ゴウデン・ダィフ賞授賞式が、来る 2 月18 日土曜日に行われます。毎年本競売には、一流鳩舎がその名誉にか
けて選りすぐりの若鳩を供出しております。過去に本競売で落札された鳩の中には、ファンダィク父子の有名なゴ
ールデン・レディや、コープマン父子供出でヴォンダー・ファン・ハーハトなどの偉大な種鳩が出ております。参加
ご希望の方は、保証金￥30,000 を添えて 2 月 17 日までにチャンピオン商事宛、日本円限度額(輸入消費税・国内
消費税他諸掛込、国内発送時送料のみ別)にて指値お申し込み下さい。
ご注意：なお、１件の保証金で、何羽指値して頂いても結構です。第一希望、第二希望等の希望順位でも構いませ
ん。

※生体ですので、鳩の引き渡し後１週間を経過しての発病には保証出来ませんので、予めご了承下さい。

※
このリストは、競売期日直前に原稿が到着した為、校正に時間がとれませんでした。多少の脚環番号等の違いはご容赦下さいませ。
但し、過去の実績から１羽日本着国内引き渡し価格最低￥85,000＋国内送料にて受け付けさせて頂きます。

競売指値お申込み先
チャンピオン商事株式会社

TheChampiontrade

〒353-0002 埼玉県志木市中宗岡2-23-8 TEL048-485-9671 FAX048-485-9672 090-3086-3176 島村
E-Mail: info@champioｎ-ｔｒａｄｅ.jp Web: www. champioｎ-ｔｒａｄｅ.jp

【1】
“シスター・イチャ”Ｂ16-1104479 Ｂ ♀ ※2016 年度ゴウデン・ダィフ賞ベルギー第 1 位
ホック・サピン作 スーパー・ペア直仔
4羽のスーパー姉／イチャ ブールジュＩＰ436Ｋ1,788羽中優勝、同Ｎ10,172羽中総合15位、同Ｐ485羽中優勝、
同ＳＮ4,208 羽中総合 3 位、同Ｐ286 羽中優勝、スワソン 172Ｋ優勝、2 位 2 回他で 17 年ブリュッセル・オリンピ
アード代表第 1 位 セレナ 優勝 7 回内ラ・スーテレーヌＩＰ552Ｋ1,127 羽中総合優勝、同Ｎ7,631 羽中総合 21
位、シャトローＰ678 羽中優勝、アルジャントンＰ515Ｋ240 羽中優勝、スワソン 172Ｋ優勝、ロリス 353Ｋ2 回優
勝、アルジャントンＩＰ1,131 羽中総合 2 位他上位多数、ヴィーナス ブールジュＩ436Ｋ1,817 羽中総合優勝、同Ｎ
7,479 羽中総合 14 位、同Ｐ433 羽中優勝、トゥーリー347Ｋ135 羽中優勝他上位多数 マリア シャトローＰ486Ｋ
376 羽中優勝他上位多数入賞
父)ローベルト Ｂ09-1504875 優勝 3 回
祖父)ランゲ Ｂ01-1525265 優勝６回のトップ・ブリーダー 直仔／パウルス 優勝 3 回、ハリー 優勝 3
回、マヌー 優勝 10 回、孫／スーパーケ、スーパー・510 スーンチェンス系
祖母)Ｂ03-1529838 スーンチェンスのラー・トムのライン
母)ステフィ Ｂ12-6298869 両親共モーリス・ハーセンドンク作
祖父)Ｂ09-6110415 祖母)Ｂ08-6349051

【2】
“ラスト・ドーター” ＮＬ16-1243525 Ｂ♀ ※2016 年度ゴウデン・ダィフ賞オランダ第１位 フェルブリ
ー共同鳩舎作 偉大な種鳩“リモ”の最後の娘
父)リモ ＮＬ03-1287765 Ｂ アド・スカーラーケンス作 直仔／マルチノ WHZB 全蘭 20 万羽中最優秀鳩
第１位、アニータ WHZB 全蘭 20 万羽中最優秀雌鳩第１位
祖父)ＮＬ95-2067230 ＢＡ.スカーラーケンス作 ブラウエ・ゲーローホ×ビューティ
祖母)サマーブレッド ＮＬ01-2055992 Ｂ Ａ.スカーラーケンス作 インヴィンシブル×スーパーチェ
母)カプリナ Ｂ10-6297675 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 直仔／17 年ブリュッセル・オリンピアード代表
オリンピック・サマンタ、グラシア他ＣＨ多数
祖父)ディ・カプリオ Ｂ05-6045015 1,928 羽中優勝、1,580 羽中優勝他
祖母)Ｂ02-6256226 ＢＣ カンニバールの娘

【3】ＤＶ0901-16-1288 Ｂ ♀ ※2016 年度ゴウデン・ダィフ賞ドイツ第１位 ローランド＆デニス・ファーベル
作
異母兄弟／15-857 オリンピック・マルデン 17 年ブリュッセル・オリンピアード代表 基礎鳩の近親孫
父)ナツィオーネン・アス・655 ＤＶ0901-09-0655 Ｒ.＆Ｄ.ファーベル作翔 09 年 12 回参加 10 回入賞
10 年ドイツＮエース鳩第 1 位 256Ｋ2,688 羽中 4 位、421Ｋ6,768 羽中 9 位他 スーパー種鳩
祖父)フェルベーク・フォーゲル Ｂ06-6149298 Ｂ 両親共Ｃ.フェルベーク作 スーパー・アス・97 の弟
×ミス・ドールダン
ウィリー・ファンベーレンドンク他
祖母)基礎鳩の雌 ＤＶ01906-05-0557 Ｗ.＆Ｍ.シュラー作翔 エース鳩 直仔／タイソン他 Ｇ.クラマ
ー×Ｆ.カールケ
母)ＤＶ0901-15-1211 Ｂ Ｒ.＆Ｄ.ファーベル作 種鳩
祖父)ＤＶ04133-11-0081 Ｂ ハンス・ドンガン作翔 ドイツＮエース鳩第 3 位 ヨハン・デフロー×マ
リアン

祖母)基礎鳩の雌 ＤＶ01906-05-0557 Ｗ.＆Ｍ.シュラー作翔 上記参照
【4】
“ダーク・タータン・ガール” SU16-7232 ＢＬＫ ♀ ※2016 年度ゴウデン・ダィフ賞英国第１位
Ｇ.Ｗ.＆Ｐ.マカロネー作
父)ミスターマジック ＧＢ08Ｊ42595 ＢＣ スーパー種鳩 兄弟／ミス・マジック(優勝
兄弟／ミス・マジック 優勝 8 回) ソーサーレ
ス(直仔
直仔7,332
羽中総合優勝、6,890
羽中総合優勝、4,550
羽中総合優勝他計 10 回優勝)
直仔
羽中総合優勝、
羽中総合優勝、
回優勝
祖父)ブレイン ＧＢ04Ｃ67568 ＢＣ アレキサンダー(フェルケルク作)×プリンセス(ヤンセン)
祖母)ヴァーティ・ローズ ＮＬ04-2076590 ＢＣ ヤンセン系 アイアーカンフ作
母)ブラック・キャヴィア ＳＵ11Ｌ14917 ＢＬＫ 724Ｋ
Ｋ671 羽中優勝、136Ｋ
羽中優勝、 Ｋ2,574 羽中2
羽中 位他上位多数
入賞で、年間最優秀鳩賞受賞
祖父)ジェーンフィールド・50 ＳＵ08Ｌ3190 ＢＬＫ カンプハィス・ブシャール系 直仔／6,370 羽中
総合優勝他 孫／724Ｋ連盟総合優勝 ジェーンフィールド・アマル×マリ・マック
祖母)マーリン・ヘン ＧＢ08Ｊ42549 直仔／ブラック・キャヴィア他 8,164 羽中総合優勝、6,370 羽中
総合優勝他 上記ブレインの全妹 フェルケルクのアレクサンダー×オリンピック・サヴァイヴァーの
直仔プリンセス

【5】ＮＬ16-1163797 ＢＣ ♀ イェレ・イェレマ作
父)ケインＮＬ15-1321004 ＢＣ Ｊ.イェレマ作
祖父)ＮＬ12-1184787 Ｂ Ｊ.イェレマ作 兄弟／サンバンサン1,348 羽中6 位、
同1,351 羽中3 位他 オ
リオン×ミルナ 同鳩舎当り配合
祖母)ＮＬ13-1756120 ＢＣ Ｊ.イェレマ作 オリンピアード代表超長距離世界第 1 位ロメーの娘
母)ステフィー ＮＬ15-1320974 ＢＣ ペルピニャン，アジャンＮ入賞 姉妹／ダフネ ペルピニャンＮ総
合3 位
祖父)ニュー・ヤーデ 1 ＮＬ14-1040735 ＢＣＷ バルセロナＩＮ総合優勝ニュー・ロレアート×14 年バルセ
ロナＩＮ総合優勝のクライネ・ヤーデ
祖母)ＮＬ13-1756081 オリオン×シルヴィー(バルセロナＩＮ総合 3 位)

