（※3 月 12 日開始～3 月 20・21 日終了にて ド・ダイフ HP にてインターネット競売）
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ご挨拶
皆様方ご承知のように、現在のコロナ禍の状況を鑑み、第 8 回ゴールデン・10 は、インターネット・オークション
として開催されます。
今回の競売は、例年のようなピジョン・スポーツの友人間の親交、買い手と売り手との会合のような楽しい集ま
りはありません。しかし、危機の時には、創造性を発揮する必要があり、このようなやり方でオークションを引き続
き行うことができます。
総額 150 万ユーロを超える一昨年の冬のセンセーショナルな前回のゴールデン・10 の後、再び、ベルギー、
オランダの偉大なチャンピオンが、厳選された絶対的な鳩をこのオークションに提供します。
ゴールデン・10 競売で落札された鳩による、数多くの素晴らしい成績が、このオークションの評判を世界中で前
例のないレヴェルまで高めました。
鳩質の追求こそが私達の究極の目標であり、成績が基準です。

リック＆ヤン・ヘルマンス

創刊133年の伝統と歴史を誇る、世界で最も権威あるベルギーの鳩界新聞社「ド・ダイフ」がその総力を結集
し世界最高ランクの若鳩オークションを開催致します。
本オークションは現在、世界最強レヴェルの欧州の 21 鳩舎がそれぞれの最高鳩の直仔を 8 羽ずつ厳選し
て参加。現代最強鳩舎のプライドをかけて、鳩のクオリティを競います。
コロナの禍の中、本来予定しておりました昨年 11 月より延期となっておりましたが、大変長らくお待たせしま
した。3 月 20 日（土）、21 日（日）2 日間に渡り、下記ド・ダイフ社のウェブサイト上インターネットにて行われま
す。
残念ながら今回、このコロナ禍においては、例年のように、弊社スタッフが現地に赴いて一羽一羽掴んでの
鳩質のチェックは出来ませんが、既にゴールデン・ハリー、ゴールド・ハリー、ゴールデン・フレンドシップ等日
本においても既に素晴らしい種鳩が数多く誕生しております。
本競売へのご参加をお勧め致します。是非、種鳩の戦力補強にご活用下さい。

チャンピオン商事㈱ 吉原＆島村

【競売の参加（ご入札）について】
●入札は出来るだけユーロでお願いします。金額についてご不明な場合はお問合せ下さい。
（※参考ですが、3 月 12 日、現在 TTS 送金レートはユーロは 131 円です。）
●入札額の上限設定して頂ければ、弊社による入札代行も可能です。
ド・ダイフ・ウェブサイトにご自分でご登録後、ログインして頂き、自由に競売に参加して頂くことも可能です。
ただし、当然ですが落札後のキャンセルはご遠慮下さい。 落札後は弊社が輸入代行させて頂きます。
※初めてご参加のお客様に限り、保証金3万円をお預かり致しますのでお送り下さい。後でご返金・相殺します。
【お振込先】三菱 UFJ 銀行春日町支店 普）0243405 名）チャンピオン商事㈱
※レース鳩輸入業の方は、弊社に依頼せず、ご自分で直接輸入・海外送金支払いの手配頂いても問題ございま
せん。
注）1 時間 3 鳩舎 12 羽ずつ終了していきます。 ただし、終了時間の１０分前以降に入札すると自動的に１０分間
延長になります。 当然、延長、再延長、再々延長の場合もございます。
●入札の最低金額は以下の通りです。 これ以上であれば自由に金額を指定出来ます。
★１０００ユーロまで 最高値プラス５０ユーロ
★１０００ユーロから５０００ユーロまで 最高値プラス１００ユーロ
★５０００ユーロ以上 最高値プラス２００ユーロ

●上限金額を設定して自動入札も可能です。（Buying Order 自動入札方式）
●競売番号 1 番～168 番まで全ての鳩ははウェブサイト（次頁）上で写真閲覧出来ます。
https://www.deduif.be/
【パート 1】
】 3 月 20 日（土曜日）日本時間での終了時刻 19：00（3 月 20 日）～1：00（3 月 21 日）
19:00 競売番号 1-12: ボスマンス＝リーケンス、ウィリー・ダニエルス、スヘーレ兄弟
20:00 競売番号 13-24: アルベルト・デルヴァ、コール・デハイデ、ダニー・ファンダイク
21:00 競売番号 25-36: Ｌ.＆Ｈ.シウン、アイアーカンプ・ファミリー、Ｒ.＆Ｄ.バッカー父子
22:00 競売番号 37-48: デスメイター＝レスチアーン、ホック・ジョス・フェルカメン、リック・ヘルマンス
23:00 競売番号 49-60: Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク、B.＆N.ファンネッケル、ギー・ファンデオウエラ
24:00 競売番号 61-72: ヤン・ホーイマンス、ディルク・ファンダイク、 リック・クールス
01:00 競売番号 73-84:
J.＆F.ヘンドリクス、エディ・ヤンセン、ゲラード・コープマン
【パート 2】 3 月 21 日（日曜日）日本時間での終了時刻 19：00（3 月 21 日）～1：00（3 月 22 日）
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00
01:00

競売番号 85-96: ゲラード・コープマン、エディ・ヤンセン、J.＆F.ヘンドリクス
競売番号 97-108: リック・クールス、ディルク・ファンダイク、ヤン・ホーイマンス
競売番号 109-120: ギー・ファンデオウエラ、B.＆N.ファンネッケル、Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク
競売番号 121-132: リック・ヘルマンス、ホック・ジョス・フェルカメン、デスメイター＝レスチアーン
競売番号 133-144: Ｒ.＆Ｄ.バッカー父子、アイアーカンプ・ファミリー、Ｌ.＆Ｈ.シウン
競売番号 145-156: ダニー・ファンダイク、コール・デハイデ、アルベルト・デルヴァ
競売番号 157-168: スヘーレ兄弟、ウィリー・ダニエルス、ボスマンス＝リーケンス

【お支払いについて】
注）落札鳩が実際にベルギーから日本へ到着後に弊社にお支払い下さい。
日本到着の明確な見通しが立たない場合、先にお支払いする必要はございません。
※レース鳩輸入業者の方で落札された方は、弊社に依頼せず、ご自分で輸入・海外送金支払いの手配頂いても
問題ございません。

【ご請求額の計算について】
※１）本体価格（ユーロ×日本円（決済時の為替レートによる））＋弊社輸入代行手数料１５％＋輸入消費税
１０％＋検疫・航空運賃代 1 羽 7,000 円＋国内送料 １羽 2000 円（発送が必要な場合のみ）
※2）本競売においては通関、引き取り、アルミ籠他の諸費用は今回請求致しません。
※3）会場オークションではありませんので、20％の会場税（欧州のルール）は掛かりません。
※4）詳しい輸入代行の請求額の明細・計算について不明な場合は（以下）弊社までお問合わせ下さい。

【主催】ド・ダイフ紙ウェブサイト
https://www.deduif.be/

【輸入代行】チャンピオン商事㈱

ChampionTrade,.co.ltd
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１日目（3 月 20 日 土曜日）

【1】“ゾーン・バス×O.T”Ｂ20-5091760 BLKC ♂ ボスマンス＝リーケンス作
父)トリプル・バス Ｂ19-5037186 ボスマンス＝リーケンス作翔 2020 年グレＮ１才鳩12,888 羽中総合優勝
祖父)トリプル・73 Ｂ15-2181273 ボスマンス＝リーケンス作 全姉／オリンピック・トリプル・ニーナ
Ｐエース鳩 1、2 位 ブリュッセル・オリンピアードオールラウンド代表代表 オリンピック・トリ
プル・エース×ブラック・ママ
祖母)ＮＬ17-1277592 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 オリンピック・ファイアー・アイズ×イサ
母)“O.T” Ｂ20-50921621 ボスマンス＝リーケンス作翔 2020 年シャトローN 若鳩 15,322 羽中総合優勝
祖父)Ｂ16-2256947 ボスマンス＝リーケンス作 直仔／アルジャントンＮ総合 6 位，シャトローＩＰ
3,026 羽中総合優勝 ビューティ・カンニバール×スーパー・ママの娘
祖母)トリプル・029 Ｂ14-2090029 ボスマンス＝リーケンス作翔 直仔／390Ｋ1,016 羽中 3 位、375ＫＰ
4,955 羽中総合 12 位、ブールジュＮ14,496 羽中総合 17 位 姉／オリンピック・トリプル・ニーナ Ｐ
エース鳩 1、2 位 ブリュッセル・オリンピアード代表

【2】“ザス・トリプル・バス”Ｂ20-5091639 Ｂ ♀ ボスマンス＝リーケンス作 兄／トリプル・バス グレＮ１才
鳩12,888 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／オリンピック・トリプル・ニーナ Ｐ
エース鳩 1、2 位 ブリュッセル・オリンピアード・オールラウンド代表
祖父)オリンピック・トリプル・エース Ｂ11-5143219 ボスマンス＝リーケンス作翔 13 年ニトラ・オリン
ピアード 1 才鳩ベルギー代表 ギエンＰ5,386 羽中総合優勝、同 8,044 羽中最高分速 グーデ・ヤー
ルリング直仔×Ｇ.ファンデンアベール
祖母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953 ボスマンス＝リーケンス作 スーパー・ランスの孫
母)ＮＬ17-1277592 Ｇ.＆Ｓ.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 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 フェルケルク父子作 ブルドーザー×超銘鳩オリンピック・ソランジェ

【3】“ゾーン・オリンピック・トリプル・ニーナ”Ｂ20-5019715 Ｇ ♂ ボスマンス＝リーケンス作
父)Ｂ14-2090342 Ｇ ボスマンス＝リーケンス作
祖父)Ｂ13-5100084 ボスマンス＝リーケンス作 ヴァイア・コンディオス他リーケンス最高筋
祖母)ミス・リンブルグ Ｂ13-5100049 ボスマンス＝リーケンス作翔 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 ラッキー・
ルークの孫

母)オリンピック・トリプル・ニーナ Ｂ14-2090027 ボスマンス＝リーケンス作翔 Ｐエース鳩 1、2 位、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
祖父)オリンピック・トリプル・エース Ｂ11-5143219 ボスマンス＝リーケンス作翔 13 年ニトラ・オリン
ピアード 1 才鳩ベルギー代表 ギエンＰ5,386 羽中総合優勝、同 8,044 羽中最高分速 グーデ・ヤー
ルリング直仔×Ｇ.ファンデンアベール
祖母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953 ボスマンス＝リーケンス作 スーパー・ランスの孫

【4】”ブロア・シャロン“Ｂ20-5091617 Ｇ ♂ ボスマンス＝リーケンス作 兄弟／シャロン アルジャントン
Ｎ8,006 羽中総合優勝、シャロンＰ1,359 羽中優勝、シャトローＰ2,749 羽中総合2 位他でＰエース鳩第2 位
父)Ｂ11-5160832 ボスマンス＝リーケンス作
祖父)Ｂ08-5165496 ボスマンス＝リーケンス作 ブラウエ・プリンス×スーパー・ママ
祖母)Ｂ09-5062384 ボスマンス＝リーケンス作 ラッキー・ルーク×マヤ
母)Ｂ11-5170311 ボスマンス＝リーケンス作
祖父)172 カンニバール Ｂ10-5156172 ボスマンス＝リーケンス作 カンニバール孫×ミルトンの娘
祖母)Ｂ10-5156188 ボスマンス＝リーケンス作 ラッキー・ルーク直仔×カサノヴァの娘

【5】“ブロア・サラ”Ｂ20-6244449 BC ♂ ウィリー・ダニエルス作 全姉／サラ 16 年ＫＢＤＢ大中距離Ｎエー
ス鳩第1 位、ナディン 17 年ＫＢＤＢ大中距離Ｎエース鳩第1 位
父)フロールス Ｂ13-6314344 ウィリー・ダニエルス作 直仔／サラ16 年ＫＢＤＢ大中距離Ｎエース鳩第1 位、
ナディン 17 年ＫＢＤＢ大中距離Ｎエース鳩第1 位
祖父)Ｂ14-6191099 ＤＣＷ ウィリー・ダニエルス作 ド・ズテ×ヴィットノイス
祖母)リヒテ・リモ Ｂ06-6108513 ウィリー・ダニエルス作翔 リモージュＮ17,546 羽中総合4 位、ブールジュＮ
21,940 羽中総合74 位ド・リモ×ラ・スーテレーヌＮ16,297 羽中総合35 位ヘット・ナショナールチェ（ピラ
ートの娘）
母)サキラ Ｂ13-6051147 ウィリー・ダニエルス作 直仔／サラ16 年ＫＢＤＢ大中距離Ｎエース鳩第1 位、ナ
ディン 17 年ＫＢＤＢ大中距離Ｎエース鳩第1 位
祖父)イカルス Ｂ11-6140809 ウィリー・ダニエルス作 デメイヤー父子のゾットの孫 デメイヤー、モーリ
ス・フーツ
祖母)Ｂ07-6044245 ウィリー・ダニエルス作 孫／サラ 16 年ＫＢＤＢ大中距離Ｎエース鳩第1 位、ナディン
7 年ＫＢＤＢ大中距離Ｎエース鳩第1 位 全妹／ダフネ ファール・3

【6】“ゾーン・フィンヌ”Ｂ20-6244443 Ｂ ♂ ウィリー・ダニエルス作
父)ヴァシリス Ｂ17-6038582 ウィリー・ダニエルス作 全兄弟／カート シャトローＮ総合優勝 カイラ 16
年Ｎレース8 回参加8 回入賞
祖父)トーマス Ｂ08-6373623 ウィリー・ダニエルス作 直仔／カート シャトローＮ総合優勝 カイラ 16
年Ｎレース8 回参加8 回入賞
祖母)キアラ Ｂ10-6025224 ウィリー・ダニエルス作 直仔／カート シャトローＮ総合優勝 カイラ 16
年Ｎレース8 回参加8 回入賞 基礎鳩デメイヤー父子のゾットの直仔×シャトローＮ総合優勝ニッキの母
（モ
ーリス・フーツのリヒテ・ブールジュのライン）
母)フィンヌ Ｂ19-6030104 ウィリー・ダニエルス作翔 20 年大中距離Ｎエース鳩第 1 位 ラ・スーテレー

ヌＮ15,939 羽総合優勝、イソウドンＮ18,176 羽中総合 11 位、アルジャントンＮ26,085 羽中総合 28 位、
グレＮ12,888 羽中総合 60 位他
祖父)ヤスパー Ｂ16-6263842 ウィリー・ダニエルス作 ヨス・フェルベークのアルジャントンＮ12,449 総
合3 位、シャトローＮゾーン8,663 羽中26 位ヴィットコップ×リンダ（カ―スブールのライン）
祖母)ブレンダ Ｂ17-6038585 ウィリー・ダニエルス作翔 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 位ケリーの孫、 ケリーの直仔×ゲーリンクス父子のファーレ他血統

【7】“ウィリーズ・フェイバリット”Ｂ20-6244445 Ｂ ♂ ウィリー・ダニエルス作
父) ヤスパー Ｂ16-6263842 ウィリー・ダニエルス作
祖父)ヴィットコップ Ｂ15-6035952 ＢＰ 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 ウィリー・ダニエルス作 直仔／ケリー ノワイヨン805 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 グ
スト（ガストンのカースブールの直仔）の孫
母)ロウカ Ｂ19-6030207 ウィリー・ダニエルス作翔 20 年大中距離Ｎエース鳩第 2 位 ブールジュＮ
22,502 羽中総合 4 位、ラ・スーテレーヌＮ15,939 羽総合 11 位、イソウドンＮ18,176 羽中総合 61 位、
アルジャントンＮ26,085 羽中総合 174 位、グレＮ12,888 羽中総合 21 位、シャトローＮ33,833 羽中総合
205 位他
祖父)ゼノ Ｂ17-5015250 ウィリー・ダニエルス作 アミーゴ（ディルク・ファンダイクのブラウ・カンニ
バール・ジュニア×ブールジュＮ総合優勝ナタリア）×ミス・ボルト（レオ・ヘレマンスのＫＢＤＢ若鳩
Ｎエース鳩第1 位ボルトの同腹）直仔／ロウカ 20 年大中距離Ｎエース鳩第 2 位
祖母)アスケ・ⅠＢ17-6201845 ウィリー・ダニエルス作 12 年アントワープ連盟長距離エース鳩第1 位、
14 年べフェル長距離クラブエース鳩第1 位 直仔／ロウカ 20 年大中距離Ｎエース鳩第 2 位

【8】“インテールト・スーパー・コッペル”Ｂ20-6052192 Ｂ ♀ ウィリー・ダニエルス作
父)ディマス Ｂ17-6038540 ウィリー・ダニエルス作
祖父)ルディの孫 Ｂ14-2001977 ポール・ヒュルズ作 リヴィレーション（07 年オリンピアード・オールラウ
ンド代表第 1 位ブラック・ジャックの全兄弟ブラック・マジック×オルレアンＰ優勝オルレアンスケ）×ミ
ス・ルディ（Ｇ.ファンデンアベールのルディ×ヤコバ（コープマン父子のヴォンデレ・ディルクの娘）
祖母)ナディン Ｂ16-6063083 ウィリー・ダニエルス作翔 17 年大中距離Ｎエース鳩第 1 位 全姉妹／サラ
16 年大中距離Ｎエース鳩第 1 位 フロールス×サキラ
母)リディア Ｂ16-6263875 ウィリー・ダニエルス作翔
祖父)ルディの孫 Ｂ14-2001977 ポール・ヒュルズ作 リヴィレーション（ブラック・ジャックの全兄弟ブラ
ック・マジック×オルレアンＰ優勝オルレアンスケ）×ミス・ルディ（Ｇ.ファンデンアベールのルディ×ヤ
コバ（コープマン父子のヴォンデレ・ディルクの娘）
祖母)サラ Ｂ15-6034008 ウィリー・ダニエルス作翔 16 年大中距離Ｎエース鳩第 1 位 全姉妹／ナデ
ィン 17 年大中距離Ｎエース鳩第 1 位 フロールス×サキラ

【9】ＮＬ19-3908072 Ｂ ♀ スヘーレ兄弟作 兄弟／ドラム ペロンヌ 7,823 羽中総合優勝、アドリアーン
メルン 10,375 羽中総合優勝 異母兄弟(母親同士は全姉妹)／スーパー・271 オールラウンドＰエース鳩 2

位 2 回(シモン・ファンホーヴェ鳩舎)
父)ソン・エスメー ＮＬ14-1393325 ＴＪ.＆Ｊ.エルジンガ作
祖父)スペシャル・ボーイ ＮＬ13-1563604 ＢＣ ペーテー・フェーンストラ作 ロレックス、ミスター・
ブルー、シャネル NR.5 の孫
祖母)エスメー ＮＬ12-1005204 14 年 WHZB=TBOTBＮエース鳩第 1 位、NTAK 長距離Ｎエース鳩第 1 位、
NPO 長距離Ｎエース鳩第 2 位、15 年オリンピアード代表
母)ジュリア ＮＬ16-1588015 ＢＣ スヘーレ兄弟作翔 Ｐエース鳩第１位他 兄弟／ソニー・ボーイ リ
モージュ NPO 総合優勝他、スーパー・271 2 年連続Ｐエース鳩第 2 位(サイモン・ファンホーヴェ鳩舎)、
ソレン Ｐエース鳩第 4 位、エリン(オリンピアード代表リコの母) シェリル Ｐエース鳩第１位
祖父)ソニー ＮＬ12-3254959 Ｂ 全兄弟／エース・ガール 12 年 WHZB 長距離Ｎエース鳩第 2 位、ポア
チエ NPO2,183 羽中総合優勝、シャトローNPO3,846 羽中総合 2 位、ラ・スーテレーヌ NPO2,751 羽中
総合 2 位、ブールジュ NPO4,847 羽中総合 10 位 ピート 09 年若鳩Ｎエース鳩第 6 位 スーパー・ボ
ーイ×666 の娘
祖母)シェ ＮＬ13-1655026 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ＮＬ12-1077190×ザラ

【10】“ゾーン・ピンク”ＮＬ20-1548616 Ｂ ♀ スヘーレ兄弟作
父)シャーリー・ソニー ＮＬ17-3711223 Ｂ スヘーレ兄弟作 兄弟／ソニー・ボーイ リモージュ NPO 総合
優勝他、スーパー・271 2 年連続Ｐエース鳩第 2 位(サイモン・ファンホーヴェ鳩舎)、ソレン Ｐエース
鳩第 4 位、エリン(オリンピアード代表リコの母)、シェリル Ｐエース鳩第 1 位他
他
祖父)ソニー ＮＬ12-3254959 Ｂ 全兄弟／エース・ガール 12 年 WHZB 長距離Ｎエース鳩第 2 位、ポア
チエ NPO2,183 羽中総合優勝、シャトローNPO3,846 羽中総合 2 位、ラ・スーテレーヌ NPO2,751 羽中
総合 2 位、ブールジュ NPO4,847 羽中総合 10 位 ピート 09 年若鳩Ｎエース鳩第 6 位 スーパー・ボ
ーイ×666 の娘
祖母)シェ ＮＬ13-1655026 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ＮＬ12-1077190×ザラ
母)ピンク ＮＬ17-3711274 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 ロワイエ 7,278 羽中総合 4 位、ラ・スーテレーヌ 11,959
羽中総合 14 位Ｐエース鳩第１位
祖父)ファスト・ボーイ ＮＬ10-3056436 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 アルジャントンNPO 総合優勝、同Ｎ23,597
羽中総合 3 位、ペロンヌ 7,007 羽中総合優勝、オルレアン 4,515 羽中総合 3 位他 ボーイ・ジュニア・
700×マライケ・フィンク
祖母)ゴールデン・アイ ＮＬ14-1059682 ＬＢＣ フェルケルク作 ドナルド×アイ・キャッチャー

【11】“ゾーン・アルジャントン”ＮＬ20-1548619 Ｂ ♂ スヘーレ兄弟作
父)ド・アルジャントン ＮＬ11-3056877 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 アルジャントン NPO3,372 羽中総合優勝、
同 NPO2,984 羽中総合 4 位、ブールジュ NPO4,520 羽中総合 2 位、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総合 4
位、オルレアン NPO4,308 羽中総合 4 位、ペロンヌ 7,007 羽中総合 3 位他
祖父)ファイター・フェルケルク ＮＬ09-1185983 Ｂ フェルケルク作 ストリート・ファイター×ブリジ
ェット
祖母)ジャニー ＮＬ09-1375316 ＢＣ ヤン・ホーイマン作 マリオ×ディルクイェの娘
母)シェリル ＮＬ15-3509881 ＢＣ スヘーレ兄弟作翔 Ｐエース鳩第１位他 兄弟／ソニー・ボーイ リ
モージュ NPO 総合優勝他、スーパー・271 2 年連続Ｐエース鳩第 2 位(サイモン・ファンホーヴェ鳩舎)、
ソレン Ｐエース鳩第 4 位、エリン(オリンピアード代表リコの母)他
他
祖父)ソニー ＮＬ12-3254959 Ｂ 全兄弟／エース・ガール 12 年 WHZB 長距離Ｎエース鳩第 2 位、ポア
チエ NPO2,183 羽中総合優勝、シャトローNPO3,846 羽中総合 2 位、ラ・スーテレーヌ NPO2,751 羽中

総合 2 位、ブールジュ NPO4,847 羽中総合 10 位 ピート 09 年若鳩Ｎエース鳩第 6 位 スーパー・ボ
ーイ×666 の娘
祖母)シェ ＮＬ13-1655026 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ＮＬ12-1077190×ザラ

【12】ＮＬ20-1548630 ＢＣ ♂ スヘーレ兄弟作
兄弟／ソニー・ボーイ 16 年リモージュ NPO 総合優勝、ルフェック NPO 総合 4 位、ソレン 16 年最優秀若
鳩 チェリー(トミーの母)、15-880 シャトローＮ11,922 羽中総合 23 位 シェリル Ｐエース鳩オールラウ
ンド部門第１位
父)ソニー ＮＬ12-3254959 Ｂ 全兄弟／エース・ガール 12 年 WHZB 長距離Ｎエース鳩第 2 位、ポアチエ
NPO2,183 羽中総合優勝、シャトローNPO3,846 羽中総合 2 位、ラ・スーテレーヌ NPO2,751 羽中総合 2
位、ブールジュ NPO4,847 羽中総合 10 位 ピート 09 年若鳩Ｎエース鳩第 6 位
祖父)スーパー・ボーイ ＮＬ02-0274336 直仔／マジック・ボーイ 長距離Ｎエース鳩第1 位
祖母)666 の娘 ＮＬ02-1713196 Ｂ 666(ヘンク・メリス)×ド・503(Ｒ．メリス)
母)シェ ＮＬ13-1655026 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
祖父)ＮＬ12-1077190 ＬＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ジェイソン×デイ・ドリーム
祖母)ザラ ＮＬ10-1109753 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 エルマーフェーン・ホープ×ヤング・ドリーム

【13】“インヴィクタス・イリナ”Ｂ20-2076234 Ｂ ♂
アルベルト・デルヴァ作
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
祖父)パブロ Ｂ12-2080129 Ａ.デルヴァ作 兄弟／プリモ ペリナ ド・ゾーン ペトロヴァ パオリーニ
ヴァレンチノ×ポーライン
祖母)Ｂ12-2080086 Ａ.デルヴァ作作翔 ラ・スーテレーヌＮ19,155 羽中総合 68 位、モンリュソン 428 羽
中 9 位、同Ｎ21,027 羽中総合 179 位、アルジャントンＮ22,463 羽中総合 244 位他 Ｂ11-2090101(ブ
ロア 161 羽中優勝)×Ｂ11-2090081(アルジャントンＮ20,383 羽中総合 42 位)
母)イリナＢ17-2065111 アルジャントン 18 年 N3,322 羽中総合優勝、ブロア 2,953 羽中優勝、スワソン 194
羽中優勝、アルジャントンゾーン 1,286 羽中優勝、シャトロー1,286 羽中 2 位、ル・マン 233 羽中 2 位、
スワソン 1,421 羽中 11 位、スワソン 2,008 羽中 4 位
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
祖母)モナ Ｂ11－3070106 種鳩 ベルト・ファンデンベルフェ作 全姉妹／グローリア ロイヤル・ブル
ー×モナ（ブリクセンの直仔）100％ガビー・ファンデンアベール

【14】“ゾーン・モ・ナミ”Ｂ20-2076229 Ｂ ♂ アルベルト・デルヴァ作
父)ゾーン・ファン・ド・ゾーン Ｂ18-2093018 Ａ.デルヴァ作
祖父) ド・ゾーン Ｂ10-2007030 Ａ.デルヴァ作翔 ブロアＰ2,413 羽中総合 11 位、アルジャントン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 アルジャントン優勝多数、ペリナ、ペトロヴァ、パオリーニ
祖母)Ｂ13-2110005 Ａ.デルヴァ作翔 スワソン 554 羽中優勝、メルン 278 羽中優勝、メルン 284 羽中優
勝、ブロア 271 羽中優勝、グレ 1,491 羽中 8 位他

母) モ・ナミＢ16-2060047 Ａ．デルヴァ作翔 オリンピアード・オールラウンド代表第 2 位、LCB 成鳩＋1
才鳩エース鳩第 1 位、LCB1 17 年オールラウンド P エース鳩第 1 位、ブロア P380 羽中優勝、アルジャ
ントン 133 羽中優勝、アルジャントン N3,917 羽中総合 8 位、ヴィエルゾン P2,258 羽中 9 位
祖父)Ｂ11-6082792 Ｊ.＆Ｊ.バーク作 直仔／モ・ナミ ハイランダーの孫
祖母)超銘鳩ハリーの孫 NL14-1209819 ヤン・ホーイマンス作 直仔／モ・ナミ サン・800×13－022
（超銘鳩ハリー×アレクシア）

【15】Ｂ20-2076242 ＢＣ ♀ アルベルト・デルヴァ作
父)ハリー・ポーラインＢ13-2110030 Ｂ Ｊ.ホーイマンス＝Ａ.デルヴァ共作
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500ＫNU21,520 羽
中総合 3 位、モルリンコートＰ20,920 羽中総合 19 位、シャトローNPO5,496 羽中総合 21 位 WHZB
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB 同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620 羽中総合優勝、
10 位、同 NPO4,260 羽中総合 5 位、同 NPO4,604 羽中総合 4 位、同 NPO5,979 羽中総合 10 位、サルブリ
NPO7,599 羽中総合 2 位、ブロアＮ4,829 羽中総合 2 位、同Ｎ5,653 羽中総合 3 位、ブールジュ NPO7,299
羽中総合 6 位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ
祖母)ポーライン Ｂ06-2090139 Ａ.デルヴァ作翔 シャトローＳＮ8,218 羽中総合優勝、グレＢＵ1,298
羽中優勝、シャトローＩＰ3,969 羽中総合優勝、ブロア 540 羽中優勝、アルジャントン 432 羽中優勝、
センス 195 羽中優勝、ブロアＰ2,836 羽中総合２位、アルジャントンＰ1,854 羽中総合３位他で中距離
Ｎエース鳩第 8 位 全姉兄／
／ポルティア イソウドゥンＩＰ4,627 羽中総合 17 位、アルジャントンＮ
5,927 羽中総合 15 位、ブロアＰ2,836 羽中総合 11 位、アルジャントン 2,527 羽中 15 位、モンリュソン
7,776 羽中総合 74 位、ポーレット モンリュソンＳＮ8,619 羽中総合優勝、ナントイル中優勝、ラ・ス
ーテレーヌＮ18,973 羽中総合 265 位、ブールジュＮ16,771 羽中総合 99 位、イソウドゥンＩＰ5,815 羽
中総合15 位他 ポーロ シャトローＳＮ8,218 羽中総合9 位、
ラ・スーテレーヌＮ13,965 羽中総38 位、
イソウドゥン4,627 羽中総合48 位、アルジャントンＩＰ7,353 羽中総合62 位他
母)Ｂ16⁻6273629 レオ・ヘレマンス作
祖父)グラントス ＮＬ08-2048857 C.＆G.コープマン作 ミスター・エルマフェーン（ノーブル・ブルー
×リオバ）×ドリーム・レディ（クライネ・ディルク×アモレー）
祖母)ギルバートの娘 Ｂ12-6327926 Ｂ レオ・ヘレマンス作 11 年ＬＣＢ紙若鳩Ｎエース鳩第 1 位、Ｋ
ＢＤＢ若鳩Ｎエース鳩第 4 位ギルバート×ニューエ・オリンピアードの全姉妹

【16】“プリモ・ボルト・128”Ｂ20-2076128 Ｂ ♂ アルベルト・デルヴァ作
父)インテールト・ボルトＢ14-6298056 レオ・ヘレマンス作
祖父)ゴールデン・ボルト Ｂ12-6123807 レオ・ヘレマンス作 全兄弟／ボルト 12 年 KBDB 短距離 N エ
ース鳩第 1 位 ド・ゲブローケン・プート×08‐132（ド・ヤンの全兄弟×ロッシの娘）
祖母)ボルトの全妹 Ｂ13－6310312 レオ・ヘレマンス作 同上
母)B17-32065132 ＢＣＡ．デルヴァ作翔 アルジャントン 417 羽中優勝、ラオン 155 羽中優勝、モミニ
ー622 羽中 5 位、ブロア 303 羽中 5 位、シャブラン 1,597 羽中 7 位アルジャントン 397 羽中 7 位、モミ
ニー1,467 羽中 11 位、アルジャントン N15,235 羽中総合 61 位、イソウドン N8,284 羽中総合 70 位
祖父)プリモ Ｂ09-2027029 Ａ．デルヴァ作翔 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、同
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 兄弟／ペリナ ド・ゾーン ペトロヴァ パオリーニ ヴァレンチノ×ポーライン
祖母)Ｂ15-6020331 B.＆L.ゲーリンクス作 ラーテ・ゲシフテ×ブラック・レディの姉妹

【17】“ゾーン・バルセロナ・コッペル”ＮＬ20-2003490 ＢＣＷ ♂ コール・デハイデ作 ※バルセロナ・ペ
アの直仔
父)ＮＬ15-3515986 ＢＣ Ｃ.デハイデ作翔 バルセロナＩＮ12,315 羽中総合 25 位
祖父)ＮＬ05-0522541 ＢＣ Ｃ.デハイデ作 バルセロナ・ダィフ直仔×クィーン・トニー(バルセロナＮ
13,066 羽中優勝、同ＩＮ25,835 羽中総合 4 位)の母
祖母)エリー ＮＬ10-3039409 ＤＣ Ｌ.プルイゼン作翔 ベルジェラック 1,191 羽中優勝、同 4,096 羽中
総合 6 位、カオール 10,624 羽中総合 255 位 純コール・デハイデ
母)ヴィオレット(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Ｎ3,912 羽中総合 135 位、同Ｎ4,129 羽中総合 183 位、同Ｉ
Ｎ12,315 羽中総合 39 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、バルセ
ロナＮ３年エース鳩第 3 位
祖父)ゾーン・ドン・ミッシェル ＮＬ99-3959107 ＢＣ Ｃ.デハイデ作翔 直仔／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・500
祖母)ＮＬ07-1838400 ＤＣ 種鳩 Ｃ.デハイデ作 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)

