創刊以来 128 年の伝統を誇る、世界で最も権威あるベルギーの鳩界誌新聞社「ド・ダイフ」が、一昨年その総力
を結集し、世界最高ランクの若鳩オークションを実現しました。 それがこのＧ10、ゴールデン・テンです。
ゴールデン・テンは、誰もが成しえなかった夢の競売です。現在のベルギー、オランダ、ドイツの最強鳩舎が、
それぞれの代表鳩や直仔をさらに各８羽ずつ厳選して参加する競売です。
今年も、来る 11 月 5、6 日の土日の両日に行われます。
チャンピオン商事株式会社では、皆様方の奮ってのご参加を募集致します。本競売に参加ご希望の方は、指
値を日本国内での引き渡し価格(日本円で、国内消費税込で、国内送料のみ別)を明記の上、保証金3 万円を添
えてお申込み下さい。保証金は、鳩が落ちなかった場合には、全額ご返金致します。指値は、競売順に第一希
望、第二希望等指定できます。
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●国内送料 着払い（2,800 円）となります
●指値締切 本年 11 月 4 日 18 時
●お支払 落札時は、落札価格より保証金を差し引いて、11
11 月 14 日迄 (これを経過すると権利を失い、次点
指値者落札となります)
●競売リスト上には性別の表記が無い場合もあります。表記されていても全て若鳩の為推定ですが、異なる場
合もあります。海外の生き物取引の為、到着後の返品交換は出来ないので、ご理解の上、ご入札願います。
●全ての競売鳩の写真とオリジナルの血統は以下、新装ド・ダイフ紙 HP のアドレスからご覧になれます。

http://www.deduif.be/ 【ホーム】
http://www.deduif.be/veilingen/golden-ten-2016 【ゴールデン・１0 ページ】

第１日 11 月 5 日土曜日（1 番～80 番まで）

【1】
“ラーステ・ザス・カノン”Ｂ16-6128298 ＢＣ ♀ ダニー・ファンダィク作
※カノン最後の全妹（母親 08-１１７の最後の直仔）
全兄／カノン ドールダン 1,245 羽中優勝、同 1,938 羽中優勝、同
羽中優勝、同 1,962 羽中 6 位、マルネ 3,040 羽中優
勝、10
勝、 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 デン・11
デン・ KBDB
中距離Ｎエース鳩第 5 位
父)カノンの父 Ｂ08-6298348 ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 最高種鳩
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021 羽中総合 21 位、ラ・スーテレーヌＮ
13,469 羽中総合 132 位 ショーネ・ファンド・ヤールリング(ヤールリング・ドンダースティーン×ヤ
ンセン・ドィビン)×Ｅ．ヤンセン作 カンイバールのライン
祖母)フランシーン Ｂ05-6445543 ドールダン 831 羽中優勝 フィーネケ 5000 直仔×ヤールリング・ドン
ダースティーンとヤンセン・ドィビンの娘
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
祖父)フェヒター Ｂ03-6290114 ヨハン・ドンケルス作
祖母)ズワルチェ Ｂ06-6370829 連盟東若鳩エース鳩5 位 グーイエ・クヴェーカー×Ｊ．クールス

【2】
“ザス・コーゲルチェ”B16-6275842 ＢＣ ♀ ダニー・ファンダィク作
全姉／コーゲルチェ
全姉／コーゲルチェ 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
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
羽中優勝、 年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第 1 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第 4 位 直
仔／10-743、10-744 10 年アントワープ連盟中距離若鳩エース鳩 4、8 位 同腹／デン・11 KBDB 中距
離Ｎエース鳩第 5 位
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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)ブラウ・ブークス Ｂ11-6342232 Ｂ カレル・ブークス作 直仔／コーゲルチェ 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)Ｂ09-6185216 トゥルナウ合同レースエース鳩第 1 位 優勝 5 回
祖母)Ｂ09-6185218 キェブラン 384 羽中優勝、同 314 羽中優勝

【3】
“ブロア・フィオナ”B16-6128366 ＢＣ ♂ ダニー・ファンダィク作 同腹／159)
全姉／11
、アントワープ連盟南エース鳩第 1 位
全姉／ 年フィオナ KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第 5 位、
※ダニー・ファンダイク鳩舎最高ペアの仔
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
祖父)ディ・カプリオ Ｂ05-6045015 ヘレマンス＝コイスタース作翔 キェブラン 1,928 羽中優勝、同
1,580 羽中優勝、同 1,278 羽中優勝、同
羽中優勝、 1,367 羽中 3 位他 25 回入賞
祖母)スーパーケ Ｂ06-6210001 ゾーン・カンニバール×ブールジュの娘
母)Ｂ10-6284748 Ｂ
祖父)デン・11 Ｂ09-6323111 KBDB 中距離Ｎエース鳩第 5 位 同腹／カノン
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

【4】Ｂ16-6128369 ＢＣ ♀ ダニー・ファンダィク作
父)カノンの父 Ｂ08-6298348 ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 最高種鳩
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021 羽中総合 21 位、ラ・スーテレーヌＮ
13,469 羽中総合 132 位 ショーネ・ファンド・ヤールリング(ヤールリング・ドンダースティーン×ヤ
ンセン・ドィビン)×Ｅ．ヤンセン作 カンニバールのライン、リック・ヘルマンス鳩舎最高種鳩
祖母)フランシーン Ｂ05-6445543 ドールダン 831 羽中優勝 フィーネケ 5000 直仔×ヤールリング・ドン
ダースティーンとヤンセン・ドィビンの娘
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
年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩4
中距離若鳩Ｎエース鳩 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
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22
位、
ブールジュＮ22,476
アルジャントンＮ5,763 羽中総合 383 位、
シャトローＮ17,109
ブールジュＮ22,476 羽中総合 25 位、
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
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【5】ＮＬ16-3612452 Ｂ ♂ クーン・ミンダーハウト作 ※ゲーローガー母子交配
父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ ピティヴィエ 5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総
合優勝、シャトローNPO2,227 羽中総合優勝、ギエン 3,548 羽中総合 3 位、モルリンコート 1,259 羽中 2
位
祖父)ゲブローケン・フリューヘル ＮＬ05-0514804 直仔／モルリンコート 7,962 羽中総合優勝、ピティヴ
ィエ NPO6,340 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総合優勝、シャトローNPO2,227 羽
中総合優勝、モルリンコート 1,465 羽中優勝、クライル 10,0083 羽中総合 7 位、同 5,015 羽中総合 23
位、モンリュソン 4,196 羽中総合 4 位 550・ファン・スーパー・コッペル×ブールジュ・ダィフイェ
祖母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作 下記参照
母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作
祖父)ヴァレンチノ Ｂ03-2182096 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 センス346 羽中優勝他 ヴァレンティン×00-147
祖母)ポーリーン Ｂ06-2090139 優勝 10 回内シャトローＳＮ8,218
羽中総合優勝、同ＩＰ3,969
羽中総
回内シャトローＳＮ
羽中総合優勝、同ＩＰ
合優勝、グレＰ1,194
羽中優勝、同ＢＵ1,298
羽中優勝他
合優勝、グレＰ
羽中優勝、同ＢＵ
羽中優勝 07 年中距離Ｎエース鳩第 8 位 Ｆ．フェル
フォールト×Ｐ．ヒュルズ

【6】ＮＬ16-3612445 Ｂ ♂ クーン・ミンダーハウト作 同腹／154)
父)ラーテ・ターボ・608 ＮＬ11-3014608 ギエンＰ3,348
羽中総合 2 位、シャトローNPO2,227
羽中総合
ギエンＰ
位、シャトロー
2 位、同 NPO3,238 羽中総合 4 位、ルフェック NPO2,084 羽中総合 8 位他で 13 年Ｐ当日長距離エース
鳩第 1 位 ニューエ・ターボ・705
シャトローNPO2,227 羽中総合 7 位、モルリンコート 1,465 羽中
ニューエ・ターボ・
14 位、ピティヴィエ 1.345 羽中 13 位、ツール NPO4,100 羽中総合 39 位他で 13 年Ｐ当日長距離エー
Ｐ当日長距離エー
ス鳩第 4 位
祖父)ブラウ・170 ＮＬ10-3011170 Ｂ シャトロー5,223 羽中総合 2 位、同 2,628 羽中 12 位、ラ・スーテ
レーヌ 3,077 羽中総合 2 位、マンテス・ラ・ヴァレー6,554 羽中総合 26 位、センス 1,412 羽中 6 位
他 ド・17×522 の娘
祖母)ブラウエ・041 ＮＬ08-3812041 Ｂ シャトローNPO3,677 羽中総合 20 位、同 NPO2,884 羽中総合
38 位、アルジャントン NPO4,441 羽中総合 22 位、ルフェック NPO2,499 羽中総合 56 位、ツール
NPO5,482 羽中総合 70 位 ペロンヌ 696 羽中優勝、アラース 1,784 羽中 17 位、ポメロイル 3,740
羽中 24 位、同 1,463 羽中 11 位、オルレアン 4,927 羽中総合 36 位、ブロイル 4,298 羽中総合 42 位、
ラ・スーテレーヌ 2,899 羽中総合 4 位、モルリンコート 9,008 羽中 18 位他で２年連続連盟エース鳩
ゲブローケン・フリューヘル×エンゲルス・ダイフイェ・552
母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作
祖父)ヴァレンチノ Ｂ03-2182096 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 センス346 羽中優勝他 ヴァレンティン×00-147
祖母)ポーリーン Ｂ06-2090139 優勝 10 回内シャトローＳＮ8,218
羽中総合優勝、同ＩＰ3,969
羽中総
回内シャトローＳＮ
羽中総合優勝、同ＩＰ
合優勝、グレＰ1,194
羽中優勝、同ＢＵ1,298
羽中優勝他
合優勝、グレＰ
羽中優勝、同ＢＵ
羽中優勝 07 年中距離Ｎエース鳩第 8 位 Ｆ．フェル
フォールト×Ｐ．ヒュルズ

【7】ＮＬ16-1578547 ＢＣ ♀ クーン・ミンダーハウト作 同腹／156)
父)スーパー・ダーク・27 ＮＬ10-1767127 Ｊ.Ｍ.ダーネ(クラブ・メート)作翔 オルレアン 3,023 羽中総合優勝、
、
ブロイル 758 羽中優勝、同 4,027 羽中優勝、センスＰ6,007
羽中優勝、センスＰ6,007 羽中総合 2 位、シャトードゥン 4,367 羽中総合
2 位 12 年ＳＳエース鳩第1 位
祖父)122・ファン・スーパー・コッペル ＮＬ08-1626122 ＢＣ 両親共ギレス・ドノーイヤー作翔 ポメロイル
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優勝、ピティヴィエ優勝、クライル２回優勝他
祖母)ＮＬ08-3812260 ギレス・ドノーイヤー作翔 入賞多数
母)ＮＬ14-3413409 ミンダーハウト＝Ｊ.ホーイマンス共作
祖父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ ピティヴィエ 5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO
3,077 羽中総合優勝、
シャトローNPO2,227
羽中総合優勝、
モルリンコート1,259
シャトロー
羽中総合優勝 ギエン3,548 羽中総合3 位、
羽中2 位 ゲブローケン・フリューヘル×フランシスカ(Ａ.デルヴァ作 ヴァレンチノ×ポーリーン)
祖母)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
シャトロー
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
中総合優勝
兄弟／超銘鳩ハリー
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

【8】ＮＬ16-3612447 Ｂ ♀ クーン・ミンダーハウト作 同腹／153)
父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ ピティヴィエ 5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総
合優勝、シャトローNPO2,227 羽中総合優勝、ギエン 3,548 羽中総合 3 位、モルリンコート 1,259 羽中 2
位
祖父)ゲブローケン・フリューヘル ＮＬ05-0514804 直仔／モルリンコート 7,962 羽中総合優勝、ピティヴ
ィエ NPO6,340 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総合優勝、シャトローNPO2,227 羽
中総合優勝、モルリンコート 1,465 羽中優勝、クライル 10,0083 羽中総合 7 位、同 5,015 羽中総合 23
位、モンリュソン 4,196 羽中総合 4 位 550・ファン・スーパー・コッペル×ブールジュ・ダィフイェ
祖母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作 別記参照
母)ロード・オーホイェ ＮＬ09-3912393 Ｂ ピティヴィエ 5,015 羽中総合優勝、
羽中総合優勝 ブロイル 8,762 羽中総合 9
位、オルレアン NPO6,067 羽中総合 15 位、ビールグニース 8,381 羽中総合 23 位、モルリンコート 1,664
羽中 7 位他
祖父)ブラウ・522 ＮＬ04-0421522 直仔／アルジャントンＮ19,305
羽中総合優勝、シャトローNPO3,832
直仔／アルジャントンＮ
羽中総合優勝、シャトロー
羽中総合優勝、ナントイル NPO17,465 羽中総合優勝、ペロンヌ 11,724 羽中総合優勝、ツール 6,144
羽中総合優勝、シャンティー1,474
羽中優勝他
ゾーン・ダニエル×マキシマ(Ｅ.ロイテネ)
羽中総合優勝、シャンティー
羽中優勝
祖母)バーニー・742 ＮＬ02-0208742 同腹／オルレアン・ダイフイェ 兄弟の直仔／05-0744 ペロンヌ
3,392 羽中総合優勝、05-697 ルフェック NPO2,837 羽中総合優勝、アルジャントン NPO2,991 羽中総
合 13 位、オルレアン NPO3,354 羽中総合 4 位、03-561 ツール NPO8,018 羽中総合 3 位 バーニー×
ゴウドクロンプイェ・864

【9】ＮＬ16-1288690 ♀ ペーター・ヤンセン作 同腹／149)
父)デア・ベステ ＮＬ09-1647161 ペーター・フェーンストラ作 兄弟／ドルチェ・ヴィタ シャトローNPO
シャトローNPO
1,418 羽中総合優勝、ゲネップ
羽中総合優勝、ゲネップ 7,890 羽中総合優勝、ハースドンク 2,657 羽中優勝、ポメロイル 1,456
羽中優勝、フィルフォールデ 1,125 羽中優勝、セザンヌ 1,047 羽中優勝他、11
羽中優勝他、11 年オリンピアードＮ第 1
位、Ｎエース鳩第 1 位
祖父)ダヴィンチ ＮＬ04-5435151 Ｐ.フェーンストラ作翔 アブリス NPO7,946 羽中総合優勝、メーネン
16,753 羽中総合 2 位 コープマン作のディルキー×00-178
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祖母)スペシャル・ブルー ＮＬ05-1909293 Ｐ.フェーンストラ作 ミスター・ブルー×イズラ
母)ＤＶ09711-12-205 ＬＢＣ ハインツ・マイアー＝ラーデン共同鳩舎作 ドイツ西部エース鳩第1、2 位の妹
祖父)ゴールド・シュトック ＮＬ05-1936624 Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 スーパー種鳩 ゾーン・ロリス
×ゴールデン・レディ
祖母)パール ＤＶ09711-08-600 マイアー＝ラーデン共同鳩舎作 アス×ボニー＆クライドの娘

【10】ＮＬ15-1875401 ＢＣ ♀ ペーター・ヤンセン作
兄弟／62、92 連盟エース鳩第 1、6 位 同腹／150)
父)ゾーン・カースブール Ｂ09-6358797 ガストン・ファンデヴァウワー作
祖父)カースブール Ｎ98-6335690 Ｂ 両親共Ｇ.ファンデヴァウワー作 スーパー種鳩
祖母)Ｂ04-6307341 Ｂ Ｇ.ファンデヴァウワー作 カースブール直仔×テオ・アイスコウト
母)ＤＶ09711-07-331 ＢＣ マイアー＝ラーデン共同鳩舎作
祖父)Ｂ98-6523223 Ｂ ディルク・ファンダィク作 カンニバール×アス・ダィフ
祖母)Ｂ97-5150636 ＢＣＷ クレメント・ロベン作 ４羽のＮエース鳩の妹 ボニー＆クライドの娘

【11】ＮＬ16-1288685 ＢＣ ♀ ペーター・ヤンセン作 同腹／151)
父)ミュラー ＤＶ00144-10-92 ＢＣ Ｐ.ヤンセン作翔 センス NPO6,423 羽中総合優勝、
、モルリンコートＰ
24,532 羽中総合優勝、ブロア NPO4,950 羽中総合 4 位、シャトローＮⅢ12,422
シャトローＮⅢ12,422 羽中総合 9 位他でフォンド
シュピーゲル紙 13～
13～15 年Ｎエース鳩第１位 ゾーン・カースブール×331
ゾーン・カースブール×331
※前記 10)の全兄
10)の全兄
母)ミス・ドルチェ・ヴィタ ＤＶ00147-11-554 ブロア NPO3,727 羽中総合 20 位、シャトードゥン NPO6,544
羽中総合 21 位、オーセール NPO8,540 羽中総合 22 位、ブールジュ NPO5,088 羽中総合 24 位、モルリンコ
ートＰ24,532
ートＰ24,532 羽中総合 17 位、ナントィルＰ12,621
ナントィルＰ12,621 羽中総合 40 位、サンカンタン 1,913 羽中 11 位他でフ
ォンドシュピーゲル紙 14～
14～15 年Ｎエース鳩第１位
祖父)デア・ベステ ＮＬ09-1647161 ペーター・フェーンストラ作 兄弟／ドルチェ・ヴィタ シャトロー
NPO1,418 羽中総合優勝、ゲネップ 7,890 羽中総合優勝、ハースドンク 2,657 羽中優勝、ポメロイル
1,456 羽中優勝、フィルフォールデ 1,125 羽中優勝、セザンヌ 1,047 羽中優勝他、11
羽中優勝他、11 年オリンピアー
ドＮ第 1 位、Ｎエース鳩第 1 位 ダヴィンチ×スペシャル・ブルー
祖母)ＤＶ09711-07-102 ロター・ブリッツ×ＤＶ09711-00-391

【12】ＮＬ16-1288693 Ｂ ♂ ペーター・ヤンセン作 同腹／152)
父)ロード・ローエングリン ＤＶ00147-10-634 Ｂ Ｐ.ヤンセン作翔 11 年 15 回入賞 ブールジュ NPO
3,037 羽中総合優勝、同 NPO5,088 羽中総合 7 位、サルブリ NPO7,137 羽中総合優勝他 13 年フォンド・
シュピーゲル誌Ｎエース鳩第 1 位 15 年オリンピアード代表
祖父)アドミラル ＮＬ74-1087458 11 年１才鳩ドイツＮエース鳩第 33 位
祖母)ディー・ボンテ ＤＶ05388-04-484 ＢＣＷ エルンスト・ネーベル作 レイナールトのフィガロの娘
母)エリザ・ファン・ブラバン ＮＬ15-3506871 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作 異父兄／ミスター・ブラッドレー
13 年シャトローNPO 3,228 羽中総合優勝、同 NPO2,227 羽中総合 5 位他で、当日長距離エース鳩第 1
位 姉／14-304 ロワイエ 532 羽中優勝、同 2,435 羽中優勝他
祖父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ ピティヴィエ 5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO
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3,077 羽中総合優勝、
シャトローNPO2,227
羽中総合優勝、
モルリンコート1,259
シャトロー
羽中総合優勝 ギエン3,548 羽中総合3 位、
羽中2 位 ゲブローケン・フリューヘル×フランシスカ(Ａ.デルヴァ作 ヴァレンチノ×ポーリーン)
祖母)ロード・オーホイェ ＮＬ09-3912393 Ｂ ピティヴィエ
8,762 羽中
ピティヴィエ 5,015 羽中総合優勝、ブロイル
羽中総合優勝
総合 9 位、オルレアン NPO6,067 羽中総合 15 位、ビールグニース 8,381 羽中総合 23 位、モルリン
コート 1,664 羽中 7 位他 ブラウ・522×バーニー・742

【13】Ｂ16-6263086 ＢＣ ♂ ウィリー・ダニエルス作 同腹／145)
全姉／サラ 15 年イソウドゥンＮ11,984 羽中総合 5 位、16 年 KBDB1 才鳩大中距離Ｎエース鳩第 1 位 16 年ベ
ルギー3～7 回Ｎレース最優秀 1 才鳩全 1 位 アルジャントンＮ12,449
羽中総合 2 位、同ゾーン 3,617 羽中
アルジャントンＮ
優勝、同 18,363 羽中総合 45 位、ブールジュＮ19,889
羽中総合 28 位、シャトローＮ9,540
羽中総合 32
位、ブールジュＮ
位、シャトローＮ
位、モンリュソンＮ10,753
羽中総合 119 位、ラ・スーテレーヌＮ9,580
羽中総合 119 位
位、モンリュソンＮ
位、ラ・スーテレーヌＮ
父)Ｂ13-6314344 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ11-6191099 ＤＣＷ ド・ズッテ×ヴィットノイス
祖母)リヒテ・リモ Ｂ06-6108513 ド・リモ(リモージュＮ17,546 羽中総合 4 位)×ヘット・ナショナール
チェ(ラ・スーテレーヌＮ16,297 羽中総合 35 位)
母)Ｂ13-6051147 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ11-6140809 ゾット(優勝 14 回)の孫
祖母)Ｂ07-6044245 Ｓ 061 の孫

【14】Ｂ16-6064129 Ｂ ♀
ウィリー・ダニエルス作
父)サラの同腹 Ｂ15-6034009 Ｗ.ダニエルス作 同腹／サラ
同腹／サラ 15 年イソウドゥンＮ11,984
年イソウドゥンＮ11,984 羽中総合 5 位、16
年 KBDB1 才鳩大中距離Ｎエース鳩第 1 位 16 年ベルギー3～7 回Ｎレース最優秀 1 才鳩全 1 位 アルジャ
ントンＮ12,449
羽中総合 2 位、
同ゾーン 3,617 羽中優勝、
同 18,363 羽中総合 45 位、
ブールジュＮ19,889
ントンＮ
ブールジュＮ
羽中総合 28 位、シャトローＮ9,540
羽中総合 32 位、モンリュソンＮ10,753
羽中総合 119 位、ラ・ス
位、シャトローＮ
位、モンリュソンＮ
ーテレーヌＮ9,580
羽中総合 119 位
ーテレーヌＮ
祖父)Ｂ13-6314344 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6191099×リヒテ・リモ
祖母)Ｂ13-6051147 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6140809×Ｂ07-6044245
母)カート Ｂ15-6034025 Ｗ.ダニエルス作翔 シャトローＮ9,540 羽中総合優勝、同 16,390 羽中最高分速、
、
同Ｎ10,442
アルジャントンＮ12,449
ブールジュＮ19,889
同Ｎ10,442 羽中総合 59 位、
アルジャントンＮ12,449 羽中総合 9 位、
ブールジュＮ19,889 羽中総合 86 位、
兄弟／カイラ
兄弟／カイラ ブールジュＮ19,889
ブールジュＮ19,889 羽中総合 45 位、アルジャントンＮ18,363
アルジャントンＮ18,363 羽中総合 125 位他 16 年ベ
ルギー7 回Ｎレース最優秀 1 才鳩 6 位、KBDB1 才鳩大中距離Ｎエース鳩第 20 位、
、
1616-6064105 スープ 1,378
羽中優勝、ヴィエルゾンＩＰ3,108
羽中優勝、ヴィエルゾンＩＰ3,108 羽中総合 10 位、アルジャントンＮ19,592
位、アルジャントンＮ19,592 羽中総合 19 位他
祖父)Ｂ08-637362 Ｗ.ダニエルス作 モーリス・フーツのリヒテ・ブールジュの玄孫
祖母)Ｂ10-6025224 Ｗ.ダニエルス作 兄弟／ニッキー シャトローＮ総合優勝
Ｂ07-6044289×Ｂ09-6217201

【15】Ｂ16-6263085 ＢＣＷ ♀ ウィリー・ダニエルス作
異父兄弟／アスケ 1 グレＮ7,681
グレＮ7,681 羽中総合 55 位、同Ｎ16,988
位、同Ｎ16,988 羽中総合 165 位、ブールジュＮ22,663
位、ブールジュＮ22,663 羽中
総合 77 位、同Ｎ13,588
、アスケ 2 シャト
同Ｎ13,588 羽中総合 136 位他 アントワープ連盟若鳩長距離エース鳩第 1 位、
ローＮ12,071
ローＮ12,071 羽中総合 54 位、ブールジュＮ18,478
ブールジュＮ18,478 羽中総合 62 位他 アントワープ連盟若鳩長距離エース鳩
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第 2 位、ステファニー
、ステファニー ブールジュＮゾーン 5,691 羽中 2 位、ヴィエルゾンＩＰ9,004
位、ヴィエルゾンＩＰ9,004 羽中総合 6 位、シャ
トローＮ18,604
トローＮ18,604 羽中総合 11 位、同Ｎ19,691
位、同Ｎ19,691 羽中総合 66 位、グレＮ7,681
位、グレＮ7,681 羽中総合 14 位、アルジャントン
Ｎ12,187 羽中総合 100 位他 15 年 KBDB 大中距離Ｐエース鳩第 2 位
父)Ｂ09-6217203 Ｗ.ダニエルス作 兄弟デン・
デン・37
デン・37 は、アルジャントンＮ総合優勝、ドルトムント・オリ
ンピアード第１位
祖父)Ｂ04-6217290 Ｍ.フーツ×デマイヤー父子
祖母)Ｂ04-6217299 両親共Ｍ．フーツ系
母)Ｂ09-62129144 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ05-6230022 Ｓ 優勝 3 回 アゲンプールの栗の直仔
祖母)Ｂ06-6073005 ゾットの妹クィーニィの孫

【16】Ｂ16-6264191 Ｂ ♂ ウィリー・ダニエルス作 兄弟／147)
全兄弟／エース
全兄弟／エース・
エース・ウィリー
ウィリー 1515-6034050 15 年キュールゲム・
キュールゲム・サントル若鳩Ｎエース鳩第
サントル若鳩Ｎエース鳩第 2 位 アルジャ
ントンＮ11,223
ントンＮ11,223 羽中総合 6 位、同ゾーン 3,130 羽中優勝、シャトローＮ10,442
羽中優勝、シャトローＮ10,442 羽中総合 106 位
父)Ｂ14-6082136 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ11-6140874 ブラック・ジャック孫×ゾットの妹クイーニー
祖母)Ｂ13-6051602 Ｖ.デヴィルダー作 Ｇ.ファンデヴァウワーの筋
母)Ｂ12-6201815 Ｗ.ダニエルス作
祖父)ゾーン・37 Ｂ08-6130500 父デン・37
父デン・37 は、アルジャントンＮ総合優勝、ドルトムント・オリンピア
ード第１位
祖母)Ｂ08-6259526 ファーレ・ゲーリンクスの孫

【17】ＮＬ15-1899160 ＢＣＷ ♀ コール・デハイデ作
異母姉／
羽中総合 2 位、同 ＩＮ19,089
羽中総合 4 位
異母姉／ブルー・ドリーム
ブルー・ドリーム 15 年バルセロナＮ
年バルセロナＮ5,183
セロナＮ
ＩＮ
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 74 位、
バルセロナＮ
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
同Ｎ
羽中優勝、同Ｎ
賞 ZLU バルセロナエース鳩第 1 位
祖父)ドン・ミッシェル ＮＬ96-9659671 ＢＣ ペルピニャンＮ3
ペルピニャンＮ 回入賞内 5,479 羽中総合 17 位、同Ｎ7,195
同Ｎ
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
位他、同ＩＮ
賞内 3,755 羽中総合 39 位、同Ｎ5,617 羽中総合 58 位他 ダックス、マルセイユ各 3 年エース鳩第 1 位
祖母)ＮＬ07-1838400 ＤＣ 種鳩 直仔／バルセロナＮ7,046 羽中総合 94 位、ペルピニャン 301 羽中優
勝、同Ｎ5,607 羽中総合 74 位、バルセロナＮ6,392 羽中総合 100 位他 ゾーン・クランパー×アンネ
ット(バルセロナＮ7,489 羽中総合優勝、同ＩＮ25,835 羽中総合 2 位)
母)ファヴォリーの娘 ＮＬ11-3025101 ＤＣＷ 即種鳩 コール・デハイデ作
祖父)ド・ファヴォリー ＮＬ08-3818648 ＤＣ ダックスＰ2,543
羽中優勝、同Ｎ11,753
羽中総合 4 位他、カ
ダックスＰ
羽中優勝、同Ｎ
オールＮ13,185 羽中総合 33 位、サンバンサンＰ3,842 羽中 11 位、ボルドー4,602 羽中 26 位 クィー
ン・トニー(バルセロナＮ13,066 羽中総合優勝)直仔×Ｊ．ホーイマン作 超銘鳩クライネ・ディルク孫
祖母)マルメルダ ＮＬ08-3828610 ＤＣ ファンデールマッテン兄弟作 ボルドーＮ18,023
羽中総合7
ボルドーＮ
羽中総合 位、
同Ｎ13,242
羽中総合 22 位、カオールＮ13,185
羽中総合 7 位、モントーバンＮ18,668 羽中総合 45 位、
同Ｎ
位、カオールＮ
ベルジェラックＮ4,884 羽中総合 113 位、ポーランド・オリンピアード幻代表 Ｃ．デハイデ(クランパー・
ゲヤ・ライン)×ファンデールマッテン作ゲヤの曾孫 純コール・デハイデ血統
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【18】ＮＬ16-1609776 ＤＣＷ ♂ コール・デハイデ作 兄弟／143)
父)ブロア・ブルー・ドリーム ＮＬ12-1714152 Ｂ Ｃ．デハイデ作翔 姉妹／ブルー・ドリーム 15 年バルセ
ロナＮ5,183 羽中総合 2 位、同 ＩＮ19,089 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 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
ルピニャンの孫
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
羽中優勝、同ＩＮ
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
羽中優勝、同ＩＮ
Ｎ5,616 羽中総合 107 位、ボルドー572
羽中 51 位他、
、ボルドー
位他、バルセロナ IN2 年間のエース鳩第 1 位
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
直仔／ダックスＮ
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

【19】ＮＬ16-1609780 Ｂ ♀ コール・デハイデ作 同腹／142)
父)ＮＬ15-1793535 ＢＣ コール・デハイデ作
祖父)ＮＬ10-3054666 ＢＣＷ Ｃ.デハイデ作 ゾーン・ドン・ミッシェル×ドン・ミッシェル孫
祖母)ブルー・ドリーム ＮＬ12-3220448 Ｂ Ｃ．
デハイデ作翔 15 年バルセロナＮ5,183
羽中総合 2 位、
年バルセロナＮ
同ＩＮ19,089
羽中総合 4 位、マルセイユＮ4,899 羽中総合 155 位 ヨンゲ・ドン・ミッシェル×ＮＬ
同ＩＮ
09-3959144
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
、リモ
ージュ 2,762 羽中総合 210 位
祖父)インテールト・クランパー ＮＬ04-2173790 祖母)ペルピニャン・ドィビンの娘 ＮＬ07-1928341

【20】ＮＬ16-1609782 ＤＣ ♂ コール・デハイデ作 ※超銘鳩ブーメランの近親
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 ド・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 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Ｐ3,600
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)ＮＬ10-3021354 ＤＣ ファンキーボーム兄弟作
祖父)超銘鳩ブーメラン ＮＬ07-3728528 ファンキーボーム兄弟作翔 サンバンサンＮ11,180
羽中総合
サンバンサンＮ
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 位他(Ｊ．ファンデホイフェ
位他、タルベＮ
位他、ダックスＮ
ル×Ｃ.デハイデ)
9

祖母)ＮＬ04-0480214 ＢＣ ファンキーボーム兄弟作翔 サンバンサンＮ13,427 羽中総合 46 位、
ダック
スＮ14,605 羽中総合 71 位他 コール・デハイデ×バイスターフェルド

【21】
“ジルタキ ”Ｂ12-3142078 ＢＣ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作翔
フォンテネイ 265 羽中優勝、同Ｐ4,659
羽中優勝、同Ｐ4,659 羽中総合 5 位、同 116 羽中優勝、同Ｐ2,603
羽中優勝、同Ｐ2,603 羽中総合 59 位、オルレ
アン 145 羽中優勝、
羽中優勝 同Ｐ1,991 羽中総合 22 位、クレルモンＰ9,439 羽中総合 20 位、ラ・スーテレーヌＮ4,161
羽中総合 52 位、ポアチエＮ12,379 羽中総合 430 位他多数上位入賞 13 年 KBDB 中距離Ｐエース鳩第 7 位
兄弟／21)
兄弟／21)
兄弟／ラファエラ 優勝 4 回内ブリオンヌＰ3,308
回内ブリオンヌＰ3,308 羽中総合優勝 リゴベルト(13
リゴベルト(13(13-176) 15 年ラ・スーテレ
ーヌＮ9,760
ーヌＮ9,760 羽中総合優勝の父 ナタリア(13
ナタリア(13(13-175) 15 年ラ・スーテレーヌＮ9,760
年ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 4 位の母、
位の母
他
ラファエラの同腹 13 年ラ・スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 30 位、アンドレア ラ・スーテレーヌＮ6,203
羽中総合 5 位他、アグネタ ポントワーズＰ11,506 羽中総合 22 位、ツールＰ5,667 羽中総合 61 位他
父)エクスプロシーフ ＮＬ11-1742470 ヴィレム・ドブルイン作
祖父)タイタン ＮＬ07-1822466 Ｗ．ドブルイン作 アポロ×レア
祖母)フェアリー・テール ＮＬ06-1071928 Ｗ.ドブルイン作翔 アブリスＰ2,764 羽中総合優勝 直仔／
オリンピック・ハリケーン 孫／オリンピック・フローム ファンタスト×フィーナ
母)ジプシー Ｂ11-6244601 リック・ヘルマンス作
祖父)ディッケ・ファン・ド・ヤールリング ＮＬ10-1913004 孫／ラファエラ(Ｌ.＆Ｈ.シウン) ブリオネＰ
3,308 羽中総合優勝、フォンテネー優勝、他同鳩舎で優勝 3 羽 兄弟／アテナ 基礎鳩ヤールリング・
ドンダースティーン×バブルスの娘
祖母)Ｂ08-6340471 Ｒ.ヘルマンス作 全兄弟／スターリー ブールジュＮ37,357
ブールジュＮ37,357 羽中総合 52 位他で
位他 3Ｎ
レース最優秀若鳩第 4 位、4
位、4Ｎレース最優秀若鳩第 7 位 ムンリ アルジャントンＮ22,4
アルジャントンＮ22,442
22,442 羽中総合
36 位他 ブロア・スターリー ドールダン 1,013 羽中優勝 プロパー×クライン・マルティーン

【22】Ｂ16-3103709 Ｂ ♂ ルク＆ヒルデ・シウン作 同腹／137)
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、直仔／ブリオンヌＰ
直仔／ブリオンヌＰ6,428
直仔／ブリオンヌＰ6,428 羽中総合 5 位，ポントワーズＰ10,712
位，ポントワーズＰ10,712 羽中総合 33 位
祖父)リゴベルト Ｂ13-3138176 同腹の直仔／ラ・スーテレーヌＮ6,203 羽中総合4 位 兄弟／ラファエラ、
ジルタキ、アンドレア ドブルイン×リック・ヘルマンス
祖母)エミリア Ｂ11-3088148 直仔／ルカ アルジャントンＮゾーン優勝 両親リック・ヘルマンス
母)ウィレミナ Ｂ13-3138072 ルク＆ヒルデ・シウン作翔 14 年ポアチエＮ14,109 羽中総合優勝、同 26,486
羽中最高分速 全姉妹／15-219 ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 6 位
祖父)スピデイ ＮＬ11-1742464 ヴィレム・ドブルイン作 ジェローン×ブルー・フェーム
祖母)マリー・アン ＮＬ09-1191334 デイジー(ブールジュＮ総合優勝)の娘

【23】Ｂ16-3103859 ＢＣ ♂ ルク＆ヒルデ・シウン作
兄弟／ラファエラ 優勝 4 回内ブリオンヌＰ3,308
回内ブリオンヌＰ3,308 羽中総合優勝 リゴベルト(13
リゴベルト(13(13-176) 15 年ラ・スーテレ
ーヌＮ9,760
ーヌＮ9,760 羽中総合優勝の父 ナタリア(13
ナタリア(13(13-175) 15 年ラ・スーテレーヌＮ9,760
年ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 4 位の母、
ラファエラの同腹 13 年ラ・スーテレーヌＮ11,236
スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 30 位、アンドレア ラ・スーテレーヌＮ6,203
スーテレーヌＮ6,203
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羽中総合 5 位他、アグネタ ポントワーズＰ11
ポントワーズＰ11,506
11,506 羽中総合 22 位、ツールＰ5,667
ツールＰ5,667 羽中総合 61 位他 ジル
タキ フォンテネイ 265 羽中優勝、同Ｐ4,659
羽中優勝、同Ｐ4,659 羽中総合 5 位、同 116 羽中優勝、同Ｐ2,603
羽中優勝、同Ｐ2,603 羽中総合 59 位、
オルレアン 145 羽中優勝、同Ｐ1,991
羽中優勝、同Ｐ1,991 羽中総合 22 位、クレルモンＰ9,439
位、クレルモンＰ9,439 羽中総合 20 位、ラ・スーテレー
ヌＮ4,161
21)参照
ヌＮ4,161 羽中総合 52 位他多数上位入賞 13 年 KBDB 中距離Ｐエース鳩第 7 位
父)エクスプロシーフ ＮＬ11-1742470 ヴィレム・ドブルイン作
祖父)タイタン ＮＬ07-1822466 Ｗ．ドブルイン作 アポロ×レア
祖母)フェアリー・テール ＮＬ06-1071928 Ｗ.ドブルイン作翔 アブリスＰ2,764 羽中総合優勝 直仔／
オリンピック・ハリケーン 孫／オリンピック・フローム ファンタスト×フィーナ
母)ジプシー Ｂ11-6244601 リック・ヘルマンス作
祖父)ディッケ・ファン・ド・ヤールリング ＮＬ10-1913004 孫／ラファエラ(Ｌ.＆Ｈ.シウン) ブリオネＰ
3,308 羽中総合優勝、フォンテネー優勝、他同鳩舎で優勝 3 羽 兄弟／アテナ 基礎鳩ヤールリング・
ドンダースティーン×バブルスの娘
祖母)Ｂ08-6340471 Ｒ.ヘルマンス作 全兄弟／スターリー ブールジュＮ37,357
ブールジュＮ37,357 羽中総合 52 位他で
位他 3Ｎ
レース最優秀若鳩第 4 位、4
位、4Ｎレース最優秀若鳩第 7 位 ムンリ アルジャントンＮ22,442
アルジャントンＮ22,442 羽中総合
36 位他 ブロア・スターリー ドールダン 1,013 羽中優勝 プロパー×クライン・マルティーン

【24】Ｂ16-3141356 Ｂ ♂ ルク＆ヒルデ・シウン作 同腹／140)
父)ブラム Ｂ14-3034054 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 ブリオンヌ 211 羽中優勝、同Ｐ4,289
羽中優勝、同Ｐ4,289 羽中総合 4 位、ポン
トワーズＰ20,341
トワーズＰ20,341 羽中総合 94 位他 兄弟／シャオ・リ ラ・スーテレーヌＮ6,203
ラ・スーテレーヌＮ6,203 羽中総合 4 位他 異母
兄弟／アレクシア
兄弟／アレクシア 14 年ポアチエＮ14,094
年ポアチエＮ14,094 羽中総合 9 位、15
位、15 年ラ・スーテレーヌＰ930
年ラ・スーテレーヌＰ930 羽中優勝、同
Ｎ4,161 羽中総合 2 位
祖父)アポロ・ジュニア ＮＬ11-1742472 ウィレム・ドブルイン作 アポロ×ロザリンド
祖母)ナタリア Ｂ13-3138175 Ｌ.＆Ｈ.シウン作 同腹の直仔／ナイロ 15 年ラ・スーテレーヌＮ
年ラ・スーテレーヌＮ532Ｋ
532Ｋ
9,760 羽中総合優勝 同 12,308 羽中最高分速
母)マルゴー Ｂ12-31420522 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 12 年アルジャントンＮ25,949
年アルジャントンＮ25,949 羽中総合 44 位、13 年ラ・
スーテレーヌＮ11,236
スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 97 位、14
位、14 年モンリュソン 291 羽中優勝、同Ｎ14,230
羽中優勝、同Ｎ14,230 羽中総合 43 位、フ
ォンテネイ 182 羽中優勝、15
羽中優勝、15 年ラ・スーテレーヌＮ4,161
年ラ・スーテレーヌＮ4,161 羽中総合 7 位、16
位、16 年クレルモン 9,439 羽中総
合 3 位、アルジャントンＮⅡ9,228
位、アルジャントンＮⅡ9,228 羽中総合 5 位、同ＮⅠゾーン
位、同ＮⅠゾーン 1,249 羽中 6 位 ツールＰ4,113
ツールＰ4,113 羽中総
合 17 位他で、同年Ｎエース鳩第 14 位
祖父)ソン・スヴェン Ｂ11-6244612 リック・ヘルマンス作 スヴェン×マルティン
祖母)ブライアン ＮＬ11-1742491 ヴィレム・ドブルイン作 オリンピック・ゼウスの孫

【25】
“プラチナ” ＮＬ14-1651343 Ｂ ♀ フェルブリー共同鳩舎作翔
メルン 8,042 羽中総合 14 位、ポン・サン・マクサンス 8,244 羽中総合 41 位、サン・カトリーヌ・ワーヴァ
ー6,735 羽中総合 44 位、ブールジュ 620Ｋ
620Ｋ1,583 羽中総合 53 位、シャトロー665
シャトロー665Ｋ
665Ｋ1,181 羽中総合 47 位 12
年鷹に襲われ負傷後種鳩 同腹／プラチノ
同腹／プラチノ 6,372 羽中総合優勝、1,170
羽中総合優勝、1,170 羽中優勝他で PIPA ランキング最優
秀１才鳩第 8 位
父)リコ Ｂ10-6357212 ＢＷ ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 全兄弟／ビューティーフライ アルジャン
トン 426 羽中優勝 同Ｎ25,583
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22 位、ブールジュＮ22,476
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Ｎ17,109 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、
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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
祖父)サイコ Ｂ01-0189340 Ｍ．ファンデンブランデン＝ヘルマンス作 ホスペル＝エルファー使翔
ホウデン 743 羽中優勝、同 1,548 羽中 2 位、ヴェルヴィン 1,043 羽中 4 位、トロイ 587 羽中 7 位 直
仔／02-210 若鳩Ｐエース鳩１位、
06-707 若鳩長距離エース鳩 1 位、
06-681 オルレアン NPO8,611
羽中総合 13 位 ヴィットノィス×フィーン・200
祖母)ゴールド・ピース ＮＬ06-1321965 直仔／11-403 ピティヴィエ 162 羽中優勝 ヤールリング・ド
ンダースティーン×ヤンセン・ドィビン
母)スヴェトラーナ ＮＬ09-1375385 Ｂ ヤン・ホーイマンス作
祖父)ジェームス・ボンド ＮＬ06-1267007 Ｂ 弟／超銘鳩ハリー他
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、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)ツールスケ ＮＬ04-1036705 Ｂ Ｊ.ホーイマンス作翔 オルレアン NPO9,040 羽中総合 13 位、ツ
ール NPO6,238 羽中総合 16 位、
オルレアンＮ北 13,181 羽中総合 66 位 直仔／オッフェンブルグ 7,151
羽中総合 6 位

【26】
“スペシャル・ワン” ＮＬ16-1243434 Ｂ ♂ フェルブリー共同鳩舎作 同腹／133)
父)リモ ＮＬ03-1287765 Ｂ Ａ.スカーラーケンス作 スーパー種鳩 直仔／マルチノ、アニタ Ｎ最優秀雌鳩
祖父)ＮＬ95-2067230 Ｂ 両親共Ａ．スカーラーケンス作 兄弟／144、145
祖母)ＮＬ01-2055992 Ｂ 両親共Ａ．スカーラーケンス作 インヴィンシブル×スーパーチェ
母)サマンタ ＮＬ14-1651260 Ｂ フェルブリー共同鳩舎作翔 ポン・サン・マクサンス NPO15,083 羽中総
合 8 位、
同 NPO9,427 羽中総合 7 位、
同 4,331 羽中総合優勝、
サンカンタン 8,335 羽中総合 13 位、
同 2,641
羽中 12 位、同 9,325 羽中総合 61 位、同 2,379 羽中 11 位、デュッフェル 6,170 羽中総合 13 位、同 1,367
羽中 7 位、フューリー1,279
位、フューリー1,279 羽中優勝
祖父)コント ＮＬ05-2159336 ＢＣ Ｅ.ホーホランド作 兄弟／ゴールデン・クラウン 直仔／サフィ
ーナ ストロームベーク 4,430 羽中総合優勝、ポメロイル 2,483 羽中優勝、オルレアン 3,852 羽中優
勝、同Ｎ16,654 羽中総合 5 位、デュッフェル 2,714 羽中 2 位 ＮＬ02-1286×セナ
祖母)カプリナ Ｂ10-6297675 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 エィカプリオ×カンニバールの娘
直仔／クラシア モルリンコート 3,182 羽中優勝、ポン・サン・マクサンス 1,127 羽中 2 位他