【6】Ｂ16-6129241 Ｂ ♀ ヨハン・ドンケルス作
父)Ｂ06-6370972 Ｂ Ｊ.ドンケルス作翔 優勝 11 回、2 位 4 回、3 位 4 回入賞 直仔／3 羽で 07 年短距離
Ｎエース鳩第５位、西欧国杯 3 位獲得
祖父)Ｂ05-6328704 Ｂ ゴマール・レイセン×ヘレマンス＝コイスタース
祖母)Ｂ05-6328747 Ｂ ダクジッター×ドンケレ・ゲシェルプテ・271 の娘
母)Ｂ14-6059993 ＢＣＷ Ｊ.ドンケルス作 兄弟／若鳩小長距離Ｎエース鳩第
兄弟／若鳩小長距離Ｎエース鳩第 11 位
祖父)Ｂ07-6354023 Ｂ 直仔／グレ若鳩Ｎ14,207 羽中総合 2 位
祖母)Ｂ11-6245398 ＢＣ 13 回レース参加 12 回入賞

【7】
ＮＬ16-1802713 ＢＣ ♀ フローリアン・ヘンドリックス作 ※純コープマン系 全姉妹/ＮＰＯ総合 2、4、
5位
父)ソン・ジーナ ＮＬ12-1076890 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 最高種鳩 兄弟／ミス・スマム トロイ NPO
8,079 羽中総合 4 位、ブロイル NPO10,037 羽中総合 11 位 半兄弟／ブロイル 9,786 羽中総合 2 位、ラ・
ヴェ ブロア NPO1,956 羽中総合 2 位、デュッフェル 12,744 羽中総合 3 位
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 ギルモア×ショウピース

祖母)ジーナ ＮＬ06-1597157 Ｂ 07年当日長距離Ｎエース鳩第
07 年当日長距離Ｎエース鳩第2
年当日長距離Ｎエース鳩第2 位 シャンティー13,008
シャンティー13,008羽中総合
13,008 羽中総合2
羽中総合2 位、
オルレアン NPO9,670 羽中総合 2 位他上位多数 デン・リンズ・ファヴォリー×超銘鳩アンネリーズ
母)クライン・ディルクイェ ＮＬ12-1077075 ＢＣ 最高種鳩 Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／クライネ・
ゲラード 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、ロリス
1,721 羽中優勝、レイテル 1,292 羽中優勝、同Ｐ10,912 羽中総合 13 位、リモージュ NPO1,326 羽中 11 位
祖父)ザキール ＮＬ10-1109618 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 異父兄弟／デイ・ドリーム エルマーフ
ェーンズ・ホープ×超銘鳩レーザの全姉妹
祖母)ラファエラ ＮＬ04-2248600 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 超銘鳩クライネ・ディルク×ゴールデ
ン・レディ

【8】
“ゴールデン・ニュー・ハリー”ＮＬ16-1663818 Ｂ ヤン・ホーイマンス作
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
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 超銘鳩ハリーの最高直仔の 1 羽
祖母)ステレイエ 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
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
母)シスター・ハリー ＮＬ12-1783973 ＢＣ 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 500Ｋ
NU21,520 羽中総合3 位 Ｎエース鳩第1 位 アレクシア シャトローNPO5,620 羽中総合優勝他 直仔/バルカ
ニック・委託・最終レース優勝，15 年ミリオン・ダラー・委託レース 3,809 羽中第 11 位
祖父)ヨンゲ・ブリクセン Ｂ01-3266512 ＰＢ ガビー・ファンデンアベール作 ブリクセン(ポアチエ 1,448
羽中優勝、シャトロー4,662 羽中総合2 位他 コロネル×リタ)×ドロレス(基礎鳩ヴィッテンブィクの娘)
祖母)ディルクイェ ＮＬ05-1936558 ＢＣ Ｇ.コープマン作 超銘鳩クライネ・ディルク(
(98 年世界選手権
若鳩第５位、99 年Ｎエースピジョン第１位 NPO トロイ 17.884 羽中総合優勝、NPO ブールジュＮ
7.165 羽中総合優勝、マーゼイク 3,522 羽中優勝、ロンメル 495 羽中優勝、ベーク 443 羽中優勝)×ア
モーレ(03 年オリンピアード代表 長距離Ｎエース鳩第 1 位)

【9】
“ブラウ・フィーグ” Ｂ16-6157229 Ｂ ♀ Ｇ.ファンホーヴェ＝アィターホーヴェン作
異母兄弟／ブリーブＮゾーン優勝、同Ｎ9,409 羽中総合 4 位、チュールＮゾーン優勝、同Ｎ5,731 羽中総合 3 位
父)バンコク Ｂ11-6263281 フェルフローセム父子作
祖父)ミストラル Ｂ06-6156065 ミンデンＰ1,479
ミンデンＰ1,479 羽中優勝、シャトローＰ568
羽中優勝、シャトローＰ568 羽中 2 位他 巣房 13 直仔
祖母)スー・エレン Ｂ05-2217002 Ｊ.レイナーツ作 直仔／ポコ・ロコ
母)スウィート・タイガー Ｂ11-6103405 Ｇ.ファンホーヴェ＝アィターホーヴェン作翔 モンリュソンＮ
22,875 羽中総合 22 位、アルジャントンＮ22,384 羽中総合 30 位、サルブリＮ3,415 羽中総合 14 位他 13 年ポ
ーランド・オリンピアード 1 才鳩第 7 位
祖父)ブリクセン・ジュニア Ｂ07-6206273 ファンホーヴェ＝アィターホーヴェン作翔 ラ・スーテレー
ヌ 1,956 羽中 6 位、シャトローＰ1,605 羽中 8 位他 Ｇ.ファンデンアベール作ブリクセン直仔×ジッ
ターケ・バンガ
祖母)ミス・アルギロ Ｂ09-6116044 Ｇ.ファンホーヴェ＝アィターホーヴェン作翔 優勝 8 回内シャト
ローＮゾーン優勝、同Ｎ22,718
ローＮゾーン優勝、同Ｎ22,718 羽中総合 4 位 ジミ×フェーグケ・ゴールデン・オスカー

【10】
“ゾーン・スーパー・ザヴ”B16-6257775 Ｂ ♂ アド・スカーラーケンス作
父)スーパー・ザヴ Ｂ14-6284976 Ｂ Ａ.スカーラーケンス作翔 スープ 235 羽中優勝、同 541 羽中優勝、
同 1,235 羽中 2 位、メルン 1,130 羽中 2 位他 クラブ・エース鳩 2、3 位
祖父)アドズ・ファヴォリー ＮＬ09-1275622 Ｂ アド・スカーラーケンス作翔 ナイフェル 558 羽中優
勝、 キェブラン優勝他 スーパー・レオ×プロミス
祖母)Ｂ10-6123316 両親共ブークス作 スーパー種鳩
母)セカンド・エース・ザブ ＮＬ13-1313468 Ｂ Ａ.スカーラーケンス作翔 ギエン 468 羽中 2 位、ノワイ
ヨン 864 羽中 7 位他多数入賞
祖父)スーペリア ＮＬ05-1541592 Ｂ 両親共Ａ.スカーラーケンス作翔 孫／オリンピアード鳩(ムンニ
ク)、ブールジュＰ6,000 羽中総合優勝他 オルレアン・ドーファーチェ×インヴィンシブルの娘
祖母)ギャランティー Ｂ09-6347601 Ｂ レオ・ヘレマンス・グスト・ヤンセン系

【11】
“ドーター・ショーマン”Ｂ16-4008190 Ｂ ♀ ヒューゴ・フラーミンク作
父)ショーマン Ｂ09-4265567 Ｈ.フラーミンク作翔 優勝３回内アンジェルビル 895 羽中優勝、同 22,000
羽中最高分速 兄弟／ロナウド 優勝 9 回内アルジャントンＰ3,161 羽中総合優勝、グレＰ2,898 羽中総合優勝、
ブールジュＰ1,150 羽中総合優勝、同Ｎゾーン 1,193 羽中優勝 直仔/サガン 優勝 4 回他 基礎交配直仔
祖父)ファヴォリー Ｂ03-4266564 Ｈ.フラーミンク作翔 優勝５回 中距離エース鳩第 1 位、ゾーン・
155×ジェームス(優勝 11 回)の娘
祖母)Ｂ07-4152001 ロメイン・レジースト作 04-501(優勝５回内ブロアＰ総合優勝)の娘
母)アンゲル Ｂ14-4069412 ブロア 334 羽中優勝 ポン・サン・マクサンス 1,127 羽中 4 位
祖父)グーデ・ヤールリング Ｂ12-4038458 ヴィエルゾン 740 羽中優勝 Ｂ09-024(自身優勝２回で、3 羽
のエース鳩の父)×アンジェルビル 1,091 羽中優勝の雌
祖母)ティナ Ｂ09-4265581 スーパー・レオ(優勝鳩７羽の父)×ドールダン 683 羽中優勝の雌

【12】ＮＬ16-1406739 ♀ ブリュッヘマン兄弟作
父)チアゴ ＮＬ12-1468956 ブリュッヘマン兄弟作翔 14 年カオールＮ総合 290 位、15 年バルセロナＮ総
合 442 位 16 年同Ｎ総合 64 位
祖父)ＮＬ10-1527265 ヤン・ルーロフ作のドン・ジュアン・２直仔×ラヴィエータの娘
祖母)ＮＬ11-1587724 ブリュッヘマン兄弟作翔 カオールＰ総合 7 位、バルセロナＮ総合 640 位、同Ｎ
総合 562 位他 ボンテ・ルーロフ×130・ファン・アンタラ
母)ロビーニャＮＬ12-1468933 ブリュッヘマン兄弟作翔 バルセロナＮ15 年総合 112 位、16 年同Ｎ総合
210 位
祖父)ＮＬ10-1527280 ブリュッヘマン兄弟作翔 ボルドーＮ総合 843 位 異父兄弟／ヤメルダ バルセ
ロナＩＮ総合 6 位 タルカン×ラヴィエータ
祖母)ＮＬ10-1527206 ブリュッヘマン兄弟作 異父兄弟／マルセイユＰ総合優勝(Ｔ.ラムチャラン使
翔) ルーロフのバルセロナＮ総合 6 位直仔×インテールト・マリルヤ