【18】“アジャン・ブルー・ドリーム”ＮＬ20-1566715 Ｂ ♀ コール・デハイデ作
父)ド・アジャン ＮＬ16-3521456 ＢＣ コール・デハイデ作翔 アジャンＮ6,379 羽中総合優勝
祖父)ゾーン・ドン・ミッシェル ＮＬ14-1147254 ＤＣ Ｃ.デハイデ作 ドン・ミッシェル×超銘鳩ブーメ
ランの娘
祖母)ミス・オレンジ ＮＬ09-4775716 ＢＣ Ｈ.ムルダー父子作翔 オレンジＮ4,307 羽中総合優勝
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Ｎ5,183 羽中総合 2 位、同ＩＮ
19,089 羽中総合 4 位、マルセイユＮ4,899 羽中総合 155 位
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)ＮＬ09-3959144 ＢＣ Ｃ.デハイデ作翔 ベルジェラック 4,096 羽中総合 13 位 マルティン×ペル
ピニャン・ドファーの孫

【19】“ゾーン・オリンピアード”ＮＬ20-1566710 ＢＣ ♂ コール・デハイデ作
父)超銘鳩オリンピアード ＮＬ14-3430963 ＢＣ リーン・ファンベールス作翔 ペリギューＮ4,921 羽中
総合優勝、ボルドーＮ2,527 羽中総合 2 位、同Ｎ2,128 羽中総合 4 位、同Ｎ6,680 羽中総合 5 位、同Ｎ2,772
羽中総合 7 位、同Ｎ8,691 羽中総合 20 位、ベルジェラックＮ2,394 羽中総合 23 位、アジャンＮ1,928 羽
中総合 7 位、同Ｎ6,379 羽中総合 36 位 19 年ポーランド・オリンピアード超長距離オランダ代表第 1 位
祖父)ＮＬ08-3829561 Ｇ．コウタース血統

祖母)ＮＬ10-3028296 コール・デハイデ血統
母)ＮＬ14-1147316 ＤＣ Ｃ.デハイデ作
祖父)ドン・ミッシェル ＮＬ96-9659671 ＢＣ Ｃ.デハイデ作翔 ペルピニャンＮ3 回入賞内 5,479 羽中
総合 17 位、同Ｎ7,195 羽中総合 21 位他、同ＩＮ18,426 羽中総合 41 位、同ＩＮ16,025 羽中総合 60
位他、ダックスＮ3 回入賞内 3,755 羽中総合 39 位、同Ｎ5,617 羽中総合 58 位他 ダックス、ペルピ
ニャン各 3 年エース鳩第 1 位
祖母)ニュー・ファヴォリー ＮＬ13-1394788 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 超銘鳩ハリー×テラ・バルカ
(基礎鳩クランパーの近親)

【20】“ドホテル・クライネ・ブラウエ”ＮＬ20-203431 Ｂ ♀ コール・デハイデ作
父)クライネ・ブラウエ ＮＬ13-1330942 Ｂ Ｃ.デハイデ作翔 15年サンバンサンＮ15,918羽中最高分速総合
優勝、
、ベルジェラック3,675羽中総合84位
祖父)ゾーン・ゲヤ ＮＬ06-0721332 Ｂ 種鳩 ダックスＮ3,600 羽中総合675位 デ・ラ・クレシェ(スス
トーンＮ13,781羽中総合28位、サンバンサンＮ16,486 羽中総合44 位、同Ｎ17,333 羽中総合121位、
同Ｎ17,888羽中総合172位、モン・デ・マルサンＮ13,636羽中総合83位×超銘鳩ゲヤ(スストーンＮ
10,953 羽中総合3 位、モン・デ・マルサンＮ17,205羽中総合16位、ダックスＮ14,226 羽中総合74 位)
祖母)ＮＬ11-3028424 ＢＣ キーボーム兄弟と共同作出 超銘鳩ブーメラン(サンバンサンＮ11,180羽中総
合7位他、タルベＮ7,487羽中総合8位他、ダックスＮ12,128羽中総合23 位)×ＮＬ08-624(ダックスＰ
3,600 羽中総合優勝、同Ｎ12,199羽中総合6位、タルベＮ7,489羽中総合24位他
母)オリンピアード１位の娘 ＮＬ19-1741401 Ｂ Ｃ.デハイデ作
祖父)超銘鳩オリンピアード Ｎｌ14-3430963 ＢＣ リーン・ファンベールス作翔 ペリギューＮ4,921
羽中総合優勝、ボルドーＮ2,527 羽中総合 2 位、同Ｎ2,128 羽中総合 4 位、同Ｎ6,680 羽中総合 5 位、
同Ｎ2,772 羽中総合 7 位、同Ｎ8,691 羽中総合 20 位、ベルジェラックＮ2,394 羽中総合 23 位、アジャ
ンＮ1,928 羽中総合 7 位、同Ｎ6,379 羽中総合 36 位 19 年ポーランド・オリンピアード超長距離オラ
ンダ代表第 1 位 Ｇ．コウタース血統×コール・デハイデ血統
祖母)ＮＬ15-1899149 ＢＣ Ｃ.デハイデ作 サンバンサン・ペアの娘 クライネ・ブラウエ(サンバンサン
Ｎ15,918 羽中最高分速総合優勝)×マリアンヌ(サンバンサンＮ9,745 羽中総合優勝)

【21】“ドホテル・デン・11”Ｂ20-6198465 ＢＣ ♀
父)デン・11 Ｂ09-6323111 KBDB 中距離Ｎエース鳩第 5 位
同腹／カノン 10 年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第 1 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第 4 位、
孫／アチール シャトローＮ12,855 羽中総合優勝他、スーパー・ウーマン メルン優勝、アルジャントン
Ｎ14,694 羽中総合 18 位、シャトローＮ12,855 羽中総合 19 位、フィオナ KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩
第 5 位、ゴディバ 17 年オリンピアード成鳩代表第 1 位、13 年ベルジアン・マスター委託エース鳩第
1位
祖父)カノンの父 Ｂ08-6298348 ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 プロパー×フランシーン
祖母)タム・ズワルチェ Ｂ08-6297117 08 年アントワープ連盟若鳩エース鳩第 1 位 フェヒター×ズワ
ルチェ
母)ミネルヴァの妹 Ｂ11-6238573 Ｒ．ヘルマンス作 全姉／ミネルヴァ グレ 474 羽中優勝、同Ｎ13,885 羽中
総合 10 位、アルジャントンＮ22,422 羽中総合 21 位、同Ｎ4,123 羽中総合 36 位、ブールジュＮ20,544 羽
中総合 756 位、ラ・スーテレーヌＮ17,017 羽中総合 765 位他でキュールゲムサントル若鳩Ｎエース鳩第 1
位 09-230 ブールジュＮ37,357 羽中総合52 位 09-657 アルジャントン優勝、同Ｎ23,921 羽中総合105 位
直仔／ブラウエ・アス アントワープ連盟東地区エース鳩第1 位、孫／ナショナル・ヴォンダー ＫＢＤＢ

中距離Ｎエース鳩第 5 位、ベルギー５大Ｎレースにおける最優秀若鳩第 1 位、シャトローＮ18,499 羽中総
合19 位他入賞多数、
祖父)ブロア・マギー ＮＬ05-5534849 キース・ボスア作 姉／マギー ル・マンＮ99,104 羽中総合 2 位
祖母)ルシアナ ＮＬ07-1817515 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 パヴァロッティ×オリンピック・シャキーラ

【22】“ゾーン・コーゲルチェ”Ｂ20-6198474 ＢＣ ♂ ダニー・ファンダィク作
父)Ｂ15-6063120 Ｄ.ファンダィク作翔 スープ 658 羽中優勝他 13 回中 12 回入賞でアントワープ連盟 1
才鳩エース鳩第1位 全兄弟／フィオナ 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 15-167 スープ 406 羽中優勝、ポン・サン・マクサンス 2,695 羽中 5 位他 16 年 KBDB 中距離
Ｎエース鳩エース鳩第 4 位 直仔／19-813 キエブラン 1,313 羽中優勝
祖父)ニューエ・ゾーン 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×スーパーケ
祖母)Ｂ10-6284748 Ｂ デン・11×アス・ダィフケ・06
母)コーゲルチェ Ｂ13-6215758 Ｄ．ファンダィク作翔 ノワイヨン 1,449 羽中優勝、ドールダン 1,487
羽中優勝、同 5,591 羽中最高分速、ドールダン 2,433 羽中 4 位他 KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第１位
祖父)カノン Ｂ09-6323112 ドールダン 1,245 羽中優勝、同 1,938 羽中優勝、同 1,962 羽中 6 位、マル
ネ3,040 羽中優勝、10 年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第1 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩4 位
祖母)ブークス Ｂ11-6342232 Ｂ カレル・ブークス作 Ｂ09-6185216(トゥルナウ合同レースエース鳩第
1 位 優勝 5 回)×Ｂ09-6185218 (キェブラン 384 羽中優勝、同 314 羽中優勝)

【23】“ゾーン・ブラウエ・アス”Ｂ20-6198509 Ｂ ♂ ダニー・ファンダィク作
父)Ｂ15-6063140 Ｄ.ファンダィク作翔 スープ 816 羽中優勝、メルン 490 羽中優勝、ノワイヨン 2,620 羽
中 9 位他 兄弟の直仔／ナショナル・ヴォンダー(フェルメールベルゲン鳩舎)
祖父)カノン Ｂ09-6323112 ドールダン 1,245 羽中優勝、同 1,938 羽中優勝、同 1,962 羽中 6 位、マル
ネ3,040 羽中優勝、10 年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第1 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩4 位
祖母)ミネルヴァの妹 Ｂ11-6238573 Ｒ．ヘルマンス作 全姉／ミネルヴァ グレ 474 羽中優勝、同Ｎ13,885
羽中総合10 位、
アルジャントンＮ22,422 羽中総合21 位、
同Ｎ4,123 羽中総合36 位、
ブールジュＮ20,544
羽中総合 756 位、
ラ・スーテレーヌＮ17,017 羽中総合 765 位他でＣＣ若鳩Ｎエース鳩第 1 位 09-230 ブ
ールジュＮ37,357 羽中総合 52 位 09-657 アルジャントン優勝、同Ｎ23,921 羽中総合 105 位 ブロア・
マギー×ルシアナ
母)ラート・507・プロパー Ｂ13-6314124 Ｄ.ファンダィク作 直仔／19-817 ラ・スーテレーヌＮ15,939 羽中
総合 4 位、シャトローＮ19,529 羽中総合 50 位、セルメーズ 1,368 羽中優勝他
祖父)デン・11 Ｂ09-6323111 KBDB 中距離Ｎエース鳩第 5 位 同腹／カノン 直系／優入賞多数
祖母)プロパーの娘 Ｂ11-6244507 リック・ヘルマンス作 プロパー×クライン・マルティーン

【24】“ゾーン・デン・11”Ｂ20-6198420 ＢＣ ♀ ダニー・ファンダィク作 カノン近親
父)デン・11 Ｂ09-6323111 KBDB 中距離Ｎエース鳩第 5 位 同腹／カノン 10 年ドルトムント欧州杯中距
離ベルギー第 1 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第 4 位、孫／アチール シャトローＮ12,855 羽中総合優
勝他、スーパー・ウーマン メルン優勝、アルジャントンＮ14,694 羽中総合 18 位、シャトローＮ12,855
羽中総合 19 位、フィオナ KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第 5 位、ゴディバ 17 年オリンピアード成鳩
代表第 1 位、13 年ベルジアン・マスター委託エース鳩第 1 位
祖父)カノンの父 Ｂ08-6298348 ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 プロパー×フランシーン

祖母)タム・ズワルチェ Ｂ08-6297117 08 年アントワープ連盟若鳩エース鳩第 1 位 フェヒター×ズワ
ルチェ
母)Ｂ11-6332341 ファンダィク＝ヘルマンス共作 直仔／15-144 メルン 1,779 羽中 2 位、同 2,552 羽中
3 位 孫／13-765 ベルジアン・マスター・エース鳩第１位 14-599 スープ 1,548 羽中優勝
祖父)カノン Ｂ09-6323112 ドールダン 1,245 羽中優勝、同 1,938 羽中優勝、同 1,962 羽中 6 位、マル
ネ3,040 羽中優勝、10 年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第1 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩4 位
祖母)ビューティ・フライ Ｂ08-6297245 Ｂ ミール・ファンデンブランデン＝ヘルマンス作 Ｒ.ヘルマ
ンス使翔 アルジャントン 426 羽中優勝 同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09 年同Ｎ21,095 羽中総合 22
位、ブールジュＮ22,476 羽中総合 25 位、アルジャントンＮ5,763 羽中総合 383 位、シャトローＮ
17,109 羽中総合 633 位、ブールジュＮ15,508 羽中総合 212 位、同Ｎ10,906 羽中総合 452 位、アルジ
ャントンＰ1,064 羽中総合 24 位、ノワイヨン 1,389 羽中優勝、ドールダン 2,186 羽中２位、エタンプ
2,273 羽中 4 位、同 1,717 羽中９位、ピティヴィエ 1,728 羽中 12 位 サイコ×ゴールド・ピース

【25】“ラスト・ザス・キャメロン” Ｂ19-3126099 Ｂ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作 全姉／超銘鳩キャメロン
19 年アルジャントンＮ15,235 羽中総合優勝、リモージュＮ9,661 羽中総合優勝（アルジャントン N の 2 週間
後） ウィレミナ 14 年ポアチエＮ14,109 羽中総合優勝、同 26,486 羽中最高分速、イルマ 19 年アルジャ
ントンＮ15,235 羽中総合 2 位他
父)スピデイ ＮＬ11-1742464 ヴィレム・ドブルイン作 最高のカップルの♂
祖父)ジェローン ＮＬ06-1071741 クライネ・ブラウエ×ガニエダ 全姉妹／オリンピック・シャヌルケ
祖母)ブルー・フレーム ＮＬ07-1821780 TBOTB 若鳩Ｎエース鳩第 5 位
母)マリー・アン ＮＬ09-1191334 ヴィレム・ドブルイン作 最高のカップルの♀
祖父)ファティマ・ジュニア ＮＬ07-1822469 基礎鳩ナウエラーツ×ファティマ
祖母)デイジー ＮＬ06-1071789 ヴィレム・ドブルイン作翔 ブールジュＮ12,905 羽中総合優勝

【26】“ハーフザス・キャメロン” Ｂ20-3020257 Ｂ ♀ 異母姉／超銘鳩キャメロン 19 年アルジャントンＮ
15,235 羽中総合優勝、リモージュＮ9,661 羽中総合優勝（アルジャントン N の 2 週間後） ウィレミナ 14
年ポアチエＮ14,109 羽中総合優勝、同 26,486 羽中最高分速、イルマ 19 年アルジャントンＮ15,235 羽中総
合 2 位他
父)スピデイ ＮＬ11-1742464 ヴィレム・ドブルイン作 最高のカップルの♂
祖父)ジェローン ＮＬ06-1071741 クライネ・ブラウエ×ガニエダ 全姉妹／オリンピック・シャヌルケ
祖母)ブルー・フレーム ＮＬ07-1821780 TBOTB 若鳩Ｎエース鳩第 5 位
母)ベリンダの同腹 Ｂ16-3141344 Ｌ.＆Ｈ.シウン作 同腹／ベリンダ(アルジャントンＮ22,826 羽中総合 7
位等の母) 直仔／アラナ
祖父)Ｂ14-3111835 Ｇ.デケルフェル作翔 シャトローＮ25,126 羽中総合優勝、同 54,717 羽中最高分速
祖母)アヌーク Ｂ12-3142054 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 418 羽中優勝、ポアチエＮ13,135 羽中総合 4 位、
シャトローＮゾーン4,107 羽中9 位、ツールＰ6,400 羽中総合7 位、
、ラ・スーテレーヌＮ11,236 羽中総
合69 位他 ビッグ・タイム×ビッグ・バブルズ

【27】“ゾーン・イルネ・ヴィクトリア” Ｂ20-3020212 ＢＷ ♂ ルク＆ヒルデ・シウン作 姉弟交配の直仔
父)イルネ Ｂ16-3103742 ルク＆ヒルデ・シウン作翔 シャトローＮ8,640 羽中総合 15 位、ヴィエルゾン
Ｎゾーン 1,160 羽中 4 位、ポントワーズＰ10,712 羽中総合 35 位他 直仔／ルイ・レオン アルジャン

トンＮ23,258 羽中総合 18 位、同ゾーン優勝 全姉妹／超銘鳩キャメロン 18 年シャトローＮ13,098 羽中
総合 28 位、フォンテネイＰ9,355 羽中総合 83 位 19 年アルジャントンＮ15,235 羽中総合優勝、リモー
ジュＮ9,661 羽中総合優勝 ウィレミナ 14 年ポアチエＮ14,109 羽中総合優勝、同 26,486 羽中最高分
速 15-219 ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 6 位 イルマ 19 年アルジャントンＮ15,235 羽中総合 2
位他Ｎ総合 25 位、44 位、68 位、73 位
祖父)スピデイ ＮＬ11-1742464 ヴィレム・ドブルイン作 ジェローン×ブルー・フレーム
祖母)マリー・アン ＮＬ09-1191334 ヴィレム・ドブルイン作 デイジー(ブールジュＮ総合優勝)の娘
母)ヴィクトリア Ｂ15-3058219 ルク＆ヒルデ・シウン作翔 ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 6 位、ポ
ントワーズＰ12,885 羽中総合 68 位、シャトローＮ29,591 羽中総合 134 位他 直仔／アルジャントン優
勝、同Ｎゾーン 3 位他 上記イルネ、キャメロンの全姉妹

【28】“シャーリー・キャメロン”Ｂ20-3122749 シャーリー ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作 ※兄妹近親交配直
仔
父)ブラザー・キャメロン Ｂ17-3070231 ルク＆ヒルデ・シウン作 全姉／超銘鳩キャメロン 18 年シャトロ
ーＮ13,098 羽中総合 28 位、フォンテネイＰ9,355 羽中総合 83 位 19 年アルジャントンＮ15,235 羽中
総合優勝、リモージュＮ9,661 羽中総合優勝 ウィレミナ 14 年ポアチエＮ14,109 羽中総合優勝、同
26,486 羽中最高分速 15-219 ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 6 位 イルマ 19 年アルジャントン
Ｎ15,235 羽中総合 2 位 イルネ シャトローＮ8,640 羽中総合 15 位他Ｎ総合 25 位、44 位、68 位、73
位
祖父)スピデイ ＮＬ11-1742464 ヴィレム・ドブルイン作 ジェローン×ブルー・フレーム
祖母)マリー・アン ＮＬ09-1191334 ヴィレム・ドブルイン作 デイジー(ブールジュＮ総合優勝)の娘
父)シスター・キャメロン Ｂ19-3126099 ルク＆ヒルデ・シウン作 全姉／キャメロン他 上記参照

【29】“ダブル・ＮＰＯ”ＮＬ20-1250189 ＬＢＣ ♂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ
父)ニュー・シェ ＮＬ15-1037627 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 シャトローNPO613Ｋ1,767 羽中総合
優勝、アルジャントン NPO641Ｋ4,121 羽中総合優勝、センスＰ17,032 羽中総合 31 位、同Ｐ11,527 羽中総
合81 位、直仔／Ｐ短距離エース鳩2 位、メルンＮ6,383 羽中総合18 位他
祖父)ブロア・レディ・ディ ＮＬ13-1445397 ＢＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 兄弟／レディ・ディ
12 年長距離Ｎエース鳩第2 位
祖母)ＮＬ11-1219069 Ｂ Ｇ.ファンドベルク作
母)マジック・ローヤ ＮＬ19-1411192 ＢＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作
祖父)タンギー ＮＬ15-1706564 ＢＣ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作 ガヴィン×ボニータ
祖母)ミス・マジック ＮＬ15-1365028 ＢＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 クローディオ・シェ×カイラ

【30】“スモーキー・ルカ”ＮＬ20-1249747 ＰＢ ♀ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作
父)ルカ・モドリッチ ＮＬ18-1627863 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 ニールグニース 2,748 羽中
優勝、ビールジュス 833 羽中優勝、ペロンヌ NPO5,900 羽中総合 3 位、トロイ NPO3,836 羽中総合 8 位
他で、NPO、ド・アーレアベステ、PIPA、フォンドシュピーゲル紙の４若鳩Ｎエース鳩第 1 位タイトル獲
得 ヘレマンス＝コイスタース×ヤンセン系
祖父)ジャックポット・ジュニア Ｂ09-1836481 Ｂ ヘレマンス＝コイスタース作 直仔孫／優勝エース鳩多

数 ジャックポット×アルテミス 異母兄弟／ディ・カプリオ（Ｄ．ファンダイク種鳩）
祖母)ホンダ ＮＬ11-1342886 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 オリンピック・ラッキー・13×カルメン
母)コイントロウ ＮＬ17-1820045 ＰＢ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 ラオン 1,266 羽中 4 位、同 2,755
羽中 5 位、同 4,132 羽中 14 位、ビエルジュ 4,402 羽中総合 6 位、シャトローNPO3,794 羽中総合 50 位他
で、PIPA1 才鳩Ｎ６位
祖父)フェットブラウエ・ジャックポット ＮＬ12-4148200 Ｂ スーパー種鳩 直仔孫／総合優勝、優勝多数
ジャックポット×カドーチェ
祖母)ロザンヌ ＮＬ10-1274138 ＢＷ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 ジュニア・バルトリ×クリッシー

【31】“スーパー・パワー”ＮＬ20-1249025 Ｂ ♂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作
父)キャプテン・ハンス ＮＬ17-1820333 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 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 直仔／ラオンＰ11,179 羽中総合 2
位、ナントィルＰ7,509 羽中総合 4 位他 兄弟／18 年長距離Ｎエース鳩第 2 位 シロ モルリンコート
NPO400Ｋ3,065 羽中総合優勝の母 ハリケーン・ハンス 19 年 2 回優勝
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)クセノン ＮＬ17-1820066 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 シャトードゥンＳＮ5,989 羽中総合
優勝、同Ｎ12,511 羽中総合 6 位、ファイ＝オー＝ロジュ(オルレアン傍)NPO6,957 羽中総合 7 位、シャト
ローNPO3,989 羽中総合 8 位他で、フォンドシュピーゲル誌 18～19 年長距離Ｎエース鳩第１位
祖父)タンギー ＮＬ15-1706564 ＢＣ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作 ガヴィン×ボニータ
祖母)ドン・レオの近親 ＮＬ16-1253971 ＰＢ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 ドン・レオの直仔同士
近親 アイアーカンフ・ファンルーン

【32】“オリンピック・ヨセフ”ＮＬ20-1250187 ＢＣ ♀ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作
父)オリンピック・ヨセフ ＮＬ19-7007134 ＰＢ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 シャトードゥン NPO
4,058 羽中総合 5 位、ファイ＝オー＝ロジュ(オルレアン傍)NPO5,735 羽中総合 7 位、同Ｎ14,036 羽中総
合 11 位、同 NPO9,218 羽中総合 13 位、セザンヌ 4,195 羽中総合 14 位他で、WHZB 長距離Ｎエース鳩
第 1 位、ド・アーレアベステ中距離Ｎエース鳩第 1 位、オリンピアード 1 才鳩第 3 位
祖父)ソランジェ・ジュニア ＮＬ15-1706611 Ｂ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作 タイソン×オリンピック・
ソランジェ
祖母)テガン ＮＬ15-1363411 ＢＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 ヴェルヴィン 6,240 羽中総合優勝、
イソウドゥン NPO1,943 羽中総合 13 位、ナントィル 2,784 羽中 3 位他でＮエース鳩オールラウンド
17 位 イブラヒム×ドーア
母)アディナ ＮＬ19-7007097 ＢＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 ビルジエ 1,548 羽中 7 位、ファイ＝
オー＝ロジュ(オルレアン傍)NPO9,218 羽中総合 12 位、同 NPO5,734 羽中総合 22 位他
祖父)スペシャル・カイン ＮＬ12-1232773 ＢＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 スーパー種鳩 直仔／

18 年エース鳩第 2 位、パタヤ委託最終レース 9 位、ナントィル NPO7,331 羽中総合優勝、キェブラン
2,135 羽中優勝他 カイン×プリマ・ハットーホ
祖母)フェットブラウエ・ヨーケ ＮＬ17-1150623 Ｂ 両親共Ｊ.＆Ｊ.カマン作 トップ・クヴェークスタ
ーの娘

【33】
“ブロア・ミーンドロ”ＮＬ20-1339100 ＢＣ ♂ Ｒ.Ａ.バッカー父子作
父)ゲルション ＮＬ09-1674546 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 基礎カップルの♂ 直仔／イヴェッテ
ブロアＮＰＯ総合 2 位、シャトローＮＰＯ総合 8 位、ブールジュＮＰＯ総合 12 位、同／087 シャトロ
ーＮＰＯ総合 2 位、シャトローＮ8,623 羽中総合 4 位（Ｓ３）
、同／459 シャトローＮ14,084 羽中総合
13 位 直仔／ミーンドロ（ミリオン・ダラー委託トップ 32 に 7 回入賞ロード・ヴァレリーナの父、Ｎ
ＰＯトップ 10 に 3 回入賞ゲルミニの祖父）
祖父)マイゴムＮＬ07-1207575 Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／コルナド ポメロイルＮＰＯ総合 2
位、トロイＮＰＯ8,721 羽中総合 20 位
エルマフェーンズ・ホープ×ジーナ
祖母)ヘバーレヒツ・941Ｂ05⁻4391941 クリス・ハバーレヒツ作 最高種鳩 直仔／アベール、アズリ、
ジカラ、ヴァキール パンチョ・イェレ×チャンピオンの母
母) ナイマ ＮＬ09-1674658 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 基礎カップルの♀ 直仔／イヴェッテ
ブロアＮＰＯ総合 2 位、シャトローＮＰＯ総合 8 位、ブールジュＮＰＯ総合 12 位、同／087 シャトロ
ーＮＰＯ総合 2 位、シャトローＮ8,623 羽中総合 4 位（Ｓ３）
、同／459 シャトローＮ14,084 羽中総合
13 位 直仔／ミーンドロ（南アフリカ・ミリオン・ダラー委託トップ 32 に 7 回入賞ロード・ヴァレリ
ーナの父、ＮＰＯトップ 10 に 3 回入賞ゲルミニの祖父）
祖父)ワトソン ＮＬ07-1207665 Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 エルマフェーンズ・ホープ×ジーナ
祖母)アベール ＮＬ06-1597330 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作翔 シャンティリーＮＰＯ12,742 羽
中総合２位、アブリスＮＰＯ10,725 羽中総合 5 位、オルレアンＮＰＯ9,670 羽中総合 17 位 マイゴム
×ヘバーレヒツ・941

【34】“ゾーン・ゲルミニ”ＮＬ20-1339123 ＢＣ ♂ Ｒ.Ａ.バッカー父子作
父)ゲルミニ ＮＬ15-1522947 ＤＣ Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 ブロア NPO2,310 羽中総合優勝、同北部同
盟 5,967 羽中総合 7 位 ブールジュ NPOⅠ4,118 羽中総合 6 位、ブールジュ NPOⅡ4,814 羽中総合 2 位、
同北部同盟 14,226 羽中総合 3 位 直仔／8,605 羽中 6 位、8,755 羽中 8、25 位 兄弟／ゲネ NPO シン
グル 5 回入賞
祖父)ＮＬ13-1040688 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 ヴァリタス(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
母)811 ＮＬ13-1654811 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／アルトゥス イソウドンＮＰＯ4,296
中総合優勝、Ｎ4,084 羽中総合優勝（Ｓ３）シャトローNPO3,243 羽中総合 9 位他
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 ジルムール×ショウピース
祖母)デイ・ドリーム ＮＬ07-5724626 ＢＣ アブリス NPO582Ｋ8,519 羽中総合優勝 シャンティー
12,742 羽中総合 70 位他 直仔／ジェルソン オリンピアード代表 カシアス×ミス・ムックフック
（レ
ーザの姉妹）

【35】“ドホテル・アルトゥス”ＮＬ20-1339281 Ｂ ♀ Ｒ.Ａ.バッカー父子作

父)アルトゥス ＮＬ17-1101069 Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 イソウドゥン NPO4,296 羽中総合優勝、同Ｎ
14,084 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

【36】“ゾーン・ゲネ”ＮＬ20-1339126 Ｓ ♂ Ｒ.Ａ.バッカー父子作
父)ゲネ 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)インス・ブロ ＮＬ13-1654950 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作
祖父)ヴァリタス ＮＬ08-1304438 S NPO ブロア北部同盟 9,586 羽中総合優勝他、ブールジュ NPO7,356
羽中総合 2 位、サルブリ NPO10,430 羽中総合 7 位、ツール NPO5,812 羽中総合 10 位、サンカンタン
295 羽中優勝
祖母)ニュー・ホープ ＮＬ07-1207604 ＢＣ 直仔／ラフェルテ 1,407 羽中優勝 異父兄弟/クライネ・デ
ィルク、マイティ・マン、アンネリーズ マディール×ゴールデン・レディ

【37】“インテールト・カス・966” Ｂ20-4145966 ＤＣ ♂ デスメイター＝レスチアン作 カス近親直仔
父)カス Ｂ10-4281712 ＤＣＷ デスメイター＝レスチアン作翔 14 年リブルヌＰ551 羽中優勝、ジャ
ルナックＮ3,741 羽中総合 18 位で 1 才鳩長距離Ｎエース鳩第 5 位、15 年ポーＮ1,980 羽中当日只 1 羽
帰り総合優勝、同ＩＮ9,052 羽中総合優勝 全兄弟／14 年ＫＢＤＢ1 才鳩超長距離Ｎエース鳩第 5 位
直仔／ブールジュ 228 羽中優勝、同Ｎ1 才鳩 19,133 羽中総合 95 位
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 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 羽中総合優勝ヤンダー×ヴァ
ルポット・ローイマン
母)カスの妹 Ｂ13-4200569 ＢＣＷ デスメイター＝レスチアン作翔 Ｎレース 2 回だけ参加し、14 年
リブルヌＰ551 羽中優勝、ジャルナックＮ3,741 羽中総合 18 位で 1 才鳩長距離Ｎエース鳩第 5 位 全兄
／カス 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 上記参照

【38】“ダブル・インターナショナル・フロールケ”Ｂ20-4228305 Ｂ ♂ デスメイター＝レスチアン作
父)ウーゴ Ｆ12-304018 ＢＷ Ｃ.ルドー作翔 15 年サンバンサンＩＮ10,373 羽中総合優勝(血統書上の
10,737 羽は間違い) ヨースト・ライン 直仔／ナルボンヌＮ1 才鳩総合 3 位、サンバンサンＮ総合 14 位
祖父)マルセイユ Ｆ09-418797 Ｃ.ルドー作 ロイヤル・シルヴェスターの孫
祖母)ウーゴの母 Ｆ08-212278 ＢＣ Ｃ.ルドー作 ロイヤル・シルヴェスターの孫でヨーストの曽孫
母)フロールケ Ｂ16-4139838 Ｂ デスメイター＝レスチアン作翔18 年バルセロナＩＮ15,707 羽中総合2 位、
同雌の部優勝 直仔／20 年アジャン優勝、ブリーブ優勝、2 位、ナルボンヌＮ総合 26 位
祖父)ソン・グラン・クリュ Ｂ09-4051348 ＤＣ デスメイター＝レスチアン作 直仔／サンバンサンＮ
総合 37 位、ペルピニャンＮ総合 98 位 直仔／サンバンサンＮ総合 37 位、ペルピニャンＮ総合 98 位
ソン・グラン・クリュ×シャネル
祖母)ワンダー・レディ Ｂ14-4270934 Ｂ
デスメイター＝レスチアン作 基礎鳩ヨーストの超近親
ペルサップ×640・シスター・ヨースト

