104羽中総合29位、シャトローＮ10,393 

羽中総合26位、シャトローＮⅡ6,314羽中総合54位で、KBDB大中距離Ｎエース鳩第1位 直仔／ノワ 

ィヨン優勝他 両親共ファンデールオウエラ×ゲーリンクス父子 ブラック・ホー×Ｂスペシャル  

母)レオンティーンチェ Ｂ17-2096782 レオン・ヤコブス作 Ｇ.ファンデールオウエラ使翔 19年リモージュＮ 

9,661羽中総合51位、20年同ⅡＮ10,319羽中総合36位他入賞多数  兄弟／レディ・シャトロー Ｐ3,527羽中 

優勝 レオンティーン KBDB長距離Ｐエース鳩第1位 

祖父)ド・スーパー Ｂ16-2018682 カースブール系  

 祖母)ヴィエルゾンネケ Ｂ13-2097322 ヴィエルゾンＰ5,715 羽中優勝 ブールジュＮ24,019 羽中総合37 位 

  

 

【20】“クラインゾーン・グード・グライスＮＬ21-1509783 ＢＣ ♂ ライデマン兄弟作 

父)カルリト ＮＬ19-1248831 Ｂ ライデマン兄弟作 異父兄弟／クード・グライスの娘 ハヌー5,447 羽中 

優勝、シメイ 1,464 羽中優勝でＮエース鳩1 位のスピーディ・グリズルの母 ソン・グード・グライス シメイ 

1,006 羽中優勝(Ｐ9,460 羽中総合2 位) エヴァ フェンローＰ4,429 羽中優勝、トンゲレン 770 羽中優勝、ア 

ーロンＰ7,113 羽中総合30 位他でＳＰエース鳩短距離第1 位 

 祖父)ＤＶ01274-15-145 Ｂ ヴォルフガング・ルーパー作 オリンピック・レオ(Ｌ.ヘレマンス作 ルー 

パー使翔で、ドイツＮエース鳩2位、オリンピアード代表)×ビッグ・ボス(ドイツＮエース鳩第1位) 

 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？) 優勝 

7回内ラオン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羽中総合2位  

母)ゼルダ ＮＬ19-1249150 ＢＣ ライデマン兄弟作 異父兄弟／フロイド 11,474 羽中優勝、ジェット  

11,343 羽中優勝、7,768 羽中優勝、4,692 羽中優勝 エース・820 5,552 羽中優勝、ヴォルタール 342 

羽中優勝  

 祖父)ヤング・ベステ・787 Ｂ17-4129787 ＤＣ PEC作 デア・ベステ(Ｐ.フェーンストラ作 ドルチ 

ェの兄弟で最高種鳩 長距離Ｎエース鳩第1位、デュッフェル2,578羽中優勝、セントロイデン1,984 

羽中優勝、ペロンヌ1,509羽中優勝の父)×Ｈ.マイヤーの金塊の娘でスープラⅠ、Ⅱの母 

 祖母)シルヴァー・ドリーム ＤＶ07237-11-1597 ＢＣ Ｗ.ステラーマン作 最高種鳩 Ａ.ヴォウター 

スのブルー・ドリーム×コープマン作アリナ(クライネエィルクの娘) 

 

 

【21】“ゾーン・サムスン”Ｂ21-6138353 ＢＷ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作 

父)サムスン Ｂ15-6026082 ＢＣ Ｊ.フェルカメン作翔  スープ357Ｋ9,294 羽中最高分速優勝、アルジ 

ャントンＮ4,582 羽中総合20 位 直仔／メルン 310Ｋ830 羽中優勝、同1,026 羽中優勝、エクン 1,026 羽 

中優勝他 

祖父)エレクトロ Ｂ08-6174630 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 孫／シャトローＮ33,018 羽中最高分速 

総合優勝、他17 年ブリュッセル・オリンピアード長距離代表候補 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×293    



祖母)デルフィーネ Ｂ11-6282004 ＢＣ 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×ビューティ    

母)ブルー・エンジェル Ｂ18-6015845 Ｂ 直仔／メルン 310Ｋ470 羽中優勝、ブールジュＮ11,952 羽中総合 

78 位、シャトローＮ526Ｋ7,674 羽中総合45 位他 

祖父)ムスタング Ｂ14-6175237 ＤＣ 両親共Ｊ.フェルカメン作翔 シャトローＮ33,018 羽中最高分速総

合優勝 直仔／リリー アルジャントン 3,961 羽中優勝 

 祖母)ブラック・エンジェル Ｂ16-6032432 ＤＣ 両親共ジョス・フェルカメン作 直仔／シャトローＮ 

2,850羽中総合19位 リッキー×エンジェル 

 

 

【22】“マヌーズ・ハリー”ＮＬ22-2237524 ＬＢＣ ？ ファンヴァンローイ共同鳩舎作 

父)ブロア・マヌー ＮＬ19-1244787 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／ヴェルヴィン1,222羽中優勝、ビー 