【13)Ｂ16-6128315 Ｂ ♂
ダニー・ファンダィク作
父)超銘鳩カノン 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／コーゴウチェ KBDB 中距離 N エース鳩第１位 0-743、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 孫／KBDB 中距離 N エース鳩第７位

祖父)カノンの父 Ｂ08-6298348 ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 プロパー×フランシーン
祖母)タム・ズワルチェ Ｂ08-6297117 08 年アントワープ連盟若鳩エース鳩第 1 位 フェヒター×ズワ
ルチェ
母)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
祖父)ニューエ・ゾーン・ディ・カプリオ Ｂ08-6338583 ディルク・ファンダィク作 直仔／12-960 11 回
参加 10 回上位 10％内
入賞 ディ・カプリオ×001・スーパーケ
祖母)Ｂ10-6284748 Ｂ デン・11（超銘鳩カノンの同腹）×アス・ダィフケ・06

【14】ＮＬ16-1529391 ♂ キース・ボスア作 兄弟／トゥルク(13-782) ナントィル 8,709 羽中総合優勝、ポ
ン・サン・マクサンス 3,603 羽中優勝、デュッフェル 239 羽中優勝、モー2,114 羽中 3 位、ペロンヌ 2,247 羽中 4
位他 トロイ・ダィフイェ トロイＮ13,664 羽中総合 7 位
父)ファヴォリー ＮＬ08-1548922 Ｋ.ボスア作翔 サンカンタン 456 羽中優勝、同 8,851 羽中総合 5 位、ア
ブリス 9,103 羽中総合 29 位、エペルネイ 5,953 羽中総合 3 位他 直仔／ポメチェ 2 回優勝
祖父)ウィムピー ＮＬ99-2371470 直仔／優勝６羽 02-705 ピュッテ 5,774 羽中総合優勝、02-704 ヘン
シース 771 羽中優勝、04-904 ペロンヌ 21,757 羽中総合優勝、サンカンタン 456 羽中優勝、エペルネ
イ NPOＮ東地区 5,953 羽中３位 オート・カップル(ラーテ・ファン・ド・04×ウノ・ドィビン)直仔
祖母)グローテ・セミ Ｂ05-4257274 ＢＣ アントワン・ブノート作 全兄弟／ヴィクトール オルレアン
271 羽中優勝、同Ｐ2,081 羽中総合 3 位、アルジャントン 382 羽中優勝、同 828 羽中優勝、同Ｐ5,066
羽中総合 4 位、ブールジュ 245 羽中優勝、ブールジュ 285 羽中優勝 セミ×ヘット・ラーチェ
母)ボント・ピーチェ ＮＬ08-1549094 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ボンテ・ピート 1,741 羽中優勝他
祖父)ド・カンニバール ＮＬ03-5301441 Ｂ オリンピアード・ポルトガル大会オールラウンド部門代表 NPO
中距離Ｎエース鳩第４位 アブリス 2,091 羽中優勝、ペロンヌ 2,030 羽中優勝、ポン・サン・マクサンス 1,684
羽中優勝、シャンティーNPO13,953 羽中総合５位、シャンティー10,657 羽中総合９位他 直仔／ララ ペロ
ンヌ 38,955 羽中総合優勝、シャンティーＰ22,571 羽中総合５位 ブラウ・ボント・カンニバールチェ
モルリンコート 5,162 羽中２位、同 NPO36,862 羽中総合２位、06-529 シャンティーNPO30,074 羽中総
合 33 位、08-954 アブリスＮ9,103 羽中総合７位、06-580 アブリスＰ20,261 羽中総合７位、05-341
ポン・サン・マクサンス 2,244 羽中優勝、同 NPO31,168 羽中総合３位、シャンティーＰ22,571 羽中総合
６位、06-611 シャンティーNPO30,074 羽中総合５位 カンニバールの妹 04-950
ブールジュ 3,281 羽中総合８位 同腹／ケルクダィフイェ ル・マン 99,104 羽中総合優勝、全 120,936
羽中最高分速、シャンティー10,657 羽中総合３位、ドリー・ファイフィェス ブールジュ NPO11,311 羽
中総合 11 位他 クライネ・フィーゴ×ウィットコップイェ
祖母)ピーターチェ ＮＬ07-1183435 優勝 10 回のスーパー・53×フロールチェ

【15】Ｂ16-6032582 ＤＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作
父)カジノ Ｂ11-6282003 Ｂ ホック・ジョス・フェルカメン作翔 ノワイヨン 208Ｋ393 羽中優勝、ドール
ダン 366Ｋ2,326 羽中 11 位、ブロアＩＰ2,946 羽中総合 11 位 直仔／ヒルダ スープ 357Ｋ10,926 羽中最高分
速 ココ ブリーブ 704Ｋ108 羽中優勝、チュール 2,376 羽中 50 位他
祖父)エレクトロ Ｂ08-6174630 ＢＣ Ｍ.ヴォウタース作 孫／17
孫／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 462ＫＩＰ
462ＫＩＰ1,519
ＫＩＰ1,519 羽中優勝、モンリュソンＮ17,865
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)グロリア Ｂ06-6270117 Ｂ 孫／パウロ ブロア 1,519 羽中優勝 ポルト×ビューティ
母)ズワルト・パンターケ Ｂ12-6196023 ＤＣ ホック・ジョス・フェルカメン作翔 グレＮ590Ｋ2,656
羽中総合 2 位、イソウドゥンＮ504Ｋ5,670 羽中総合 36 位 ネフェルスＮ476Ｋ2,918 羽中総合 42 位他上

位多数 異母兄弟／ポーラー チュールＮ657Ｋ10,251 羽中総合 7 位
祖父)ルカク Ｂ09-6249986 ＤＣ ホック・ジョス・フェルカメン作 アマレット×ディナ
祖母)サフィーナ Ｂ08-6174613 Ｂ Ｍ.ヴォウタース作 レーウ(ヴォウタース)×485

【16】Ｂ16-6275821 Ｂ ♀ レオ・ヘレマンス作
父)ヤン・ルーパー Ｂ07-6369515 直仔／10-241(ヴォルフガング・ルーパー使翔) 3,517 羽中優勝、3,756
羽中優勝、1,20 羽中優勝、2,219 羽中 2 位他で、ドイツＮエース鳩第 2 位 10-156 12 年キェブラン・エ
ース鳩第 1 位 兄弟／ヤン・ジュニア(07-887) 1,090 羽中優勝、1,022 羽中優勝、399 羽中優勝他
祖父)基礎鳩ド・ヤン Ｂ02-6113220 Ｌ.ヘレマンス作翔 キェブラン 1,214 羽中優勝、同 531 羽中優勝、
同 341 羽中優勝、同 300 羽中優勝、同 214 羽中優勝、同 149 羽中優勝他でドゥイヴェン・クラント紙Ｎ
エース鳩第 1 位、アヴェ・レジナＮエース鳩第 1 位他 デン・444×カンピオーンチェ
祖母)ナターリア Ｂ03-6192536 Ｌ.ヘレマンス作翔 アントワープ連盟小長距離１才鳩エース鳩第 1 位
KBDB 大中距離Ｎエース鳩第 10 位 ファヴォリー×01-237(優勝 3 回)
母)オリンピック・ヴィレム Ｂ14-1060480 ヴィレム・ドブルイン作 異母兄／オリンピック・フローム
祖父)オリンピック・ハリケーン ＮＬ10-1688185 ＢＷ 両親共ヴィレム・ドブルイン作翔 ポメロイル
2,753 羽中優勝、アブリ 2,132 羽中優勝、デュッフェル 5,535 羽中総合 7 位他の成績でポツナム・オリンピア
ード・オランダ第 3 位 直仔・孫／２羽オリンピアード代表 ストーム×フェアリー・テール
祖母)ヤスミン ＮＬ08-1543405 Ｗ.ドブルイン作翔 ナイフェル 6,366 羽中総合 9 位、ブールジュ 8,579
羽中総合 11 位他 直仔／マンテス 1,318 羽中優勝、同 470 羽中優勝 ジェローン×カリーナ