【39】“ドーター・セルペント”Ｂ19-4169473 ＤＣ ♀ デスメイター＝レスチアン作
父)セルペント Ｂ12-4195858 ＢＣ フレディ・ファンアッカー作翔 16 年ポーＮ1,661 羽中総合 60 位、サ
ンバンサンＮ2,562 羽中総合15 位、ペルピニャンＮ4,191 羽中総合69 位で、超長距離欧州エース鳩第1 位
祖父)サッコ・ジュニア Ｂ09-4339194 ＢＣ クリス・ヘバーレヒツ作
祖母)ナルキー Ｂ09-4184400 ＢＣ クリス・ヘバーレヒツ作 スパーキー(ナルボンヌＩＮ15,883 羽中総合
4 位、同Ｎ7,156 羽中総合 22 位、ブリーブＮ17,456 羽中総合 17 位、アンゴレーム 187 羽中 3 位)直仔
母)ペギーズ・エース・235 Ｂ13-4290235 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 16 年ペルピニャンＩＮ総
合 38 位、18 年同Ｎ総合 16 位、バルセロナＮ総合 22 位で、超長距離Ｎエース鳩第 4 位、バルセロナ＝
ペルピニャン国際最優秀雌鳩第１位
祖父)ピキー Ｂ12-4239889 ＤＣ デスメイター＝レスチアン作 ピクソー×ペギー
祖母)シスター・アクスル Ｂ07-4361026 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 両親Ｃ.ヘバーレヒツ作
直仔／カールスルーエＮ746Ｋ総合 2 位、ミュンヘンＮ881Ｋ総合 4 位 異母兄弟／アクスル

【40】”ビューティ・カス・984”Ｂ19-4023984 ＢＣ ♀ デスメイター＝レスチアン作 異母兄弟／リモージュ
229 羽中優勝、同Ｎ総合 22、64 位、ブリーブＮ総合 75 位
父)Ｂ11-4274410 Ｂ デスメイター＝レスチアン作
祖父)グラン・クリュ Ｂ05-4285531 ＤＣ ボルドー国際レース１才鳩優勝 最高種鳩 直仔／欧州杯エ
ース鳩第 2 位、孫／ペルピニャンＩＮ雌の部優勝、バルセロナＩＮ雌の部優勝
祖母)インテールト・クリオネ Ｂ10-3026087 Ｂ ルク＆ヒルデ・シウン作 クリオネ×ゴウドクロンプイェ
母)カス・630 Ｂ17-4003937 ＤＣ デスメイター＝レスチアン作
祖父)カス Ｂ10-4281712 ＤＣＷ デスメイター＝レスチアン作翔 14 年リブルヌＰ551 羽中優勝、ジ
ャルナックＮ3,741 羽中総合 18 位で 1 才鳩長距離Ｎエース鳩第 5 位、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 サン・ヨースト×ヤンダーケ
祖母)プリティ・630 Ｂ13-4239630 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 14～16 年で、ペルピニャンＮ
のエース鳩のタイトル 4 個獲得 ゾーン・ヨースト×ボルドーの娘

【41】“ムスタング・エヴァ”Ｂ20-6175226 Ｂ ♀ ジョス・フェルカメン作

父)ムスタング Ｂ14-6175237 ホック・ジョス・フェルカメン作翔 シャトローＮ526Ｋ22,818 羽中総合優
勝 同 33,018 羽中最高分速 直仔／リリー アルジャントンＮ555Ｋ13,730 羽中総合 3 位、ミズ・ムス
タング シャトローＮ4,641 羽中総合 3 位 兄弟／コブラ ポーランド委託最終レース 8 位、同エース
鳩第 5 位
祖父)トリスト Ｂ09-6248087 バルコ×キティ
祖母)レトラ Ｂ12-6196107 エレクトロ×グローリア
母) オリンピック・エヴァＢ10-6175226 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

【42】“ゾーン・オリンピック・エレクトロ”Ｂ20-6246682 ＢＣＷ ♂ ジョス・フェルカメン作
父)オリンピック・エレクトロ ＰＬ0264-13-400 ＢＣ フェルカメン＝トゥルザスカ共作 トゥルザスカ使翔
145Ｋ6,305 羽中優勝、320Ｋ3,601 羽中優勝、同 2,078 羽中優勝、同 1,892 羽中優勝、同 1,623 羽中優勝、
同 5,117 羽中 2 位、556Ｋ5,184 羽中 7 位他でブリュッセル・オリンピアード第 1 位、中距離Ｎエース鳩
第1 位
祖父)ゴールド・メダル ＰＬ0264-06-9085 Ｂ トゥルザスカ作翔 11 年中距離Ｎエース鳩第 1 位、ブ
ダペスト・プレ・オリンピアード第 1 位 364Ｋ2,359 羽中優勝他 フレデリック×クレメント
祖母)スィーティ Ｂ12-6196536 ＢＣ フェルカメン作 エレクトロ×グローリア
母)エンマ Ｂ18-6175008 ＤＣＷ Ｊ.フェルカメン作 直仔／プリンセス・バルコ リモージュＮ672Ｋ
15,979 羽中総合 9 位、孫/ローズ シャトローＮ526Ｋ17,281 羽中総合 3 位 同／シュガー リモージ
ュＮ15,979 羽中総合 2 位、リモージュＮ10,319 羽中総合 18 位（別のレース）直仔／シルヴァー・タイ
17 年ＴＧＰＲタイ委託レースエース鳩第2 位、
スープ357Ｋ993 羽中優勝、
メルン310Ｋ762 羽中優勝、
シャトローＮ2,850 羽中総合 24 位
祖父)アルキス Ｂ10-6052312 フェルカメン作 直仔/アリナ ネフェルスＮ476Ｋゾーン 633 羽中優勝、
同Ｎ2,918 羽中総合 3 位、同／アイス ブールジュＮ479Ｋ14,496 羽中総合 15 位、同／セプテンバー
グレＮ総合 36 位 ファルティス×キティ（シャトローＮ総合優勝ムスタングの祖母）
祖母)シャキーラ Ｂ10-6052293 ＢＷ フェルカメン作翔 ブールジュ 479Ｋ538 羽中優勝、モンリュソ
ン 555Ｋ289 羽中優勝、同Ｎ17,865 羽中総合 9 位、ブールジュＮ20,589 羽中総合 51 位、シャトロー
Ｎゾーン 9,112 羽中 56 位
エレクトロ×グローリア

【43】“ゾーン・エレクトロ・ジュニア”Ｂ20-6246668 ＢＣ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作
父)エレクトロ・ジュニア Ｂ16-6032012 ＢＣ フェルカメン作翔 ＫＢＤＢ中距離Ｎエース鳩第 5 位、中距離 1
才鳩Ｐエース鳩第 1 位 シェブラン、ノワイヨン他優勝 4 回、2 位 1 回、3 位 3 回他 全兄弟／スーパー・
エレクトロ イソウドゥンＮ504Ｋ11,405 羽中総合 2 位、兄弟／エレクトロ・ジュニア シェヴラン 354
Ｋ480 羽中優勝、同 418 羽中優勝、ノワイヨン 208Ｋ393 羽中優勝、同 278 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／17 年ブリュッセル・オリンピアー
ド長距離代表 直仔／ブロア 462ＫＩＰ1,519 羽中優勝、モンリュソンＮ17,865 羽中総合 9 位、
、エク
ストリーム×Ｂ05-6116293
祖母)デルフィーネ Ｂ11-6282004 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 モンリュソンＮ22,875 羽中総合 62
位 直仔／スープ 1,595 羽中優勝、同 1,051 羽中優勝、アルジャントンＮ4,582 羽中 20 位、シャトロ
ーＮ19,691 羽中総合 53 位、他優勝鳩２羽 マンボ(アルジャントン 555Ｋ419 羽中優勝、同Ｎ21,092

羽中総合 14 位)×ビューティ(アルジャントンＮ555Ｋ30,045 羽中総合第 2 分速 2 位)
母)イルケ Ｂ17-6025255 Ｂ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 シャトローＮゾーン 526Ｋ1,563 羽中優勝、同シャト
ローＮ4,641 羽中総合 2 位、ブールジュＮゾーン 479Ｋ2,836 羽中 50 位、同Ｎ7,049 ゾーン 63 位
祖父)ヤング・ムスタング Ｂ15-6026285 ＤＣ シャトローＮ総合優勝ムスタング×ミス・ユニヴァース
祖母)078 Ｂ15-6026078 Ｂ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 イソウドンＮゾーン 504Ｋ3,582 羽中総合 33 位
ブールジュＮゾーン 3,024 羽中 69 位 ミッキー×シャキーラ

【44】Ｂ19-6246681 ＢＣＷ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作
父)スーパー・エレクトロ Ｂ15-6026571 ＢＣ フェルカメン作翔 イソウドゥンＮ504Ｋ11,405 羽中総合2 位、
直仔／ラス・ヴェガス リモージュＰ672Ｋ1,253 羽中総合 3 位 兄弟／エレクトロ・ジュニア シェヴ
ラン 354Ｋ480 羽中優勝、同 418 羽中優勝、ノワイヨン 208Ｋ393 羽中優勝、同 278 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／17 年ブリュッセル・オリンピアー
ド長距離代表 直仔／ブロア 462ＫＩＰ1,519 羽中優勝、モンリュソンＮ17,865 羽中総合 9 位、
、エク
ストリーム×Ｂ05-6116293
祖母)デルフィーネ Ｂ11-6282004 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 モンリュソンＮ22,875 羽中総合 62
位 直仔／スープ 1,595 羽中優勝、同 1,051 羽中優勝、アルジャントンＮ4,582 羽中 20 位、シャトロ
+ーＮ19,691 羽中総合 53 位、他優勝鳩２羽 マンボ(アルジャントン 555Ｋ419 羽中優勝、同Ｎ21,092
羽中総合 14 位)×ビューティ(アルジャントンＮ555Ｋ30,045 羽中総合第 2 分速 2 位)
母)スーパー・ママ Ｂ17-2149688 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔
祖父)ブラック・マジック Ｂ15-6071012 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 アルジャントンＮ4,588 羽中総
合 4 位、スワッソン優勝他入賞多数
祖母)エンマ Ｂ14-6175008 ＢＣＷ 直仔/プリンセス・バルコ リモージュＮ672Ｋ15,979羽中総合9 位、
孫/ローズ シャトローＮ526Ｋ17,281 羽中総合3 位 同/シュガー リモージュＮ15,979 羽中総合2 位、
リモージュＮ10,319 羽中総合 18 位（別のレース）

【45】”ダブル・ナショナル・993”Ｂ20-6198993 Ｂ ♀ リック＆ヤン・ヘルマンス作
父)チャッキー Ｂ18-6194572 Ｒ.ヘルマンス作翔 19 年イソウドゥンＮ19,713 羽中最高分速総合優勝
18 年メルン 1,561 羽中優勝、同 2,786 羽中最高分速、ブールジュＮ1 才鳩 17,969 羽中総合 8 位、シャ
トローＮ12,855 羽中総合 45 位他で、KBDB 若鳩小中距離Ｎエース鳩第 4 位
祖父)ゾーン・スーパー・コッペル ＮＬ15-1710683 Ｋ.ボスア作 レオン×ノネチェ
祖母)プリンセス・プロパー B15-6063303 プロパー×アテナ
母)ニケ Ｂ16-6128508 Ｂ リック・ヘルマンス作翔 16 年ブールジュ若鳩Ｎ28,078 羽中総合優勝
祖父)ＮＬ14-1462354 Ｇ.コープマン作 異父兄弟／センス NPO6,386 羽中総合 3 位、ブロイル NPO4,564
羽中総合 6 位、セザンヌ NPO9,806 羽中総合 19 位他で、NPO 当日長距離エース鳩第 15 位、15 年ブダペ
スト・オリンピアード中距離第 2 位 ヤルデル×ラジンダ
祖母)アテナ Ｂ10-6284987 Ｂ 10 年２Ｎレース最優秀若鳩第３位 ラ・スーテレーヌ 601Ｋ681 羽中
優勝、同Ｎ17,017 羽中総合 12 位、グレＮ596Ｋ13,885 羽中総合 12 位、11 年ドールダン 376Ｋ2,974
羽中優勝、同 5,205 羽中最高分速 アルジャントン 564Ｋ400 羽中優勝、同Ｎ19,782 羽中総合 18 位
ラ・シャルテ 552Ｋ479 羽中優勝、同Ｎ21,189 羽中総合 33 位 基礎鳩ヤールリング・ドンダーステ
ィーン×バブルスの娘

【46】“ドホテル・フレンドシップ ”Ｂ20-6198963 Ｂ ♀ リック＆ヤン・ヘルマンス作 全姉／19-382 19 年
KBDB 若鳩Ｎエース鳩第 8 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

【47】“ブロア・チャッキー” Ｂ20-6198961 ♂ リック＆ヤン・ヘルマンス作 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
父)ゾーン・スーパー・コッペル ＮＬ15-1710684 Ｋ.ボスア作
祖父)レオン ＮＬ08-1549024 Ｋ.ボスア作 スーパー種鳩 オイロ×シャトロー・ダィフイェ
祖母)ノネチェ ＮＬ08-1549173 両親共Ｋ.ボスア作 タイムアウト×ケルク・ダィフイェ
母)プリンセス・プロパー B15-6063303 Ｒ.ヘルマンス作
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Ｎ13,965 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)アテナ Ｂ10-6284987 Ｂ 10 年２Ｎレース最優秀若鳩第３位 ラ・スーテレーヌ 601Ｋ681 羽中
優勝、同Ｎ17,017 羽中総合 12 位、グレＮ596Ｋ13,885 羽中総合 12 位、11 年ドールダン 376Ｋ2,974
羽中優勝、同 5,205 羽中最高分速 アルジャントン 564Ｋ400 羽中優勝、同Ｎ19,782 羽中総合 18 位
ラ・シャルテ 552Ｋ479 羽中優勝、同Ｎ21,189 羽中総合 33 位 基礎鳩ヤールリング・ドンダーステ
ィーン×バブルスの娘

【48】“ベスト・フレンド ”Ｂ20-6198781 ＢＣＷ ♂ リック＆ヤン・ヘルマンス作
父)ゾーン・フレンドシップ Ｂ19-6109382 Ｂ Ｒ.ヘルマンス作翔 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
祖父)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
ゲノープテ・レーウ×プリンセス・プロパー
祖母)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 ゾーン・ハリー×ディルク・ファン
ダィク
母)フレンドリー Ｂ19-6109303 Ｂ Ｒ.ヘルマンス作翔 シャトローＮ22,476 羽中総合 24 位、ブールジュＮ
28,319 羽中総合 59 位、シェヴランヴィールス 1,871 羽中 7 位他で、19 年 KBDB 若鳩Ｎエース鳩第 2 位

異父姉／フレンドシップ 上記参照
祖父)ゾーン・ビューティ・ハリー ＮＬ17-1409899 ヤン・ホーイマン作 半兄弟／ニュー・ハリー、マ
ックス、スター・ハリー、ドリーム・アイ ビューティ・ハリー×シスター・ハリー
祖母)ドーター・オリンピック・ニールスＢ12-6327841 ディルク・ファンダィク作 直仔／上記フレンドシ
ップ オリンピック・ニールス×インテールト・ランボー

【49】“ドホテル・ニュー・オリンピック・ソランジェ”ＮＬ20-1496820 ＬＢＣ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
父)ソロ・スター ＮＬ12-1619132 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 直仔／ポントワーズＮ8,068 羽中総合8
位で12,545 羽中同着2 位、8,029 羽中同着2 位
祖父)ブルドーザー ＮＬ03-1135475 Ｂ 04 年 WHZB 最優秀雄鳩第 6 位 05 年長距離Ｎエース鳩第 4 位
ヴィエルゾン21,984 羽中総合7 位、
同5,615 羽中総合3 位、
ツール4,420 羽中総合2 位、
ペロンヌ18,869
羽中総合 28 位他 ビッグ・サンダー×バブルズ
祖母)オリンピック・ソランジェ ＮＬ07-1817923 ＬＢＣ 09 年オリンピアード・オールラウンド部門 08
年 NPO、WHZB で４部門Ｎエース鳩第 1 位 アルジャントン 6,595 羽中総合優勝、ペロンヌ 2,543 羽中
総合 2 位、クライル 3,761 羽中総合 3 位他 兄弟／フーディニ 下記参照オリンピック・サヴァイバー
×マジック・アモレー(コープマン)
母)ニュー・オリンピック・ソランジェ ＮＬ16-1526026 Ｂ Ｇ.＆
Ｓ.フェルケルク作翔 メルン 4,511 羽中 2 位、シャトロー3,769 羽中同着 2 位他で、19 年オリンピアー
ド成鳩代表第 1 位 NPO 長距離Ｎエース鳩第 1 位、PIPA 中長距離 N エース鳩第 1 位
祖父)ＮＬ15-1706434 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 ミラクル×リーケ 直仔／エンチャンテッド
祖母)ファンタジー ＮＬ14-1059602 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 シャトローＮ37,571 羽中総合 3 位、ヴ
エルゾン NPO11,506 羽中総合 6 位他で 15 年長距離Ｎエース鳩第 5 位 フリントストーン×レプリカ
（オリンピック・ソランジェの孫）

【50】“ゾーン・アイ・キャッチャー”ＮＬ20-1496809 ＬＢＣ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
父)リコ ＮＬ14-1059447 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 メール 898 羽中優勝他上位入賞多数 半兄
弟／エタニティ 15 年Ｎエース鳩オールラウンド第 2 位 デディケーション ナントィルＰ31,438 羽中
最高分速総合優勝
祖父)ブラッドレー ＮＬ10-1682193 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 デュッフェル 4,212 羽中 11 位、スト
ロームベーク 5,108 羽中 22 位、同 4,854 羽中 47 位、ヴィエルゾン 14,964 羽中総合 113 位 異母兄弟
／オリンピック・ヴァレリー ルフェック NPO3,506 羽中総合優勝、
、同 NPO3,839 羽中総合 20 位、ヴィ
エルゾン NPO4,425 羽中総合 16 位、ナントィル 17,186 羽中総合 49 位、同 6,905 羽中総合 25 位他 ブ
ダペスト・オリンピアード長距離代表 ブルー・チャンプ×オプラー
祖母)エフォリア ＮＬ09-1186580 ＬＢＣ 兄弟／ボニータ他 直仔／フェリン(100 分の 1 以内 14 回入
賞した、11 年 12 年の当舎最高鳩) ブルドーザー×オリンピック・ソランジュ
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 NPO6,595 羽中総合優勝、ペロンヌ
2,543 羽中総合 2 位、フーディニ他 直仔／オリンピック・ファイヤー・アイズ 17 年オリンピアード
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

ＮＰＯ746K3,780 羽中総合優勝
祖父)オリンピック・サヴァイバー ＮＬ00-1975952 ＬＢＣ フェルケルク父子作翔 03 年オリンピアード
中距離第１位 ジャックポット×ミス・サイゴン
祖母)マジック・アモレー ＮＬ06-4720774 ＬＢＣ コープマン父子作 マジック・マン×アモレー

【51】“ドホテル・フライング・ワンダー”ＮＬ20-1496842 Ｂ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
父)リッジ ＮＬ15-1706479 Ｂ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作翔 シャトローＮ47,539 羽中総合 15 位
祖父)アンディ・マレー ＮＬ11-1740957 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 シャトローNPO8,864 羽中総合6
位、ブールジュ NPO13,592 羽中総合 30 位、同 4,961 羽中総合 12 位、同 9,896 羽中総合 60 位、アルジ
ャントン NPO7,796 羽中総合 30 位 13 年長距離Ｎエース鳩第 2 位 グーフィ×シャイン
祖母)マジック・アモレーＮＬ06-4720774 ＬＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／オリンピック・ソ
ランジェ、フーディニ、イタロ、リッツ、ミラクル他 マジック・マン×アモレー
母)フライング・ワンダー ＮＬ17-1277355 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 セザンヌ NPO4,719 羽中総合優
勝他 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)ブラッドレー ＮＬ10-1682193 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 デュッフェル 4,212 羽中 11 位、スト
ロームベーク 5,108 羽中 22 位、同 4,854 羽中 47 位、ヴィエルゾン NPO14,964 羽中総合 113 位 異母
兄弟／オリンピック・ヴァレリー ルフェック NPO3,506 羽中総合優勝、
、同 NPO3,839 羽中総合 20 位、
ヴィエルゾン NPO4,425 羽中総合 16 位、ナントィル 17,186 羽中総合 49 位、同 6,905 羽中総合 25 位他
ブダペスト・オリンピアード長距離代表 ブルー・チャンプ×オプラー
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

【52】“ＫＫズ・プレイボーイ”ＮＬ20-1496850 Ｂ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 異母兄弟／ソランジェズ・プ
レイボーイ ヴィエルゾン NPO9,031 羽中総合優勝
父)ダンカン ＮＬ16-1525854 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 アッセ 3,636 羽中優勝、ラ・スーテレーヌ
4,783 羽中総合 5 位、ポントワーズ 14,688 羽中総合 59 位他
祖父)エリーゼス・ラスト ＮＬ13-1239583 Ｂ フェルケルク作 ドブルイン×フェルケルク
祖母)ティンカーベル ＮＬ13-1239479 Ｂ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作翔 モー17,204 羽中総合優勝、同
32,917 羽中最高分速、ブールジュ 4,961 羽中総合 3 位、ペロンヌ 19,537 羽中総合 21 位他でオリンピ
アード第 2 補欠鳩 キャプテン・フック×ブリジェット
母)キキ＝ケイト ＮＬ13-1239602 Ｂ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作翔 15 年シャトローＮ3,7571 羽中総合 4 位
他で、PIPA 中距離Ｎエース鳩第 1 位 姉／ローラ＝リリー ブールジュ NPO9,742 羽中総合優勝、モー
17,204 羽中総合 28 位 アルジャントン 6,926 羽中総合 12 位、ヴィエルゾン 11,506 羽中総合 49 位、ペ
ロンヌ 19,537 羽中総合 129 位
祖父)アトランティス ＮＬ10-1682265 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 シャトロー11,096 羽中総合 42 位、
オルレアン 5,503 羽中総合 21 位、マンテス・ラ・ヴァレー5,222 羽中総合 26 位、ストロームベーク
4,854 羽中総合 18 位、モースクロン 3,833 羽中 35 位 Ｐ最優秀当日長距離鳩 フリントストーン×ボ
ンド・ガール
祖母)フェリン ＮＬ10-1682306 Ｂ 13 年オリンピアード第 4 位 マンテス・ラ・ヴァレー10,446 羽
中総合 5 位、同 2,058 羽中総合 4 位、ヴィエルゾン 14,964 羽中総合 52 位他 プリンス×エフォリア

【53】“ガストン・ナンバー・Ⅰ” Ｂ20-6154705 ＢＣＷ ♂ バルト＆ナンス・ファンネッケル作
父)ガストン・ジュニア Ｂ08-6031121 ＢＣＷ Ｂ.＆Ｎ.ファンネッケル作翔 サルブリＰ優勝 直仔／スー

パー・ワン、スーパー・トゥー他 シャトローＮ総合優勝、3、9 位、アルジャントンＮ総合 3 位 孫／
ブールジュＮ総合 8 位、シャトローＮ総合 14 位他
祖父)ガストネッチェ Ｂ06-6034891 Ｂ 両親共ガストン・ファンデヴァウワー作
祖母)スーパー・クラインチェ Ｂ02-6330844 ＢＣ ジェフ・デホウワー作
母)ナンバー・2 Ｂ19-6063094 ＢＣ Ｂ.＆Ｎ.ファンネッケル作翔 シャトロー629 羽中 2 位、同Ｎ19,529
羽中総合 2 位
祖父)ブラウエ・ディアマント Ｂ16-6277061 ＢＷ ズワルテ・ディアマント直仔
祖母)ダブル・ガストン・ジュニア Ｂ17-6057560 ＢＣ ガストン・ジュニア近親孫

【54】“ドホテル・ヴェルナー・ナンス” Ｂ20-6154001 ＢＣ ♀ 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)オリンピック・ナンス Ｂ19-6091085 ＢＣ ゲールト・ランブレヒツ作翔 メルン 1,291 羽中 2 位、シェブ
ランビル 1,532 羽中 2 位、同 2,185 羽中 3 位、メルン 524 羽中 2 位他多数入賞で、21 年オリンピアード
3位
祖父)ロッセ・レイズ Ｂ12-6022952 ＲＣ フランス＆イェンズ・レイズ作
祖母)ゲシェルプテ・ウィットペン Ｂ15-6159166 ＢＣＷ 両親共ゲールト・ランブレヒツ作 ブラウエ・
ゲノールテ×リヒト・ゲシェルプト

【55】“ガストン・ゲールト” Ｂ20-6154704 Ｂ ♂ バルト＆ナンス・ファンネッケル作
父)ガストン・ジュニア Ｂ08-6031121 ＢＣＷ Ｂ.＆Ｎ.ファンネッケル作翔 サルブリＰ優勝 直仔／スー
パー・ワン、スーパー・トゥー他 シャトローＮ総合優勝、3、9 位、アルジャントンＮ総合 3 位 孫／
ブールジュＮ総合 8 位、シャトローＮ総合 14 位他
祖父)ガストネッチェ Ｂ06-6034891 Ｂ 両親共ガストン・ファンデヴァウワー作
祖母)スーパー・クラインチェ Ｂ02-6330844 ＢＣ ジェフ・デホウワー作
母)295 Ｂ18-6108295 Ｂ ゲールト・ランブレヒツ作翔 シェブラン 785 羽中優勝、同 442 羽中 2 位、メ
ルン 3,742 羽中 2 位、キィエブラン 338 羽中 2 位、同 1,585 羽中 5 位、ブロア 130 羽中 2 位、シャトロ
ーＮ6,377 羽中総合 131 位他
祖父)リヒト・ゲシェルプテ Ｂ16-6100415 ＢＣ ゲールト・ランブレヒツ作
祖母)ゲクヴェツト・ヴュイル・ブラウ Ｂ16-6100434 Ｂ ゲールト・ランブレヒツ作 ロゼ・フィリップ
×ゲシェルプテ・ウィットペン

【56】“ビューティ・リモ” Ｂ20-6154701 Ｂ ♂ バルト＆ナンス・ファンネッケル作
父)ビューティ・ガストン Ｂ18-6256991 ＢＣＷ Ｂ.＆Ｎ. ファンネッケル作 直仔／シャトローＮ総合優勝、
3、7、9、27 位、同Ｐ優勝、リブルヌＰ優勝、アルジャントンＮ総合 3 位他
祖父)ガストン・ジュニア Ｂ08-6031121 Ｂ.＆Ｎ.ファンネッケル作翔 サルブリＰ優勝他上位多数
祖母)カレン Ｂ14-6030197 Ｂ Ｂ.＆Ｎ. ファンネッケル作 Ｐエース鳩 1 位の娘
母)リモ・ディアマント Ｂ15-6059368 Ｂ Ｂ.＆Ｎ.ファネッケル作翔 リモージュＮ700Ｋ9,102 羽中総合 22
位、ジャルナックＮ728Ｋ5,045 羽中総合 19 位他ベルギー２長距離最優秀鳩第 4 位

祖父)オーシャン・ドリーム・ダィアマント Ｂ11-6126298 Ｂ Ｂ.＆Ｎ.ファネッケル作翔 兄弟／ミス・ポツ
ナム 10 年オリンピアード第 1 位、マジック・ディアマント 半兄弟／Ｆ16(別記)
祖母)エリカ Ｂ13-2184380 Ｂ エリック・リンブール作 09-430×09-265

【57】“ドホテル・スペシャル・ブラック”Ｂ20-6129241 ＤＣＢＮ ♀ ギー・ファンデールオウエラ作
父)ブラック・シュガー Ｂ11-6115169 ＤＣ スーパー種鳩 直仔孫／ブラック・ホーク ヴィエルゾンＩＰ
8,105 羽中総合優勝、ファボリー・963 ノワイヨン 1,659 羽中優勝他 スペシャル・ブラック・642 イソ
ウドゥンＮ19,842 羽中総合 3 位他で 19 年 KBDB 大中距離Ｎエース鳩第 1 位、ホーク・417 ラ・スーテ
レーヌＮ総合 9 位、スーパー・ルーシー・043 リモージュＮ5,115 羽中総合 10 位、アルジャントンＮ総
合 22 位、ミス・スーテレーヌ ラ・スーテレーヌＮ7,631 羽中総合 16 位 ドゥア・スペシャル 連盟最
高分速 2 回他
祖父)ドミネーター Ｂ10-6220256 Ｂ Ｇ.ファンデールオウエラ作 両親Ｊ.ゴーファールト作 カース
ブール近親
祖母)ブラック・ディアマンチェ Ｂ06-6052305 ファンホーヴェ＝アィターホーヴェン作 兄弟／ミスタ
ー・マックス ヴィエルゾン 1,647 羽中優勝、ブールジュＮ21,940 羽中総合 53 位 直仔／ゴールデン・
ホワイト 優勝 3 回 ブラック・ダイアモンド×ブールジュケ・バンガ
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／ノウ
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
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・スーテレヌＮゾーン 2,695 羽中 24 位 上記ブラック・シュガー×フォヴォリー・ルク
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

【58】Ｂ20-6244058 ＢＷ ♂ ギー・ファンデールオウエラ作 異父兄弟／スペシャル・ブラック 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
父)ブラック・ダイアモンド Ｂ17-6105884 Ｇ.ファンデールオウエラ作 スーパー種鳩 直仔／20-157 ノ
ワイヨン 278 羽中優勝他 19-306 821 羽中優勝、19-218 ブールジュＮ22,502 羽中総合 64 位他 兄弟／
ブラック・ホーク
祖父)ブラック・シュガー Ｂ11-6115169 ＤＣ スーパー種鳩 直仔孫／ブラック・ホーク ヴィエルゾン
ＩＰ8,105 羽中総合優勝、ファボリー・963 ノワイヨン 1,659 羽中優勝他 スペシャル・ブラック・642
イソウドゥンＮ19,842 羽中総合 3 位他で 19 年 KBDB 大中距離Ｎエース鳩第 1 位、ホーク・417 ラ・
スーテレーヌＮ総合 9 位、スーパー・ルーシー・043 リモージュＮ5,115 羽中総合 10 位、アルジャン
トンＮ総合 22 位、ミス・スーテレーヌ ラ・スーテレーヌＮ7,631 羽中総合 16 位 ドゥア・スペシャ
ル 連盟最高分速 2 回他 ドミネーター×ブラック・ディアマンチェ
祖母)ファヴォリー・ルク Ｂ13-6309562 ゲーリンクス作 ルク(アルジャントンＮ12,446 羽中総合優勝)
×マイ・ファボリー
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 直仔／スペシャル・ブラック（上記）
祖父)マッチョ Ｂ08-6358006 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 シャトローＰ2,611 羽中 2 位、ドールダン

398 羽中優勝、同 219 羽中優勝他 マッサ×バナナ・ムーン
祖母)グラディ Ｂ11-6226434 Ｂ ゲーリンクス作 有名なグラディエーター×アイアン・レディ

【59】“ブロア・チャーリーズ・エンジェル”Ｂ20-6244059 Ｂ ♂ ギー・ファンデールオウエラ作 全姉／チ
ャーリーズ・エンジェルズ 3 姉妹 ドリュー ブールジュＰ3,578 羽中優勝、キャメロン ブールジュＮ総
合 10 位、ルーシー 1058 羽中 6 位、ブールジュ 3,578 羽中 56 位他
父)ヤング・アントニオ Ｂ13-3080187 ルディ・デザール作
祖父)アントニオ Ｂ10-3020860 Ｒ.デザール作翔 スーヤックＮ7,765 羽中総合優勝、リモージュＮ13,781
羽中総合 204 位、カオールＮ8,348 羽中総合 142 位、シャトロー3,486 羽中 41 位 兄弟／ニュー・ツ
ールＮ10,251 羽中総合 4 位
祖母)ブラック・ローラ Ｂ10-3155220 アブリス優勝、同 10,424 羽中総合 4 位、クレルモン 18,112 羽中
総合 46 位 直仔／KBDBＮエース鳩第 6 位
母)ビューティ・クールズ Ｂ14-3154211 リック・クールス作
祖父)カカ Ｂ10-3020234 ガビー・ファンデンアベール作 ショーネ・ブリククセン×エマ
祖母)コースイェ Ｂ10-3020304 シャトローＰ優勝、アルＹジャントンＮ4,782 羽中 4 位

【60】“ジュニア・ブルー”Ｂ20-6129217 Ｂ ♂ ギー・ファンデールオウエラ作
父)ブレーブハート・ジュニア Ｂ17-6105049 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 エクアン 300ＫＳＰ7,745 羽
中総合優勝他 半兄弟／アーリー・グレイ ノワイヨン 876 羽中優勝、モンリュソン 3,721 羽中 14 位他
祖父)ブレーブハート Ｂ11-6295832 Ｂ優勝 2 回 Ｊ.ゴーファールトのスーパー・481・カースブール×
カースブーリネケ
祖母)グラディ Ｂ11-6226434 Ｂ ゲーリンクス作 有名なグラディエーター×アイアン・レディ
母)スペシャル・ブルー Ｂ17-6105087 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 メルン 328Ｋ3,970 羽中優勝、同Ｐ
16,671 羽中最高分速 シェブラン 328 羽中優勝他
祖父)ディープ・インパクト Ｂ11-6295933 Ｇ.ファンデールオウエラ作 Ｊ.ゴーファールトのスーパー・
481・カースブール×シャトロー(カースブール)の娘
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