ルジス 1,717 羽中4 位、ロリス NPO3,012 羽中総合21、60 位、アルジャントン NPO4,322 羽中総合46 位、ナ

ントィル連盟5,109羽中総合47位、セザンヌ連盟7,943羽中総合90位他 姉／マヌー シャトローＮ754Ｋ 

3,647羽中総合優勝（第2～４セクター19,192羽中最高分速）、ブールジュＮ第4Ｓ703Ｋ5,877羽中総合優 

勝、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 アマディ センスＮ8,780 

羽中総合4位他でWHZB=TBOTB長距離Ｎエース鳩第4位、パコ ブールジュＮ5,877羽中総合2位他    

 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  

 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 ブールジュ 

P(第4セクター)5,877羽中総合優勝、2位 カシアス×ジカラ 基礎鳩ゴールデン・レディ3重近親 

母)ドーター・ハリー ＮＬ15-1850030 ＢＣ Ｊ.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)ドーター・ダヴィンチ ＮＬ13-1395089 ＢＣ Ｊ..ホーイマンス作 ダヴィンチ(フェーンストラのア 

ブリスNPO7,946羽中総合優勝鳩)×超銘鳩ハリーの妹 

 

【23】“ビューティ・ブリリアンチェ” ＮＬ21-1261817 ＢＷ ♀ コール・デハイデ作 

父)ＮＬ17-3731113 Ｂ Ｃ．デハイデ作翔 バルセロナＮ4,838羽中総合547位 

 祖父)ゾーン・ナオミ ＮＬ15-3516029 ＤＣ Ｃ．デハイデ作 種鳩 直仔／アジャンN総合26位 

  ヨンゲ・センナ×ナオミ(バルセロナN総合6位) 

祖母)ブルー・ドリーム ＮＬ12-3220448 Ｂ Ｃ．デハイデ作翔 15年バルセロナＩＮ19,089羽中総合4位 

ヨンゲ・ドン・ミッシェル(ペルピニャンＮ総合17位他)×ＮＬ09-395914(ベルジェラック4,096羽中

総合13位)  

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 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 



 

【24】“ドーター・オリンピック・ニュー・エルフェ”Ｂ21-6228696 Ｂ ♀ ニールス・ブルックス作 

父)エレクトリック・ランナー Ｂ17-6056310 Ｂ Ｎ.ブルックス作 直仔／キェブラン 136Ｋ1,400 羽中優勝、 

同275羽中優勝他同2位6回他で、20年KBDB短距離1才鳩エース鳩14位 兄弟／オリンピック・306モ 

ンリュソンＮ16,982 羽中総合3 位、シャトローＮ25,710 羽中総合14 位他  17 年オリンピアード第1 位 Ｎエ 

ース鳩第9 位 

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

 祖母)Ｂ11-6125831 Ｂ ポール・フーテン作 

母)オリンピック・ニュー・エルフィエ Ｂ18-6056571 Ｂ Ｎ.ブルックス作翔 ブールジュＮ501Ｋ8,410羽中総 

合28 位他、ヴィルゾンＩＰ501Ｋ8,008 羽中総合35 位他、イソウドゥンＮ533Ｋ10,603 羽中総合41 位他、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 位他で、22 年ルーマニア・オリンピアード 2 位 

祖父)ゾーン・エルフィエ Ｂ15-6300214 Ｎ.ブルックス作 エルフィエ(Ｎエース鳩11位)の直仔 

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

 

 

【25】“ニュー・キット・653” Ｂ21-4209653 ＢＷ ♀ フランダース・コレクション作 異母兄弟／675 羽中

6 位、433 羽中7 位、813 羽中10 位、5,702 羽中23 位他 

父)ゾーン・キッテル・960 Ｂ19-4213960 ＢＷ 

 祖父)キッテル Ｂ13-6139803 ＢＷ 両親共ファンデンバルク作翔 キェブラン 2,089 羽中優勝、同1,792 

羽中優勝、同2,023 羽中2 位、同2,443 羽中3 位で 13 年KBDB 短距離Ｎエース鳩1 位 グーデ・ロー 

デ×オリンピック・ロシータ 直系／15 年～19 年優勝175 回うち 10,000 羽以上での優勝10 回 

 祖母)ゴールデン・キッテル・299 Ｂ17-4231299 ＢＷ 両親共ファンデンバルク作 キッテル×ニュー・

ゴールデン・レディ 兄弟／4,123 羽中優勝、3,137 羽中優勝、2,732 羽中優勝 

母)チャイルド・ニュー・キッテル Ｂ19-4231401 フランダース・コレクション作 異母兄弟／自動車獲得、 

委託レース優勝2 回、長距離ＳＮチャンピオン 1 羽他1,879 羽中優勝、1,627 羽中優勝、687 羽中優勝、267 

羽中優勝 

祖父)ニュー・キッテル Ｂ14-6091710 ＢＷ フランダース・コレクション作翔 14 年キェブラン 1,371 羽 

中優勝他でブダペスト・オリンピアード代表 兄弟／キッテル  

祖母)ニュー・キッテル・828 Ｂ18-4224828 ＢＷ 両親共 フランダース・コレクション作 ニュー・キ 

ッテル×ニュー・クールス・ヘン  

 