【17】ＮＬ16-1526362 ＬＢＣ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
父)ヴォルケーノ ＮＬ14-1059635 ＢＣＷ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 15 年シャトローＮ37,571 羽中総合
5 位、16 年同Ｎ47,539 羽中総合 2 位(14,602 羽中優勝)、ポン・サン・マクサンス 6,984 羽中 16 位
祖父)グーフィー ＮＬ09-1186402 ＬＢＣＷ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 直仔／アンディ・マレー(長距離
Ｎエース鳩第 2 位) パヴァロッティ×オプラー
祖母)エフェンディ ＮＬ13-1654741 ＬＢＣＷ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 マジックマン×パーフェクト・ドリ
ーム
母)ワンダー・ウーマン ＮＬ14-1059638 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブールジュ 9,742 羽中総合
3 位、同 13,431 羽中総合 8 位、シャトロー14,602 羽中総合 19 位他 Ｎエース鳩オール・ラウンド第 1 位
祖父)パーティ・アニマル ＮＬ04-2050343 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 メーネン 5,390 羽中優勝、
シャンティー16,824 羽中総合 4 位、同 6,762 羽中総合 5 位、ニールグニース 5,732 羽中総合 5 位他 若
鳩Ｎエース鳩第 20 位 直仔／キャンディ、スカイ・フォール オリンピック・サヴァイヴァー×イン
チュイーション
祖母)スニップ ＮＬ07-1817924 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 クライル 3,761 羽中総合 19 位、ア
ルジャントン 6,595 羽中総合 40 位、アブリス 7,209 羽中総合 60 位、ストロームベ－ク 786 羽中 4 位、
シャトロー1,264 羽中 10 位他 オリンピック・ソニョ×シャンタル

【18】 “グライズ・360” Ｂ16-6076360 Ｇ ♂ エディ・ヤンセン作 全姉／16
全姉／1616-121 スープ1,459
スープ1,459羽中
1,459 羽中3
羽中3 位、
同 1,259 羽中 6 位
父)ゾーン・ディカプリオ Ｂ08-6339499 Ｄ.ファンダィク＝エディ・ヤンセン共同作
祖父)ディ・カプリオ Ｂ05-6045015 ヘレマンス＝コイスタース作翔 キェブラン 1,928 羽中優勝、同 1,580
羽中優勝、同 1,278 羽中優勝、
、同 1,367 羽中 3 位他 25 回入賞
祖母)ルナ Ｂ06-6211149 マルネ若鳩 2,458 羽中優勝、ラ・スーテレーヌ若鳩Ｎ13,965 羽中総合 8 位

母)メーウケ・アド Ｂ14-6240854 Ｍ マルセル・ヴォウタース作 レーウの近親
祖父)デン・アド Ｂ10-6251541 Ｍ.ヴォウタース作 マルネ276羽中優勝、ドールダン1,678羽中優勝、同833
羽中優勝、同 466 羽中優勝他上位入賞多数 オリンピアード第 1 位 レーウの直仔
祖母)レーウの孫 Ｂ10-6251628 ゾーン・ブールジュ・ドィビン×レーウの娘

【19】
“ドーター・エーデルマン”ＮＬ16-1048544 Ｂ ♀ アテマ共同鳩舎作
父)エーデルマン ＮＬ07-1183312 Ｂ アテマ共同鳩舎作翔 ハッセルト 436 羽中優勝、直仔／13-465 2,402
羽中優勝他 14 年エース鳩第１位、同Ｎ第 3 位 孫／2,602 羽～118 羽優勝８回 兄弟／07-311 レシネス
7,585 羽中総合優勝、07-353 ヘーテレン 417 羽中優勝、同 28,595 羽中総合４位、北部連盟成鳩エース鳩３位、
09-521 ハッセルト 424 羽中優勝 兄弟直仔／08-459 ヘーテレン528 羽中優勝、同 3,113 羽中２位
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 フローリアン×イザベル
祖母)フロールチェ Ｂ02-6175791 ＢＣＷ 直仔／04-023 9,250 羽中優勝、04-022 5,331 羽中優勝、06-789
(他鳩舎) 925 羽中優勝他日本でＦＣＩのＧＰ300Ｋレースを含め優勝鳩８羽作出 ファウスト×サビーナ
母)アテナの全姉妹 ＮＬ09-3952764 Ｂ ヘルマンス＝フクストラ作 直仔／セントロイデン 5,085 羽中優勝、
ラ・ルヴィエール 1,835 羽中優勝他 妹／アテナ 10 年２Ｎレース最優秀若鳩第３位 ラ・スーテレーヌ 601Ｋ
681 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 位他
祖父)基礎鳩ヤールリング・ドンダースティーン Ｂ98-6522539 Ｄ.＆Ｌ.ファンダィク作 ドンダーステ
ィーン×ドールダンケ
祖母)バブルスの娘 ＮＬ08-1537990 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク父子作

【20】
“ドーター・スーパー・コッペル”Ｂ16-6272412 Ｂ ♀ ブルックス・ニールス作 全兄弟／ラ・スー
テレーヌＮ9,136 羽中総合 9 位他Ｎ総合 13、33、37 位
父)“ブロア・ルーパー・フリーヘル” Ｂ09-6053935 ＢＷ ヨス・デズヴェルト作 トップ・ブリーダー 直
仔多数上位入賞
祖父)グーデ・ドンケレ Ｂ03-6182431 ＢＣ ファンホーヴェ＝アィターホーヴェン作 フーベンのヨン
ゲ・カピテインの孫
祖母)ウィットペン・ピエールケ Ｂ07-6051530 ＢＣＷ マース・スティーフェンス作 グスト・ヤンセン系
母)ミス・ターボ・ジェット Ｂ10-6172262 Ｂ Ｂ.＆Ｎ.ファンエッケル作 スーパー種鳩
祖父)Ｂ02-6505583 Ｂ Ｂ.ファネッケル作 直仔／ブリーヴＰ1,492 羽中総合 11 位、モンテリマールＰ
1,408 羽中総合 34 位 ジェフ・デンバッカー×ブルックスケ・ブールジュ
祖母)ミス・ターボ Ｂ05-6217616 Ｂ Ｂ.ファンエッケル作翔 ３年連続エース鳩第 1 位

【21】
“ルーベン” ＮＬ16-1865100 Ｂ ♂ ヴィレム・ドブルイン作 異母兄弟／14-177 ペロンヌ 13,892 羽
中総合優勝 14-087 メーネン 12,397 羽中最高分速優勝他 異父兄弟／13-722 ポメロイル 8,979 羽中最高分
速優勝、ナイフェル 5,616 羽中優勝、同30,250 羽中第5 分速 15-041 ロワイエ 2,058 羽中優勝 16-335 ポン・
サン・マクサンス 6,044 羽中優勝、同 NPO15,086 羽中総合 2 位
父)ジェイコブ ＮＬ11-1742183 Ｗ.ドブルイン作翔 レスキン 4,904 羽中優勝、同 16,450 羽中総合 2 位、シ

ャトロー13,512 羽中総合 9 位、ペロンヌ 19,278 羽中総合 15 位、ナントィル 8,986 羽中総合 13 位、ツ
ール 21,1759 羽中総合 21 位、ポメロイル 5,003 羽中 9 位 13 年全蘭最優秀雄鳩第 4 位 兄弟／11-344
モルリンコート 348 羽中優勝、11-184 センス 317 羽中優勝、11-373 優勝 3 回
祖父)ヤヌス ＮＬ09-1191385 Ｂ Ｗ.ドブルイン作翔 ジダン×カースブールの直仔
祖母)ヤネケ ＮＬ08-1543341 Ｗ.ドブルイン作翔 シャロン 1,428 羽中優勝、クライネ・ブラウエ×
ガニエダ
母)マリアンヌ ＮＬ12-1617845 ＢＣＷ Ｗ.ドブルイン作翔 若鳩短距離エース鳩第１位，直仔/ＣＨ多数
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、ポーランド・オリンピアード代表 直仔／オリンピック・フロー
直仔／オリンピック・フロー
ム アルジャントン NPO7,796 羽中総合 2 位、11
位、1111-344 ナイフェル 4,974 羽中総合優勝 1111-345 タイフ
ーン レスキン 16,450 羽中総合 3 位、マンテス 10,446 羽中総合 3 位 ストーム×フェアリーテール
祖母)バベット ＮＬ08-1543605 ＢＣＷ Ｗ.ドブルイン作翔 オルレアン NPO7,259 羽中総合 2 位 エペ
ルネイ 297 羽中優勝他 TBOTBＮエース鳩第 5 位 ギルバート×ファティマ

【22】
“ラーテ・インテールト・カス”Ｂ15-4271091 ＤＣ ♂ デスメイター＝レスチアン作
※最高の
兄妹超近親交配
父)カス Ｂ10-4281712 ＤＣＷ デスメイター＝レスチアン作翔 15 年ポーＮ1,980 羽中当日只 1 羽帰り
総合優勝、同ＩＮ9,052 羽中総合優勝
祖父)サン・ヨースト Ｂ03-4456329 ＤＣ 最高種鳩 両親共デスメイター＝レスチアン作 基礎鳩ヨ
ースト×アスケ 2001(01 年若鳩長距離Ｎエース鳩第 1 位)
祖母)ヤンダーケ ＮＬ03-1344459 ＤＣＷ FPP 作 ダックスＮ18,323 羽中総合優勝×ヴァルポット・
ローイマン
母)Ｂ13-4200569 ＢＣＷ デスメイター＝レスチアン作翔 14 年生涯にたった２回のみレース参加し、リ
ブルヌＰ551 羽中優勝、ジャルナックＮ3,741 羽中総合 18 位の平均入賞率 0.66％で、1 才鳩長距離Ｎエース
鳩第 5 位 上記カスの全妹