【27】
“スペシャル・シックス” ＮＬ16-1243400 Ｂ ♂ フェルブリー共同鳩舎作
兄弟／134)
父)セルジオ ＮＬ05-2159337 ＢＣ Ｅ．ホーホランド作 兄弟／ゴールデン・クラウン(14,382
兄弟／ゴールデン・クラウン(14,382 羽中総
合優勝、14,300
合優勝、14,300 羽中総合優勝他で、Ｎ最優秀若鳩第 1 位) 直仔／ナキタ 優勝 3 回 ヴィオラ NPO
ブロア 25,597 羽中総合 10 位他
祖父)ＮＬ02-2211286 Ｂ 両親ファンルーン作
祖母)センナ ＮＬ01-5116808 ＢＣ フェルブリー作 ブランコ×ボンチェ
母)カプリナ Ｂ10-6297675 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 直仔／グラシア モルリンコート 3,182 羽
12

中優勝、ポン・サン・マクサンス 130 羽中優勝(1,127
羽中優勝(1,127 羽中 2 位)、フューリー2,598
、フューリー2,598 羽中 3 位、ファナ
タキェブラン 7,004 羽中 12 位、ニールグニース 233 羽中優勝(
羽中優勝(同 3,825 羽中 9 位)、フューリー2,978
、フューリー2,978
羽中 4 位、サマンタ ポン・サン・マクサンス NPO15,083 羽中総合 8 位、同 9,427 羽中 7 位、同 4,331
羽中優勝、フューリー1,279
羽中優勝、フューリー1,279 羽中優勝他
祖父)ディ・カプリオ Ｂ05-6045015 ＢＣ レオ・ヘレマンス作翔 1,928 羽中優勝、1,580 羽中優勝、
1.278 羽中優勝他
祖母)カンニバールの娘 Ｂ02-6256226 ＢＣ Ｄ.ファンダィク作

【28】
“スペシャル・フォー” ＮＬ16-1243435 Ｂ ♀ フェルブリー共同鳩舎作 同腹／136)
父)リコ Ｂ10-6357212 ＢＷ ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 全兄弟／ビューティーフライ アルジャン
トン 426 羽中優勝 同Ｎ25,583
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22 位、ブールジュＮ22,476
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Ｎ17,109 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
祖父)サイコ Ｂ01-0189340 Ｍ．ファンデンブランデン＝ヘルマンス作 ホスペル＝エルファー使翔
ホウデン 743 羽中優勝、同 1,548 羽中 2 位、ヴェルヴィン 1,043 羽中 4 位、トロイ 587 羽中 7 位 直
仔／02-210 若鳩Ｐエース鳩１位、
06-707 若鳩長距離エース鳩 1 位、
06-681 オルレアン NPO8,611
羽中総合 13 位 ヴィットノィス×フィーン・200
祖母)ゴールド・ピース ＮＬ06-1321965 直仔／11-403 ピティヴィエ 162 羽中優勝 ヤールリング・ド
ンダースティーン×ヤンセン・ドィビン
母)アニータ ＮＬ10-1326498 Ｂ ナントィル 18,340 羽中総合 75 位、ブロア NPO25,597 羽中総合 20 位
他上位 1％内入賞多数 WHZB 最優秀雌鳩Ｎ第
最優秀雌鳩Ｎ第 1 位(18 レース)
祖父)リモ ＮＬ03-1287765 Ｂ 両親共Ａ．スカーラーケンス作 スーパー種鳩 上記参照
祖母)コーラ ＮＬ05-1574879 Ｂ 両親共Ｃ.レイテンス作 直仔／サリノ ブールジュ NPO4,800 羽中総
合 6 位、ブロア NPO5,186 羽中総合 8 位 サブリナ 上位入賞多数 ラメールトの娘

【29】
“ウルティーメ・プロパー”B15-6063599 Ｂ♀ リック・ヘルマンス作
父)プロパー Ｂ06-6212441 トップ・ブリーダー 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 孫・ひ孫／カノン、カノンの同腹他 N エース鳩多数
祖父)スコーネ・ファン・ド・ヤールリング Ｂ02-6257770 直仔／08-253 アルジャントンＮ5,763 羽中総
合 13 位 11-822 クライル 135 羽中優勝 基礎交配ヤールリング・ドンダースティーン×ヤンセン・ド
ィビン
祖母)ブラウ・コラフレスケ Ｂ05-6445580 Ｅ．ヤンセン作 04-409(カンニバール孫)×01-442
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 直仔／ニケ 2016 年ブールジュ N 総合優勝
祖父)基礎鳩ヤールリング・ドンダースティーン Ｂ98-6522539 Ｄ.＆Ｌ.ファンダィク作 ドンダースティ
ーン×ドールダンケ
祖母)バブルスの娘 ＮＬ08-1537990 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク父子作
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【30】Ｂ16-6128651 Ｂ ♀ リック・ヘルマンス作 ※超銘鳩カウ・ガールの直仔
兄弟／ツールＮ24,097
兄弟／ツールＮ24,097 羽中総合 99 位、アルジャントンＮ11,223
位、アルジャントンＮ11,223 羽中総合 15 位、ブールジュＮ28,078
位、ブールジュＮ28,078 羽
中総合 35 位
父)ド・シャトロー ＮＬ12-1537573 ジャイダーヴァイク兄弟作翔 シャトローNPO605Ｋ2,300 羽中優勝
祖父)スネーウマン ＮＬ07-1730301 ナイフェルＰ12,212 羽中総合優勝、ナントィル 523 羽中優勝、エ
ペイ 7,308 羽中 9 位他 ヨンゲ・91×オーイエ・ファール・ドィビン
祖母)ムーダー・シャトロー ＮＬ09-1100913 Ｋ.レリーフェルド作 776×優勝 4 回の娘
母)カウ・ガール Ｂ09-6323201 Ｂ ミール・ファンデンブランデ＝ヘルマンス作 リック・ヘルマンス使翔
アルジャントンＰ990
ブールジュ 494 羽中 2 位 同Ｎ17,061
アルジャントンＰ990 羽中優勝 同Ｎ7,358
同Ｎ7,358 羽中総合 8 位、ブールジュ
同Ｎ17,061 羽中総
合 68 位、ドールダン 2,369 羽中 4 位 ドールダン 2,356 羽中 7 位 メルン 2,265 羽中 4 位、アルジャン
トン 289 羽中 9 位 同Ｐ2,118 羽中総合 65 位、
シャトロー512 羽中 19 位 同Ｎゾーン 8,353 羽中 424 位、
ブールジュＩＰ1,143 羽中総合 33 位、ブールジュ 319 羽中 28 位 同Ｐ1,822 羽中総合 229 位、※以上の
成績で 11 年オリンピアード・ベルギー代表 1 才鳩第 1 位、10 年ヨーロッパ杯ベルギー中距離エース鳩第
２位 2011:メルン 2,402 羽中 24 位、ノワイヨン 1,250 羽中 46 位、同 1,170 羽中 383 位、ドールダン 2,231
羽中 78 位 同 1,258 羽中 391 位、ブールジュ成鳩Ｎ24,651 羽中総合優勝 孫／Ｐエース鳩第 1 位(ファン
ヴァンローイ鳩舎)
祖父)ミステリー・ヴォウタース Ｂ06-6415262
祖母)エル・タイドの妹 Ｂ06-6166694 ウィリアム・ロイテン作 兄弟／エル・タイド 07 年ＦＣＩグラ
ンプリ総合優勝 フロール・600×ラーチェ

【31】Ｂ16-6128768 Ｂ ♀ リック・ヘルマンス作
父)プロパー・42 Ｂ10-6298442 Ｒ．ヘルマンス作 直仔／クライネ・プロパー(
直仔／クライネ・プロパー(別記参照)
別記参照) 全兄弟／スター
リー ブールジュＮ
羽中総合 177 位、アルジャントン
ブールジュＮ37,357
ュＮ37,357 羽中総合 52 位、ラ・スーテレーヌＮ17,814
位、
Ｎ23,921 羽中総合 202 位、グレＮ14,245 羽中総合 1053 位で 3Ｎレース最優秀若鳩第 4 位、4Ｎレース最優
秀若鳩第 7 位 他ドールダン 1,962 羽中 22 位 ムンリ アルジャントンＮ22,442
アルジャントンＮ22,442 羽中総合 36 位他 ブロ
ア・スターリー ドールダン 1,013 羽中優勝(Ｅ．ヤンセン鳩舎)
羽中優勝
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 最高種鳩 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021
ブールジュＮ9,021 羽中総合 47 位、ラ・スーテレ
ーヌＮ13,
ーヌＮ13,965
13,965 羽中総合 123 位 直仔／ダニー・ファンダィク鳩舎基礎鳩 スコーネ・ファン・ド・ヤ
ールリング×ブラウ・コラフレスケ
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)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
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【32】“ブロア・レジナ” Ｂ15-6202864 Ｂ ♂ リック・ヘルマンス作
全兄弟／レジナ 16、ブールジュＮ28,078
16-505 ラ・スーテレーヌＮ16,613 羽中総合 2 位、ブールジュＮ
、ブールジュＮ28,078 羽中総合 65 位他で
KBDB 若鳩大中距離Ｎエース鳩第 8 位
1616-506 ラ・スーテレーヌＮ16,613
ラ・スーテレーヌＮ16,613 羽中総合 36 位
父)09・プロパー Ｂ11-6238509 ヘルマンス＝フクストラ作 全兄弟／スターリー ブールジュＮ37,357
ブールジュＮ37,357
羽中総合 52 位、ラ・スーテレーヌＮ17,814 羽中総合 177 位、アルジャントンＮ23,921 羽中総合 202 位、
グレＮ14,245 羽中総合 1053 位で 3Ｎレース最優秀若鳩第 4 位、4
位、4Ｎレース最優秀若鳩第 7 位 他ドール
ダン 1,962 羽中 22 位 ムンリ アルジャントンＮ22,442
アルジャントンＮ22,442 羽中総合 36 位他 ブロア・スターリー ドール
ダン 1,013 羽中優勝(Ｅ．ヤンセン鳩舎)
羽中優勝
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 最高種鳩 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021
ブールジュＮ9,021 羽中総合 47 位、ラ・スーテ
レーヌＮ13,965
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
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)ミネルヴァ Ｂ10-6284915 Ｒ．ヘルマンス作翔 グレ 474 羽中優勝、同Ｎ13,885
羽中優勝、同Ｎ13,885 羽中総合 10 位、アル
ジャントンＮ22,422
ジャントンＮ22,422 羽中総合 21 位、同Ｎ4,123
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 孫／
12-047 ランス1,092 羽中優勝 兄弟／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 位他
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

【33】ＮＬ16-1526381 ＬＢＣ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
※マジック・アモーレ最後の放出近親直仔
父)フェラーリ ＮＬ11-1741053 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブールジュ13,592 羽中総合101 位 直仔／
13-311 1 才で上位１％内 6 回入賞 13-396 1,516 羽中同着 2 位
祖父)ブルー・チャンプ ＮＬ07-1786839 ＢＷ クリス・コーリング作翔 09 年Ｎエース鳩オールラウン
ド第 1 位 同 WHZB 最優秀雄鳩第 1 位 サンカンタン 9,542 羽中 12 位、ペロンヌ 22,020 羽中総合
33 位、アブリス 7,514 羽中総合 19 位、ストロームベーク 6,346 羽中総合 12 位他 ソン・ナターシャ
×シャトロー・ダィフケの孫・883
祖母)オリンピック・ソランジュ 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・アモーレ(コープマン)
母)マジック・アモーレ ＮＬ06-4720774 ＬＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／オリンピック・ソラン
ジュ、フーディニ、イタロ、リッツ、ミラクル、アイ・キャッチャー
ジュ、フーディニ、イタロ、リッツ、ミラクル、アイ・キャッチャー他
、アイ・キャッチャー他
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
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)アモレー ＮＬ00-5063949 02 年当日長距離Ｎエース鳩第 1 位 ブラック・パワー×イ・ミン

【34】ＮＬ16-1526384 Ｂ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
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全姉／リジー 15 年シャトローＮ3,7571
2位
年シャトローＮ3,7571 羽中総合 9 位他で長距離Ｎエース鳩第
位他で
異母兄弟／ティンカー・ベル モー32,917
モー32,917 羽中最高分速
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
センス 6,492 羽中総合5
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
ャンティー6,762
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)バブルズ 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
母)ジェシー ＮＬ10-1682123 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ヴィエルゾン 14,964 羽中総合 10 位、マン
テス・ラ・ジョリー2,058
テス・ラ・ジョリー2,058 羽中 3 位、アルジャントン
位、アルジャントン 7,796 羽中総合 31 位、メール 650 羽中 3 位、ペロ
ンヌ 8,775 羽中総合 42 位他
祖父)フェデラー ＮＬ07-1817999 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブロアＮ43,064
ブロアＮ43,064 羽中総合優勝、
同全約 67,000 羽中第 7 位 アブリス 7,514 羽中総合 16 位、シャトロー3,741
位、シャトロー3,741 羽中総合 18 位他でＮエ
ース鳩第 15 位、ペガサス×バブルズ
位、
祖母)シーカ ＮＬ07-1817907 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ストロームベーク 5,328 羽中総合 2 位、
クライル 3,761 羽中 4 位、シャトロー
位、シャトロー7,355
トロー7,355 羽中総合 8 位、ブールジュ 8,548 羽中総合 11 位、アルジ
ャントン 6,595 羽中総合 11 位他でＮエース鳩 14、
14、19 位 ミッション・インポッシブル×オプラー

【35】ＮＬ16-1526388 Ｂ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
異母兄弟／シャトローＮ47,539
異母兄弟／シャトローＮ47,539 羽中総合 5 位
父)インヴィクタス ＮＬ11-1740826 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブールジュ 9,896 羽中総合 18 位、ペ
ロンヌ 19,287 羽中総合 39 位、ルフェック 3,875 羽中総合 17 位、アルジャントン 6,926 羽中総合
羽中総合 44 位、
ポメロイル 3,105 羽中 26 位他
祖父)イカルス ＮＬ07-1817891 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 アルジャントン 6,595 羽中総合 3 位、
ブロア 434,064 羽中総合 37 位、モースクロン 4,132 羽中 4 位、同 3,337 羽中 7 位、ブールジュ 8,548
羽中総合 19 位 ブルドーザー×オリンピック・アンビリーバブル
祖母)オリンピック・ストラディバリウス ＮＬ06-2162368 Ｂ フェルケルク父子作 ペロンヌ 4,876 羽
中優勝、ブールジュ 4,423 羽中総合２位他 09 年オリンピアード・オールラウンド部門第１位
年オリンピアード・オールラウンド部門第１位 スタ
リオン×インテュイション
母)ローラ＝リリー ＮＬ13-1239488 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブールジュ 9,742 羽中総合優勝、モー
、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
羽中総合42位、
シャトロー
羽中総合 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
位、マンテス・ラ・ヴァレー
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 年オリンピアード補欠 1 位 マンテス・ラ・ヴァレー10,446
羽
マンテス・ラ・ヴァレー
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
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【36】ＮＬ16-1526417 Ｂ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
全姉／ファンタジー
シャトローＮ37,571 羽中総合 3 位で 15 年長距離Ｎエース鳩第 5 位
全姉／
父)フリントストーン ＮＬ09-1186313 Ｂ クライル 1,186 羽中優勝、アブリス 6,180 羽中総合 57 位 直仔
／アトランティス 最優秀Ｐ当日長距離鳩
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
羽中総合 8 位、ブールジュ 8,548 羽中総合
ストロームベーク 5,328 羽中 2 位、シャトロー
位、シャトロー7,355
ャトロー
11 位、アルジャントン 6,595 羽中総合 11 位他 全姉妹／ケート ミッション・インポッシブル×オ
プラー
母)レプリカ ＮＬ10-1682188 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 1 才時 10 週間で上位入賞 9 回内 5 回
上位 1％内ナントイル 15,350 羽中総合 28 位、ヴィエルゾン 14,964 羽中総合 49 位、マンテス・ラ・ジ
ョリー5,222
ョリー5,222 羽中総合 20 位、ツール 10,490 羽中総合 45 位、ニヴェユ 3,176 羽中 22 位
祖父)イカルス ＮＬ07-1817891 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 アルジャントン 6,595 羽中総合 3 位、
ブロア 434,064 羽中総合 37 位、モースクロン 4,132 羽中 4 位、同 3,337 羽中 7 位、ブールジュ 8,548
羽中総合 19 位 ブルドーザー×オリンピック・アンビリーバブル
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・アモーレ(コープマン)

【37】Ｂ16-6032408 ＢＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作
兄弟／サムスン スープ 357Ｋ
357Ｋ9,294 羽中最高分速優勝
羽中最高分速優勝
父)エレクトロ Ｂ08-6174630 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 孫／シャトローＮ33,018 羽中最高分速総合
優勝、他 17 年ブリュッセル・オリンピアード長距離代表候補 直仔／ブロア 462ＫＩＰ
462ＫＩＰ1,519
ＫＩＰ1,519 羽中優勝、
モンリュソンＮ17,865
モンリュソンＮ17,865 羽中総合 9 位、
祖父)エクストリーム Ｂ03-6277483 ブロアＰ586 羽中優勝、アルジャントンＰ2,057 羽中 2 位、ヴィエル
ゾンＰ1,564 羽中2 位、ブールジュＮゾーン12,278 羽中21 位、シャトローＰ1,401 羽中3 位 870×805
祖母)293 Ｂ05-6116293 アルジャントンＰ2,934 羽中総合 22 位 直仔／レーウ アントワープ連盟エー
ス鳩第１位 Ｎエース鳩第 8 位、優勝６回
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
モンリュソンＮ22,875 羽中総合 62 位
直仔／スープ
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
羽中優勝、アルジャントンＮ4,582 羽中 20 位、シャトローＮ
19,691 羽中総合 53 位、他優勝鳩２羽
祖父)マンボ Ｂ08-6144041 アルジャントン 555Ｋ419 羽中優勝、同Ｎ21,092 羽中総合 14 位、イソード
ゥンＳＮ5,848 羽中総合 61 位他 デコ×マリスカ 兄弟／ポルト Ｎエース鳩第 4 位
祖母)ビューティ Ｂ05-6234009 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 アルジャントンＮ555Ｋ30,045 羽中
総合第 2 分速 2 位 同 21,299 羽中総合 2 位 直仔／ターボ リモージュＮゾーン優勝

【38】Ｂ16-6032565 ＤＣ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作 同腹／121)
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
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勝 同 33,018 羽中最高分速 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)ヴィタラ Ｂ10-6052150 シャトロー
シャトロー526Ｋ
526Ｋ641 羽中優勝、同Ｎ25,263
羽中優勝、同Ｎ25,263 羽中総合 38 位、ブールジュ 479Ｋ
479Ｋ
538 羽中 2 位、同Ｎ20,589
同Ｎ20,589 羽中総合 57 位、ヴィエルゾンＳＮ6,257
ヴィエルゾンＳＮ6,257 羽中総合 8 位、アルジャントン 1,495
羽中 3 位 Ｐエース鳩第１位
祖父)マンボ Ｂ08-6144041 アルジャントン 555Ｋ419 羽中優勝、同Ｎ21,092 羽中総合 14 位、イソード
ゥンＳＮ5,848 羽中総合 61 位他 デコ×マリスカ 兄弟／ポルト Ｎエース鳩第 4 位
祖母)ヴィオラ Ｂ07-6221074 イソードゥンＳＮ5,815 羽中総合 10 位、ヴィエルゾンＳＮ7,030 羽中総合
43 位他 トレド×ホープ

【39】Ｂ16-6032489 ＢＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作 同腹／122)
父)ゾロ Ｂ15-6026003 メルン 310Ｋ
310Ｋ1,288 羽中 4 位、同 1,464 羽中 9 位、スープ 357Ｋ
357Ｋ1,351 羽中 2 位、
同 1,595 羽中 10 位の 4 成績で、15
成績で、 年 KBDB 中距離Ｎエース鳩第 3 位
祖父)リトル・パンター Ｂ08-6144332 直仔／エロディー ブロアＳＮ1,108
ブロアＳＮ1,108 羽中総合優勝 レナ シャト
ローＰ3,147 羽中総合２位、ブラジル チュールＮ6,972 羽中総合 24 位、リモージュＰ517 羽中 3 位、
ミス・アジア タイ委託最終レース 560Ｋ8 位 ベッカム×シリ
祖母)コニー Ｂ12-6196549 異父兄弟／ボレケ・ジュニア リブルヌＮゾーン 2,215 羽中 8 位他 Ｎエー
ス鳩第 3 位、ブダペスト・オリンピアード長距離第１位 サンダーボルト×ディッケ・ブラウエ
母)ジーナ Ｂ10-6346673 ＢＣ ホック・ジョス・フェルカメン作 直仔／ジョーカー ブールジュＮ479
ブールジュＮ479
Ｋ8,005 羽中総合 5 位、
イソウドゥンＮ504
アルジャントン
同Ｎ3,671
イソウドゥンＮ504Ｋ
504Ｋ5,670 羽中総合 7 位、
アルジャントン 555Ｋ優勝、
555Ｋ優勝、
同Ｎ3,671
羽中総合 32 位他 1212-032 メルン 429 羽中 2 位
祖父)パウロ Ｂ09-6248171 Ｂ ホック・ジョス・フェルカメン作翔 ブロアＩＰ1,519
ブロアＩＰ1,519 羽中総合優勝、
羽中総合優勝
ドールダン 366Ｋ1,747 羽中 2 位、同全 6,927 羽中第 3 分速 アルジャントンＮゾーン 7,132 羽中 44
位 エレクトロ×グロリア
祖母)パンター・レディ Ｂ09-6248530 ＤＣ ニュー・パンター×ラート・パンターチェ

【40】Ｂ16-6032452 Ｂ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作
父)オリギ Ｂ13-6026050 Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 アントワープ連盟エース鳩第 1 位、リモージュＰ634 羽
中優勝、ブリーブ 168 羽中優勝、チュール 2,037 羽中 19 位他 兄弟／チュールＮ657Ｋ6,972 羽中総合
19 位 直仔／ノワイヨン優勝他
祖父)ミロス Ｂ10-6251534 直仔／オリジ リモージュ634 羽中優勝 ブリーブ優勝 レーウ×リディア
祖母)マニラ Ｂ09-6248383 直仔／グッチ ドールダン 366Ｋ2,545 羽中優勝 バルコ×キティ
母)イザベラ Ｂ11-6282478 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 直仔／ジャルナックＰ697Ｋ397 羽中 9 位、同
2,234 羽中 46 位、ノワイヨン 1,206 羽中 4 位、スープ 1,155 羽中 6 位、ブールジュ 7,739 羽中 41 位他
祖父)ベッカム Ｂ01-6387174 アルジャントンＰ2,166
アルジャントンＰ2,166 羽中総合優勝、同 3,973 羽中最高分速 リモージ
ュ 640Ｋ301 羽中 12 位 直仔／ビューティ ルジャントン 30,045 羽中 2 位
祖母)メロディー Ｂ09-6248063 直仔／ブラジル チュールＮ6,972 羽中総合 24 位、リモージュＰ517 羽
中 3 位 スパルタカス×トレンディ
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【41】ＮＬ13-1655147 Ｂ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
姉／キアラ センス 6,386 羽中総合 3 位、ブレトィル 4,564 羽中総合 6 位他 当日長距離エース鳩第 15
位、1
位、15 年オリンピアード中距離代表
父)ゴールデン・カプリ Ｂ09-6040496 Ｂ ディルク・ファンダィク作 ディ・カプリオの直仔
祖父)ディ・カプリオ Ｂ05-6045015 ＢＣ レオ・ヘレマンス作翔 1,928 羽中優勝、1,580 羽中優勝、
1.278 羽中優勝他
祖母)カンニバールの娘 Ｂ05-6337097 ＢＣ Ｄ.ファンダィク作 カンニバール×ランボーの妹
母)ラジンダ ＮＬ08-2049135 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／センス NPO6,386 羽中総合 2 位、ブロイル
NPO4,564 羽中総合 6 位、NPO
当日長距離エース鳩第 2 位
位、
祖父)ジェイソン ＮＬ01-1135413 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／ヴァレラ 当日長距離エース鳩第
1 位 ミスター・アレンニッヒ オンズ・ルィーズ×オランダの女王
祖母)ジーナ ＮＬ06-1597157 Ｂ 07 年当日長距離Ｎエース鳩第2
羽中総合2
年当日長距離Ｎエース鳩第 位 シャンティー13,008
シャンティー
羽中総合 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

【42】ＮＬ16-1072668 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作
父)ジェルソン ＮＬ10-5011833 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 オルレアン 3,480 羽中総合 2 位、ピティヴ
ィエ 6,452 羽中総合 6 位、ボクステル 10,698 羽中総合 10 位、同 9,392 羽中総合 9 位、キェブラン 6,223
羽中総合 11 位他の成績で 13 年オリンピアード・オールラウンド部門第 1 位
祖父)フレンド Ｂ03-6254818 ＢＣＷ Ｊ．マリス作 ブールジュＰ3,456
ブールジュＰ3,456 羽中総合優勝、同Ｐ3,988
羽中総合優勝、同Ｐ3,988 羽中
総合 2 位、トゥーリー1,863
位、トゥーリー1,863 羽中優勝、オルレアンＰ2,219
羽中優勝、オルレアンＰ2,219 羽中総合 2 位、同 8,255 羽中総合 7 位 ヨ
ハン×ヴィットグライス
祖母)デイ・ドリーム ＮＬ07-5724626 ＢＣ アブリス NPO582Ｋ
Ｋ8,519 羽中総合優勝 シャンティー
12,742 羽中総合 70 位他 カシアス×ミス・ムックフック
母)テミラ ＮＬ13-1655068 ＢＣ 異母姉／デイ・ドリーム 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
ャンティー
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)マルティン ＮＬ11-1185671 ＤＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 センス 6,386 羽中総合 2 位、ポメロイ
ル 7,848 羽中総合 3 位、ラーヴェンシュタイン 5,247 羽中総合 6 位、同 9,166 羽中総合 35 位、ピティ
ヴィエ 4,494 羽中 9 位 フリドゥス×ヘンナ

【43】ＮＬ16-1072681 ＢＣ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作
異母兄弟／ファーサイ センス NPO4,237 羽中総合優勝
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)
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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)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、
シャンティー
オルレアン NPO9,670 羽中総合 2 位他上位多数
祖父)デン・リンズ・ファボリー ＮＬ03-5343024 04 年アブリス NPO10.609
NPO10.609 羽中総合優勝、ソールダン
羽中総合優勝、ソールダン NPO
13,426
2,228 羽中 18 位 クライネ・エンゲルス×Ｂ01-6041468
13,426 羽中総合８位、モルリンコート
羽中総合８位、
祖母)超銘鳩アンネリーズ ＮＬ99-5971341 シメイ 15,438
15,438 羽中総合優勝、トロイ 13,174
13,174 羽中総合２位(
羽中総合２位(ク
ライネ・ディルクの次
ライネ・ディルクの次)
クの次) シメイ 10,001
10,001 羽中総合２位(
羽中総合２位(ミスター・エルマーフェーンの次)
ミスター・エルマーフェーンの次) レイテル
1.318 羽中３位、ハッセルト 4,052 羽中５位、ハッセルト 2,668 羽中８位 ジェンティル×ゴールデ
ン・レディ 全兄弟／超銘鳩クライネ
99 年Ｎエース鳩第１位、
全兄弟／超銘鳩クライネ・ディルク(98
ディルク(98 年世界選手権若鳩第５位、
NPO 総合優勝２位、最高分速５回)
総合優勝２位、最高分速５回)

同腹／120)
【44】ＮＬ16-1072700 ＢＣ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
父)ニルソン ＮＬ11-1186012 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
祖父)ゴールデン・ディルク ＮＬ04-1389690 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／ミス・モラコット
11,509 羽中総合優勝、リムザ他 超銘鳩クライネ・ディルク×ゴールデン・レディの母子近親
祖母)ニュー・ホープ ＮＬ07-1207604 ＢＣ コープマン作 マディール×ゴールデン・レディ
母)ブライト・ブルー ＮＬ10-5011836 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 キェブラン 6,223 羽中総合 10 位、ブレ
トィル 9,786 羽中総合 11 位、同 10,037 羽中総合 49 位、ドゥイヴェン 9,053 羽中総合 17 位他で
位他でフォンド・
シュピーゲル紙当日長距離Ｎエース鳩第 3 位
祖父)ダヴィッズ・サン ＮＬ07-1207620 Ｂ 兄弟の直仔／NPO3,969 羽中総合優勝、アブリス NPO6,644
羽中総合優勝 ジルムール×ショウピース
祖母)カントリー・ガール ＮＬ02-5251656 シメイ 3.246 羽中優勝、ソールダン NPO13.426
PO13.426 羽中総合４
位、アブリス NPO10.030
NPO10.030 羽中総合 26 位、オルレアン・サラン NPO10.039
NPO10.039 羽中総合 35 位 超銘鳩クライ
超銘鳩クライ
ネ・ディルク×
ネ・ディルク× ガメーラ

【45】Ｂ16-2060178 ♂ アルベルト・デルヴァ作 同腹／113)
父)ド・ゾーン Ｂ10-2007030 Ａ.デルヴァ作翔 ブロアＰ2,413
ブロアＰ2,413 羽中総合 11 位、アルジャントンＰ3,395
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
アルジャントンＮ22,442 羽中総合 94 位、ブールジュＮ30,748
ブールジュＮ30,748 羽
中総合 218 位他 兄弟／プリモ
兄弟／プリモ アルジャントン 348 羽中優勝、シャトロー2,043
羽中優勝、シャトロー2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056
位、同ＳＮ4,056
羽中総合 22 位、シャトローＳＮ9,026
位、シャトローＳＮ9,026 羽中総合 73 位、スワソン 224 羽中優勝、488
羽中優勝、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(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
以上は４週連続優勝)、同 941 羽中優勝、シャトローＰ1,039
シャトローＰ1,039
羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、同Ｎ11,001 羽中総合 49 位、シャ
トロー823
トロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、同Ｎ16,479 羽中総合 75 位、シャトローＩＰ8,854
位、シャトローＩＰ8,854 羽中総合 87 位、ペリナ アルジ
ャントン 172 羽中優勝、同Ｎ20,844
同Ｎ20,844 羽中総合 11 位、ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108
モミニー108 羽中優勝、
アルジャントン 142 羽中優勝、同Ｎ6,177
羽中優勝、同Ｎ6,177 羽中総合 14 位、ブールジュＮ13,
位、ブールジュＮ13,354
13,354 羽中総合 101 位、モンリ
ュソン 5,052 羽中総合 9 位、同ＳＮ8,619
ペトロヴァ モミニー125
同ＳＮ8,619 羽中総合 13 位他
モミニー125 羽中優勝、シャ
トロー550
トロー550 羽中 2 位、同ＩＰ7,871
位、同ＩＰ7,871 羽中総合 72 位、アルジャントン 1,171 羽中 11 位、ル・マン 1,312 羽
中 12 位、ラ・スーテレーヌＮ21,258
スーテレーヌＮ21,258 羽中総合 578 位 パオリーニ 22 回入賞内アルジャントンＩＰ5,871
回入賞内アルジャントンＩＰ5,871
羽中総合 15 位
祖父)ヴァレンチノ Ｂ03-2182096 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 センス 346 羽中優勝、スワソン
2,168 羽中 5 位、
羽中優勝、
ラ・スーテレーヌＩＰ7,682 羽中総合 43 位他 ヴァレンティン×1/2 フェルフォールト
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祖母)ポーライン Ｂ06-2090139 Ａ.デルヴァ作翔 別記参照
母)ロセーラ Ｂ13-2110076 Ａ．デルヴァ作
祖父)Ｂ11-2090012 Ａ．デルヴァ作 父娘交配直仔×母子交配直娘
祖母)ロゼ Ｂ12-2080135 Ａ.デルヴァ作翔 ブロア 1,880 羽中優勝、同 1,711 羽中優勝 BU GHF エース鳩
第 1 位 全姉妹／ミス・ベルジウム 両親ポール・ヒュルズ作

【46】Ｂ16-2060664 Ｂ ♀ アルベルト・デルヴァ作 同腹／114)
父)プリモ Ｂ09-2027029 Ａ．デルヴァ作翔 09 年 10 回入賞、10 年 11 回入賞内アルジャントン
アルジャントン 348 羽中優
勝、同Ｎ19,816
羽中祖総合 229 位、シャトロー2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、シャトロ
勝、
ーＳＮ9,026 羽中総合 73 位 ヴィエルゾンＩＰ3826 羽中総合 42 位、11 年 13 回入賞内スワソン
スワソン 224 羽中
優勝、488 羽中優勝、ナントィル 471 羽中優勝、ピティヴィエ 149 羽中優勝(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
以上は４週連続優勝)、同 941
羽中優勝、シャトローＰ
羽中優勝、シャトローＰ1,039 羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、
Ｎ11,001 羽中総合 49 位、12 年 9 回入賞内シャトロー
シャトロー823
羽中総合 75 位、シャト
シャトロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、
ローＩＰ8,854 羽中総合87 位 兄弟／ペリナ アルジャントン 172 羽中優勝、
同Ｎ20,844
同Ｎ20,844 羽中総合 11 位、
ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108
羽中総合
羽中優勝、モミニー108 羽中優勝、アルジャントン 142 羽中優勝、同Ｎ6,177
羽中優勝、
14 位、ブールジュＮ13,354 羽中総合 101 位、モンリュソン 5,052 羽中総合 9 位、同ＳＮ8,619 羽中総合
13 位他 ド・ゾーン 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 ペトロヴ
ァ モミニー125 羽中優勝、シャトロー550 羽中 2 位、同ＩＰ7,871 羽中総合 72 位、アルジャントン 1,171
羽中 11 位、同Ｎ21,092 羽中総合 508 位、同Ｎ10,549 羽中総合 174 位、ル・マン 1,312 羽中 12 位、ラ・
スーテレーヌＮ21,258 羽中総合 578 位 パオリーニ 22 回入賞内アルジャントンＩＰ5,871 羽中総合 15
位、アルジャントンＩＰ5,883 羽中総合 61 位
祖父)ヴァレンチノ Ｂ03-2182096 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 センス 346 羽中優勝、スワソン 2,168 羽中 5 位、
ラ・スーテレーヌＩＰ7,682 羽中総合 43 位他 ヴァレンティン×1/2 フェルフォールト
祖母)ポーライン Ｂ06-2090139 Ａ.デルヴァ作翔 シャトローＳＮ8,218
シャトローＳＮ8,218 羽中総合優勝、グレＢＵ1,298
羽中総合優勝、グレＢＵ1,298
羽中優勝、シャトローＩＰ3,969
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
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３位他で中距離
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２位、
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Ｎ5,927
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、
ブロア2,836 羽中17 位他 ※
オリンピック・スペシャル参照 ポーラインの父×ヴァレスカ
母)ＧＢ13Ｐ04522 プレミア・スタッド作 純Ａ.デルヴァ
祖父)Ｂ11-2055835 Ａ.デルヴァ作 全兄弟／プリモ(
全兄弟／プリモ(上記参照)
上記参照)、プリシラ、ゾーン、ペロロヴァ他
祖母)Ｂ12-2080144 Ａ.デルヴァ作 全兄弟／ヴァレリ、ヴァルデス、ヴィジ

【47】Ｂ16-2060150 Ｂ ♂ アルベルト・デルヴァ作 同腹／115)
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
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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)Ｂ12-2080098 Ａ.デルヴァ作
祖父)プリモ Ｂ09-2027029 Ａ．
デルヴァ作翔 アルジャントン348
シャトロー2,043
アルジャントン 348 羽中優勝、
シャトロー2,043 羽中7
羽中 7 位、
同ＳＮ4,056
同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、シャトローＳＮ9,026
位、シャトローＳＮ9,026 羽中総合 73 位 スワソン
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(
同 941 羽中優勝、
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
以上は４週連続優勝)、
シャトローＰ1,039
シャトローＰ1,039 羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、同Ｎ11,001
羽中総合 49 位、シャトロー823
位、シャトロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、同Ｎ16,479 羽中総合 75 位、シャトローＩＰ8,854
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)Ｂ11-3070106 純ガビー・ファンデンアベール

【48】Ｂ16-2060200 Ｂ ♀ アルベルト・デルヴァ作
父)ＮＬ13-1395705 ヤン・ホーイマンス作
祖父)ヴィレム ＮＬ11-1912554 Ｊ.ホーイマンス＝ドブルイン共作 超銘鳩ハリー×オリンピック・シュ
ヌルケ
祖母)ＮＬ11-1912636 Ｊ.ホーイマンス作 異母兄弟／超銘鳩ハリー ヨンゲ・ブリクセン×ファンダィ
ク作のカンニバールの孫
母)プリシラ Ｂ12-2080130 アルベルト・デルヴァ作翔 優勝 9 回、グレＮ15,007
グレＮ15,007 羽中総合 4 位、同Ｎ16,988
同Ｎ16,988
羽中総合 33 位、アルジャントンＮ
位、アルジャントンＮ6,795
ジャントンＮ6,795 羽中総合 5 位、同Ｎ22,463
位、同Ｎ22,463 羽中総合 16 位 兄弟／プリモ
兄弟／プリモ アル
ジャントン 348 羽中優勝、シャトロー2,043
シャトロー2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056
同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、シャトローＳＮ9,026
シャトローＳＮ9,026
羽中総合 73 位他、スワソン 224 羽中優勝、488
羽中優勝、488 羽中優勝、ナントィル 471 羽中優勝、ピティヴィエ 149
羽中優勝(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
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、シャトローＰ1,039 羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、同Ｎ11,001 羽中総合 49 位、シャトロー823
位、シャトロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中総合 75 位、シャトローＩＰ8,854
シャトローＩＰ8,854 羽中総合 87 位 ペリナ アルジャントン 172 羽中優勝、同Ｎ20,844
同Ｎ20,844
羽中総合 11 位、ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108
羽中優勝、モミニー108 羽中優勝、アルジャントン 142 羽中優勝、同
Ｎ6,177 羽中総合 14 位、ブールジュＮ13,354
位、ブールジュＮ13,354 羽中総合 101 位、モンリュソン 5,052 羽中総合 9 位、同Ｓ
Ｎ8,619 羽中総合 13 位他で KBDBＮエース鳩第
KBDBＮエース鳩第 8 位 ド・ゾーン ブロアＰ2,413
ブロアＰ2,413 羽中総合 11 位、アルジ
ャントンＰ3,395
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
、アルジャントンＮ22,442 羽中総合 94 位、ブ
ールジュＮ30,748
ールジュＮ30,748 羽中総合 218 位他 8 回優勝 ペトロヴァ モミニー125
モミニー125 羽中優勝、シャトロー550
シャトロー550 羽中
2 位、同ＩＰ7,871
位、同ＩＰ7,871 羽中総合 72 位、アルジャントン 1,171 羽中 11 位、ル・マン 1,312 羽中 12 位、パオリ
ーニ アルジャントンＩＰ5,871
アルジャントンＩＰ5,871 羽中総合 15 位、アルジャントンＩＰ5,883
位、アルジャントンＩＰ5,883 羽中総合 61 位
祖父)ヴァレンチノ Ｂ03-2182096 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 センス 346 羽中優勝、スワソン 2,168 羽中 5 位、
ラ・スーテレーヌＩＰ7,682 羽中総合 43 位他 ヴァレンティン×1/2 フェルフォールト
祖母)ポーリーン Ｂ06-2090139 シャトローＳＮ8,218
シャトローＳＮ8,218 羽中総合優勝、グレＢＵ1,298
グレＢＵ1,298 羽中優勝、シャトロ
ーＩＰ3,969
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
ブロアＰ2,836 羽中総合２位、アルジャントンＰ1,854
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 姉
兄／ポルティア
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Ｎ5,927 羽中総合 15 位、ブロ
アＰ2,836 羽中総合 11 位他、ポーレット
ポーレット モンリュソンＳＮ8,619
モンリュソンＳＮ8,619 羽中総合優勝、ナントイル優勝、ブ
羽中総合優勝
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ＳＮ
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8,218 羽中総合 9 位、ラ・スーテレーヌＮ13,965 羽中総 38 位他

【49】“ナショナル・ハリー” ＮＬ14-1208607 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマンス作
全兄弟の娘／キム
全兄弟の娘／キム 16 年日本長距離Ｎエース鳩第 1 位
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Ｎ
611Ｋ5,979 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
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ｐ
＠＠ｐ
権若鳩第５位、99 年Ｎエースピジョン第１位 NPO トロイ 17.884 羽中総合優勝、NPO ブールジュＮ
7.165 羽中総合優勝、マーゼイク 3,522 羽中優勝、ロンメル 495 羽中優勝、ベーク 443 羽中優勝)×ア
モレー(03 年オリンピアード代表 長距離Ｎエース鳩第 1 位)
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)
祖父)ダヴィンチ ＮＬ04-5435151 Ｐ.フェーンストラ作翔 アブリス NPO7,946 羽中総合優勝、メーネン
16,753 羽中総合 2 位 コープマン作のディルキー×00-178
祖母)ヒルデ ＮＬ11-1912492 兄弟／超銘鳩ハリー 上記参照

【50】ＮＬ16-1663936 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
、同 3,513 羽中優勝、セザンヌ 740 羽中優勝他
羽中優勝
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620
羽中総合優勝、
位、
兄弟／シャトロー
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)アフロ・ハリー ＮＬ14-1209976 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 直仔／入賞数羽
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 上記参照
祖母)アフロディーテ ＮＬ08-4200362 Ｂ アリー・ダイクストラ作 スーパー雌鳩 直仔／ボクステルＰ
10,848 羽中総合優勝。シャトローNPO650 羽中総合優勝
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【51】ＮＬ16-1663950 ＢＣ ♀ ヤン・ホーイマンス作
父)オメ・シャーク ＮＬ07-2007797 ＢＣ シャトローNPO4,064
シャトローNPO4,064 羽中総合4
羽中総合 4 位、ブールジュNPO7,356
位、ブールジュ NPO7,356 羽中総合15
羽中総合 15
位、ブレトィル20,797
位、ブレトィル 20,797 羽中総合23
羽中総合 23 位、サルブリNPO7,573
位、サルブリ NPO7,573 羽中総合50
羽中総合 50 位、同NPO5,333
位、同 NPO5,333 羽中総合86
羽中総合 86 位、ナ
ントイル3,249
ントイル 3,249 羽中116
羽中 116 位、ブロアNPO548
位、ブロア NPO548Ｋ
NPO548Ｋ7,415 羽中総合226
羽中総合 226 位他 孫／ナンツ NPO5,956 羽中総合 2 位、
ブロアNPO6,613
ブロア NPO6,613 羽中総合6
羽中総合 6 位、シラ(
位、シラ(ルーマニア)6,200
ルーマニア)6,200 羽中総合8
羽中総合 8 位 全兄弟／超銘鳩ハリー
母)ドーター・ハリー ＮＬ13-1962198 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 直仔／ヴォラストン 1,122 羽中 11 位
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ20,920
トＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620
羽中総合優勝、
位、
兄弟／シャトロー
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)マザー・ヘンキー ＮＬ04-0414033 ＢＣ Ｈ．メリス作 DNA 鑑定付 スーパー種鳩 直仔／マン
テス・ラ・ジョリー9,746 羽中総合 2 位、ブールジュ 12,300 羽中総合 3 位、アルジャントン 8,338 羽
中総合 3 位、ポアチエ 4,863 羽中総合 3 位、ツール 4,331 羽中総合 3 位、ラ・スーテレーヌ 5,603 羽
中総合 4 位他 ミンアーハウト×クルック

【52】ＮＬ16-1663468 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマンス作
父)プリンス・ハリー ＮＬ15-1849775 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス＝ベルト・ファンデンベルク共作
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620
羽中総合優勝、
位、
兄弟／シャトロー
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)プリンセス・グロリア Ｂ13-4186089 Ｂ Ｂ.ファンデンベルク作翔
母)ドーター・アレクシア ＮＬ12—1783974 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 兄弟／ブールジュ NPO4,843 羽中総
合優勝、ゲネップ 7,890 羽中総合優勝、イスネス 6,544 羽中総合優勝、ハーゼルドンク 2,657 羽中優勝、
ポメロイル 1,456 羽中優勝、シャトロー1,415
羽中優勝、シャトロー1,415 羽中総合優勝
祖父)ダヴィンチ ＮＬ04-5435151 Ｐ.フェーンストラ作翔 アブリス NPO7,946 羽中総合優勝、メーネン
16,753 羽中総合 2 位 コープマン作のディルキー×00-178
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
シャトロー
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
中総合優勝
兄弟／超銘鳩ハリー
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
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【53】Ｂ16-3065337 Ｂ ♂ リック・クールス作 同腹／105)
父)ド・クライネン Ｂ12-3113677 Ｂ Ｒ．クールス作翔 12 年Ｐエース鳩第 3 位、直仔／13-703 シャトロ
ーＮゾーン優勝、アミーゴ ツール 6,083 羽中総合優勝、同 5,313 羽中総合優勝
祖父)ローニー Ｂ10-3020263 Ｒ．クールス作 グレ×マリーケ
祖母)Ｂ10-3020320 兄弟／カンマ、カプーン Ｇ．ファンデンアベールのブリクセンの孫
母)Ｂ11-3123443 Ｂ Ｒ．クールス作 兄弟／ペトロシュカ アルジャントンＰ512Ｋ2,631 羽中優勝、同Ｎ
ゾーン 8,003 羽中優勝、同Ｎ23,921 羽中総合 4 位、
、同Ｐ1,403 羽中 21 位、同Ｐ3,250 羽中 91 位、クレル
モン 200Ｋ230 羽中優勝、同 711 羽中 3 位、アブリス 300Ｋ645 羽中 10 位、ブールジュ 444ＫＰ1,427 羽中
11 位、同Ｐ2,054 羽中 13 位、同Ｎゾーン 4,806 羽中 38 位、シャトローＰ485Ｋ5,500 羽中 14 位他、ツー
ルＰ450Ｋ1,405 羽中 14 位、2011 年 KBDB 中距離Ｐエース鳩第５位
祖父)カンマ Ｂ07-3129165 Ｇ．ファンデンアベールのブリクセンの孫
祖母)ヘット・セリナ Ｂ01-3117095 Ａ.＆Ｒ.デザール作