【61】“ファースト・ブレンダ・ハリー” ＮＬ20-1609743 ＢＣ ♂ Ｊ.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
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
母)ブレンダ ＮＬ19-1022194 Ｊ.ホーイマンス作 チーム・ホーイマンス・ベルギー使翔 アルジャント
ンＮ１才鳩 26,085 羽中総合優勝、同 42,847 羽中最高分速
祖父)ド・400 ＮＬ13-3343400 Ｈ.ケネス作翔 セザンヌ 6,572 羽中総合優勝、同 2,397 羽中 2 位、ギエン

510 羽中優勝、センス 2,290 羽中 2 位他で NPO 中距離Ｎエース鳩第 1 位 トゥイーチェ×スーパー・
110 の娘
祖母)ドーター・ハリー ＮＬ14-1208806 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 超銘鳩ハリー×ビューティ・ダヴィ
ンチ 全兄弟／ゴールデン・ハリー（日本長距離Ｎエース鳩第 1 位キムの父）

【62】“ゴールデン・ブレンダ” ＮＬ20-1609673 ＢＣ ♀ Ｊ.ホーイマンス作 全姉妹／ブレンダ アルジャ
ントンＮ42,847 羽中総合優勝、17-559 1,701 羽中優勝、5,633 羽中 2 位、9,975 羽中 3 位他上位多数(英国)
父)ド・400 ＮＬ13-3343400 Ｈ.ケネス作翔 セザンヌ 6,572 羽中総合優勝、同 2,397 羽中 2 位、ギエン 510
羽中優勝、センス 2,290 羽中 2 位他で NPO 中距離Ｎエース鳩第 1 位
祖父)トゥイーチェ ＮＬ07-3749222 Ｂ Ｈ.ケネス作翔 ゼネラル・エース鳩第 1 位 スーパー・599(ケ
ネス)×クラック・ヤンセン
祖父)スーパー・110 の娘 ＮＬ10-3048587 Ｂ 両親共Ｈ.ケネス作 スーパー・110(大レース総合 10 位内
４回入賞内シャトローNPO7,663 羽中総合優勝)の娘
母)ドーター・ハリー ＮＬ14-1208806 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 全兄弟／ゴールデン・ハリー（日本長距離
Ｎエース鳩第 1 位キムの父）
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500ＫNU21,520 羽
中総合 3 位、モルリンコートＰ20,920 羽中総合 19 位、シャトローNPO5,496 羽中総合 21 位 WHZB
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB 同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620 羽中総合優勝、
10 位、同 NPO4,260 羽中総合 5 位、同 NPO4,604 羽中総合 4 位、同 NPO5,979 羽中総合 10 位、サ
ルブリ NPO7,599 羽中総合 2 位、ブロアＮ4,829 羽中総合 2 位、同Ｎ5,653 羽中総合 3 位、ブールジ
ュ NPO7,299 羽中総合 6 位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ
祖母)ビューティ・ダヴィンチ ＮＬ13-1395005 ＢＣ Ｊ..ホーイマンス作 孫／キム(日本長距離Ｎエー
ス鳩第 1 位) 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)×ヒルデ(ハリーの妹)

【63】“ニュー・ボス・ウォッチャーズ・ゴールド ”ＮＬ20-1609829 ＢＣ ♀ Ｊ.ホーイマンス作
父)デン・ボス・ウォッチャー ＮＬ17-1410366 Ｂ.ファンデンベルヘ作翔 ポーＩＮ13,176 羽中総合 2 位、
アジャンＩＮ11,572 羽中総合 6 位、ペルピニャンＮ3,915 羽中総合 16 位、イソウドゥンＰ総合 5 位
祖父)ブラザー・ハリー ＮＬ13-1394358 ＢＣ 兄弟／超銘鳩ハリー他 別記参照
祖母)ドリーム・ペアの娘 ＮＬ13-1390395 シネレン夫人母子作 Ｋ.ボスア×コープマン
母)ドーター・ニュー・ハリー ＮＬ18-5002811 Ｂ 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)ＮＬ13-1394922 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作
超銘鳩ハリー×アレクシア

【64】“アレクシアズ・ディオン・ハリー ”ＮＬ20-1609632 ＢＣ ♂ Ｊ.ホーイマンス作 異父兄弟／バロン・
ハリー ブールジュ NPO4,814 羽中総合優勝
父)ディオン・ハリー ＮＬ16-1553124 Ｊ.ホーイマンス作 イソウドゥン NPO6,604 羽中総合 6 位、ブールジ
ュ NPO4,118 羽中総合 8 位、
シャトードゥンＮ12,995 羽中総合 33 位、
セザンヌNPO11,776 羽中総合 42 位、
ヴィエルゾン NPO2,671 羽中総合 79 位他当日長距離上位入賞多数
祖父)ヨンゲ・ディオン ＤＶ07983-09-0462 Ｃ.ファンデヴェータリング(チーム・ホーイマンス)作 両

親レオ・ヘレマンス作 直仔／シャトードゥンＮ12,995 羽中総合優勝、ニールグニース 12,644 羽中総
合優勝、キェブラン 2,046 羽中優勝、サンカンタン 948 羽中優勝、ウォーセスター797 羽中優勝
祖母)ＮＬ13-1394922 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 超銘鳩ハリー×アレクシア
母)インクレディブル・レディ ＮＬ14-1209863 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)アレクシア ＮＬ10-1864544 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作翔 DNA 鑑定付 シャトローNPO5,620 羽
中総合優勝、サルブリ NPO7,599 羽中総合 40 位 兄弟／超銘鳩ハリー他 ブロアＮ546Ｋ5,653 羽中
総合優勝、3 位、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、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、ブロアＮ4,829 羽中総合2 位、サルブリNPO7,599 羽中総合2 位、ブールジュNPO7,299
羽中総合6 位他 WHZB 長距離Ｎエース鳩第1 位他エース鳩第1 位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ

【65】“ザス・ニーナ”Ｂ20-6249202 Ｂ ♀ ディルク・ファンダィク作 兄弟／ゲシェルプト・ニーナ 優
勝 3 回で、N エース鳩 9 位
父)ブラウエ・カンニバール・ジュニア Ｂ11-6240027 11 年6 回入賞内ノワイヨン1,129 羽中9 位、12 年8 回
入賞内シャトロー426 羽中 2 位、モンリュソンＰ1,322 羽中総合優勝、サルブリ 1,100 羽中優勝、同 2,687
羽中最高分速、キェブラン 1,361 羽中優勝、ノワイヨン 156 羽中優勝、同 251 羽中優勝 シャトロー2,478
羽中総合 21 位 カンニバール 8 重近親
祖父)Ｂ08-6338800 Ｄ.ファンダィク作 有名なカンニバールの近親孫
祖母)Ｂ05-6453989 Ｂ04-459×アントワープ連盟ドールダン優勝鳩(カンニバールの孫)
母)リトル・クィーン Ｂ14-6241188 Ｄ.ファンダィク作翔 15 年 KBDB1 才鳩小中距離Ｎエース鳩第 3 位
祖父)Ｂ11-6117752 エミール・ディレン作 2,252 羽中優勝鳩×ポル・ファンゴーレン
祖母)メレス・ファン・グーイ・ドィビン Ｂ12-2008236 レオン・ヤコブス作

【66】“ドホテル・スタッフ・ニーナ”Ｂ20-6103160 Ｂ ♀ ディルク・ファンダィク作
父)ブラウエ・スタッフ Ｂ14-6091403 Ｄ.ファンダィク作翔 ノワイヨン優勝 2 回、2 位 2 回、3 位他で、短
距離成鳩Ｎエース鳩第 1 位
祖父)Ｂ12-6323661 Ｄ.ファンダィク作 8 回入賞 ファーレ・ディルク×プライムプートの娘
祖母)Ｂ10-6234966 テオ・ヤンセン作 ブールジュマン直仔×リック・フローマンス
母)ゲシェルプト・ニーナＢ18-6084242 ＢＣ 19 年小中距離 1 才鳩Ｎエース鳩第 9 位
祖父)ブラウエ・カンニバール・ジュニア Ｂ11-6240027 11 年 6 回入賞内ノワイヨン 1,129 羽中 9 位、12 年 8
回入賞内シャトロー426 羽中 2 位、モンリュソンＰ1,322 羽中総合優勝、サルブリ 1,100 羽中優勝、同
2,687 羽中最高分速、キェブラン 1,361 羽中優勝、ノワイヨン 156 羽中優勝、同 251 羽中優勝 シャト
ロー2,478 羽中総合 21 位 カンニバール 8 重近親
祖母)リトル・クィーン Ｂ14-6241188 Ｄ.ファンダィク作翔 15 年 KBDB1 才鳩小中距離Ｎエース鳩第3 位

【67】“ザス・マシュー”Ｂ20-6102850 Ｂ ♀ ディルク・ファンダィク作 全兄弟／マシュー 19 年短
距離 N エース鳩第 11 位
父)ゾーン・オリンピック・ニールスＢ14-6241631 Ｄ.ファンダイク作 直仔／マシュー 19 年短距離 N
エース鳩第 11 位
祖父)オリンピック・ニールス Ｂ08-6338005 オリンピアード短距離代表第 3 位、アントワープ連盟エース鳩
第 2 位 ディ・カプリオ×ブールジュの近親孫 孫／シャトローN1 才鳩 25,710 羽中総合優勝フレン
ドシップ（リック・ヘルマンス）
、NPO＆PIPA 若鳩 N エース鳩第 2 位ウラヌス（W．ドブルイン）
祖母)ブラウ・ドーター・カンニバール B06‐6210005 Ｂ カンニバールの直娘 孫／ナタリア ブールジ
ュＮ総合優勝
母)ブラウ Ｂ14-4056813 Ｂ マルセル・ドマーレ作 直仔／マシュー 19 年短距離 N エース鳩第 11 位
祖父)Ｂ08-4140273 ランボーの姉妹の仔×ファンランデヘム兄弟
祖母)Ｂ10-6052519 Ｂ マルセル・ドマーレ作 ロメイン・レジ―スト×アンドレ・ロードホーフトの
仔

【68】Ｂ20-6103162 ＢＷ ♀ ディルク・ファンダィク作
父)ブラウ・ゾーン・ディカプリオＢ12-6142243 ＢＷ Ｄ.ファンダィク作翔
祖父)ディ・カプリオＢ05-6045015 ＢＣ レオ・ヘレマンス＝コイスタース作翔 優勝 3 回、3 位 2 回
直仔／オリンピック・ニールスオリンピアード短距離代表第 3 位 ひ孫／フレンドシップ、ウラヌス
祖母)ブラウ・スーパーケＢ06-6210001 Ｂ カンニバール直仔×デン・ブールジュ孫 スーパー種鳩
母)Ｂ18⁻6024139 ＢＷ Ｌ.Ｂ.＆Ｊ.ゲーリンクス作
祖父)ホワイト・トゥスＢ10-6143294 Ｂ Ｌ.＆Ｂ.ゲーリンクス作 直仔／スープ 1,427 羽中優勝、ノワ
イヨン 559 羽中 2 位、スープ 1,845 羽中 4 位、
、ブールジュＮゾーン 4,284 羽中 7 位、同Ｎ14,496 羽
中総合 22 位、シャトローＮ2,845 羽中総合 14 位、同Ｎ18,658 羽中総合 112 位他入賞多数 パトリア・
フェルハーゲンのラピード・Ⅰ×ブラック＆ホワイト
祖母)シスター・ブルー・ファンタジーＢ13-6143628 Ｌ.＆Ｂ.ゲーリンクス作 全姉妹／ブルー・ファンタ
ジー シャトローＰ1,762 羽中優勝、アルジャントンＮ19,782 羽中総合 24 位 全姉妹／プリウス ゲ
ラード・コープマン鳩舎の最高種鳩 基礎鳩グラディエーター×ミス・アルジャントン

【69】“ドホテル・サンダー・ボレケ”Ｂ20-3092342 Ｂ ♀ リック・クールス作
父)サンダー Ｂ16-3086640 Ｗ.サンダー作翔 アルジャントン 5,067 羽中 2 位、モンリュソン 1,295 羽中 3
位、ヴィエルゾン 400 羽中 8 位、イソウドゥン 948 羽中 10 位で 19 年西フランドルエース鳩第 1 位
祖父)Ｂ14-3068455 両祖父母までＷ.サンダー作
祖母)Ｂ10-3045978 Ｗ.サンダー作
母)ボレケ Ｂ10-3020226 ＢＣＷ Ｒ.クールス作翔 シャトロー4,072 羽中総合 6 位、ツール 518 羽中 5
位他 KBDBＰエース鳩第１位
祖父)ピポ Ｂ09-3040107 兄弟／108 ラ・スーテレーヌ優勝
祖母)モレケ Ｂ08-3037549 最高種鳩 ブールジュＮ22,499 羽中総合 31 位、アルジャントンＮ10,549 羽
中総合 4 位、同 5,251 羽中 39 位、ブロア 1,503 羽中 2 位他 ＫＢＤＢエース鳩第 3 位

【70】“インテールト・ショーネ・ブリクセン”Ｂ20-3092397 Ｂ ♂ リック・クールス作 ショーネ・ブリクセ
ン近親

父)ルードヴィッヒ Ｂ11-3173291 Ｂ 種鳩 Ｒ.クールス作
祖父)ショーネ・ブリクセン Ｂ04-3001609 ガビー・ファンデンアベールとの共作 ブリクセン×フリダ
祖母)リースイェ Ｂ07-3129242 ブールジュ 1,484 羽中 17 位、アルジャントン 4,5441 羽中 64 位、シャト
ロー4,793 羽中 94 位他 ヴィッテンブィクの曽孫
母)Ｂ10-3182366 Ｂ Ｒ.クールス作
祖父)ショーネ・ブリクセン Ｂ04-3001609 ガビー・ファンデンアベールとの共作 ブリクセン×フリダ
祖母)ポウポウ Ｂ07-3129267 Ｒ.クールス作翔 アルジャントンＰ優勝、アブリス 287 羽中優勝、オル
レアン 145 羽中優勝他上位多数 ナショナルⅡ直仔×ダーリン

【71】“インテールト・マリーケ”Ｂ20-3092263 Ｂ ♂ リック・クールス作 マリーケの近親
父)Ｂ10-3020244 Ｂ Ｒ.クールス作 姉／マリーケ グレ 5,166 羽中優勝、Ｐエース鳩第１位
祖父)ゾーン・ブリクセン Ｂ05-3006794 ブリクセン×アスグィエ
祖母)フリッカ Ｂ04-3238531 兄弟／ダーリン 04 年ブールジュＮ総合優勝 デン・100×アスケ
母)マジック・マリーケ・1 Ｂ12-3113590 リック・クールス作 異父姉／レディ・メッシ
祖父)マジック・ジュニア Ｂ10-3179445 Ｇ.ファンデンアベール作 直仔／12-520 13 年 KBDBＮエース
鳩第 10 位 ポアチエＮ13,335 羽中総合 13 位、ラ・スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 60 位他
祖母)マリーケ Ｂ08-3037512 08 年若鳩長距離Ｐエース鳩第１位、グレＰ2,241 羽中優勝 同ゾーン
5,166 羽中優勝 ブロア 362 羽中優勝 同Ｐ5,035 羽中 14 位、ラ・スーテレーヌＰ2,553 羽中 17 位、
ブールジュ 4,180 羽中 25 位、アルジャントンＰ2,838 羽中 99 位 直仔／レディ・メッシ 11 年中距離
Ｐエース鳩第２位 ガビーズ・ブリクセン×フリッカ

【72】Ｂ20-3092261 ♀ リック・クールス作 兄弟／18-100 ブロア 1,400 羽中 10 位
父)ロマノフ Ｂ15-3147817 Ｒ.クールス作 異母兄弟／13 年 KBDB エース鳩第 1 位、チュールＮ総合優勝
異父兄弟／スーパー・ロメオ 長距離Ｎエース鳩第 1 位
祖父)ルディ Ｂ06-3008003 Ｂ Ｇ.ファンデンアベール作翔 上位多数 ブリクセン×カーチェ
祖母)ヴィッキー Ｂ12-4176407 ゲールト・ファンレンターゲム作 兄弟／ニッキー
母)アストリッド Ｂ11-3173252 Ｒ.クールス作 直仔／12-520 13 年 KBDBＮエース鳩第 10 位
祖父)カデル Ｂ09-3149959 ショーネ・ブラウエン×ブールジュスケ(ブールジュＰ優勝)
祖母)レディ・メッシ Ｂ09-3040083 スーパー・レーサー フレッド×マリーケ

【73】“ビューティ・ナショナル”ＮＬ20-1732099 ＢＷ ♂ ヨー＆フロリアン・ヘンドリクス作
父)ナショナル・ハリー ＮＬ17-1545145 Ｊ.ホーイマンス作 シャトローＮ7,503 羽中総合優勝、アルジャン
トンＮ9,512 羽中総合 2 位、モンリュソンＮＰＯ4,201 羽中総合 2 位、アルジャントンＮＰＯ3,555 羽中総合
21 位、シャトローＮＰＯ85 羽中総合 21 位、セザンヌＮＰＯ8,177 羽中総合 27 位、ラ・スーテレーヌＮＰ
Ｏ1,725 羽中総合 34 位、ロリスＮＰＯ16,471 羽中総合 52 位、シャロンＰ11,886 羽中総合 65 位、シャトロ
ーＮ27,656 羽中総合 72 位、メルンＮＰＯ15,245 羽中総合 105 位、ラ・スーテレーヌＮＰＯ1,094 羽中総合
90 位
祖父)サン・アステリクス Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス作 ＢＷ スーパー種鳩 全兄弟／11－868 エタンプ
351Ｋ2,864 羽中優勝、同／シェリル セザンヌ 498 羽中優勝、同セザンヌＮＰＯ11,969 羽中総合 14

位、オルレアン 716 羽中優勝、同オルレアンＮＰＯ2,922 羽中総合 6 位 アステリクス（最高種鳩ポ
パイ×マイク・ギャヌスのミス・マッテン）×ゲーリンクス父子のヴィッテコップ・シルヴェスター
の直娘
祖母)ドーター・4000 ＮＬ16—1663658 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 スーパー種鳩 ※下記参照
母)アレクシア・ハリー ＮＬ16-1208788 Ｂ Ｊ.ホーイマンス作 スーパー種鳩 直仔／ナショナル・ハリー
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・アレクシア ＮＬ13-1394961 Ｂ ビューティ・カンニバール×アレクシア（超銘鳩ハリー
の全妹でシャトローＮＰＯ5,620 羽中総合優勝、ブロアＮＰＯ6,613 羽中総合 8 位）

【74】“プリンセス・ナショナル”ＮＬ20-1731611 Ｂ ♀ ヨー＆フロリアン・ヘンドリクス作 全兄弟／ナショ
ナル・ハリー シャトローＮ7,503 羽中総合優勝、アルジャントンＮ9,512 羽中総合 2 位、モンリュソンＮＰ
Ｏ4,201 羽中総合 2 位、アルジャントンＮＰＯ3,555 羽中総合 21 位他入賞多数 全兄弟／ファイヤー・アイ・
ハリー アルジャントンＮ9,512 羽中総合 4 位、セザンヌＮＰＯ8,177 羽中総合 11 位他
父) サン・アステリクス NL14—1359299 Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス作 ＢＷ スーパー種鳩 全兄弟／11－868
エタンプ 351Ｋ2,864 羽中優勝、同／シェリル セザンヌ 498 羽中優勝、同セザンヌＮＰＯ11,969 羽
中総合 14 位、オルレアン 716 羽中優勝、同オルレアンＮＰＯ2,922 羽中総合 6 位 アステリクス（最
高種鳩ポパイ×マイク・ギャヌスのミス・マッテン）×ゲーリンクス父子のヴィッテコップ・シルヴ
ェスターの直仔
祖父)アステリクス ＮＬ08‐1826461 B Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス作 Ｂ 最高種鳩ポパイ×マイク・ギャヌス
のゴールデン・マッテンの直仔
祖母)ヴィッテ・ゲーリンクス Ｂ10—6342713 ＢＷ ゲーリンクス父子作 ヴィッテコップ・シルヴェスター
×ブルー・スター
母)ドーター・4000 ＮＬ16-1663658 Ｂ Ｊ.ホーイマンス作 スーパー種鳩 直仔／ナショナル・ハリー
祖父)4000・ブラザー・ハリー ＮＬ12-1784000ＢＣ ヤン・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、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)インブレッド・カンニバール ＮＬ11-1522008 Ｂ 100％ディルク・ファンダイク（Ｈ.パウ作）直仔／
アッセ 4,544 羽中優勝、フレンヴィントン 1,255 羽中優勝、3,900 羽中 5 位（※ワン・ロフト・レース
における自動車獲得が掛かった重要レース）
、4,092 羽中 24 位（同）
、3,900 羽中 31 位（同）ディルク・
ファンダイクのカンニバールの孫×直仔

【75】“ゾーン・ゴールデン・ペア”ＮＬ20-1731900 Ｂ ♂ ヨー＆フロリアン・ヘンドリクス作
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
祖父)サン・ジーナＮＬ12-1076890 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作翔 全兄弟／サマム トロイ NPO8,079
羽中総合 4 位、ブロイル NPO10,037 羽中総合 11 位、半兄弟／シャトローNPO667 羽中総合優勝、同
N37,819 羽中総合 15 位、ギエン NPO3,137 羽中総合 4 位、ブロイル 9,786 羽中総合 2 位
祖母)クライネ・ディルクイェ ＮＬ12-1077075 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／クライネ・ゲラー
ド 最高種鳩 ザキール×ラファエラ
母)シスター・フレンドシップ Ｂ16-6128813 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 同／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、同／17－761 セ
ザンヌ 1,555 羽中優勝、セザンヌ NPO8,177 羽中総合 12 位、同／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
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

【76】“ゾーン・ブリー・ハリー”ＮＬ20-1731659 Ｂ ♂ ヨー＆フロリアン・ヘンドリクス作
父)ブリー・ハリーＮＬ18-5112260 ＢＣ Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス作翔 アルジャントンＮ9,362 羽中総合優勝、
シャトローＮ7,503 羽中総合 5 位、オルレアンＮＰＯ1,277 羽中総合 76 位、センスＮＰＯ4,012 羽中総合
105 位、エペルネイＮＰＯ7,640 羽中総合 120 位、イソウドンＮＰＯ4,848 羽中総合 235 位、ラ・スーテ
レーヌＮＰＯ1,725 羽中総合 237 位、マルシェ 2,314 羽中 26 位他
祖父)パーフェクト・ハリー ＮＬ14－1210074 Ｂ ヤン・ホーイマンス作 超銘鳩ハリー×超銘鳩ヘンキーの
半姉妹（13‐982） 直仔／17－168 マルシェ 888 羽中優勝、マルシェ 2,566 羽中 2 位 同／18－260 ア
ルジャントンＮ9,362 羽中総合優勝、シャトローＮ7,503 羽中総合 5 位 17－167 マルシェ 612 羽中 2
位
祖母)ドーター・キング・コングＮＬ15-1130794 ＢＣ Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス作 4 回優勝キング・コング
×ルディ（Ｇ.ファンデンアベール）の直娘
母)ドーター・ジーナ ＮＬ16-1072764 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／18－284 ギエン NPO2,796
羽中総合 9 位、センス NPO4,012 羽中総合 11 位 同／20－799 レチェルＰ12,840 羽中総合 7 位
祖父)ロイヤル・ドリームＮＬ12-1076982 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／ファサイ センス
NPO4,237 羽中総合優勝、異母姉／デイドリーム アブリス NPO 総合優勝、エステファン NPO 総合
優勝 孫／アマノ ロリス N6,086 羽中総合優勝 同／南ア・ミリオン・ダラー委託最終レース 3 位
カシアス（クライネ・ディルク×アンネリーズ）×レディ・プロミス（エルマフェーンズ・ホープ、
マライケ）
祖母)ジーナ ＮＬ06-1597157 Ｂ コープマン父子作翔 07 年 NPO 長距離 N エース鳩第 2 位 シャンテ
イリー3,688 羽中優勝、シャンティリー13,008 羽中 2 位、オルレアン 9760 羽中総合 9 位他 デン・
リンズ・ファボリー×アンネリーズ

【77】 “基礎交配の直仔” Ｂ20-6100375 Ｂ ♂ エディ・ヤンセン作 兄弟／テルマ＆ルイーズ 同腹で、Ｎエ
ース鳩第12 位、21 位、カラート、スヌーカー(スコーン・マダムケの父)、ニュー・ルイーズ他 基礎交配直仔
父)プロパー・エミール Ｂ09-6041710 ファンデンブランデン＝ヘルマンス作 新しい基礎鳩
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021 羽中総合 47 位、ラ・スーテ
レーヌＮ13,965 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 20 羽以上、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

【78】“ブロア・ウノドゥエトレ”(イタリア語で、123 の意味) Ｂ20-6100385 ＢＣ ♂ エディ・ヤンセン作
兄弟／19-527 連盟エース鳩8位 20-123 ブールジュＮ28,551羽中総合9位、
シャトローＮ15,322羽中総合19位で、
Ｎエース鳩第10 位 20-124 ブールジュＰ5,870 羽中優勝、同Ｎ28,551 羽中総合4 位
父)ゾーン・リトル・クィーン Ｂ17-6147474 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 兄弟／ニーナ（18-242） 優
勝 3 回で、N エース鳩 10 位内
祖父)ブラウエ・カンニバール・ジュニア Ｂ11-6240027 11 年6 回入賞内ノワイヨン1,129 羽中9 位、12 年8
回入賞内シャトロー426 羽中 2 位、モンリュソンＰ1,322 羽中総合優勝、サルブリ 1,100 羽中優勝、同
2,687 羽中最高分速、キェブラン 1,361 羽中優勝、ノワイヨン 156 羽中優勝、同 251 羽中優勝 シャト
ロー2,478 羽中総合 21 位 カンニバール 8 重近親
兄弟の直仔／優入賞鳩多数
祖母)リトル・クィーン Ｂ14-6241188 Ｄ.ファンダィク作翔 15 年KBDB1 才鳩小中距離Ｎエース鳩第3 位
Ｂ11-6117752(エミール・ディレン)×ミレス・ファン・グーイ・ドィビン
母)ラ・ママ Ｂ17-6148196 アテマ共同鳩舎作 基礎カップルの仔 兄弟／テルマ＆ルイーズ他
祖父)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
祖母)ドーター・スーパー・53 ＮＬ13-1632624 アテマ共同鳩舎作 スーパー・53×ディカプリオ・751

【79】Ｂ19-6076840 ＢＣ ♀ エディ・ヤンセン作 兄弟／ジェームス シェブラン 2,293 羽中 2 位他、ニュ
ー・ルナ シェブラン2,359 羽中優勝、ボス、パワー・ガール、パワー・ボーイ
父)アリババ Ｂ14-6239376 Ｅ.ヤンセン作
祖父)ウィットペン・アルベルト Ｂ12-6140335 Ｅ.ヤンセン作 兄弟／アルベルト 若鳩で 3 回優勝
祖母)ルナ Ｂ06-6211149 Ｅ.ヤンセン作翔 マルネ 2,458 羽中優勝、同Ｐ15,000 羽中最高分速優勝
母)モルジアーナ Ｂ13-6215692 ダニー・ファンダィク作
祖父)ニュー・ゾーン Ｂ08-6338583 ディルク・ファンダィク作 ディ・カプリオ×スーパーケ
祖母)Ｂ10-6284702 Ｄ.ファンダィク作 デン・11×アス・ダィフケ・2006

【80】Ｂ20-6100323 Ｂ ♀ エディ・ヤンセン作 姉妹／16-104 ノワイヨン 1,092 羽中優勝、他上位
入賞鳩多数
父)ゾーン・カノン Ｂ13-6215695 ダニー・ファンダィク作 兄弟の仔／ヘット・ナショナル・ヴォンダー

祖父)カノン Ｂ09-6323112 ドールダン 1,245 羽中優勝、同 1,938 羽中優勝、同 1,962 羽中 6 位、マル
ネ3,040 羽中優勝、10 年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第1 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩4 位
祖母)ミネルヴァの妹 Ｂ11-6238573 Ｒ．ヘルマンス作 兄弟／ミネルヴァ グレ 474 羽中優勝、同Ｎ13,885
羽中総合 10 位、アルジャントンＮ22,422 羽中総合 21 位、同Ｎ4,123 羽中総合 36 位、ブールジュＮ
20,544 羽中総合 756 位、ラ・スーテレーヌＮ17,017 羽中総合 765 位他でＣＣ若鳩Ｎエース鳩第 1 位
09-230 ブールジュＮ37,357 羽中総合52 位 09-657 アルジャントン優勝、同Ｎ23,921 羽中総合105 位
ブロア・マギー×ルシアナ
母)ミス・100 Ｂ12-6140100 Ｅ.ヤンセン作
祖父)基礎鳩ゾーン・ディ・カプリオ Ｂ08-6339499 Ｄ.ファンダィク＝Ｅ.ヤンセン共作 ディ・カプリ
オ×ルナ(マルネ 2,458 羽中優勝、同Ｐ15,000 羽中最高分速優勝)
祖母)基礎鳩アンナ Ｂ03-6086258 Ｄ.ファンダィク作 カンニバール×アブリス 1,676 羽中優勝

【81】“ドホテル・マヌー”ＮＬ20-1080915 ＢＣ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作
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
祖父)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 ビヤルネ×モニ
ーク
祖母)ワラダ ＮＬ15-1230929 ＤＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ロイヤル・ドリーム×アドラ
母)超銘鳩マヌー ＮＬ16-4784182 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 シャトローNPO（754km）3,647 羽中総合
優勝（第４セクター）
、ブールジュ NPO（703km）5,877 羽中総合優勝（第４セクター）
、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
祖父)スーパー・クラック・リック B05-6394218 B H.ファンサンデ作翔 アントワープ P2 回優勝鳩 直仔
／サピーア 自動車獲得 マヌー＋パコ ブールジュ NPO(第 4 セクター)5,877 羽中総合優勝、2 位
祖母)ゴウドバンド ＮＬ10-1109882 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／マヌー＋パコ 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（超銘鳩クライネ・ディルク×超銘鳩アンネリ
ーズ）×ジカラ

【82】ＮＬ20-1080815 ＢＣ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 異父兄弟／アマノ ロリス6,086羽中ダ第4セクタ
、ブ
ー最高分速 異母姉妹／超銘鳩マヌー シャトローNPO（754km）3,647 羽中総合優勝（第４セクター）
ールジュ NPO（703km）5,877 羽中総合優勝（第４セクター）
、センス 1,069 羽中優勝
父)スーパー・クラック・リック B05-6394218 B H.ファンサンデ作翔 アントワープ P2 回優勝鳩 直仔
／サピーア 自動車獲得 マヌー＋パコ ブールジュ NPO(第 4 セクター)5,877 羽中総合優勝、2 位
祖父)B03-6113116 デン・120×W.ゾーンチェス
祖母)B03-6133334 レオン・エンゲルス×W.ゾーンチェス
母)ワラダ ＮＬ15-1230929 ＤＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
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 カシアス（超銘鳩ク
ライネ・ディルク×超銘鳩アンネリーズ）×レディ・プロミス（エルマフェーンズ・ホープ×マライ
ケ）
祖母)アドラ ＮＬ12-4703552 ＢＣ コープマン父子作翔 ピティヴィエ NPO4,494 羽中総合優勝、シャ
トローNPO3,112 羽中総合 2 位 レオ・ヤンセンのド・ブロア×ミス・ダイナマイト（超銘鳩クライ
ネ・ディルクの全妹）

【83】ＮＬ19-4737772 Ｂ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 兄弟／ジンバブエ・ヴィクトリア・フォールズ委託
レース優勝
父)ゾーン・マヨールＢ14-3149524 ＢＣ ノエル・ペイレン作
祖父)マヨール Ｂ06-3183525 Ｂ Ｎ.ペイレン作 カンピオン(自身ブリーブＮ9,466 羽中総合 15 位で、ブ
リーブＮ19,467 羽中総合優勝の同腹)の直仔
祖母)Ｂ08-3017782 ＢＣ ジョエル・フェルスコート作
母)アルジナ ＮＬ13-1654987 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作
祖父)マジック・マン ＮＬ04-5430805 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作翔 ル・マンＮ15,252 羽中総合優
勝、同 120,000 羽中第 3 位 ロリス×超銘鳩アンネリーズ
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

【84】ＮＬ20-1080828 ＢＣ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作
父)ロイヤル・ドリーム ＮＬ12-1076982 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 種鳩
祖父)カシアス ＮＬ02-2373002 ＢＣ 直仔／ヴァキール 09 年ブロア NPO6,279 羽中総合 3 位 兄妹近
親交配直仔 超銘鳩クライネ・ディルク(トロイＮ17,8831 羽中総合優勝、ブールジュＮ7,155 羽中総
合優勝、マーゼイク 3,522 羽中優勝、Ｎエース鳩第 1 位)×超銘鳩アンネリーズ(シメイ 15,438 羽中総
合優勝、同 10,000 羽中総合 2 位、トロイＮ13,137 羽中総合 2 位で、クライネ・ディルクの実妹)
祖母)レディ・プロミス ＮＬ08-2049038 ＢＣ エルマフェーンズ・ホープ×マライケ
母)ラシア ＮＬ14-1462578 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作
祖父)マジック・マン ＮＬ04-5430805 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作翔 ル・マンＮ15,252 羽中総合優
勝、同 120,000 羽中第 3 位 ロリス×超銘鳩アンネリーズ
祖母)アマベル ＮＬ07-1207853 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／ブロアNPO1,956羽中総合8位
ブレイユ・ル・ヴェール NPO10,037 羽中総合優勝、ブレンリー×アモレー