【23】
“ハーフブロア・キアラ”ＮＬ16-1072757 Ｂ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 異母兄弟／マルティン センス
6,386 羽中総合 2 位、ポメロイル 7,848 羽中総合 3 位、ラーヴェンシュタイン 5,247 羽中総合 6 位他 ミス・ジ
ェンジラの母ニドラ
父)フリドゥス ＮＬ10-1109626 Ｂ ベルギーのノルベール・デシュライヴァーとの共作
祖父)ビヤルネ Ｂ02-4247563 Ｂ 両親共ドラウ＝サブロン作 デン・ドローマー直仔
祖母)モニーク Ｂ06-4368520 Ｂ 両親共Ｍ．アエルブレヒト作 直仔／リモージュＮ14,211
直仔／リモージュＮ14,211 羽中総合 36
位、チュールＮ8,322 羽中総合 207 位 ド・ペルピニャンの娘
母)ラジンダ ＮＬ08-2049135 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／キアラ 15 年ブタペスト・オリンピアード中
距離代表 ，センス NPO6,386 羽中総合 2 位、ブロイル NPO4,564 羽中総合 6 位、NPO 当日長距離エース鳩第
2位
祖父)ジェイソン ＮＬ01-1135413 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／ヴァレラ 当日長距離エース鳩第
1 位 ミスター・アレンニッヒ オンズ・ルィーズ×オランダの女王
祖母)ジーナ ＮＬ06-1597157 Ｂ 07 年当日長距離Ｎエース鳩第 2 位 シャンティー13,008 羽中総合 2 位、
オルレアン NPO9,670 羽中総合 2 位他上位多数 デン・リンズ・ファヴォリー×超銘鳩アンネリーズ

【24】
“スーパー・インテールト・シポ”Ｂ16-4244027 大刺 ♂ ベニー・スティーフェニンク作
父)ナダル Ｂ09-4188096 ＢＷ Ｂ.スティーフェニンク作翔 アルジャントン 7,132 羽中４位他 姉の直仔

／サン 13 年 KBDBＮエース鳩第 1 位
祖父)シポ Ｂ03-4329022 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作翔 ドールダン優勝 4 回他 Ｐエース鳩第 1 位
祖母)Ｂ05-3207953 Ｂ ミッシェル・ハウトキット作 ローステンの娘 サンの祖母
母)Ｂ12-4048090 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作翔 ツール 211 羽中優勝、ブールジュ 6,871 羽中総合 87 位他
祖父)シハウ・９９ Ｂ09-4189899 ＢＣ Ｂ.スティーフェニンク作翔 ドールダン 496 羽中優勝、グレⅠ
2,345 羽中 2 位他上位多数 シポ(Ｐエース鳩第 1 位)×Ｍ.ハウトキット 兄弟／シポー・98 他
祖母)Ｂ08-4216901 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作翔 アルジャントン 5,950 羽中 14 位他 ハウトキッ
ト・スティーフェニンク

【25】
“ハーフザス・ヴァレリー”Ｂ16-6041141 ♀ ファンエルザッカー＝イェプセン作
16 年８月生
※傑出して素晴らしい雌
父)ジャッキー・ブルー Ｂ15-3144523 ルディ・デザール作 異母兄弟／ニュー・ジェンス リモージュＮ13,781
羽中総合優勝他
祖父)ジノ・ボーイ Ｂ09-3171413 ジノ・クリケ作 バイター×リアナ
祖母)ビューティ Ｂ13-3162563 両親共ルディ・デザール作 レインマン×ブルー・エンジェル
母)テレトゥビー Ｂ09-6136406 ファンエルザッカー＝イェプセン作 スーパー雌鳩 最優秀ブールジュ鳩
の母 直仔／アルジャントン 270 羽中優勝、ブールジュ 283 羽中優勝、同 211 羽中優勝、ノワイヨン 65 羽中
優勝、アルジャントンＮ16,325 羽中総合 9 位等々
祖父)レキシントン Ｂ02-6276321 ファンエルザッカー＝イェプセン作 直仔孫／優勝多数 ゲシフテ×
ユエール
祖母)ジャネット・ジャクソン Ｂ00-6212429 ファンエルザッカー＝イェプセン作翔 ツール 226 羽中 5
位、ラ・スーテレーヌ 462 羽中 5 位、アルジャントン 440 羽中 10 位他 グーイエ・21×ヤーデ

【26】
“インテールト・カースブール”Ｂ16-6023012 ♀ ガストン・ファンデヴァウワー作 ※カースブール
の 3 重近親
父)Ｂ14-6072278 Ｇ.ファンデヴァウワー作 兄弟／ローラ 10 年ブールジュＮ総合優勝
祖父)ロニー Ｂ07-6033129 カースブールの直仔 カースブール×Ｂ04-6307210
祖母)アマリア Ｂ08-6259169 Ｌ.Ｂ.＆Ｊ.ゲーリンクス父子作 11 年Ｎエース鳩第１位 ラーテ・ヴィッ
テ・ウィリー×シャトローケ
母)Ｂ14-6072249
祖父)ニコ Ｂ11-6119137 兄弟／キム グレＮ総合優勝、09-546 ブールジュＮ総合 5 位 トレ(カースブ
ール直仔)×セリーン
祖母)アネケ Ｂ07-6033018 カザール＝セネシャルのパルムドールの母 カースブール×ローラの祖母

【27】
“インテールト・コピー・トーン”ＮＬ16-1385923 ＢＣ ♂ フェルヴェイ＝ド・ハーン共同鳩舎作
※超銘鳩トーンとその兄弟でスーパー種鳩コピー・トーンの 5 重近親
父)ＮＬ14-1802189 ＢＣ フェルヴェイ＝ド・ハーン共同鳩舎作 超銘鳩ド・トーン(モン・デ・マルサンＮ総合
5、48 位、サンバンサンＮ総合 10、15、36、77 位)の 3 重近親
祖父)最高種鳩コピー・トーン ＮＬ04-1869008 フェルヴェイ＝ド・ハーン共同鳩舎作 直仔・
直仔・孫／アジャ
ン NPO 総合優勝、メッシ カオール NPO3,151 羽中総合優勝、ベルジェラック NPO2,366 羽中総合優勝、
同Ｎ7,655 羽中総合 2 位、同Ｎ10,381
、同Ｎ10,381 羽中総合 12 位、サンバンサンＮ3,964
位、サンバンサンＮ3,964 羽中総合 57 位他
祖母)インブレッド・トーン・377 NL09-1026377 ＢＣ フェルヴェイ＝ド・ハーン共同鳩舎作
超銘鳩ド・トーン×トーンの
超銘鳩ド・トーン×トーンの娘
トーンの娘

母)ＮＬ15-1552863 フェルヴェイ＝ド・ハーン共同鳩舎作
祖父)最高種鳩コピー・トーン ＮＬ04-1869008 フェルヴェイ＝ド・ハーン共同鳩舎作 上記参照
祖母)ＮＬ11-1583413 フェルヴェイ＝ド・ハーン共同鳩舎作 兄弟／CH メッシ、アイルバ、クサヴィ他

【28】
“ドーター・ケリー”Ｂ16-6263864 ウィリー・ダニエルス作
父)Ｂ14-6082126 Ｗ.ダニエルス作 038(アスケ１、アスケ 2 の父)の孫
祖父)Ｂ09-5186031 038(037 の同腹)×Ｐ．ヒュルズのオリンピアード鳩(ブラック・ジャック)の娘
祖母)Ｂ09-6218336 ファンヘステル兄弟作
母)ケリー Ｂ14-6082123 Ｗ.ダニエルス作翔 ノワイヨン 805 羽中 2 位、同 927 羽中 2 位、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、ラ・スーテレーヌＮ18,588 羽中総合 147 位、
シャトローＮ25,710 羽中総合 369 位他
祖父)Ｂ11-6140804 037 の祖父の孫×ファーレ・ゲーリンクスの孫
祖母)リンダ Ｂ11-6218046 グスチェ(カースブールの孫)×Ｂ10-6025532

【29】
“キント・ミスター・ゴールド”ＮＬ17-3737681 ファンヴァンローイ共同鳩舎作
父)ミスター・ゴールド ＮＬ09-3941282 ＢＣ ファンヴァンローイ共同鳩舎作翔 ブールジュ 1,332 羽中優
勝、同 NPO9,311 羽中総合 2 位、ラ・スーテレーヌ 863 羽中優勝、同 NPO5,281 羽中総合 2 位、同 NPO4,239 羽
中総合 2 位、モンリュソン 1,086 羽中 3 位、シャトローNPO5,703 羽中総合 17 位、ストロームベーク 968 羽中
2 位、ポアチエ NPO4,494 羽中総合 18 位 12 年 FZN フーデンクラック第 1 位、13 年東ブラバン当日長距離Ｃ
Ｈ鳩第 1 位
祖父)Ｂ04-6177620 Ｂ Ｆ.＆Ｃ.マリアン作 コープマン×バッカー２の娘
祖母)ＮＬ06-1268788 ＢＣ ファンヴァンローイ共同鳩舎作 兄弟／メーネン 952 羽中優勝
母)オーレリア・レナタＮＬ13-3347049 Ｂ ファンヴァンローイ共同鳩舎作翔 オルレアン NPO2,842 羽中
総合優勝、ピティヴィエ NPO3,372 羽中総合 2 位、セザンヌ連盟 6,572 羽中総合 36 位、イスネス 2,091 羽中 7
位、モンリュソン NPO6,787 羽中総合 29 位、アルジャントン NPO3,520 羽中総合 85 位、ヴェルヴィン 1,968 羽中
15 位
祖父)超銘鳩グース ＮＬ09-3941165 Ｂ 11 年 WHZB エース鳩第 1 位 ポメロイル 28,000 羽中総合優勝、
同 3,056 羽中優勝、同 674 羽中優勝、クライル 1,937 羽中優勝、同 5,079 羽中総合 2 位、ペロンヌ 1,259 羽
中優勝、ナントィル 10,195 羽中総合 4 位 他上位入賞多数 ルージェ×コーニギネッケ
祖母)ブリリアント ＮＬ09-5919615 Ｂ スーパー・レーサー メール 2,667 羽中優勝、ハッセルト 2,217
羽中優勝、同 2,449 羽中 2 位、ストロームベーク 1,308 羽中優勝、サンカンタン 8,672 羽中 3 位、
、アラ
ース 6,648 羽中 3 位他 両親アドリー・コールス作