 

【26】“ゴウデン・368” ＮＬ21-1527365 Ｂ ♀ アルヤン・ビーンズ作 

父)マジック・アリー ＮＬ20-1459610 ＢＣ Ａ.ザールロース作 

 祖父)デン・アリー ＮＬ07-1765673 ＢＣ 両親共Ａ.ザールロース作翔 マルセイユＮ総合45、66 位、ペ 

ルピニャンＮ総合49位、バルセロナＮ総合250位でフォンド・シュピーゲル誌12～13年Ｎエース鳩第1位 

祖母)Ｂ18-3123892 ＢＣ 両親共ノエル・ペイレン作翔 ネロ(サンバンサンＮ総合5 位)×マジック・バル 

セロナ(15 年バルセロナＮ総合優勝、同ＩＮ総合2 位) 

母)ＮＬ16-1163711 ＢＣ イェレ・イェレマ作 直仔／20 年ペリギューＮ8,064 羽中総合40、50 位、21 年 

カオールＮ3,251 羽中総合80 位、マルセイユＮ4,310 羽中総合104 位他 異父兄弟／ポーＩＮ総合6 位、バ 

ルセロナＮ総合8 位、マルセイユＮ総合30 位 

 祖父)ド・138 ＮＬ13-11835138 ＢＣ エジンク作翔 マルセイユＮ総合200位、ベルジェラックNPO総合 

254、560位 ホンマ血統 

 祖母)超銘鳩エヴィ ＮＬ13-1755856 イェレマ作翔 ペルピニャンＮ総合9、27 位、バルセロナＮ総合10 位、

ベルジェラック NPO 総合 62 位他マルセイユ、アジャン等上位入賞 Ａ.ビーンズのミスター・ビューティフ



ルの直仔×ソフィー(サンバンサンＮ総合3、13 位) 

 

【27】“ゴールデン・ボーイ” ＮＬ20-1608681 Ｂ ♂ ヤン・ホーイマンス作 

父)ペーター ＮＬ16-1663129 Ｊ.ホーイマンス作 チーム・ホーイマンス・オランダ使翔 ナントイル 

3,607 羽中優勝、オルレアン417 羽中優勝、イソウドゥンNPO6,604 羽中総合3 位、同Ｎ14,086 羽中総 

合44 位他入賞多数で、PIPA ランク中距離Ｎエース鳩10 位、同成鳩27 位、NPO 長距離11 位、兄弟／ 

19-1022606 ヴィエルゾンNPO2,363 羽中総合7 位、同NPO4,388 羽中総合13 位、ブールジュNPO8,019 

羽中総合12位、レシネス2,534羽中3位他で、成鳩Ｎエース鳩12位、PIPAランキング成鳩エース鳩5位 

祖父)ソン・800 ＮＬ11-1912548 Ｂ ド・800(スヘーレ兄弟作翔 オルレアンＰ4,927羽中総合優勝)× 

カンニバールの孫 直仔／ナントィル3,607羽中優勝、オルレアン1,255羽中2位他 

祖母)ＮＬ10-1864745 Ｂ Ｊ.ホーイマンス作 全兄弟／超銘鳩ハリー ブロアＮ546Ｋ5,653羽中総合優 

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

ードゥン500ＫNU21,520羽中総合3位他 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ  

母)シスター・ニュー・ハリー ＮＬ18-1227138 ＢＣ J.ホーイマンス作 兄弟／ 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 

祖父)ビューティ・ハリー ＮＬ12-1784621 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作  

 超銘鳩ハリー×ビューティ・576 

 祖母)スターアイ ＮＬ10-1881869 Ｃ.ファンデヴェーテリング作 直仔／アッセ・ゼリンク1,897羽中優勝、 

  ニールグニース455羽中優勝    両親バース作 フローム150×リヒテ・スーパーチェ 

 

 