2 日目（3 月 21 日 日曜日）

【85】“ゾーン・マヌー”ＮＬ20-1080817 ＢＣ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作
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
祖父)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 ビヤルネ×モニ
ーク
祖母)ワラダ ＮＬ15-1230929 ＤＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ロイヤル・ドリーム×アドラ
母)超銘鳩マヌー ＮＬ16-4784182 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 シャトローNPO（754km）3,647 羽中総合
優勝（第４セクター）
、ブールジュ NPO（703km）5,877 羽中総合優勝（第４セクター）
、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
祖父)スーパー・クラック・リック B05-6394218 B H.ファンサンデ作翔 アントワープ P2 回優勝鳩 直
仔／サピーア 自動車獲得 マヌー＋パコ ブールジュ NPO(第 4 セクター)5,877 羽中総合優勝、2
位
祖母)ゴウドバンド ＮＬ10-1109882 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／マヌー＋パコ 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（超銘鳩クライネ・ディルク×超銘鳩アンネリ
ーズ）×ジカラ

【86】“ロイヤル・アドラ”ＮＬ20-1081099 ＢＣ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作
父)ロイヤル・ドリーム ＮＬ12-1076982 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 種鳩
祖父)カシアス ＮＬ02-2373002 ＢＣ 直仔／ヴァキール 09 年ブロア NPO6,279 羽中総合 3 位 兄妹近
親交配直仔 超銘鳩クライネ・ディルク(トロイＮ17,8831 羽中総合優勝、ブールジュＮ7,155 羽中総
合優勝、マーゼイク 3,522 羽中優勝、Ｎエース鳩第 1 位)×超銘鳩アンネリーズ(シメイ 15,438 羽中総
合優勝、同 10,000 羽中総合 2 位、トロイＮ13,137 羽中総合 2 位で、クライネ・ディルクの実妹)
祖母)レディ・プロミス ＮＬ08-2049038 ＢＣ エルマーフェーンズ・ホープ×マライケ
母)アドラ ＮＬ12-4703552 ＢＣ コープマン父子作翔 ピティヴィエ NPO4,494 羽中総合優勝、シャトロ
ーNPO3,112 羽中総合 2 位
祖父)ド・ブロア ＮＬ04-1919872 レオ・ヤンセン作翔 ブロア NPO5,971 羽中総合優勝
祖母)ミス・ダイナマイト ＮＬ00-1211111 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 兄弟／超銘鳩クライネ・ディル
ク(トロイＮ17,8831 羽中総合優勝、ブールジュＮ7,155 羽中総合優勝、マーゼイク 3,522 羽中優勝、
Ｎエース鳩第 1 位)，超銘鳩アンネリーズ他

【87】“キェルズ・ホープ”ＮＬ20-1080845 ＢＣ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 異母兄弟／18 年タイ・パ
タヤ委託エース鳩 1 位
父)キェルズ・チョイス ＮＬ16-1072829 Ｂ
祖父)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 ビヤルネ×モニ
ーク
祖母)ラジンダ ＮＬ08-2049135 Ｂ ジェイソン×ジーナ
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
祖父)マディール ＮＬ07-1207604 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 エルマファーンズ・ホープ×アモレー
祖母)基礎鳩ゴールデン・レディ Ｂ96-6286060 ディルク・ファンダィク作 有名なカンニバール×ラ
ンボーの姉

【88】“ドホテル・カリスト”ＮＬ20-1080784 ＢＣ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
父)カリスト ＮＬ18-4718252 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作翔 センス 3,160 羽中優勝 兄弟／タイサ
9,460 羽中優勝、同 17,862 羽中最高分速
祖父)ニルトン ＮＬ10-11099863 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 エルマフェーンズ・ホープ×アベレ
祖母)アドラ ＮＬ12-4703552 ＢＣ コープマン父子作翔 ピティヴィエ NPO4,494 羽中総合優勝、シャト
ローNPO3,112 羽中総合 2 位 ド・ブロア×ミス・ダイナマイト（超銘鳩クライネ・ディルクの全妹）
母)アルビナ ＮＬ16-1072838 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作
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 直仔／ファサイ
センス NPO4,237 羽中総合優勝 カシアス×レディ・プロミス
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

【89】“基礎交配の直仔” Ｂ20-6100132 Ｂ ♂ エディ・ヤンセン作 兄弟／テルマ＆ルイーズ 同腹で、Ｎエー
ス鳩第12 位、21 位、カラート、スヌーカー(スコーン・マダムケの父)、ニュー・ルイーズ他 基礎交配直仔
父)プロパー・エミール Ｂ09-6041710 ファンデンブランデン＝ヘルマンス作 新しい基礎鳩
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021 羽中総合 47 位、ラ・スーテ
レーヌＮ13,965 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 20 羽以上、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

【90】“ゾーン・パワー・ガール” Ｂ20-6100319 Ｂ ♂ エディ・ヤンセン作 異母兄弟／ヴィクトリア 16-023
ギエン 1,813 羽中優勝、ノワイヨン 688 羽中優勝、ヴィクター シェヴラン 942 羽中優勝 コカ シェブラン
678 羽中優勝 コーラ シェヴラン384 羽中優勝他
父)ド・ルイス Ｂ12-6133662 バルト・ギリス作
祖父)ゲノップテ・ゲーリンクス Ｂ09-6326253 ゾーン・ファン・009×クライン・ウィリーケ
祖母)リハンナ Ｂ09-6041240 Ｅ.ヤンセン作翔 ノワイヨン 224 羽中優勝、
ドールダン 1,258 羽中 7 位、
アルジャントン 11,001 羽中総合 12 位他 ボノ×レア
母)パワー・ガール Ｂ17-6148008 ＢＷ Ｅ.ヤンセン作翔 若鳩で 8 回入賞内ノワイヨン 489 羽中優勝、ブ
ールジュＮ38,456 羽中総合 80 位他 1 才で 14 回入賞内ノワイヨン 82 羽中優勝、アルジャントン 224
羽中優勝、
同Ｎ8,818 羽中総合 24 位シャトローＰ4,222 羽中総合 65 位、
成鳩でブールジュＮゾーン 7,049

羽中優勝、同Ｎ24,055 羽中総合 2 位
祖父)アリババ Ｂ14-6239376 Ｅ.ヤンセン作 ウィットペン・アルベルト×ルナ(マルネ 2,458 羽中優勝、
同Ｐ15,000 羽中最高分速優勝)
祖母)モルジアーナ Ｂ13-6215692 ダニー・ファンダィク作 ニュー・ゾーンの娘

【91】“ゾーン・スコーン・マダムケ” Ｂ20-6100432 Ｂ ♂ エディ・ヤンセン作
父)レムス Ｂ18-6085085 Ｂ Ｅ.ヤンセン作翔 シェブラン1,179 羽中優勝、キェブラン513 羽中優勝他 兄
弟／ルーリク16-126 小中距離Ｎエース鳩20 位他 17-088 シャトローＮ12,150 羽中総合51 位他
祖父)デン・ブロードノイス Ｂ14-6239033 Ｅ.ヤンセン作翔 スープ 393 羽中優勝他 基礎鳩アンナの
直仔×マルセル・ヴォウタース作のド・レーウの娘
祖母)Ｂ15-6091396 ディルク・ファンダィク作 ゲーリンクス父子作(グラディエーターの直仔)×ス
ーパーケ
母)スコーン・マダムケ Ｂ16-6076059 Ｅ.ヤンセン作翔 メルン 1,225 羽中優勝、アルジャントン 3,322 羽
中 6 位、ブールジュ 3,621 羽中 9 位他上位多数他で 19 年オリンピアード・ポーランド大会第 2 位 兄
弟／ガイス 17-033 ブールジュ 347 羽中優勝、同Ｎ37,957 羽中総合 8 位、シャトローＮ18,499 羽中総
合 96 位他上位多数 18-030 メルン 601 羽中優勝他兄弟多数上位入賞
祖父)スヌーカー Ｂ15-6092147 エディー・ヤンセン作 プロパー・エミール×スーパー・53 の娘
祖母)ナンス Ｂ15-6059382 バルト＆ナンス・ファンネッケル作 ガストン・ジュニア×ヴィッティ

【92】“コピー・ヴォウト” Ｂ20-6100336 Ｂ ♂ エディ・ヤンセン作 兄弟／20-012 セルメーズ1,350 羽中3 位、
シャトローＮ15,322 羽中総合445 位他 20-112 Ｎレース4 回参加全上位10％以内入賞内シャトローＮ20,789 羽中
総合357 位、アルジャントンＮ23,280 羽中総合640 位他
父)ブロア・フローレ・ウィリー Ｂ14-6239088 Ｂ Ｅ.ヤンセン作 直仔／アラナ他
祖父)ウィリー Ｂ08-6339459 両親共Ｅ.ヤンセン作翔 56 回入賞内ブールジュＮ24,676 羽中総合 42 位
デン・ディッケ×マヤ
祖母)ヘレネ Ｂ12-6140131 Ｂ Ｅ.ヤンセン作 ゾーン・ディカプリオ×アンナ
母)カノンの娘 Ｂ16-6128432 Ｂ ダニー・ファンダィク作 直仔／グレＮ12,888 羽中総合 7 位他入賞多数
祖父)カノン Ｂ09-6323112 ドールダン 1,245 羽中優勝、同 1,938 羽中優勝、同 1,962 羽中 6 位、マル
ネ3,040 羽中優勝、10 年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第1 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩4 位
祖母)ミネルヴァの妹 Ｂ11-6238573 Ｒ．ヘルマンス作 全姉／ミネルヴァ グレ 474 羽中優勝、同Ｎ13,885
羽中総合10 位、
アルジャントンＮ22,422 羽中総合21 位、
同Ｎ4,123 羽中総合36 位、
ブールジュＮ20,544
羽中総合 756 位、ラ・スーテレーヌＮ17,017 羽中総合 765 位他でキュールゲム・サントル若鳩Ｎエース
鳩第 1 位 09-230 ブールジュＮ37,357 羽中総合 52 位 09-657 アルジャントン優勝、同Ｎ23,921 羽中
総合 105 位 ブロア・マギー×ルシアナ

【93】“インブレッド・ナショナル”ＮＬ20-1731897 Ｂ ♀ ヨー＆フロリアン・ヘンドリクス作
父)ナショナル・ハリー ＮＬ17-1545145 Ｊ.ホーイマンス作 シャトローＮ7,503 羽中総合優勝、アルジャ
ントンＮ9,512 羽中総合 2 位、モンリュソンＮＰＯ4,201 羽中総合 2 位、アルジャントンＮＰＯ3,555 羽中総
合 21 位、シャトローＮＰＯ85 羽中総合 21 位、セザンヌＮＰＯ8,177 羽中総合 27 位、ラ・スーテレーヌＮ
ＰＯ1,725 羽中総合 34 位、ロリスＮＰＯ16,471 羽中総合 52 位、シャロンＰ11,886 羽中総合 65 位、シャト
ローＮ27,656 羽中総合 72 位、メルンＮＰＯ15,245 羽中総合 105 位、ラ・スーテレーヌＮＰＯ1,094 羽中総

合 90 位
祖父)サン・アステリクス Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス作 ＢＷ スーパー種鳩 全兄弟／11－868 エタンプ
351Ｋ2,864 羽中優勝、同／シェリル セザンヌ 498 羽中優勝、同セザンヌＮＰＯ11,969 羽中総合 14
位、オルレアン 716 羽中優勝、同オルレアンＮＰＯ2,922 羽中総合 6 位 アステリクス（最高種鳩ポ
パイ×マイク・ギャヌスのミス・マッテン）×ゲーリンクス父子のヴィッテコップ・シルヴェスター
の直娘
祖母)ドーター・4000 ＮＬ16—1663658 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 スーパー種鳩 ※下記参照
母)ドーター・4000 ＮＬ16-1663658 Ｂ Ｊ.ホーイマンス作 スーパー種鳩 直仔／ナショナル・ハリー
祖父)4000・ブラザー・ハリー ＮＬ12-1784000ＢＣ ヤン・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、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)インブレッド・カンニバール ＮＬ11-1522008 Ｂ 100％ディルク・ファンダイク（Ｈ.パウ作）直仔／
アッセ 4,544 羽中優勝、フレンヴィントン 1,255 羽中優勝、3,900 羽中 5 位（ワン・ロフト・レースに
おける自動車獲得ホット・スポット・レース）
、4,092 羽中 24 位（同）
、3,900 羽中 31 位（同）ディル
ク・ファンダイクのカンニバールの孫×直仔

【94】“ブロア・ナショナル・ハリー”ＮＬ20-1731736 ＢＷ ♂ ヨー＆フロリアン・ヘンドリクス作 全兄弟／
ナショナル・ハリー シャトローＮ7,503 羽中総合優勝、アルジャントンＮ9,512 羽中総合 2 位、モンリュソ
ンＮＰＯ4,201 羽中総合 2 位、
アルジャントンＮＰＯ3,555 羽中総合 21 位他入賞多数 全兄弟／ファイヤー・
アイ・ハリー アルジャントンＮ9,512 羽中総合 4 位、セザンヌＮＰＯ8,177 羽中総合 11 位他
父) サン・アステリクス NL14—1359299 Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス作 ＢＷ スーパー種鳩 全兄弟／11－868
エタンプ 351Ｋ2,864 羽中優勝、同／シェリル セザンヌ 498 羽中優勝、同セザンヌＮＰＯ11,969 羽
中総合 14 位、オルレアン 716 羽中優勝、同オルレアンＮＰＯ2,922 羽中総合 6 位 アステリクス（最
高種鳩ポパイ×マイク・ギャヌスのミス・マッテン）×ゲーリンクス父子のヴィッテコップ・シルヴ
ェスターの直仔
祖父)アステリクス ＮＬ08‐1826461 B Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス作 Ｂ 最高種鳩ポパイ×マイク・ギャヌス
のゴールデン・マッテンの直仔
祖母)ヴィッテ・ゲーリンクス Ｂ10—6342713 ＢＷ ゲーリンクス父子作 ヴィッテコップ・シルヴェスター
×ブルー・スター
母)ドーター・4000 ＮＬ16-1663658 Ｂ Ｊ.ホーイマンス作 スーパー種鳩 直仔／ナショナル・ハリー
祖父)4000・ブラザー・ハリー ＮＬ12-1784000ＢＣ ヤン・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、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)インブレッド・カンニバール ＮＬ11-1522008 Ｂ 100％ディルク・ファンダイク（Ｈ.パウ作）直仔／
アッセ 4,544 羽中優勝、フレンヴィントン 1,255 羽中優勝、3,900 羽中 5 位（※ワン・ロフト・レース
における自動車獲得が掛かった重要レース）
、4,092 羽中 24 位（同）
、3,900 羽中 31 位（同）ディルク・

ファンダイクのカンニバールの孫×直仔

【95】“インテールト・ゲラート”ＮＬ20-1731850 ＢＣ ♂ ヨー＆フロリアン・ヘンドリクス作
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
祖父)サン・ジーナＮＬ12-1076890 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作翔 全兄弟／サマム トロイ NPO8,079
羽中総合 4 位、ブロイル NPO10,037 羽中総合 11 位、半兄弟／シャトローNPO667 羽中総合優勝、同
N37,819 羽中総合 15 位、ギエン NPO3,137 羽中総合 4 位、ブロイル 9,786 羽中総合 2 位
祖母) クライネ・ディルクイェ ＮＬ12-1077075 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／クライネ・ゲラー
ド最高種鳩 ザキール×ラファエラ
母) クライネ・ゲラードの全妹 NL17-1544792 Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス作 ＢＣ 直仔／18‐913 19 年ＴＧＰ
Ｒタイ委託最終レース・クイーン・カップ優勝 全兄弟／クライネ・ゲラード（上記）
祖父)サン・ジーナＮＬ12-1076890 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作翔 全兄弟／サマム トロイ NPO8,079
羽中総合 4 位、ブロイル NPO10,037 羽中総合 11 位、半兄弟／シャトローNPO667 羽中総合優勝、同
N37,819 羽中総合 15 位、ギエン NPO3,137 羽中総合 4 位、ブロイル 9,786 羽中総合 2 位
祖母) クライネ・ディルクイェ ＮＬ12-1077075 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／クライネ・ゲラー
ド最高種鳩 ザキール×ラファエラ

【96】“ラスト・ザス・ゲラード”ＮＬ20-1731724 ＢＣ ♀ ヨー＆フロリアン・ヘンドリクス作
全兄弟
／クライネ・ゲラード 14－081 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
父)サン・ジーナＮＬ12-1076890 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作翔 全兄弟／サマム トロイNPO8,079 羽中
総合 4 位、ブロイル NPO10,037 羽中総合 11 位、半兄弟／シャトローNPO667 羽中総合優勝、同 N37,819
羽中総合 15 位、ギエン NPO3,137 羽中総合 4 位、ブロイル 9,786 羽中総合 2 位
祖父)ダヴィッズ・サン ＮＬ07-1207620 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 ジルムール（ノーブル・ブルー
の全兄弟×ショウピース
祖母)ジーナ ＮＬ06-1597157 Ｂ コープマン父子作翔 07 年 NPO 長距離 N エース鳩第 2 位 シャンテ
イリー3,688 羽中優勝、シャンティリー13,008 羽中 2 位、オルレアン 9760 羽中総合 9 位他 デン・
リンズ・ファボリー×アンネリーズ
母)クライネ・ディルクイェ ＮＬ12-1077075 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／クライネ・ゲラード
最高種鳩
祖父)ザキール ＮＬ10-1109618 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 異父姉妹／デイドリーム アブリ
ス NPO8,519 羽中総合優勝 エルマフェーンズ・ホープ×ミス・ムックフック（レーザの姉妹）
祖母)ラファエラ ＮＬ04-2248600 ＢＣ コープマン作
超銘鳩クライネ・ディルク×基礎鳩ゴールデン・レディ

【97】“ドホテル・サンダー・ボレケ”Ｂ20-3092460 Ｂ ♀ リック・クールス作
父)サンダー Ｂ16-3086640 Ｗ.サンダー作翔 アルジャントン 5,067 羽中 2 位、モンリュソン 1,295 羽中 3
位、ヴィエルゾン 400 羽中 8 位、イソウドゥン 948 羽中 10 位で 19 年西フランドルエース鳩第 1 位
祖父)Ｂ14-3068455 両祖父母までＷ.サンダー作
祖母)Ｂ10-3045978 Ｗ.サンダー作
母)ボレケ Ｂ10-3020226 ＢＣＷ Ｒ.クールス作翔 シャトロー4,072 羽中総合 6 位、ツール 518 羽中 5
位他 KBDBＰエース鳩第１位
祖父)ピポ Ｂ09-3040107 兄弟／108 ラ・スーテレーヌ優勝
祖母)モレケ Ｂ08-3037549 最高種鳩 ブールジュＮ22,499 羽中総合 31 位、アルジャントンＮ10,549 羽
中総合 4 位、同 5,251 羽中 39 位、ブロア 1,503 羽中 2 位他 ＫＢＤＢエース鳩第 3 位

【98】“インテールト・ショーネ・ブリクセン”Ｂ20-3092398 ＢＣ ♂ リック・クールス作 ショーネ・ブリク
セン近親
父)ルードヴィッヒ Ｂ11-3173291 Ｂ 種鳩 Ｒ.クールス作
祖父)ショーネ・ブリクセン Ｂ04-3001609 ガビー・ファンデンアベールとの共作 ブリクセン×フリダ
祖母)リースイェ Ｂ07-3129242 ブールジュ 1,484 羽中 17 位、アルジャントン 4,5441 羽中 64 位、シャト
ロー4,793 羽中 94 位他 ヴィッテンブィクの曽孫
母)Ｂ10-3182366 Ｂ Ｒ.クールス作
祖父)ショーネ・ブリクセン Ｂ04-3001609 ガビー・ファンデンアベールとの共作 ブリクセン×フリダ
祖母)ポウポウ Ｂ07-3129267 Ｒ.クールス作翔 アルジャントンＰ優勝、アブリス 287 羽中優勝、オル
レアン 145 羽中優勝他上位多数 ナショナルⅡ直仔×ダーリン

【99】“インテールト・マリーケ”Ｂ20-3092264 Ｂ ♂ リック・クールス作 マリーケの近親
父)Ｂ10-3020244 Ｂ Ｒ.クールス作 姉／マリーケ グレ 5,166 羽中優勝、Ｐエース鳩第１位
祖父)ゾーン・ブリクセン Ｂ05-3006794 ブリクセン×アスグィエ
祖母)フリッカ Ｂ04-3238531 兄弟／ダーリン 04 年ブールジュＮ総合優勝 デン・100×アスケ
母)マジック・マリーケ・1 Ｂ12-3113590 リック・クールス作 異父姉／レディ・メッシ
祖父)マジック・ジュニア Ｂ10-3179445 Ｇ.ファンデンアベール作 直仔／12-520 13 年 KBDBＮエース
鳩第 10 位 ポアチエＮ13,335 羽中総合 13 位、ラ・スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 60 位他
祖母)マリーケ Ｂ08-3037512 08 年若鳩長距離Ｐエース鳩第１位、グレＰ2,241 羽中優勝 同ゾーン
5,166 羽中優勝 ブロア 362 羽中優勝 同Ｐ5,035 羽中 14 位、ラ・スーテレーヌＰ2,553 羽中 17 位、
ブールジュ 4,180 羽中 25 位、アルジャントンＰ2,838 羽中 99 位 直仔／レディ・メッシ 11 年中距離
Ｐエース鳩第２位 ガビーズ・ブリクセン×フリッカ

【100】Ｂ20-3092262 Ｂ ♀ リック・クールス作 兄弟／18-100 ブロア 1,400 羽中 10 位
父)ロマノフ Ｂ15-3147817 Ｒ.クールス作 異母兄弟／13 年 KBDB エース鳩第 1 位、チュールＮ総合優勝
異父兄弟／スーパー・ロメオ 長距離Ｎエース鳩第 1 位
祖父)ルディ Ｂ06-3008003 Ｂ Ｇ.ファンデンアベール作翔 上位多数 ブリクセン×カーチェ
祖母)ヴィッキー Ｂ12-4176407 ゲールト・ファンレンターゲム作 兄弟／ニッキー
母)アストリッド Ｂ11-3173252 Ｒ.クールス作 直仔／12-520 13 年 KBDBＮエース鳩第 10 位

祖父)カデル Ｂ09-3149959 ショーネ・ブラウエン×ブールジュスケ(ブールジュＰ優勝)
祖母)レディ・メッシ Ｂ09-3040083 スーパー・レーサー フレッド×マリーケ

【101】“ドホテル・カンニバール・ジュニア”Ｂ20-6249201 ＢＣ ♀ ディルク・ファンダィク作 兄弟／
ゲシェルプト・ニーナ 優勝 3 回で、N エース鳩 9 位
父)ブラウエ・カンニバール・ジュニア Ｂ11-6240027 11 年6 回入賞内ノワイヨン1,129 羽中9 位、12 年8 回
入賞内シャトロー426 羽中 2 位、モンリュソンＰ1,322 羽中総合優勝、サルブリ 1,100 羽中優勝、同 2,687
羽中最高分速、キェブラン 1,361 羽中優勝、ノワイヨン 156 羽中優勝、同 251 羽中優勝 シャトロー2,478
羽中総合 21 位 カンニバール 8 重近親
祖父)Ｂ08-6338800 Ｄ.ファンダィク作 有名なカンニバールの近親孫
祖母)Ｂ05-6453989 Ｂ04-459×アントワープ連盟ドールダン優勝鳩(カンニバールの孫)
母)リトル・クィーン Ｂ14-6241188 Ｄ.ファンダィク作翔 15 年 KBDB1 才鳩小中距離Ｎエース鳩第 3 位
祖父)Ｂ11-6117752 エミール・ディレン作 2,252 羽中優勝鳩×ポル・ファンゴーレン
祖母)メレス・ファン・グーイ・ドィビン Ｂ12-2008236 レオン・ヤコブス作

【102】“ゾーン・スタッフ・ニーナ”Ｂ20-6103159 ＢＣ ♂ ディルク・ファンダィク作
父)ブラウエ・スタッフ Ｂ14-6091403 Ｄ.ファンダィク作翔 ノワイヨン優勝 2 回、2 位 2 回、3 位他で、短
距離成鳩Ｎエース鳩第 1 位
祖父)Ｂ12-6323661 Ｄ.ファンダィク作 8 回入賞 ファーレ・ディルク×プライムプートの娘
祖母)Ｂ10-6234966 テオ・ヤンセン作 ブールジュマン直仔×リック・フローマンス
母) ゲシェルプト・ニーナＢ18-6084242 ＢＣ 19 年小中距離 1 才鳩Ｎエース鳩第 9 位
祖父)ブラウエ・カンニバール・ジュニア Ｂ11-6240027 11 年 6 回入賞内ノワイヨン 1,129 羽中 9 位、12 年 8
回入賞内シャトロー426 羽中 2 位、モンリュソンＰ1,322 羽中総合優勝、サルブリ 1,100 羽中優勝、同
2,687 羽中最高分速、キェブラン 1,361 羽中優勝、ノワイヨン 156 羽中優勝、同 251 羽中優勝 シャト
ロー2,478 羽中総合 21 位 カンニバール 8 重近親
祖母)リトル・クィーン Ｂ14-6241188 Ｄ.ファンダィク作翔 15 年 KBDB1 才鳩小中距離Ｎエース鳩第3 位

【103】“ブロア・マシュー”Ｂ20-6102849 ＢＣ ♂ ディルク・ファンダィク作 全兄弟／マシュー 19
年短距離 N エース鳩第 11 位
父)ゾーン・オリンピック・ニールスＢ14-6241631 Ｄ.ファンダイク作 直仔／マシュー 19 年短距離 N エ
ース鳩第 11 位
祖父)オリンピック・ニールス Ｂ08-6338005 オリンピアード短距離代表第 3 位、アントワープ連盟エース
鳩第 2 位 ディ・カプリオ×ブールジュの近親孫 孫／シャトローN1 才鳩 25,710 羽中総合優勝フレ
ンドシップ（リック・ヘルマンス）
、NPO＆PIPA 若鳩 N エース鳩第 2 位ウラヌス（W．ドブルイン）
祖母)ブラウ・ドーター・カンニバール B06‐6210005 Ｂ カンニバールの直娘 孫／ナタリア ブー
ルジュＮ総合優勝
母)ブラウ Ｂ14-4056813 Ｂ マルセル・ドマーレ作 直仔／マシュー 19 年短距離 N エース鳩第 11 位
祖父)Ｂ08-4140273 ランボーの姉妹の仔×ファンランデヘム兄弟

祖母)Ｂ10-6052519 Ｂ マルセル・ドマーレ作 ロメイン・レジ―スト×アンドレ・ロードホーフトの
仔

【104】“クラインゾーン・ディカプリオ”Ｂ20-6103161 Ｂ ♂ ディルク・ファンダィク作
父)ブラウ・ゾーン・ディカプリオＢ12-6142243 ＢＷ Ｄ.ファンダィク作翔
祖父)ディ・カプリオＢ05-6045015 ＢＣ レオ・ヘレマンス＝コイスタース作翔 優勝 3 回、3 位 2 回
直仔／オリンピック・ニールスオリンピアード短距離代表第 3 位 ひ孫／フレンドシップ、ウラヌス
祖母)ブラウ・スーパーケＢ06-6210001 Ｂ カンニバール直仔×デン・ブールジュ孫 スーパー種鳩
母)Ｂ18⁻6024139 ＢＷ Ｌ.Ｂ.＆Ｊ.ゲーリンクス作
祖父)ホワイト・トゥスＢ10-6143294 Ｂ Ｌ.＆Ｂ.ゲーリンクス作 直仔／スープ 1,427 羽中優勝、ノワ
イヨン 559 羽中 2 位、スープ 1,845 羽中 4 位、
、ブールジュＮゾーン 4,284 羽中 7 位、同Ｎ14,496 羽
中総合 22 位、シャトローＮ2,845 羽中総合 14 位、同Ｎ18,658 羽中総合 112 位他入賞多数 パトリア・
フェルハーゲンのラピード・Ⅰ×ブラック＆ホワイト
祖母)シスター・ブルー・ファンタジーＢ13-6143628 Ｌ.＆Ｂ.ゲーリンクス作 全姉妹／ブルー・ファンタ
ジー シャトローＰ1,762 羽中優勝、アルジャントンＮ19,782 羽中総合 24 位 全姉妹／プリウス ゲ
ラード・コープマン鳩舎の最高種鳩 基礎鳩グラディエーター×ミス・アルジャントン

【105】“ゴールデン・ビューティ・インブレッド” ＮＬ20-1609248 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマンス作
父)ビューティ・ハリー ＮＬ12-1784621 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 直仔／ニュー・ハリー PIPA ランク若鳩
Ｎエース鳩第 1 位 ニールグニース 14,737 羽中総合優勝、ポン・サン・マクサンス 12,894 羽中総合優勝、
メルン1,046 羽中優勝他 キェブラン11,337 羽中総合優勝、同3,513 羽中優勝、セザンヌ740 羽中優勝他
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500ＫNU21,520 羽
中総合 3 位、モルリンコートＰ20,920 羽中総合 19 位、シャトローNPO5,496 羽中総合 21 位 WHZB
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB 同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620 羽中総合優勝、
10 位、同 NPO4,260 羽中総合 5 位、同 NPO4,604 羽中総合 4 位、同 NPO5,979 羽中総合 10 位、サ
ルブリ NPO7,599 羽中総合 2 位、ブロアＮ4,829 羽中総合 2 位、同Ｎ5,653 羽中総合 3 位、ブールジ
ュ NPO7,299 羽中総合 6 位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ
祖母)ビューティ・576 ＮＬ11-1912576 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 ビューティ・ボーイ(上記ハリー弟)×
Ｐ.フェーンストランのドルチェ・ヴィタの妹
母)ＮＬ18-1227135 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 兄弟の直仔／クータンスＮ3,058 羽中総合優勝、シャトロ
ーNPO3,102 羽中総合優勝、デュッフェル2,747 羽中優勝、ニールグニース1,079 羽中優勝他
祖父)ニュー・ヘルマン ＮＬ11-1912588 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 兄弟／超銘鳩ハリー他 ブロアＮ546
Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シャトローＮ611Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340
羽中最高分速 シャトードゥン 500ＫNU21,520 羽中総合 3 位、シャトローNPO5,620 羽中総合優勝、10
位、
同NPO4,260羽中総合5位、
同NPO4,604羽中総合4位、
同NPO5,979羽中総合10位、
サルブリNPO7,599
羽中総合 2 位、ブロアＮ4,829 羽中総合 2 位、同Ｎ5,653 羽中総合 3 位、ブールジュ NPO7,299 羽中総
合6 位 WHZB 長距離Ｎエース鳩第1 位、TBOTB 同エース鳩第1 位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ
祖母)シスター・ハリー ＮＬ11-1912078 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 上記ニュー・ヘルマン全姉妹

【106】“ゴールデン・ディド・イット・アゲイン”ＮＬ19-1022914 Ｂ ♂ ヤン・ホーイマンス作 全兄弟／ディド・
イット・アゲイン シャトローＮ2,721 羽中総合2 位、アルジャントンＮ4,606 羽中総合3 位(Ｐ優勝2 回)

父)ゾーン・ビューティー・ハリー ＮＬ18-1227071 ヤン・ホーイマンス作
祖父)ビューティー・ハリー ＮＬ12-1784621 Ｊ．ホーイマンス作 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)最高直仔
仔
祖母)アレクシア ＮＬ10-1864544 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作翔 DNA 鑑定付 シャトローNPO5,620 羽中総
合優勝、サルブリ NPO7,599 羽中総合 40 位 兄弟／超銘鳩ハリー、ケース
母)インブレッド・800 ＮＬ16-5002952 Ｂ 両親共Ｊ.ホーイマンス作
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)ビューティ・ヘン ＮＬ11-1912627 Ｂ ド・800(スヘーレ兄弟作翔 オルレアンＰ4,927 羽中総合優
勝)×ラスト・ワン(ヘルマンスのヤールリング・ドンダースティーン×ヤンセン・ドィビン)