【30】 “ドーター・694” Ｂ16-3065117 Ｂ ♀ リック・クールス作 半兄弟／14-019 グレ 1,952 羽中 2 位、ツ
ール 2,122 羽中 3 位、アルジャントン 4,348 羽中 11 位、ラ・スーテレーヌ 1,953 羽中 2 位 15-531 272 羽中優
勝、クレルモン 13,293 羽中総合 10 位、シャトードゥン 4,579 羽中総合 13 位 16-069 ラ・スーテレーヌ 452 羽中
14 位
父)ヨンゲ・カデル Ｂ11-3173268 Ｂ Ｒ．クールス作
祖父)カデル Ｂ09-3149959 Ｂ Ｒ．クールス作 種鳩 ショーネ・ブラウエン×ブールジュスケ
祖母)レディ・メッシ Ｂ09-3040083 Ｒ．クールス作翔 ブールジュ 1,427 羽中優勝、アルジャントンＮ
19,757 羽中総合 8 位他で、KBDB
位他で、KBDBＰエース鳩第
KBDBＰエース鳩第 2 位 フレッド(ラブライン)×マリーケ(グレ 5,166 羽
中優勝 )
母)ド・694 Ｂ12-3113694 Ｒ.クールス作翔 グレ 264 羽中 2 位、同 2,201 羽中 19 位、シャトロー745 羽中

8 位、アルジャントン
アルジャントン 343 羽中優勝
祖父)ゴリアート・ジュニア Ｂ11-3170502 ガビー・ファンデンアベール作 ミリオンダラー委託最終 2
位のスパイの兄弟ゴリアート×サンドリーヌ 兄弟／アジャンＮ総合優勝 直仔／アリス
祖母)Ｂ10-3020284 素晴らしい種鳩 直仔／レディ・メッシ 姉／マリーケ グレ 5,165 羽中優勝、ブロ
ア 5,025 羽中 14 位他 ゾーン・ブリクセン×フリッカ

【31】
“ドーター・マックス”Ｂ16-6264043 ♀ オプ・ドベーク＝バーテンス作
異母兄／ヤネス モンリュソンＮ総合優勝、同 28,000 羽中最高分速
父)マックス Ｂ11-6103169 オプ・ドベーク＝バーテンス作翔 ブールジュＰ優勝、同Ｎ16,859羽中総合14位、
モンリュソンＮ22,875 羽中総合 430 位
祖父)ドンケレ・チャップリン Ｂ04-6033267 チャップリン(エース鳩第 1 位)×クライネ・ブルドーザ娘
祖母)ジル Ｂ07-6207185 直仔／11-131 優勝２回 サムソナイト×プリンセスの娘
母)ミス・ダーク・アイ Ｂ11-6103187 オプ・ドベーク＝バーテンス作翔 モンリュソンＮ22,875 羽中総合 13
位、ヴィエルゾンＩＰ3,585 羽中総合 12 位、ブールジュＮ16,859 羽中総合 166 位、ラ・スーテレーヌＮ16,665
羽中総合 282 位他
祖父)パウル Ｂ10-6148336 マリーナ・ファンデフェルデ作 アルジャントンＮ21,299 羽中総合 66 位×デ
ィルク・ファンダィク
祖母)ボ Ｂ10-6343210 ヨンゲ・カンニバールの娘

【32】
“ゲローガー・ハリー”NL16-1578542 Ｂ ♂ クーン・ミンダーハウト作
父)ブロア・ゲーローガー ＮＬ14-3413263 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作 兄弟／ゲーローガー ピティヴィ
エ 5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総合優勝、シャトローNPO2,227 羽中総合優勝、ギ
エン 3,548 羽中総合 3 位、モルリンコート 1,259 羽中 2 位
祖父)ゲブローケン・フリューヘル ＮＬ05-0514804 直仔／モルリンコート 7,962 羽中総合優勝、ピティヴィエ
NPO6,340 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、
モルリンコート 1,465 羽中優勝、クライル 10,0083 羽中総合 7 位、同 5,015 羽中総合 23 位、モンリュソン
4,196 羽中総合 4 位 550・ファン・スーパー・コッペル×ブールジュ・ダィフイェ
祖母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作 ヴァレンチノ×ポーライン
母)ハリー・アレクシア ＮＬ14-1208721 Ｂ ヤン・ホーイマンス作 超銘鳩ハリーの近親
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シャ
トローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽中総
トローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
合 3 位他 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ
祖母)アレクシアの娘 ＮＬ13-1394961 Ｂ ビューティ・カンニバール×アレクシア(シャトローNPO5,620
羽中総合優勝他、超銘鳩ハリーの全妹)

【33】
“ビューティ・グラディエーター・ジュニア”Ｂ16-6033948 Ｂ ♂ Ｌ.Ｂ.＆Ｊ.ゲーリンクス父子作
父)ビューティ・グラディエーター Ｂ08-6259168 Ｂ
Ｌ.Ｂ.＆Ｊ.ゲーリンクス父子作 孫／スーパー・
ヤングスター アルジャントンＰ総合 2 位、ラ・スーテレーヌＰ総合 2 位(Ｖ.デヴィルダー作翔) エース・ノルマ
KBDB1 才鳩長距離Ｎエース鳩第 4 位
祖父)グラディエーター Ｂ03-6460062 ＢＷ Ｌ.Ｂ.＆Ｊ.ゲーリンクス父子作翔 ポルトガル・オリンピア
ード第 2 位 04 年 KBDBＮエース鳩第３位 直仔／ミス・ブロア ブロアＰ1,112 羽中総合優勝、シャト
ロー3,391 羽中 5 位、マイ・ファヴォリー

祖母)シュプルート・コップイェ Ｂ03-6086112 Ｂ ファンダィク作 ランボーの妹直仔 直仔／ミス・ス
ーヤック Ｎエース鳩第 8 位
母)ビューティー・トレジャー Ｂ13-6143524 Ｂ
祖父)ブロア Ｂ04-6202033 ＢＷ ブロアＰ979 羽中総合優勝 シャトロー2,500 羽中 7 位、同 2,505 羽中
8 位、同 1,422 羽中 10 位他 直仔／ブルー・ラグーン ブロアＩＰ762 羽中優勝、モンリュソン 2,545
羽中優勝 バンガ・ウィットペン×ブラウ・シュローイエン
祖母)ナショナル・トレジャー Ｂ08-6374778 ＢＷ タランタ×ウィットペン・ヴォウタース

【34】
“ドーター・ファド”Ｂ16-2313807 Ｂ ♀ ジョニー・ヨンケルス作
父)ファド Ｂ10-2013162 Ｊ.ヨンケルス作翔 ラ・シャトレＩＰ3,362 羽中 5 位、同Ｎ21,180 羽中総合 28
位、ブールジュＩＰ2,883 羽中 8 位、同Ｎ13,588 羽中総合72 位、シャオローＮ22,254 羽中総合75 位他ZHFＮエ
ース鳩第 6 位
祖父)ブロア・クリフ Ｂ08-2171795 フェヒター×ブールジュＮ総合 2 位の妹
祖母)ヴィットノイスイェ Ｂ09-2002899 ブラウエ・ヴィッテンブィク(ファンデンアベール)×ジャスティン
母)アンネリーズ・502 Ｂ15-2287502 全姉／15-4130469 リモージュＮ6,946 羽中総合 16 位、ジャルナック
Ｎ3,904 羽中総合 36 位他で KBDB1 才鳩長距離エース鳩第 12 位(ファンデンヘーデ使翔)
祖父)801 Ｂ09-2002801 モンリュソンＩＰ2,597 羽中総合優勝、同ＳＮ6,141 羽中総合 5 位、アルジャン
トンＰ1,301 羽中優勝、同Ｎ10,962 羽中総合 10 位で、西欧杯長距離エース鳩第１位 エンゲルス・ヨ
ンケーレ
祖母)ニュー・アンネリーズ Ｂ14-4000066 Ｆ.＆Ｊ.ファンデンヘーデ作翔 全姉／アンネリーズ 13 年
KBDB 大中距離Ｎエース鳩第１位 半姉妹／ミラクル マテオ×モルガナ