【28】“ドーター・フェリシエンヌ” Ｂ21-3076898 ＢＷP ♀ リック・クールス作  

父)フルッペ Ｂ20-3092315 Ｒ.クールス作 

 祖父)セッペ Ｂ16-3065070  両親共Ｒ.クールス作 兄弟／ロース ラ・スーテレーヌ1,484羽中4位、 

アルジャントン2,898羽中26位他でKBDB西フランドルエース鳩第7位 シッポリーノ×ゴリタ 

 祖母)ユベルタ Ｂ17-3048072 Ｒ.クールス作翔 アラース651羽中45位他5回入賞 両親ユベール・ 

ファンデールギンステ作 

母)フェリシエンヌ Ｂ20-3106463  Ｒ.クールス作翔 ブロア 6,112 羽中2 位、同6,042 羽中41 位、フォンテ 

ネイ 296 羽中3 位、同8,334 羽中44 位、ブールジュ 1,161 羽中8 位、シャトロー4,366 羽中27 位、アルジ 

ントン 4,095 羽中60 位他 KBDB エース鳩1 位の(Ｒ.クールスの)クリスタ近親 クールス系 

 祖父)ブリーク＝ニック Ｂ16-3941240 両親共クリス・ドバッカー作翔 モンリュソン優勝、イソウドゥン優 

勝、ポントワーズ17,902羽中総合9位、ツール1,637羽中10位、同1,448羽中11位、フォンテネイ7,786 

羽中総合33 位、グレ 5,331 羽中総合86 位 クリスタの孫 

 祖母)シンディ Ｂ17-3094469 Ｂ 両親共クリス・ドバッカー作 同腹／カストール フォンテネイ 9,803 羽 

中総合優勝 クリスタの孫 

 

 

【29】“ゾーン・エーン・オーホイェ”ＮＬ21-1484390 Ｂ ♂ 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 孫／8,630 羽中他９羽優勝 

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 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 

 

 

【30】“ゴールデン・ユートピア”Ｂ21-4007576 ＢＣ ♀ フレディ＆ジャック・ファンデンヘーデ作 近親 

父)ゴールデン・ブザー Ｂ17-4200218 Ｂ Ｆ.＆Ｊ.ファンデンヘーデ作翔 アルジャントン2,086羽中2位、 

ヴィエルゾン 7,838 羽中総合 15 位、リモージュ 3,085 羽中 6 位、ブールジュ 6,026 羽中 23 位、ブリーブ

3,755 羽中28 位他で 20 年KBDB オールラウンドＮエース鳩第3 位、同長距離Ｎエース鳩第5 位 

祖父)ダブル・ファースト・ナショナル・エース Ｂ15-4269578 Ｂ Ｆ.＆Ｊ.ファンデンヘーデ作 ミラク 

ル・エース×アンネリーゼ(13年KBDB大中距離Ｎエース鳩第1位) 

 祖母)ビッグ・ママ Ｂ10-4326264 ブラウエ・プリンス(プロス・ローザン)×ヘリウム 

母)ユートピア Ｂ18-4097218 ＢＣ Ｆ.＆Ｊ.ファンデンヘーデ作翔 ブリーブ 3,755 羽中2 位、アルジャン 

トン 4,572 羽中4 位、イソウドゥン 4,269 羽中4 位、チュールＮ7,155 羽中総合9 位他で 20 年KBDB オール 

ラウンドＮエース鳩第8 位、同長距離Ｎエース鳩第16 位 

祖父)ダブル・ファースト・ナショナル・エース Ｂ15-4269578 Ｂ Ｆ.＆Ｊ.ファンデンヘーデ作 ミラク 

ル・エース×アンネリーゼ(13年KBDB大中距離Ｎエース鳩第1位) 上記参照 

 祖母)セネク Ｂ16-4260927 ＢＣＷ サウンド・オブ・ヴィクトリー(ラ・スーテレーヌＮ15,406羽中総 

合21位、オルレアン優勝)×エトナ 

 

 

【31】“インテールト・ミス・ミロス”ＮＬ21-1068198 ＢＷ ♂ フェルヴェイ＝ド・ハーン作 ジェフ×ミス・ミロ

スの近親 

父)ＮＬ20-1365095 ＢＷ フェルヴェイ＝ド・ハーン作 

 祖父)ジェフ Ｂ16-2051063 ＢＷ 両親共ジェロ－ン＆ランス・スタイン作翔 18 年Ｎレース 4 回入賞 

内ペルピニャンＮ総合35 位、サンバンサンＮ総合81 位 19 年バルセロナＩＮ総合優勝  

 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ＩＮ14,682 羽中総 

合16 位、サンバンサンＮ3,037 羽中総合15 位 Ｎエース鳩第3 位、PIPA 欧州雌鳩エース鳩2 位 スー

パー種鳩ミロス×シャネル・メッシ 

母)B20-1365094 ＢＷ フェルヴェイ＝ド・ハーン作 上記095同腹 

 

 

【32】“ゾーン・カリスト”ＮＬ21-1670058 Ｂ ♂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 

父)カリスト ＮＬ17-1819934 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 ヘール6,739 羽中総合優勝、シャロ 