【54】Ｂ16-3065326 Ｂ ♀ リック・クールス作 同腹／106)
父)Ｂ10-3020284 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)モウリスカ Ｂ10-3020217 Ｒ.クールス作翔 シャトロー5,500 羽中 6 位、アルジャントン 3,105 羽中
33 位、グレ 2,915 羽中 53 位、ラ・スーテレーヌ 2,436 羽中 45 位他 KBDB エース鳩第 2 位
祖父)ウィットペンネ・モウリス Ｂ08-3035204 直仔／ピポ、孫／ボレケ ブリーブＮ16,007 羽中総合優勝
祖母)ダナエ Ｂ02-3185288 ツール 1,761 羽中 4 位、同 1,829 羽中 5 位他 ヨンゲ・ガビー×シャトーケ

【55】Ｂ16-3065383 Ｂ ♂ リック・クールス作 同腹／107)
父)アントン Ｂ14-3115103 Ｒ.クールス作
祖父)ダニー Ｂ11-3169887 ブールジュＮ総合優勝のダーリングの近親孫
祖母)モレケⅡ Ｂ11-3172372 全姉／モレケ KBDB エース鳩 マキシマ オルレアンＮ15,867
オルレアンＮ15,867 羽中総合
優勝 カプーン×トニカ
母)マジック・マリーケⅠ Ｂ12-3113590
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
年若鳩長距離Ｐエース鳩第１位、グレＰ
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

【56】Ｂ16-3065156 ＢＣ ♀ リック・クールス作
兄弟／ベルジアン・マスター最終レース第 2 位
父)クリスタソン Ｂ13-3159680 Ｒ.クールス作
祖父)581・クヴェーカー Ｂ11-3123581 Ｂ ブリクセン近親
25

祖母)クリスタ Ｂ11-3073298 Ｒ．クールス作翔 12 年４Ｎレース最優秀鳩第 4 位、13 年６Ｎレース最
優秀鳩 スタイン×オリンピア
母)ヒルデ Ｂ13-3158280 ルク＆ヒルデ・シウン作 ポアチエ 13,135 羽中総合 4 位、シャトロー4,107
位、シャトロー4,107 羽
中9位
祖父)ビッグ・タイム Ｂ11-6244606 リック・ヘルマンス作 ＮＬ09-1425512×ティンカーベル
祖母)ビッグ・バブルズ ＮＬ11-1742824 ヴィレム・ドブルイン作 セルジオ×ミネルヴァ

【57】
“ジュニア” ＮＬ11-3056854 Ｂ ♂ スヘーレ兄弟作翔
上位 10％内入賞
10％内入賞 40 回内センス 348Ｋ
348Ｋ6,650 羽中総合 2 位(自舎次点)
自舎次点)、ブレトイル 238Ｋ
238Ｋ7,468 羽中総合 16
位、同 899 羽中 3 位、モー271
位、モー271Ｋ
271Ｋ7,032 羽中総合 17 位、ニールグニース 135Ｋ
135Ｋ2,064 羽中 9 位、ペロンヌ 167
Ｋ8,232 羽中総合 38 位、シャトローＮ523
位、シャトローＮ523Ｋ
523Ｋ16,847 羽中総合 177 位、ルフェック 646Ｋ
646Ｋ283 羽中 3 位、アル
ジャントン 552Ｋ
552Ｋ450 羽中 9 位他
父)ピート ＮＬ09-3951617 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 09 年若鳩Ｎエース鳩第 6 位 全妹／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
中総合優勝
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
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)シャニア ＮＬ09-3951612 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 ペロンヌ 2,938 羽中優勝、ニールグニース 2,064 羽
中 2 位他で、Ｐエース鳩第 1 位 兄弟／ウィットペン・パトリック モルリンコート 8,754 羽中総合 4
位、マンテス・ラ・ヴァレー1,169
位、マンテス・ラ・ヴァレー1,169 羽中優勝他 NPO 総合 21、
21、32、
32、61、
61、83 位 シャニア ペロンヌ 2,938
羽中優勝、ゼネラル・エース鳩第1
位他
他
羽中優勝、
祖父)パトリック ＮＬ06-0750787 Ｂ オルレアン 516 羽中優勝、
ペロンヌ 5,022 羽中総合 14 位、
同 2,641
羽中22 位、
ソールダン9,160 羽中総合31 位 直仔／08-741 1,308 羽中優勝他 ド・56×ＮＬ05-0565960
祖母)サニー ＮＬ07-4103244 Ｂ マルティン・ファンゾン作 06×ロッシー１

【58】ＮＬ16-1588002 スレート ♀ スヘーレ兄弟作
父)ヒーロー ＮＬ11-3056911 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 シャトロー16,847 羽中総合優勝
祖父)800 ＮＬ08-08-3856800 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 オルレアン4,970
羽中総合優勝、
羽
オルレアン
羽中総合優勝、アブリス7,889
アブリス
中総合2
自舎で優勝の後)、ブロアＮＰＯ総合
中総合 位(自舎で優勝の後
自舎で優勝の後 、ブロアＮＰＯ総合10
、ブロアＮＰＯ総合 位 全兄弟／ラスト・ディルク参照
祖母)レア ＮＬ02-1616183 ＢＣ マライケ・フィンク作 レイ×オルファ 直仔／ブロア NPO30,000 羽中
総合8 位、フーデン・クラック第3 位、ブロアNPO 総合2 位他
母)エース・ガール ＮＬ09-3951653 Ｂ 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
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
シャトロー
NPO4,847 羽中総合 10 位
祖父)スーパー・ボーイ ＮＬ02-0274336 上記参照
祖母)666 の娘 ＮＬ02-1713196 Ｂ 666(ヘンク・メリス)×ド・503(Ｒ．メリス)

【59】ＮＬ16-1587986 ＢＣＷ ♀ スヘーレ兄弟作
父)ダルコ ＮＬ08-3856795 ＢＣ スヘーレ兄弟作翔 ペロンヌ 5,776 羽中総合優勝、同 1,241 羽中優勝、
同 1,223 羽中優勝、クライル 224 羽中優勝、オルレアン 5,149 羽中総合 2 位、モンテス・ラ・ジョリー
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1,169 羽中 2 位他
祖父)225・ファン・ゾン ＮＬ07-1834225 ＢＣ マルティン・ファン・ゾン作 ヴィッテブィク×スプリ
ント１の娘
祖母)ディルクス・ガール ＮＬ05-1480671 ＢＣ スヘーレ兄弟作 リヒテ・ディルク×666 の娘
母)シンディ ＮＬ10-3056344 Ｂ 12 年合同会2 一般エース鳩第1 位 異父兄弟／ブロア ブロアNPO5,223
羽中総合優勝、シャトローNPO 総合 3 位(Ｊ.ファンゴーテム鳩舎)
祖父)エース・ボーイ ＮＬ07-3761969 Ｂ 長距離Ｎエース鳩第 4 位 南蘭長距離クラブゴールデン・ク
ラック第 1 位、6 回参加全入賞内セザンヌ 8,785 羽中総合優勝、アルジャントン 27,597 羽中総合 7
位、オルレアン 4,927 羽中総合 3 位、ポメロイル 9,338 羽中総合 6 位、ペロンヌ 1,297 羽中優勝
ブラウエ・オルレアン×ドンナの娘
祖母)アヌーク ＮＬ07-3761979 Ｂ スヘーレ兄弟作 ド・46×ディランの同腹

【60】ＮＬ16-1587997 ＢＣ ♀ スヘーレ兄弟作
異父姉／レーウチェ 16 年ルフェック NPO 総合 2 位、リモージュ NPO 総合 2 位
父)ソラノ ＮＬ14-1059702 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 第 2 回ゴールデン・10 参加鳩同腹
祖父)ワン・アイ・バンディート ＮＬ07-1817958 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 クライル 3,761 羽中優勝
ストリート・ファイター×キャット・ウーマン
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
ンジュ、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)スーパー・ガール ＮＬ13-1308229 Ｂ スヘーレ兄弟作
祖父)スーパー・ボーイ ＮＬ02-0274336 直仔／オルレアンNPO5,000
羽中総合優勝、同5,149
羽中総合優
直仔／オルレアン
羽中総合優勝、同
勝、ペロンヌ6,793
羽中総合優勝、ポアチエNPO2,183
羽中総合優勝、ポメロイル2,066
羽中優勝、ツ
勝、ペロンヌ
羽中総合優勝、ポアチエ
羽中総合優勝、ポメロイル
羽中優勝
ールNPO 総合2 位、シャトローNPO 総合2 位、アルジャントンNPO 総合2 位、同NPO 総合3 位、
11 年長距離Ｎエース鳩第1 位、孫／アルジャントンNPO 総合優勝 リヒテ・85×ヴィッテンブィクの孫
祖母)エース・ガール ＮＬ09-3951653 Ｂ 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、
羽中総合優勝
ブールジュ NPO4,847 羽中総合 10 位 スーパー・ボーイ×666 の娘

【61】
“カス・エルシー” Ｂ16-4139551 ＢＣ ♀ デスメイター＝レスチアン作
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
年リブルヌＰ
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
ルナックＮ
帰り総合優勝、同ＩＮ9,052 羽中総合優勝
祖父)サン・ヨースト Ｂ03-4456329 ＤＣ 最高種鳩 両親共デスメイター＝レスチアン作 ヨースト
×アスケ 2001(01 年若鳩長距離Ｎエース鳩第 1 位)
祖母)ヤンダーケ ＮＬ03-1344459 ＤＣＷ FPP 作 ダックスＮ18,323 羽中総合優勝×ヴァルポット・
ローイマン
母)エルシー Ｂ11-4274336 Ｂ デスメイター＝レスチアン作翔 13 年アジャン優勝、同Ｎ5,507
羽中総
年アジャン優勝、同Ｎ
合 23 位、サンバンサン優勝、同Ｎ3,738
羽中総合 9 位、ポーＩＮ総合 122 位で、同年
KBDB 超長距離
位、サンバンサン優勝、同Ｎ
位で、
Ｎエース鳩第 1 位
祖父)ブルー・ヴァンアッケル Ｆ07-78186 エリック・ヴァンアッケル作 イルンＮ総合 6 位×ペルピ
ニャンＮ総合優勝の娘
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祖母)ヨーストの娘・342 Ｂ03-4456342 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 ヨースト×ド・ペルピニ
ャンの娘

【62】Ｂ16-4254308 Ｂ ♂ デスメイター＝レスチアン作
異父兄弟／12
オランダ)
異父兄弟／ 年Ｎエース鳩第 4 位(オランダ
オランダ 14 年カオールＮ総合 2 位、サンバンサンＮ総合 21 位
父)ラヴァル Ｂ13-4285904 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 15 年ペルピニャンＮ5,254
羽中総合
年ペルピニャンＮ
8 位、ポーＮ1,980
羽中総合 9 位、サンバンサンＮ3,037
羽中総合 49 位他で、KBDB
国際超長距離 3
位、ポーＮ
位、サンバンサンＮ
位他で、
レース最優秀鳩
祖父)ブロア・ヨースト Ｂ01-4376168 ＤＣ デスメイター＝レスチアン作 兄弟／ヨースト 03 年ペル
ピニャンＩＮ1
ピニャンＩＮ 才鳩優勝 直仔／ボルドー ド・95 フェルフィッシュ×スーパー・23 エルネスト
祖母)グラン・クリュの娘 Ｂ07-4241464 ＢＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 グラン・クリュ(ボ
グラン・クリュ ボ
ルドーＩＮ
ルドーＩＮ1
ーＩＮ 才鳩の部優勝)×レディ・フィンス
才鳩の部優勝 ×レディ・フィンス(サンバンサンＮ
×レディ・フィンス サンバンサンＮ1
サンバンサンＮ 才鳩優勝)
才鳩優勝
母)ＮＬ08-3802868 両親共Ｊ.Ｊ.Ｍ.ステケテー作
祖父)ステイヤーの孫 ＮＬ07-3708313 ＢＣＷ ファンデウェーゲン×ステイヤーの娘
祖母)ＮＬ07-3708248 ＢＣ スーパー(ダックスＮ13,545 羽中総合 3 位、ボルドー2,452 羽中 2 位)×基礎
鳩の孫

【63】
“トリプル・エース” Ｂ16-4140143 Ｂ ♀ デスメイター＝レスチアン作
父)ピエール・ミストラル Ｂ10-3120100 ＢＣＷ ピエール・ブールジョワ作翔 11 年ナルボンヌＮ総合 26
位 14 年ペルピニャンＮ6,248
年ペルピニャンＮ6,248 羽中総合 8 位、サンバンサンＮ3,240
位、サンバンサンＮ3,240 羽中総合 5 位で KBDB 超長距離Ｎエ
ース鳩第 1 位
祖父)ナタン Ｂ06-3047649 Ｂ Ｇ.デフォーヒト作 ヨンゲ・マヌー×マラトン・ドィビン
祖母)ジュリア Ｂ08-3114882 ＢＣ ピエール・ブールジョワ作 ランボー×ライス
母)リヴァウド・ペギーケ Ｂ14-4240985 Ｂ デスメイター＝レスチアン作
祖父)ウィットペン・リヴァウド Ｂ07-308642 ＢＷ エティエンヌ・デフォス作翔 12 年ポーＮ総合18
年ポーＮ総合 18 位、
ペルピニャンＮ総合 5 位他で超長距離Ｎエース鳩第 1 位 ディディの孫×ティックの妹
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
年バルセロナＮ
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
位、ペルピニャンＮ
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

【64】Ｂ16-4248376 ＤＣ ♀ デスメイター＝レスチアン作
異母兄弟／09-202
13 年サンバンサンＮ3,738
羽中総合 68 位、ペルピニャンＮ5,613
羽中総合 46 位で、
異母兄弟／
年サンバンサンＮ
位、ペルピニャンＮ
ニノヴェの超長距離エース鳩第 1 位
父)ブロア・クライネ・コロネル Ｂ07-4335448 ＢＬＫＣ デスメイター＝レスチアン作 兄弟／06
兄弟／ 年ボルド
ーＩＮ総合 7 位、08
位、 年ペルピニャンＩＮ総合 6 位
祖父)コロネル・ジュニア Ｂ03-4456397 ＢＣ クルヴェルス＝デヴィールト作 直仔／ボルドーＮ総合
4 位、同ＩＮ6,223
羽中総合 7 位、ペルピニャンＮ総合 5 位、同ＩＮ17,624
羽中総合 6 位、バルセロ
位、同ＩＮ
位、同ＩＮ
ナＩＮ総合 7 位、孫／ナルボンヌ 1,919 羽中 4 位、同ＩＮ総合 25 位、モントーバン 2,689 羽中 8 位
コロネル×バレリーニ
祖母)Ｂ03-4456310 ＢＬＫＣ デスメイター＝レスチアン作 ヨースト×グーデ・ドィビン
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母)スーパー・バルセロナ・643 Ｂ12-2101643 デスメイター＝レスチアン作翔 14 年バルセロナ優勝、15
年バルセロナ優勝、 年
同負傷帰還 16 年同優勝、同Ｎ総合19
超長距離Ｎエース鳩第3 位
年同優勝、同Ｎ総合 位、同ＩＮ総合30
位、同ＩＮ総合 位他で同年KBDB
位他で同年
祖父)インブレッド・ソウス Ｂ10-4312263 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 異母兄／サンバンサン
ＳＮ総合優勝、同Ｎ総合 23 位、ボルドーＩＮ総合 3 位、ペルピニャンＮ総合 32 位 両親Ｊ.エルネ
スト作 ショーネ・ソウス×クランスケ・ソウス
祖母) インブレッド・95 Ｂ11-4166587 ＢＬＫＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 フォンジー(ヨ
ーストの異母兄弟)×ヨーストの娘

【65】
“ドーター・スーパー・コッペル”ＮＬ16-1529379 ♀ BP キース・ボスア作 同腹／93)
※同鳩舎スーパー・カップルの直娘
父)レオン ＮＬ08-1549024 Ｋ．ボスア作 直仔／ヘリコプター ポメロイル 3,635 羽中優勝、同 32,229 羽
中最高分速、
ナイフェル 3,635 羽中優勝、
デュッフェル 491 羽中優勝、
クーパー(10-937)
ナイフェル 1,032
クーパー
羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、10-936 ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高分速、11-250
ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最高分速，
羽中最高分速，超銘鳩フェンナ（15－592）ロワイエ 15,749 羽中
最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（2 週連続）
祖父)ブラウエ・レオ Ｂ05-6233900 レオ・ヘレマンス作 デン・ユーロ×ド・521
祖母)シャトロー・ダィフイェ ＮＬ96-5665986 シャトローNPO
NPOＮ
NPOＮ9,337 羽中総合優勝、ミンダーハウト 1,490
羽中優勝、デュッフェル 1,473 羽中優勝、ブールジュ 177 羽中優勝 直仔／オスカー ヘンシース 7,045
羽中総合優勝、ペロンヌ 3,778 羽中優勝、ララ ペロンヌ 38,955 羽中総合優勝、アヌーク ペロンヌＰ
39,316 羽中総合優勝、ペロンヌ 3,211 羽中優勝、ティファニー ル・マンＮ15,848 羽中総合 48 位、ブ
ロア NPOＮ20,755 羽中総合 91 位、04-929 アブリスＮ5,494 中総合６位他 ポーキー×ミス・マルベラ
母)ノネチェ ＮＬ08-1549173 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高分
速、同 1,032 羽中優勝、同 3,738 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、ポメロイル 3,635 羽中優勝、同 3,229
羽中最高分速、デュッフェル 491 羽中優勝、ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最高分速，
羽中最高分速，
超銘鳩フェンナ（15－592）ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（2
週連続）
祖父)タイム・アウト ＮＬ04-2062002 04 年Ｎエース鳩若鳩第１位 全姉妹／マギー ル・マンＮ99,104
ル・マンＮ99,104
羽中総合２位、モスキート ペロンヌＰ21,725
ド・ベルス×トスカ
ペロンヌＰ21,725 羽中総合優勝
祖母)ケルクダィフイェ ＮＬ03-5301440 ル・マン 99,104 羽中総合優勝他
全姉妹／ペリー ペロンヌ
羽中総合優勝
6,394 羽中総合優勝、同 47,424 羽中最高分速 同腹／ド・カンニバール
同腹／ド・カンニバール

【66】ＮＬ16-1529384 ♀ BP キース・ボスア作 同腹／94)
父)モレノ ＮＬ13-1243824 Ｂ Ｋ.ボスア作翔 トロイＮ13,664 羽中総合優勝他
他 直仔／好鳩多数
直仔／好鳩多数
祖父)フィーカン ＮＬ08-1549048 Ｋ.ボスア作 ド・カンニバール(オリンピアード・ポルトガル大会オ
オリンピアード・ポルトガル大会オ
ールラウンド部門代表)×フィー・ビー(モースクロン
モースクロン 2,971 羽中総合優勝他)
ールラウンド部門代表
羽中総合優勝他
祖母)ノラ ＮＬ09-1195400 Ｋ.ボスア作翔 メーネン 511 羽中優勝、オルレアン NPO5,503 羽中総合 3 位
レオン×クロウディア
母)アミーラ ＮＬ14-1063659 Ｋ.ボスア作翔 ナントィル NPO9,882 羽中総合優勝、同16,765 羽中最高分速
祖父)ヨンゲ・カースブール ＮＬ11-1747244 Ｋ．ボスア作翔 直仔／メーウ トロイＮ13,664
トロイＮ13,664 羽中総合 3
位、
他好鳩多数 自身優勝
同 16,009 羽中総合 2 位、
ポメロイル 2,176
自身優勝６
優勝６回内ペロンヌ 3,199 羽中優勝、
羽中優勝 異母兄弟／ハンター参照 ボンテ・カースブール直仔
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祖母)チャンピー ＮＬ08-1548902 ＢＣ Ｋ．ボスア作 若鳩ＣＨ鳩 上位入賞多数 直仔／ペロンヌ
直仔／ペロンヌ
880 羽中優勝、リル 16,453 羽中総合優勝、デュッフェル 4,337 羽中 5 位、ポメロイル 4,369 羽中 4 位
他上位多数

【67】
“ブロア・トゥルク”ＮＬ16-1529374 Ｂ ♂ キース・ボスア作
兄弟／トゥルク(13
兄弟／トゥルク(13(13-782) ナントィル 8,709 羽中総合優勝、ポン・サン・マクサンス 3,603 羽中優勝、デュ
ッフェル 239 羽中優勝、モー2,114
羽中 3 位、ペロンヌ 2,247 羽中 4 位他 トロイ・ダィフイェ トロイＮ
羽中優勝
13,664 羽中総合 7 位
父)ファヴォリー ＮＬ08-1548922 Ｋ.ボスア作翔 サンカンタン 456 羽中優勝、同 8,851 羽中総合 5 位、ア
ブリス 9,103 羽中総合 29 位、エペルネイ 5,953 羽中総合 3 位他 直仔／ポメチェ 2 回優勝
祖父)ウィムピー ＮＬ99-2371470 直仔／優勝６羽 02-705 ピュッテ 5,774 羽中総合優勝、02-704 ヘン
シース 771 羽中優勝、04-904 ペロンヌ 21,757 羽中総合優勝、サンカンタン 456 羽中優勝、エペルネ
イ NPOＮ東地区 5,953 羽中３位 オート・カップル(ラーテ・ファン・ド・04×ウノ・ドィビン)直仔
祖母)グローテ・セミ Ｂ05-4257274 ＢＣ アントワン・ブノート作 全兄弟／ヴィクトール オルレアン
271 羽中優勝、同Ｐ2,081 羽中総合 3 位、アルジャントン 382 羽中優勝、同 828 羽中優勝、同Ｐ5,066
羽中総合 4 位、ブールジュ 245 羽中優勝、ブールジュ 285 羽中優勝 セミ×ヘット・ラーチェ
母)ボント・ピーチェ ＮＬ08-1549094 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ボンテ・ピート 1,741 羽中優勝他
祖父)ド・カンニバール ＮＬ03-5301441 Ｂ オリンピアード・ポルトガル大会オールラウンド部門代表
オリンピアード・ポルトガル大会オールラウンド部門代表
NPO 中距離Ｎエース鳩第４位 アブリス 2,091 羽中優勝、ペロンヌ 2,030 羽中優勝、ポン・サン・マク
サンス1,684
シャンティーNPO13,953
シャンティー10,657
直
サンス 1,684 羽中優勝、
シャンティーNPO13,953 羽中総合５位、
シャンティー10,657 羽中総合９位他
羽中総合９位
仔／ララ ペロンヌ 38,955 羽中総合優勝、シャンティーＰ22,571 羽中総合５位 ブラウ・ボント・カ
ンニバールチェ モルリンコート 5,162 羽中２位、同 NPO36,862 羽中総合２位、06-529 シャンティー
NPO30,074 羽中総合 33 位、08-954 アブリスＮ9,103 羽中総合７位、06-580 アブリスＰ20,261 羽中総
合７位、05-341 ポン・サン・マクサンス 2,244 羽中優勝、同 NPO31,168 羽中総合３位、シャンティー
Ｐ22,571 羽中総合６位、06-611 シャンティーNPO30,074 羽中総合５位 カンニバールの妹 04-950
ブールジュ 3,281 羽中総合８位 同腹／ケルクダィフイェ ル・マン 99,104 羽中総合優勝、全 120,936
羽中最高分速、シャンティー10,657 羽中総合３位、ドリー・ファイフィェス ブールジュ NPO11,311 羽
中総合 11 位他 クライネ・フィーゴ×ウィットコップイェ
祖母)ピーターチェ ＮＬ07-1183435 優勝 10 回のスーパー・53×フロールチェ

【68】ＮＬ16-1529359 ♀ ＢＷ キース・ボスア作
父)ヨンゲ・カースブール ＮＬ11-1747244 Ｋ．ボスア作翔 自身 6 回優勝内ペロンヌ 3,199 羽中優勝、同
16,009 羽中総合 2 位、ポメロイル 2,176 羽中優勝 直仔／メーウ トロイＮ13,664
トロイＮ13,664 羽中総合 3 位、
アミーラ ナントイル 9,882 羽中総合優勝、同 16,765 羽中最高分速 他好鳩多数
祖父)ボンテ・カースブール Ｂ04-6082266 ヨセフ・ゴーファールツ作翔 ドールダン 943 羽中(
羽中(アント
ワープ連盟)
ワープ連盟)総合優勝、マルネ 321 羽中同総合優勝他優勝 2 回 デン・481×ブラウ・ウィットペン・
ブッツ
祖母)クリスチーナ ＮＬ05-1358883 Ｃ．コーニング作 直仔／ウダン ポメロイル 2,594 羽中優勝、
シャンティー5,645
シャンティー5,645 羽中総合 4 位、モースクロン 5,168 羽中総合 5 位、アリッサ シャトロー846
シャトロー846
羽中優勝、ブオラ 6,029 羽中総合 2 位、同 8,077 羽中総合 6 位 他 09 年オランダＮ最優秀鳩(
年オランダＮ最優秀鳩(この
鳩はフェルケルク鳩舎に導入され、14
鳩はフェルケルク鳩舎に導入され、14 年ルフェック NPO 総合優勝の父)
総合優勝の父) ゾーン・シャトロー・ダ
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ィフイェ×チコの娘
母)モリー ＮＬ13-1243870 ＢＷ キース・ボスア作翔 モルリンコート 14,474 羽中総合優勝 兄弟／クリス
祖父)グローテ・チコ ＮＬ12-1623785 Ｂ Ｋ．ボスア作 チコ×ロンリー
祖母)ポンメルチェ ＮＬ11-1747324 Ｋ．ボスア作翔 ポメロイル 703 羽中優勝 ヴィエルゾン
ヴィエルゾン 101 羽中
優勝、
シャトロー2 回上位入賞 ファヴォリー×シゾ(姉／ジョイ ブ
優勝 ペロンヌ13,438
ペロンヌ 13,438 羽中総合16
羽中総合 16 位、
ロアＮ9,545 羽中総合優勝)

【69】
“ブロア・サンドラ” B13-6165128 Ｂ♂ アンドレ・ロートホーフト作
姉／サンドラ ブールジュＮゾーン 5,691 羽中 12 位、シャトローＮゾーン 5,070 羽中 15 位、モンリュソ
ンＮ11,056
ンＮ11,056 羽中総合 45 位、アルジャントンＰ1,273
位、アルジャントンＰ1,273 羽中 2 位他で 15 年 KBDB 大中距離エース鳩第 1 位
※母鳩 1111-984 が本年作出不順の為、特別参加した鳩
父)Ｂ11-6025266 スーパー種鳩 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス
祖父)Ｂ97-6463999 入賞多数 直仔／036 ブラウエ・クヴェーカー×グード・クヴェーク・ドィビネチェ
祖母)Ｂ10-9058985 両親共ファンレンターゲム作のファンドポル経由ホフケンス
母)Ｂ11-6333984 ルディ・ディールス作
祖父)ゾット Ｂ07-6007324 デスカイマーカー兄弟作 デスカイマーカー×Ｊ.＆Ｊ.バーク
祖母)Ｂ06-6360433 両親共ルディ・ディールス作 オリンピアード代表ゴウドハーンチェの娘

【70】Ｂ16-6236128 BC ♂
アンドレ・ロートホーフト作
父)Ｂ09-6304162 Ａ.ロートホーフト作翔 37 回入賞内ドールダン 1,747 羽中 6 位、オルレアン 592 羽中
10 位、シャトロー421
シャトロー421 羽中 10 位、スーヤックＮ5,667
スーヤックＮ5,667 羽中総合 33 位、ブールジュＮ24,676
ブールジュＮ24,676 羽中総合 102
位、アンジェルヴィル 1,734 羽中 17 位、モンリュソンＮゾーン 2,996 羽中 18 位
祖父)Ｂ08-4346862 マルセル・アエルブレヒト作 マルセイユの孫
祖母)Ｂ06-6201520 ファンドポル経由ホフケンス スーパー種鳩 兄弟／トム、ネストペナー
母)サンドラ Ｂ13-6165019 Ａ.ロートホーフト作翔 ブールジュＮゾーン 5,691 羽中 12 位、シャトローＮ
ゾーン 5,070 羽中 15 位、モンリュソンＮ11,056
位、モンリュソンＮ11,056 羽中総合 45 位、アルジャントンＰ1,273
位、アルジャントンＰ1,273 羽中 2 位他で
15 年 KBDB 大中距離エース鳩第 1 位他翔歴詳細別記参照
祖父)Ｂ11-6025266 スーパー種鳩 ネレス・ファンデポル経由ホフケンスＢ97-6463999×Ｂ10-9058985
祖母)Ｂ11-6333984 ルディ・ディールス作 ゾット×Ｂ06-6360433

【71】Ｂ16-6236272 Ｂ ♀ アンドレ・ロートホーフト作
父)Ｂ13-6165328 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス
祖父)Ｂ08-9113692 パトリック・ファンレンターゲム作翔 10 年短距離Ｎエース鳩第 2 位 純アンド
レ・ロートホーフト・ホフケンス
祖母)Ｂ03-6355571 スーパー種鳩 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス
母)グレチェ Ｂ11-6025013 Ａ.ロートホーフト作翔 キェブラン 356 羽中 2 位、ドールダン 826 羽中 8 位、
同 1,051 羽中 4 位、同 1,964 羽中 18 位、同 422 羽中 2 位、ラ・スーテレーヌＮ16,665
ラ・スーテレーヌＮ16,665 羽中総合 108 位、
メルン 750 羽中優勝、アルジャントンＮ22,384
羽中優勝、アルジャントンＮ22,384 羽中総合 97 位、リモージュＮ17,735
位、リモージュＮ17,735 羽中総合 185 位、
グレＮ3,415 羽中総合優勝
祖父)トム Ｂ04-6250335 Ａ.ロートホーフト作翔 04 年マルネ 2,555 羽中 26 位他、05
05 年 10 回入賞内ド
31

ールダン 665 羽中優勝、オルレアンＰ3,631
羽中優勝、オルレアンＰ3,631 羽中総合 14 位他で、連盟エース鳩第 2 位、06
位、06 年 10 回入
賞内ドールダン
賞内ドールダン 758 羽中 10 位他で連盟エース鳩第 1 位 07 年 12 回入賞内マルネ 321 羽中優勝 兄弟
／ネストペンダー 96-463×036 の妹
祖母)Ｂ03-6355923 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス

【72】
“ゾーン・ベルジウム・ベスト”Ｂ16-6235933 B ♂ アンドレ・ロートホーフト作 同腹／91)
※グレＮ総合優勝、２位の父トムの近親孫
父)トミー Ｂ09-6304150 Ａ.ロートホーフト作翔 シャトローＮ22,718 羽中総合 358 位、リモージュＮ
リモージュＮ
14,211 羽中総合 21 位、ブールジュ 168 羽中優勝、同Ｎ9,781
羽中優勝、同Ｎ9,781 羽中総合 83 位、同Ｎ9,639
位、同Ｎ9,639 羽中総合 65
位、
モンリュソン 101 羽中優勝、
同Ｐ1,253
キェブラン 313 羽中 2 位、
アルジャントンＮ16,325
同Ｐ1,253 羽中 7 位、
アルジャントンＮ16,325
羽中総合 39 位他 全妹／グレチェ グレＮ総合優勝、別記参照
グレＮ総合優勝
祖父)トム Ｂ04-6250335 Ａ.ロートホーフト作翔 04 年マルネ 2,555 羽中 26 位他、05 年 10 回入賞内ド
ールダン 665 羽中優勝、オルレアンＰ3,631 羽中総合 14 位他で、連盟エース鳩第 2 位、06 年 10 回入
賞内ドールダン 758 羽中 10 位他で連盟エース鳩第 1 位 07 年 12 回入賞内マルネ 321 羽中優勝 兄弟
／ネストペンダー 血統別記参照
祖母)Ｂ03-6355923 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス
母)ベルジウム・ザ・ベスト Ｂ13-6165132 Ａ.ロートホーフト作翔 ドールダン 2,433 羽中 3 位、ブールジュ
Ｎ24,019 羽中総合 118 位、モンリュソン 471 羽中優勝、同Ｎ19,298
羽中優勝、同Ｎ19,298 羽中総合 27 位、アルジャントンＮ
9,970 羽中総合 28 位、ラ・スーテレーヌＮ3,184
ラ・スーテレーヌＮ3,184 羽中総合 24 位、グレ 504 羽中優勝、同Ｎ2,429
同Ｎ2,429 羽中総
合 2 位、ソールダン 705 羽中 4 位他の成績で、15
位他の成績で、 年ブダペスト・オリンピアード・ベルギー第 1 位
祖父)トム Ｂ04-6250335 Ａ.ロートホーフト作翔 上記参照
祖母)Ｂ10-9058985 両親共ファンレンターゲム作のファンドポル経由ホフケンス

【73】
“トッパー・32”DV02098-16-1032 Ｂ ♂ ギュンター・プランゲ作翔
ゲルンハウゼン 306Ｋ
306Ｋ2,021 羽中 3 位、ハイデンフェルド 356Ｋ
356Ｋ5,816 羽中 3 位
父)ＤＶ02098-09-1925 Ｇ.プランゲ作
祖父)330・ジュニア ＤＶ02098-06-330 ＢＣ Ｇ.プランゲ作 97-330×02-330(リングローゼの異母兄妹
同士近親交配)
祖母)ＤＶ07237-07-24 Ｂ ステラーマン作 ドイツＮエース鳩第 1 位で、得点記録を出したユーロ・ス
ター802
ター802×全妹近親
802×全妹近親交配
×全妹近親交配直仔
交配直仔 両親共リングローゼ直仔 純プランゲ
母)ＤＶ02098-13-333 ギュンター・プランゲ作
祖父)ＤＶ02098-00-1027 特別な種鳩 Ｇ．プランゲ作 リングローゼ(95-12)×ＮＬ94-2783577(Ｃ.＆
Ｇ.コープマン作 ブランコの妹)
祖母)ＤＶ02098-06-500 Ｇ．プランゲ作 ＤＶ00987-03-388(05 年Ｎエース鳩第 1 位 988.45 点)×ＤＶ
09870-00-875

【74】
“ゾーン・262”DV02098-16-235 Ｂ ♂ ギュンター・プランゲ作
父)超銘鳩デア・261 ＤＶ02098-07-261 ＬＢＣ Ｇ.プランゲ作翔 319Ｋ
Ｋ4,379 羽中優勝、543Ｋ
羽中優勝、 Ｋ4,016 羽
中優勝、261Ｋ
中優勝、 Ｋ2,345 羽中優勝、370Ｋ
羽中優勝、 Ｋ2,111 羽中優勝、169Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,934 羽中優勝、262Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,906 羽中優勝、
羽中優勝、
342Ｋ
Ｋ1,491 羽中優勝、366Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,386 羽中優勝、455Ｋ
羽中優勝、 Ｋ903 羽中優勝、288Ｋ
羽中優勝、 Ｋ770 羽中優勝他
羽中優勝
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祖父)ＤＶ02098-06-801 ＢＣ Ｇ．プランゲ作 プランゲ×ファンルーン
祖母)ＤＶ02098-99-1000 Ｂ プランゲ作 最高種鳩 リングローゼ×コープマン(ブランコの妹)
母)ＤＶ02098-12-666 ギュンター・プランゲ作
祖父)ＤＶ02098-00-1027 特別な種鳩 Ｇ．プランゲ作 リングローゼ(95-12)×ＮＬ94-2783577(Ｃ.＆
Ｇ.コープマン作 ブランコの妹)
祖母)ＤＶ02098-06-500 Ｇ．プランゲ作 ＤＶ00987-03-388(05 年Ｎエース鳩第 1 位 988.45 点)×ＤＶ
09870-00-875

【75】ＤＶ02098-16-227 B ♀ ギュンター・プランゲ作 同腹／87)
父)デア・520 ＤＶ02098-08-520 Ｓ Ｇ.プランゲ作翔 680Ｋ優勝、
Ｋ優勝、630Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、350Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、340Ｋ優勝
Ｋ優勝、 Ｋ優勝
2 回、320Ｋ優勝、
1,600 羽)他 2 位 2 回で、9 位内 20 回入賞
回、 Ｋ優勝、260Ｋ優勝
Ｋ優勝、 Ｋ優勝(以上の平均参加羽数は、約
Ｋ優勝
祖父)ＤＶ02098-05-580 Ｓ Ｇ.プランゲ作 リングローゼ×ＤＶ02098-93-665(デルバール系 01 年の
エース鳩 802 の母)
祖母)ＮＬ05-1937948 ＢＣ コープマンのソーン・ブランコ×リングローゼの娘
母)ＤＶ02098-09-2060 ギュンター・プランゲ作
祖父)ＤＶ07107-08-352 グスト・ヤンセンのオリンピアード・003×コープマン作クライネ・ディルク娘
祖母)ＤＶ02098-07-333 Ｂ Ｇ.プランゲ作 リングローゼ×リングローゼの娘

【76】
“1012”DV02098-16-1012 Ｂ ♂ ギュンター・プランゲ作翔
ハイデンフェルド 356Ｋ
356Ｋ5,816 羽中 45 位
父)ＤＶ02098-09-2021 Ｇ.プランゲ作 全兄／超銘鳩デア・261
Ｋ4,379 羽中優勝、543Ｋ
超銘鳩デア・261 319Ｋ
羽中優勝、 Ｋ4,016 羽中
優勝、261Ｋ
優勝、 Ｋ2,345 羽中優勝、370Ｋ
羽中優勝、 Ｋ2,111 羽中優勝、169Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,934 羽中優勝、262Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,906 羽中優勝、342
羽中優勝、
Ｋ1,491 羽中優勝、366Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,386 羽中優勝、455Ｋ
羽中優勝、 Ｋ903 羽中優勝、288Ｋ
羽中優勝、 Ｋ770 羽中優勝他
羽中優勝
祖父)ＤＶ02098-06-801 ＢＣ Ｇ．プランゲ作 プランゲ×ファンルーン
祖母)ＤＶ02098-99-1000 Ｂ プランゲ作 最高種鳩 リングローゼ×コープマン(ブランコの妹)
母)ＤＶ02098-12-434 Ｇ.プランゲ作
祖父)ＤＶ07107-08-352 グスト・ヤンセンのオリンピアード・003×コープマン作クライネ・ディルク娘
祖母)ＤＶ02098-09-1919 Ｇ．プランゲ作
祖父)リングローゼ(95-12) Ｂ 直仔／802
1009 Ｎエース鳩第 2 位他多くの俊鳩 コ
直仔／802 Ｎエース鳩第 1 位、
ープマン作(ベアトリックス・ドーファー直仔)×プランゲ作 722(デルバール)
祖母)ＤＶ02098-99-1000 最高種鳩 リングローゼ×リングローゼの妹

【77】
“カンニバール・067” Ｂ12-5107067 ＢＷ ♀ ボスマンス＝リーケンス作翔
優勝 2 回 ブールジュＮ22,663
ブールジュＮ22,663 羽中総合 26 位、同Ｎ9,256
位、同Ｎ9,256 羽中総合 42 位、アルジャントンＮ3,671
位、アルジャントンＮ3,671 羽中総
合 21 位、シャトローＮ4,316
位、シャトローＮ4,316 羽中総合 86 位 N レース 100 位以内 5 回入賞,
回入賞,純ディルク・ファンダィク系
ディルク・ファンダィク系
父)カンニバール・067 Ｂ09-6040491 Ｄ.ファンダィク作
祖父)Ｂ07-6363127 両親共ファンダィク作 デン・ブールジュの孫
祖母)Ｂ06-6210025 Ｄ.ファンダィク作 古いライン ブラウ・ファンダィク×カンニバールの曽孫
母)Ｂ05-6451058 Ｄ.ファンダィク作
祖父)Ｂ98-6523195 Ｄ.ファンダィク作 デン・ブールジュの 3 重近親直仔
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祖母)Ｂ97-6515249 Ｄ.ファンダィク作 ファンエルザッカー×アントワープ連盟エース鳩第 2 位

【78】
“ブロア・クラウディア”B15-2181265 ＢＣ ♂ ボスマンス＝リーケンス作
全姉／クラウディア 優勝 3 回、シャトローＮ6,005
回、シャトローＮ6,005 羽中総合 26 位、ブールジュＮ7,416
位、ブールジュＮ7,416 羽中総合 4 位、
同Ｎ22,663
同Ｎ22,663 羽中総合 63 位、ギエンＰ7,916
位、ギエンＰ7,916 羽中総合 5 位、同 4,588 羽中総合 14 位、同Ｐ1,902
位、同Ｐ1,902 羽中総合
4 位、同Ｐ1,317
位、同Ｐ1,317 羽中総合 4 位他
父)Ｂ10-5156214 兄弟／インテールト・カンニバール
祖父)Ｂ03-6482688 カンニバール直仔×サムソンの妹
祖母)Ｂ04-646823 ファンダィク作 有名なカンニバール×ランボーの妹
母)Ｂ06-5203955 スーパー種鳩
祖父)ラッキー・ルーク Ｂ97-5201920 Ｄ.リーケンス作翔 オルレアンＰ5,277 羽中総合優勝 シメイ
604 羽中優勝 ルイス・デロイス×スケレンス
祖母)スーパー・ママ Ｂ03-5241896 プロス・ローザン作 ド・ナショナル(ブールジュＮ9,759 羽中総
合優勝、オルレアン 2,337 羽中優勝)×シャトローの娘

【79】
“ザス・ミス・リンブルグ” B16-2188888 ＢＣＷ ♀ ボスマンス＝リーケンス作
兄弟／83)参照

全兄弟／ミス・リンブルグ Ｂ13-5100049 シャトローＮ5,901 羽中総合優勝、マルネ
、マルネ 176 羽中優勝、同 213
羽中優勝、ランス 917 羽中優勝、ソールダン 123 羽中優勝
父)サン・ラッキー・ルーク Ｂ11-5011683
祖父)ラッキー・ルーク Ｂ97-5201920 Ｄ.リーケンス作翔 オルレアンＰ5,277 羽中；＠ぷおｙ８お９０
ｐ９」－総合優勝 シメイ 604 羽中優勝 ルイス・デロイス×スケレンス
祖母)Ｂ07-5081545 兄弟／多くのトップ・レーサー スーパー・パパ×スーパー・ママの娘
母)Ｂ11-5170270 ブールジュＮ総合10 位の娘
祖父)ウィットペン・218 Ｂ09-5062218 カンニバール・ヤンセン
祖母)ズワルテ・ウィットペン・213 Ｂ09-5062213 カンニバール・パンター

【80】
“ラッキー・ボーイ” B16-2256934 Ｇ ♂ ボスマンス＝リーケンス作
父)スペース・カウ・ボーイ Ｂ15-2065070
祖父)カウ・ボーイ Ｂ14-6058978 Ｒ.＆Ｊ.ヘルマンス作 クライネ・プロパー×超銘鳩
クライネ・プロパー×超銘鳩カウ・ガール
超銘鳩カウ・ガール
祖母)Ｂ10-5175535 ディルク・リーケンス作 兄弟／ブルー・バイアグラ他 ラッキー・ルーク直仔×
ママ・ミーア
母)Ｂ13-5127900 Ｄ.リーケンス作
祖父)ラッキー・ルーク Ｂ97-5201920 Ｄ.リーケンス作翔 オルレアンＰ5,277
オルレアンＰ5,277 羽中総合優勝 シメイ
604 羽中優勝 ルイス・デロイス×スケレンス
祖母)Ｂ11-5170292 グリジェ・091×アストリッド(リーケンス＝ヘルマンス鳩舎最高雌種鳩)
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【81】
“トリプル・75” Ｂ15-2181275 Ｂ ♂ ボスマンス＝リーケンス作
全兄弟／トリプル・
全兄弟／トリプル・026
トリプル・026 優勝 1 回 ブールジュＮ7,479
ブールジュＮ7,479 羽中総合 60 位、トリプル・
位、トリプル・027
トリプル・027 優勝 6 回内ソール
ダンＳＰ1,406
ダンＳＰ1,406 羽中 2 位、トリプル・028
位、トリプル・028 優勝 2 回内ソールダンＳＰ1,884
回内ソールダンＳＰ1,884 羽中総合 3 位他 トリプル・
029 優勝 3 回内ブールジュＮ
回内ブールジュＮ14,496 羽中総合 17 位他
父)オリンピアード・トリプル・エース Ｂ11-5142219 12 年 KBDB 中距離Ｎエース鳩第１位、オリンピアー
ド代表 ギエンＰ5,386 羽中総合優勝、同 8,044 羽中最高分速 直仔／優勝６羽で
直仔／優勝６羽で 15 回 内グレＮ
16,662 羽中総合 69 位、シャトローＮ22,818
位、シャトローＮ22,818 羽中総合
羽中総合 21 位、モンリュソンＮ16,982
位、モンリュソンＮ16,982 羽中総合 59 位、
同Ｎ9,462
同Ｎ9,462 羽中総合 79 位
祖父)Ｂ04-5054093 グーデ・ヤールリング直仔 ロベン・ファンデールミッセン
祖母)Ｂ06-5062694 Ｇ.ファンデンアベール近親×プロス・ローザン
母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953 直仔／優勝 12 回
祖父)Ｂ07-5082347 スーパー・ランス×カンニバールの孫
祖母)Ｂ08-5185745 直仔／09-382 ランス 398 羽中優勝、同 1,247 羽中 4 位 カンニバール近親