【107】“ゴールド・ジュニア・ヨランテ” ＮＬ18-5002495 ＢＣ ♀ ヤン・ホーイマンス作 兄弟／アルジャ
ントンＮ42,847 羽中総合 2 位
父)ハリー・ジュニア ＮＬ16-1663140 Ｂ Ｊ.ホーイマンス作 直仔／アッセ 8,257 羽中総合優勝、ブー
ルジュＮ16,658 羽中総合 4 位 ニールグニースＰ6,938 羽中総合 4 位
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)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
母)ヨランテ ＮＬ16-1342102 ＢＣ ブールジュ NPO583Ｋ14,226 羽中総合優勝、ギエン NPO514Ｋ9,95 羽
中総合優勝、サンカンタン 2,346 羽中総合 7 位
祖父)ＮＬ13-1960251 ＢＣ Ｊ.Ｈ.ハック作 ド・888(ストロームベーク 7,108 羽中総合優勝)直仔
祖母)エリカ ＮＬ14-1753656 Ｂ 両親共Ｊ.Ｈ.ハック作翔 オレンジ 872ＫNPO2,065 羽中総合 2 位、同
Ｎ4,874 羽中総合 6 位

【108】“トータル・ゴールデン・ハリー” ＮＬ20-1609440 ＢＣ ♂ Ｊ.ホーイマンス作
父)アレックス・ハリー ＮＬ13-1394850 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作 直仔／シャトードゥンNPO 総合8 位
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)アレクシア ＮＬ10-1864544 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作翔 DNA 鑑定付 シャトローNPO5,620 羽中総
合優勝、サルブリ NPO7,599 羽中総合 40 位 兄弟／超銘鳩ハリー他 上記参照
母)シスター・ハリー ＮＬ13-1394911 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 全兄弟／超銘鳩ハリー ブロアＮ546Ｋ
5,653 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 上記参照
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
Ｎ7.165 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)

【109】“スペシャル・ブラック”Ｂ20-6129242 ＤＣ ♂ ギー・ファンデールオウエラ作
父)ブラック・シュガー Ｂ11-6115169 ＤＣ スーパー種鳩 直仔孫／ブラック・ホーク ヴィエルゾンＩＰ
8,105 羽中総合優勝、ファボリー・963 ノワイヨン 1,659 羽中優勝他 スペシャル・ブラック・642 イソ
ウドゥンＮ19,842 羽中総合 3 位他で 19 年 KBDB 大中距離Ｎエース鳩第 1 位、ホーク・417 ラ・スーテ
レーヌＮ総合 9 位、スーパー・ルーシー・043 リモージュＮ5,115 羽中総合 10 位、アルジャントンＮ総
合 22 位、ミス・スーテレーヌ ラ・スーテレーヌＮ7,631 羽中総合 16 位 ドゥア・スペシャル 連盟最
高分速 2 回他
祖父)ドミネーター Ｂ10-6220256 Ｂ Ｇ.ファンデールオウエラ作 両親Ｊ.ゴーファールト作 カース
ブール近親
祖母)ブラック・ディアマンチェ Ｂ06-6052305 ファンホーヴェ＝アィターホーヴェン作 兄弟／ミスタ
ー・マックス ヴィエルゾン 1,647 羽中優勝、ブールジュＮ21,940 羽中総合 53 位 直仔／ゴールデン・
ホワイト 優勝 3 回 ブラック・ダイアモンド×ブールジュケ・バンガ
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
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・スーテレヌＮゾーン 2,695 羽中 24 位 上記ブラック・シュガー×フォヴォリー・ルク
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

【110】Ｂ20-6129107 ＢＣ ♂ ギー・ファンデールオウエラ作 異父兄弟／スペシャル・ブラック 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
父)ミスター・シャトロー Ｂ17-2096773 レオン・ヤコブス作 Ｇ.ファンデールオウエラ使翔 シャトロー
Ｎゾーン 3,850 羽中優勝、同Ｎ12,149 羽中総合 7 位、ポン・サン・マクサンス 267Ｋ1,140 羽中 5 位他
入賞多数
祖父)ブラザー・リトル・クィーン Ｂ16-6075421 ディルク・ファンダィク作 姉／リトル・クィーン 優
勝 3 回他で、Ｎエース鳩第 3 位 デン・ディレン×メレス
祖母)トップ・ブリーダー・211 Ｂ12-2008211 レオン・ヤコブス作 Ｎ13,965 羽中総合 6 位の孫
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 直仔／スペシャル・ブラック
祖父)マッチョ Ｂ08-6358006 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 シャトローＰ2,611 羽中 2 位、ドールダン
398 羽中優勝、同 219 羽中優勝他 マッサ×バナナ・ムーン

祖母)グラディ Ｂ11-6226434 Ｂ ゲーリンクス作 有名なグラディエーター×アイアン・レディ

【111】“デユア・ルーシー”Ｂ20-6129182 ＢＣ ♀ ギー・ファンデールオウエラ作
父)デュア・スペシャル Ｂ18-6040334 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 18 年若鳩で、キェブラン 563 羽中
優勝、ノワイヨン 252 羽中優勝、同 1,189 羽中 5 位後、即種鳩 直仔／20 年Ｎエース鳩若鳩 14 位 兄
弟／スペシャル・ブラック KBDB 大中距離Ｎエース鳩第 1 位
祖父)ブラック・ホーク Ｂ15-6051416 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 ヴィエルゾンＩＰ8,105 羽中総合
優勝 ラ・スーテレヌＮゾーン 2,695 羽中 24 位 上記ブラック・シュガー×フォヴォリー・ルク
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
母)スーパー・ルーシー Ｂ17-6105043 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 エクアン 745 羽中優勝、ブールジ
ュ 366 羽中優勝、アルジャントンＮ4,350 羽中総合 22 位、リモージュＮⅠ690Ｋ16,071 羽中総合 27 位、
リモージュＮⅡ10,319 羽中総合 97 位他
祖父)ブラック・シュガー Ｂ11-6115169 ＤＣ スーパー種鳩 直仔・孫／ブラック・ホーク ヴィエルゾン
ＩＰ8,105 羽中総合優勝、ファボリー・963 ノワイヨン 1,659 羽中優勝他 スペシャル・ブラック・642
イソウドゥンＮ19,842 羽中総合 3 位他で 19 年 KBDB 大中距離Ｎエース鳩第 1 位、ホーク・417 ラ・
スーテレーヌＮ総合 9 位、スーパー・ルーシー・043 リモージュＮ5,115 羽中総合 10 位、アルジャン
トンＮ総合 22 位、ミス・スーテレーヌ ラ・スーテレーヌＮ7,631 羽中総合 16 位 ドゥア・スペシャ
ル 連盟最高分速 2 回他 ドミネーター×ブラック・ディアマンチェ
祖母)チャリーズ・エンジェル・ルーシー Ｂ16-6159161 ＢＣ Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 1058 羽中
6 位、ブールジュ 3,578 羽中 56 位他 ヤング・アントニオ×ビューティ・クールズ

【112】“ドホテル・ブラック・ダイアモンド”Ｂ20-6129117 ＢＣ ♀ ギー・ファンデールオウエラ作 ※スー
パー・ペア直仔 全兄弟／20-157 ノワイヨン 278 羽中優勝他、19-306 821 羽中優勝 19-218 ブールジュ
Ｎ22,502 羽中総合 64 位他
父)ブラック・ダイアモンド Ｂ17-6105884 Ｇ.ファンデールオウエラ作 スーパー種鳩 直仔／20-157 ノ
ワイヨン 278 羽中優勝他 19-306 821 羽中優勝、19-218 ブールジュＮ22,502 羽中総合 64 位他 兄弟／
ブラック・ホーク
祖父)ブラック・シュガー Ｂ11-6115169 ＤＣ スーパー種鳩 直仔孫／ブラック・ホーク ヴィエルゾン
ＩＰ8,105 羽中総合優勝、ファボリー・963 ノワイヨン 1,659 羽中優勝他 スペシャル・ブラック・642
イソウドゥンＮ19,842 羽中総合 3 位他で 19 年 KBDB 大中距離Ｎエース鳩第 1 位、ホーク・417 ラ・
スーテレーヌＮ総合 9 位、スーパー・ルーシー・043 リモージュＮ5,115 羽中総合 10 位、アルジャン
トンＮ総合 22 位、ミス・スーテレーヌ ラ・スーテレーヌＮ7,631 羽中総合 16 位 ドゥア・スペシャ
ル 連盟最高分速 2 回他 ドミネーター×ブラック・ディアマンチェ
祖母)ファヴォリー・ルク Ｂ13-6309562 ゲーリンクス作 ルク(アルジャントンＮ12,446 羽中総合優勝)
×マイ・ファボリー
母)レディ・シャトロー Ｂ17-2096783 レオン・ヤコブス作 Ｇ.ファンデールオウエラ使翔 シャトローⅡ
Ｐ2,439 羽中優勝、
同3,527 羽中最高分速 シャトローⅠ4,222 羽中84 位、
同Ｎ227,081 羽中総合233 位、
ブールジュＰ3,275 羽中 12 位他 同腹／レオンティーン メルン優勝、リモージュＮゾーン優勝
祖父)ド・スーパー Ｂ16-2018682
祖母)ヴィエルゾネケ Ｂ13-2097322 ヴィエルゾンＰ5,715 羽中総合優勝

【113】“ガストン・ナンバー・Ⅱ” Ｂ20-6154706 ＢＣＷ ♂ バルト＆ナンス・ファンネッケル作
父)ガストン・ジュニア Ｂ08-6031121 ＢＣＷ Ｂ.＆Ｎ.ファンネッケル作翔 サルブリＰ優勝 直仔／スー
パー・ワン、スーパー・トゥー他 シャトローＮ総合優勝、3、9 位、アルジャントンＮ総合 3 位 孫／
ブールジュＮ総合 8 位、シャトローＮ総合 14 位他
祖父)ガストネッチェ Ｂ06-6034891 Ｂ 両親共ガストン・ファンデヴァウワー作
祖母)スーパー・クラインチェ Ｂ02-6330844 ＢＣ ジェフ・デホウワー作
母)ナンバー・2 Ｂ19-6063094 ＢＣ Ｂ.＆Ｎ.ファンネッケル作翔 シャトロー629 羽中 2 位、同Ｎ19,529
羽中総合 2 位
祖父)ブラウエ・ディアマント Ｂ16-6277061 ＢＷ ズワルテ・ディアマント直仔
祖母)ダブル・ガストン・ジュニア Ｂ17-6057560 ＢＣ ガストン・ジュニア近親孫

【114】“ゾーン・ヴェルナー・エレナ” Ｂ20-6154138 ＢＣ ♂ 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)オリンピック・エレナ Ｂ19-6091088 ＢＣ ゲールト・ランブレヒツ作翔 セルメーズ 3,137 羽中優勝、
同 1,986 羽中優勝、メルン 2,150 羽中優勝、キェブラン 1,409 羽中優勝他上位多数で、オリンピアード
2 位候補（※コロナで 2022 年に延期）
祖父)ゲシェルプテ・ヨス・メリス Ｂ15-6048927 ＢＣ ルーベン・ジュニア×ゲシェルプテ・ヴィック
祖母)ゲクヴェツト・ヴュイル・ブラウ Ｂ16-6100434 Ｂ ゲールト・ランブレヒツ作 ロゼ・フィリップ
×ゲシェルプテ・ウィットペン

【115】“295・ジュニア” Ｂ20-6154703 ＢＣ ♀ バルト＆ナンス・ファンネッケル作
父)ガストン・ジュニア Ｂ08-6031121 ＢＣＷ Ｂ.＆Ｎ.ファンネッケル作翔 サルブリＰ優勝 直仔／スー
パー・ワン、スーパー・トゥー他 シャトローＮ総合優勝、3、9 位、アルジャントンＮ総合 3 位 孫／
ブールジュＮ総合 8 位、シャトローＮ総合 14 位他
祖父)ガストネッチェ Ｂ06-6034891 Ｂ 両親共ガストン・ファンデヴァウワー作
祖母)スーパー・クラインチェ Ｂ02-6330844 ＢＣ ジェフ・デホウワー作
母)295 Ｂ18-6108295 Ｂ ゲールト・ランブレヒツ作翔 シェブラン 785 羽中優勝、同 442 羽中 2 位、メ
ルン 3,742 羽中 2 位、キィエブラン 338 羽中 2 位、同 1,585 羽中 5 位、ブロア 130 羽中 2 位、シャトロ
ーＮ6,377 羽中総合 131 位他
祖父)リヒト・ゲシェルプテ Ｂ16-6100415 ＢＣ ゲールト・ランブレヒツ作
祖母)ゲクヴェツト・ヴュイル・ブラウ Ｂ16-6100434 Ｂ ゲールト・ランブレヒツ作 ロゼ・フィリップ
×ゲシェルプテ・ウィットペン

【116】“F－231” Ｂ20-6154033 ＢＣ ♂ バルト＆ナンス・ファンネッケル作
父)Ｆハオハオ Ｂ18-6058116 Ｂ(三引き) ♂ バルト＆ナンス・ファンネッケル作 直仔／シャトロー239
羽中 2 位、同Ｎゾーン 2,053 羽中 15 位、同 1,044 羽中 14 位、アルジャントンＮ23,260 羽中総合 223 位、
キェブラン 1,661 羽中 7 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)シスター・オリンピック・306 Ｂ16-6272408 Ｂ Ｂ.＆Ｎ.ファンエッケル作 兄弟／オリンピッ
ク・306 モンリュソンＮ総合 3 位、シャトローＮ総合 14、15 位、グレＮ総合 14 位他で、オリンピア
ード第１位 ガストン・ファンデヴァウワー× ポール・フーテン
母)オリンピック・231 Ｂ16-2146231 ＢＣ ♀ ヘルボッツ兄弟作翔 チュール 685Ｋ優勝、同Ｎ4,169 羽
中総合 74 位、同Ｎ3,064 羽中総合 7 位、リブルヌ 814Ｋ優勝、同Ｎ4,602 羽中総合 98 位、同Ｎ3,950 羽
中総合 72 位、リモージュＮ700Ｋ10,319 羽中総合 21 位、同Ｎ10,554 羽中総合 31 位、カオールＮ6,903
羽中総合 86 位、シャトローＮ556Ｋ18,799 羽中総合 77 位、ジャルナックＮ732Ｋ5,117 羽中総合 134
位で、20 年オリンピアード・ベルギー第 1 位
祖父)ケンゾー Ｂ04-2114092 ＢＣ ヘルボッツ兄弟作翔 トゥーリーＩＰ1,149 羽中 2 位、同ＩＰ2,446
羽中 4 位、同ＩＰ1,295 羽中 5 位、ブールジュ 4,355 羽中 15 位で KBDB 中距離Ｎエース鳩 1 位
祖母)マルチェラの娘 Ｂ14-2338912 Ｂ ヘルボッツ兄弟作翔 Ｂ14-2064334(アルジャントンＮ35,404
羽中総合優勝)×マルチェラ(アルジャントンＮ19,309 羽中総合優勝、同 32,044 羽中最高分速)

【117】“プリンセス・ファイヤー・アイズ”ＮＬ20-1496882 ＬＢＣ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
父)オリンピック・ファイアー・アイズ ＮＬ14-1059627 ＬＢＣ フェルケルク父子作翔 17 年ベルギー・
オリンピアード長距離代表第 1 位 16 年同Ｎ47,539 羽中総合 4 位、ポン・サン・マクサンス 3,2967 羽
中第 3 分速他
祖父)ドナルド ＮＬ07-1817864 フェルケルク作 直仔／チャレンジャー他 マグナム×バブルス
祖母)アイ・キャッチャー ＮＬ11-1741071 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 マンテス・ラ・ジョリー
10,446 羽中総合優勝、同 20,506 羽中最高分速 ツール 11,759 羽中総合 13 位、ペロンヌ 5,481 羽中
9 位、ナントイル 6,905 羽中 22 位 全姉／オリンピック・ソランジェ 09 年オリンピアード・オー
ルラウンド部門 08 年 NPO、WHZB４部門Ｎエース鳩第 1 位 アルジャントン 6,595 羽中総合優勝、
ペロンヌ,543 羽中総合 2 位、フーディニ他 直仔／オリンピック・ファイアー・アイズ 17 年ブリ
ュッセル・オリンピアード長距離代表第 1 位、デディケーション ナントイル 31,438 羽中最高分速優
勝、ハイライト ルフェック NPO 746K3,780 羽中総合優勝 オリンピック・サヴァイバー×マジッ
ク・アモーレ
母)モナ・リザ ＮＬ12-1619135 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ナントィル 13,199 羽中総合 7 位、同 7,043
羽中総合 5 位、ペロンヌ 11,269 羽中総合 22 位、シャトロー11,572 羽中総合 38 位、モースクロン 2 位他
祖父)ＧＰＳ ＮＬ08-1537236 Ｂ オルレアンＮ21,470 羽中総合 57 位、シャトロー3,741 羽中総合 12 位
他 ピカソ(03 年Ｎ最優秀雄鳩第 5 位)×バブルズ
祖母)シーカ ＮＬ07-1817907 Ｂ Ｎエース鳩オールラウンド部門第 14 位 NPO 総合 14 位内４回入賞
ストロームベーク 5,328 羽中 2 位、シャトロー7,355 羽中総合 8 位、ブールジュ 8,548 羽中総合優勝、
アルジャントン 6,595 羽中総合 11 位他 姉／ケート ミッション・インポッシブル×オプラー

【118】“ハーフブロア・ベラ・ソランジェ”ＮＬ20-1496811 ＬＢＣ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
父)ソラールＮＬ17-1277530 ＬＢＣ フェルケルク父子作翔 2018 年フェルケルク鳩舎最高の♂選手鳩
の 1 羽、マジック・アモレーの最後の直仔 シャトロー3,769 羽中 10 位、ペロンヌ 2,946 羽中 9 位、ア
ルジャントンＮＰＯ8,702 羽中総合 36 位、シャトローＮＰＯ7,151 羽中総合 52 位
祖父)インヴィクタス ＮＬ11-11740826 フェルケルク作翔 直仔／ブールジュ Ǹ447,539 羽中総合 5 位
ブールジュ NPO9,896 羽中総合 18 位、ペロンヌ 19,278 羽中総合 39 位、ルフェック NPO3,875 羽中総合

17 位、アルジャントン NPO6,926 羽中総合 44 位、ポメロイル 3,105 羽中 26 位 イカルス（ブルドーザ
ー×アンビリーバブル）×オリンピック・ストラディヴァリウス
祖母)マジック・アモレー ＮＬ06⁻4720774 ＬＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／超銘鳩オリンピック・
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、直仔／アイ・キャッチャー 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 アイ・キャッチャーの直仔／オリンピック・ファイアー・アイズ
17 年ブリュッセル・オリンピアード長距離代表第 1 位、デディケーション ナントイル 31,438 羽中
最高分速優勝、ハイライト ルフェック NPO 746K3,780 羽中総合優勝 マジック・マン×アモレー
母)エース・イザベル ＮＬ15-1706463 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 2016＆2017 フォンドシュピーゲル誌
当日長距離Ｎエース鳩第 1 位、16 年フォンドシュピーゲル誌長距離Ｎエース鳩第 13 位 アルジャントン
ＮＰＯ7,374 羽中総合 39 位、ブロアＮＰＯ6,333 羽中総合 56 位、ポンサンマクサス 6,984 羽中 62 位
祖父)アトランティス ＮＬ10-1682265 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 11 年Ｐ最優秀長距離鳩 直仔／
エース・イザベル、キキ・ケイト、ローラ・リリー フェルケルク鳩舎代表種鳩
祖母)オリンピック・ビビ ＮＬ012⁻1618921 ＬＢＣ 15 年ブダペスト・オリンピアード代表（300～750 ㎞
のレースで 14 年に 6 回入賞） 直仔／エース・イザベル

【119】“ドホテル・ワンダー・ウーマン”ＮＬ20-1496812 ＬＢＣ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
父)キャプテン・フック ＮＬ10-1682215 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 センス 6,492 羽中総合 5 位、
ヴィエルゾン 10,571 羽中総合 27 位、ニヴェユ 6,366 羽中総合 20 位、ツール 11,759 羽中総合 71 位他
祖父)ロヌンベル ＮＬ05-1394794 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 シャンティー6,762 羽中総合 8 位、
同 390 羽中 3 位、ハルキーズ 5,948 羽中総合 20 位、クライル 45,639 羽中総合 261 位、ペロンヌ 6,990
羽中 43 位 オリンピック・ロナウド×オリンピック・アンビリーバブル
祖母)バブルス ＮＬ02-1635264 Ｂ Ａ.スカーラーケンス作 直仔／ナダーラ 長距離Ｎエース鳩第3 位、
フェデラー ブロアＮ総合 7 位、ブルドーザー WHZB 最優秀雄鳩第 6、10 位、シャイン、デフィニ
ッション、ブリジット、オリヴィア(ツール NPO11,759 羽中総合優勝) 孫／アテナ（リック・ヘルマン
ス） ウンデット・ニー×オルレアンＮ総合 8 位の半姉妹 スーパー種鳩
母)ワンダー・ウーマン ＮＬ14-1059638 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 シャトローＮ47,539 羽中総
合 23 位、同 14,602 羽中総合 19 位、ブールジュ 9,742 羽中総合 3 位、同 13,431 羽中総合 8 位、ポン・サ
ン・マクサンス 6,984 羽中総合 23 位、同 13,116 羽中総合 71 位他でオールラウンドＮエース鳩第１位
祖父)パーティ・アニマル ＮＬ04-2050343 ＫＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 メーネン 5,390 羽中総
合優勝、シャンティー16,824 羽中総合 4 位、同 6,762 羽中総合 5 位他若鳩Ｎエース鳩第 20 位 オリン
ピック・サヴァイバー×インチュイーション
祖母)スニップ ＮＬ07-1817924 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 アルジャントン 6,595 羽中総合 40 位他
オリンピック・ソニョ×シャンタル

【120】“ゾーン・ヴォケーノ”ＮＬ20-1496828 ＬＢＣ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
父)ヴォルケーノ ＮＬ14-1059635 ＢＣＷ フェルケルク父子作翔 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 位他
祖父)グーフィ ＮＬ09-1186402 ＬＢＣＷ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 パヴァロッティ×オプラー(ハ
ルキーズ 5,948 羽中総合優勝)
祖母)フェンディ ＮＬ13-1654741 Ｃ.＆.コープマン作 マジック・マン×パーフェクト・ドリーム
母)ホット・ショット ＮＬ14-1059567 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 直仔／フライング・ワンダー 13,628
羽中最高分速他

祖父)ブルドーザー ＮＬ03-1135475 Ｂ 04 年 WHZB 最優秀雄鳩第 6 位 05 年長距離Ｎエース鳩第 4 位
ヴィエルゾン 21,984 羽中総合7 位、
同 5,615 羽中総合3 位、
ツール4,420 羽中総合2 位、
ペロンヌ 18,869
羽中総合 28 位他 ビッグ・サンダー×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NPO6,595羽中総合優勝、
ペロンヌ,543 羽中総合 2 位、フーディニ他 直仔／オリンピック・ファイアー・アイズ 17 年ブリ
ュッセル・オリンピアード長距離代表第 1 位、デディケーション ナントイル 31,438 羽中最高分速優
勝、ハイライト ルフェック NPO 746K3,780 羽中総合優勝 オリンピック・サヴァイバー×マジッ
ク・アモーレ

【121】“ダブル・ナショナル・980” Ｂ20-6198980 Ｂ ♂ リック＆ヤン・ヘルマンス作
父)チャッキー Ｂ18-6194572 Ｒ.ヘルマンス作翔 19 年イソウドゥンＮ19,713 羽中最高分速総合優勝
18 年メルン 1,561 羽中優勝、同 2,786 羽中最高分速、ブールジュＮ1 才鳩 17,969 羽中総合 8 位、シャ
トローＮ12,855 羽中総合 45 位他で、KBDB 若鳩小中距離Ｎエース鳩第 4 位
祖父)ゾーン・スーパー・コッペル ＮＬ15-1710683 Ｋ.ボスア作 レオン×ノネチェ
祖母)プリンセス・プロパー B15-6063303 プロパー×アテナ
母)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 オリンピック・ニールス×インテールト・ランボー

【122】“フェイバリー・ニケ” Ｂ20-6198868 ＢＣ ♂ リック＆ヤン・ヘルマンス作
父)ブロア・フレンドシップ Ｂ15-6202885 Ｒ.＆Ｊ.ヘリマンス作 兄弟／フレンドシップ 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 オリンピック・ニールス×インテールト・ランボー
母)ニケ Ｂ16-6128508 Ｂ リック・ヘルマンス作翔 16 年ブールジュ若鳩Ｎ28,078 羽中総合優勝 直仔／シ
ャトローＮ24,592 羽中総合73 位、エコウエン1,023 羽中優勝
祖父)ＮＬ14-1462354 Ｇ.コープマン作 異父兄弟／センス NPO6,386 羽中総合 3 位、ブロイル NPO4,564
羽中総合 6 位、セザンヌ NPO9,806 羽中総合 19 位他で、NPO 当日長距離エース鳩第 15 位、15 年ブダ
ペスト・オリンピアード中距離第 2 位 ヤルデル×ラジンダ
祖母)アテナ Ｂ10-6284987 Ｂ 10 年２Ｎレース最優秀若鳩第３位 ラ・スーテレーヌ 601Ｋ681 羽中
優勝、同Ｎ17,017 羽中総合 12 位、グレＮ596Ｋ13,885 羽中総合 12 位、11 年ドールダン 376Ｋ2,974
羽中優勝、同 5,205 羽中最高分速 アルジャントン 564Ｋ400 羽中優勝、同Ｎ19,782 羽中総合 18 位
ラ・シャルテ 552Ｋ479 羽中優勝、同Ｎ21,189 羽中総合 33 位 基礎鳩ヤールリング・ドンダーステ
ィーン×バブルスの娘

【123】“ドホテル・マックス” Ｂ20-6198880 ＢＣ ♀ リック＆ヤン・ヘルマンス作
父)マックス Ｂ16-6128556 Ｒ.＆Ｊ.ヘリマンス作翔 モンリュソンＮ9,857 羽中総合 27 位、ブールジュＮ
5,831 羽中総合 33 位、ラ・スーテレーヌＮ16,613 羽中総合 42 位、ブールジュＮ24,055 羽中総合 51 位
他Ｎレース上位入賞多数 19 年 KBDB 大中距離Ｎエース鳩第 8 位
祖父)ブロア・カノン Ｂ10-6319701 兄弟／カノン カノンの父×タム・ズワルチェ
祖母)イシス Ｂ10-6284889 Ｒ.＆Ｊ.ヘリマンス作翔 アルジャントンＮ4,782 羽中総合 37 位、ブールジ
ュＮ20,589 羽中総合 48 位、モンリュソンＮ17,865 羽中総合 54 位、アルジャントンＮ19,782 羽中総
合 56 位他上位入賞多数 ルディ・ディールス×マダムケ
母)ニケの妹 Ｂ17-6129258 Ｂ Ｒ.ヘルマンス作 姉／ニケ 16 年ブールジュ若鳩Ｎ28,078 羽中総合優勝
祖父)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 ヤルデル×ラジンダ
祖母)アテナ Ｂ10-6284987 Ｂ 10 年２Ｎレース最優秀若鳩第３位 ラ・スーテレーヌ 601Ｋ681 羽中
優勝、同Ｎ17,017 羽中総合 12 位、グレＮ596Ｋ13,885 羽中総合 12 位、11 年ドールダン 376Ｋ2,974
羽中優勝、同 5,205 羽中最高分速 アルジャントン 564Ｋ400 羽中優勝、同Ｎ19,782 羽中総合 18 位
ラ・シャルテ 552Ｋ479 羽中優勝、同Ｎ21,189 羽中総合 33 位 基礎鳩ヤールリング・ドンダーステ
ィーン×バブルスの娘

【124】“フレンドリー・ゴディバ” Ｂ20-6198867 ＢＣ ♂ リック＆ヤン・ヘルマンス作
父)ゾーン・ビューティー・ハリー ＮＬ17-1409899 ヤン・ホーイマン作 半兄弟／ニュー・ハリー、マック
ス、スター・ハリー、ドリーム・アイ
祖父)ビューティー・ハリー ＮＬ12-1784621 Ｊ．ホーイマン作 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)最高直仔
仔
祖母)シスター・ハリー ＮＬ12-1783891 Ｂ 全兄／超銘鳩ハリー ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ
母)ゴディバ Ｂ13-6215886 Ｒ.ヘルマンス作翔 アルジャントンＮ13,629 羽中総合 18 位、同Ｎ9,228 羽
中総合 56 位、ブールジュＮ7,479 羽中総合 28 位、同Ｎ9,256 羽中総合 59 位、モンリュソンＮ19,298
羽中総合 31 位、同Ｎ9,462 羽中総合 63 位、ラ・スーテレーヌＮ9,136 羽中総合 35 位他 16 年 KBDB 大
中距離Ｎエース鳩第 2 位、5Ｎレース最優秀成鳩第 1 位
祖父)ブロア・エル・タイデ Ｂ08-63346256 ウィリアム・ロイテン作 直仔／ブールジュＮ22,663 羽中
総合 6 位 グレＮ16,988 羽中総合 31 位 フロール・600×ラーチェ 兄弟／エル・タイデ FCI 世界
選手権第 1 位
祖母)ゲシェルプト・エルフ Ｂ10-6284730 ダニー・ファンダィク作 デン・11×ヘット・ブラウケ

【125】“ゾーン・ラ・ドンナ”Ｂ20-6166199 ＢＣ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作
父)ストロング・ブラジル Ｂ18-6020251 ＢＣ ホック・ジョス・フェルカメン作翔 オウリャックＰ712Ｋ
403 羽中 9 位、同Ｎゾーン 1,009 羽中 54 位、シェブラン 354Ｋ732 羽中 6 位、同 1,250 羽中 8 位他
祖父)ブラジル Ｂ12-6196060 Ｂ ホック・ジョス・フェルカメン作翔 アントワープ連盟長距離エース
鳩第 5 位、
チュレＮ657Ｋ6,972 羽中総合 24 位、
リモージュＰ517 羽中 3 位、
リモージュＮゾーン 2,174
羽中 10 位

祖母)ビューティ・エレクトロ Ｂ15-6026293 Ｂ ホック・ジョス・フェルカメン作 ラ・スーテレーヌＮゾ
ーン 815 羽中 36 位他
エレクトロ×デルフィーネ
母)ラ・ドンナ Ｂ12-6196107 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 20 年ベルギー最優秀オールラウンド鳩第3 位、
リモ—ジュＮ672Ｋ15,979 羽中総合3 位、メルン310Ｋ2,759 羽中優勝、シャトローＮ526Ｋ3,618 羽中総合10
位、メルン4,423 羽中4 位、イソウドンＮゾーン3,129 羽中17 位他入賞多数
祖父)ボレロ Ｂ15-6026441 ＤＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 直仔／ラ・ドンナ ドッジ×ラ・ストラーダ
祖母)ラ・ペルラ Ｂ12-6196185 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 グレＮ590Ｋ2,656 羽中総合優勝

【126】Ｂ20-6246659 ＢＣ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作
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)レトラ Ｂ12-6196107 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 直仔／ムスタング シャトローＮ526Ｋ22,818 羽中
総合優勝 同 33,018 羽中最高分速 同／コブラ ポーランド委託最終レース 8 位、同エース鳩第 5 位
祖父)エレクトロ Ｂ08-6174630 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 別記参照
祖母)グロリア Ｂ06-5270117 Ｂ 孫／パウロ ブロア 1,519 羽中優勝 ポルト×ビューティ

【127】“ゾーン・オリンピック・エレクトロ”Ｂ20-6166596 ＤＣ ♂ ジョス・フェルカメン作
父)オリンピック・エレクトロ ＰＬ0264-13-400 ＢＣ フェルカメン＝トゥルザスカ共作 トゥルザスカ使翔
145Ｋ6,305 羽中優勝、320Ｋ3,601 羽中優勝、同 2,078 羽中優勝、同 1,892 羽中優勝、同 1,623 羽中優勝、
同 5,117 羽中 2 位、556Ｋ5,184 羽中 7 位他でブリュッセル・オリンピアード第 1 位、中距離Ｎエース鳩
第1 位
祖父)ゴールド・メダル ＰＬ0264-06-9085 Ｂ トゥルザスカ作翔 11 年中距離Ｎエース鳩第 1 位、ブ
ダペスト・プレ・オリンピアード第 1 位 364Ｋ2,359 羽中優勝他 フレデリック×クレメント
祖母)スィーティ Ｂ12-6196536 ＢＣ フェルカメン作 エレクトロ×グローリア
母)ラッキー・ムスタング・777 Ｂ18-6015777 ＤＣＷ Ｊ.フェルカメン作
祖父)ムスタング Ｂ14-6175237 フェルカメン作翔 シャトローＮ526Ｋ22,818 羽中総合優勝 シャト
ローＮ22,818 羽中総合優勝、同 33,018 羽中最高分速
速
祖母)パンター・クイーン Ｂ15-6026021 ＤＣ フェルカメン作翔 アルジャントンＮゾーン 5,133 羽中
83 位、アルジャントンＮゾーン 1,194 羽中 49 位、メルン 310Ｋ
310Ｋ365 羽中 5 位