ン1,728 羽中優勝、ニールグニース1,597 羽中優勝他で、19 年Ｎエース鳩第4 位 ベントレイ キェブ 

ラン 6,209 羽中総合2 位                                     

祖父)オリンピック・レオ Ｂ10-6146241 Ｂ レオ・ヘレマンス作 カリッツ3,756 羽中優勝、同5,183 

羽中3 位、ノイブランデンブルグ3,517 羽中優勝、同1,050 羽中優勝、ルビースチン2,219 羽中2 位、 

同1,237 羽中3 位他で、13 年ニトラ・オリンピアード第1 位、ドイツＮエース鳩オールラウンド部門 

第2 位 ヤン・ルーパー×キム 

 祖母)ファースト・オリンピアード ＮＬ13-1804103 ＢＣ ラオンＰ7,594 羽中総合優勝、ヘール 6,739 羽中優 

勝、キェブラン 1,216 羽中優勝、ランス 525 羽中優勝 ヘレマンス＝コイスタース血統 直仔／PIPA ラン

クＮエース鳩第3、4 位 

母)ユーロズ・ドリーム ＮＬ16-1253837 ＢＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 直仔／シメイ1,057羽中2位、 



ラオン NPO11,179 羽中総合 14 位、ナントィル NPO7,509 羽中総合 15 位、キェブラン 2,135 羽中 8 位     

祖父)ユーロ Ｂ03-6192564 Ｂ ヘレマンス＝コイスタース作翔 キェブラン2,687羽中優勝、同2,516羽 

中優勝他で、04年ドルトムント西欧杯エース鳩1位 直系／07年、11年若鳩Ｎエース鳩第1位、ポメロイ 

ル 18,952 羽中総合優勝、トンゲレン 12,699 羽中総合優勝  

 祖母)ペルラ・ロッシ Ｂ12-6321411 レオ・ヘレマンス作 ニューエ・ロッシ×エーンオーホスケ 直仔／ 

キェブラン 6,209 羽中優勝、ゲネプ 3,422 羽中優勝、アルガルヴェ委託レースエース鳩1、6 位 

 

 

【33】“ゾーン・スぺシャル・スター”Ｂ21-6135419 ＢＣＷ ♂ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作 

父)ラスト・ジャスト・ウェイト Ｂ19-6015809 ＢＣＷ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作 ジャスト・ウェイトの最後 

の直仔 

 祖父)ラスト・ブラザー Ｂ18-6024230 Ｂ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作 15 年KBDB 大中距離Ｎエース鳩第 

  1 位のリトル・スター最後の兄弟 ブルー・ラグーン×アイアン・レディ 下記参照 

 祖母)ジャスト・ウェイト Ｂ11-6226277 ＢＣＷ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作翔 アルジャントンＮ16,363 羽中 

総合優勝、モンリュソン 2,545 羽中2 位他 直仔／クィーン・ジェームス  

母)スペシャル・スター Ｂ18-6024254 Ｂ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作 異母兄弟／エーシー Ｎエース鳩2 位 

 祖父)ファスト・ボーイ Ｂ07-6229105 ＢＣ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作翔 ノワイヨンＰ最高分速420 羽中優 

勝他上位入賞多数 ラピドⅠ×ウィットペン・ブールジュスケ 

 祖母)リトル・スター Ｂ14-6174075 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Ｎ16,932 羽中総合30 位、シャトローＮ18,658 羽中総合66 位他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 

 

 

【34】“ブロア・アタサン”ＮＬ20-1381338 ＢＣ ♂ ブリュッヘマン兄弟作 

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位他4羽の兄弟が、21

年バルセロナＮ総合7 位(アタサン)、88、108、148 位 

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  

祖父)ゾーン・ドン・ジュアン・3 ＮＬ06-5617163 両親共ヤン・ルーロフス作 ニコ・フォルケンス× 

ルーロフ モン・デ・マルサンＮ総合3位×モンタール・コッペルの孫娘 

祖母)ルアナ ＮＬ01-1679902 ブリュッヘマン兄弟作翔 02 年ボルドーＮ931Ｋ総合1112 位、03 年マ 

ルセイユＮ1046Ｋ総合989 位、04 年バルセロナＮ1246Ｋ総合40 位、05 年同Ｎ総合320 位、06 年同 

Ｎ総合740 位 ゾーン・オルハン630(超銘鳩オルハン×ミラ)×デハイデ・ドィビン 

母)06・ファン・ミロウ ＮＬ14-1821906 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 孫 

／ヤラ カオールＮ957Ｋ3,922 羽中総合6 位 ボンテ・ルーロフス×ＮＬ00-1764292    

 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】“ドーター・アス・ダィフ・ゲラードＮＬ21-1423346 ＢＣＷ ♀ Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス父子作 

父)アス・ダィフ・ゲラード ＮＬ18-5112280 ＢＣ Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス父子作翔 マルシェ2,314羽中優勝、 



同2,426羽中16位、ギエンNPO2,778羽中総合3位、オルレアンNPO1,277羽中総合14位、センスNPO4,012 

羽中総合90位、エペルネイNPO7,917羽中総合110位、メルンNPO6,039羽中総合156位で、18年若鳩Ｐエ 

ース鳩第1位 

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

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

中優勝、同NPO5,537 羽中総合5 位、レイチェル1,292 羽中優勝、同Ｐ10,912 羽中総合13 位、リモー

ジュNPO1,326羽中総合11位、ロリスNPO5,166羽中総合17位、ギエンNPO4,177羽中総合44位、シ

ャトローNPO1,797羽中総合46位、センスNPO9,919羽中総合61位、セザンヌ2,148羽中4位、レイム

ス667 羽中4 位、マルシェ595 羽中7 位、センス513 羽中9 位 サン・ジーナ×クライネ・ディルク

イェ                                 

祖母)シスター・フレンドシップ Ｂ14-6128813 Ｂ リック・ヘルマンス作 全姉／フレンドシッップ 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 直仔／17-760 イソウドン1,269 羽中優勝、同5,233 羽中総合2 位、