【35】
“ゾーン・ミッシェラ”ＮＬ16-1609772 ＤＣ ♂ コール・デハイデ作
父)カミング・マン ＮＬ11-3025010 ＤＣ Ｃ.デハイデ作翔 ペルピニャンＮ6,414 羽中総合 27 位、同 4,027
羽中総合 178 位、同Ｎエース鳩第 6 位 バルセロナＮ5,423 羽中総合 999 位、同 5,183 羽中総合 140 位
祖父)ＮＬ03-0334541 ＢＣ Ｃ.デハイデ作 異母兄弟／バルセロナＮ13,066 羽中総合優勝 同ＩＮ
25,835 羽中総合 4 位、ボルドー5,478 羽中総合優勝 ゾーン・ディアマンチェ×グリューンオーホイェ
祖母)ＮＬ05-1601122 ＤＣ ヤン・ホーイマンス作翔 ゴウデン・バルカ(バルセロナ 4 回内ＩＮ25,835
羽中総合 7 位)の娘 ペルピニャン・ドファーのライン
母)ミッシェラ ＮＬ12-3220492 ＢＣ Ｃ.デハイデ作翔 ペルピニャンＮ6,416 羽中総合 42 位、バルセロナ
Ｎ5,182 羽中総合 44 位、ボルドーＮ4,386 羽中総合 147 位
祖父)ゾーン・ドン・ミッシェル ＮＬ09-3959107 ＢＣ Ｃ.デハイデ作翔 バルセロナＮ5,423 羽中総合 24
位、同ＩＮ30,669 羽中総合 31 位、ペルピニャンＮ6,414 羽中総合 42 位、同Ｎ6,414 羽中総合 227 位
他直仔／15 年バルセロナＩＮ19,089 羽中総合 95 位 ドン・ミッシェル×ド・ペルピニャン・ドィビン
祖母)ＮＬ07-1838400 ＤＣ 種鳩 直仔／バルセロナＮ7,046 羽中総合 94 位、ペルピニャン 301 羽中優
勝、同Ｎ5,607 羽中総合 74 位、バルセロナＮ6,392 羽中総合 100 位他 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)

【36】
“インテールト・ゾーン”Ｂ16-2300344 Ｂ ♂ アルベルト・デルヴァ作
※ド・ゾーン近親父娘交
配直仔
父)ド・ゾーン Ｂ10-2007030 Ａ.デルヴァ作翔 ブロアＰ2,413 羽中総合 11 位、アルジャントンＰ3,395 羽
中総合 12 位、ブロア 2,572 羽中 12 位、アルジャントンＮ22,442 羽中総合 94 位、ブールジュＮ30,748 羽
中総合 218 位他 兄弟／プリモ アルジャントン 348 羽中優勝、シャトロー2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056

羽中総合 22 位、シャトローＳＮ9,026 羽中総合 73 位、スワソン 224 羽中優勝、488 羽中優勝、ナントィ
ル 471 羽中優勝、ピティヴィエ 149 羽中優勝(以上は４週連続優勝)、同 941 羽中優勝、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 231 羽中優勝、同Ｎ11,001 羽中総合 49 位、シャ
トロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479 羽中総合 75 位、シャトローＩＰ8,854 羽中総合 87 位、ペリナ アルジ
ャントン 172 羽中優勝、同Ｎ20,844 羽中総合 11 位、ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108 羽中優勝、
アルジャントン 142 羽中優勝、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ＳＮ8,619 羽中総合 13 位他 ペトロヴァ モミニー125 羽中優勝、シャ
トロー550 羽中 2 位、同ＩＰ7,871 羽中総合 72 位、アルジャントン 1,171 羽中 11 位、ル・マン 1,312 羽
中 12 位、ラ・スーテレーヌＮ21,258 羽中総合 578 位 パオリーニ 22 回入賞内アルジャントンＩＰ5,871
羽中総合 15 位 ヴァレンチノ×ポーライン
母)Ｂ11-2090081 Ａ.デルヴァ作翔 アルジャントンＮ20,383 羽中総合 42 位、グレＮ12,592 羽中総合 90
位他上位入賞多数
祖父)ド・ゾーン Ｂ10-2007030 上記参照
祖母)Ｂ09-2027125 Ａ.デルヴァ作 Ｇ.ファンデンアベール×ポルティア(ポーライン妹)の娘

【37】
“ラドソン”Ｂ16-2193817 Ｂ ♂ ファンヘルテム＝シュールマンス作
父)ゾーン・イェレ ＮＬ08-1621770 ＢＣ スヘーレ兄弟作 直仔／ジェルソン 小中距離Ｎエース鳩第 1 位、
入賞鳩多数 兄弟／イサ 中距離エース鳩
祖父)イェレ ＮＬ06-1152271 Ｂ スヘーレ兄弟作 直仔／オルレアン総合 8 位
兄弟／シャトローNPO 総合 2 位、アルジャントン NPO 総合 2 位 スーパー・ボーイ×666 の娘
祖母)レイラ ＮＬ06-0750754 ＢＣ スヘーレ兄弟作作翔 ソールダン NPO 総合 8 位 ラスト・ボーイ(マ
ライケ・フィンク)×スーパー・02
母)モリー Ｂ11-5167950 Ｂ ファンヘルテム＝シュールマンス作
祖父)オリンピック・フォンジー B10-5120228 ＢＣ ファンヘルテム＝シュールマンス作翔 ナントィル
2,853 羽中優勝他 オリンピアード・ポツナム第 1 位 孫／シャトローＮ6,005 羽中総合優勝 欧州杯 1 才鳩
第1 位
祖母)ブールジュスケ Ｂ06-5048446 ＢＣ ファンヘルテム＝シュールマンス作翔 ブールジュＮ16,023 羽
中総合 5 位 孫／シャトローＮ6,005 羽中総合優勝 欧州杯 1 才鳩第 1 位

【38】
“インテールト・リングローゼ”Ｖ02098-16-297 Ｂ♂ ギュンター・プランゲ作 ※リングローゼの近親
父)ＤＶ02098-08-99 Ｂ Ｇ.プランゲ作
祖父)リングローゼ ＤＶ95-12 Ｂ Ｇ.プランゲ作 直仔／802 Ｎエース鳩第 1 位、1009 Ｎエース鳩第 2
位他多くの俊鳩 コープマン作(ベアトリックス・ドーファー直仔)×プランゲ作 722(デルバール)
祖母)ＤＶ02098-07-333 Ｂ Ｇ.プランゲ作 リングローゼ×リングローゼの娘
母)ＤＶ05991-11-1196
祖父)ＤＶ05991-00-1011 Ｂ 02 年ドイツＮエース鳩第 1 位 コープマン×リングローゼの娘
祖母)ＤＶ02098-09-2105 Ｇ.プランゲ作 330 直仔×ユーロスターの娘

【39】
“ナタリア・ジュニア”Ｂ16-6075775 Ｂ ♂ ディルク・ファンダィク作
父)ブラウエ・カンニバール・ジュニア Ｂ11-6240027 Ｄ.ファンダィク作翔 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 8 重近親

祖父)08-6338800 Ｂ カンニバール 3 重近親 デン・イヴォ(ドールダン 719 羽中優勝他 有名なカン
ニバール×アリダ)×ブラウ・スーパーケ(ブラウ・ゾーン・カンニバール×ブールジュの娘)
祖母)Ｂ05-6453989 Ｂ ランンボー・カンニバール父子 5 重近親
母)ブラウエ・ナターリア Ｂ13-6122204 Ｄ.ファンダィク作翔 ブールジュ１才鳩Ｎ総合優勝、ヴィエルゾ
ンＰ優勝
祖父)Ｂ10-6297205 ＢＷ Ｄ.ファンダィク作 ディ・カプリオ×カンニバールの娘
祖母)Ｂ10-6213111 Ｌ.＆Ｂ.ゲーリンクス作 スコーネ・ラピード×ウィットペン・ブールジュスケ

【40】
“ハーフザス・ヒーロー”ＮＬ16-1588030 Ｂ ♀ スヘーレ兄弟作 異母兄弟／ヒーロー シャトロ
ー16,847 羽中総合優勝
父)ド・800 ＮＬ08-08-3856800 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 オルレアン 4,970 羽中総合優勝、アブリス 7,889 羽中
総合2 位(自舎で優勝の後)、ブロアＮＰＯ総合10 位 全兄弟／スーパー・ディルク、デミ Ｐエース鳩第1
位、10-372 ブレトイル1,719 羽中優勝他 血統ラスト・ディルク参照
祖父)リヒテ・ディルク Ｂ02-6503551 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 直仔／ファンホーヴェ鳩舎にて中距
離Ｎエース鳩第8 位、ブロアＮ46,000 羽中総合5 位 孫／ダルコ ペロンヌ1,241 羽中優勝、同5,776 羽
中優勝、オルレン5,149 羽中総合2 位 ディルク・ファンダィク作デン・ブールジュ直仔×Ｅ.ヤンセン
祖母)スーパー・02 ＮＬ04-0451802 Ｂ 若鳩中距離Ｐエース鳩第 1 位 ソールダン 11,475 羽中総合
10 位、オルレアン 2,998 羽中総合 7 位、モルリンコート 8,415 羽中総合 55 位、エタンプ 4,490 羽
中 31 位他 兄弟／オルレアン NPO5,011 羽中総合優勝 ポアチエ NPO 総合優勝、アルジャントン
NPO 総合優勝、ラ・スーレレーヌ NPO 総合優勝、2 位、シャトローNPO 総合 2 位、ツール NPO
総合 2 位 スーパー・ボーイ×666 の娘
母)アミー ＮＬ08-3856749 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 ペロンヌ 6,793 羽中総合優勝 同 5,270 羽中総合 2 位、
連盟当日長距離エース鳩第２位 姉妹／オルレアンＰ総合優勝２羽
祖父)スーパー・ボーイ ＮＬ02-0274336 直仔／オルレアンNPO5,000
羽中総合優勝、同5,149
羽中総合優
直仔／オルレアン
羽中総合優勝、同
勝、ペロンヌ6,793
羽中総合優勝、ポアチエNPO2,183
羽中総合優勝、ポメロイル2,066
羽中優勝、ツ
勝、ペロンヌ
羽中総合優勝、ポアチエ
羽中総合優勝、ポメロイル
羽中優勝
ールNPO 総合2 位、シャトローNPO 総合2 位、アルジャントンNPO 総合2 位、同NPO 総合3 位、
11 年長距離Ｎエース鳩第1 位、孫／アルジャントンNPO 総合優勝 リヒテ・85×ヴィッテンブィクの孫
祖母)666 の娘 ＮＬ02-1713196 Ｂ 666(ヘンク・メリス)×ド・503(Ｒ．メリス)