【128】
“パワー・ムスタング”Ｂ20-6164489 ＤＣＷ ♂ ジョス・フェルカメン作
父)パワー・バルコ Ｂ16‐6032318 ＤＣ フェルカメン作翔 シャトローＮ526Ｋ2,858 羽中総合 2 位、シ
ェブラン 354K954 羽中優勝、
、ブールジュ N ゾーン 479K1,561 羽中 45 位、キェブラン 534 羽中 3 位他
祖父)スペシャル・ワンＢ15-6287043 Ｂ 直仔／パワー・バルコ 同／クイーン・バルコ アルジ
ャントンＮ555Ｋ3,322羽中総合10位 オルレアン優勝スパルタカス×シャトロー2位セルフィ―
祖母)ドハ Ｂ12-6196004 ＤＣＷ フェルカメン作翔 ネフェルスＮ476Ｋ2,918 羽中総合 4 位、ラ・スー
テレーヌＮ593Ｋ3,184 羽中総合 7 位、アルジャントンＮ22,463 羽中総合 81 位
母)ミス・ムスタングＢ17-6025108 Ｂ Ｊ.フェルカメン作翔 シャトローＮゾーン 526Ｋ1,563 羽中 2 位、

同Ｎ4,641 羽中総合 3 位、ノワイヨン 208Ｋ805 羽中 4 位、メルン 495 羽中 6 位、メルン 710 羽中 10
位、シェブラン 357Ｋ687 羽中 9 位
祖父)ムスタング Ｂ14-6175237 フェルカメン作翔 シャトローＮ526Ｋ22,818 羽中総合優勝 シャト
ローＮ22,818 羽中総合優勝、同 33,018 羽中最高分速
速
祖母)バンビ Ｂ13-6026002 ＢＷ フェルカメン作翔 ドールダン 366Ｋ1,147 羽中優勝、ソールダン
305Ｋ1,051 羽中 2 位、ドールダン 1,487 羽中 2 位、スープ 357Ｋ1,427 羽中 3 位、モンリュソンＮ
ゾーン 3,631 羽中 5 位 ボロ×ポリナ

【129】“インテールト・カス・965” Ｂ20-4145965 ＤＣＷ ♀ デスメイター＝レスチアン作 カス近親直仔
父)カス Ｂ10-4281712 ＤＣＷ デスメイター＝レスチアン作翔 14 年リブルヌＰ551 羽中優勝、ジャ
ルナックＮ3,741 羽中総合 18 位で 1 才鳩長距離Ｎエース鳩第 5 位、15 年ポーＮ1,980 羽中当日只 1 羽
帰り総合優勝、同ＩＮ9,052 羽中総合優勝 全兄弟／14 年ＫＢＤＢ1 才鳩超長距離Ｎエース鳩第 5 位
直仔／ブールジュ 228 羽中優勝、同Ｎ1 才鳩 19,133 羽中総合 95 位
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 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 羽中総合優勝ヤンダー×ヴァ
ルポット・ローイマン
母)カスの妹 Ｂ13-4200569 ＢＣＷ デスメイター＝レスチアン作翔 Ｎレース 2 回だけ参加し、14 年
リブルヌＰ551 羽中優勝、ジャルナックＮ3,741 羽中総合 18 位で 1 才鳩長距離Ｎエース鳩第 5 位 全兄
／カス 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 上記参照

【130】“ドーター・セルシウス”Ｂ19-4169281 Ｂ ♀ 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(36.7 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)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
ナントィル優勝 直仔／既に多くの優勝鳩
祖父)サム Ｂ09-9058966 ＢＣ カザール＝セネシャル作 直仔／ブリーブＮ総合 5、35 位、チュールＮ
総合 12 位、Ｐ優勝 4 羽 カザール＝セネシャル×Ｇ.ファンデンアベール
祖母)ブラウ・バーナビー Ｂ12-2015278 Ｂ デノウ＝ヘルボッツ作 ブールジュＮ総合優勝の姪

【131】“ハーフブロア・ペギーズ・エース”Ｂ19-4023922 ＢＣ ♂ デスメイター＝レスチアン作 異母兄弟
／ペギーズ・エース 16 年ペルピニャンＩＮ総合 38 位、18 年同Ｎ総合 16 位、バルセロナＮ総合 22 位で、
超長距離Ｎエース鳩第 4 位、バルセロナ＝ペルピニャン国際最優秀雌鳩第１位
父)ピキー Ｂ12-4239889 ＤＣ デスメイター＝レスチアン作
祖父)ピクソー Ｂ06-4378467 ＢＣ クリス・ヘバーレヒツ作 コステロ×ボレケ
祖母)ペギー Ｂ09-2045788 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 11 年バルセロナＮ12,170 羽中総合37

位、ペルピニャンＮ5,591 羽中総合13 位でKBDB 超長距離Ｎエース鳩第1 位 兄弟／モントーバンＮ
ゾーン14 位、スーヤックＮ総合38 位、バルセロナＮ総合47 位、スストーンＩＮ総合76 位
母)グラディ・832 Ｂ15-4256832 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作
祖父)ヨースト・グラディエーター Ｂ06-4000144 デスメイター＝レスチアン作翔 13 年国際レース・ベ
ルギー・エース鳩第 7 位 兄弟／ナルボンヌＩＮ総合優勝、ササンバンサンＮ総合 60 位 ダックス・
グラディエーター(クルヴェルスデヴィールト)×ヨーストの娘
祖母)スーパー・イヤーリング・824 Ｂ12-4239824 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 13 年超長距離
1 才鳩エース鳩 ボルドー3 位、ブリーブ 3 位、ナルボンヌ 3 位、アジャン優勝

【132】“ゾーン・カレラ・222” Ｂ20-4220222 ＢＣ ♂ デスメイター＝レスチアン作
父)カレラ・911 Ｂ14-4240911 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 17 年３国際レース最優秀ベルギー鳩
(国際成績)
祖父)ズワレテ・ペルルーヴァ・289 Ｂ07-4241289 ＢＬＫＣ デスメイター＝レスチアン作翔 直仔／15
年ナルボンヌ優勝 姉妹の直仔／ボルドーＩＮ雌の部 2 位、ナルボンヌＩＮ成鳩 3 位、超長距離エース
鳩 1 位、サンバンサン、優勝、2 位 パラティ×ルヴァコ
祖母)マルセイユ・325 の娘 ＮＬ06-1437128 ＢＣ ヴァイナンツ父子作 マルセイユ・325 は、2 年連続マ
ルセイユＮ総合 15 位
母)Ｂ18-3129149 Ｂ ヘンドリック・モルティエ作
祖父)クライネン Ｂ13-3023043 Ｂ 両親共Ｈ.モルティエ作翔 17 年３国際レース最優秀ベルギー鳩(Ｎ
成績) 19 年超長距離Ｎエース鳩第 3 位 ウィットペン・バルセロナ直仔
祖母)Ｂ12-3047025 Ｂ ド・ポー(11 年ポーＮ2,338 羽中総合優勝)×ボルドーＮ総合優勝の娘

【133】“ゾーン・ゲルミニ”ＮＬ19-1506378 ♂ Ｒ.Ａ.バッカー父子作
父)ゲルミニ ＮＬ15-1522947 ＤＣ Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 ブロア NPO2,310 羽中総合優勝、同北部同
盟 5,967 羽中総合 7 位 ブールジュ NPOⅠ4,118 羽中総合 6 位、ブールジュ NPOⅡ4,814 羽中総合 2 位、
同北部同盟 14,226 羽中総合 3 位 直仔／8,605 羽中 6 位、8,755 羽中 8、25 位 兄弟／ゲネ NPO シン
グル 5 回入賞
祖父)ＮＬ13-1040688 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 ヴァリタス(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
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＆ＮＵ
6,604 羽中総合優勝
祖父) デン・リンズ・ファボリー ＮＬ03-5343024 ＢＷ アブリス 10,609 羽中総合優勝 直仔／ジーナ
07 年ＮＰＯ長距離Ｎエース鳩第 2 位 エンゲルス×ファンホーヴェ・アイタホーヴェン
祖母)ニュー・ホープ ＮＬ07-1207604 ＢＣ 直仔／ラフェルテ
1,407 羽中優勝
異父兄弟/クライ
直仔／
ネ・ディルク、マイティ・マン、アンネリーズ マディール×ゴールデン・レディ

【134】“ゾーン・ゲネ”ＮＬ20-1339246 ♂ Ｒ.Ａ.バッカー父子作
父)ゲネ 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)811 ＮＬ13-1654811 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／アルトゥス イソウドンＮＰＯ4,296
中総合優勝、Ｎ4,084 羽中総合優勝（Ｓ３）シャトローNPO3,243 羽中総合 9 位他
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 ジルムール×ショウピース
祖母)デイ・ドリーム ＮＬ07-5724626 ＢＣ アブリス NPO582Ｋ8,519 羽中総合優勝 シャンティー
12,742 羽中総合 70 位他 直仔／ジェルソン オリンピアード代表 カシアス×ミス・ムックフック
（レ
－ザの姉妹）

【135】“ドータ・アルトゥス”ＮＬ20-1339282 ＢＣＷ ♀ Ｒ.Ａ.バッカー父子作
父)アルトゥス ＮＬ17-1101069 Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 イソウドゥン NPO4,296 羽中総合優勝、同Ｎ
14,084 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

【136】ＮＬ19-1339188 ＲＣ ♂ Ｒ.Ａ.バッカー父子作
父) ソン・ヴァリタス ＮＬ12-1410973 Ｓ Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 直仔／074 19 年ヴィエルゾンＮＰ
Ｏ2,671 羽中総合 2 位、8,065 羽中総合 2 位（Ｓ３）ＮＵ11,211 羽中総合 2 位、Ｎ26,141 羽中総合 22 位 同
／484 18 年シャトローＮＰＯ2,330 羽中総合 5 位、8,623 羽中総合 10 位（Ｓ３）ＮＵ12,313 羽中総合 11
位、Ｎ27,656 羽中総合 32 位
祖父) ヴァリタス ＮＬ08-1304438 Ｓ Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 NPO ブロア北部同盟9,586 羽中総合優
勝他、ブールジュ NPO7,356 羽中総合 2 位、サルブリ NPO10,430 羽中総合 7 位、ツール NPO5,812 羽
中総合 10 位、サンカンタン 295 羽中優勝
祖母)フリート ＮＬ11-1185881 Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 ゴールデン・ディルク（クライネ・ディ
ルク×ゴールデン・レディ）×ジカラ（超銘鳩マヌーの祖母）
母)811 ＮＬ13-1654811 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／アルトゥス イソウドンＮＰＯ4,296

中総合優勝、Ｎ4,084 羽中総合優勝（Ｓ３）シャトローNPO3,243 羽中総合 9 位他
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 ジルムール×ショウピース
祖母)デイ・ドリーム ＮＬ07-5724626 ＢＣ アブリス NPO582Ｋ8,519 羽中総合優勝 シャンティー
12,742 羽中総合 70 位他 直仔／ジェルソン オリンピアード代表 カシアス×ミス・ムックフック
（レ
ーザの姉妹）

【137】“ミラクル・ハンス”ＮＬ20-1250185 Ｂ ♂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作
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NPO709Ｋ3,120
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 NPO550Ｋ
5,518 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
祖父)オリンピアード・ヴィレム ＮＬ11-1742864 Ｂ ヴィレム・ドブルイン作 オリンピック・ハリケ
ーンの直仔 ロッシ×スピネケの近親
母)ディアナ ＮＬ17-1820281 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 ファイ＝オー＝ロジュ(オルレアン傍)
548ｋNPO9,218 羽中総合 2 位 同 NPO6,657 羽中総合 22 位、同 NPO5,734 羽中総合 55 位、ナントィルＰ
9,034 羽中総合 3 位、ブッデル 4,373 羽中 3 位他
祖父)ファーレ・バッカー ＮＬ16-1358017 Ｓ Ｒ.Ａ.バッカー父子作 ヴァリタス×ド・811
祖母)アンティ ＮＬ16-1254538 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 カリコ×インディ

【138】“ターボ・ビートル”ＮＬ20-1249564 ＢＣ ♂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作
父)ターボ・ロッシ ＮＬ13-1829067 ＢＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 ラ・ルビエール 4,483 羽中総
合優勝、ヘネプ 1,953 羽中優勝、ザントフリート 1,832 羽中優勝、トンゲレン 1,191 羽中優勝、同 811
羽中優勝 孫／シメイ 11,156 羽中総合優勝、
リヌ 8,079 羽中総合優勝、
ニエルニー6,400 羽中総合優勝、
ブッデル 4,373 羽中優勝
祖父)ターボ・ロッシの父 Ｂ11-6091802 ＢＣ レオ・ヘレマンス作 ジュニア・426×フェルケルク
祖母)レディ・ロッシ Ｂ11-6091767 ＢＣ レオ・ヘレマンス作 ニューエ・ロッシ×エーン・オーホスケ
母)ビートル ＮＬ18-1627902 ＰＢ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 ニエルニー1,597 羽中優勝、同 2,748
羽中総合 2 位、シャロン 17,360 羽中総合 7 位他で、Ｎエース鳩 1 位×2、同 5 位のタイトル獲得
祖父)フェットブラウエ・ジャックポット ＮＬ12-4148200 Ｂ スーパー種鳩 直仔孫／総合優勝、優勝
多数 ジャックポット×カドーチェ
祖母)ユニーク ＮＬ15-1897807 ＢＣＷ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 兄弟甥姪／ジッタールト 21,629
羽中総合優勝、ヴェールト 11,795 羽中優勝、同 2,777 羽中優勝、同 2,103 羽中優勝、モーNPO3,549
羽中総合優勝、ハッペルト 7,861 羽中優勝 バレンド・ジュニア×アニーク

【139】“パリス”ＮＬ20-1249926 ＢＣ ♀ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作
父)タンギー ＮＬ15-1706564 ＢＣ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作 直仔／クセノン シャトードゥンＳＮ5,989
羽中総合優勝、
同Ｎ12,511 羽中総合6 位、
ファイ＝オー＝ロジュ(オルレアン傍)NPO6,957 羽中総合7 位、
シャトローNPO3,989 羽中総合 8 位他で、フォンドシュピーゲル誌 18～19 年長距離Ｎエース鳩第１位

祖父)ガヴィン ＮＬ11-1741041 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作翔 13 年Ｎエース鳩第 18 位 ヴァレ
ンチノ×ロナウズ・ラスト
祖母)ボニータ ＮＬ09-1186437 ＬＢＣ シーズン後レース最優秀若鳩 全姉妹／エフォリア ブルドー
ザー×オリンピック・ソランジェ
母)ジェリカ ＮＬ18-1627883 ＢＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 ビエルジュ 1,321 羽中優勝、ヴィエ
ルゾン NPO3,345 羽中総合 6 位、シャトードゥン NPO3,263 羽中総合 19 位、ナントィル NPO5,215 羽中
総合 25 位他で、長距離Ｎエース鳩第 2 位
祖父)インディアナ ＮＬ15-1897896 ＢＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 チェン×インディ
祖母)スピットファイア ＮＬ12-4148118 ＢＣＷ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 ペガサスの娘

【140“ゾーン・ルカ・モドリッチ”ＮＬ20-1249605 Ｂ ♂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作
父)ルカ・モドリッチ ＮＬ18-1627863 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 ニールグニース 2,748 羽中
優勝、ビールジュス 833 羽中優勝、ペロンヌ NPO5,900 羽中総合 3 位、トロイ NPO3,836 羽中総合 8 位
他で、NPO、ド・アーレアベステ、PIPA、フォンドシュピーゲル紙の４若鳩Ｎエース鳩第 1 位タイトル獲
得 ヘレマンス＝コイスタース×ヤンセン系
祖父)ジャックポット・ジュニア Ｂ09-1836481 Ｂ ヘレマンス＝コイスタース作 直仔孫／優勝エース
鳩多数 ジャックポット×アルテミス 異母兄弟／ディ・カプリオ（Ｄ．ファンダイク種鳩）
祖母)ホンダ ＮＬ11-1342886 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 オリンピック・ラッキー・13×カルメン
母)コイントロウ ＮＬ17-1820045 ＰＢ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 ラオン 1,266 羽中 4 位、同 2,755
羽中 5 位、同 4,132 羽中 14 位、ビエルジュ 4,402 羽中総合 6 位、シャトローNPO3,794 羽中総合 50 位他
で、PIPA1 才鳩Ｎ６位
祖父)フェットブラウエ・ジャックポット ＮＬ12-4148200 Ｂ スーパー種鳩 直仔孫／総合優勝、優勝
多数 ジャックポット×カドーチェ
祖母)ロザンヌ ＮＬ10-1274138 ＢＷ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 ジュニア・バルトリ×クリッシー

【141】“ハーフブロア・キャメロン”Ｂ19-3007994 Ｂ ♂ ルク＆ヒルデ・シウン作 異母姉／超銘鳩キャメロ
ン 19 年アルジャントンＮ15,235 羽中総合優勝、リモージュＮ9,661 羽中総合優勝（アルジャントン N の 2
週間後） ウィレミナ 14 年ポアチエＮ14,109 羽中総合優勝、同 26,486 羽中最高分速、イルマ 19 年アル
ジャントンＮ15,235 羽中総合 2 位他
父)スピデイ ＮＬ11-1742464 ヴィレム・ドブルイン作 最高のカップルの♂
祖父)ジェローン ＮＬ06-1071741 クライネ・ブラウエ×ガニエダ 全姉妹／オリンピック・シャヌルケ
祖母)ブルー・フレーム ＮＬ07-1821780 TBOTB 若鳩Ｎエース鳩第 5 位
母)ティナＢ12-3142137 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 ラ・スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 23 位 姉妹／アヌーク
ポアチエＮ13,134 羽中総合 4 位、シャトローＮゾーン 4,107 羽中 9 位、ラ・スーテレーヌＮ11,236 羽
中総合 66 位、ツールＰ2,297 羽中 11 位、フォンテナイ 4,802 羽中 12 位、同 5,264 羽中 18 位、ブロア
Ｐ5,645 羽中総合 41 位他
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
基礎鳩ドンダスティーンの 3 重近親
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

【14２】“ビューティ・ジェシー” Ｂ20-3020285 Ｂ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作
父)ソン・キャメロン Ｂ19-3126055 Ｌ.＆Ｈ.シウン作
祖父)ナイロ Ｂ15-3058337 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 15 年ラ・スーテレーヌＮ532Ｋ9,760 羽中総合優勝 同
12,308 羽中最高分速 リゴベルト×エミリア
祖母)超銘鳩キャメロン Ｂ17-3070024 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 18 年シャトローＮ13,098 羽中総合 28 位、
フォンテネイＰ9,355羽中総合83位 19年アルジャントンＮ15,235羽中総合優勝、
リモージュＮ9,661
羽中総合優勝 全姉／ウィレミナ 14 年ポアチエＮ14,109 羽中総合優勝、同 26,486 羽中最高分速
15-219 ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 6 位 全姉妹／イルマ
イルマ 19 年アルジャントンＮ15,235 羽
中総合 2 位他 N 総合 25 位、44 位、68 位、73 位 スピデイ×マリー・アン
母)ジェシー Ｂ16-3103792 ルク＆ヒルデ・シウン作翔 アルジャントンＰ1,794 羽中優勝、同Ｎ11,623
羽中総合 4 位、シャトロー1,856 羽中優勝、同Ｎ18,799 羽中総合 58 位、同ＮⅡ8,640 羽中総合 21 位、
ブールジュＮ20,397 羽中総合 61 位、クレルモンＰ7,364 羽中総合 10 位、同Ｐ9,824 羽中総合 28 位、同
Ｐ13,358 羽中総合 30 位、ポントワーズＰ6,144 羽中総合 18 位他で、KBDB 大中距離３Ｎエース鳩最優
秀鳩 1 位 同Ｎエース鳩第 8 位 同腹／ステフィ ブールジュＮ20,284 羽中総合 22 位、
祖父)ナイロ Ｂ15-3058337 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 15 年ラ・スーテレーヌＮ532Ｋ9,760 羽中総合優勝 同
12,308 羽中最高分速 リゴベルト×エミリア
祖母)基礎鳩アヌーク Ｂ12-3142054 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 418 羽中優勝、ポアチエＮ13,135 羽中総合 4
位、ツールＰ6,400 羽中総合7 位他 ビッグ・タイム×ビッグ・バブルズ
168）参照

【14３】“インテールト・キャメロン”Ｂ20-3020292 ＢＷ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作
父)イルネ Ｂ16-3103742 ルク＆ヒルデ・シウン作翔 シャトローＮ8,640 羽中総合 15 位、ヴィエルゾン
Ｎゾーン 1,160 羽中 4 位、ポントワーズＰ10,712 羽中総合 35 位他 直仔／ルイ・レオン アルジャン
トンＮ23,258 羽中総合 18 位、同ゾーン優勝 全姉妹／超銘鳩キャメロン 18 年シャトローＮ13,098 羽中
総合 28 位、フォンテネイＰ9,355 羽中総合 83 位 19 年アルジャントンＮ15,235 羽中総合優勝、リモー
ジュＮ9,661 羽中総合優勝 ウィレミナ 14 年ポアチエＮ14,109 羽中総合優勝、同 26,486 羽中最高分
速 15-219 ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 6 位 イルマ 19 年アルジャントンＮ15,235 羽中総合 2
位他Ｎ総合 25 位、44 位、68 位、73 位
祖父)スピデイ ＮＬ11-1742464 ヴィレム・ドブルイン作 ジェローン×ブルー・フレーム
祖母)マリー・アン ＮＬ09-1191334 ヴィレム・ドブルイン作 デイジー(ブールジュＮ総合優勝)の娘
母)ビューティ・キャメロン Ｂ19-3126060 Ｌ.＆Ｈ.シウン作
祖父)アヌーク・017 Ｂ18-3008017 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 ブールジュＮゾーン優勝、同 5,294 羽中総合
41 位 ポリドール(スピディの孫)×アヌーク
祖母)超銘鳩キャメロン Ｂ17-3070024 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 18 年シャトローＮ13,098 羽中総合 28 位、
フォンテネイＰ9,355羽中総合83位 19年アルジャントンＮ15,235羽中総合優勝、
リモージュＮ9,661
羽中総合優勝 全姉／ウィレミナ 14 年ポアチエＮ14,109 羽中総合優勝、同 26,486 羽中最高分速
15-219 ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 6 位 全姉妹／イルマ
イルマ 19 年アルジャントンＮ15,235 羽
中総合 2 位他 N 総合 25 位、44 位、68 位、73 位 スピデイ×マリー・アン

【14４】“ゾーン・アクサーナ”Ｂ20-3122742 Ｂ ♂ ルク＆ヒルデ・シウン作
父)ソン・キャメロン Ｂ19-3126059 Ｌ.＆Ｈ.シウン作
祖父)アヌーク・017 Ｂ18-3008017 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 ブールジュＮゾーン優勝、同 5,294 羽中総合
41 位 ポリドール(スピディの孫)×アヌーク
祖母)超銘鳩キャメロン Ｂ17-3070024 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 18 年シャトローＮ13,098 羽中総合 28 位、
フォンテネイＰ9,355羽中総合83位 19年アルジャントンＮ15,235羽中総合優勝、
リモージュＮ9,661

羽中総合優勝 全姉／ウィレミナ 14 年ポアチエＮ14,109 羽中総合優勝、同 26,486 羽中最高分速
15-219 ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 6 位 全姉妹／イルマ 19 年アルジャントンＮ15,235 羽
中総合 2 位他 N 総合 25 位、44 位、68 位、73 位 スピデイ×マリー・アン
母)アクサーナ Ｂ16-3103780 Ｌ.＆Ｈ.シウン作 シャトローＮ18,793 羽中総合 59 位、アルジャントンＮ
5,782 羽中総合 48 位他の成績で 18 年ベルギー７レース大中距離最優秀鳩第 1 位、同６レース第 1 位、
KBDB 大中距離Ｎエース鳩第 5 位
祖父)パ・アクサーナ Ｂ14-3034026 ルク＆ヒルデ・シウン作 同腹／アンドレア 14-025 ラ・スーテレー
ヌＮ6,203 羽中総合 5 位 兄弟／リゴベルト、ラファエラ、ジルタキ エクスプロシーフ×ジプシー
祖母)アリン Ｂ15-3058350 フォンテネイＰ6,323 羽中総合 2 位、同Ｐ5,409 羽中総合 3 位他 ノミ、エ
ヴァの半兄弟×基礎鳩アヌーク

【145】“ゾーン・デン・11”Ｂ20-6198450 ＢＣ ♂ ダニー・ファンダィク作
父)デン・11 Ｂ09-6323111 KBDB 中距離Ｎエース鳩第 5 位
同腹／カノン 10 年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第 1 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第 4 位、
孫／アチール シャトローＮ12,855 羽中総合優勝他、スーパー・ウーマン メルン優勝、アルジャントン
Ｎ14,694 羽中総合 18 位、シャトローＮ12,855 羽中総合 19 位、フィオナ KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩
第 5 位、ゴディバ 17 年オリンピアード成鳩代表第 1 位、13 年ベルジアン・マスター委託エース鳩第
1位
祖父)カノンの父 Ｂ08-6298348 ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 プロパー×フランシーン
祖母)タム・ズワルチェ Ｂ08-6297117 08 年アントワープ連盟若鳩エース鳩第 1 位 フェヒター×ズワ
ルチェ
母)ミネルヴァの妹 Ｂ11-6238573 Ｒ．ヘルマンス作 全姉／ミネルヴァ グレ 474 羽中優勝、同Ｎ13,885 羽中
総合 10 位、アルジャントンＮ22,422 羽中総合 21 位、同Ｎ4,123 羽中総合 36 位、ブールジュＮ20,544 羽
中総合 756 位、ラ・スーテレーヌＮ17,017 羽中総合 765 位他でキュールゲムサントル若鳩Ｎエース鳩第 1
位 09-230 ブールジュＮ37,357 羽中総合52 位 09-657 アルジャントン優勝、同Ｎ23,921 羽中総合105 位
直仔／ブラウエ・アス アントワープ連盟東地区エース鳩第1 位、孫／ナショナル・ヴォンダー ＫＢＤＢ
中距離Ｎエース鳩第 5 位、ベルギー５大Ｎレースにおける最優秀若鳩第 1 位、シャトローＮ18,499 羽中総
合19 位他入賞多数、
祖父)ブロア・マギー ＮＬ05-5534849 キース・ボスア作 姉／マギー ル・マンＮ99,104 羽中総合 2 位
祖母)ルシアナ ＮＬ07-1817515 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 パヴァロッティ×オリンピック・シャキーラ

【146】“ゾーン・コーゲルチェ”Ｂ20-6198475 ＤＣ ♀ ダニー・ファンダィク作
父)Ｂ15-6063120 Ｄ.ファンダィク作翔 スープ 658 羽中優勝他 13 回中 12 回入賞でアントワープ連盟 1
才鳩エース鳩第1位 全兄弟／フィオナ 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 15-167 スープ 406 羽中優勝、ポン・サン・マクサンス 2,695 羽中 5 位他 16 年 KBDB 中距離
Ｎエース鳩エース鳩第 4 位 直仔／19-813 キエブラン 1,313 羽中優勝
祖父)ニューエ・ゾーン 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×スーパーケ
祖母)Ｂ10-6284748 Ｂ デン・11×アス・ダィフケ・06
母)コーゲルチェ Ｂ13-6215758 Ｄ．ファンダィク作翔 ノワイヨン 1,449 羽中優勝、ドールダン 1,487
羽中優勝、同 5,591 羽中最高分速、ドールダン 2,433 羽中 4 位他 KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第１位

祖父)カノン Ｂ09-6323112 ドールダン 1,245 羽中優勝、同 1,938 羽中優勝、同 1,962 羽中 6 位、マル
ネ3,040 羽中優勝、10 年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第1 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩4 位
祖母)ブークス Ｂ11-6342232 Ｂ カレル・ブークス作 Ｂ09-6185216(トゥルナウ合同レースエース鳩第
1 位 優勝 5 回)×Ｂ09-6185218 (キェブラン 384 羽中優勝、同 314 羽中優勝)

【147】“ドーター・ブラウエ・アス”Ｂ20-6245850 Ｂ ♀ ダニー・ファンダィク作
父)Ｂ15-6063140 Ｄ.ファンダィク作翔 スープ 816 羽中優勝、メルン 490 羽中優勝、ノワイヨン 2,620 羽
中 9 位他 兄弟の直仔／ナショナル・ヴォンダー(フェルメールベルゲン鳩舎)
祖父)カノン Ｂ09-6323112 ドールダン 1,245 羽中優勝、同 1,938 羽中優勝、同 1,962 羽中 6 位、マル
ネ3,040 羽中優勝、10 年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第1 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩4 位
祖母)ミネルヴァの妹 Ｂ11-6238573 Ｒ．ヘルマンス作 全姉／ミネルヴァ グレ 474 羽中優勝、同Ｎ13,885
羽中総合10 位、
アルジャントンＮ22,422 羽中総合21 位、
同Ｎ4,123 羽中総合36 位、
ブールジュＮ20,544
羽中総合 756 位、ラ・スーテレーヌＮ17,017 羽中総合 765 位他でキュールゲムサントル若鳩Ｎエース鳩
第 1 位 09-230 ブールジュＮ37,357 羽中総合 52 位 09-657 アルジャントン優勝、同Ｎ23,921 羽中総
合 105 位 ブロア・マギー×ルシアナ
母)Ｂ10-6284748 Ｂ Ｄ.ファンダィク作
祖父)デン・11 Ｂ09-6323111 KBDB 中距離Ｎエース鳩第 5 位 同腹／カノン 直系／優入賞多数
祖母)アス・ダィフケ・06 Ｂ06-6370820 06 年アントワープ連盟若鳩エース鳩第 10 位 直仔／10-702
上位入賞多数 10-747 メルン 718 羽中優勝他上位入賞多数 ブラウエ・クールス×ヘット・ブラウケ

【148】“ゾーン・シャーリーケ”Ｂ20-6198503 Ｂ ♀ ダニー・ファンダィク作
父)Ｂ15-6063167 Ｄ.ファンダィク作翔 ポン・サン・マクサンス 2,695 羽中 5 位、スープ 406 羽中優勝
他 KBDB 中距離Ｎエース鳩第 4 位 兄弟／アスケ・784、フィオナ他エース鳩多数
祖父)ニューエ・ゾーン Ｂ08-6338583 ディルク・ファンダィク作 スーパー種鳩 直仔／フィオナ
他 ディカプリオ×スーパーケ
祖母)Ｂ10-6284748 Ｄ.ファンダィク作翔 ドールダン 1,610 羽中 13 位他 デン・11×アス・ダィフ
母)グー・シャリーケ Ｂ16-6128313 Ｄ.ファンダィク作翔 メルン 1,684 羽中 4 位他で KBDB 中距離 1 才
鳩Ｎエース鳩第 7 位
祖父)ゲシェルプト・584・テオ Ｂ14-56090584 テオ・ファンゲネヒテン作 兄弟／ソールダン 400 羽中
優勝他
祖母)コーゲルチェの妹 Ｂ13-6215622 Ｄ.ファンダィク作 KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第１位コーゲ
ルチェの妹、カノンの直娘

【149】“ファボリート・ナオミ”ＮＬ20-2033517 ＢＣＷ ♂ コール・デハイデ作
父)ゾーン・ナディン ＮＬ16-1609763 ＢＣ Ｃ.デハイデ作
祖父)ゾーン・ドン・ミッシェル ＮＬ14-1147292 ＤＣ Ｃ.デハイデ作 ドン・ミッシェル直仔
祖母)ナディン ＮＬ08-3813733 ＢＣ Ｃ.デハイデ作翔 バルセロナＮ総合 34、37、267、737、1157
位 フラン・ヤンセン×Ｃ.デハイデ
母)ナオミ ＮＬ10-3054650 ＤＣＷ Ｃ．デハイデ作翔 バルセロナ 385 羽中優勝、同ＩＮ20,669 羽中総合
6 位、同 566 羽中優勝、同ＩＮ25,292 羽中総合 72 位、ペルピニャンＮ雌の部 2,181 羽中 21 位、同Ｎ5,616

羽中総合 107 位、ボルドー572 羽中 51 位他
祖父)ゾーン・ペルピニャン ＮＬ01-0127577 ＤＣＷ Ｃ.デハイデ作 直仔／ダックスＮ13,555 羽中総
合 22 位 ペルピニャン・ドーファー×モニーク
祖母)シウン・ドィビン Ｂ05-3100189 ＤＣＷ ルク・シウン作 オルハン・66×オルハン・44