センス476 羽中優勝、同NPO4,612 羽中総合8 位、ロリスNPO16,471 羽中総合12 位、ギエンIP6,033

羽中総合44 位、セザンヌP19,008 羽中総合91 位 18-280 若鳩Ｐエース鳩第1 位、マルシェ2,314 羽

中優勝、ギエンNPO2,778 羽中総合3 位、オルレアンNPO 総合1,277 羽中総合14 位、17-761 セザン

ヌ1,555 羽中優勝、セザンヌNPO8,177 羽中総合12 位、17⁻206 オルレアンNPO1,277 羽中総合13 位、 

エペルネイNPO7,640羽中総合17位他 ゾーン・ハリー×ファンダィクのオリンピック・ニールスの娘 

母)クロエ ＮＬ17-1545152 Ｂ Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス父子作 同腹／シャルルヴィル4,625羽中優勝、同 

22,915羽中総合優勝、アルジャントンＮ9,512羽中総合3位他 

 祖父)クライネ・ゲラード ＮＬ14-1359081Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス作翔 上記参照 

 祖母)ラート・431 ＮＬ09-1556431 Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス作翔  セザンヌ優勝 直仔／優勝3羽 

 

 

【36】“ゾーン・ミス・フリースランド”Ｂ21-5030167 ＢＣ ♂ サブリナ・ブルグマンス作 

父)ブロア・ファレーレ Ｂ18-5069977 ＤＣＷ Ｓ.ブルグマンス作 直娘20-549／シャトローＮ15,322 羽中 

総合70位 兄／ファレーレ 15年ブールジュＮ36,315羽中総合優勝 クリス 18年KBDB1才鳩大中距離Ｎ 

エース鳩第9 位 ジューン アルジャントンＰ1,474 羽中優勝、同Ｐ360羽中2位、ブールジュＰ3,455羽 

中9位、シャトローＰ1,760羽中9位他上位入賞多数 

 祖父)ファレーレの父 Ｂ13-5025014 ＢＣ ブラウエ・ファリーレ(ファレーレ・ミヒールス)×グード・ 

グライス(ロジェ・ブーフェンス) 

 祖母)オリンピック・ステッペの娘 Ｂ13-5033560 ＤＣ ヘルマンス＝ボンネ作 父オリンピック・ス 

テッペは、ニトラ・オリンピアード・ベルギー2位 

母)ミス・フリースランド Ｂ18-5032907 ＢＷ 両親共Ｓ.ブルグマン作翔 センスＰ1,025羽中優勝、イソ 

ウドゥンＮ10,603羽中総合49位、ラ・スーテレーヌＮ9,469羽中総合62位、アルジャントンＮ16,762羽 

中総合157位他 異父兄弟／ブラック・サンドラ グレＮ12,888羽中総合2位、シャトローＮ33,833羽中 

総合3位 

 祖父)ファレーレの孫 Ｂ16-2173249 Ｂ Ｓ.ブルグマンス作 異父姉／シャルロッテ 14年KBDB1 

才鳩大中距離Ｎエース鳩第1位 ゾーン・ファリーレ×ロジェ・ブーフェンス 

 祖母)シャーロットの異父姉妹 Ｂ14-2005431 ＢＣＷ 偉大な種鳩 上記249異父姉 

 

 

【37】“ゾーン・オリンピック・スーパー・メース”ＮＬ21-1222459 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羽中優勝他でFCIオールラウ 

ンドＮエース鳩第4 位他 



 祖父)デン・アルジャントン ＮＬ14-1096675 ＢＣ 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 Ｖ.ホーヘヴェルフ作 デクルイフ使翔 ペロンヌ 2,014 羽中5 位、同1,867 

羽中9 位他 

母)オリンピック・スーパー・メース ＮＬ16-1375388 ＢＣ 両親共メース・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、ブー

ルジュ 10,321 羽中総合28 位、ラ・スーテレーヌ 4,783 羽中総合23 位他で、オリンピアード・ポーランド・オ

ールラウンド部門オランダ 2 位 直仔17-476 モンリュソン優勝、オルレアン優勝、シャトロー優勝 

祖父)ド・グローテ・フリンド ＮＬ13-1049686 Ｂ ミンアーハウト 7,727 羽中12 位、同3,185 羽中24 位、ポ 

メロイル 1,938 羽中3 位他 デッカース・ハンス×ドールネカンプ 

祖母)マルタ ＮＬ15-1528733 ＢＣ ドールネカンプ作翔 モルリンコート 1,589 羽中5 位、デュッフェル 

7,366 羽中総合17 位他 デッカース・ハンス×エルジンガ 

 