【41】
“ドーター・ガストン・ジュニア”Ｂ16-6277070 ＢＣ ♀ バルト＆ナンス・ファンエッケル作 異母兄
弟／スーパー・ワン アルジャントンＮ19,303 羽中総合 44 位他ラ・コロンボフィル・ベルジ紙Ｎエース鳩第 4 位
スーパー・ツー アルジャントンＮ11,215 羽中総合 3 位他 異父兄弟／アポロ・グスト シャトローＮ557Ｋ6,573
羽中総合 19 位
父)ガストン・ジュニア Ｂ08-6031121 ＢＣ Ｂ.ファンエッケル作翔 サルブリＰ総合優勝、アルジャント
ンＰ総合 14 位、シャトローＰ総合 17 位、ラ・スーテレーヌＰ総合 25 位
祖父)ガスチョネッチェ 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 直仔／Ｆ16 ラ・スーテレー
ヌＮ総合優勝、ブールジュＮ総合 5 位、ラ・スーテレーヌＮ総合 10 位他欧州エース鳩第 2 位
母)グスト・ディアマンチェ Ｂ13-630916 ＢＣ Ｂ.ファンエッケル作
祖父)シクスティーン・ディアマント Ｂ12-6318216 Ｂ Ｂ.ファンエッケル作 Ｆ16(上記参照)×ミス・
ターボ(エース鳩第 1 位のタイトル３回獲得)
祖母)オルチ・オンウェグバ Ｂ10-6234528 ウルリッヒ・レメンス作 グスト(チュールＮ673Ｋで２位を
14 メートル引き離して総合優勝した鳩の祖父)×フェノメーンチェ

【42】
“ゾーン・スーパー・コッペル”NＬ16-1468168 Ｂ ♂ チーム・フォレブレヒト作
※スーパー・コッペルの直仔
全兄弟／ポーＮ総合 9 位、ナルボンヌＮ総合 23 位、サンバンサンＮ総合 49 位他 異母兄弟／キロメーターフ
レーター バルセロナ 1200Ｋ09～14 年 6 年間最優秀バルセロナ鳩 09～12 年バルセロナＮエース鳩第 5
位、09～11 年同Ｎエース鳩第 7 位、同ＩＮ第 11 位 バルセロナ 6 回入賞中 09 年ＩＮ27,669 羽中総合 874 位、
同 10 年ＩＮ25,750 羽中総合 296 位、同 11 年ＩＮ26,068 羽中総合 749 位、09 年ペルピニャンＩＮ18,354 羽中総
合 822 位、ポーＩＮ7,608 羽中総合 1424 位 マルセイユ 3 回入賞内 09 年ＩＮ11,833 羽中総合 1435 位
父)ゾーン・ヤパーナー ＮＬ04-1136885 ＢＣ カイパー兄弟作 同鳩舎最高種鳩
祖父)ヤパーナー ＪＰ94-0021310 ＢＣ 木島寛作 超銘鳩ヨープ×ベアトリックス・カイパー
祖母)ＮＬ97-1929433 ＢＣ カイパー兄弟作 バルセロナの近親
母)88・ドィビン ＮＬ06-2141488 Ｂ クラース・クロム作 兄弟／ペルピニャンＮ総合 5 位、バルセロナＮ
総合 47 位 孫／マルセイユＮ総合 4 位、ポーＮ総合 3 位
祖父)ド・ジャン ＮＬ97-1395140 ＢＣ ジャン・オズール作
祖母)ＮＬ98-1281071 両親共カス・ファンデグラーフ作 191 直仔×273 直仔

【43】ドーター・ウォードラム ＧＢ16Ｖ49077 ＢＣ ♀ シンジケート・ロフト(Ｐ.フォックス)作
父)ウォー・ドラム ＧＢ11Ｌ36203 シンジケート・ロフト作 直仔／４年でクラブ優勝 28 回、連盟優勝13 回
祖父)グレンジャー ＧＦＬ00-457 ゲネス・ロフト作 Ｍ.ファンガステルのロケット×ヤンセン
祖母)ドラム・03 の娘 ＧＢ10Ｌ40803 シンジケート・ロフト作 超銘鳩レーザの全兄弟ドラムの直仔
母)サンデー・ガール ＮＬ13-1395475 ヤン・ホーイマンス作 全兄弟の仔／フレンドシップ（R.ヘルマンス作
翔）シャトローN 最高分速・総合優勝他
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
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
モルリンコートＰ
シャトロー
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、
位、
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 スーパー・ペアの直仔、ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ
祖母)ラスト・ワン ＮＬ07-2062828 Ｂ リック・ヘルマンス作 基礎鳩ヤールリング・ドンダースティ
ーン×ヤンセン・ドィビン 孫／フレンドシップ（R.ヘルマンス作翔）シャトローN 最高分速・総合優勝他、同
じくスーパー・ペアの最後の直仔

【44】
“ドーター・ウィレミナ”Ｂ16-3141362 Ｂ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作
父)フラッケ Ｂ14-3034102 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 リモージュ 523 羽中優勝、同Ｎ13,493 羽中総合 49 位、ツ
ール 224 羽中優勝、同Ｐ2,463 羽中総合 2 位、ジャルナックＮ4,559 羽中総合 55 位 姉妹／ティナ ラ・
スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 23 位 アノウク 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
祖父)ビッグ・タイム Ｂ11-6244606 リック・ヘルマンス作 ＮＬ09-142551(アテナの弟)×ティンカーベル
祖母)ビッグ・バブルズ ＮＬ11-1742824 ヴィレム・ドブルイン作 セルジオ×ミネルヴァ
母)ウィレミナ Ｂ13-3138072 ルク＆ヒルデ・シウン作翔 14 年ポアチエＮ14,109 羽中総合優勝、同 26,486
羽中最高分速 全姉妹／15-219 ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 6 位

祖父)スピーディ ＮＬ11-1742464 ヴィレム・ドブルイン作 ジェローン×ブルー・フェーム
祖母)マリー・アン ＮＬ09-1191334 デイジー(ブールジュＮ総合優勝)の娘

【45】
“ハーフザス・オリンピック・トリプル・ニーナ”Ｂ16-2241118 B ♀ ボスマンス＝リーケンス作
異父姉／オリンピック・トリプル・ニーナ 17 年ブリュッセル・オリンピアード・オールラウンド・ベルギー代表
父)Ｂ10-5175538 ボスマンス＝リーケンス作 直仔／ラッキー・シクスティ グレＩＰ2,625 羽中総合優勝、
同Ｎ12,516 羽中総合 4 位、ブールジュＮ9,256 羽中総合 55 位、アルジャントンＮ4,498 羽中総合 30 位他
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
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)Ｂ02-5053297 ミルトン×ナショナル・キングの娘
母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953 Ｄ.リーケンス作 直仔／オリンピック・トリプル・ニーナ他、優勝 16 回、ブ
ールジュＮ14,496 羽中総合 17 位、Ｐエース鳩第 1 位他 好鳩多数
祖父)Ｂ07-5082347 スーパー・ランス×カンニバールの孫
祖母)Ｂ08-5185745 直仔／09-382 ランス 398 羽中優勝、同 1,247 羽中 4 位 カンニバール近親

【46】
“ニケの妹” Ｂ16-6128926 Ｂ♀ リック・ヘルマンス＝フクストラ作 全兄弟／ニケ 16 年ブールジュ若
鳩Ｎ28,078 羽中総合優勝、16-507（ニケ同腹）同Ｎ総合 66 位、アルジャントンＮ19,592 羽中総合 183 位
父)クライネ・コープマン ＮＬ14-1462354 Ｇ.コープマン作 異父兄弟／センス NPO6,386 羽中総合 3 位、
ブロイル NPO4,564 羽中総合 6 位、セザンヌ NPO9,806 羽中総合 19 位他で、NPO 当日長距離エース鳩第 15
位、15 年ブダペスト・オリンピアード中距離第 2 位 デンリンズ・ファヴォリー・超銘鳩アンネリーズの近親
祖父)ヤルデル ＮＬ12-1076753 マイティマン×マジック・ヴィクトリー
祖母)ラジンダ ＮＬ08-2049135 Ｂ ジェイソン×超銘鳩アンネリーズの仔ジーナ
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
祖父)基礎鳩ヤールリング・ドンダースティーン Ｂ98-6522539 Ｄ.＆Ｌ.ファンダィク作 ドンダーステ
ィーン×ドールダンケ 直系/優勝鳩無数
祖母)バブルスの娘 ＮＬ08-1537990 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク父子作 スカーラーケンス系