【150】“アジャン・ブルー・ドリーム”ＮＬ20-2033526 ＢＣ ♂ コール・デハイデ作
父)ド・アジャン ＮＬ16-3521456 ＢＣ コール・デハイデ作翔 アジャンＮ6,379 羽中総合優勝
祖父)ゾーン・ドン・ミッシェル ＮＬ14-1147254 ＤＣ Ｃ.デハイデ作 ドン・ミッシェル×超銘鳩ブ
ーメランの娘
祖母)ミス・オレンジ ＮＬ09-4775716 ＢＣ Ｈ.ムルダー父子作翔 オレンジＮ4,307 羽中総合優勝
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Ｎ5,183 羽中総合 2 位、同ＩＮ
19,089 羽中総合 4 位、マルセイユＮ4,899 羽中総合 155 位
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)ＮＬ09-3959144 ＢＣ Ｃ.デハイデ作翔 ベルジェラック 4,096 羽中総合 13 位 マルティン×ペ
ルピニャン・ドファーの孫

【151】“インテールト・ドン・ミッシェル”ＮＬ20-203513 ＢＣ ♀ コール・デハイデ作
父)ゾーン・ドン・ミッシェル・500 ＮＬ14-3423500 ＤＣ コール・デハイデ作 孫／ナルボンヌ(ベルギ
ー)Ｎ3,017 羽中総合 2 位、同ＩＮ6,423 羽中総合 2 位 Ｎエース鳩 5 位、欧州エース鳩 2 位、ベルジェ
ラック NU2,482 羽中総合優勝、同Ｎ16,336 羽中総合 11 位
祖父)ドン・ミッシェル ＮＬ96-9659671 ＢＣ ペルピニャンＮ3 回入賞内 5,479 羽中総合 17 位、同Ｎ7,195
羽中総合 21 位他、同ＩＮ18,426 羽中総合 41 位、同ＩＮ16,025 羽中総合 60 位他、ダックスＮ3 回入賞
内 3,755 羽中総合 39 位、同Ｎ5,617 羽中総合 58 位他 ダックス、ペルピニャン各 3 年エース鳩第 1 位
祖母)ＮＬ10-3021354 ＤＣ Ｃ.デハイデ作 ブーメラン×モーイ・ズワルトの娘
母)ゾーン・マリアンヌ ＮＬ18-1179422 Ｂ Ｃ.デハイデ作 18 年Ｇ10 に出たが、性違いで交換された鳩
祖父)ゾーン・ドン・ミッシェル ＮＬ15-1899120 ＢＣ Ｃ.デハイデ作 ドン・ミッシェル×ニュー・
ファボリー
祖母)マリアンヌ ＮＬ12-3220480 ＢＣ Ｃ.デハイデ作翔 14 年サンバンサンＮ9,745 羽中総合優勝、
リモージュ 2,762 羽中総合 210 位 インテールト・クランパー×ペルピニャン・ドィビンの娘

【152】“ドーター・フーデン・クラック”ＮＬ20-1566793 ＤＣ ♀ コール・デハイデ作
父)フーデン・クラック・473 ＮＬ16-3621473 ＢＣ Ｃ．デハイデ作翔 ペリギュー4,921 羽中 28 位、同Ｎ
13,348 羽中総合 59 位、サンバンサン 447 羽中 5 位、同 1,518 羽中 9 位、同Ｎ12,070 羽中総合 125 位、同
2,696 羽中総合 15 位他で FZN フーデン・クラック第 1 位
祖父)ゾーン・グライスイェ・500 ＮＬ14-3424488 Ｇ Ｃ．デハイデ作翔 アジャンＮ5,055 羽中総合 34
位 Ｎマラトン 8 位の直仔
祖母)インテールト・ドン・ミッシェル ＮＬ14-3423467 ＬＢＣ Ｃ．デハイデ作 ドン・ミッシェル直仔
同士近親交配の娘
母)ＮＬ17-1360346 ＤＣ Ｃ．デハイデ作

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)マリアンヌ ＮＬ12-3220480 ＢＣ Ｃ.デハイデ作翔 14 年サンバンサンＮ9,745 羽中総合優勝、リ
モージュ 2,762 羽中総合 210 位 兄弟／カオールＮＰＯ4,939 羽中総合優勝、ナルボンヌＮ4,303 羽中
総合 6 位ベルジェラックＮ4,096 羽中総合 80 位、ポーＮ総合 91 位他 インテールト・クランパー×ペ
ルピニャン・ドィビンの娘

【153】Ｂ20-2076008 ♀ アルベルト・デルヴァ作
父)ゾーン・ハリー ＮＬ13-1395622 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)ドルチェ・ヴィタの全姉妹 ＮＬ10-1083068 ピーター・フェーンストラ作 全姉妹／ゲネップ 7,893
羽中優勝、ハゼルドンク 2,567 羽中優勝、ポメロイル 1,456 羽中優勝、シャトロー1,418 羽中優勝、フ
ィルフォールデ 1,125 羽中優勝 ダヴィンチ×スペシャル・ブルー
母)プリモ・ポーラインＢ14⁻2325319 レオ・ヘレマンス作 ※ポーライン最後の直仔
祖父)プリモ Ｂ09-2027029 Ａ．デルヴァ作翔 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、同
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 兄弟／ペリナ ド・ゾーン ペトロヴァ パオリーニ ヴァレンチノ×ポーライン
祖母)ポーライン Ｂ06-2090139 Ａ.デルヴァ作翔 シャトローＳＮ8,218 羽中総合優勝、グレＢＵ1,298
羽中優勝、シャトローＩＰ3,969 羽中総合優勝、ブロア 540 羽中優勝、アルジャントン 432 羽中優勝、
センス 195 羽中優勝、ブロアＰ2,836 羽中総合２位、アルジャントンＰ1,854 羽中総合３位他で中距離
Ｎエース鳩第 8 位 全姉兄／ポルティア イソウドゥンＩＰ4,627 羽中総合 17 位、アルジャントンＮ
5,927 羽中総合 15 位、ブロアＰ2,836 羽中総合 11 位、アルジャントン 2,527 羽中 15 位、モンリュソン
7,776 羽中総合 74 位、ポーレット モンリュソンＳＮ8,619 羽中総合優勝、ナントイル中優勝、ラ・ス
ーテレーヌＮ18,973 羽中総合 265 位、ブールジュＮ16,771 羽中総合 99 位、イソウドゥンＩＰ5,815 羽
中総合15 位他 ポーロ シャトローＳＮ8,218 羽中総合9 位、
ラ・スーテレーヌＮ13,965 羽中総38 位、
イソウドゥン4,627 羽中総合48 位、アルジャントンＩＰ7,353 羽中総合62 位他

【154】“ドーター・モ・ナミ”Ｂ20-2076230 ♀ アルベルト・デルヴァ作
父)ゾーン・ファン・ド・ゾーン Ｂ18-2093018 Ａ.デルヴァ作
祖父) ド・ゾーン Ｂ10-2007030 Ａ.デルヴァ作翔 ブロアＰ2,413 羽中総合 11 位、アルジャントン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 アルジャントン優勝多数、ペリナ、ペトロヴァ、パオリーニ
祖母)Ｂ13-2110005 Ａ.デルヴァ作翔 スワソン 554 羽中優勝、メルン 278 羽中優勝、メルン 284 羽中優
勝、ブロア 271 羽中優勝、グレ 1,491 羽中 8 位他
母) モ・ナミＢ16-2060047 Ａ．デルヴァ作翔 オリンピアード・オールラウンド代表第 2 位、LCB 成鳩＋1
才鳩エース鳩第 1 位、LCB1 17 年オールラウンド P エース鳩第 1 位、ブロア P380 羽中優勝、アルジャ
ントン 133 羽中優勝、アルジャントン N3,917 羽中総合 8 位、ヴィエルゾン P2,258 羽中 9 位
祖父)Ｂ11-6082792 Ｊ.＆Ｊ.バーク作 直仔／モ・ナミ ハイランダーの孫
祖母)超銘鳩ハリーの孫 NL14-1209819 ヤン・ホーイマンス作 直仔／モ・ナミ サン・800×13－022
（超銘鳩ハリー×アレクシア）

【155】Ｂ20-2076241 ♂ アルベルト・デルヴァ作
父)ハリー・ポーラインＢ13-2110030 Ｂ Ｊ.ホーイマンス＝Ａ.デルヴァ共作
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500ＫNU21,520 羽
中総合 3 位、モルリンコートＰ20,920 羽中総合 19 位、シャトローNPO5,496 羽中総合 21 位 WHZB
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB 同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620 羽中総合優勝、
10 位、同 NPO4,260 羽中総合 5 位、同 NPO4,604 羽中総合 4 位、同 NPO5,979 羽中総合 10 位、サルブリ
NPO7,599 羽中総合 2 位、ブロアＮ4,829 羽中総合 2 位、同Ｎ5,653 羽中総合 3 位、ブールジュ NPO7,299
羽中総合 6 位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ
祖母)ポーライン Ｂ06-2090139 Ａ.デルヴァ作翔 シャトローＳＮ8,218 羽中総合優勝、グレＢＵ1,298
羽中優勝、シャトローＩＰ3,969 羽中総合優勝、ブロア 540 羽中優勝、アルジャントン 432 羽中優勝、
センス 195 羽中優勝、ブロアＰ2,836 羽中総合２位、アルジャントンＰ1,854 羽中総合３位他で中距離
Ｎエース鳩第 8 位 全姉兄／ポルティア イソウドゥンＩＰ4,627 羽中総合 17 位、アルジャントンＮ
5,927 羽中総合 15 位、ブロアＰ2,836 羽中総合 11 位、アルジャントン 2,527 羽中 15 位、モンリュソン
7,776 羽中総合 74 位、ポーレット モンリュソンＳＮ8,619 羽中総合優勝、ナントイル中優勝、
、ラ・ス
ーテレーヌＮ18,973 羽中総合 265 位、ブールジュＮ16,771 羽中総合 99 位、イソウドゥンＩＰ5,815 羽
中総合15 位他 ポーロ シャトローＳＮ8,218 羽中総合9 位、
ラ・スーテレーヌＮ13,965 羽中総38 位、
イソウドゥン4,627 羽中総合48 位、アルジャントンＩＰ7,353 羽中総合62 位他
母)Ｂ16⁻6273629 レオ・ヘレマンス作
祖父)グラントス ＮＬ08-2048857 C.＆G.コープマン作 ミスター・エルマフェーン（ノーブル・ブルー
×リオバ）×ドリーム・レディ（クライネ・ディルク×アモレー）
祖母)ギルバートの娘 Ｂ12-6327926 Ｂ レオ・ヘレマンス作 11 年ＬＣＢ紙若鳩Ｎエース鳩第 1 位、Ｋ
ＢＤＢ若鳩Ｎエース鳩第 4 位ギルバート×ニューエ・オリンピアードの全姉妹

【156】
“プリモ・ボルト・245”Ｂ20-2076245 Ｂ ♀ アルベルト・デルヴァ作
父)インテールト・ボルトＢ14-6298056 レオ・ヘレマンス作
祖父)ゴールデン・ボルト Ｂ12-6123807 レオ・ヘレマンス作 全兄弟／ボルト 12 年 KBDB 短距離 N エ
ース鳩第 1 位 ド・ゲブローケン・プート×08‐132（ド・ヤンの全兄弟×ロッシの娘）
祖母)ボルトの全妹 Ｂ13－6310312 レオ・ヘレマンス作 同上
母)B17-32065132 ＢＣＡ．デルヴァ作翔 アルジャントン 417 羽中優勝、ラオン 155 羽中優勝、モミニ
ー622 羽中 5 位、ブロア 303 羽中 5 位、シャブラン 1,597 羽中 7 位アルジャントン 397 羽中 7 位、モミ
ニー1,467 羽中 11 位、アルジャントン N15,235 羽中総合 61 位、イソウドン N8,284 羽中総合 70 位
祖父)プリモ Ｂ09-2027029 Ａ．デルヴァ作翔 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、同

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 兄弟／ペリナ ド・ゾーン ペトロヴァ パオリーニ ヴァレンチノ×ポーライン
祖母)Ｂ15-6020331 B.＆L.ゲーリンクス作 ラーテ・ゲシフテ×ブラック・レディの姉妹

【157】“ゾーン・リコ”ＮＬ20-1548633 ＢＣ ♂ スヘーレ兄弟作
父)リコ ＮＬ17-3711295 ＢＣ スヘーレ兄弟作翔 ポン・サン・マクサンス 1,487 羽中優勝、ロワイエ 2,101
羽中2 位、メルン 5,425 羽中総合 7 位、同6,097 羽中総合 14 位、同8,313 羽中総合 16 位、ペロンヌ 1,586 羽
中3 位、ニールグニース 1,347 羽中3 位、ヴィエルゾン NPO1,410 羽中総合8 位、オルレアン 4,883 羽中総合
10 位、ラ・スーテレーヌＮ11,959 羽中総合 43 位他上位多数でオリンピアード代表 6 位
祖父)ティゴ ＮＬ15-3509909 Ｂ スヘーレ兄弟作 兄弟／ティモ 14 年若鳩Ｎエース鳩第 6 位 ポン・
サン・マックス546 羽中優勝、センス1,036 羽中優勝、同6,129 羽中総合3 位、シャトローNPO2,549 羽
中総合14 位 他兄弟2 羽で、
ポントワーズNPO3,720 羽中総合2 位、
ギエンNPO 総合7 位、
オウビー1,373
羽中優勝、シャトローＮ11,922 羽中総合59 位他
ジェローン・ジュニア（W. ドブルイン）×ハニー
祖母)エリン ＮＬ16-1587981 スレート スヘーレ兄弟作 兄弟／ソニー・ボーイ(リモージュ NPO 総合
優勝他)、シェリル(Ｐエース鳩第１位他)他 ソニー×シェ
母)フェイバリー・ガール ＮＬ17-3711288 Ｂ スヘーレ兄弟作 超銘鳩アルジャントン(11-877 アルジャ
ントン NPO3,372 羽中総合優勝、同 NPO2,984 羽中総合 4 位、ブールジュ NPO4,520 羽中総合 2 位、ラ・ス
ーテレーヌ NPO3,077 羽中総合 4 位、オルレアン NPO4,308 羽中総合 4 位他 2 回 NPO 上位１％内入賞)の孫
祖父)シャベル ＮＬ12-1689673 Ｂ スヘーレ兄弟作 兄弟／エース・ガール、マジック・ガール
祖母)超銘鳩アルジャントンの娘 ＮＬ15-3509848 Ｂ スヘーレ兄弟作

【158】“ブロア・リコ”ＮＬ20-1548642 Ｂ ♂ スヘーレ兄弟作 兄／リコ(17-2195) ポン・サン・マクサンス
1,487 羽中優勝、ロワイエ 2,101 羽中 2 位、メルン 5,425 羽中総合 7 位、同 6,097 羽中総合 14 位、同 8,313 羽
中総合 16 位、ペロンヌ 1,586 羽中 3 位、ニールグニース 1,347 羽中 3 位、ヴィエルゾン NPO1,410 羽中総合 8
位、オルレアン 4,883 羽中総合 10 位、ラ・スーーテレーヌＮ11,959 羽中総合 43 位他上位多数でオリンピアー
ド代表 6 位
父)ティゴ ＮＬ15-3509909 Ｂ スヘーレ兄弟作 兄弟／ティモ 14 年若鳩Ｎエース鳩第 6 位 ポン・サ
ン・マックス546 羽中優勝、センス1,036 羽中優勝、同6,129 羽中総合3 位、シャトローNPO2,549 羽中総
合14 位 他兄弟2 羽で、ポントワーズNPO3,720 羽中総合2 位、ギエンNPO 総合7 位、オウビー1,373 羽
中優勝、シャトローＮ11,922 羽中総合59 位他
祖父)ジェローン・ジュニア ＮＬ11-1742421 Ｂ ヴィレム・ドブルイン作 ジェローン×ブルー・フレーム
祖母)ハニー ＮＬ13-1308215 Ｂ スヘーレ兄弟作 ボーイ・48×超銘鳩ハリーの娘(ホーイマンス)
母)エリン ＮＬ16-1587981 スレート スヘーレ兄弟作 兄弟／ソニー・ボーイ(リモージュ NPO 総合優勝
他)、シェリル(Ｐエース鳩第１位他)他
祖父)ソニー ＮＬ12-3254959 Ｂ 全兄弟／エース・ガール 12 年 WHZB 長距離Ｎエース鳩第 2 位、ポアチ
エ NPO2,183 羽中総合優勝、シャトローNPO3,846 羽中総合 2 位、ラ・スーテレーヌ NPO2,751 羽中総
合 2 位、ブールジュ NPO4,847 羽中総合 10 位 ピート 09 年若鳩Ｎエース鳩第 6 位 スーパー・ボー
イ×666 の娘

祖母)シェ ＮＬ13-1655026 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ＮＬ12-1077190×ザラ

【159】“ゾーン・ファースト・ボーイ”ＮＬ20-1548654 Ｂ ♂ スヘーレ兄弟作 異母兄弟／ピンク 17-274 Ｐ
エース鳩1 位、Ｎエース鳩第4 位
父)ファスト・ボーイ ＮＬ10-3056436 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 アルジャントン NPO 総合優勝、同Ｎ23,597
羽中総合 3 位、ペロンヌ 7,007 羽中総合優勝、オルレアン 4,515 羽中総合 3 位他
祖父)ボーイ・ジュニア・700 ＮＬ08-1621700 Ｂ 直仔／ファスト・ボーイ アルジャントン NPO4,000 羽
中総合優勝、ペロンヌ7,007 羽中総合優勝、オルレアンNPO4,515 羽中総合3 位 スーパー・ボーイ×666 の娘
祖母)マライケ ＮＬ04-2136275 マライケ・フィンク作
母)ニュー・シェ ＮＬ17-1339205 Ｂ スヘーレ兄弟作 兄弟／ソニー・ボーイ リモージュ NPO 総合優勝
他、スーパー・271 2 年連続Ｐエース鳩第 2 位(サイモン・ファンホーヴェ鳩舎)、ソレン Ｐエース鳩第
4 位、エリン(オリンピアード代表リコの母)、シェリル Ｐエース鳩第 1 位他
祖父)ソニー ＮＬ12-3254959 Ｂ 全兄弟／エース・ガール 12 年 WHZB 長距離Ｎエース鳩第 2 位、ポア
チエ NPO2,183 羽中総合優勝、シャトローNPO3,846 羽中総合 2 位、ラ・スーテレーヌ NPO2,751 羽中
総合 2 位、ブールジュ NPO4,847 羽中総合 10 位 ピート 09 年若鳩Ｎエース鳩第 6 位 スーパー・ボ
ーイ×666 の娘
祖母)シェ ＮＬ13-1655026 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ＮＬ12-1077190×ザラ

【160】“ゾーン・ティモ”ＮＬ20-2023493 Ｂ ♂ スヘーレ兄弟作 異母兄弟／ラルス ラ・スーテレーヌ NPO
総合優勝、16-384 ロワイエ 1,492 羽中優勝他２回優勝
父)ティモ ＮＬ14-3416352 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 14 年若鳩Ｎエース鳩第 6 位 ポン・サン・マックス546
羽中優勝、センス1,036 羽中優勝、同6,129 羽中総合3 位、シャトローNPO2,549 羽中総合14 位 他兄弟2
羽で、ポントワーズNPO3,720 羽中総合2 位、ギエンNPO 総合7 位、オウビー1,373 羽中優勝、シャトロー
Ｎ11,922 羽中総合59 位他
祖父)ジェローン・ジュニア ＮＬ11-1742421 Ｂ ヴィレム・ドブルイン作 ジェローン×ブルー・フレーム
祖母)ハニー ＮＬ13-1308215 Ｂ スヘーレ兄弟作 ボーイ・48×超銘鳩ハリーの娘(ホーイマンス)
母)ゲリ ＮＬ17-3711268 Ｂ スヘーレ兄弟作 兄弟／ソニー・ボーイ(リモージュ NPO 総合優勝他)、シェ
リル(Ｐエース鳩第１位他)他
祖父)ソニー ＮＬ12-3254959 Ｂ 全兄弟／エース・ガール 12 年 WHZB 長距離Ｎエース鳩第 2 位、ポアチ
エ NPO2,183 羽中総合優勝、シャトローNPO3,846 羽中総合 2 位、ラ・スーテレーヌ NPO2,751 羽中総
合 2 位、ブールジュ NPO4,847 羽中総合 10 位 ピート 09 年若鳩Ｎエース鳩第 6 位 スーパー・ボー
イ×666 の娘
祖母)シェ ＮＬ13-1655026 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ＮＬ12-1077190×ザラ

【161】“ゾーン・フィンヌ”Ｂ20-6244444 Ｂ ♂ ウィリー・ダニエルス作
父)ヴァシリス Ｂ17-6038582 ウィリー・ダニエルス作 全兄弟/カート シャトローＮ総合優勝 カイラ 16 年
Ｎレース8 回参加8 回入賞
祖父)トーマス Ｂ08-6373623 ウィリー・ダニエルス作 直仔/カート シャトローＮ総合優勝 カイラ 16
年Ｎレース8 回参加8 回入賞

祖母)キアラ Ｂ10-6025224 ウィリー・ダニエルス作 直仔/カート シャトローＮ総合優勝 カイラ 16 年
Ｎレース8 回参加8 回入賞 基礎鳩デメイヤー父子のゾットの直仔×シャトローＮ総合優勝ニッキの母
（モー
リス・フーツのリヒテ・ブールジュのライン）
母)フィンヌ Ｂ19-6030104 ウィリー・ダニエルス作翔 20 年大中距離Ｎエース鳩第 1 位 ラ・スーテレー
ヌＮ15,939 羽総合優勝、イソウドンＮ18,176 羽中総合 11 位、アルジャントンＮ26,085 羽中総合 28 位、
グレＮ12,888 羽中総合 60 位他
祖父)ヤスパー Ｂ16-6263842 ウィリー・ダニエルス作 ヨス・フェルベークのアルジャントンＮ12,449
羽中総合3 位、シャトローＮゾーン8,663 羽中26 位ヴィットコップ×リンダ（カ―スブールのライン）
祖母)ブレンダＢ17-6038585 ウィリー・ダニエルス作翔 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 位ケリーの孫、 ケリーの直仔×ゲーリンクス父子のファーレ他血統

【162】Ｂ20-6244447 ＢＷＰ ♀ ウィリー・ダニエルス作 全姉妹／ロウカ 20 年大中距離Ｎエース鳩第
2位
父) ゼノ Ｂ17-5015250 ウィリー・ダニエルス作 直仔／ロウカ 20 年大中距離Ｎエース鳩第 2 位
祖父)アミーゴ Ｂ16-6075776 ディルク・ファンダイク作 ブラウ・カンニバール・ジュニア×ブールジ
ュＮ総合優勝ナタリア
祖母)ミス・ボルトＢ12-6123199 レオ・ヘレマンス作 同腹／ボルト12 年ＫＢＤＢ若鳩Ｎエース鳩第1 位
母) アスケ・ⅠＢ17-6201845 ウィリー・ダニエルス作翔 12 年アントワープ連盟長距離エース鳩第1 位、
直仔／ロウカ 20 年大中距離Ｎエース鳩第 2 位
祖父)ブロア・37 B05-6231038 ウィリー・ダニエルス作 同腹／基礎鳩37 アルジャントンN 総合優勝、ド
ルトムント・オリンピアード代表 直仔／アスケ・Ⅰ、アスケ・Ⅲ、ステファニー 15 年ヴィエルゾン9,004
羽中6 位、シャトロー5,070 羽中4 位、アルジャントン3,383 羽中15 位、ブールジュ5,691 羽中2 位、15
年P エース鳩第2 位 モーリス・フーツ血統
祖母)ダフネＢ09-6219144 ウィリー・ダニエルス作 直仔／アスケ・Ⅰ、アスケ・Ⅲ、ステファニー 15 年
ヴィエルゾン9,004 羽中6 位、シャトロー5,070 羽中4 位、アルジャントン3,383 羽中15 位、ブールジ
ュ5,691 羽中2 位、15 年P エース鳩第2 位 ファール・3（ゲルト・ヘイレン×ロード・ファンアッヘプ
ール）の直仔

【163】“アルティメイト・エース・446”Ｂ20-6244446 ウィリー・ダニエルス作
父) ヤスパー Ｂ16-6263842 ウィリー・ダニエルス作
祖父)ヴィットコップ Ｂ15-6035952 ＢＰ 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 ウィリー・ダニエルス作 直仔／ケリー ノワイヨン805 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 グ
スト（ガストンのカースブールの直仔）の孫
母)ロウカ Ｂ19-6030207 ウィリー・ダニエルス作翔 20 年大中距離Ｎエース鳩第 2 位 ブールジュＮ
22,502 羽中総合 4 位、ラ・スーテレーヌＮ15,939 羽総合 11 位、イソウドンＮ18,176 羽中総合 61 位、
アルジャントンＮ26,085 羽中総合 174 位、グレＮ12,888 羽中総合 21 位、シャトローＮ33,833 羽中総合
205 位他
祖父)ゼノ Ｂ17-5015250 ウィリー・ダニエルス作 アミーゴ（ディルク・ファンダイクのブラウ・カンニ
バール・ジュニア×ブールジュＮ総合優勝ナタリア）×ミス・ボルト（レオ・ヘレマンスのＫＢＤＢ若鳩
Ｎエース鳩第1 位ボルトの同腹）直仔/ロウカ 20 年大中距離Ｎエース鳩第 2 位

祖母)アスケ・ⅠＢ17-6201845 ウィリー・ダニエルス作翔 12 年アントワープ連盟長距離エース鳩第1 位、
直仔/ロウカ 20 年大中距離Ｎエース鳩第 2 位

【164】Ｂ20-6052193 ＢＣ ウィリー・ダニエルス作
父)ディマス Ｂ17-6038540 ウィリー・ダニエルス作
祖父)ルディの孫 Ｂ14-2001977 ポール・ヒュルズ作 リヴィレーション（07 年オリンピアード・オールラウ
ンド代表第 1 位ブラック・ジャックの全兄弟ブラック・マジック×オルレアンＰ優勝オルレアンスケ）×ミ
ス・ルディ（Ｇ.ファンデンアベールのルディ×ヤコバ（コープマン父子のヴォンデレ・ディルクの娘）
祖母)ナディンＢ16-6063083 ウィリー・ダニエルス作翔 17 年大中距離Ｎエース鳩第 1 位 全姉妹／サラ
16 年大中距離Ｎエース鳩第 1 位 フロールス×サキラ
母)リディア Ｂ16-6263875 ウィリー・ダニエルス作翔
祖父)ルディの孫 Ｂ14-2001977 ポール・ヒュルズ作 リヴィレーション（ブラック・ジャックの全兄弟ブラ
ック・マジック×オルレアンＰ優勝オルレアンスケ）×ミス・ルディ（Ｇ.ファンデンアベールのルディ×ヤ
コバ（コープマン父子のヴォンデレ・ディルクの娘）
祖母)サラＢ15-6034008 ウィリー・ダニエルス作翔 16 年大中距離Ｎエース鳩第 1 位 全姉妹／ナディ
ン 17 年大中距離Ｎエース鳩第 1 位 フロールス×サキラ

【165】“ドーター・バス・ニーナ”Ｂ20-5091695 ♀ ボスマンス＝リーケンス作
父)トリプル・バス Ｂ19-5037186 ボスマンス＝リーケンス作翔 グレＮ１才鳩12,888 羽中総合優勝
祖父)トリプル・73 Ｂ15-2181273 ボスマンス＝リーケンス作 全姉／オリンピック・トリプル・ニーナ
Ｐエース鳩 1、2 位 ブリュッセル・オリンピアード・オールラウンド代表 オリンピック・トリプ
ル・エース×ブラック・ママ
祖母)ＮＬ17-1277592 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 オリンピック・ファイアー・アイズ×イサ
母)オリンピック・トリプル・ニーナ Ｂ14-2090027 ボスマンス＝リーケンス作翔 Ｐエース鳩 1、2 位
ブリュッセル・オリンピアード・オールラウンド代表
祖父)オリンピック・トリプル・エース Ｂ11-5143219 ボスマンス＝リーケンス作翔 ギエンＰ5,386
羽中総合優勝、同 8,044 羽中最高分速 13 年ニトラ・オリンピアード 1 才鳩代表 グーデ・ヤールリ
ング直仔×Ｇ.ファンデンアベール
祖母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953 ボスマンス＝リーケンス作 スーパー・ランスの孫

【166】“ブロア・O.T”Ｂ20-5019717 Ｂ ♂ ボスマンス＝リーケンス作 兄弟／Ｏ.Ｔ. 20 年シャトロー若鳩
Ｎ15,322 羽中総合優勝
父)Ｂ16-2256947 ボスマンス＝リーケンス作 直仔／アルジャントンＮ総合 6 位，シャトローＩＰ3,026
羽中総合優勝
祖父)ビューティ・カンニバール Ｂ11-5170241 リーケンス作 兄弟／ナショナル・カンニバール カン
ニバール近親×ラッキー・ルーク娘
祖母)Ｂ11-5170218 リーケンス作 スーパー・パパ×スーパー・ママ
母)トリプル・029 Ｂ14-2090029 ボスマンス＝リーケンス作翔 直仔／390Ｋ1,016 羽中 3 位、375ＫＰ
4,955 羽中総合 12 位、ブールジュＮ14,496 羽中総合 17 位 姉／オリンピック・トリプル・ニーナ Ｐ
エース鳩 1、2 位 ブリュッセル・オリンピアード代表
祖父)オリンピック・トリプル・エース Ｂ11-5143219 ボスマンス＝リーケンス作翔 ギエンＰ5,386

羽中総合優勝、同 8,044 羽中最高分速 13 年ニトラ・オリンピアード 1 才鳩代表 グーデ・ヤールリ
ング直仔×Ｇ.ファンデンアベール
祖母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953 ボスマンス＝リーケンス作 スーパー・ランスの孫

【167】“ドーター・オリンピック・トリプル・ニーナ” Ｂ20-5091727 ＢＬＫＣ ♀ ボスマンス＝リーケンス作
父)Ｂ18-5014739 Ｇ ボスマンス＝リーケンス作 兄弟／シャロン アルジャントンＮ8,006 羽中総合優勝、
シャロンＰ1,359 羽中優勝、シャトローＰ2,749 羽中総合2 位他でＰエース鳩第2 位
祖父)Ｂ11-5160832 ボスマンス＝リーケンス作 ブラウエ・プリンス×スーパー・ママ＝ラッキー・
ルーク×マヤ
祖母)Ｂ11-5170311 ボスマンス＝リーケンス作 172 カンニバール×Ｂ10-5156188(ラッキー・ルーク
直仔×カサノヴァの娘)
母)オリンピック・トリプル・ニーナ Ｂ14-2090027 ボスマンス＝リーケンス作翔 Ｐエース鳩 1、2 位
ブリュッセル・オリンピアード代表
祖父)オリンピック・トリプル・エース Ｂ11-5143219 ボスマンス＝リーケンス作翔 ギエンＰ5,386
羽中総合優勝、同 8,044 羽中最高分速 グーデ・ヤールリング直仔×Ｇ.ファンデンアベール
祖母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953 ボスマンス＝リーケンス作 スーパー・ランスの孫

【168】Ｂ20-5091572 ＢＣＷ ♀ ボスマンス＝リーケンス作 全姉／エリー ベルギー最優秀長距離鳩第 2
位 ※19 年 20 年オリンピアード長距離代表候補 19 年 KBDB 長距離成鳩 P エース鳩第 1 位、19 年 KBDB
長距離成鳩 N エース鳩第 8 位 カオール IP2,135 羽中優勝、N ゾーン 1,819 羽中優勝、同 N6,898 羽中総合
15 位、ブールジュ優勝、同 P2,356 羽中 4 位、同 N23,191 羽中総合 28 位、リモージュ P767 羽中 3 位、リ
ブルヌ P445 羽中 8 位、グレ P362 羽中 8 位、シャトローP1,118 羽中 8 位、リモージュ P1,308 羽中 13 位、
アルジャントン P1,166 羽中 14 位、ブールジュ P2,027 羽中 17 位、ブールジュ P2,050 羽中 19 位他入賞多
数
父)ブロア・ラッキー13—13Ｂ14-2099532 ボスマンス＝リーケンス作 兄弟／ラッキー・13-13 ゴールデン・フ
ェザーＮエース鳩第1 位 ラッキー・ルークの近親
祖父)Ｂ11-5160816 Ｄ.リーケンス作 スーパー・51 の直仔
祖母)Ｂ11-5170262 Ｄ.リーケンス作 ラッキー・ルークの近親
母)クラインドーター・ラッキー・ルークＢ14-2099510 ボスマンス＝リーケンス作 ラッキー・ルーク孫
祖父)Ｂ13-5127986 ボスマンス＝リーケンス作 オリンピック・トリプル・エース×シポの妹
祖母)Ｂ06-5203955 ボスマンス＝リーケンス作 ラッキー・ルーク×スーパー・ママ