 

【38】“ドーター・イリナ”Ｂ21-2059241 Ｂ ♀  アルベルト・デルヴァ作 

父)ゾーン・インヴィクトゥス Ｂ16-2300342 Ａ.デルヴァ作 

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×Ｂ12-2080086(ラ・スーテレーヌＮ19,155羽中総合68位) 

祖母)プリシラ Ｂ12-2080130 Ａ.デルヴァ作翔 優勝9回、グレＮ15,007羽中総合4位、同Ｎ16,988羽中 

総合33位、アルジャントンＮ6,795羽中総合5位、同Ｎ22,463羽中総合16位 兄弟／プリモ シャト 

ローＳＮ4,056 羽中総合22 位、シャトローＳＮ9,026 羽中総合73 位他、シャトローＰ1,039 羽中優勝、 

同ＳＮ6,281羽中総合3位、アルジャントンＮ11,001羽中総合49位、シャトローＮ16,479羽中総合75 

位、シャトローＩＰ8,854羽中総合87位他優勝多数 ペリナ アルジャントンＮ20,844羽中総合11位、 

同Ｎ6,177羽中総合14位、ブールジュＮ13,354羽中総合101位、モンリュソン5,052羽中総合9位、 

同Ｎ8,619羽中総合13位他優勝多数でKBDBＮエース鳩第8位 ド・ゾーン ブロアＰ2,413羽中総合 

11位、アルジャントンＮ22,442羽中総合94位、ブロア2,572羽中12位、ブールジュＮ30,748羽中総 

合218位他8回優勝 ペトロヴァ 優勝上位入賞多数 ヴァレンチノ×ポーライン 

母)イリナ Ｂ17-2065111 Ａ.デルヴァ作翔 アルジャントンＮ3,322 羽中総合優勝、他同ゾーン1,075 羽中 

優勝、ブロア2,953 羽中優勝、スワソン194 羽中優勝他 

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×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 全姉妹／グローリア ロイヤル・ブルー(リモージュ 

Ｎ15,507羽中総合87位、同Ｎ7,469羽中総合79位、アルジャントン4,479羽中総合46位他)×モナ 

 

 

【39】“ドーター・ジーン”ＮＬ21-1032678 BCW ♀ Ｒ.Ａ.バッカー父子作 

父)ジーン ＮＬ15-1576743 Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 ヴィエルソンNU11,193 羽中総合3 位、同Ｎ26,141 

羽中総合36 位、ギエンNPO4,607 羽中総合3 位、シャトードゥンNPO1,974 羽中総合6 位、ブールジュ 

NPO2,923羽中総合6位、同NU5,967羽中総合40位他オリンピアード6位 兄弟／ゲルミニ ブロアNPO 

2,310 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 

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

NPO シングル4 回入賞)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)ＮＬ20-1339131 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 異父兄弟／アルトゥス イソウドゥン14,084羽中総合優勝他 他 



の鳩 シャトードゥン12,511羽中総合4位、シャトロー10,300羽中総合6位、異母兄弟／ヴィエルゾン11,211 

羽中総合2 位他上位入賞無数 

祖父)ソン・ヴァリタス ＮＬ12-1410973 ミーリー バッカー×コープマン 

祖母)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   

 

 

【40】“ドーター・セルシウス”Ｂ21-4139863 ＢＣＷ ♀ デスメイター＝レスチアン作 

父)セルシウス Ｂ14-4178447 ＤＣ デスメイター＝レスチアン作翔 18年ナルボンヌＩＮ15,501羽中総 

合優勝(38.7度の高温下、２位を25分引き離す)、 アジャンＮ総合75位 

祖父)サン・ダックス・グラディエーター ＮＬ03-1536620 ＢＣ クルヴェルス＝デヴィールト作 フ 

ォンドシュピーゲル誌5年間の最優秀超長距離鳩ダックス・グラディエーター×ヴァイナンツ父子の 

ヴァレリーニの娘 

祖母)ヨーストの娘 Ｂ03-4456321  デスメイター＝レスチアン作 ヨースト×ベンジャミン 

母)ドーター・クアトロ Ｂ18-4051663 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 

祖父)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 ロード・クラマース×レッ 

ド・エースの母  

 祖母)クアトロ４ Ｂ11-4274444 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 国際地中海杯1位 バルセロナ＝ 

ペルピニャン最優秀鳩13～14年＆13～15年 クルヴェルス＝デヴィールト×デスメイターレスチア 

ン 

 

【41】“ドーター・スタムコッペル”B21-6150520 Ｂ ♀ エディ・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 

 

 