【82】Ｂ15-2290128 ＢＬＫＣ ♀ ボスマンス＝リーケンス作
父)Ｂ13-5100084 Ｄ.リーケンス作
祖父)Ｂ11-5170313 グリズル・091×アストリッド
祖母)Ｂ11-5011650 ヴァイヤ・コンディオスの孫
母)トリプル・ネナ・027 Ｂ14-2090027 ボスマンス＝リーケンス作翔 優勝 5 回 15 年 KBDB 中距離Ｐエ
ース鳩第 1 位
祖父)オリンピアード・トリプル・エース Ｂ11-5143219 12 年 KBDB 中距離Ｎエース鳩第１位、オリンピ
アード代表 ギエンＰ5,386
ギエンＰ5,386 羽中総合優勝、同
羽中総合優勝、同 8,044 羽中最高分速 直仔／優勝６羽 Ｂ04-093(グー
デ・ヤールリング直仔)×Ｂ06-694(Ｇ.ファンデンアベール近親×プロス・ローザン)
祖母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953 直仔／優勝 12 回 Ｂ07-5082347×Ｂ08-5185745

【83】
“ブロア・ミス・リンブルグ Ｂ16-2256908 ＢＣ ♂ ボスマンス＝リーケンス作 姉妹／79)参照
全兄弟／ミス・リンブルグ Ｂ13-5100049 シャトローＮ5,901
シャトローＮ5,901 羽中総合
羽中総合優勝、
総合優勝、マルネ 176 羽中優勝、同 213
羽中優勝、ランス
羽中優勝、ランス 917 羽中優勝、ソールダン 123 羽中優勝
父)サン・ラッキー・ルーク Ｂ11-5011683 ラッキー・ルーク×Ｂ07-5081545
母)Ｂ11-5170270 ブールジュＮ総合10
ブールジュＮ総合 10 位の娘 ウィットペン・218×ズワルテ・ウィットペン・213

【84】
“ラッキー・グリズル・916” Ｂ16-2256916 Ｇ ♀ ボスマンス＝リーケンス作
父)Ｂ13-6122595 ディルク・ファンダィク作 カンニバールの 11 重近親
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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Ｐ
モンリュソンＰ1,322
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
トロー2,478 羽中総合 21 位 カンニバール 8 重近親 08-6338800×Ｂ05-6453989
祖母)Ｂ11-6240721 ディカプリオ×カンニバールの娘
母)Ｂ13-5127983 Ｄ.リーケンス作
祖父)ラッキー・ルーク Ｂ97-5201920 Ｄ.リーケンス作翔 オルレアンＰ5,277 羽中総合優勝 シメイ
604 羽中優勝 ルイス・デロイス×スケレンス
祖母)Ｂ11-5170237 全兄弟／ブルー・バイアグラ

【85】
“ゲルンハウゼン・1114”DV02098-16-1114 Ｂ ♂ ギュンター・プランゲ作翔
ゲルンハウゼン 306Ｋ
306Ｋ2,021 羽中 4 位,リングローゼの 6 重近親
父)ＤＶ02098-09-2100 Ｇ.プランゲ作 スーパー種鳩 直仔／優勝鳩５羽
祖父)リングローゼ(95-12) Ｂ 直仔／802
Ｎエース鳩第 1 位、1009
Ｎエース鳩第 2 位他多くの俊鳩 コ
直仔／
位、
ープマン作(ベアトリックス・ドーファー直仔)×プランゲ作 722(デルバール)
祖母)ＤＶ02098-99-1000 Ｂ プランゲ作 最高種鳩 リングローゼ×コープマン(ブランコの妹)
母)ＤＶ02098-15-480 Ｂ Ｇ.プランゲ作
祖父)デア・520 ＤＶ02098-08-520 Ｓ Ｇ.プランゲ作翔 680Ｋ優勝、
Ｋ優勝、630Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、350Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、340Ｋ優
Ｋ優勝、 Ｋ優
勝 2 回、320Ｋ優勝、
1,600 羽)他 2 位 2 回で、9 位内 20 回入賞
回、 Ｋ優勝、260Ｋ優勝
Ｋ優勝、 Ｋ優勝(以上の平均参加羽数は、約
Ｋ優勝
ＤＶ02098-05-580×ＮＬ05-1937948
祖母)ＤＶ02098-14-1333 Ｇ.プランゲ作 ボリス×08-515

【86】
“ドーター・261”DV02098-16-274 ♀ ギュンター・プランゲ作
父)超銘鳩デア・261 ＤＶ02098-07-261 ＬＢＣ Ｇ.プランゲ作翔 319Ｋ
Ｋ4,379 羽中優勝、543Ｋ
羽中優勝、 Ｋ4,016 羽
中優勝、261Ｋ
中優勝、 Ｋ2,345 羽中優勝、370Ｋ
羽中優勝、 Ｋ2,111 羽中優勝、169Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,934 羽中優勝、262Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,906 羽中優勝、
342Ｋ
Ｋ1,491 羽中優勝、
Ｋ1,386 羽中優勝、455Ｋ
羽中優勝、366Ｋ
羽中優勝、 Ｋ903 羽中優勝、288Ｋ
羽中優勝、 Ｋ770 羽中優勝他
羽中優勝
祖父)ＤＶ02098-06-801 ＢＣ Ｇ．プランゲ作 プランゲ×ファンルーン
祖母)ＤＶ02098-99-1000 Ｂ プランゲ作 最高種鳩 リングローゼ×コープマン(ブランコの妹)
母)ＤＶ02098-10-1666 ギュンター・プランゲ作
祖父)ＤＶ02098-00-1027 特別な種鳩 Ｇ．プランゲ作 リングローゼ(95-12)×ＮＬ94-2783577(Ｃ.＆
Ｇ.コープマン作 ブランコの妹)
祖母)ＮＬ07-1207701 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ハロド×ヤナ

【87】ＤＶ02098-16-226 ♂ ギュンター・プランゲ作 同腹／75)参照
父)デア・520 ＤＶ02098-08-520 Ｓ Ｇ.プランゲ作翔 680Ｋ優勝、
Ｋ優勝、630Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、350Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、340Ｋ優勝
Ｋ優勝、 Ｋ優勝
2 回、320Ｋ優勝、
1,600 羽)他 2 位 2 回で、9 位内 20 回入賞
回、 Ｋ優勝、260Ｋ優勝
Ｋ優勝、 Ｋ優勝(以上の平均参加羽数は、約
Ｋ優勝
ＤＶ02098-05-580×ＮＬ05-1937948
母)ＤＶ02098-09-2060 ギュンター・プランゲ作 ＤＶ07107-08-352 ×ＤＶ02098-07-333
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【88】ＤＶ02098-16-1004 ＢＣ ♂ ギュンター・プランゲ作翔

ハイデンフェルド 356Ｋ
356Ｋ5,816 羽中 33 位
父)ＤＶ02098-08-666 Ｂ Ｇ．プランゲ作 特別な種鳩
祖父)リングローゼ(95-12) Ｂ 直仔／802
Ｎエース鳩第1
1009 Ｎエース鳩第2
直仔／
Ｎエース鳩第 位、
Ｎエース鳩第 位他多くの俊鳩 コ
ープマン作(ベアトリックス・ドーファー直仔)×プランゲ作 722(デルバール)
祖母)ＤＶ02098-06-222 Ｂ Ｇ.プランゲ作 リングローゼの父(コープマン作 ベアトリックス・ドー
ファー直仔)×ファンルーン
母)ＤＶ02098-10-1561 Ｇ.プランゲ作
祖父)Ｂ99-6552499 ＢＣ ファンルーン作 プランゲ鳩舎基礎鳩Ｂ84-6091954 の孫
祖母)ＮＬ01-4743641 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 オンズ・ルイーズ×オランダの女王

【89】Ｂ16-6235907 ＢＣ ♀ アンドレ・ロートホーフト作
父)トム Ｂ04-6250335 Ａ.ロートホーフト作翔 04 年マルネ 2,555 羽中 26 位他、05
位他、05 年 10 回入賞内ドール
回入賞内ドール
ダン 665 羽中優勝、オルレアンＰ3,631
羽中優勝、オルレアンＰ3,631 羽中総合 14 位他で、連盟エース鳩第 2 位、06
位、06 年 10 回入賞内ド
ールダン758
ールダン 758 羽中10
羽中 10 位他で連盟エース鳩第1
位他で連盟エース鳩第 1 位 07 年 12 回入賞内マルネ321
回入賞内マルネ 321 羽中優勝 偉大な種鳩 直
仔／グレＮ総合優勝、2 位 オリンピアード代表 KBDB 大中距離Ｎエース鳩第4 位 兄弟／ネストペンナー
祖父)Ｂ96-6296463 Ａ.ロートホーフト作翔 入賞多数 ホフケンス
祖母)Ｂ02-6303373 Ａ.ロートホーフト作 アントワープ連盟エース鳩１位の 036 の妹
母)Ｂ11-6025093 Ａ.ロートホーフト作
祖父)Ｂ08-4346862 マルセル・アエルブレヒト作 マルセイユ直仔×グスターフの娘
祖母)Ｂ06-6201520 Ａ.ロートホーフト作 兄弟／トム、ネストペンナー Ｂ96-463×Ｂ02-373

【90】Ｂ16-6236124 ＢＣ ♂ アンドレ・ロートホーフト作
異母姉／サンドラ
シャトローＮ18,604
異母姉／サンドラ 35 回入賞内ブールジュＮゾーン
回入賞内ブールジュＮゾーン5,691
ブールジュＮゾーン 5,691 羽中12
羽中 12 位、
シャトローＮ18,604 羽中総合85
羽中総合 85 位、
どモンリュソンＮ11,056
モンリュソンＮ11,056 羽中総合 45 位、アルジャントン優勝、同Ｎ
位、アルジャントン優勝、同Ｎ12,18
アルジャントン優勝、同Ｎ12,187
12,187 羽中総合 67 位、シャトロー
Ｎゾーン 4,158 羽中 25 位他で 15 年 KBDB 大中距離エース鳩第 1 位
※母鳩 1111-984 が本年作出不順の
為、特別参加した鳩
父)Ｂ11-6025266 スーパー種鳩 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス
祖父)Ｂ97-6463999 入賞多数 直仔／036 ブラウエ・クヴェーカー×グード・クヴェーク・ドィビネチェ
祖母)Ｂ10-9058985 両親共ファンレンターゲム作のファンドポル経由ホフケンス
母)Ｂ14-6264190 アンドレ・ロートホーフト作
祖父)Ｂ13-6165328 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス Ｂ08-9113692×Ｂ03-6355571
祖母)グレチェ Ｂ11-6025013 Ａ.ロートホーフト作翔 キェブラン 356 羽中 2 位、ドールダン 826 羽中 8
位、同 1,051 羽中 4 位、同 1,964 羽中 18 位、同 422 羽中 2 位、ラ・スーテレーヌＮ
ラ・スーテレーヌＮ16,665
ラ・スーテレーヌＮ16,665 羽中総合
108 位、メルン 750 羽中優勝、アルジャントンＮ22,384
羽中優勝、アルジャントンＮ22,384 羽中総合 97 位、リモージュＮ17,735
位、リモージュＮ17,735 羽中総
合 185 位、グレＮ3,415
位、グレＮ3,415 羽中総合優勝 トム×Ｂ03-6355923

【91】Ｂ16-6235939 Ｂ ♂ アンドレ・ロートホーフト作 同腹／72)参照
※グレＮ総合優勝、２位の父トムの近親孫
父)トミー Ｂ09-6304150 Ａ.ロートホーフト作翔 シャトローＮ22,718 羽中総合 358 位、リモージュＮ
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14,211 羽中総合 21 位、ブールジュ 168 羽中優勝、同Ｎ9,781 羽中総合 83 位、同Ｎ9,639 羽中総合 65 位、
モンリュソン 101 羽中優勝、同Ｐ1,253 羽中 7 位、キェブラン 313 羽中 2 位、アルジャントンＮ16,325
羽中総合 39 位他 全妹／グレチェ グレＮ総合優勝、別記参照 トム×ネレス・ファンデポル経由ホフ
ケンス
母)ベルジウム・ザ・ベスト Ｂ13-6165132 Ａ.ロートホーフト作翔 ドールダン 2,433 羽中 3 位、ブールジュ
Ｎ24,019 羽中総合 118 位、モンリュソン 471 羽中優勝、同Ｎ19,298
羽中優勝、同Ｎ19,298 羽中総合 27 位、アルジャントンＮ
9,970 羽中総合 28 位、ラ・スーテレーヌＮ3,184
ラ・スーテレーヌＮ3,184 羽中総合 24 位、グレ 504 羽中優勝、同Ｎ2,429
同Ｎ2,429 羽中総
合 2 位、ソールダン 705 羽中 4 位他の成績で、15
位他の成績で、 年ブダペスト・オリンピアード・ベルギー第 1 位
上記トム×ファンレンターゲム作のファンドポル経由ホフケンス

【92】Ｂ16-6236199 Ｂ ♀ アンドレ・ロートホーフト作
父)Ｂ05-6381243 アンドレ・ロートホーフト作翔 トゥーリー1,751
トゥーリー1,751 羽中 11 位、メルン 1,674 羽中 9 位、
オルレアンＰ2,646
オルレアンＰ2,646 羽中総合 12 位他で 08 年アントワープ連盟エース鳩第 1 位
祖父)Ｂ99-6256549 Ａ.ロートホーフト作 ネレス・ファンドポル経由のホフケンス・ライン
祖母)ＤＶ05726=99-477 ウナ・クロスターマン作 ルー・ヴォウタースの筋
母)Ｂ14-6264004 Ａ.ロートホーフト作 全姉妹／キェブラン 159 羽中 2 位、オルレアンＰ10,163 羽中総
合 890 位、アルジャントン 8,624 羽中 766 位他 13 年 11 回入賞内アンジェルヴィル 721 羽中 8 位、ノ
ワイヨン 135 羽中 3 位、ブールジュ
ブールジュ 408 羽中優勝、同Ｎ11,883
羽中優勝、同Ｎ11,883 羽中総合 13 位、イソウドゥンＮ5,670
羽中総合 175 位、ネフェルスＮ
ネフェルスＮ2,918
ネフェルスＮ2,918 羽中総合 45 位、グレＮ2,656
位、グレＮ2,656 羽中総合 3 位他 11 年ラ・スーテレ
ーヌＮ16,665
ーヌＮ16,665 羽中総合 6 位、同Ｎ18,591
位、同Ｎ18,591 羽中総合
羽中総合 4 位 KBDB 中長距離エース鳩 3 位
祖父)Ｂ08-6321104 Ａ.ロートホーフト作 ド・ネストペナー×Ｂ04-6250735
祖母)Ｂ05-6381785 エンゲルス・ホフケンス

【93】
“ザス・フェンナ” NL16-1529380 B ♀ キース・ボスア作 同腹／65)参照
※新スーパー・カップルの直娘
父)レオン ＮＬ08-1549024 Ｋ．ボスア作 直仔／ヘリコプター ポメロイル 3,635 羽中優勝、同
羽中優勝、 32,229 羽
中最高分速、ナイフェル
ナイフェル3,635
羽中優勝、
デュッフェル491
羽中優勝、
クーパー(10-937)
ナイフェル1,032
ナイフェル
デュッフェル
クーパー
ナイフェル
羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、10-936
ナイフェル 1,703 羽中優勝、同
羽中優勝、
羽中優勝、 17,183 羽中最高分速、11-250
ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同32,360 羽中最高分速 超銘鳩フェンナ（15－592）ロワイエ 15,749 羽中最
高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（2 週連続）
ブラウエ・レオ×シャトロー・ダィフイェ
母)ノネチェ ＮＬ08-1549173 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ナイフェル 1,703 羽中優勝、同
羽中優勝、 17,183 羽中最高分
速、
、同 1,032 羽中優勝、同 3,738
3,738 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、ポメロイル 3,635 羽中優勝、同 3,229
羽中最高分速、デュッフェル 491 羽中優勝、ペロンヌ
13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最高分速
羽中優勝、
超銘鳩フェンナ（15－592）ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（2
週連続）タイム・アウト×ケルクダィフイェ

【94】ＮＬ16-1529385 ＢＷ ♀ キース・ボスア作 同腹／66)参照
父)モレノ ＮＬ13-1243824 Ｂ Ｋ.ボスア作翔 トロイＮ13,664 羽中総合優勝 直仔／好鳩多数
直仔／好鳩多数
フィーカン×ノラ
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母)アミーラ ＮＬ14-1063659 Ｋ.ボスア作翔 ナントィル NPO9,882 羽中総合優勝、同16,765 羽中最高分速
ヨンゲ・カースブール×チャンピー

【95】ＮＬ16-1529383 ♂ キース・ボスア作
父)クリス ＮＬ13-1243845 Ｋ.ボスア作翔 モルリンコート14,774
モルリンコート 14,774 羽中総合2
羽中総合 2 位、ナイフェル3,134
位、ナイフェル 3,134 羽中優勝
祖父)グローテ・チコ ＮＬ12-1623785 Ｂ Ｋ．ボスア作 チコ×ロンリー
祖母)ポンメルチェ ＮＬ11-1747324 Ｋ．ボスア作翔 ポメロイル 703 羽中優勝 ヴィエルゾン 101 羽中
優勝、
シャトロー2 回上位入賞 ファヴォリー×シゾ(姉／ジョイ ブ
優勝 ペロンヌ13,438
ペロンヌ 13,438 羽中総合16
羽中総合 16 位、
ロアＮ9,545 羽中総合優勝)
母)コンチータ ＮＬ13-1243779 Ｋ.ボスア作翔 ナントィル1,603 羽中2 位、ペロンヌ5,059 羽中総合2 位
兄／ジョーンズ ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高分速(
羽中最高分速(直仔／ポメロイル
直仔／ポメロイル 4,843 羽中総合優
勝、マンテス・ラ・ジョリーNPO7,771
勝、マンテス・ラ・ジョリーNPO7,771 羽中総合 14 位他優入賞多数)
位他優入賞多数)
祖父)レオン ＮＬ08-1549024 Ｋ．ボスア作 直仔／ヘリコプター ポメロイル 3,635 羽中優勝、同 32,229
羽中最高分速、ナイフェル 3,635 羽中優勝、デュッフェル 491 羽中優勝、クーパー(10-937)
ナイフェ
羽中優勝、クーパー
ル 1,032 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、10-936
ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高
羽中優勝、
分速、11-250
ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最高分速 超銘鳩フェンナ（
－592）
）
分速、
超銘鳩フェンナ（15－
ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（
羽中最高分速総合優勝（2 週連続）
週連続）
ブラウエ・レオ×シャトロー・ダィフイェ
祖母)ノネチェ ＮＬ08-1549173 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最
高分速、同 1,032 羽中優勝、同 3,738 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、ポメロイル 3,635 羽中優勝、
同 3,229 羽中最高分速、デュッフェル 491 羽中優勝、ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最
高分速 超銘鳩フェンナ（
－592）
）ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高
超銘鳩フェンナ（15－
分速総合優勝（
分速総合優勝（2 週連続）
週連続）タイム・アウト×ケルクダィフイェ

【96】ＮＬ16-1529375 Ｂ ♀ キース・ボスア作
異父兄弟／ヨンゲ・カースブール参照
父)ジョーンズ ＮＬ10-5007936 Ｋ.ボスア作翔 ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高分速 直仔
／ポメロイル 4,843 羽中総合優勝、マンテス・ラ・ジョリーNPO7,771
羽中総合優勝、マンテス・ラ・ジョリーNPO7,771 羽中総合 14 位他優入賞多数
祖父)レオン ＮＬ08-1549024 Ｋ．ボスア作 直仔／ヘリコプター ポメロイル 3,635 羽中優勝、同 32,229
羽中最高分速、ナイフェル 3,635 羽中優勝、デュッフェル 491 羽中優勝、クーパー(10-937)
ナイフェ
羽中優勝、クーパー
ル 1,032 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、10-936
ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高
羽中優勝、
分速、11-250
ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最高分速 超銘鳩フェンナ（
－592）
）
分速、
超銘鳩フェンナ（15－
ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（
羽中最高分速総合優勝（2 週連続）
週連続）ブラウエ・
レオ×シャトロー・ダィフイェ
祖母)ノネチェ ＮＬ08-1549173 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最
高分速、同 1,032 羽中優勝、同 3,738 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、ポメロイル 3,635 羽中優勝、
同 3,229 羽中最高分速、デュッフェル 491 羽中優勝、ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最
高分速 超銘鳩フェンナ（
－592）
）ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高
超銘鳩フェンナ（15－
分速総合優勝（
分速総合優勝（2 週連続）
週連続）タイム・アウト×ケルクダィフイェ
母)クリスティーナ ＮＬ05-1358883 Ｃ．コニング作 直仔／ウダン ポメロイル 2,594 羽中優勝、シャンテ
ィー5,645 羽中総合 4 位、モースクロン 5,168 羽中総合 5 位、アリッサ シャトロー846 羽中優勝、ブオ
ラ 6,029 羽中総合 2 位、同 8,077 羽中総合 6 位 他 09 年オランダＮ最優秀鳩(この鳩はフェルケルク鳩舎
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に導入され、14 年ルフェック NPO 総合優勝の父)
祖父)ゾーン・シャトロー・ダィフイェ ＮＬ04-2062097 ダニー×シャトトー・ダィフイェ
祖母)チコの娘 ＮＬ03-1147106 バレリーニとフィーゴの孫

【97】
“ビューティ・カス” Ｂ16-4140139 ＢＬＫＣＷ ♂ デスメイター＝レスチアン作
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
年リブルヌＰ
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
ナックＮ
総合優勝、同ＩＮ9,052 羽中総合優勝
祖父)サン・ヨースト Ｂ03-4456329 ＤＣ 最高種鳩 両親共デスメイター＝レスチアン作 ヨースト×
アスケ 2001(01 年若鳩長距離Ｎエース鳩第 1 位)
祖母)ヤンダーケ ＮＬ03-1344459 ＤＣＷ FPP 作 ダックスＮ18,323 羽中総合優勝×ヴァルポット・
ローイマン
母)ルショの娘 Ｂ15-250667 ＢＬＫＣ デスメイター＝レスチアン作 半兄弟／15 年ペルピニャンＩＮ総
合2 位
祖父)ルショ Ｆ06-187129 ＢＬＫＣ Ｐ.＆Ｇ.デュドウ作翔 カルカゾンヌ 174 羽中優勝、サンゴウデン
319 羽中 4 位、ネクソン 1,265 羽中 7 位、ブリーブ 4,823 羽中 17 位 長距離エース鳩 1、2 位(2 年で)
ダーク・35 直仔
祖母)Ｂ13-4265049 ＢＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 銘鳩ヨーストの近親孫

【98】
“ラヴァル・クアトロ” Ｂ16-4139692 BC ♂ デスメイター＝レスチアン作
父)ラヴァル Ｂ13-4285904 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 15 年ペルピニャンＮ5,254
羽中総合
ペルピニャンＮ
8 位、ポーＮ1,980
羽中総合 9 位、サンバンサンＮ3,037
羽中総合 49 位他で、KBDB
国際超長距離 3
位、ポーＮ
位、サンバンサンＮ
位他で、
レース最優秀鳩
祖父)ブロア・ヨースト Ｂ01-4376168 ＤＣ デスメイター＝レスチアン作 兄弟／ヨースト 03 年ペル
ピニャンＩＮ
ピニャンＩＮ1
ャンＩＮ 才鳩優勝 直仔／ボルドー ド・95 フェルフィッシュ×スーパー・23 エルネスト
祖母)グラン・クリュの娘 Ｂ07-4241464 ＢＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 グラン・クリュ(ボ
グラン・クリュ ボ
ルドーＩＮ1
ルドーＩＮ 才鳩の部優勝)×レディ・フィンス
才鳩の部優勝 ×レディ・フィンス(サンバンサンＮ
×レディ・フィンス サンバンサンＮ1
サンバンサンＮ 才鳩優勝)
才鳩優勝
母)クアトロ・4 Ｂ11-4274444 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 自鳩舎史上最高の雌鳩 国際地中海杯1
位、13～14 年バルセロナ・ペルピニャン最優秀鳩、同13～15 年最優秀鳩、13～15 年最優秀バルセロナ鳩
祖父)コロネル・ジュニア Ｂ03-4456397 ＢＣ クルヴェルス＝デヴィールト作 直仔／ボルドーＮ総合
4 位、同ＩＮ
羽中総合 7 位、ペルピニャンＮ総合 5 位、同ＩＮ17,624
羽中総合 6 位、バルセロ
位、同ＩＮ6,223
同ＩＮ
位、同ＩＮ
ナＩＮ総合 7 位、孫／ナルボンヌ 1,919 羽中 4 位、同ＩＮ総合 25 位、モントーバン 2,689 羽中 8 位
コロネル×バレリーニ
祖母)シスター・カルダト Ｂ06-4190198 ＢＬＫＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 兄弟／03 年マ
ルセイユＰ優勝、同優勝、ペルピニャン 2 位、コールデ×ヨーストの妹

【99“スーパー・エーシー・505” Ｂ16-4139505 ＢＣ ♀ デスメイター＝レスチアン作
父)ニコ Ｂ13-5105708 ニコ・ジャスパース作翔 14 年アジャン 110 羽中優勝、同Ｎ3,180
羽中優勝、同Ｎ3,180 羽中総合 13 位、
ナルボンヌＮ2,835
超長距離 1 才鳩Ｎエース鳩第 1 位
ナルボンヌＮ2,835 羽中総合 16 位他で、KBDB
位他で、
祖父)Ｂ07-5162135 バルセロナ・ヨーリセンの直仔で、04 年 KBDB 長距離Ｎエース鳩第 1 位鳩×02
位鳩×02 年 IFC
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4000 エース鳩第 1 位の娘
祖母)Ｂ07-5162014 優勝 4 回の娘
母)ビューティ・ミストラル・ペギー Ｂ14-4240788 ＤＣＷ デスメイター＝レスチアン作
祖父)ピエール・ミストラル Ｂ10-3120100 ＢＣＷ ピエール・ブールジョワ作翔 11 年ナルボンヌＮ総
合 26 位 14 年ペルピニャンＮ6,248
年ペルピニャンＮ6,248 羽中総合 8 位、サンバンサンＮ3,240
サンバンサンＮ3,240 羽中総合 5 位で KBDB 超長距
離Ｎエース鳩第 1 位 ナタン(Ｇ.デフォーヒト)×ジュリア
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
年バルセロナＮ
羽中総合
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
ペルピニャン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

【100】Ｂ16-4254385 ＤＣ ♂ デスメイター＝レスチアン作
父)インヴィクトゥス Ｆ12-294562 ミッシェル・デュボワ作翔 ポーＩＮ834
ポーＩＮ834Ｋ
834Ｋ9.052 羽中総合 5 位、ペルピ
ニャンＩＮ893
ニャンＩＮ893Ｋ
893Ｋ15,954 羽中総合 21 位、サンバンサンＩＮ814
位、サンバンサンＩＮ814Ｋ
814Ｋ10,737 羽中総合 15 位で欧州超長距離エ
位で
ース鳩第 1 位
祖父)基礎鳩イグナス Ｆ09-116648 オヴァール・シオン系 ダックスＮ総合 4 位他のスーパー鳩×娘
祖母)ラ・イェレマ ＮＬ07-1187406 ＢＣ イェレ・イェレマ作 アイスマン×サフィールの娘
母)カスの妹 Ｂ13-4200569 ＢＣＷ 全兄／カス 14 年リブルヌＰ551
羽中優勝、ジャルナックＮ3,741
年リブルヌＰ
羽中優勝、ジャルナックＮ
羽中総合 18 位で 1 才鳩長距離Ｎエース鳩第 5 位、15
羽中当日只
位、 年ポーＮ1,980
年ポーＮ
羽中当日只 1 羽帰り
羽帰り総合優勝、同
ＩＮ9,052
羽中総合優勝
ＩＮ
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×ヴァルポッ
ト・ローイマン

【101】ＮＬ16-1588000 Ｂ ♀ スヘーレ兄弟作
父)エース・ボーイ ＮＬ07-3761969 Ｂ 11 年長距離Ｎエース鳩第 4 位 南蘭長距離クラブゴールデン・クラ
ック第 1 位、6 回参加全入賞内セザンヌ 8,785 羽中総合優勝、アルジャントン
、アルジャントン 27,597 羽中総合 7 位、オ
ルレアン 4,927 羽中総合 3 位、ポメロイル 9,338 羽中総合 6 位、ペロンヌ
ペロンヌ 1,297 羽中優勝
祖父)ブラウエ・オルレアン ＮＬ05-0565984 Ｂ オルレアン NPO5,011 羽中総合優勝 兄弟／スーパー・
02 若鳩中距離Ｐエース鳩第1 位 ソールダン11,475 羽中総合10 位、
オルレアン2,998 羽中総合7 位、
モルリンコート8,415羽中総合55位、
エタンプ4,490羽中31位他 スーパー・ボーイ×ドンカー・666(ヘ
ンク・メリス)
祖母)ドンナの娘 ＮＬ05-0565982 Ｂ モルリンコート6,260 羽中総合18 位他上位多数 ボンテ・ファン・
アルマンド×ドンナ
母)メッチェ ＮＬ12-3213750 Ｂ 全姉／エース・ガール
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
羽中総合優勝
総合 2 位、ブールジュ NPO4,847 羽中総合 10 位
祖父)スーパー・ボーイ ＮＬ02-0274336 上記参照
祖母)666 の娘 ＮＬ02-1713196 Ｂ 666(ヘンク・メリス)×ド・503(Ｒ．メリス)
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【102】ＮＬ16-1588012 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)デイジー ＮＬ13-3310861 Ｂ 兄弟／
／08-800 オルレアン 4,970 羽中優勝、アブリス 7,889 羽中総合 2
位 デミ 後シーズンＰエース鳩第 1 位、10-372 ブロイル 1,719 羽中優勝、エルフィエ NPO 総合 22、
39、59 位他 ダフネ エース鳩第 1 位
祖父)リヒテ・ディルク Ｂ02-6503551 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 ゾーン・ブールジュ×エディ・ヤ
ンセン
祖母)スーパー・02 ＮＬ04-0451802 Ｂ 若鳩中距離Ｐエース鳩第
若鳩中距離Ｐエース鳩第 1 位 ソールダン 11,475 羽中総合 10
位、オルレアン2,998 羽中総合7 位、モルリンコート8,415 羽中総合55 位、エタンプ4,490 羽中31 位
他 兄弟／オルレアン NPO5,011 羽中総合優勝 スーパー・ボーイ×ドホター・666(ヘンク・メリス)

【103】ＮＬ16-1588016 スレート ♂ 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
兄弟／
ェリー(トミーの母)、15
1515-880 シャトローＮ11,922
シャトローＮ11,922 羽中総合 23 位
父)ソニー ＮＬ12-3254959 Ｂ 全兄弟／エース・ガール
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
中総合優勝
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

【104】ＮＬ16-1588019 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
兄弟／
ポン・サン・マックス
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
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
位、オウビー1,373 羽中優勝、シャトローＮ11,922
羽中優勝、シャトローＮ11,922 羽中総合 59 位他
父)ジェローン・ジュニア ＮＬ11-1742421 Ｂ ヴィレム・ドブルイン作
祖父)ジェローン ＮＬ06-1071741 スレート Ｗ.ドブルイン作翔 Ｎエース鳩 4、11 位 クライネ・ブ
ラウエ×ゲニーダ
祖母)ブルー・フレーム ＮＬ07-1821760 Ｂ Ｗ.ドブルイン作翔 09 年Ｎ最優秀雌鳩第 11 位 両親ヘ
ルマンス＝コィスタース作 ファンジオ×フィーナ
母)ハニー ＮＬ13-1308215 Ｂ スヘーレ兄弟作
祖父)ボーイ・48 ＮＬ09-3951648 Ｂ スヘーレ兄弟作 兄弟／エース・ガール ポアチエ NPO 総合優勝、
ラ・スーテレーヌ NPO2 位、シャトローNPO2 位 アミー 当日長距離エース鳩第 2 位 孫 14 年若鳩Ｎ
エース鳩第 5 位
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祖母)ハリーの娘 ＮＬ11-1912644 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作 超銘鳩ハリーの娘

【105】Ｂ16-3065338 Ｂ ♀ リック・クールス作 同腹／53)参照
父)ド・クライネン Ｂ12-3113677 Ｂ Ｒ．クールス作翔 12 年Ｐエース鳩第 3 位、直仔／13-703 シャトロ
ーＮゾーン優勝、アミーゴ ツール 6,083 羽中総合優勝、同 5,313 羽中総合優勝 ローニー×Ｂ10-3020320
母)Ｂ11-3123443 Ｂ Ｒ．クールス作 兄弟／ペトロシュカ アルジャントンＰ512Ｋ2,631 羽中優勝、同Ｎ
ゾーン 8,003 羽中優勝、同Ｎ23,921 羽中総合 4 位、同Ｐ1,403 羽中 21 位、同Ｐ3,250 羽中 91 位、クレル
モン 200Ｋ230 羽中優勝、同 711 羽中 3 位、アブリス 300Ｋ645 羽中 10 位、ブールジュ 444ＫＰ1,427 羽中
11 位、同Ｐ2,054 羽中 13 位、同Ｎゾーン 4,806 羽中 38 位、シャトローＰ485Ｋ5,500 羽中 14 位他、ツー
ルＰ450Ｋ1,405 羽中 14 位、2011 年 KBDB 中距離Ｐエース鳩第５位 カンマ×ヘット・セリナ

【106】Ｂ16-3065325 Ｂ ♂ リック・クールス作 同腹／54)参照
父)Ｂ10-3020284 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
ゾーン・ブリクセン×フリッカ
母)モウリスカ Ｂ10-3020217 Ｒ.クールス作翔 シャトロー5,500 羽中 6 位、アルジャントン 3,105 羽中
33 位、グレ 2,915 羽中 53 位、ラ・スーテレーヌ 2,436 羽中 45 位他 KBDB エース鳩第 2 位
ウィットペンネ・モウリス×ダナエ

【107】Ｂ16-3065384 Ｂ ♀ リック・クールス作 同腹／55)参照
父)アントン Ｂ14-3115103 Ｒ.クールス作 ダニー×モレケⅡ
母)マジック・マリーケⅠ Ｂ12-3113590 マジック・ジュニア×マリーケ

【108】
“プロパー・マリーケ”B16-3065098 Ｂ ♀ リック・クールス作
父)Ｂ14-6058992 リック・ヘルマンス作 直仔／ブールジュ 624 羽中 4 位、ラ・スーテレーヌ 452 羽中 7 位
祖父)プロパー・ヴィッテンティク Ｂ10-6298443 Ｒ．ヘルマンス作 全兄弟／スターリー ブールジュＮ
37,357 羽中総合 52 位、ラ・スーテレーヌＮ17,814 羽中総合 177 位、アルジャントンＮ23,921 羽中総合
202 位、
グレＮ14,245 羽中総合 1053 位で 3Ｎレース最優秀若鳩第 4 位、
4Ｎレース最優秀若鳩第 7 位 他
ドールダン 1,962 羽中 22 位 ムンリ アルジャントンＮ22,442
アルジャントンＮ22,442 羽中総合 36 位他 ブロア・スターリー
ドールダン 1,013 羽中優勝(Ｅ．ヤンセン鳩舎)
プロパー×クライン・マルティーン
羽中優勝
祖母)シャルレーヌ Ｂ09-6323212 アルジャントン 236 羽中優勝、同Ｎ11,001
羽中優勝、同Ｎ11,001 羽中総合 5 位、同 125 羽中
優勝、同Ｎ4,782
優勝、同Ｎ4,782 羽中総合 27 位、シャトロー512
位、シャトロー512 羽中優勝、同 22,718 羽中総合 6 位、ラ・シャルテＮ
15,780 羽中総合 154 位、シャトローＮ20,517 羽中総合 259 位、ブールジュＮ24,676 羽中総合 611 位、
アルジャントンＮ23,921 羽中総合 802 位、グレＮ14,245 羽中総合 867 位他で 11 年欧州杯長距離エース
鳩第 3 位 チット×ゾルゲンキント
母)Ｂ11-3172389 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)マリーケ Ｂ08-3037512 Ｒ.クールス作翔 グレ 5,166 羽中優勝、Ｐエース鳩第１位 ブリクセン
直仔×フリッカ
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【109】ＮＬ16-1663953 ＢＣ ♀ ヤン・ホーイマンス作
父)ニュー・ハリー ＮＬ14-1219811 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作 PIPA ランク若鳩Ｎエース鳩第 1 位 ニ
ールグニース 14,737 羽中総合優勝、ポン・サン・マクサンス 12,894 羽中総合優勝、
、メルン 1,046 羽中優
勝他 トロイ 6,390 羽中総合 9 位 兄弟／
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
羽中優勝
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)ステレイエ ＮＬ10-1881869 Ｃ.ファンデヴェーテリング作 直仔／アッセ・ゼリンク1,897
ゼリンク 1,897 羽中優勝、
ニールグニース 455 羽中優勝 両親バース作 フローム 150×リヒテ・スーパーチェ
母)ラーチェ・707 ＮＬ14-1208707 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 超銘鳩ハリーの近親
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620
羽中総合優勝、
位、
兄弟／シャトロー
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)ラーチェ・56 ＮＬ06-1266956 ＢＣ サルブリNPO7,599 羽中総合2 位、ブールジュNPO4,347 羽中
総合12 位、マンテ・ラ・ジョリーNPO14,945 羽中総合 66 位 兄弟／超銘鳩ハリー他
兄弟／超銘鳩ハリー

【110】ＮＬ16-1663771 ＢＣ ♀ ヤン・ホーイマンス作
父)ケース ＮＬ07-2007622 ＢＣ ブロアＮ4,829
羽中総合 2 位、シャトローNPO5,979
羽中総合 5 位、サ
ブロアＮ
位、シャトロー
ルブリ NPO7,599 羽中総合 11 位、同 NPO6,971 羽中総合 63 位 同腹／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 Ｎエース鳩第 1 位
祖父)ヨンゲ・ブリクセン Ｂ01-3266512 ＰＢ ガビー・ファンデンアベール作 ブリクセン(ポアチエ1,448
羽中優勝、シャトロー4,662 羽中総合2 位他 コロネル×リタ)×ドロレス(基礎鳩ヴィッテンブィクの娘)
祖母)ディルクイェ ＮＬ05-1936558 ＢＣ Ｇ.コープマン作 超銘鳩クライネ・ディルク(98 年世界選手権
若鳩第５位、99 年Ｎエースピジョン第１位 NPO トロイ 17.884 羽中総合優勝、NPO ブールジュＮ
7.165 羽中総合優勝、マーゼイク 3,522 羽中優勝、ロンメル 495 羽中優勝、ベーク 443 羽中優勝)×ア
モーレ(03 年オリンピアード代表 長距離Ｎエース鳩第 1 位)
母)ミスティ ＮＬ14-1209791 Ｊ.ホーイマンス作
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620
羽中総合優勝、
位、
兄弟／シャトロー
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)ミスティーク ＧＢ07ＬＯ2105 ＢＣ クレハン＆オコーナー作翔 優勝14
3,801
優勝 14 回内4,316
回内 4,316 羽中優勝、
羽中優勝、1,740
羽中優勝、1,740 羽中優勝他 マライケ・フィンク作ドラム（チップス直仔,ファラ・ディバの同腹）
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×コープマン作 エルマーフェーン・ホープとゴールデン・レディの娘

【111】ＮＬ16-1663698 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマンス作
父)メース ＮＬ15-1850173 ヤン・ホーイマンス作
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シャ
トローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽中総
トローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
合 3 位、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
位、モルリンコートＰ
位、シャトロー
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
位、
祖母)エスメー ＮＬ12-1005204 スーパー・レーサー兼種鳩 WHZB と TBOT
BOTB で、Ｎエース鳩第 1 位、NPO
位、NPO
長距離Ｎエース鳩第 2 位、15
位、15 年ブダペスト・オリンピアード代表 カロンス NPO 総合優勝 Ｐ.フェー
ンストラ×ドクター・シュヴィルデ(ド)
母)ドーター・アレクシア ＮＬ15-1850059 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作
祖父)スーパースターの弟 ＮＬ14-17688196 ＢＣ Ｈ.ポウ作 兄弟／スーパースター ブールジュ NPO
4,230 羽中総合優勝、サルブリ NPO5,123 羽中総合 9 位、ナントィル 5,768 羽中総合 9 位他 Ｍ.ハーセ
ンドンク×Ｊ.Ｋ.オウワーケルク
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
シャトロー
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
中総合優勝
兄弟／超銘鳩ハリー
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

【112】
“ダブル・ハリー”NL16-1663972 ＢＣ ♀ ヤン・ホーイマンス作
父)スペシャル・ハリー ＮＬ13-1395604 Ｊ.ホーイマンス作 甥／シャトローＮ44,239 羽中最高分速総合優
勝(リック・ヘルマンス鳩舎)
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620 羽中総合優勝、
位、
10 位、同 NPO4,260 羽中総合 5 位、同 NPO4,604 羽中総合 4 位、同 NPO5,979 羽中総合 10 位、サ
ルブリ NPO7,599 羽中総合 2 位、ブロアＮ4,829 羽中総合 2 位、同Ｎ5,653 羽中総合 3 位、ブールジ
ュ NPO7,299 羽中総合 6 位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ
祖母)ラスト・ワン ＮＬ07-2062828 Ｂ リック・ヘルマンス作 基礎鳩ヤールリング・ドンダースティ
ーン×ヤンセン・ドィビン
母)ハリーの娘 ＮＬ10-18648882 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 DNA 鑑定付 全兄弟／ワンディー スープ
NPO3,607 羽中総合優勝、アセ・ゼリク 11,474 羽中総合 18 位で、14
位で、 年長距離 NPO エース鳩第 20 位
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
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中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ
位、
祖母)マライケ ＮＬ04-2031628 ＢＣ マライケ・フィンク作 直仔／オルレアン NPO9,670 羽中総合優
勝 アラジン×ファラ・ディバ

【113】Ｂ16-2060177 Ｂ ♀ アルベルト・デルヴァ作 同腹／45)参照
父)ド・ゾーン Ｂ10-2007030 Ａ.デルヴァ作翔 ブロアＰ2,413
ブロアＰ2,413 羽中総合 11 位、アルジャントンＰ3,395
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
アルジャントンＮ22,442 羽中総合 94 位、ブールジュＮ30,748
ブールジュＮ30,748 羽
中総合 218 位他 兄弟／プリモ
兄弟／プリモ アルジャントン 348 羽中優勝、シャトロー2,043
羽中優勝、シャトロー2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056
位、同ＳＮ4,056
羽中総合 22 位、シャトローＳＮ9,026
位、シャトローＳＮ9,026 羽中総合 73 位、スワソン 224 羽中優勝、488
羽中優勝、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(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
以上は４週連続優勝)、同 941 羽中優勝、シャトローＰ1,039
シャトローＰ1,039
羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、同Ｎ11,001 羽中総合 49 位、シャ
トロー823
トロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、同Ｎ16,479 羽中総合 75 位、シャトローＩＰ8,854
位、シャトローＩＰ8,854 羽中総合 87 位、ペリナ アルジ
ャントン 172 羽中優勝、同Ｎ20,844
同Ｎ20,844 羽中総合 11 位、ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108
モミニー108 羽中優勝、
アルジャントン 142 羽中優勝、同Ｎ6,177
羽中優勝、同Ｎ6,177 羽中総合 14 位、ブールジュＮ13,354
位、ブールジュＮ13,354 羽中総合 101 位、モンリ
ュソン 5,052 羽中総合 9 位、同ＳＮ8,619
ペトロヴァ モミニー125
同ＳＮ8,619 羽中総合 13 位他
モミニー125 羽中優勝、シャ
トロー550
トロー550 羽中 2 位、同ＩＰ7,871
位、同ＩＰ7,871 羽中総合 72 位、アルジャントン 1,171 羽中 11 位、ル・マン 1,312 羽
中 12 位、ラ・スーテレーヌＮ21,258
スーテレーヌＮ21,258 羽中総合 578 位 パオリーニ 22 回入賞内アルジャントンＩＰ5,871
回入賞内アルジャントンＩＰ5,871
羽中総合 15 位 ヴァレンチノ×ポーライン
母)ロセーラ Ｂ13-2110076 Ａ．デルヴァ作 Ｂ11-2090012 超近親種鳩×ロゼ

【114】Ｂ16-2060663 B ♂ アルベルト・デルヴァ作 同腹／46)参照
父)プリモ Ｂ09-2027029 Ａ．デルヴァ作翔 09 年 10 回入賞、10 年 11 回入賞内アルジャントン
アルジャントン 348 羽中優
勝、同Ｎ19,816
羽中祖総合 229 位、シャトロー2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、シャトロ
勝、
ーＳＮ9,026 羽中総合 73 位 ヴィエルゾンＩＰ3826 羽中総合 42 位、11 年 13 回入賞内スワソン
スワソン 224 羽中
優勝、488 羽中優勝、ナントィル 471 羽中優勝、ピティヴィエ 149 羽中優勝(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
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、シャトローＰ1,039 羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、
Ｎ11,001 羽中総合 49 位、12 年 9 回入賞内シャトロー
シャトロー823
羽中総合 75 位、シャト
シャトロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、
ローＩＰ8,854 羽中総合87 位 兄弟／ペリナ アルジャントン 172 羽中優勝、
同Ｎ20,844
同Ｎ20,844 羽中総合 11 位、
ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108
羽中総合
羽中優勝、モミニー108 羽中優勝、アルジャントン 142 羽中優勝、同Ｎ6,177
羽中優勝、
14 位、ブールジュＮ13,354 羽中総合 101 位、モンリュソン 5,052 羽中総合 9 位、同ＳＮ8,619 羽中総合
13 位他 ド・ゾーン 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 ペトロヴ
ァ モミニー125 羽中優勝、シャトロー550 羽中 2 位、同ＩＰ7,871 羽中総合 72 位、アルジャントン 1,171
羽中 11 位、同Ｎ21,092 羽中総合 508 位、同Ｎ10,549 羽中総合 174 位、ル・マン 1,312 羽中 12 位、ラ・
スーテレーヌＮ21,258 羽中総合 578 位 パオリーニ 22 回入賞内アルジャントンＩＰ5,871 羽中総合 15
位、アルジャントンＩＰ5,883 羽中総合 61 位 ヴァレンチノ×ポーライン
母)ＧＢ13Ｐ04522 プレミア・スタッド作 Ｂ11-2055835 兄弟／プリモ×Ｂ12-2080144 兄弟／ヴァレリ

【115】Ｂ16-2060149

Ｂ ♀

アルベルト・デルヴァ作 同腹／47)参照
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父)インヴィクトゥス Ｂ13-2110100 Ａ.デルヴァ作翔 イソウドゥンＮ16,587 羽中総合優勝、ナントイル1,535
羽中 4 位他上位入賞多数 パブロ×Ｂ12-2080086
母)Ｂ12-2080098 Ａ.デルヴァ作 プリモ×Ｂ11-3070106 純ガビー・ファンデンアベール

【116】Ｂ16-2060156 ♀ アルベルト・デルヴァ作
父)Ｂ11-2090197 Ａ.デルヴァ作
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
羽中優勝、シャトロー2,043 羽中 7
位、同ＳＮ4,056
位、同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、シャトローＳＮ9,026
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(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
以上は４週連続優勝)、同 941
羽中優勝、シャトローＰ1,039
シャトローＰ1,039 羽中優勝、同ＳＮ6,281
同ＳＮ6,281 羽中総合 3 位、アルジャントン 231 羽中優勝、
同Ｎ11,001
シャトロー823
同Ｎ16,479
シャトローＩＰ8,854
同Ｎ11,001 羽中総合49
羽中総合 49 位、
シャトロー823 羽中優勝、
同Ｎ16,479 羽中総合75
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)ミス・ベルジウム Ｂ10-2007035 Ａ.デルヴァ作翔 両親Ｐ.ヒュルズ作 ブロア 2,413 羽中総合優
勝、ラ・スーテレーヌＮ17,017
勝、ラ・スーテレーヌＮ17,017 羽中総合 10 位 欧州杯ベルギーＮエース鳩第 1 位
母)ソン・ハリー Ｂ13-2110029 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Ｎ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シャ
トローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽中総
トローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
合 3 位、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
位、モルリンコートＰ
位、シャトロー
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、
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 Ｂ Ａ.デルヴァ作翔 シャトローＳＮ8,218
グレＢＵ
シャトローＳＮ8,218 羽中総合優勝、
グレＢＵ1,298
ＢＵ1,298
羽中優勝、シャトローＩＰ3,969
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 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Ｎ5,927
羽中総合 15 位、ブロアＰ2,836 羽中総合 11 位他、ポーレット モンリュソンＳＮ8,619
モンリュソンＳＮ8,619 羽中総合優勝、
羽中総合優勝
ナントイル優勝、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 位他 ポーラインの父
×ヴァレスカ

【117】ＮＬ16-1072756 Ｂ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
異母兄弟／マルティン
異母兄弟／マルティン センス 6,386 羽中総合 2 位、ポメロイル 7,848 羽中総合 3 位、ラーヴェンシュタイ
ン 5,247 羽中総合 6 位他 ミス・ジェンジラの母ニドラ
父)フリドゥス ＮＬ10-1109626 Ｂ ベルギーのノルベール・デシュライヴァーとの共作
祖父)ビヤルネ Ｂ02-4247563 Ｂ 両親共ドラウ＝サブロン作 ドローマー直仔
祖母)モニーク Ｂ06-4368520 Ｂ 両親共Ｍ．アエルブレヒト作 直仔／リモージュＮ14,211
直仔／リモージュＮ14,211 羽中総合 36
位、チュールＮ8,322 羽中総合 207 位 ド・ペルピニャンの娘
母)ラジンダ ＮＬ08-2049135 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／センス NPO6,386 羽中総合 2 位、ブロイル
NPO4,564 羽中総合 6 位、NPO 当日長距離エース鳩第 2 位
祖父)ジェイソン ＮＬ01-1135413 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／ヴァレラ 当日長距離エース鳩第
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1 位 ミスター・アレンニッヒ オンズ・ルィーズ×オランダの女王
祖母)ジーナ ＮＬ06-1597157 Ｂ 07 年当日長距離Ｎエース鳩第2
年当日長距離Ｎエース鳩第2 位 シャンティー13,008
シャンティー13,008羽中総合
13,008 羽中総合2
羽中総合2 位、
オルレアン NPO9,670 羽中総合 2 位他上位多数 デン・リンズ・ファヴォリー×超銘鳩アンネリーズ

【118】ＮＬ16-1072744 Ｓ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
父)レッド・ブレンス ＮＬ07-3704851 ＲＣ Ｊ.ブレンス作翔 08 年ボルドーNPO5,038
年ボルドーNPO5,038 羽中総合 2 位、10
位、10
年ベルジェラック
、
年ベルジェラック NPO4,651 羽中総合 2 位、11
位、 年同 4,288 羽中総合優勝、
祖父)ブロア・975 ＮＬ01-4137964 Ｊ.ブレンス作 兄弟 975 の直仔／ローイエ・デューク
の直仔／ローイエ・デューク ハム・バレ
ルス ドルトムント・オリンピアード超長距離第 2 位 フェルハーゲン×ヘルマンス＝フクストラ
祖母)ＮＬ06-0763750 ファン・ハム＝バルテルス作 オーイエ・デューク×超長距離 14 回入賞
母)ペイレン・671 Ｂ10-3172671 ＲＣ ノエル・ペイレン作
祖父)クランパー Ｂ06-3183315 両親共ノエル・ペイレン作 アーティースト・821×アポロの娘
祖母)ニカ Ｂ05-3219211 Ｎ.ペイレン作翔 スストーンＩＮ10,947 羽中総合優勝 両親ペイレン作

【119】ＮＬ16-1072706 ＢＣ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作
父)ダンディー ＮＬ12-1076961 ＢＣ コープマン父子作 異母兄弟／デイ
デイ・ドリーム アブリス NPO582
Ｋ8,519 羽中総合優勝他 異父兄弟／エステファン
エステファン ポメロイル NPO7,345 羽中総合優勝
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)ザーラ ＮＬ10-1109753 ＢＣ コープマン父子作
祖父)エルマーフェーンズ・ホープ ＮＬ00-4728193 Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 当日長距離Ｎエースピ鳩
第２位、
オリンピアード代表 オルレアンＮ9,181
アブリス NPO13,020
オルレアンＮ9,181 羽中総合優勝、
NPO13,020 羽中総合２位、
ボクステル 2,397 羽中優勝、ハヌー4,393
羽中優勝、ハヌー4,393 羽中総合２位
祖母)ヤング・ドリームＮＬ00-5063909 超銘鳩クライネ・ディルクの娘にして
・ディルクの娘にしてアダーラ(
アダーラ(ヴァイチェン
12,046 羽中総合優勝他)
羽中総合優勝他)の母

【120】ＮＬ16-1072701 ＢＣ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
同腹／44)参照
父)ニルソン ＮＬ11-1186012 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ゴールデン・ディルク×ニュー・ホープ
母)ブライト・ブルー ＮＬ10-5011836 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 キェブラン 6,223 羽中総合 10 位、ブレ
トィル 9,786 羽中総合 11 位、同 10,037 羽中総合 49 位、ドゥイヴェン 9,053 羽中総合 17 位他でフォンド・
位他で
シュピーゲル紙当日長距離Ｎエース鳩第 3 位 ダヴィッズ・サン×カントリー・ガール

【121】Ｂ16-6032566 ＤＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作 同腹／38)参照
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 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
トリスト×レトラ
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母)ヴィタラ Ｂ10-6052150 シャトロー526Ｋ641 羽中優勝、
同Ｎ25,263 羽中総合 38 位、
ブールジュ 479Ｋ538
羽中 2 位、同Ｎ20,589 羽中総合 57 位、ヴィエルゾンＳＮ6,257 羽中総合 8 位、アルジャントン 1,495
羽中 3 位 Ｐエース鳩第１位 マンボ×ヴィオラ

【122】Ｂ16-6032490 ＢＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作 同腹／39)参照
父)ゾロ Ｂ15-6026003 メルン 310Ｋ
310Ｋ1,288 羽中 4 位、同 1,464 羽中 9 位、スープ 357Ｋ
357Ｋ1,351 羽中 2 位、
同 1,595 羽中 10 位の 4 成績で、15
成績で、 年 KBDB 中距離Ｎエース鳩第 3 位 リトル・パンター×コニー
母)ジーナ Ｂ10-6346673 ＢＣ ホック・ジョス・フェルカメン作 直仔／ジョーカー ブールジュＮ479
ブールジュＮ479
Ｋ8,005 羽中総合 5 位、
イソウドゥンＮ504
アルジャントン 555Ｋ優勝、
同Ｎ3,671
イソウドゥンＮ504Ｋ
504Ｋ5,670 羽中総合 7 位、
555Ｋ優勝、
同Ｎ3,671
羽中総合 32 位他 1212-032 メルン 429 羽中 2 位 パウロ×パンター・レディ

【123】
“ブロア・プラダ”B16-6032398 ＢＷ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作
父)リッキー Ｂ12-6196217 グレＮ590
グレＮ590Ｋ
590Ｋ16,988 羽中総合 49 位、ブロアＳＮ462
位、ブロアＳＮ462Ｋ
462Ｋ3,282 羽中総合 13 位、同
ＳＮ3,426
ＳＮ3,426 羽中総合 68 位 直仔／プラダ シャトロー526
シャトロー526Ｋ
526Ｋ581 羽中優勝、同Ｎ25,710
羽中優勝、同Ｎ25,710 羽中総合 5 位、
13他
13-256 上位多数 トータル ベルジアン・マスター エース鳩第 4 位他
祖父)ブロークン・パンター Ｂ06-6173123 直仔／リアナ ピティヴィエ 360Ｋ
360Ｋ1,728 羽中優勝、アルジ
ャントンＮ25,583
ャントンＮ25,583 羽中総合 58 位 ミッシェル ヴィエルゾンＳＮ3,585
ヴィエルゾンＳＮ3,585 羽中総合 9 位、ブロアＳＮ
約 5,000 羽中総合 11 位 ダーク・フェルカメン×ラブリー・ガール
祖母)マガリ Ｂ11-6238561 ドンケレ・ゾーン・カノン×リンブール・ドィビン
母)シバ Ｂ12-6196425 ＢＷ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 シャトローＮ526
シャトローＮ526Ｋ
526Ｋ25,710 羽中総合5
羽中総合 5 位、同Ｎ 1,987
羽中 19 位、ブールジュＮ479
位、ブールジュＮ479Ｋゾーン
479Ｋゾーン 6,802 羽中 86 位 直仔／セプテンバー グレＮ11,894
グレＮ11,894 羽中総合
36 位、ベルジアン・マスター
エース鳩第 4 位 甥／シャトローＮ33,018 羽中最高分速総合優勝
位、
祖父)エレクトロ Ｂ08-6174630 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 孫／17
孫／17 年ブリュッセル・オリンピアー
ド長距離代表候
ド長距離代表候補 直仔／ブロア 462ＫＩＰ
462ＫＩＰ1,519
ＫＩＰ1,519 羽中優勝、モンリュソンＮ17,865
羽中優勝、モンリュソンＮ17,865 羽中総合 9 位、
エクストリーム×Ｂ05-6116293
祖母)グロリア Ｂ06-5270117 Ｂ 孫／パウロ ブロア 1,519 羽中優勝 ポルト×ビューティ

【124】Ｂ16-6032469 ＢＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作
父)ロータス Ｂ12-6196084 チュール 657ＫＮ
657ＫＮ6,972
ＫＮ6,972 羽中総合 6 位、リモージュＮゾーン 2,174 羽中 2 位、
イソードゥンＮ5,670
イソードゥンＮ5,670 羽中総合 38 位、ブリーブ 108 羽中 2 位、ヴィエルゾン 476Ｋ
476Ｋ627 羽中 5 位
祖父)ジャグア Ｂ10-6346648 ベッカム×メロディー
祖母)ホワイト・スピリット Ｂ08-6174629 直仔／10-114 ノワイヨン208Ｋ771 羽中2 位 同腹／エレクトロ
エクストリーム×293 Ｂ05-6116293
母)キャシー Ｂ10-6346674 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 直仔／アルジャントンＰ555Ｋ3,264 羽中総合
優勝、ノワイヨン
ワイヨン 667 羽中優勝 イソウドゥンＮ5,670
イソウドゥンＮ5,670 羽中総合 39 位、ドールダン 1,927 羽中 9 位、同
2,489 羽中 10 位、アルジャントンＮ3,110
位、アルジャントンＮ3,110 羽中 19 位、ブールジュゾーンＮ7,739
位、ブールジュゾーンＮ7,739 羽中 27 位、シャトロ
ーＮゾーン 7,877 羽中 45 位
祖父)パウロ Ｂ09-6248171 Ｂ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 ブロアＩＰ1,519 羽中総合優勝、ドールダン
1,747 羽中 2 位、アルジャントンＮゾーン 7,132 羽中 44 位他 エレクトロ×グロリア
祖母)パンター・レディ Ｂ09-6248530 孫／ジョーカー ブールジュ 1,649 羽中優勝 イソードゥンＮ
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5,670 羽中総合 7 位 孫／プリムス アルジャントンＰ3,264 羽中総合優勝 タイ委託レース優勝
ニュー・パンター×ラート・パンターチェ

【125】
“ブロア・キキ”NL16-1526368 Ｂ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
全姉／キキ＝
姉／キキ＝ケイト シャトローＮ総合 4 位他で PIPA 中長距離Ｎエース鳩第 1 位 ローラ＝
ローラ＝リリー ブー
ルジュ 9,742 羽中総合優勝、モー
モー17,204
モー17,204 羽中総合 28 位 アルジャントン 6,926 羽中総合 12 位他
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
祖父)フリントストーン ＮＬ09-1186313 Ｂ クライル1,186羽中優勝、
アブリス6,180羽中総合57位 Ｇ
ＰＳ×シーカ
祖母)ボンド・ガール ＮＬ07-1818007 Ｂ 直仔／ヘル・ベリー 優勝 2 回 オリンピック・スポンジ・
ボブ×シンデレラ
母)フェリン ＮＬ10-1682306 Ｂ 13 年オリンピアード補欠第 1 位 マンテス・ラ・ヴァレー10,446
羽中
マンテス・ラ・ヴァレー
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
祖父)プリンス ＮＬ08-1583474 ＬＢＣ リーダイク＝ヨンゲクレイグ作 スピード・ファイター×アキラ
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

【126】ＮＬ16-1526373 ＢＣ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
父)ジェームス ＮＬ10-1682168 フェルケルク父子作翔 ストロームベーク 4,854 羽中 2 位、ヴィエルゾン
10,571 羽中総合 26 位、ブールジュ 13,592 羽中総合 53 位、ペロンヌ
位、ペロンヌ 5,481 羽中 24 位、マンテス・ラ・
ジョリー5,222
羽中 34 位他
ジョリー
祖父)リトル・タイガー ＮＬ03-1142075 ＢＣＷ ヴィレム・ドブルイン作 直仔／オリンピック・スポン
ジ・ボブ ギルバート×ヘラ
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・ソランジュ
母)オリンピック・ビビ ＮＬ12-1618921 ＬＢＣＷ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 アルジャントン 6,926 羽中
総合 19 位、ヴィエルゾン 6,146 羽中総合 55 位他 オリンピアード 300～750Ｋ代表
祖父)コクーン ＮＬ02-1635193 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 シャトロー6,664 羽中総合 6 位他
Ｎエース鳩 1 才鳩第 6 位 ジャックポット×クインティ
祖母)ビューティ ＮＬ10-1682102 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 ミラクル×オプラー

【127】ＮＬ16-1526376 Ｂ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
全兄弟／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
全兄弟／
速総合優勝
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
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
羽中総合優勝、 NPO3,839 羽中総合 20 位、ヴィエルゾン
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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
祖父)ブルー・チャンプ ＮＬ07-1786839 ＢＷ Ｃ.コリング作翔 09 年Ｎエース鳩第１位、同年最優秀
同年最優秀
雄鳩第１位 ワンダー・ペア直仔 ソン・ナターシャ×シャトロー・ダィフイェ孫
祖母)オプラー ＮＬ04-2050252 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ハルキーズ 5,948 羽中総合優勝、ペロン
ヌ 2,127 羽中優勝、同 1,811 羽中 4 位、ル・マン 7,464 羽中総合 4 位、シャンティー3,794
シャンティー3,794 羽中 3 位 マ
グナム×アモリーナ
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・ソランジュ 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
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・アモーレ ＮＬ06-4720774 ＬＢＣ コープマン父子作 マジック・マン×アモーレ

【128】ＮＬ16-1881706 Ｂ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
異父兄弟／
16 年フォンドシュピーゲル紙長距離Ｎエース鳩第 1 位
異父兄弟／プリンセス
兄弟／
父)イカルス ＮＬ07-1817891 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 アルジャントン 6,595 羽中総合 3 位、ブロ
ア 434,064 羽中総合 37 位、モースクロン 4,132 羽中 4 位、同 3,337 羽中 7 位、ブールジュ 8,548 羽中総
合 19 位
祖父)ブルドーザー ＮＬ03-1135475 Ｂ 04 年 WHZB 最優秀雄鳩第6
最優秀雄鳩第 位 05 年長距離Ｎエース鳩第4
年長距離Ｎエース鳩第 位
ヴィエルゾン21,984
羽中総合7
同5,615
羽中総合3
ツール4,420
羽中総合2
ペロンヌ18,869
ヴィエルゾン
羽中総合 位、
同
羽中総合 位、
ツール
羽中総合 位、
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・アンビリーバブル ＮＬ03-1135462 ＬＢＣ NPO 長距離Ｎエース鳩第 1 位 １才鳩オ
ールラウンドＮエース鳩第1
羽中総合優勝、
ブールジュ5,804
羽中総合優勝、
ールラウンドＮエース鳩第 位 ヴィエルゾン10,726
ヴィエルゾン
ブールジュ
シャンティー7,263
羽中総合 2 位、ツール 5,662 羽中総合 2 位、ドールニク 5,447 羽中総合 7 位 04
シャンティー
年は参加全レース入賞
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
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
ブールジュ 8,548 羽中総合優勝、
位、シャトロー
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

【129】
“ブロア・ニケ” Ｂ16-6128574 Ｂ ♂ リック・ヘルマンス作翔
ポン・サン・マクサンス 2,618 羽中総合 19 位 全兄弟／ニケ
16 年ブールジュ若鳩Ｎ28,078 羽中総合優勝、
、
全兄弟／
1616-507 同Ｎ総合 66 位、アルジャントンＮ19,592
位、アルジャントンＮ19,592 羽中総合 183 位
父)ＮＬ14-1462354 Ｇ.コープマン作 異父兄弟／センス
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
位他で、NPO 当日長距離エース鳩第 15 位、15
位、15 年ブダペスト・
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オリンピアード中距離第 2 位
祖父)ヤルデル ＮＬ12-1076753 マイティーマン×マジック・ヴィクトリー
祖母)ラジンダ ＮＬ08-2049135 Ｂ ジェイソン×ジーナ（アンネリーズの直仔）
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 601Ｋ
Ｋ681 羽中優勝、
同Ｎ17,017
羽中総合 12 位、グレＮ596Ｋ
同Ｎ
位、グレＮ Ｋ13,885 羽中総合 12 位、11 年ドールダン 376Ｋ2,974 羽中優
勝、同 5,205 羽中最高分速 アルジャントン 564Ｋ400 羽中優勝、同Ｎ19,782 羽中総合 18 位 ラ・シ
ャルテ 552Ｋ479 羽中優勝、同Ｎ21,189 羽中総合 33 位
祖父)基礎鳩ヤールリング・ドンダースティーン Ｂ98-6522539 Ｄ.＆Ｌ.ファンダィク作 ドンダーステ
ィーン×ドールダンケ
祖母)バブルスの娘 ＮＬ08-1537990 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク父子作

【130】 “ザス・フレンドシップ” B16-6128778 Ｂ ♀ リック・ヘルマンス作
全姉／フレンドシップ
全姉／フレンドシップ 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 羽中最高分速他多数上位入賞
多数上位入賞
羽中優勝、
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
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位他 別記参照
祖母)ラスト・ワン ＮＬ07-2062828 Ｂ リック・ヘルマンス作 基礎鳩ヤールリング・ドンダースティ
ーン×ヤンセン・ドィビン
母)Ｂ12-6327841 ディルク・ファンダィク作
祖父)オリンピック・ニールス Ｂ08-6338005 オリンピアード代表第 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
祖母)インテールト・ランボー Ｂ09-6040169 ランボーとカンニバールの近親

【131】Ｂ15-6202866 ＢＣ ♀ リック・ヘルマンス作
父)クライネ・プロパー Ｂ12-6184060 グレ優勝、同Ｎ16,988
グレ優勝、同Ｎ16,988 羽中総合 14 位、オルレアンＰ10,163
位、オルレアンＰ10,163 羽中総合
13 位他 9 回参加中 8 回上位入賞で、ＫＦＣ若鳩エース鳩第 1 位
祖父)プロパー・ブラウエ Ｂ10-6298442 兄弟／スターリー
祖母)ラートゥステ・アィト・コッペル ＮＬ03-1417713 直仔／06-418 ブールジュＮ11,756 羽中総合 2 位、同
Ｎ11,875 羽中総合 45 位他 03・クラーセン×ラート・フェノメーンチェ最後の娘
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
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22 位、ブー
ルジュＮ22,476
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Ｎ17,109 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
祖父)サイコ Ｂ01-0189340 Ｍ．ファンデンブランデン＝ヘルマンス作 ホスペル＝エルファー使翔
ホウデン 743 羽中優勝、同 1,548 羽中 2 位、ヴェルヴィン 1,043 羽中 4 位、トロイ 587 羽中 7 位 直
仔／02-210 若鳩Ｐエース鳩１位、06-707 若鳩長距離エース鳩 1 位、06-681 オルレアン NPO8,611
羽中総合 13 位 ヴィットノィス×フィーン・200
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祖母)ゴールド・ピース ＮＬ06-1321965 直仔／11-403 ピティヴィエ 162 羽中優勝 ヤールリング・ド
ンダースティーン×ヤンセン・ドィビン

【132】
“ドーター・ゴディバ”B16-6128918 BC ♀ リック・ヘルマンス作 ※初登場 ゴディバの直仔
父)ブロア・シャルレーヌ Ｂ15-6063312 Ｒ.ヘルマンス作翔 アルジャントンＮ
アルジャントンＮ11,223
ントンＮ11,223 羽中総合 28 位、
ブールジュＮ19,889
ブールジュＮ19,889 羽中総合 56 位他上位多数入賞 姉／シャルレーヌ アルジャントン 236 羽中優勝、
同Ｎ11,001
同Ｎ11,001 羽中総合 5 位、同 125 羽中優勝、同Ｎ4,782
羽中優勝、同Ｎ4,782 羽中総合 27 位、シャトロー512
位、シャトロー512 羽中優勝、同
22,718 羽中総合 6 位、ラ・シャルテＮ15,780 羽中総合 154 位、シャトローＮ20,517 羽中総合 259 位、
ブールジュＮ24,676 羽中総合 611 位、アルジャントンＮ23,921 羽中総合 802 位、グレＮ14,245 羽中総
合 867 位他で 11 年欧州杯長距離エース鳩第 3 位
祖父)デン・チット Ｂ07-6399108 ルディ・ディールス作 兄弟／ゴウド・ハーンチェ
祖母)ゾルゲンキント Ｂ07-6364195 Ｅ．ヤンセン作 基礎鳩アンナ(ファンダィクのカンニバールの娘)の娘
母)ゴディバ Ｂ13-6215886 Ｒ.ヘルマンス作翔 アルジャントンＮ13,629
同Ｎ9,228
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
ブールジュＮ7,479 羽中総合 28 位、同Ｎ9,256
同Ｎ9,256 羽中総合 59 位、モンリュソンＮ19,298
モンリュソンＮ19,298 羽中
総合 31 位、同Ｎ9,462
位、同Ｎ9,462 羽中総合 63 位、ラ・スーテレーヌＮ
位、ラ・スーテレーヌＮ9,136
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
直仔／ブールジュＮ
中総合 6 位グレＮ16,988
羽中総合 31 位 フロール・600×ラーチェ
位グレＮ
フロール・ ×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

【133】
“スペシャル・ツー” ＮＬ16-1243435 Ｂ ♀ フェルブリー共同鳩舎作 同腹／26)参照
父)リモ ＮＬ03-1287765 Ｂ Ａ.スカーラーケンス作 スーパー種鳩 直仔／マルチノ、アニータ Ｎ最優秀雌鳩
両親共Ａ．スカーラーケンス作 ＮＬ95-2067230×ＮＬ01-2055992
母)サマンタ ＮＬ14-1651260 Ｂ フェルブリー共同鳩舎作翔 ポン・サン・マクサンス NPO15,083 羽中総
合 8 位、
同 NPO9,427 羽中総合 7 位、
同 4,331 羽中総合優勝、
サンカンタン 8,335 羽中総合 13 位、
同 2,641
羽中 12 位、同 9,325 羽中総合 61 位、同 2,379 羽中 11 位、デュッフェル 6,170 羽中総合 13 位、同 1,367
羽中 7 位、フューリー1,279
位、フューリー1,279 羽中優勝 コント×カプリナ

【134】
“スペシャル・ファイブ” ＮＬ16-1243300 ＢＣ ♂ フェルブリー共同鳩舎作 兄弟／27)参照
父)セルジオ ＮＬ05-2159337 ＢＣ Ｅ．ホーホランド作 兄弟／ゴールデン・クラウン(14,382
羽中総合
クラウン
優勝、14,300
羽中総合優勝他で、Ｎ最優秀若鳩第 1 位) 直仔／ナキタ 優勝 3 回 ヴィオラ NPO ブ
優勝、
ロア 25,597 羽中総合 10 位他 ＮＬ02-2211286 ファンルーン×センナ
母)カプリナ Ｂ10-6297675 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 直仔／グラシア モルリンコート 3,182 羽
中優勝、ポン・サン・マクサンス 130 羽中優勝(
羽中優勝(1,127 羽中 2 位)、フューリー2,598 羽中 3 位、ファナ
タキェブラン 7,004 羽中 12 位、ニールグニース 233 羽中優勝(同 3,825 羽中 9 位)、フューリー2,978 羽
中 4 位、サマンタ ポン・サン・マクサンス NPO15,083 羽中総合 8 位、同 9,427 羽中 7 位、同 4,331 羽
中優勝、フューリー1,279 羽中優勝他 ディ・カプリオ×カンニバールの娘

53

【135】
“スペシャル・セブン”
”ＮＬ16-1243496 ＢＷ ♀ フェルブリー共同鳩舎作
父)ヴィンセント ＮＬ11-1742716 Ｂ ヴィレム・ドブルイン作 半兄弟／オリンピック・ハリケーン 直仔
／ナティラ サン・カトリーヌ・ワーヴァー6,678 羽中総合優勝他
祖父)タイタン ＮＬ07-1822466 Ｗ．ドブルイン作 アポロ×レア
祖母)フェアリー・テール ＮＬ06-1071928 Ｗ.ドブルイン作翔 アブリスＰ2,764 羽中総合優勝 直仔／オ
リンピック・ハリケーン 孫／オリンピック・フローム ファンタスト×フィーナ
母)インテラ ＮＬ13-1852893 Ｂ フェルブリー共同鳩舎作 直仔／イスコ イソウドゥン4,492 羽中総合4 位他
祖父)マルチノ ＮＬ08-1158499 Ｂ モルリンコート 2,339 羽中 10 位、ナントィル 2,819 羽中 2 位、エ
ピー4,057 羽中 25 位、同 3,365 羽中 13 位、サルブリ 1,537 羽中 15 位、同 8,899 羽中総合 27 位、ナ
イフェル 3,278 羽中 8 位、Ｎ最優秀雄鳩第
Ｎ最優秀雄鳩第 1 位 リモ×コルネラ(コープマン)
祖母)アニータ ＮＬ10-1326498 Ｂ ナントィル 18,340 羽中総合 75 位、ブロア NPO25,597 羽中総合 20
位他上位 1％内入賞多数 WHZB 最優秀雌鳩Ｎ第 1 位(18 レース)

【136】
“スペシャル・スリー” ＮＬ16-1243484 Ｂ ♂ フェルブリー共同鳩舎作 同腹／28)参照
父)リコ Ｂ10-6357212 ＢＷ ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 全兄弟／ビューティーフライ アルジャン
トン 426 羽中優勝 同Ｎ25,583
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22 位、ブールジュＮ22
位、ブールジュＮ22,476
22,476
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Ｎ17,109 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
母)アニータ ＮＬ10-1326498 Ｂ ナントィル 18,340 羽中総合 75 位、ブロア NPO25,597 羽中総合 20 位
他上位 1％内入賞多数 WHZB 最優秀雌鳩Ｎ第 1 位(18 レース) リモ×コーラ

【137】Ｂ16-3103708 ＢＣ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作 同腹／22)参照
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、直仔／ブリオンヌＰ
、直仔／ブリオンヌＰ6,428
、直仔／ブリオンヌＰ6,428 羽中総合 5 位他 リゴベルト×エミリア
母)ウィレミナ Ｂ13-3138072 ルク＆ヒルデ・シウン作翔 14 年ポアチエＮ14,109 羽中総合優勝、同 26,486
羽中最高分速 全姉妹／15
全姉妹／1515-219 ラ・スーテレーヌＮ9,760
ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 6 位 スピデイ×マリー・アン

【138】
“ザスター・アヌーク”B15-3058439 Ｂ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作
兄弟／アヌーク(
(12兄弟／
12-054 自身ツール 418 羽中優勝、ポアチエＮ
羽中優勝、ポアチエＮ13,135
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
ラ・スーテレーヌＮ11,236
ツールＰ6,400 羽中総合 7 位、
スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 69 位他 ティナ 1212-137
ラ・スーテレーヌＮ11,236
ラ・スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 23 位、ポアチエＮ12,379
ポアチエＮ12,379 羽中総合
羽中総合 29 位、フォンテネイＰ7,568
フォンテネイＰ7,568 羽中
総合 10 位他で、直仔アリン
15位他で、直仔
15-350 はフォンテネイＰ6,323
フォンテネイＰ6,323 羽中総合 2 位、同Ｐ5,409
位、同Ｐ5,409 羽中総合 3 位、同Ｐ
5,545 羽中総合 13 位、同Ｐ8,194
位、同Ｐ8,194 羽中総合 20 位、ツールＰ2,770
位、ツールＰ2,770 羽中総合 10 位、同Ｐ4,113
位、同Ｐ4,113 羽中総合 15
位、
ポントワーズＰ8,904
フラッケ(
同Ｎ13,493
ポントワーズＰ8,904 羽中総合30
羽中総合 30 位)、
フラッケ(リモージュ523
リモージュ 523 羽中優勝、
同Ｎ13,493 羽中総合49
羽中総合 49 位)、
1313-280(Ｒ
280(Ｒ.クールスのベルジアン・マスター2
マスター2 位鳩の母)
位鳩の母)、ティナ 異父姉妹／レオーネ 15-435 シャトロー
Ｎ29,591 羽中総合 24 位、アルジャントンＮ12,449 羽中総合 93 位
父)ビッグ・タイム Ｂ11-6244606 リック・ヘルマンス作
祖父)ＮＬ09-1425512 兄弟／アテナ ラ・スーテレーヌＮ17,017
羽中総合 12 位、グレＮ13,885
羽中総合
ラ・スーテレーヌＮ
位、グレＮ
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12 位で、2Ｎレース最優秀若鳩第2 位 ヤールリング・ドンダースティーン×バブルズの娘(フェルケルク)
祖母)ティンカーベルＢ08-6297304 ブールジュ 831 羽中優勝、同Ｎ22,499
羽中総合 288 位、ラ・スーテ
羽中優勝
レーヌＮ22,476 羽中総合 126 位他 同腹 305／ブールジュ 931 羽中 2 位、同Ｎ41,783 羽中総合 535 位
他 ウィットペン・ドンダースティーン×ＮＬ04-0461454(ヤールリング・ドンダースティーン×ヤン
セン・ドィビン)
母)ビッグ・バブルズ ＮＬ11-1742824 ヴィレム・ドブルイン作
祖父)セルジオ ＮＬ06-1071841 直仔／ペロンヌ43,623
羽中総合2
ストロームベーク822
羽中優勝、
直仔／ペロンヌ
羽中総合 位、
ストロームベーク
羽中優勝
ポメロイル 6,253 羽中 16 位 ナウエラーツ×レア
祖母)ミネルヴァ ＮＬ04-2055295 8,088 羽中 4 位、22,638
羽中総合 38 位、4,072
羽中 6 位他でＮエー
位、
位、
ス鳩第 4 位 直仔／ストロームベーク 22,231 羽中最高分速総合優勝 イソウドゥンＰ2,891 羽中総合
優勝、トゥーリー1,320 羽中優勝他優勝 2 羽 ＮＬ02-1641208 純エンゲルス×ＮＬ01-1892446

【139】Ｂ15-3149272 Ｂ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作
父)トップ・ブリーダー Ｂ06-3113193 Ｌ.＆Ｈ.シウン作 ジョン・ブルネール鳩舎種鳩 直仔／スーパー・
ジョン リブルヌＮ4,589 羽中総合優勝、
、アジャンＮ5,507 羽中総合 2 位、ウィットコップ・ポー ポーＮ総合 6、
11、183 位の成績で、2 年以上、3 年以上各エース鳩第 1 位 ペルピニャン ペルピニャンＮ5,254 羽中総合 6
位 以上直仔３羽は、全て
以上直仔３羽は、全て異なる雌
なる雌との交配結果
祖父)ヴィットシュタールト・ベハーゲル Ｂ04-3212165 ポーＮ総合 32 位 兄弟／ブリーブＮ16,007 羽中
総合 22 位、タルベＩＮ12,537 羽中総合 58 位 ベハーゲル・カルトィス×ルク・シウン
祖母)Ｂ05-3100142 全姉妹／イル・グリオ、ファビオ サンバンサンＩＮ総合優勝、3 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
ラ・スーテレーヌＮ
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
ポアチエＮ
中総合 66 位、ツールＰ2,297 羽中 11 位、フォンテナイ 4,802 羽中 12 位、同 5,264 羽中 18 位、ブロア
Ｐ5,645 羽中総合 41 位他
祖父)ビッグ・タイム Ｂ11-6244606 リック・ヘルマンス作 ＮＬ09-142551(アテナの弟)×ティンカーベル
祖母)ビッグ・バブルズ ＮＬ11-1742824 ヴィレム・ドブルイン作 セルジオ×ミネルヴァ

【140】Ｂ16-3141355 ＢＣ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作 同腹／24)参照
父)ブラム Ｂ14-3034054 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 ブリオンヌ 211 羽中優勝、同Ｐ4,289
羽中優勝、同Ｐ4,289 羽中総合 4 位、ポン
トワーズＰ20,341
トワーズＰ20,341 羽中総合 94 位他 兄弟／シャオ・リ ラ・スーテレーヌＮ6,203
ラ・スーテレーヌＮ6,203 羽中総合 4 位他 異母
兄弟／アレクシア
兄弟／アレクシア 14 年ポアチエＮ14,094
年ポアチエＮ14,094 羽中総合 9 位、15
位、15 年ラ・スーテレーヌＰ930
年ラ・スーテレーヌＰ930 羽中優勝、同
Ｎ4,161 羽中総合
羽中総合 2 位
アポロ・ジュニア×ナタリア
母)マルゴー Ｂ12-31420522 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 12 年アルジャントンＮ25,949
年アルジャントンＮ25,949 羽中総合 44 位、13 年ラ・
スーテレーヌＮ11,236
スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 97 位、14
位、14 年モンリュソン 291 羽中優勝、同Ｎ14,230
羽中優勝、同Ｎ14,230 羽中総合 43 位、フ
ォンテネイ 182 羽中優勝、15
羽中優勝、15 年ラ・スーテレーヌＮ4,161
年ラ・スーテレーヌＮ4,161 羽中総合 7 位、16
位、16 年クレルモン 9,439 羽中総
合 3 位、アルジャントンＮⅡ9,228
位、アルジャントンＮⅡ9,228 羽中総合 5 位、同ＮⅠゾーン
位、同ＮⅠゾーン 1,249 羽中 6 位 ツールＰ4,113
ツールＰ4,113 羽中総
合 17 位他で、同年Ｎエース鳩第
位他で、同年Ｎエース鳩第 14 位 ソン・スヴェン×ブライアン

【141】ＮＬ16-3621406 Ｂ ♂ コール・デハイデ作
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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 ド・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 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Ｐ3,600
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)ペルピニャン・ドィビンの娘 ＮＬ07-1928341 ＤＣ 偉大な種鳩 直仔／カオール・ドィビン カオール
Ｐ4,912 羽中総合優勝、ナルボンヌＮ4,303 羽中総合 6 位、サンバンサンＮ9,672 羽中総合優勝 インテ
ールト・クランパー×ペルピニャン・ドィビン・500
祖父)インテールト・クランパー ＮＬ03-0391038 ＤＣ 種鳩 ゾーン・ペルピニャン×基礎鳩クランパ
ーの近親孫
祖母)ド・ペルピニャン・ドィビン ＮＬ03-0334500 Ｂ ペルピニャンＮ4,719
羽中総合 17 位、同ＩＮ14,812
ルピニャンＮ
同ＩＮ
羽中総合 90 位、バルセロナＮ7,520 羽中総合 88 位 孫／ボルドーＮ総合優勝、カオールＮ総合優勝、
ナルボンヌＮ総合6 位 コルネリッセン(Ｐ．デヴィールト・Ｃ．デハイデ)×ペルピニャン・ドーファーの娘

【142】ＮＬ16-1609781 ＤＣ ♂ コール・デハイデ作 同腹／19)参照
父)ＮＬ15-1793535 ＢＣ コール・デハイデ作
ＮＬ10-3054666×ブルー・ドリーム
ブルー・ドリーム 15 年バルセロナＮ5,183
年バルセロナＮ5,183 羽中総合 2 位
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
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

【143】ＮＬ16-3635865 ＤＣＷ ♀ コール・デハイデ作 兄弟／18)参照
父)ブロア・ブルー・ドリーム ＮＬ12-1714152 Ｂ Ｃ．デハイデ作翔 姉妹／ブルー・
姉妹／ブルー・ドリーム
／ブルー・ドリーム 15 年バルセ
ロナＮ5,183
羽中総合 2 位、同 ＩＮ19,089
羽中総合 4 位、マルセイユＮ4,899 羽中総合 155 位
ロナＮ
ＩＮ
ヨンゲ・ドン・ミッシェル×ＮＬ09-3959144 ベルジェラック 4,096 羽中総合 13 位
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
羽中優勝、同ＩＮ
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
羽中優勝、同ＩＮ
Ｎ5,616 羽中総合 107 位、ボルドー572
羽中 51 位他 2 年間のバルセロナ IN エース鳩第 1 位 ゾーン・
ボルドー
ペルピニャン×シウン・ドィビン

【144】
“インテールト・ドン・ミッシェル” NL16-1609675 ＤＣ ♂ コール・デハイデ作
父)ＮＬ14-3423447 Ｃ.デハイデ作 即種鳩
祖父)ドン・ミッシェル ＮＬ96-9659671 ＢＣ ペルピニャンＮ3
ペルピニャンＮ 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、マルセイユ各 3 年エース鳩第 1 位
祖母)ＮＬ10-3021354 ＤＣ キーボーム兄弟作 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 位他)×ＮＬ04-0480214
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母)ＮＬ14-1147333 ＢＣ Ｃ,デハイデ作
祖父)ゾーン・ドン・ミッシェル ＮＬ99-3959107 ＢＣ Ｃ.デハイデ作 直仔／バルセロナＮ
バルセロナＮ5,423
バルセロナＮ5,423 羽中総
合 24 位、同ＩＮ30,669
位、同ＩＮ30,669 羽中総合 31 位、ペルピニャンＮ6,414
位、ペルピニャンＮ6,414 羽中総合 42 位、同Ｎ6,414 羽中総合
227 位他直仔／15 年バルセロナＩＮ19,089 羽中総合 95 位 ドン・ミッシェル×ド・ペルピニャン・ド
ィビン
祖母)カリン ＮＬ10-1721592 ＢＣ Ｋ.クルイストラ作翔 14 年サンバンサンＮ18,295
年サンバンサンＮ18,295 羽中総合優勝

【145】
“ザス・サラ”B16-6263087 ＢＣ ♀ ウィリー・ダニエルス作 同腹／13)参照
全姉／サラ 15 年イソウドゥンＮ11,984 羽中総合 5 位、16 年 KBDB1 才鳩大中距離Ｎエース鳩第 1 位 16 年ベ
ルギー3～7 回Ｎレース最優秀 1 才鳩全 1 位 アルジャントンＮ12,449
羽中総合 2 位、同ゾーン 3,617 羽中
アルジャントンＮ
優勝、同 18,363 羽中総合 45 位、ブールジュＮ19,889
羽中総合 28 位、シャトローＮ9,540
羽中総合 32
位、ブールジュＮ
位、シャトローＮ
位、モンリュソンＮ10,753
羽中総合 119 位、ラ・スーテレーヌＮ9,580
羽中総合 119 位
位、モンリュソンＮ
位、ラ・スーテレーヌＮ
父)Ｂ13-6314344 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6191099×リヒテ・リモ
母)Ｂ13-6051147 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6140809 ゾット(優勝 14 回)の孫×Ｂ07-6044245

【146】
“ブロア・カート”B16-6263081 ＢＣ ♂ ウィリー・ダニエルス作
全兄弟／カート シャトローＮ9,540 羽中総合優勝、同 16,390 羽中最高分速、アルジャントンＮ
、アルジャントンＮ12,4
、アルジャントンＮ12,449
12,449 羽中総
合 9 位、ブールジュＮ19,889
位、ブールジュＮ19,889 羽中総合 86 位他 カイラ ブールジュＮ19,889
ブールジュＮ19,889 羽中総合 45 位、アルジャン
トンＮ18,363
トンＮ18,363 羽中総合 125 位他 16 年ベルギー
年ベルギー7
ギー7 回Ｎレース最優秀 1 才鳩 6 位、KBDB1 才鳩大中距離Ｎエー
ス鳩第 20 位、1616-6064105 スープ 1,378 羽中優勝、ヴィエルゾンＩＰ3,108
羽中優勝、ヴィエルゾンＩＰ3,108 羽中総合 10 位、アルジャント
ンＮ19,592
ンＮ19,592 羽中総合 19 位他
父)Ｂ08-637362 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ07-6044148 モーリス・フーツのリヒテ・ブールジュの曽孫
祖母)Ｂ04-6217944
母)Ｂ10-6025224 Ｗ.ダニエルス作 兄弟／ニッキー シャトローＮ総合優勝
祖父)Ｂ07-6044289 ゾット(優勝 14 回)の直仔
祖母)Ｂ09-6217201 Ｍ.フーツ×ファンリースト・ペーテルス

【147】Ｂ16-6263082 大刺 ♂ ウィリー・ダニエルス作 兄弟／16)参照
全兄弟／15
全兄弟／1515-6034050 15 年 CC 若鳩Ｎエース鳩第 2 位 アルジャントンＮ11,223
アルジャントンＮ11,223 羽中総合 6 位、同ゾーン
3,130 羽中優勝、シャトローＮ10,442
羽中優勝、シャトローＮ10,442 羽中総合 106 位
父)Ｂ14-6082136 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6140874×Ｂ13-6051602
母)Ｂ12-6201815 Ｗ.ダニエルス作 ゾーン・37×Ｂ08-6259526

【148】
“２０４”B16-6064204 BP ♀ ウィリー・ダニエルス作
父)Ｂ11-6140874 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ09-5186034 デン・37 直仔×Ｐ．ヒュルズのブラック・ジャックの娘
祖母)クィーニィ Ｂ00-6132834 兄弟／ゾット バジル(デマイヤー父子)×スノー・ホワイト
母)Ｂ13-6051124 Ｗ.ダニエルス作 兄弟／アスケ 1 グレＮ7,681
グレＮ7,681 羽中総合 55 位、同Ｎ16,988
位、同Ｎ16,988 羽中総合
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165 位、ブールジュＮ22,663
位、ブールジュＮ22,663 羽中総合 77 位、同Ｎ13,588
位、同Ｎ13,588 羽中総合 136 位他 アントワープ連盟若鳩長距
離エース鳩第 1 位、アスケ 2 シャトローＮ12,071
シャトローＮ12,071 羽中総合 54 位、ブールジュＮ18,478
位、ブールジュＮ18,478 羽中総合 62 位
他 アントワープ連盟若鳩長距離エース鳩第 2 位、ステファニー ブールジュＮゾーン 5,691 羽中 2 位、
ヴィエルゾンＩＰ9,004
ヴィエルゾンＩＰ9,004 羽中総合 6 位、シャトローＮ18,604
シャトローＮ18,604 羽中総合 11 位、同Ｎ19,691
同Ｎ19,691 羽中総合 66 位、
グレＮ7,681
グレＮ7,681 羽中総合 14 位、アルジャントンＮ12,187
位、アルジャントンＮ12,187 羽中総合 100 位他 15 年 KBDB 大中距離Ｐエース
鳩第 2 位
祖父)Ｂ05-6231038 37 の同腹 Ｂ04-6217290×Ｂ04-6217299
祖母)Ｂ09-62129144 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ05-6230022×Ｂ06-6073005