【42】“ハーフブロア・エレイン”ＮＬ21-1449940 Ｂ ♂ フォッペ・ファンデールメール作 異母兄弟／ベー

ク 15,023 羽中優勝、11,284 羽中2 位、11,339 羽中7 位他で PIPA ランクＮエース鳩若鳩2 位 

父)ＮＬ18-1391648 Ｂ Ｆ.ファンデールメール作翔 ゲネプ 7,634 羽中優勝、キェブラン 5,971 羽中6 位 

 祖父)ＮＬ17-1847795 スレート ドブルイン作 直仔／シメイ 6,072 羽中優勝 ジャスパー×マリアンヌ 

 祖母)ゲシェルプト・ブークス Ｂ13-6135734 ＢＣ カレル・ブークス作 

母)ソフィー ＮＬ18-1817769 Ｂ 同腹／ロリス NPO6,086 羽中総合10 位 兄弟／17,538 羽中総合優勝、 

5,887 羽中優勝、1,629 羽中優勝、734 羽中優勝他 

 祖父)ＮＬ17-1864074 ＢＣ 両親共ライデマン兄弟作 兄弟／シエム 

 祖母)グード・グライスの妹 ＮＬ17-1753533 Ｂ ライデマン兄弟作 兄弟／グード・グライス 7 回優勝内 

6,371 羽中総合優勝、5,821 羽中総合優勝 両親ファンデンブランデ兄弟作 



 

 

【43】“タルザナ” ＮＬ21-1138799 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 11112 年バルセロナＮ1211Ｋ

6,392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)ＮＬ 08-1467664 ＢＣ チーム・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)ＮＬ08-1457633 ＢＣ チーム・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／ド・ヴィットノイス 17年マルセイユＮ総合優勝、同 

ＩＮ総合4位、アジャンＮ3回入賞内総合41、86位 

祖父)ＮＬ06-0730579 ＢＷ バルセロナＮ総合175、699位他ペルピニャン、マルセイユ入賞 異父兄弟 

  ／ノラ ヴァイナンツ×ブリーブの娘 

祖母)ブラウエ・ヴァイナンツ ＮＬ09-1525443 Ｂ ブローカンプのミストラル (06年ペルピニャンＮ総

合6位、同ＩＮ総合8位、05年同Ｎ総合61位、マルセイユＮ総合67位、06年カルカゾンヌＮ総合8

位、同ＩＮ総合30位、05年ベルジェラックＮ総合12位)の兄弟×超銘鳩ヴィットノイスの娘 

 

 

【44】 “ドーター・ポルトガル・ペア”ＧＢ21Ｖ38182 Ｂ ♀ シンジケート・ロフト(Ｐ.フォックス)作 兄弟

／ブルー・アンド・ロンサム 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)ファロア ＧＢ16Ｖ49019 シンジケート・ロフト(Ｐ.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・ディバの同腹で超銘鳩レーザの兄)×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)ゲノープト・レーウ Ｂ10-6252644 マルセル・ヴォウタース作 有名なレーウの直仔 

 祖母)プリンセス・プロパー B15-6063303 基礎鳩プロパー×基礎鳩アテナ 

 

 

（注）（注）（注）（注）競競競競売番号売番号売番号売番号45454545番は番は番は番はB21B21B21B21⁻⁻⁻⁻5050142505014250501425050142から以下の鳩（Ｂから以下の鳩（Ｂから以下の鳩（Ｂから以下の鳩（Ｂ21‐505011421‐505011421‐505011421‐5050114）に変更されました。）に変更されました。）に変更されました。）に変更されました。    

    

【45】“ザ・ラスト・ワン” Ｂ18-5014673 Ｇ ♀ ボスマンス＝リーケンス作 全姉／ミス・リンブルグ シャ

トローＮ5,901 羽中総合優勝、マルネ 176 羽中優勝、同 213 羽中優勝、ランス 156 羽中優勝、ソールダン 123

羽中優勝計6 回優勝、クラブ・エース鳩、オリンピアード・オールラウンド第7 位、同オリンピアード 1 才鳩第9

位  

父)サン・ラッキー・ルーク Ｂ11-5011683  

祖父)ラッキー・ルーク Ｂ97-5201920 Ｄ.リーケンス作翔 オルレアンＰ5,277羽中総合優勝 シメイ604羽

中優勝 ルイス・デロイス×スケレンス 

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

母)Ｂ11-5170270 ブールジュＮ総合10位の娘  



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

祖母)ズワルテ・ウィットペン・213 Ｂ09-5062213 ブールジュＮ総合10 位 カンニバール・パンター 

 

 

【46】“ゾーン・チャッキー・フレンドシップ”Ｂ21-6167487 Ｂ ♂ ヤン＆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 兄弟／ヘリコプ

ター、超銘鳩フェンナ他万羽レース総合優勝鳩多数 スーパー・カップルの直仔 

祖母)プリンセス・プロパー B15-6063303 基礎鳩プロパー×基礎鳩アテナ 

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 直系／総合優勝、シングル鳩多数 

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

  超銘鳩ハリー×ラスト・ワン    

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

 

 

（了） 