【149】ＮＬ16-1288691 ＢＣ ♂ ペーター・ヤンセン作 同腹／9)参照
父)デア・ベステ ＮＬ09-1647161 ペーター・フェーンストラ作 兄弟／ドルチェ・ヴィタ シャトローNPO
シャトローNPO
1,418 羽中総合優勝、ゲネップ 7,890 羽中総合優勝、ハースドンク 2,657 羽中優勝、ポメロイル 1,456
羽中優勝、フィルフォールデ 1,125 羽中優勝、セザンヌ 1,047 羽中優勝他、11
羽中優勝他、11 年オリンピアードＮ第 1
位、Ｎエース鳩第 1 位 ダヴィンチ×スペシャル・ブルー
母)ＤＶ09711-12-205 ＬＢＣ ハインツ・マイアー＝ラーデン共同鳩舎作 ドイツ西部エース鳩第1、2 位の妹
ゴールド・シュトック×パール

【150 ＮＬ16-1288681 Ｂ ♀ ペーター・ヤンセン作
兄弟／62
兄弟／62、
62、92 連盟エース鳩第1
連盟エース鳩第 1、6 位 同腹／10)参照
父)ゾーン・カースブール Ｂ09-6358797 ガストン・ファンデヴァウワー作 カースブール×Ｂ04-6307341
母)ＤＶ09711-07-331 ＢＣ マイアー＝ラーデン共同鳩舎作 Ｂ98-6523223×Ｂ97-5150636

【151】ＮＬ16-1288684 ＢＣ ♀ ペーター・ヤンセン作 同腹／11)参照
父)ミュラー ＤＶ00144-10-92 ＢＣ Ｐ.ヤンセン作翔 センス NPO6,423 羽中総合優勝、モルリンコートＰ
24,532 羽中総合優勝、ブロア NPO4,950 羽中総合 4 位、シャトローＮⅢ12,422
位、シャトローＮⅢ12,422 羽中総合 9 位他でフォンド
位他で
シュピーゲル紙 13～15 年Ｎエース鳩第１位 ゾーン・カースブール×331
ゾーン・カースブール×331
母)ミス・ドルチェ・ヴィタ ブロア NPO3,727 羽中総合 20 位、シャトードゥン NPO6,544 羽中総合 21 位、
オーセール NPO8,540 羽中総合 22 位、ブールジュ NPO5,088 羽中総合 24 位、モルリンコートＰ24,532
位、モルリンコートＰ24,532 羽
中総合 17 位、ナントィルＰ12,621
位、ナントィルＰ12,621 羽中総合 40 位、サンカンタン 1,913 羽中 11 位他でフォンドシュピー
ゲル紙 14～
14～15 年Ｎエース鳩第１位 デア・ベステ×07
デア・ベステ×0707-102

【152】ＮＬ16-1288692 Ｂ ♀ ペーター・ヤンセン作 同腹／12)参照
父)ロード・ローエングリン ＤＶ00147-10-634 Ｂ Ｐ.ヤンセン作翔 11 年 15 回入賞 ブールジュ NPO
3,037 羽中総合優勝、同 NPO5,088 羽中総合 7 位、サルブリ NPO7,137 羽中総合優勝他 13 年フォンド・
シュピーゲル誌Ｎエース鳩第 1 位 15 年オリンピアード代表 アドミラル×ディー・ボンテ
母)エリザ・ファン・ブラバン ＮＬ15-3506871 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作 異父兄／ミスター・ブラッドレー
13 年シャトローNPO
3,228 羽中総合優勝、同 NPO2,227 羽中総合 5 位他で、当日長距離エース鳩第 1
年シャトロー
位 姉／14-304
ロワイエ 532 羽中優勝、同 2,435 羽中優勝他 ゲーローガー×ロード・オー
姉／
ゲーローガー×ロード・オーホ
ロード・オーホイェ
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【153】ＮＬ16-3612448 Ｂ ♀ クーン・ミンダーハウト作 同腹／8)
父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ ピティヴィエ 5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総
合優勝、シャトローNPO2,227 羽中総合優勝、ギエン 3,548 羽中総合 3 位、モルリンコート 1,259 羽中 2
位 ゲブローケン・フリューヘル×フランシスカ
母)ロード・オーホイェ ＮＬ09-3912393 Ｂ ピティヴィエ 5,015 羽中総合優勝、ブロイル 8,762 羽中総合 9
位、オルレアン NPO6,067 羽中総合 15 位、ビールグニース 8,381 羽中総合 23 位、モルリンコート 1,664
羽中 7 位他 ブラウ・522×バーニー・742

【154】ＮＬ16-3612444 Ｂ ♂ クーン・ミンダーハウト作 同腹／6)
父)ラーテ・ターボ・608 ＮＬ11-3014608 ギエンＰ3,348
羽中総合 2 位、シャトローNPO2,227
羽中総合
ギエンＰ
位、シャトロー
2 位、同 NPO3,238 羽中総合 4 位、ルフェック NPO2,084 羽中総合 8 位他で 13 年Ｐ当日長距離エース
鳩第 1 位 ニューエ・ターボ・705
シャトローNPO2,227 羽中総合 7 位、モルリンコート 1,465 羽中
ニューエ・ターボ・
14 位、ピティヴィエ 1.345 羽中 13 位、ツール NPO4,100 羽中総合 39 位他で 13 年Ｐ当日長距離エー
ス鳩第 4 位 ブラウ・170×ブラウエ・041
母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作 ヴァレンチノ×ポーリーン

【155】
“インテールト・ゲーローガー”ＮＬ16-1578541 Ｂ ♂ クーン・ミンダーハウト作
父)ブロア・ゲーローガー ＮＬ14-3413263 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作
祖父)ゲブローケン・フリューヘル ＮＬ05-0514804 直仔／モルリンコート 7,962 羽中総合優勝、ピティヴ
ィエ NPO6,340 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総合優勝、シャトローNPO2,227 羽
中総合優勝、モルリンコート 1,465 羽中優勝、クライル 10,0083 羽中総合 7 位、同 5,015 羽中総合 23
位、モンリュソン 4,196 羽中総合 4 位 550・ファン・スーパー・コッペル×ブールジュ・ダィフイェ
祖母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作
母)ゲーローガーの異母妹 ＮＬ14-3413381 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作
祖父)ゲブローケン・フリューヘル ＮＬ05-0514804 Ｋ.ミンダーハウト作 上記参照
祖母)ロード・オーホイェ ＮＬ09-3912393 Ｂ 別記参照

【156】ＮＬ16-1578546 Ｂ ♀ クーン・ミンダーハウト作 同腹／7)
父)スーパー・ダーク・27 ＮＬ10-1767127 Ｊ.Ｍ.ダーネ(クラブ・メート)作翔 オルレアン 3,023 羽中総合優勝、
、
ブロイル 758 羽中優勝、同 4,027 羽中優勝、センスＰ6,007
羽中優勝、センスＰ6,007 羽中総合 2 位、シャトードゥン 4,367 羽中総合
2 位 12 年ＳＳエース鳩第1 位 122・ファン・スーパー・コッペル×ＮＬ08-3812260
母)ＮＬ14-3413409 ミンダーハウト＝Ｊ.ホーイマンス共作 ゲーローガー×アレクシア

【157】Ｂ16-6128377 Ｂ ♀ ダニー・ファンダィク作
父)カノンの父 Ｂ08-6298348 ヘルマンス＝ファンデンブランデ作
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021 羽中総合 21 位、ラ・スーテレーヌＮ
13,469 羽中総合 132 位 ショーネ・ファンド・ヤールリング(ヤールリング・ドンダースティーン×ヤ
ンセン・ドィビン)×Ｅ．ヤンセン作 カンイバールのライン
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祖母)フランシーン Ｂ05-6445543 ドールダン 831 羽中優勝 フィーネケ 5000 直仔×ヤールリング・ドン
ダースティーンとヤンセン・ドィビンの娘
母)コーゲルチェ Ｂ13-6215758 Ｄ．ファンダィク作翔 ノワイヨン
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
羽中優勝、 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)

【158】
“ゾーン・カノン”B16-6128372 Ｂ ♂ ダニー・ファンダィク作
兄弟／12
兄弟／1212-030(ヴィム・フェルメールベルゲンのナショナル・ヴォンダーの父
030(ヴィム・フェルメールベルゲンのナショナル・ヴォンダーの父)
ヴィム・フェルメールベルゲンのナショナル・ヴォンダーの父) 1515-140 アントワープ連
盟東若鳩エース鳩第 1 位
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、
羽中優勝、10
羽中優勝、 年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第 1 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第 4 位 直仔／
10-743、10-744 10 年アントワープ連盟中距離若鳩エース鳩 4、8 位 同腹／デン・11 KBDB 中距離Ｎ
エース鳩第 5 位
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 兄弟／ミネルヴァ グレ 474 羽中優勝、同Ｎ13,885
同Ｎ13,885 羽
中総合 10 位、アルジャントンＮ22,422
アルジャントンＮ22,422 羽中総合 21 位、同Ｎ4,123
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 位他
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

【159】
“ザス・フィオナ”B16-6128367 Ｂ ♀ ダニー・ファンダィク作 同腹／3)参照
全姉／フィオナ
KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第 5 位
全姉／
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
母)Ｂ10-6284748 Ｂ デン・11×アス・ダィフケ・06

【160】
“ドーター・デン・11”B16-6128446 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
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
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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
年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩4
中距離若鳩Ｎエース鳩 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
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22
位、
ブールジュＮ22,476
アルジャントンＮ5,763 羽中総合 383 位、
シャトローＮ17,109
ブールジュＮ22,476 羽中総合 25 位、
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
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創刊以来 128 年の伝統を誇る、世界で最も権威あるベルギーの鳩界誌新聞社「ド・ダイフ」が、一昨年その総力
を結集し、世界最高ランクの若鳩オークションを実現しました。 それがこのＧ10、ゴールデン・テンです。
ゴールデン・テンは、誰もが成しえなかった夢の競売です。現在のベルギー、オランダ、ドイツの最強鳩舎が、
それぞれの代表鳩や直仔をさらに各８羽ずつ厳選して参加する競売です。
今年も、来る 11 月 5、6 日の土日の両日に行われます。
チャンピオン商事株式会社では、皆様方の奮ってのご参加を募集致します。本競売に参加ご希望の方は、指
値を日本国内での引き渡し価格(日本円で、国内消費税込で、国内送料のみ別)を明記の上、保証金3 万円を添
えてお申込み下さい。保証金は、鳩が落ちなかった場合には、全額ご返金致します。指値は、競売順に第一希
望、第二希望等指定できます。
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●国内送料 着払い（2,800 円）となります
●指値締切 本年 11 月 4 日 18 時
●お支払 落札時は、落札価格より保証金を差し引いて、11
11 月 14 日迄 (これを経過すると権利を失い、次点
指値者落札となります)
●競売リスト上には性別の表記が無い場合もあります。表記されていても全て若鳩の為推定ですが、異なる場
合もあります。海外の生き物取引の為、到着後の返品交換は出来ないので、ご理解の上、ご入札願います。
●全ての競売鳩の写真とオリジナルの血統は以下、新装ド・ダイフ紙 HP のアドレスからご覧になれます。

http://www.deduif.be/ 【ホーム】
http://www.deduif.be/veilingen/golden-ten-2016 【ゴールデン・１0 ページ】

第１日 11 月 5 日土曜日（1 番～80 番まで）

【1】
“ラーステ・ザス・カノン”Ｂ16-6128298 ＢＣ ♀ ダニー・ファンダィク作
※カノン最後の全妹（母親 08-１１７の最後の直仔）
全兄／カノン ドールダン 1,245 羽中優勝、同 1,938 羽中優勝、同
羽中優勝、同 1,962 羽中 6 位、マルネ 3,040 羽中優
勝、10
勝、 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 デン・11
デン・ KBDB
中距離Ｎエース鳩第 5 位
父)カノンの父 Ｂ08-6298348 ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 最高種鳩
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021 羽中総合 21 位、ラ・スーテレーヌＮ
13,469 羽中総合 132 位 ショーネ・ファンド・ヤールリング(ヤールリング・ドンダースティーン×ヤ
ンセン・ドィビン)×Ｅ．ヤンセン作 カンイバールのライン
祖母)フランシーン Ｂ05-6445543 ドールダン 831 羽中優勝 フィーネケ 5000 直仔×ヤールリング・ドン
ダースティーンとヤンセン・ドィビンの娘
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
祖父)フェヒター Ｂ03-6290114 ヨハン・ドンケルス作
祖母)ズワルチェ Ｂ06-6370829 連盟東若鳩エース鳩5 位 グーイエ・クヴェーカー×Ｊ．クールス

【2】
“ザス・コーゲルチェ”B16-6275842 ＢＣ ♀ ダニー・ファンダィク作
全姉／コーゲルチェ
全姉／コーゲルチェ 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
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
羽中優勝、 年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第 1 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第 4 位 直
仔／10-743、10-744 10 年アントワープ連盟中距離若鳩エース鳩 4、8 位 同腹／デン・11 KBDB 中距
離Ｎエース鳩第 5 位
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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)ブラウ・ブークス Ｂ11-6342232 Ｂ カレル・ブークス作 直仔／コーゲルチェ 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)Ｂ09-6185216 トゥルナウ合同レースエース鳩第 1 位 優勝 5 回
祖母)Ｂ09-6185218 キェブラン 384 羽中優勝、同 314 羽中優勝

【3】
“ブロア・フィオナ”B16-6128366 ＢＣ ♂ ダニー・ファンダィク作 同腹／159)
全姉／11
、アントワープ連盟南エース鳩第 1 位
全姉／ 年フィオナ KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第 5 位、
※ダニー・ファンダイク鳩舎最高ペアの仔
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
祖父)ディ・カプリオ Ｂ05-6045015 ヘレマンス＝コイスタース作翔 キェブラン 1,928 羽中優勝、同
1,580 羽中優勝、同 1,278 羽中優勝、同
羽中優勝、 1,367 羽中 3 位他 25 回入賞
祖母)スーパーケ Ｂ06-6210001 ゾーン・カンニバール×ブールジュの娘
母)Ｂ10-6284748 Ｂ
祖父)デン・11 Ｂ09-6323111 KBDB 中距離Ｎエース鳩第 5 位 同腹／カノン
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

【4】Ｂ16-6128369 ＢＣ ♀ ダニー・ファンダィク作
父)カノンの父 Ｂ08-6298348 ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 最高種鳩
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021 羽中総合 21 位、ラ・スーテレーヌＮ
13,469 羽中総合 132 位 ショーネ・ファンド・ヤールリング(ヤールリング・ドンダースティーン×ヤ
ンセン・ドィビン)×Ｅ．ヤンセン作 カンニバールのライン、リック・ヘルマンス鳩舎最高種鳩
祖母)フランシーン Ｂ05-6445543 ドールダン 831 羽中優勝 フィーネケ 5000 直仔×ヤールリング・ドン
ダースティーンとヤンセン・ドィビンの娘
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
年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩4
中距離若鳩Ｎエース鳩 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
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22
位、
ブールジュＮ22,476
アルジャントンＮ5,763 羽中総合 383 位、
シャトローＮ17,109
ブールジュＮ22,476 羽中総合 25 位、
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

3

【5】ＮＬ16-3612452 Ｂ ♂ クーン・ミンダーハウト作 ※ゲーローガー母子交配
父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ ピティヴィエ 5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総
合優勝、シャトローNPO2,227 羽中総合優勝、ギエン 3,548 羽中総合 3 位、モルリンコート 1,259 羽中 2
位
祖父)ゲブローケン・フリューヘル ＮＬ05-0514804 直仔／モルリンコート 7,962 羽中総合優勝、ピティヴ
ィエ NPO6,340 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総合優勝、シャトローNPO2,227 羽
中総合優勝、モルリンコート 1,465 羽中優勝、クライル 10,0083 羽中総合 7 位、同 5,015 羽中総合 23
位、モンリュソン 4,196 羽中総合 4 位 550・ファン・スーパー・コッペル×ブールジュ・ダィフイェ
祖母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作 下記参照
母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作
祖父)ヴァレンチノ Ｂ03-2182096 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 センス346 羽中優勝他 ヴァレンティン×00-147
祖母)ポーリーン Ｂ06-2090139 優勝 10 回内シャトローＳＮ8,218
羽中総合優勝、同ＩＰ3,969
羽中総
回内シャトローＳＮ
羽中総合優勝、同ＩＰ
合優勝、グレＰ1,194
羽中優勝、同ＢＵ1,298
羽中優勝他
合優勝、グレＰ
羽中優勝、同ＢＵ
羽中優勝 07 年中距離Ｎエース鳩第 8 位 Ｆ．フェル
フォールト×Ｐ．ヒュルズ

【6】ＮＬ16-3612445 Ｂ ♂ クーン・ミンダーハウト作 同腹／154)
父)ラーテ・ターボ・608 ＮＬ11-3014608 ギエンＰ3,348
羽中総合 2 位、シャトローNPO2,227
羽中総合
ギエンＰ
位、シャトロー
2 位、同 NPO3,238 羽中総合 4 位、ルフェック NPO2,084 羽中総合 8 位他で 13 年Ｐ当日長距離エース
鳩第 1 位 ニューエ・ターボ・705
シャトローNPO2,227 羽中総合 7 位、モルリンコート 1,465 羽中
ニューエ・ターボ・
14 位、ピティヴィエ 1.345 羽中 13 位、ツール NPO4,100 羽中総合 39 位他で 13 年Ｐ当日長距離エー
Ｐ当日長距離エー
ス鳩第 4 位
祖父)ブラウ・170 ＮＬ10-3011170 Ｂ シャトロー5,223 羽中総合 2 位、同 2,628 羽中 12 位、ラ・スーテ
レーヌ 3,077 羽中総合 2 位、マンテス・ラ・ヴァレー6,554 羽中総合 26 位、センス 1,412 羽中 6 位
他 ド・17×522 の娘
祖母)ブラウエ・041 ＮＬ08-3812041 Ｂ シャトローNPO3,677 羽中総合 20 位、同 NPO2,884 羽中総合
38 位、アルジャントン NPO4,441 羽中総合 22 位、ルフェック NPO2,499 羽中総合 56 位、ツール
NPO5,482 羽中総合 70 位 ペロンヌ 696 羽中優勝、アラース 1,784 羽中 17 位、ポメロイル 3,740
羽中 24 位、同 1,463 羽中 11 位、オルレアン 4,927 羽中総合 36 位、ブロイル 4,298 羽中総合 42 位、
ラ・スーテレーヌ 2,899 羽中総合 4 位、モルリンコート 9,008 羽中 18 位他で２年連続連盟エース鳩
ゲブローケン・フリューヘル×エンゲルス・ダイフイェ・552
母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作
祖父)ヴァレンチノ Ｂ03-2182096 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 センス346 羽中優勝他 ヴァレンティン×00-147
祖母)ポーリーン Ｂ06-2090139 優勝 10 回内シャトローＳＮ8,218
羽中総合優勝、同ＩＰ3,969
羽中総
回内シャトローＳＮ
羽中総合優勝、同ＩＰ
合優勝、グレＰ1,194
羽中優勝、同ＢＵ1,298
羽中優勝他
合優勝、グレＰ
羽中優勝、同ＢＵ
羽中優勝 07 年中距離Ｎエース鳩第 8 位 Ｆ．フェル
フォールト×Ｐ．ヒュルズ

【7】ＮＬ16-1578547 ＢＣ ♀ クーン・ミンダーハウト作 同腹／156)
父)スーパー・ダーク・27 ＮＬ10-1767127 Ｊ.Ｍ.ダーネ(クラブ・メート)作翔 オルレアン 3,023 羽中総合優勝、
、
ブロイル 758 羽中優勝、同 4,027 羽中優勝、センスＰ6,007
羽中優勝、センスＰ6,007 羽中総合 2 位、シャトードゥン 4,367 羽中総合
2 位 12 年ＳＳエース鳩第1 位
祖父)122・ファン・スーパー・コッペル ＮＬ08-1626122 ＢＣ 両親共ギレス・ドノーイヤー作翔 ポメロイル
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優勝、ピティヴィエ優勝、クライル２回優勝他
祖母)ＮＬ08-3812260 ギレス・ドノーイヤー作翔 入賞多数
母)ＮＬ14-3413409 ミンダーハウト＝Ｊ.ホーイマンス共作
祖父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ ピティヴィエ 5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO
3,077 羽中総合優勝、
シャトローNPO2,227
羽中総合優勝、
モルリンコート1,259
シャトロー
羽中総合優勝 ギエン3,548 羽中総合3 位、
羽中2 位 ゲブローケン・フリューヘル×フランシスカ(Ａ.デルヴァ作 ヴァレンチノ×ポーリーン)
祖母)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
シャトロー
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
中総合優勝
兄弟／超銘鳩ハリー
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

【8】ＮＬ16-3612447 Ｂ ♀ クーン・ミンダーハウト作 同腹／153)
父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ ピティヴィエ 5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総
合優勝、シャトローNPO2,227 羽中総合優勝、ギエン 3,548 羽中総合 3 位、モルリンコート 1,259 羽中 2
位
祖父)ゲブローケン・フリューヘル ＮＬ05-0514804 直仔／モルリンコート 7,962 羽中総合優勝、ピティヴ
ィエ NPO6,340 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総合優勝、シャトローNPO2,227 羽
中総合優勝、モルリンコート 1,465 羽中優勝、クライル 10,0083 羽中総合 7 位、同 5,015 羽中総合 23
位、モンリュソン 4,196 羽中総合 4 位 550・ファン・スーパー・コッペル×ブールジュ・ダィフイェ
祖母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作 別記参照
母)ロード・オーホイェ ＮＬ09-3912393 Ｂ ピティヴィエ 5,015 羽中総合優勝、
羽中総合優勝 ブロイル 8,762 羽中総合 9
位、オルレアン NPO6,067 羽中総合 15 位、ビールグニース 8,381 羽中総合 23 位、モルリンコート 1,664
羽中 7 位他
祖父)ブラウ・522 ＮＬ04-0421522 直仔／アルジャントンＮ19,305
羽中総合優勝、シャトローNPO3,832
直仔／アルジャントンＮ
羽中総合優勝、シャトロー
羽中総合優勝、ナントイル NPO17,465 羽中総合優勝、ペロンヌ 11,724 羽中総合優勝、ツール 6,144
羽中総合優勝、シャンティー1,474
羽中優勝他
ゾーン・ダニエル×マキシマ(Ｅ.ロイテネ)
羽中総合優勝、シャンティー
羽中優勝
祖母)バーニー・742 ＮＬ02-0208742 同腹／オルレアン・ダイフイェ 兄弟の直仔／05-0744 ペロンヌ
3,392 羽中総合優勝、05-697 ルフェック NPO2,837 羽中総合優勝、アルジャントン NPO2,991 羽中総
合 13 位、オルレアン NPO3,354 羽中総合 4 位、03-561 ツール NPO8,018 羽中総合 3 位 バーニー×
ゴウドクロンプイェ・864

【9】ＮＬ16-1288690 ♀ ペーター・ヤンセン作 同腹／149)
父)デア・ベステ ＮＬ09-1647161 ペーター・フェーンストラ作 兄弟／ドルチェ・ヴィタ シャトローNPO
シャトローNPO
1,418 羽中総合優勝、ゲネップ
羽中総合優勝、ゲネップ 7,890 羽中総合優勝、ハースドンク 2,657 羽中優勝、ポメロイル 1,456
羽中優勝、フィルフォールデ 1,125 羽中優勝、セザンヌ 1,047 羽中優勝他、11
羽中優勝他、11 年オリンピアードＮ第 1
位、Ｎエース鳩第 1 位
祖父)ダヴィンチ ＮＬ04-5435151 Ｐ.フェーンストラ作翔 アブリス NPO7,946 羽中総合優勝、メーネン
16,753 羽中総合 2 位 コープマン作のディルキー×00-178
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祖母)スペシャル・ブルー ＮＬ05-1909293 Ｐ.フェーンストラ作 ミスター・ブルー×イズラ
母)ＤＶ09711-12-205 ＬＢＣ ハインツ・マイアー＝ラーデン共同鳩舎作 ドイツ西部エース鳩第1、2 位の妹
祖父)ゴールド・シュトック ＮＬ05-1936624 Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 スーパー種鳩 ゾーン・ロリス
×ゴールデン・レディ
祖母)パール ＤＶ09711-08-600 マイアー＝ラーデン共同鳩舎作 アス×ボニー＆クライドの娘

【10】ＮＬ15-1875401 ＢＣ ♀ ペーター・ヤンセン作
兄弟／62、92 連盟エース鳩第 1、6 位 同腹／150)
父)ゾーン・カースブール Ｂ09-6358797 ガストン・ファンデヴァウワー作
祖父)カースブール Ｎ98-6335690 Ｂ 両親共Ｇ.ファンデヴァウワー作 スーパー種鳩
祖母)Ｂ04-6307341 Ｂ Ｇ.ファンデヴァウワー作 カースブール直仔×テオ・アイスコウト
母)ＤＶ09711-07-331 ＢＣ マイアー＝ラーデン共同鳩舎作
祖父)Ｂ98-6523223 Ｂ ディルク・ファンダィク作 カンニバール×アス・ダィフ
祖母)Ｂ97-5150636 ＢＣＷ クレメント・ロベン作 ４羽のＮエース鳩の妹 ボニー＆クライドの娘

【11】ＮＬ16-1288685 ＢＣ ♀ ペーター・ヤンセン作 同腹／151)
父)ミュラー ＤＶ00144-10-92 ＢＣ Ｐ.ヤンセン作翔 センス NPO6,423 羽中総合優勝、
、モルリンコートＰ
24,532 羽中総合優勝、ブロア NPO4,950 羽中総合 4 位、シャトローＮⅢ12,422
シャトローＮⅢ12,422 羽中総合 9 位他でフォンド
シュピーゲル紙 13～
13～15 年Ｎエース鳩第１位 ゾーン・カースブール×331
ゾーン・カースブール×331
※前記 10)の全兄
10)の全兄
母)ミス・ドルチェ・ヴィタ ＤＶ00147-11-554 ブロア NPO3,727 羽中総合 20 位、シャトードゥン NPO6,544
羽中総合 21 位、オーセール NPO8,540 羽中総合 22 位、ブールジュ NPO5,088 羽中総合 24 位、モルリンコ
ートＰ24,532
ートＰ24,532 羽中総合 17 位、ナントィルＰ12,621
ナントィルＰ12,621 羽中総合 40 位、サンカンタン 1,913 羽中 11 位他でフ
ォンドシュピーゲル紙 14～
14～15 年Ｎエース鳩第１位
祖父)デア・ベステ ＮＬ09-1647161 ペーター・フェーンストラ作 兄弟／ドルチェ・ヴィタ シャトロー
NPO1,418 羽中総合優勝、ゲネップ 7,890 羽中総合優勝、ハースドンク 2,657 羽中優勝、ポメロイル
1,456 羽中優勝、フィルフォールデ 1,125 羽中優勝、セザンヌ 1,047 羽中優勝他、11
羽中優勝他、11 年オリンピアー
ドＮ第 1 位、Ｎエース鳩第 1 位 ダヴィンチ×スペシャル・ブルー
祖母)ＤＶ09711-07-102 ロター・ブリッツ×ＤＶ09711-00-391

【12】ＮＬ16-1288693 Ｂ ♂ ペーター・ヤンセン作 同腹／152)
父)ロード・ローエングリン ＤＶ00147-10-634 Ｂ Ｐ.ヤンセン作翔 11 年 15 回入賞 ブールジュ NPO
3,037 羽中総合優勝、同 NPO5,088 羽中総合 7 位、サルブリ NPO7,137 羽中総合優勝他 13 年フォンド・
シュピーゲル誌Ｎエース鳩第 1 位 15 年オリンピアード代表
祖父)アドミラル ＮＬ74-1087458 11 年１才鳩ドイツＮエース鳩第 33 位
祖母)ディー・ボンテ ＤＶ05388-04-484 ＢＣＷ エルンスト・ネーベル作 レイナールトのフィガロの娘
母)エリザ・ファン・ブラバン ＮＬ15-3506871 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作 異父兄／ミスター・ブラッドレー
13 年シャトローNPO 3,228 羽中総合優勝、同 NPO2,227 羽中総合 5 位他で、当日長距離エース鳩第 1
位 姉／14-304 ロワイエ 532 羽中優勝、同 2,435 羽中優勝他
祖父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ ピティヴィエ 5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO
6

3,077 羽中総合優勝、
シャトローNPO2,227
羽中総合優勝、
モルリンコート1,259
シャトロー
羽中総合優勝 ギエン3,548 羽中総合3 位、
羽中2 位 ゲブローケン・フリューヘル×フランシスカ(Ａ.デルヴァ作 ヴァレンチノ×ポーリーン)
祖母)ロード・オーホイェ ＮＬ09-3912393 Ｂ ピティヴィエ
8,762 羽中
ピティヴィエ 5,015 羽中総合優勝、ブロイル
羽中総合優勝
総合 9 位、オルレアン NPO6,067 羽中総合 15 位、ビールグニース 8,381 羽中総合 23 位、モルリン
コート 1,664 羽中 7 位他 ブラウ・522×バーニー・742

【13】Ｂ16-6263086 ＢＣ ♂ ウィリー・ダニエルス作 同腹／145)
全姉／サラ 15 年イソウドゥンＮ11,984 羽中総合 5 位、16 年 KBDB1 才鳩大中距離Ｎエース鳩第 1 位 16 年ベ
ルギー3～7 回Ｎレース最優秀 1 才鳩全 1 位 アルジャントンＮ12,449
羽中総合 2 位、同ゾーン 3,617 羽中
アルジャントンＮ
優勝、同 18,363 羽中総合 45 位、ブールジュＮ19,889
羽中総合 28 位、シャトローＮ9,540
羽中総合 32
位、ブールジュＮ
位、シャトローＮ
位、モンリュソンＮ10,753
羽中総合 119 位、ラ・スーテレーヌＮ9,580
羽中総合 119 位
位、モンリュソンＮ
位、ラ・スーテレーヌＮ
父)Ｂ13-6314344 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ11-6191099 ＤＣＷ ド・ズッテ×ヴィットノイス
祖母)リヒテ・リモ Ｂ06-6108513 ド・リモ(リモージュＮ17,546 羽中総合 4 位)×ヘット・ナショナール
チェ(ラ・スーテレーヌＮ16,297 羽中総合 35 位)
母)Ｂ13-6051147 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ11-6140809 ゾット(優勝 14 回)の孫
祖母)Ｂ07-6044245 Ｓ 061 の孫

【14】Ｂ16-6064129 Ｂ ♀
ウィリー・ダニエルス作
父)サラの同腹 Ｂ15-6034009 Ｗ.ダニエルス作 同腹／サラ
同腹／サラ 15 年イソウドゥンＮ11,984
年イソウドゥンＮ11,984 羽中総合 5 位、16
年 KBDB1 才鳩大中距離Ｎエース鳩第 1 位 16 年ベルギー3～7 回Ｎレース最優秀 1 才鳩全 1 位 アルジャ
ントンＮ12,449
羽中総合 2 位、
同ゾーン 3,617 羽中優勝、
同 18,363 羽中総合 45 位、
ブールジュＮ19,889
ントンＮ
ブールジュＮ
羽中総合 28 位、シャトローＮ9,540
羽中総合 32 位、モンリュソンＮ10,753
羽中総合 119 位、ラ・ス
位、シャトローＮ
位、モンリュソンＮ
ーテレーヌＮ9,580
羽中総合 119 位
ーテレーヌＮ
祖父)Ｂ13-6314344 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6191099×リヒテ・リモ
祖母)Ｂ13-6051147 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6140809×Ｂ07-6044245
母)カート Ｂ15-6034025 Ｗ.ダニエルス作翔 シャトローＮ9,540 羽中総合優勝、同 16,390 羽中最高分速、
、
同Ｎ10,442
アルジャントンＮ12,449
ブールジュＮ19,889
同Ｎ10,442 羽中総合 59 位、
アルジャントンＮ12,449 羽中総合 9 位、
ブールジュＮ19,889 羽中総合 86 位、
兄弟／カイラ
兄弟／カイラ ブールジュＮ19,889
ブールジュＮ19,889 羽中総合 45 位、アルジャントンＮ18,363
アルジャントンＮ18,363 羽中総合 125 位他 16 年ベ
ルギー7 回Ｎレース最優秀 1 才鳩 6 位、KBDB1 才鳩大中距離Ｎエース鳩第 20 位、
、
1616-6064105 スープ 1,378
羽中優勝、ヴィエルゾンＩＰ3,108
羽中優勝、ヴィエルゾンＩＰ3,108 羽中総合 10 位、アルジャントンＮ19,592
位、アルジャントンＮ19,592 羽中総合 19 位他
祖父)Ｂ08-637362 Ｗ.ダニエルス作 モーリス・フーツのリヒテ・ブールジュの玄孫
祖母)Ｂ10-6025224 Ｗ.ダニエルス作 兄弟／ニッキー シャトローＮ総合優勝
Ｂ07-6044289×Ｂ09-6217201

【15】Ｂ16-6263085 ＢＣＷ ♀ ウィリー・ダニエルス作
異父兄弟／アスケ 1 グレＮ7,681
グレＮ7,681 羽中総合 55 位、同Ｎ16,988
位、同Ｎ16,988 羽中総合 165 位、ブールジュＮ22,663
位、ブールジュＮ22,663 羽中
総合 77 位、同Ｎ13,588
、アスケ 2 シャト
同Ｎ13,588 羽中総合 136 位他 アントワープ連盟若鳩長距離エース鳩第 1 位、
ローＮ12,071
ローＮ12,071 羽中総合 54 位、ブールジュＮ18,478
ブールジュＮ18,478 羽中総合 62 位他 アントワープ連盟若鳩長距離エース鳩
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第 2 位、ステファニー
、ステファニー ブールジュＮゾーン 5,691 羽中 2 位、ヴィエルゾンＩＰ9,004
位、ヴィエルゾンＩＰ9,004 羽中総合 6 位、シャ
トローＮ18,604
トローＮ18,604 羽中総合 11 位、同Ｎ19,691
位、同Ｎ19,691 羽中総合 66 位、グレＮ7,681
位、グレＮ7,681 羽中総合 14 位、アルジャントン
Ｎ12,187 羽中総合 100 位他 15 年 KBDB 大中距離Ｐエース鳩第 2 位
父)Ｂ09-6217203 Ｗ.ダニエルス作 兄弟デン・
デン・37
デン・37 は、アルジャントンＮ総合優勝、ドルトムント・オリ
ンピアード第１位
祖父)Ｂ04-6217290 Ｍ.フーツ×デマイヤー父子
祖母)Ｂ04-6217299 両親共Ｍ．フーツ系
母)Ｂ09-62129144 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ05-6230022 Ｓ 優勝 3 回 アゲンプールの栗の直仔
祖母)Ｂ06-6073005 ゾットの妹クィーニィの孫

【16】Ｂ16-6264191 Ｂ ♂ ウィリー・ダニエルス作 兄弟／147)
全兄弟／エース
全兄弟／エース・
エース・ウィリー
ウィリー 1515-6034050 15 年キュールゲム・
キュールゲム・サントル若鳩Ｎエース鳩第
サントル若鳩Ｎエース鳩第 2 位 アルジャ
ントンＮ11,223
ントンＮ11,223 羽中総合 6 位、同ゾーン 3,130 羽中優勝、シャトローＮ10,442
羽中優勝、シャトローＮ10,442 羽中総合 106 位
父)Ｂ14-6082136 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ11-6140874 ブラック・ジャック孫×ゾットの妹クイーニー
祖母)Ｂ13-6051602 Ｖ.デヴィルダー作 Ｇ.ファンデヴァウワーの筋
母)Ｂ12-6201815 Ｗ.ダニエルス作
祖父)ゾーン・37 Ｂ08-6130500 父デン・37
父デン・37 は、アルジャントンＮ総合優勝、ドルトムント・オリンピア
ード第１位
祖母)Ｂ08-6259526 ファーレ・ゲーリンクスの孫

【17】ＮＬ15-1899160 ＢＣＷ ♀ コール・デハイデ作
異母姉／
羽中総合 2 位、同 ＩＮ19,089
羽中総合 4 位
異母姉／ブルー・ドリーム
ブルー・ドリーム 15 年バルセロナＮ
年バルセロナＮ5,183
セロナＮ
ＩＮ
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 74 位、
バルセロナＮ
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
同Ｎ
羽中優勝、同Ｎ
賞 ZLU バルセロナエース鳩第 1 位
祖父)ドン・ミッシェル ＮＬ96-9659671 ＢＣ ペルピニャンＮ3
ペルピニャンＮ 回入賞内 5,479 羽中総合 17 位、同Ｎ7,195
同Ｎ
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
位他、同ＩＮ
賞内 3,755 羽中総合 39 位、同Ｎ5,617 羽中総合 58 位他 ダックス、マルセイユ各 3 年エース鳩第 1 位
祖母)ＮＬ07-1838400 ＤＣ 種鳩 直仔／バルセロナＮ7,046 羽中総合 94 位、ペルピニャン 301 羽中優
勝、同Ｎ5,607 羽中総合 74 位、バルセロナＮ6,392 羽中総合 100 位他 ゾーン・クランパー×アンネ
ット(バルセロナＮ7,489 羽中総合優勝、同ＩＮ25,835 羽中総合 2 位)
母)ファヴォリーの娘 ＮＬ11-3025101 ＤＣＷ 即種鳩 コール・デハイデ作
祖父)ド・ファヴォリー ＮＬ08-3818648 ＤＣ ダックスＰ2,543
羽中優勝、同Ｎ11,753
羽中総合 4 位他、カ
ダックスＰ
羽中優勝、同Ｎ
オールＮ13,185 羽中総合 33 位、サンバンサンＰ3,842 羽中 11 位、ボルドー4,602 羽中 26 位 クィー
ン・トニー(バルセロナＮ13,066 羽中総合優勝)直仔×Ｊ．ホーイマン作 超銘鳩クライネ・ディルク孫
祖母)マルメルダ ＮＬ08-3828610 ＤＣ ファンデールマッテン兄弟作 ボルドーＮ18,023
羽中総合7
ボルドーＮ
羽中総合 位、
同Ｎ13,242
羽中総合 22 位、カオールＮ13,185
羽中総合 7 位、モントーバンＮ18,668 羽中総合 45 位、
同Ｎ
位、カオールＮ
ベルジェラックＮ4,884 羽中総合 113 位、ポーランド・オリンピアード幻代表 Ｃ．デハイデ(クランパー・
ゲヤ・ライン)×ファンデールマッテン作ゲヤの曾孫 純コール・デハイデ血統
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【18】ＮＬ16-1609776 ＤＣＷ ♂ コール・デハイデ作 兄弟／143)
父)ブロア・ブルー・ドリーム ＮＬ12-1714152 Ｂ Ｃ．デハイデ作翔 姉妹／ブルー・ドリーム 15 年バルセ
ロナＮ5,183 羽中総合 2 位、同 ＩＮ19,089 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 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
ルピニャンの孫
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
羽中優勝、同ＩＮ
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
羽中優勝、同ＩＮ
Ｎ5,616 羽中総合 107 位、ボルドー572
羽中 51 位他、
、ボルドー
位他、バルセロナ IN2 年間のエース鳩第 1 位
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
直仔／ダックスＮ
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

【19】ＮＬ16-1609780 Ｂ ♀ コール・デハイデ作 同腹／142)
父)ＮＬ15-1793535 ＢＣ コール・デハイデ作
祖父)ＮＬ10-3054666 ＢＣＷ Ｃ.デハイデ作 ゾーン・ドン・ミッシェル×ドン・ミッシェル孫
祖母)ブルー・ドリーム ＮＬ12-3220448 Ｂ Ｃ．
デハイデ作翔 15 年バルセロナＮ5,183
羽中総合 2 位、
年バルセロナＮ
同ＩＮ19,089
羽中総合 4 位、マルセイユＮ4,899 羽中総合 155 位 ヨンゲ・ドン・ミッシェル×ＮＬ
同ＩＮ
09-3959144
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
、リモ
ージュ 2,762 羽中総合 210 位
祖父)インテールト・クランパー ＮＬ04-2173790 祖母)ペルピニャン・ドィビンの娘 ＮＬ07-1928341

【20】ＮＬ16-1609782 ＤＣ ♂ コール・デハイデ作 ※超銘鳩ブーメランの近親
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 ド・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 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Ｐ3,600
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)ＮＬ10-3021354 ＤＣ ファンキーボーム兄弟作
祖父)超銘鳩ブーメラン ＮＬ07-3728528 ファンキーボーム兄弟作翔 サンバンサンＮ11,180
羽中総合
サンバンサンＮ
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 位他(Ｊ．ファンデホイフェ
位他、タルベＮ
位他、ダックスＮ
ル×Ｃ.デハイデ)
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祖母)ＮＬ04-0480214 ＢＣ ファンキーボーム兄弟作翔 サンバンサンＮ13,427 羽中総合 46 位、
ダック
スＮ14,605 羽中総合 71 位他 コール・デハイデ×バイスターフェルド

【21】
“ジルタキ ”Ｂ12-3142078 ＢＣ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作翔
フォンテネイ 265 羽中優勝、同Ｐ4,659
羽中優勝、同Ｐ4,659 羽中総合 5 位、同 116 羽中優勝、同Ｐ2,603
羽中優勝、同Ｐ2,603 羽中総合 59 位、オルレ
アン 145 羽中優勝、
羽中優勝 同Ｐ1,991 羽中総合 22 位、クレルモンＰ9,439 羽中総合 20 位、ラ・スーテレーヌＮ4,161
羽中総合 52 位、ポアチエＮ12,379 羽中総合 430 位他多数上位入賞 13 年 KBDB 中距離Ｐエース鳩第 7 位
兄弟／21)
兄弟／21)
兄弟／ラファエラ 優勝 4 回内ブリオンヌＰ3,308
回内ブリオンヌＰ3,308 羽中総合優勝 リゴベルト(13
リゴベルト(13(13-176) 15 年ラ・スーテレ
ーヌＮ9,760
ーヌＮ9,760 羽中総合優勝の父 ナタリア(13
ナタリア(13(13-175) 15 年ラ・スーテレーヌＮ9,760
年ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 4 位の母、
位の母
他
ラファエラの同腹 13 年ラ・スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 30 位、アンドレア ラ・スーテレーヌＮ6,203
羽中総合 5 位他、アグネタ ポントワーズＰ11,506 羽中総合 22 位、ツールＰ5,667 羽中総合 61 位他
父)エクスプロシーフ ＮＬ11-1742470 ヴィレム・ドブルイン作
祖父)タイタン ＮＬ07-1822466 Ｗ．ドブルイン作 アポロ×レア
祖母)フェアリー・テール ＮＬ06-1071928 Ｗ.ドブルイン作翔 アブリスＰ2,764 羽中総合優勝 直仔／
オリンピック・ハリケーン 孫／オリンピック・フローム ファンタスト×フィーナ
母)ジプシー Ｂ11-6244601 リック・ヘルマンス作
祖父)ディッケ・ファン・ド・ヤールリング ＮＬ10-1913004 孫／ラファエラ(Ｌ.＆Ｈ.シウン) ブリオネＰ
3,308 羽中総合優勝、フォンテネー優勝、他同鳩舎で優勝 3 羽 兄弟／アテナ 基礎鳩ヤールリング・
ドンダースティーン×バブルスの娘
祖母)Ｂ08-6340471 Ｒ.ヘルマンス作 全兄弟／スターリー ブールジュＮ37,357
ブールジュＮ37,357 羽中総合 52 位他で
位他 3Ｎ
レース最優秀若鳩第 4 位、4
位、4Ｎレース最優秀若鳩第 7 位 ムンリ アルジャントンＮ22,4
アルジャントンＮ22,442
22,442 羽中総合
36 位他 ブロア・スターリー ドールダン 1,013 羽中優勝 プロパー×クライン・マルティーン

【22】Ｂ16-3103709 Ｂ ♂ ルク＆ヒルデ・シウン作 同腹／137)
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、直仔／ブリオンヌＰ
直仔／ブリオンヌＰ6,428
直仔／ブリオンヌＰ6,428 羽中総合 5 位，ポントワーズＰ10,712
位，ポントワーズＰ10,712 羽中総合 33 位
祖父)リゴベルト Ｂ13-3138176 同腹の直仔／ラ・スーテレーヌＮ6,203 羽中総合4 位 兄弟／ラファエラ、
ジルタキ、アンドレア ドブルイン×リック・ヘルマンス
祖母)エミリア Ｂ11-3088148 直仔／ルカ アルジャントンＮゾーン優勝 両親リック・ヘルマンス
母)ウィレミナ Ｂ13-3138072 ルク＆ヒルデ・シウン作翔 14 年ポアチエＮ14,109 羽中総合優勝、同 26,486
羽中最高分速 全姉妹／15-219 ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 6 位
祖父)スピデイ ＮＬ11-1742464 ヴィレム・ドブルイン作 ジェローン×ブルー・フェーム
祖母)マリー・アン ＮＬ09-1191334 デイジー(ブールジュＮ総合優勝)の娘

【23】Ｂ16-3103859 ＢＣ ♂ ルク＆ヒルデ・シウン作
兄弟／ラファエラ 優勝 4 回内ブリオンヌＰ3,308
回内ブリオンヌＰ3,308 羽中総合優勝 リゴベルト(13
リゴベルト(13(13-176) 15 年ラ・スーテレ
ーヌＮ9,760
ーヌＮ9,760 羽中総合優勝の父 ナタリア(13
ナタリア(13(13-175) 15 年ラ・スーテレーヌＮ9,760
年ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 4 位の母、
ラファエラの同腹 13 年ラ・スーテレーヌＮ11,236
スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 30 位、アンドレア ラ・スーテレーヌＮ6,203
スーテレーヌＮ6,203
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羽中総合 5 位他、アグネタ ポントワーズＰ11
ポントワーズＰ11,506
11,506 羽中総合 22 位、ツールＰ5,667
ツールＰ5,667 羽中総合 61 位他 ジル
タキ フォンテネイ 265 羽中優勝、同Ｐ4,659
羽中優勝、同Ｐ4,659 羽中総合 5 位、同 116 羽中優勝、同Ｐ2,603
羽中優勝、同Ｐ2,603 羽中総合 59 位、
オルレアン 145 羽中優勝、同Ｐ1,991
羽中優勝、同Ｐ1,991 羽中総合 22 位、クレルモンＰ9,439
位、クレルモンＰ9,439 羽中総合 20 位、ラ・スーテレー
ヌＮ4,161
21)参照
ヌＮ4,161 羽中総合 52 位他多数上位入賞 13 年 KBDB 中距離Ｐエース鳩第 7 位
父)エクスプロシーフ ＮＬ11-1742470 ヴィレム・ドブルイン作
祖父)タイタン ＮＬ07-1822466 Ｗ．ドブルイン作 アポロ×レア
祖母)フェアリー・テール ＮＬ06-1071928 Ｗ.ドブルイン作翔 アブリスＰ2,764 羽中総合優勝 直仔／
オリンピック・ハリケーン 孫／オリンピック・フローム ファンタスト×フィーナ
母)ジプシー Ｂ11-6244601 リック・ヘルマンス作
祖父)ディッケ・ファン・ド・ヤールリング ＮＬ10-1913004 孫／ラファエラ(Ｌ.＆Ｈ.シウン) ブリオネＰ
3,308 羽中総合優勝、フォンテネー優勝、他同鳩舎で優勝 3 羽 兄弟／アテナ 基礎鳩ヤールリング・
ドンダースティーン×バブルスの娘
祖母)Ｂ08-6340471 Ｒ.ヘルマンス作 全兄弟／スターリー ブールジュＮ37,357
ブールジュＮ37,357 羽中総合 52 位他で
位他 3Ｎ
レース最優秀若鳩第 4 位、4
位、4Ｎレース最優秀若鳩第 7 位 ムンリ アルジャントンＮ22,442
アルジャントンＮ22,442 羽中総合
36 位他 ブロア・スターリー ドールダン 1,013 羽中優勝 プロパー×クライン・マルティーン

【24】Ｂ16-3141356 Ｂ ♂ ルク＆ヒルデ・シウン作 同腹／140)
父)ブラム Ｂ14-3034054 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 ブリオンヌ 211 羽中優勝、同Ｐ4,289
羽中優勝、同Ｐ4,289 羽中総合 4 位、ポン
トワーズＰ20,341
トワーズＰ20,341 羽中総合 94 位他 兄弟／シャオ・リ ラ・スーテレーヌＮ6,203
ラ・スーテレーヌＮ6,203 羽中総合 4 位他 異母
兄弟／アレクシア
兄弟／アレクシア 14 年ポアチエＮ14,094
年ポアチエＮ14,094 羽中総合 9 位、15
位、15 年ラ・スーテレーヌＰ930
年ラ・スーテレーヌＰ930 羽中優勝、同
Ｎ4,161 羽中総合 2 位
祖父)アポロ・ジュニア ＮＬ11-1742472 ウィレム・ドブルイン作 アポロ×ロザリンド
祖母)ナタリア Ｂ13-3138175 Ｌ.＆Ｈ.シウン作 同腹の直仔／ナイロ 15 年ラ・スーテレーヌＮ
年ラ・スーテレーヌＮ532Ｋ
532Ｋ
9,760 羽中総合優勝 同 12,308 羽中最高分速
母)マルゴー Ｂ12-31420522 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 12 年アルジャントンＮ25,949
年アルジャントンＮ25,949 羽中総合 44 位、13 年ラ・
スーテレーヌＮ11,236
スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 97 位、14
位、14 年モンリュソン 291 羽中優勝、同Ｎ14,230
羽中優勝、同Ｎ14,230 羽中総合 43 位、フ
ォンテネイ 182 羽中優勝、15
羽中優勝、15 年ラ・スーテレーヌＮ4,161
年ラ・スーテレーヌＮ4,161 羽中総合 7 位、16
位、16 年クレルモン 9,439 羽中総
合 3 位、アルジャントンＮⅡ9,228
位、アルジャントンＮⅡ9,228 羽中総合 5 位、同ＮⅠゾーン
位、同ＮⅠゾーン 1,249 羽中 6 位 ツールＰ4,113
ツールＰ4,113 羽中総
合 17 位他で、同年Ｎエース鳩第 14 位
祖父)ソン・スヴェン Ｂ11-6244612 リック・ヘルマンス作 スヴェン×マルティン
祖母)ブライアン ＮＬ11-1742491 ヴィレム・ドブルイン作 オリンピック・ゼウスの孫

【25】
“プラチナ” ＮＬ14-1651343 Ｂ ♀ フェルブリー共同鳩舎作翔
メルン 8,042 羽中総合 14 位、ポン・サン・マクサンス 8,244 羽中総合 41 位、サン・カトリーヌ・ワーヴァ
ー6,735 羽中総合 44 位、ブールジュ 620Ｋ
620Ｋ1,583 羽中総合 53 位、シャトロー665
シャトロー665Ｋ
665Ｋ1,181 羽中総合 47 位 12
年鷹に襲われ負傷後種鳩 同腹／プラチノ
同腹／プラチノ 6,372 羽中総合優勝、1,170
羽中総合優勝、1,170 羽中優勝他で PIPA ランキング最優
秀１才鳩第 8 位
父)リコ Ｂ10-6357212 ＢＷ ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 全兄弟／ビューティーフライ アルジャン
トン 426 羽中優勝 同Ｎ25,583
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22 位、ブールジュＮ22,476
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Ｎ17,109 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、
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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
祖父)サイコ Ｂ01-0189340 Ｍ．ファンデンブランデン＝ヘルマンス作 ホスペル＝エルファー使翔
ホウデン 743 羽中優勝、同 1,548 羽中 2 位、ヴェルヴィン 1,043 羽中 4 位、トロイ 587 羽中 7 位 直
仔／02-210 若鳩Ｐエース鳩１位、
06-707 若鳩長距離エース鳩 1 位、
06-681 オルレアン NPO8,611
羽中総合 13 位 ヴィットノィス×フィーン・200
祖母)ゴールド・ピース ＮＬ06-1321965 直仔／11-403 ピティヴィエ 162 羽中優勝 ヤールリング・ド
ンダースティーン×ヤンセン・ドィビン
母)スヴェトラーナ ＮＬ09-1375385 Ｂ ヤン・ホーイマンス作
祖父)ジェームス・ボンド ＮＬ06-1267007 Ｂ 弟／超銘鳩ハリー他
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、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)ツールスケ ＮＬ04-1036705 Ｂ Ｊ.ホーイマンス作翔 オルレアン NPO9,040 羽中総合 13 位、ツ
ール NPO6,238 羽中総合 16 位、
オルレアンＮ北 13,181 羽中総合 66 位 直仔／オッフェンブルグ 7,151
羽中総合 6 位

【26】
“スペシャル・ワン” ＮＬ16-1243434 Ｂ ♂ フェルブリー共同鳩舎作 同腹／133)
父)リモ ＮＬ03-1287765 Ｂ Ａ.スカーラーケンス作 スーパー種鳩 直仔／マルチノ、アニタ Ｎ最優秀雌鳩
祖父)ＮＬ95-2067230 Ｂ 両親共Ａ．スカーラーケンス作 兄弟／144、145
祖母)ＮＬ01-2055992 Ｂ 両親共Ａ．スカーラーケンス作 インヴィンシブル×スーパーチェ
母)サマンタ ＮＬ14-1651260 Ｂ フェルブリー共同鳩舎作翔 ポン・サン・マクサンス NPO15,083 羽中総
合 8 位、
同 NPO9,427 羽中総合 7 位、
同 4,331 羽中総合優勝、
サンカンタン 8,335 羽中総合 13 位、
同 2,641
羽中 12 位、同 9,325 羽中総合 61 位、同 2,379 羽中 11 位、デュッフェル 6,170 羽中総合 13 位、同 1,367
羽中 7 位、フューリー1,279
位、フューリー1,279 羽中優勝
祖父)コント ＮＬ05-2159336 ＢＣ Ｅ.ホーホランド作 兄弟／ゴールデン・クラウン 直仔／サフィ
ーナ ストロームベーク 4,430 羽中総合優勝、ポメロイル 2,483 羽中優勝、オルレアン 3,852 羽中優
勝、同Ｎ16,654 羽中総合 5 位、デュッフェル 2,714 羽中 2 位 ＮＬ02-1286×セナ
祖母)カプリナ Ｂ10-6297675 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 エィカプリオ×カンニバールの娘
直仔／クラシア モルリンコート 3,182 羽中優勝、ポン・サン・マクサンス 1,127 羽中 2 位他

【27】
“スペシャル・シックス” ＮＬ16-1243400 Ｂ ♂ フェルブリー共同鳩舎作
兄弟／134)
父)セルジオ ＮＬ05-2159337 ＢＣ Ｅ．ホーホランド作 兄弟／ゴールデン・クラウン(14,382
兄弟／ゴールデン・クラウン(14,382 羽中総
合優勝、14,300
合優勝、14,300 羽中総合優勝他で、Ｎ最優秀若鳩第 1 位) 直仔／ナキタ 優勝 3 回 ヴィオラ NPO
ブロア 25,597 羽中総合 10 位他
祖父)ＮＬ02-2211286 Ｂ 両親ファンルーン作
祖母)センナ ＮＬ01-5116808 ＢＣ フェルブリー作 ブランコ×ボンチェ
母)カプリナ Ｂ10-6297675 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 直仔／グラシア モルリンコート 3,182 羽
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中優勝、ポン・サン・マクサンス 130 羽中優勝(1,127
羽中優勝(1,127 羽中 2 位)、フューリー2,598
、フューリー2,598 羽中 3 位、ファナ
タキェブラン 7,004 羽中 12 位、ニールグニース 233 羽中優勝(
羽中優勝(同 3,825 羽中 9 位)、フューリー2,978
、フューリー2,978
羽中 4 位、サマンタ ポン・サン・マクサンス NPO15,083 羽中総合 8 位、同 9,427 羽中 7 位、同 4,331
羽中優勝、フューリー1,279
羽中優勝、フューリー1,279 羽中優勝他
祖父)ディ・カプリオ Ｂ05-6045015 ＢＣ レオ・ヘレマンス作翔 1,928 羽中優勝、1,580 羽中優勝、
1.278 羽中優勝他
祖母)カンニバールの娘 Ｂ02-6256226 ＢＣ Ｄ.ファンダィク作

【28】
“スペシャル・フォー” ＮＬ16-1243435 Ｂ ♀ フェルブリー共同鳩舎作 同腹／136)
父)リコ Ｂ10-6357212 ＢＷ ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 全兄弟／ビューティーフライ アルジャン
トン 426 羽中優勝 同Ｎ25,583
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22 位、ブールジュＮ22,476
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Ｎ17,109 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
祖父)サイコ Ｂ01-0189340 Ｍ．ファンデンブランデン＝ヘルマンス作 ホスペル＝エルファー使翔
ホウデン 743 羽中優勝、同 1,548 羽中 2 位、ヴェルヴィン 1,043 羽中 4 位、トロイ 587 羽中 7 位 直
仔／02-210 若鳩Ｐエース鳩１位、
06-707 若鳩長距離エース鳩 1 位、
06-681 オルレアン NPO8,611
羽中総合 13 位 ヴィットノィス×フィーン・200
祖母)ゴールド・ピース ＮＬ06-1321965 直仔／11-403 ピティヴィエ 162 羽中優勝 ヤールリング・ド
ンダースティーン×ヤンセン・ドィビン
母)アニータ ＮＬ10-1326498 Ｂ ナントィル 18,340 羽中総合 75 位、ブロア NPO25,597 羽中総合 20 位
他上位 1％内入賞多数 WHZB 最優秀雌鳩Ｎ第
最優秀雌鳩Ｎ第 1 位(18 レース)
祖父)リモ ＮＬ03-1287765 Ｂ 両親共Ａ．スカーラーケンス作 スーパー種鳩 上記参照
祖母)コーラ ＮＬ05-1574879 Ｂ 両親共Ｃ.レイテンス作 直仔／サリノ ブールジュ NPO4,800 羽中総
合 6 位、ブロア NPO5,186 羽中総合 8 位 サブリナ 上位入賞多数 ラメールトの娘

【29】
“ウルティーメ・プロパー”B15-6063599 Ｂ♀ リック・ヘルマンス作
父)プロパー Ｂ06-6212441 トップ・ブリーダー 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 孫・ひ孫／カノン、カノンの同腹他 N エース鳩多数
祖父)スコーネ・ファン・ド・ヤールリング Ｂ02-6257770 直仔／08-253 アルジャントンＮ5,763 羽中総
合 13 位 11-822 クライル 135 羽中優勝 基礎交配ヤールリング・ドンダースティーン×ヤンセン・ド
ィビン
祖母)ブラウ・コラフレスケ Ｂ05-6445580 Ｅ．ヤンセン作 04-409(カンニバール孫)×01-442
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 直仔／ニケ 2016 年ブールジュ N 総合優勝
祖父)基礎鳩ヤールリング・ドンダースティーン Ｂ98-6522539 Ｄ.＆Ｌ.ファンダィク作 ドンダースティ
ーン×ドールダンケ
祖母)バブルスの娘 ＮＬ08-1537990 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク父子作
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【30】Ｂ16-6128651 Ｂ ♀ リック・ヘルマンス作 ※超銘鳩カウ・ガールの直仔
兄弟／ツールＮ24,097
兄弟／ツールＮ24,097 羽中総合 99 位、アルジャントンＮ11,223
位、アルジャントンＮ11,223 羽中総合 15 位、ブールジュＮ28,078
位、ブールジュＮ28,078 羽
中総合 35 位
父)ド・シャトロー ＮＬ12-1537573 ジャイダーヴァイク兄弟作翔 シャトローNPO605Ｋ2,300 羽中優勝
祖父)スネーウマン ＮＬ07-1730301 ナイフェルＰ12,212 羽中総合優勝、ナントィル 523 羽中優勝、エ
ペイ 7,308 羽中 9 位他 ヨンゲ・91×オーイエ・ファール・ドィビン
祖母)ムーダー・シャトロー ＮＬ09-1100913 Ｋ.レリーフェルド作 776×優勝 4 回の娘
母)カウ・ガール Ｂ09-6323201 Ｂ ミール・ファンデンブランデ＝ヘルマンス作 リック・ヘルマンス使翔
アルジャントンＰ990
ブールジュ 494 羽中 2 位 同Ｎ17,061
アルジャントンＰ990 羽中優勝 同Ｎ7,358
同Ｎ7,358 羽中総合 8 位、ブールジュ
同Ｎ17,061 羽中総
合 68 位、ドールダン 2,369 羽中 4 位 ドールダン 2,356 羽中 7 位 メルン 2,265 羽中 4 位、アルジャン
トン 289 羽中 9 位 同Ｐ2,118 羽中総合 65 位、
シャトロー512 羽中 19 位 同Ｎゾーン 8,353 羽中 424 位、
ブールジュＩＰ1,143 羽中総合 33 位、ブールジュ 319 羽中 28 位 同Ｐ1,822 羽中総合 229 位、※以上の
成績で 11 年オリンピアード・ベルギー代表 1 才鳩第 1 位、10 年ヨーロッパ杯ベルギー中距離エース鳩第
２位 2011:メルン 2,402 羽中 24 位、ノワイヨン 1,250 羽中 46 位、同 1,170 羽中 383 位、ドールダン 2,231
羽中 78 位 同 1,258 羽中 391 位、ブールジュ成鳩Ｎ24,651 羽中総合優勝 孫／Ｐエース鳩第 1 位(ファン
ヴァンローイ鳩舎)
祖父)ミステリー・ヴォウタース Ｂ06-6415262
祖母)エル・タイドの妹 Ｂ06-6166694 ウィリアム・ロイテン作 兄弟／エル・タイド 07 年ＦＣＩグラ
ンプリ総合優勝 フロール・600×ラーチェ

【31】Ｂ16-6128768 Ｂ ♀ リック・ヘルマンス作
父)プロパー・42 Ｂ10-6298442 Ｒ．ヘルマンス作 直仔／クライネ・プロパー(
直仔／クライネ・プロパー(別記参照)
別記参照) 全兄弟／スター
リー ブールジュＮ
羽中総合 177 位、アルジャントン
ブールジュＮ37,357
ュＮ37,357 羽中総合 52 位、ラ・スーテレーヌＮ17,814
位、
Ｎ23,921 羽中総合 202 位、グレＮ14,245 羽中総合 1053 位で 3Ｎレース最優秀若鳩第 4 位、4Ｎレース最優
秀若鳩第 7 位 他ドールダン 1,962 羽中 22 位 ムンリ アルジャントンＮ22,442
アルジャントンＮ22,442 羽中総合 36 位他 ブロ
ア・スターリー ドールダン 1,013 羽中優勝(Ｅ．ヤンセン鳩舎)
羽中優勝
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 最高種鳩 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021
ブールジュＮ9,021 羽中総合 47 位、ラ・スーテレ
ーヌＮ13,
ーヌＮ13,965
13,965 羽中総合 123 位 直仔／ダニー・ファンダィク鳩舎基礎鳩 スコーネ・ファン・ド・ヤ
ールリング×ブラウ・コラフレスケ
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)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
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【32】“ブロア・レジナ” Ｂ15-6202864 Ｂ ♂ リック・ヘルマンス作
全兄弟／レジナ 16、ブールジュＮ28,078
16-505 ラ・スーテレーヌＮ16,613 羽中総合 2 位、ブールジュＮ
、ブールジュＮ28,078 羽中総合 65 位他で
KBDB 若鳩大中距離Ｎエース鳩第 8 位
1616-506 ラ・スーテレーヌＮ16,613
ラ・スーテレーヌＮ16,613 羽中総合 36 位
父)09・プロパー Ｂ11-6238509 ヘルマンス＝フクストラ作 全兄弟／スターリー ブールジュＮ37,357
ブールジュＮ37,357
羽中総合 52 位、ラ・スーテレーヌＮ17,814 羽中総合 177 位、アルジャントンＮ23,921 羽中総合 202 位、
グレＮ14,245 羽中総合 1053 位で 3Ｎレース最優秀若鳩第 4 位、4
位、4Ｎレース最優秀若鳩第 7 位 他ドール
ダン 1,962 羽中 22 位 ムンリ アルジャントンＮ22,442
アルジャントンＮ22,442 羽中総合 36 位他 ブロア・スターリー ドール
ダン 1,013 羽中優勝(Ｅ．ヤンセン鳩舎)
羽中優勝
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 最高種鳩 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021
ブールジュＮ9,021 羽中総合 47 位、ラ・スーテ
レーヌＮ13,965
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
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)ミネルヴァ Ｂ10-6284915 Ｒ．ヘルマンス作翔 グレ 474 羽中優勝、同Ｎ13,885
羽中優勝、同Ｎ13,885 羽中総合 10 位、アル
ジャントンＮ22,422
ジャントンＮ22,422 羽中総合 21 位、同Ｎ4,123
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 孫／
12-047 ランス1,092 羽中優勝 兄弟／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 位他
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

【33】ＮＬ16-1526381 ＬＢＣ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
※マジック・アモーレ最後の放出近親直仔
父)フェラーリ ＮＬ11-1741053 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブールジュ13,592 羽中総合101 位 直仔／
13-311 1 才で上位１％内 6 回入賞 13-396 1,516 羽中同着 2 位
祖父)ブルー・チャンプ ＮＬ07-1786839 ＢＷ クリス・コーリング作翔 09 年Ｎエース鳩オールラウン
ド第 1 位 同 WHZB 最優秀雄鳩第 1 位 サンカンタン 9,542 羽中 12 位、ペロンヌ 22,020 羽中総合
33 位、アブリス 7,514 羽中総合 19 位、ストロームベーク 6,346 羽中総合 12 位他 ソン・ナターシャ
×シャトロー・ダィフケの孫・883
祖母)オリンピック・ソランジュ 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・アモーレ(コープマン)
母)マジック・アモーレ ＮＬ06-4720774 ＬＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／オリンピック・ソラン
ジュ、フーディニ、イタロ、リッツ、ミラクル、アイ・キャッチャー
ジュ、フーディニ、イタロ、リッツ、ミラクル、アイ・キャッチャー他
、アイ・キャッチャー他
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
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)アモレー ＮＬ00-5063949 02 年当日長距離Ｎエース鳩第 1 位 ブラック・パワー×イ・ミン

【34】ＮＬ16-1526384 Ｂ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
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全姉／リジー 15 年シャトローＮ3,7571
2位
年シャトローＮ3,7571 羽中総合 9 位他で長距離Ｎエース鳩第
位他で
異母兄弟／ティンカー・ベル モー32,917
モー32,917 羽中最高分速
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
センス 6,492 羽中総合5
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
ャンティー6,762
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)バブルズ 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
母)ジェシー ＮＬ10-1682123 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ヴィエルゾン 14,964 羽中総合 10 位、マン
テス・ラ・ジョリー2,058
テス・ラ・ジョリー2,058 羽中 3 位、アルジャントン
位、アルジャントン 7,796 羽中総合 31 位、メール 650 羽中 3 位、ペロ
ンヌ 8,775 羽中総合 42 位他
祖父)フェデラー ＮＬ07-1817999 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブロアＮ43,064
ブロアＮ43,064 羽中総合優勝、
同全約 67,000 羽中第 7 位 アブリス 7,514 羽中総合 16 位、シャトロー3,741
位、シャトロー3,741 羽中総合 18 位他でＮエ
ース鳩第 15 位、ペガサス×バブルズ
位、
祖母)シーカ ＮＬ07-1817907 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ストロームベーク 5,328 羽中総合 2 位、
クライル 3,761 羽中 4 位、シャトロー
位、シャトロー7,355
トロー7,355 羽中総合 8 位、ブールジュ 8,548 羽中総合 11 位、アルジ
ャントン 6,595 羽中総合 11 位他でＮエース鳩 14、
14、19 位 ミッション・インポッシブル×オプラー

【35】ＮＬ16-1526388 Ｂ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
異母兄弟／シャトローＮ47,539
異母兄弟／シャトローＮ47,539 羽中総合 5 位
父)インヴィクタス ＮＬ11-1740826 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブールジュ 9,896 羽中総合 18 位、ペ
ロンヌ 19,287 羽中総合 39 位、ルフェック 3,875 羽中総合 17 位、アルジャントン 6,926 羽中総合
羽中総合 44 位、
ポメロイル 3,105 羽中 26 位他
祖父)イカルス ＮＬ07-1817891 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 アルジャントン 6,595 羽中総合 3 位、
ブロア 434,064 羽中総合 37 位、モースクロン 4,132 羽中 4 位、同 3,337 羽中 7 位、ブールジュ 8,548
羽中総合 19 位 ブルドーザー×オリンピック・アンビリーバブル
祖母)オリンピック・ストラディバリウス ＮＬ06-2162368 Ｂ フェルケルク父子作 ペロンヌ 4,876 羽
中優勝、ブールジュ 4,423 羽中総合２位他 09 年オリンピアード・オールラウンド部門第１位
年オリンピアード・オールラウンド部門第１位 スタ
リオン×インテュイション
母)ローラ＝リリー ＮＬ13-1239488 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブールジュ 9,742 羽中総合優勝、モー
、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
羽中総合42位、
シャトロー
羽中総合 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
位、マンテス・ラ・ヴァレー
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 年オリンピアード補欠 1 位 マンテス・ラ・ヴァレー10,446
羽
マンテス・ラ・ヴァレー
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
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【36】ＮＬ16-1526417 Ｂ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
全姉／ファンタジー
シャトローＮ37,571 羽中総合 3 位で 15 年長距離Ｎエース鳩第 5 位
全姉／
父)フリントストーン ＮＬ09-1186313 Ｂ クライル 1,186 羽中優勝、アブリス 6,180 羽中総合 57 位 直仔
／アトランティス 最優秀Ｐ当日長距離鳩
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
羽中総合 8 位、ブールジュ 8,548 羽中総合
ストロームベーク 5,328 羽中 2 位、シャトロー
位、シャトロー7,355
ャトロー
11 位、アルジャントン 6,595 羽中総合 11 位他 全姉妹／ケート ミッション・インポッシブル×オ
プラー
母)レプリカ ＮＬ10-1682188 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 1 才時 10 週間で上位入賞 9 回内 5 回
上位 1％内ナントイル 15,350 羽中総合 28 位、ヴィエルゾン 14,964 羽中総合 49 位、マンテス・ラ・ジ
ョリー5,222
ョリー5,222 羽中総合 20 位、ツール 10,490 羽中総合 45 位、ニヴェユ 3,176 羽中 22 位
祖父)イカルス ＮＬ07-1817891 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 アルジャントン 6,595 羽中総合 3 位、
ブロア 434,064 羽中総合 37 位、モースクロン 4,132 羽中 4 位、同 3,337 羽中 7 位、ブールジュ 8,548
羽中総合 19 位 ブルドーザー×オリンピック・アンビリーバブル
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・アモーレ(コープマン)

【37】Ｂ16-6032408 ＢＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作
兄弟／サムスン スープ 357Ｋ
357Ｋ9,294 羽中最高分速優勝
羽中最高分速優勝
父)エレクトロ Ｂ08-6174630 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 孫／シャトローＮ33,018 羽中最高分速総合
優勝、他 17 年ブリュッセル・オリンピアード長距離代表候補 直仔／ブロア 462ＫＩＰ
462ＫＩＰ1,519
ＫＩＰ1,519 羽中優勝、
モンリュソンＮ17,865
モンリュソンＮ17,865 羽中総合 9 位、
祖父)エクストリーム Ｂ03-6277483 ブロアＰ586 羽中優勝、アルジャントンＰ2,057 羽中 2 位、ヴィエル
ゾンＰ1,564 羽中2 位、ブールジュＮゾーン12,278 羽中21 位、シャトローＰ1,401 羽中3 位 870×805
祖母)293 Ｂ05-6116293 アルジャントンＰ2,934 羽中総合 22 位 直仔／レーウ アントワープ連盟エー
ス鳩第１位 Ｎエース鳩第 8 位、優勝６回
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
モンリュソンＮ22,875 羽中総合 62 位
直仔／スープ
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
羽中優勝、アルジャントンＮ4,582 羽中 20 位、シャトローＮ
19,691 羽中総合 53 位、他優勝鳩２羽
祖父)マンボ Ｂ08-6144041 アルジャントン 555Ｋ419 羽中優勝、同Ｎ21,092 羽中総合 14 位、イソード
ゥンＳＮ5,848 羽中総合 61 位他 デコ×マリスカ 兄弟／ポルト Ｎエース鳩第 4 位
祖母)ビューティ Ｂ05-6234009 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 アルジャントンＮ555Ｋ30,045 羽中
総合第 2 分速 2 位 同 21,299 羽中総合 2 位 直仔／ターボ リモージュＮゾーン優勝

【38】Ｂ16-6032565 ＤＣ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作 同腹／121)
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
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勝 同 33,018 羽中最高分速 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)ヴィタラ Ｂ10-6052150 シャトロー
シャトロー526Ｋ
526Ｋ641 羽中優勝、同Ｎ25,263
羽中優勝、同Ｎ25,263 羽中総合 38 位、ブールジュ 479Ｋ
479Ｋ
538 羽中 2 位、同Ｎ20,589
同Ｎ20,589 羽中総合 57 位、ヴィエルゾンＳＮ6,257
ヴィエルゾンＳＮ6,257 羽中総合 8 位、アルジャントン 1,495
羽中 3 位 Ｐエース鳩第１位
祖父)マンボ Ｂ08-6144041 アルジャントン 555Ｋ419 羽中優勝、同Ｎ21,092 羽中総合 14 位、イソード
ゥンＳＮ5,848 羽中総合 61 位他 デコ×マリスカ 兄弟／ポルト Ｎエース鳩第 4 位
祖母)ヴィオラ Ｂ07-6221074 イソードゥンＳＮ5,815 羽中総合 10 位、ヴィエルゾンＳＮ7,030 羽中総合
43 位他 トレド×ホープ

【39】Ｂ16-6032489 ＢＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作 同腹／122)
父)ゾロ Ｂ15-6026003 メルン 310Ｋ
310Ｋ1,288 羽中 4 位、同 1,464 羽中 9 位、スープ 357Ｋ
357Ｋ1,351 羽中 2 位、
同 1,595 羽中 10 位の 4 成績で、15
成績で、 年 KBDB 中距離Ｎエース鳩第 3 位
祖父)リトル・パンター Ｂ08-6144332 直仔／エロディー ブロアＳＮ1,108
ブロアＳＮ1,108 羽中総合優勝 レナ シャト
ローＰ3,147 羽中総合２位、ブラジル チュールＮ6,972 羽中総合 24 位、リモージュＰ517 羽中 3 位、
ミス・アジア タイ委託最終レース 560Ｋ8 位 ベッカム×シリ
祖母)コニー Ｂ12-6196549 異父兄弟／ボレケ・ジュニア リブルヌＮゾーン 2,215 羽中 8 位他 Ｎエー
ス鳩第 3 位、ブダペスト・オリンピアード長距離第１位 サンダーボルト×ディッケ・ブラウエ
母)ジーナ Ｂ10-6346673 ＢＣ ホック・ジョス・フェルカメン作 直仔／ジョーカー ブールジュＮ479
ブールジュＮ479
Ｋ8,005 羽中総合 5 位、
イソウドゥンＮ504
アルジャントン
同Ｎ3,671
イソウドゥンＮ504Ｋ
504Ｋ5,670 羽中総合 7 位、
アルジャントン 555Ｋ優勝、
555Ｋ優勝、
同Ｎ3,671
羽中総合 32 位他 1212-032 メルン 429 羽中 2 位
祖父)パウロ Ｂ09-6248171 Ｂ ホック・ジョス・フェルカメン作翔 ブロアＩＰ1,519
ブロアＩＰ1,519 羽中総合優勝、
羽中総合優勝
ドールダン 366Ｋ1,747 羽中 2 位、同全 6,927 羽中第 3 分速 アルジャントンＮゾーン 7,132 羽中 44
位 エレクトロ×グロリア
祖母)パンター・レディ Ｂ09-6248530 ＤＣ ニュー・パンター×ラート・パンターチェ

【40】Ｂ16-6032452 Ｂ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作
父)オリギ Ｂ13-6026050 Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 アントワープ連盟エース鳩第 1 位、リモージュＰ634 羽
中優勝、ブリーブ 168 羽中優勝、チュール 2,037 羽中 19 位他 兄弟／チュールＮ657Ｋ6,972 羽中総合
19 位 直仔／ノワイヨン優勝他
祖父)ミロス Ｂ10-6251534 直仔／オリジ リモージュ634 羽中優勝 ブリーブ優勝 レーウ×リディア
祖母)マニラ Ｂ09-6248383 直仔／グッチ ドールダン 366Ｋ2,545 羽中優勝 バルコ×キティ
母)イザベラ Ｂ11-6282478 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 直仔／ジャルナックＰ697Ｋ397 羽中 9 位、同
2,234 羽中 46 位、ノワイヨン 1,206 羽中 4 位、スープ 1,155 羽中 6 位、ブールジュ 7,739 羽中 41 位他
祖父)ベッカム Ｂ01-6387174 アルジャントンＰ2,166
アルジャントンＰ2,166 羽中総合優勝、同 3,973 羽中最高分速 リモージ
ュ 640Ｋ301 羽中 12 位 直仔／ビューティ ルジャントン 30,045 羽中 2 位
祖母)メロディー Ｂ09-6248063 直仔／ブラジル チュールＮ6,972 羽中総合 24 位、リモージュＰ517 羽
中 3 位 スパルタカス×トレンディ
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【41】ＮＬ13-1655147 Ｂ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
姉／キアラ センス 6,386 羽中総合 3 位、ブレトィル 4,564 羽中総合 6 位他 当日長距離エース鳩第 15
位、1
位、15 年オリンピアード中距離代表
父)ゴールデン・カプリ Ｂ09-6040496 Ｂ ディルク・ファンダィク作 ディ・カプリオの直仔
祖父)ディ・カプリオ Ｂ05-6045015 ＢＣ レオ・ヘレマンス作翔 1,928 羽中優勝、1,580 羽中優勝、
1.278 羽中優勝他
祖母)カンニバールの娘 Ｂ05-6337097 ＢＣ Ｄ.ファンダィク作 カンニバール×ランボーの妹
母)ラジンダ ＮＬ08-2049135 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／センス NPO6,386 羽中総合 2 位、ブロイル
NPO4,564 羽中総合 6 位、NPO
当日長距離エース鳩第 2 位
位、
祖父)ジェイソン ＮＬ01-1135413 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／ヴァレラ 当日長距離エース鳩第
1 位 ミスター・アレンニッヒ オンズ・ルィーズ×オランダの女王
祖母)ジーナ ＮＬ06-1597157 Ｂ 07 年当日長距離Ｎエース鳩第2
羽中総合2
年当日長距離Ｎエース鳩第 位 シャンティー13,008
シャンティー
羽中総合 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

【42】ＮＬ16-1072668 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作
父)ジェルソン ＮＬ10-5011833 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 オルレアン 3,480 羽中総合 2 位、ピティヴ
ィエ 6,452 羽中総合 6 位、ボクステル 10,698 羽中総合 10 位、同 9,392 羽中総合 9 位、キェブラン 6,223
羽中総合 11 位他の成績で 13 年オリンピアード・オールラウンド部門第 1 位
祖父)フレンド Ｂ03-6254818 ＢＣＷ Ｊ．マリス作 ブールジュＰ3,456
ブールジュＰ3,456 羽中総合優勝、同Ｐ3,988
羽中総合優勝、同Ｐ3,988 羽中
総合 2 位、トゥーリー1,863
位、トゥーリー1,863 羽中優勝、オルレアンＰ2,219
羽中優勝、オルレアンＰ2,219 羽中総合 2 位、同 8,255 羽中総合 7 位 ヨ
ハン×ヴィットグライス
祖母)デイ・ドリーム ＮＬ07-5724626 ＢＣ アブリス NPO582Ｋ
Ｋ8,519 羽中総合優勝 シャンティー
12,742 羽中総合 70 位他 カシアス×ミス・ムックフック
母)テミラ ＮＬ13-1655068 ＢＣ 異母姉／デイ・ドリーム 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
ャンティー
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)マルティン ＮＬ11-1185671 ＤＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 センス 6,386 羽中総合 2 位、ポメロイ
ル 7,848 羽中総合 3 位、ラーヴェンシュタイン 5,247 羽中総合 6 位、同 9,166 羽中総合 35 位、ピティ
ヴィエ 4,494 羽中 9 位 フリドゥス×ヘンナ

【43】ＮＬ16-1072681 ＢＣ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作
異母兄弟／ファーサイ センス NPO4,237 羽中総合優勝
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)
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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)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、
シャンティー
オルレアン NPO9,670 羽中総合 2 位他上位多数
祖父)デン・リンズ・ファボリー ＮＬ03-5343024 04 年アブリス NPO10.609
NPO10.609 羽中総合優勝、ソールダン
羽中総合優勝、ソールダン NPO
13,426
2,228 羽中 18 位 クライネ・エンゲルス×Ｂ01-6041468
13,426 羽中総合８位、モルリンコート
羽中総合８位、
祖母)超銘鳩アンネリーズ ＮＬ99-5971341 シメイ 15,438
15,438 羽中総合優勝、トロイ 13,174
13,174 羽中総合２位(
羽中総合２位(ク
ライネ・ディルクの次
ライネ・ディルクの次)
クの次) シメイ 10,001
10,001 羽中総合２位(
羽中総合２位(ミスター・エルマーフェーンの次)
ミスター・エルマーフェーンの次) レイテル
1.318 羽中３位、ハッセルト 4,052 羽中５位、ハッセルト 2,668 羽中８位 ジェンティル×ゴールデ
ン・レディ 全兄弟／超銘鳩クライネ
99 年Ｎエース鳩第１位、
全兄弟／超銘鳩クライネ・ディルク(98
ディルク(98 年世界選手権若鳩第５位、
NPO 総合優勝２位、最高分速５回)
総合優勝２位、最高分速５回)

同腹／120)
【44】ＮＬ16-1072700 ＢＣ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
父)ニルソン ＮＬ11-1186012 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
祖父)ゴールデン・ディルク ＮＬ04-1389690 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／ミス・モラコット
11,509 羽中総合優勝、リムザ他 超銘鳩クライネ・ディルク×ゴールデン・レディの母子近親
祖母)ニュー・ホープ ＮＬ07-1207604 ＢＣ コープマン作 マディール×ゴールデン・レディ
母)ブライト・ブルー ＮＬ10-5011836 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 キェブラン 6,223 羽中総合 10 位、ブレ
トィル 9,786 羽中総合 11 位、同 10,037 羽中総合 49 位、ドゥイヴェン 9,053 羽中総合 17 位他で
位他でフォンド・
シュピーゲル紙当日長距離Ｎエース鳩第 3 位
祖父)ダヴィッズ・サン ＮＬ07-1207620 Ｂ 兄弟の直仔／NPO3,969 羽中総合優勝、アブリス NPO6,644
羽中総合優勝 ジルムール×ショウピース
祖母)カントリー・ガール ＮＬ02-5251656 シメイ 3.246 羽中優勝、ソールダン NPO13.426
PO13.426 羽中総合４
位、アブリス NPO10.030
NPO10.030 羽中総合 26 位、オルレアン・サラン NPO10.039
NPO10.039 羽中総合 35 位 超銘鳩クライ
超銘鳩クライ
ネ・ディルク×
ネ・ディルク× ガメーラ

【45】Ｂ16-2060178 ♂ アルベルト・デルヴァ作 同腹／113)
父)ド・ゾーン Ｂ10-2007030 Ａ.デルヴァ作翔 ブロアＰ2,413
ブロアＰ2,413 羽中総合 11 位、アルジャントンＰ3,395
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
アルジャントンＮ22,442 羽中総合 94 位、ブールジュＮ30,748
ブールジュＮ30,748 羽
中総合 218 位他 兄弟／プリモ
兄弟／プリモ アルジャントン 348 羽中優勝、シャトロー2,043
羽中優勝、シャトロー2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056
位、同ＳＮ4,056
羽中総合 22 位、シャトローＳＮ9,026
位、シャトローＳＮ9,026 羽中総合 73 位、スワソン 224 羽中優勝、488
羽中優勝、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(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
以上は４週連続優勝)、同 941 羽中優勝、シャトローＰ1,039
シャトローＰ1,039
羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、同Ｎ11,001 羽中総合 49 位、シャ
トロー823
トロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、同Ｎ16,479 羽中総合 75 位、シャトローＩＰ8,854
位、シャトローＩＰ8,854 羽中総合 87 位、ペリナ アルジ
ャントン 172 羽中優勝、同Ｎ20,844
同Ｎ20,844 羽中総合 11 位、ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108
モミニー108 羽中優勝、
アルジャントン 142 羽中優勝、同Ｎ6,177
羽中優勝、同Ｎ6,177 羽中総合 14 位、ブールジュＮ13,
位、ブールジュＮ13,354
13,354 羽中総合 101 位、モンリ
ュソン 5,052 羽中総合 9 位、同ＳＮ8,619
ペトロヴァ モミニー125
同ＳＮ8,619 羽中総合 13 位他
モミニー125 羽中優勝、シャ
トロー550
トロー550 羽中 2 位、同ＩＰ7,871
位、同ＩＰ7,871 羽中総合 72 位、アルジャントン 1,171 羽中 11 位、ル・マン 1,312 羽
中 12 位、ラ・スーテレーヌＮ21,258
スーテレーヌＮ21,258 羽中総合 578 位 パオリーニ 22 回入賞内アルジャントンＩＰ5,871
回入賞内アルジャントンＩＰ5,871
羽中総合 15 位
祖父)ヴァレンチノ Ｂ03-2182096 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 センス 346 羽中優勝、スワソン
2,168 羽中 5 位、
羽中優勝、
ラ・スーテレーヌＩＰ7,682 羽中総合 43 位他 ヴァレンティン×1/2 フェルフォールト
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祖母)ポーライン Ｂ06-2090139 Ａ.デルヴァ作翔 別記参照
母)ロセーラ Ｂ13-2110076 Ａ．デルヴァ作
祖父)Ｂ11-2090012 Ａ．デルヴァ作 父娘交配直仔×母子交配直娘
祖母)ロゼ Ｂ12-2080135 Ａ.デルヴァ作翔 ブロア 1,880 羽中優勝、同 1,711 羽中優勝 BU GHF エース鳩
第 1 位 全姉妹／ミス・ベルジウム 両親ポール・ヒュルズ作

【46】Ｂ16-2060664 Ｂ ♀ アルベルト・デルヴァ作 同腹／114)
父)プリモ Ｂ09-2027029 Ａ．デルヴァ作翔 09 年 10 回入賞、10 年 11 回入賞内アルジャントン
アルジャントン 348 羽中優
勝、同Ｎ19,816
羽中祖総合 229 位、シャトロー2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、シャトロ
勝、
ーＳＮ9,026 羽中総合 73 位 ヴィエルゾンＩＰ3826 羽中総合 42 位、11 年 13 回入賞内スワソン
スワソン 224 羽中
優勝、488 羽中優勝、ナントィル 471 羽中優勝、ピティヴィエ 149 羽中優勝(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
以上は４週連続優勝)、同 941
羽中優勝、シャトローＰ
羽中優勝、シャトローＰ1,039 羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、
Ｎ11,001 羽中総合 49 位、12 年 9 回入賞内シャトロー
シャトロー823
羽中総合 75 位、シャト
シャトロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、
ローＩＰ8,854 羽中総合87 位 兄弟／ペリナ アルジャントン 172 羽中優勝、
同Ｎ20,844
同Ｎ20,844 羽中総合 11 位、
ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108
羽中総合
羽中優勝、モミニー108 羽中優勝、アルジャントン 142 羽中優勝、同Ｎ6,177
羽中優勝、
14 位、ブールジュＮ13,354 羽中総合 101 位、モンリュソン 5,052 羽中総合 9 位、同ＳＮ8,619 羽中総合
13 位他 ド・ゾーン 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 ペトロヴ
ァ モミニー125 羽中優勝、シャトロー550 羽中 2 位、同ＩＰ7,871 羽中総合 72 位、アルジャントン 1,171
羽中 11 位、同Ｎ21,092 羽中総合 508 位、同Ｎ10,549 羽中総合 174 位、ル・マン 1,312 羽中 12 位、ラ・
スーテレーヌＮ21,258 羽中総合 578 位 パオリーニ 22 回入賞内アルジャントンＩＰ5,871 羽中総合 15
位、アルジャントンＩＰ5,883 羽中総合 61 位
祖父)ヴァレンチノ Ｂ03-2182096 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 センス 346 羽中優勝、スワソン 2,168 羽中 5 位、
ラ・スーテレーヌＩＰ7,682 羽中総合 43 位他 ヴァレンティン×1/2 フェルフォールト
祖母)ポーライン Ｂ06-2090139 Ａ.デルヴァ作翔 シャトローＳＮ8,218
シャトローＳＮ8,218 羽中総合優勝、グレＢＵ1,298
羽中総合優勝、グレＢＵ1,298
羽中優勝、シャトローＩＰ3,969
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
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３位他で中距離
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２位、
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Ｎ5,927
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、
ブロア2,836 羽中17 位他 ※
オリンピック・スペシャル参照 ポーラインの父×ヴァレスカ
母)ＧＢ13Ｐ04522 プレミア・スタッド作 純Ａ.デルヴァ
祖父)Ｂ11-2055835 Ａ.デルヴァ作 全兄弟／プリモ(
全兄弟／プリモ(上記参照)
上記参照)、プリシラ、ゾーン、ペロロヴァ他
祖母)Ｂ12-2080144 Ａ.デルヴァ作 全兄弟／ヴァレリ、ヴァルデス、ヴィジ

【47】Ｂ16-2060150 Ｂ ♂ アルベルト・デルヴァ作 同腹／115)
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
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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)Ｂ12-2080098 Ａ.デルヴァ作
祖父)プリモ Ｂ09-2027029 Ａ．
デルヴァ作翔 アルジャントン348
シャトロー2,043
アルジャントン 348 羽中優勝、
シャトロー2,043 羽中7
羽中 7 位、
同ＳＮ4,056
同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、シャトローＳＮ9,026
位、シャトローＳＮ9,026 羽中総合 73 位 スワソン
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(
同 941 羽中優勝、
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
以上は４週連続優勝)、
シャトローＰ1,039
シャトローＰ1,039 羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、同Ｎ11,001
羽中総合 49 位、シャトロー823
位、シャトロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、同Ｎ16,479 羽中総合 75 位、シャトローＩＰ8,854
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)Ｂ11-3070106 純ガビー・ファンデンアベール

【48】Ｂ16-2060200 Ｂ ♀ アルベルト・デルヴァ作
父)ＮＬ13-1395705 ヤン・ホーイマンス作
祖父)ヴィレム ＮＬ11-1912554 Ｊ.ホーイマンス＝ドブルイン共作 超銘鳩ハリー×オリンピック・シュ
ヌルケ
祖母)ＮＬ11-1912636 Ｊ.ホーイマンス作 異母兄弟／超銘鳩ハリー ヨンゲ・ブリクセン×ファンダィ
ク作のカンニバールの孫
母)プリシラ Ｂ12-2080130 アルベルト・デルヴァ作翔 優勝 9 回、グレＮ15,007
グレＮ15,007 羽中総合 4 位、同Ｎ16,988
同Ｎ16,988
羽中総合 33 位、アルジャントンＮ
位、アルジャントンＮ6,795
ジャントンＮ6,795 羽中総合 5 位、同Ｎ22,463
位、同Ｎ22,463 羽中総合 16 位 兄弟／プリモ
兄弟／プリモ アル
ジャントン 348 羽中優勝、シャトロー2,043
シャトロー2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056
同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、シャトローＳＮ9,026
シャトローＳＮ9,026
羽中総合 73 位他、スワソン 224 羽中優勝、488
羽中優勝、488 羽中優勝、ナントィル 471 羽中優勝、ピティヴィエ 149
羽中優勝(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
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、シャトローＰ1,039 羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、同Ｎ11,001 羽中総合 49 位、シャトロー823
位、シャトロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中総合 75 位、シャトローＩＰ8,854
シャトローＩＰ8,854 羽中総合 87 位 ペリナ アルジャントン 172 羽中優勝、同Ｎ20,844
同Ｎ20,844
羽中総合 11 位、ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108
羽中優勝、モミニー108 羽中優勝、アルジャントン 142 羽中優勝、同
Ｎ6,177 羽中総合 14 位、ブールジュＮ13,354
位、ブールジュＮ13,354 羽中総合 101 位、モンリュソン 5,052 羽中総合 9 位、同Ｓ
Ｎ8,619 羽中総合 13 位他で KBDBＮエース鳩第
KBDBＮエース鳩第 8 位 ド・ゾーン ブロアＰ2,413
ブロアＰ2,413 羽中総合 11 位、アルジ
ャントンＰ3,395
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
、アルジャントンＮ22,442 羽中総合 94 位、ブ
ールジュＮ30,748
ールジュＮ30,748 羽中総合 218 位他 8 回優勝 ペトロヴァ モミニー125
モミニー125 羽中優勝、シャトロー550
シャトロー550 羽中
2 位、同ＩＰ7,871
位、同ＩＰ7,871 羽中総合 72 位、アルジャントン 1,171 羽中 11 位、ル・マン 1,312 羽中 12 位、パオリ
ーニ アルジャントンＩＰ5,871
アルジャントンＩＰ5,871 羽中総合 15 位、アルジャントンＩＰ5,883
位、アルジャントンＩＰ5,883 羽中総合 61 位
祖父)ヴァレンチノ Ｂ03-2182096 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 センス 346 羽中優勝、スワソン 2,168 羽中 5 位、
ラ・スーテレーヌＩＰ7,682 羽中総合 43 位他 ヴァレンティン×1/2 フェルフォールト
祖母)ポーリーン Ｂ06-2090139 シャトローＳＮ8,218
シャトローＳＮ8,218 羽中総合優勝、グレＢＵ1,298
グレＢＵ1,298 羽中優勝、シャトロ
ーＩＰ3,969
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
ブロアＰ2,836 羽中総合２位、アルジャントンＰ1,854
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 姉
兄／ポルティア
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Ｎ5,927 羽中総合 15 位、ブロ
アＰ2,836 羽中総合 11 位他、ポーレット
ポーレット モンリュソンＳＮ8,619
モンリュソンＳＮ8,619 羽中総合優勝、ナントイル優勝、ブ
羽中総合優勝
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ＳＮ
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8,218 羽中総合 9 位、ラ・スーテレーヌＮ13,965 羽中総 38 位他

【49】“ナショナル・ハリー” ＮＬ14-1208607 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマンス作
全兄弟の娘／キム
全兄弟の娘／キム 16 年日本長距離Ｎエース鳩第 1 位
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Ｎ
611Ｋ5,979 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
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ｐ
＠＠ｐ
権若鳩第５位、99 年Ｎエースピジョン第１位 NPO トロイ 17.884 羽中総合優勝、NPO ブールジュＮ
7.165 羽中総合優勝、マーゼイク 3,522 羽中優勝、ロンメル 495 羽中優勝、ベーク 443 羽中優勝)×ア
モレー(03 年オリンピアード代表 長距離Ｎエース鳩第 1 位)
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)
祖父)ダヴィンチ ＮＬ04-5435151 Ｐ.フェーンストラ作翔 アブリス NPO7,946 羽中総合優勝、メーネン
16,753 羽中総合 2 位 コープマン作のディルキー×00-178
祖母)ヒルデ ＮＬ11-1912492 兄弟／超銘鳩ハリー 上記参照

【50】ＮＬ16-1663936 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
、同 3,513 羽中優勝、セザンヌ 740 羽中優勝他
羽中優勝
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620
羽中総合優勝、
位、
兄弟／シャトロー
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)アフロ・ハリー ＮＬ14-1209976 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 直仔／入賞数羽
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 上記参照
祖母)アフロディーテ ＮＬ08-4200362 Ｂ アリー・ダイクストラ作 スーパー雌鳩 直仔／ボクステルＰ
10,848 羽中総合優勝。シャトローNPO650 羽中総合優勝
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【51】ＮＬ16-1663950 ＢＣ ♀ ヤン・ホーイマンス作
父)オメ・シャーク ＮＬ07-2007797 ＢＣ シャトローNPO4,064
シャトローNPO4,064 羽中総合4
羽中総合 4 位、ブールジュNPO7,356
位、ブールジュ NPO7,356 羽中総合15
羽中総合 15
位、ブレトィル20,797
位、ブレトィル 20,797 羽中総合23
羽中総合 23 位、サルブリNPO7,573
位、サルブリ NPO7,573 羽中総合50
羽中総合 50 位、同NPO5,333
位、同 NPO5,333 羽中総合86
羽中総合 86 位、ナ
ントイル3,249
ントイル 3,249 羽中116
羽中 116 位、ブロアNPO548
位、ブロア NPO548Ｋ
NPO548Ｋ7,415 羽中総合226
羽中総合 226 位他 孫／ナンツ NPO5,956 羽中総合 2 位、
ブロアNPO6,613
ブロア NPO6,613 羽中総合6
羽中総合 6 位、シラ(
位、シラ(ルーマニア)6,200
ルーマニア)6,200 羽中総合8
羽中総合 8 位 全兄弟／超銘鳩ハリー
母)ドーター・ハリー ＮＬ13-1962198 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 直仔／ヴォラストン 1,122 羽中 11 位
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ20,920
トＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620
羽中総合優勝、
位、
兄弟／シャトロー
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)マザー・ヘンキー ＮＬ04-0414033 ＢＣ Ｈ．メリス作 DNA 鑑定付 スーパー種鳩 直仔／マン
テス・ラ・ジョリー9,746 羽中総合 2 位、ブールジュ 12,300 羽中総合 3 位、アルジャントン 8,338 羽
中総合 3 位、ポアチエ 4,863 羽中総合 3 位、ツール 4,331 羽中総合 3 位、ラ・スーテレーヌ 5,603 羽
中総合 4 位他 ミンアーハウト×クルック

【52】ＮＬ16-1663468 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマンス作
父)プリンス・ハリー ＮＬ15-1849775 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス＝ベルト・ファンデンベルク共作
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620
羽中総合優勝、
位、
兄弟／シャトロー
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)プリンセス・グロリア Ｂ13-4186089 Ｂ Ｂ.ファンデンベルク作翔
母)ドーター・アレクシア ＮＬ12—1783974 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 兄弟／ブールジュ NPO4,843 羽中総
合優勝、ゲネップ 7,890 羽中総合優勝、イスネス 6,544 羽中総合優勝、ハーゼルドンク 2,657 羽中優勝、
ポメロイル 1,456 羽中優勝、シャトロー1,415
羽中優勝、シャトロー1,415 羽中総合優勝
祖父)ダヴィンチ ＮＬ04-5435151 Ｐ.フェーンストラ作翔 アブリス NPO7,946 羽中総合優勝、メーネン
16,753 羽中総合 2 位 コープマン作のディルキー×00-178
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
シャトロー
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
中総合優勝
兄弟／超銘鳩ハリー
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
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【53】Ｂ16-3065337 Ｂ ♂ リック・クールス作 同腹／105)
父)ド・クライネン Ｂ12-3113677 Ｂ Ｒ．クールス作翔 12 年Ｐエース鳩第 3 位、直仔／13-703 シャトロ
ーＮゾーン優勝、アミーゴ ツール 6,083 羽中総合優勝、同 5,313 羽中総合優勝
祖父)ローニー Ｂ10-3020263 Ｒ．クールス作 グレ×マリーケ
祖母)Ｂ10-3020320 兄弟／カンマ、カプーン Ｇ．ファンデンアベールのブリクセンの孫
母)Ｂ11-3123443 Ｂ Ｒ．クールス作 兄弟／ペトロシュカ アルジャントンＰ512Ｋ2,631 羽中優勝、同Ｎ
ゾーン 8,003 羽中優勝、同Ｎ23,921 羽中総合 4 位、
、同Ｐ1,403 羽中 21 位、同Ｐ3,250 羽中 91 位、クレル
モン 200Ｋ230 羽中優勝、同 711 羽中 3 位、アブリス 300Ｋ645 羽中 10 位、ブールジュ 444ＫＰ1,427 羽中
11 位、同Ｐ2,054 羽中 13 位、同Ｎゾーン 4,806 羽中 38 位、シャトローＰ485Ｋ5,500 羽中 14 位他、ツー
ルＰ450Ｋ1,405 羽中 14 位、2011 年 KBDB 中距離Ｐエース鳩第５位
祖父)カンマ Ｂ07-3129165 Ｇ．ファンデンアベールのブリクセンの孫
祖母)ヘット・セリナ Ｂ01-3117095 Ａ.＆Ｒ.デザール作

【54】Ｂ16-3065326 Ｂ ♀ リック・クールス作 同腹／106)
父)Ｂ10-3020284 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)モウリスカ Ｂ10-3020217 Ｒ.クールス作翔 シャトロー5,500 羽中 6 位、アルジャントン 3,105 羽中
33 位、グレ 2,915 羽中 53 位、ラ・スーテレーヌ 2,436 羽中 45 位他 KBDB エース鳩第 2 位
祖父)ウィットペンネ・モウリス Ｂ08-3035204 直仔／ピポ、孫／ボレケ ブリーブＮ16,007 羽中総合優勝
祖母)ダナエ Ｂ02-3185288 ツール 1,761 羽中 4 位、同 1,829 羽中 5 位他 ヨンゲ・ガビー×シャトーケ

【55】Ｂ16-3065383 Ｂ ♂ リック・クールス作 同腹／107)
父)アントン Ｂ14-3115103 Ｒ.クールス作
祖父)ダニー Ｂ11-3169887 ブールジュＮ総合優勝のダーリングの近親孫
祖母)モレケⅡ Ｂ11-3172372 全姉／モレケ KBDB エース鳩 マキシマ オルレアンＮ15,867
オルレアンＮ15,867 羽中総合
優勝 カプーン×トニカ
母)マジック・マリーケⅠ Ｂ12-3113590
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
年若鳩長距離Ｐエース鳩第１位、グレＰ
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

【56】Ｂ16-3065156 ＢＣ ♀ リック・クールス作
兄弟／ベルジアン・マスター最終レース第 2 位
父)クリスタソン Ｂ13-3159680 Ｒ.クールス作
祖父)581・クヴェーカー Ｂ11-3123581 Ｂ ブリクセン近親
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祖母)クリスタ Ｂ11-3073298 Ｒ．クールス作翔 12 年４Ｎレース最優秀鳩第 4 位、13 年６Ｎレース最
優秀鳩 スタイン×オリンピア
母)ヒルデ Ｂ13-3158280 ルク＆ヒルデ・シウン作 ポアチエ 13,135 羽中総合 4 位、シャトロー4,107
位、シャトロー4,107 羽
中9位
祖父)ビッグ・タイム Ｂ11-6244606 リック・ヘルマンス作 ＮＬ09-1425512×ティンカーベル
祖母)ビッグ・バブルズ ＮＬ11-1742824 ヴィレム・ドブルイン作 セルジオ×ミネルヴァ

【57】
“ジュニア” ＮＬ11-3056854 Ｂ ♂ スヘーレ兄弟作翔
上位 10％内入賞
10％内入賞 40 回内センス 348Ｋ
348Ｋ6,650 羽中総合 2 位(自舎次点)
自舎次点)、ブレトイル 238Ｋ
238Ｋ7,468 羽中総合 16
位、同 899 羽中 3 位、モー271
位、モー271Ｋ
271Ｋ7,032 羽中総合 17 位、ニールグニース 135Ｋ
135Ｋ2,064 羽中 9 位、ペロンヌ 167
Ｋ8,232 羽中総合 38 位、シャトローＮ523
位、シャトローＮ523Ｋ
523Ｋ16,847 羽中総合 177 位、ルフェック 646Ｋ
646Ｋ283 羽中 3 位、アル
ジャントン 552Ｋ
552Ｋ450 羽中 9 位他
父)ピート ＮＬ09-3951617 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 09 年若鳩Ｎエース鳩第 6 位 全妹／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
中総合優勝
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
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)シャニア ＮＬ09-3951612 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 ペロンヌ 2,938 羽中優勝、ニールグニース 2,064 羽
中 2 位他で、Ｐエース鳩第 1 位 兄弟／ウィットペン・パトリック モルリンコート 8,754 羽中総合 4
位、マンテス・ラ・ヴァレー1,169
位、マンテス・ラ・ヴァレー1,169 羽中優勝他 NPO 総合 21、
21、32、
32、61、
61、83 位 シャニア ペロンヌ 2,938
羽中優勝、ゼネラル・エース鳩第1
位他
他
羽中優勝、
祖父)パトリック ＮＬ06-0750787 Ｂ オルレアン 516 羽中優勝、
ペロンヌ 5,022 羽中総合 14 位、
同 2,641
羽中22 位、
ソールダン9,160 羽中総合31 位 直仔／08-741 1,308 羽中優勝他 ド・56×ＮＬ05-0565960
祖母)サニー ＮＬ07-4103244 Ｂ マルティン・ファンゾン作 06×ロッシー１

【58】ＮＬ16-1588002 スレート ♀ スヘーレ兄弟作
父)ヒーロー ＮＬ11-3056911 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 シャトロー16,847 羽中総合優勝
祖父)800 ＮＬ08-08-3856800 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 オルレアン4,970
羽中総合優勝、
羽
オルレアン
羽中総合優勝、アブリス7,889
アブリス
中総合2
自舎で優勝の後)、ブロアＮＰＯ総合
中総合 位(自舎で優勝の後
自舎で優勝の後 、ブロアＮＰＯ総合10
、ブロアＮＰＯ総合 位 全兄弟／ラスト・ディルク参照
祖母)レア ＮＬ02-1616183 ＢＣ マライケ・フィンク作 レイ×オルファ 直仔／ブロア NPO30,000 羽中
総合8 位、フーデン・クラック第3 位、ブロアNPO 総合2 位他
母)エース・ガール ＮＬ09-3951653 Ｂ 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
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
シャトロー
NPO4,847 羽中総合 10 位
祖父)スーパー・ボーイ ＮＬ02-0274336 上記参照
祖母)666 の娘 ＮＬ02-1713196 Ｂ 666(ヘンク・メリス)×ド・503(Ｒ．メリス)

【59】ＮＬ16-1587986 ＢＣＷ ♀ スヘーレ兄弟作
父)ダルコ ＮＬ08-3856795 ＢＣ スヘーレ兄弟作翔 ペロンヌ 5,776 羽中総合優勝、同 1,241 羽中優勝、
同 1,223 羽中優勝、クライル 224 羽中優勝、オルレアン 5,149 羽中総合 2 位、モンテス・ラ・ジョリー
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1,169 羽中 2 位他
祖父)225・ファン・ゾン ＮＬ07-1834225 ＢＣ マルティン・ファン・ゾン作 ヴィッテブィク×スプリ
ント１の娘
祖母)ディルクス・ガール ＮＬ05-1480671 ＢＣ スヘーレ兄弟作 リヒテ・ディルク×666 の娘
母)シンディ ＮＬ10-3056344 Ｂ 12 年合同会2 一般エース鳩第1 位 異父兄弟／ブロア ブロアNPO5,223
羽中総合優勝、シャトローNPO 総合 3 位(Ｊ.ファンゴーテム鳩舎)
祖父)エース・ボーイ ＮＬ07-3761969 Ｂ 長距離Ｎエース鳩第 4 位 南蘭長距離クラブゴールデン・ク
ラック第 1 位、6 回参加全入賞内セザンヌ 8,785 羽中総合優勝、アルジャントン 27,597 羽中総合 7
位、オルレアン 4,927 羽中総合 3 位、ポメロイル 9,338 羽中総合 6 位、ペロンヌ 1,297 羽中優勝
ブラウエ・オルレアン×ドンナの娘
祖母)アヌーク ＮＬ07-3761979 Ｂ スヘーレ兄弟作 ド・46×ディランの同腹

【60】ＮＬ16-1587997 ＢＣ ♀ スヘーレ兄弟作
異父姉／レーウチェ 16 年ルフェック NPO 総合 2 位、リモージュ NPO 総合 2 位
父)ソラノ ＮＬ14-1059702 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 第 2 回ゴールデン・10 参加鳩同腹
祖父)ワン・アイ・バンディート ＮＬ07-1817958 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 クライル 3,761 羽中優勝
ストリート・ファイター×キャット・ウーマン
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
ンジュ、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)スーパー・ガール ＮＬ13-1308229 Ｂ スヘーレ兄弟作
祖父)スーパー・ボーイ ＮＬ02-0274336 直仔／オルレアンNPO5,000
羽中総合優勝、同5,149
羽中総合優
直仔／オルレアン
羽中総合優勝、同
勝、ペロンヌ6,793
羽中総合優勝、ポアチエNPO2,183
羽中総合優勝、ポメロイル2,066
羽中優勝、ツ
勝、ペロンヌ
羽中総合優勝、ポアチエ
羽中総合優勝、ポメロイル
羽中優勝
ールNPO 総合2 位、シャトローNPO 総合2 位、アルジャントンNPO 総合2 位、同NPO 総合3 位、
11 年長距離Ｎエース鳩第1 位、孫／アルジャントンNPO 総合優勝 リヒテ・85×ヴィッテンブィクの孫
祖母)エース・ガール ＮＬ09-3951653 Ｂ 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、
羽中総合優勝
ブールジュ NPO4,847 羽中総合 10 位 スーパー・ボーイ×666 の娘

【61】
“カス・エルシー” Ｂ16-4139551 ＢＣ ♀ デスメイター＝レスチアン作
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
年リブルヌＰ
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
ルナックＮ
帰り総合優勝、同ＩＮ9,052 羽中総合優勝
祖父)サン・ヨースト Ｂ03-4456329 ＤＣ 最高種鳩 両親共デスメイター＝レスチアン作 ヨースト
×アスケ 2001(01 年若鳩長距離Ｎエース鳩第 1 位)
祖母)ヤンダーケ ＮＬ03-1344459 ＤＣＷ FPP 作 ダックスＮ18,323 羽中総合優勝×ヴァルポット・
ローイマン
母)エルシー Ｂ11-4274336 Ｂ デスメイター＝レスチアン作翔 13 年アジャン優勝、同Ｎ5,507
羽中総
年アジャン優勝、同Ｎ
合 23 位、サンバンサン優勝、同Ｎ3,738
羽中総合 9 位、ポーＩＮ総合 122 位で、同年
KBDB 超長距離
位、サンバンサン優勝、同Ｎ
位で、
Ｎエース鳩第 1 位
祖父)ブルー・ヴァンアッケル Ｆ07-78186 エリック・ヴァンアッケル作 イルンＮ総合 6 位×ペルピ
ニャンＮ総合優勝の娘
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祖母)ヨーストの娘・342 Ｂ03-4456342 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 ヨースト×ド・ペルピニ
ャンの娘

【62】Ｂ16-4254308 Ｂ ♂ デスメイター＝レスチアン作
異父兄弟／12
オランダ)
異父兄弟／ 年Ｎエース鳩第 4 位(オランダ
オランダ 14 年カオールＮ総合 2 位、サンバンサンＮ総合 21 位
父)ラヴァル Ｂ13-4285904 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 15 年ペルピニャンＮ5,254
羽中総合
年ペルピニャンＮ
8 位、ポーＮ1,980
羽中総合 9 位、サンバンサンＮ3,037
羽中総合 49 位他で、KBDB
国際超長距離 3
位、ポーＮ
位、サンバンサンＮ
位他で、
レース最優秀鳩
祖父)ブロア・ヨースト Ｂ01-4376168 ＤＣ デスメイター＝レスチアン作 兄弟／ヨースト 03 年ペル
ピニャンＩＮ1
ピニャンＩＮ 才鳩優勝 直仔／ボルドー ド・95 フェルフィッシュ×スーパー・23 エルネスト
祖母)グラン・クリュの娘 Ｂ07-4241464 ＢＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 グラン・クリュ(ボ
グラン・クリュ ボ
ルドーＩＮ
ルドーＩＮ1
ーＩＮ 才鳩の部優勝)×レディ・フィンス
才鳩の部優勝 ×レディ・フィンス(サンバンサンＮ
×レディ・フィンス サンバンサンＮ1
サンバンサンＮ 才鳩優勝)
才鳩優勝
母)ＮＬ08-3802868 両親共Ｊ.Ｊ.Ｍ.ステケテー作
祖父)ステイヤーの孫 ＮＬ07-3708313 ＢＣＷ ファンデウェーゲン×ステイヤーの娘
祖母)ＮＬ07-3708248 ＢＣ スーパー(ダックスＮ13,545 羽中総合 3 位、ボルドー2,452 羽中 2 位)×基礎
鳩の孫

【63】
“トリプル・エース” Ｂ16-4140143 Ｂ ♀ デスメイター＝レスチアン作
父)ピエール・ミストラル Ｂ10-3120100 ＢＣＷ ピエール・ブールジョワ作翔 11 年ナルボンヌＮ総合 26
位 14 年ペルピニャンＮ6,248
年ペルピニャンＮ6,248 羽中総合 8 位、サンバンサンＮ3,240
位、サンバンサンＮ3,240 羽中総合 5 位で KBDB 超長距離Ｎエ
ース鳩第 1 位
祖父)ナタン Ｂ06-3047649 Ｂ Ｇ.デフォーヒト作 ヨンゲ・マヌー×マラトン・ドィビン
祖母)ジュリア Ｂ08-3114882 ＢＣ ピエール・ブールジョワ作 ランボー×ライス
母)リヴァウド・ペギーケ Ｂ14-4240985 Ｂ デスメイター＝レスチアン作
祖父)ウィットペン・リヴァウド Ｂ07-308642 ＢＷ エティエンヌ・デフォス作翔 12 年ポーＮ総合18
年ポーＮ総合 18 位、
ペルピニャンＮ総合 5 位他で超長距離Ｎエース鳩第 1 位 ディディの孫×ティックの妹
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
年バルセロナＮ
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
位、ペルピニャンＮ
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

【64】Ｂ16-4248376 ＤＣ ♀ デスメイター＝レスチアン作
異母兄弟／09-202
13 年サンバンサンＮ3,738
羽中総合 68 位、ペルピニャンＮ5,613
羽中総合 46 位で、
異母兄弟／
年サンバンサンＮ
位、ペルピニャンＮ
ニノヴェの超長距離エース鳩第 1 位
父)ブロア・クライネ・コロネル Ｂ07-4335448 ＢＬＫＣ デスメイター＝レスチアン作 兄弟／06
兄弟／ 年ボルド
ーＩＮ総合 7 位、08
位、 年ペルピニャンＩＮ総合 6 位
祖父)コロネル・ジュニア Ｂ03-4456397 ＢＣ クルヴェルス＝デヴィールト作 直仔／ボルドーＮ総合
4 位、同ＩＮ6,223
羽中総合 7 位、ペルピニャンＮ総合 5 位、同ＩＮ17,624
羽中総合 6 位、バルセロ
位、同ＩＮ
位、同ＩＮ
ナＩＮ総合 7 位、孫／ナルボンヌ 1,919 羽中 4 位、同ＩＮ総合 25 位、モントーバン 2,689 羽中 8 位
コロネル×バレリーニ
祖母)Ｂ03-4456310 ＢＬＫＣ デスメイター＝レスチアン作 ヨースト×グーデ・ドィビン
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母)スーパー・バルセロナ・643 Ｂ12-2101643 デスメイター＝レスチアン作翔 14 年バルセロナ優勝、15
年バルセロナ優勝、 年
同負傷帰還 16 年同優勝、同Ｎ総合19
超長距離Ｎエース鳩第3 位
年同優勝、同Ｎ総合 位、同ＩＮ総合30
位、同ＩＮ総合 位他で同年KBDB
位他で同年
祖父)インブレッド・ソウス Ｂ10-4312263 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 異母兄／サンバンサン
ＳＮ総合優勝、同Ｎ総合 23 位、ボルドーＩＮ総合 3 位、ペルピニャンＮ総合 32 位 両親Ｊ.エルネ
スト作 ショーネ・ソウス×クランスケ・ソウス
祖母) インブレッド・95 Ｂ11-4166587 ＢＬＫＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 フォンジー(ヨ
ーストの異母兄弟)×ヨーストの娘

【65】
“ドーター・スーパー・コッペル”ＮＬ16-1529379 ♀ BP キース・ボスア作 同腹／93)
※同鳩舎スーパー・カップルの直娘
父)レオン ＮＬ08-1549024 Ｋ．ボスア作 直仔／ヘリコプター ポメロイル 3,635 羽中優勝、同 32,229 羽
中最高分速、
ナイフェル 3,635 羽中優勝、
デュッフェル 491 羽中優勝、
クーパー(10-937)
ナイフェル 1,032
クーパー
羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、10-936 ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高分速、11-250
ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最高分速，
羽中最高分速，超銘鳩フェンナ（15－592）ロワイエ 15,749 羽中
最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（2 週連続）
祖父)ブラウエ・レオ Ｂ05-6233900 レオ・ヘレマンス作 デン・ユーロ×ド・521
祖母)シャトロー・ダィフイェ ＮＬ96-5665986 シャトローNPO
NPOＮ
NPOＮ9,337 羽中総合優勝、ミンダーハウト 1,490
羽中優勝、デュッフェル 1,473 羽中優勝、ブールジュ 177 羽中優勝 直仔／オスカー ヘンシース 7,045
羽中総合優勝、ペロンヌ 3,778 羽中優勝、ララ ペロンヌ 38,955 羽中総合優勝、アヌーク ペロンヌＰ
39,316 羽中総合優勝、ペロンヌ 3,211 羽中優勝、ティファニー ル・マンＮ15,848 羽中総合 48 位、ブ
ロア NPOＮ20,755 羽中総合 91 位、04-929 アブリスＮ5,494 中総合６位他 ポーキー×ミス・マルベラ
母)ノネチェ ＮＬ08-1549173 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高分
速、同 1,032 羽中優勝、同 3,738 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、ポメロイル 3,635 羽中優勝、同 3,229
羽中最高分速、デュッフェル 491 羽中優勝、ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最高分速，
羽中最高分速，
超銘鳩フェンナ（15－592）ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（2
週連続）
祖父)タイム・アウト ＮＬ04-2062002 04 年Ｎエース鳩若鳩第１位 全姉妹／マギー ル・マンＮ99,104
ル・マンＮ99,104
羽中総合２位、モスキート ペロンヌＰ21,725
ド・ベルス×トスカ
ペロンヌＰ21,725 羽中総合優勝
祖母)ケルクダィフイェ ＮＬ03-5301440 ル・マン 99,104 羽中総合優勝他
全姉妹／ペリー ペロンヌ
羽中総合優勝
6,394 羽中総合優勝、同 47,424 羽中最高分速 同腹／ド・カンニバール
同腹／ド・カンニバール

【66】ＮＬ16-1529384 ♀ BP キース・ボスア作 同腹／94)
父)モレノ ＮＬ13-1243824 Ｂ Ｋ.ボスア作翔 トロイＮ13,664 羽中総合優勝他
他 直仔／好鳩多数
直仔／好鳩多数
祖父)フィーカン ＮＬ08-1549048 Ｋ.ボスア作 ド・カンニバール(オリンピアード・ポルトガル大会オ
オリンピアード・ポルトガル大会オ
ールラウンド部門代表)×フィー・ビー(モースクロン
モースクロン 2,971 羽中総合優勝他)
ールラウンド部門代表
羽中総合優勝他
祖母)ノラ ＮＬ09-1195400 Ｋ.ボスア作翔 メーネン 511 羽中優勝、オルレアン NPO5,503 羽中総合 3 位
レオン×クロウディア
母)アミーラ ＮＬ14-1063659 Ｋ.ボスア作翔 ナントィル NPO9,882 羽中総合優勝、同16,765 羽中最高分速
祖父)ヨンゲ・カースブール ＮＬ11-1747244 Ｋ．ボスア作翔 直仔／メーウ トロイＮ13,664
トロイＮ13,664 羽中総合 3
位、
他好鳩多数 自身優勝
同 16,009 羽中総合 2 位、
ポメロイル 2,176
自身優勝６
優勝６回内ペロンヌ 3,199 羽中優勝、
羽中優勝 異母兄弟／ハンター参照 ボンテ・カースブール直仔
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祖母)チャンピー ＮＬ08-1548902 ＢＣ Ｋ．ボスア作 若鳩ＣＨ鳩 上位入賞多数 直仔／ペロンヌ
直仔／ペロンヌ
880 羽中優勝、リル 16,453 羽中総合優勝、デュッフェル 4,337 羽中 5 位、ポメロイル 4,369 羽中 4 位
他上位多数

【67】
“ブロア・トゥルク”ＮＬ16-1529374 Ｂ ♂ キース・ボスア作
兄弟／トゥルク(13
兄弟／トゥルク(13(13-782) ナントィル 8,709 羽中総合優勝、ポン・サン・マクサンス 3,603 羽中優勝、デュ
ッフェル 239 羽中優勝、モー2,114
羽中 3 位、ペロンヌ 2,247 羽中 4 位他 トロイ・ダィフイェ トロイＮ
羽中優勝
13,664 羽中総合 7 位
父)ファヴォリー ＮＬ08-1548922 Ｋ.ボスア作翔 サンカンタン 456 羽中優勝、同 8,851 羽中総合 5 位、ア
ブリス 9,103 羽中総合 29 位、エペルネイ 5,953 羽中総合 3 位他 直仔／ポメチェ 2 回優勝
祖父)ウィムピー ＮＬ99-2371470 直仔／優勝６羽 02-705 ピュッテ 5,774 羽中総合優勝、02-704 ヘン
シース 771 羽中優勝、04-904 ペロンヌ 21,757 羽中総合優勝、サンカンタン 456 羽中優勝、エペルネ
イ NPOＮ東地区 5,953 羽中３位 オート・カップル(ラーテ・ファン・ド・04×ウノ・ドィビン)直仔
祖母)グローテ・セミ Ｂ05-4257274 ＢＣ アントワン・ブノート作 全兄弟／ヴィクトール オルレアン
271 羽中優勝、同Ｐ2,081 羽中総合 3 位、アルジャントン 382 羽中優勝、同 828 羽中優勝、同Ｐ5,066
羽中総合 4 位、ブールジュ 245 羽中優勝、ブールジュ 285 羽中優勝 セミ×ヘット・ラーチェ
母)ボント・ピーチェ ＮＬ08-1549094 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ボンテ・ピート 1,741 羽中優勝他
祖父)ド・カンニバール ＮＬ03-5301441 Ｂ オリンピアード・ポルトガル大会オールラウンド部門代表
オリンピアード・ポルトガル大会オールラウンド部門代表
NPO 中距離Ｎエース鳩第４位 アブリス 2,091 羽中優勝、ペロンヌ 2,030 羽中優勝、ポン・サン・マク
サンス1,684
シャンティーNPO13,953
シャンティー10,657
直
サンス 1,684 羽中優勝、
シャンティーNPO13,953 羽中総合５位、
シャンティー10,657 羽中総合９位他
羽中総合９位
仔／ララ ペロンヌ 38,955 羽中総合優勝、シャンティーＰ22,571 羽中総合５位 ブラウ・ボント・カ
ンニバールチェ モルリンコート 5,162 羽中２位、同 NPO36,862 羽中総合２位、06-529 シャンティー
NPO30,074 羽中総合 33 位、08-954 アブリスＮ9,103 羽中総合７位、06-580 アブリスＰ20,261 羽中総
合７位、05-341 ポン・サン・マクサンス 2,244 羽中優勝、同 NPO31,168 羽中総合３位、シャンティー
Ｐ22,571 羽中総合６位、06-611 シャンティーNPO30,074 羽中総合５位 カンニバールの妹 04-950
ブールジュ 3,281 羽中総合８位 同腹／ケルクダィフイェ ル・マン 99,104 羽中総合優勝、全 120,936
羽中最高分速、シャンティー10,657 羽中総合３位、ドリー・ファイフィェス ブールジュ NPO11,311 羽
中総合 11 位他 クライネ・フィーゴ×ウィットコップイェ
祖母)ピーターチェ ＮＬ07-1183435 優勝 10 回のスーパー・53×フロールチェ

【68】ＮＬ16-1529359 ♀ ＢＷ キース・ボスア作
父)ヨンゲ・カースブール ＮＬ11-1747244 Ｋ．ボスア作翔 自身 6 回優勝内ペロンヌ 3,199 羽中優勝、同
16,009 羽中総合 2 位、ポメロイル 2,176 羽中優勝 直仔／メーウ トロイＮ13,664
トロイＮ13,664 羽中総合 3 位、
アミーラ ナントイル 9,882 羽中総合優勝、同 16,765 羽中最高分速 他好鳩多数
祖父)ボンテ・カースブール Ｂ04-6082266 ヨセフ・ゴーファールツ作翔 ドールダン 943 羽中(
羽中(アント
ワープ連盟)
ワープ連盟)総合優勝、マルネ 321 羽中同総合優勝他優勝 2 回 デン・481×ブラウ・ウィットペン・
ブッツ
祖母)クリスチーナ ＮＬ05-1358883 Ｃ．コーニング作 直仔／ウダン ポメロイル 2,594 羽中優勝、
シャンティー5,645
シャンティー5,645 羽中総合 4 位、モースクロン 5,168 羽中総合 5 位、アリッサ シャトロー846
シャトロー846
羽中優勝、ブオラ 6,029 羽中総合 2 位、同 8,077 羽中総合 6 位 他 09 年オランダＮ最優秀鳩(
年オランダＮ最優秀鳩(この
鳩はフェルケルク鳩舎に導入され、14
鳩はフェルケルク鳩舎に導入され、14 年ルフェック NPO 総合優勝の父)
総合優勝の父) ゾーン・シャトロー・ダ
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ィフイェ×チコの娘
母)モリー ＮＬ13-1243870 ＢＷ キース・ボスア作翔 モルリンコート 14,474 羽中総合優勝 兄弟／クリス
祖父)グローテ・チコ ＮＬ12-1623785 Ｂ Ｋ．ボスア作 チコ×ロンリー
祖母)ポンメルチェ ＮＬ11-1747324 Ｋ．ボスア作翔 ポメロイル 703 羽中優勝 ヴィエルゾン
ヴィエルゾン 101 羽中
優勝、
シャトロー2 回上位入賞 ファヴォリー×シゾ(姉／ジョイ ブ
優勝 ペロンヌ13,438
ペロンヌ 13,438 羽中総合16
羽中総合 16 位、
ロアＮ9,545 羽中総合優勝)

【69】
“ブロア・サンドラ” B13-6165128 Ｂ♂ アンドレ・ロートホーフト作
姉／サンドラ ブールジュＮゾーン 5,691 羽中 12 位、シャトローＮゾーン 5,070 羽中 15 位、モンリュソ
ンＮ11,056
ンＮ11,056 羽中総合 45 位、アルジャントンＰ1,273
位、アルジャントンＰ1,273 羽中 2 位他で 15 年 KBDB 大中距離エース鳩第 1 位
※母鳩 1111-984 が本年作出不順の為、特別参加した鳩
父)Ｂ11-6025266 スーパー種鳩 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス
祖父)Ｂ97-6463999 入賞多数 直仔／036 ブラウエ・クヴェーカー×グード・クヴェーク・ドィビネチェ
祖母)Ｂ10-9058985 両親共ファンレンターゲム作のファンドポル経由ホフケンス
母)Ｂ11-6333984 ルディ・ディールス作
祖父)ゾット Ｂ07-6007324 デスカイマーカー兄弟作 デスカイマーカー×Ｊ.＆Ｊ.バーク
祖母)Ｂ06-6360433 両親共ルディ・ディールス作 オリンピアード代表ゴウドハーンチェの娘

【70】Ｂ16-6236128 BC ♂
アンドレ・ロートホーフト作
父)Ｂ09-6304162 Ａ.ロートホーフト作翔 37 回入賞内ドールダン 1,747 羽中 6 位、オルレアン 592 羽中
10 位、シャトロー421
シャトロー421 羽中 10 位、スーヤックＮ5,667
スーヤックＮ5,667 羽中総合 33 位、ブールジュＮ24,676
ブールジュＮ24,676 羽中総合 102
位、アンジェルヴィル 1,734 羽中 17 位、モンリュソンＮゾーン 2,996 羽中 18 位
祖父)Ｂ08-4346862 マルセル・アエルブレヒト作 マルセイユの孫
祖母)Ｂ06-6201520 ファンドポル経由ホフケンス スーパー種鳩 兄弟／トム、ネストペナー
母)サンドラ Ｂ13-6165019 Ａ.ロートホーフト作翔 ブールジュＮゾーン 5,691 羽中 12 位、シャトローＮ
ゾーン 5,070 羽中 15 位、モンリュソンＮ11,056
位、モンリュソンＮ11,056 羽中総合 45 位、アルジャントンＰ1,273
位、アルジャントンＰ1,273 羽中 2 位他で
15 年 KBDB 大中距離エース鳩第 1 位他翔歴詳細別記参照
祖父)Ｂ11-6025266 スーパー種鳩 ネレス・ファンデポル経由ホフケンスＢ97-6463999×Ｂ10-9058985
祖母)Ｂ11-6333984 ルディ・ディールス作 ゾット×Ｂ06-6360433

【71】Ｂ16-6236272 Ｂ ♀ アンドレ・ロートホーフト作
父)Ｂ13-6165328 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス
祖父)Ｂ08-9113692 パトリック・ファンレンターゲム作翔 10 年短距離Ｎエース鳩第 2 位 純アンド
レ・ロートホーフト・ホフケンス
祖母)Ｂ03-6355571 スーパー種鳩 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス
母)グレチェ Ｂ11-6025013 Ａ.ロートホーフト作翔 キェブラン 356 羽中 2 位、ドールダン 826 羽中 8 位、
同 1,051 羽中 4 位、同 1,964 羽中 18 位、同 422 羽中 2 位、ラ・スーテレーヌＮ16,665
ラ・スーテレーヌＮ16,665 羽中総合 108 位、
メルン 750 羽中優勝、アルジャントンＮ22,384
羽中優勝、アルジャントンＮ22,384 羽中総合 97 位、リモージュＮ17,735
位、リモージュＮ17,735 羽中総合 185 位、
グレＮ3,415 羽中総合優勝
祖父)トム Ｂ04-6250335 Ａ.ロートホーフト作翔 04 年マルネ 2,555 羽中 26 位他、05
05 年 10 回入賞内ド
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ールダン 665 羽中優勝、オルレアンＰ3,631
羽中優勝、オルレアンＰ3,631 羽中総合 14 位他で、連盟エース鳩第 2 位、06
位、06 年 10 回入
賞内ドールダン
賞内ドールダン 758 羽中 10 位他で連盟エース鳩第 1 位 07 年 12 回入賞内マルネ 321 羽中優勝 兄弟
／ネストペンダー 96-463×036 の妹
祖母)Ｂ03-6355923 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス

【72】
“ゾーン・ベルジウム・ベスト”Ｂ16-6235933 B ♂ アンドレ・ロートホーフト作 同腹／91)
※グレＮ総合優勝、２位の父トムの近親孫
父)トミー Ｂ09-6304150 Ａ.ロートホーフト作翔 シャトローＮ22,718 羽中総合 358 位、リモージュＮ
リモージュＮ
14,211 羽中総合 21 位、ブールジュ 168 羽中優勝、同Ｎ9,781
羽中優勝、同Ｎ9,781 羽中総合 83 位、同Ｎ9,639
位、同Ｎ9,639 羽中総合 65
位、
モンリュソン 101 羽中優勝、
同Ｐ1,253
キェブラン 313 羽中 2 位、
アルジャントンＮ16,325
同Ｐ1,253 羽中 7 位、
アルジャントンＮ16,325
羽中総合 39 位他 全妹／グレチェ グレＮ総合優勝、別記参照
グレＮ総合優勝
祖父)トム Ｂ04-6250335 Ａ.ロートホーフト作翔 04 年マルネ 2,555 羽中 26 位他、05 年 10 回入賞内ド
ールダン 665 羽中優勝、オルレアンＰ3,631 羽中総合 14 位他で、連盟エース鳩第 2 位、06 年 10 回入
賞内ドールダン 758 羽中 10 位他で連盟エース鳩第 1 位 07 年 12 回入賞内マルネ 321 羽中優勝 兄弟
／ネストペンダー 血統別記参照
祖母)Ｂ03-6355923 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス
母)ベルジウム・ザ・ベスト Ｂ13-6165132 Ａ.ロートホーフト作翔 ドールダン 2,433 羽中 3 位、ブールジュ
Ｎ24,019 羽中総合 118 位、モンリュソン 471 羽中優勝、同Ｎ19,298
羽中優勝、同Ｎ19,298 羽中総合 27 位、アルジャントンＮ
9,970 羽中総合 28 位、ラ・スーテレーヌＮ3,184
ラ・スーテレーヌＮ3,184 羽中総合 24 位、グレ 504 羽中優勝、同Ｎ2,429
同Ｎ2,429 羽中総
合 2 位、ソールダン 705 羽中 4 位他の成績で、15
位他の成績で、 年ブダペスト・オリンピアード・ベルギー第 1 位
祖父)トム Ｂ04-6250335 Ａ.ロートホーフト作翔 上記参照
祖母)Ｂ10-9058985 両親共ファンレンターゲム作のファンドポル経由ホフケンス

【73】
“トッパー・32”DV02098-16-1032 Ｂ ♂ ギュンター・プランゲ作翔
ゲルンハウゼン 306Ｋ
306Ｋ2,021 羽中 3 位、ハイデンフェルド 356Ｋ
356Ｋ5,816 羽中 3 位
父)ＤＶ02098-09-1925 Ｇ.プランゲ作
祖父)330・ジュニア ＤＶ02098-06-330 ＢＣ Ｇ.プランゲ作 97-330×02-330(リングローゼの異母兄妹
同士近親交配)
祖母)ＤＶ07237-07-24 Ｂ ステラーマン作 ドイツＮエース鳩第 1 位で、得点記録を出したユーロ・ス
ター802
ター802×全妹近親
802×全妹近親交配
×全妹近親交配直仔
交配直仔 両親共リングローゼ直仔 純プランゲ
母)ＤＶ02098-13-333 ギュンター・プランゲ作
祖父)ＤＶ02098-00-1027 特別な種鳩 Ｇ．プランゲ作 リングローゼ(95-12)×ＮＬ94-2783577(Ｃ.＆
Ｇ.コープマン作 ブランコの妹)
祖母)ＤＶ02098-06-500 Ｇ．プランゲ作 ＤＶ00987-03-388(05 年Ｎエース鳩第 1 位 988.45 点)×ＤＶ
09870-00-875

【74】
“ゾーン・262”DV02098-16-235 Ｂ ♂ ギュンター・プランゲ作
父)超銘鳩デア・261 ＤＶ02098-07-261 ＬＢＣ Ｇ.プランゲ作翔 319Ｋ
Ｋ4,379 羽中優勝、543Ｋ
羽中優勝、 Ｋ4,016 羽
中優勝、261Ｋ
中優勝、 Ｋ2,345 羽中優勝、370Ｋ
羽中優勝、 Ｋ2,111 羽中優勝、169Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,934 羽中優勝、262Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,906 羽中優勝、
羽中優勝、
342Ｋ
Ｋ1,491 羽中優勝、366Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,386 羽中優勝、455Ｋ
羽中優勝、 Ｋ903 羽中優勝、288Ｋ
羽中優勝、 Ｋ770 羽中優勝他
羽中優勝
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祖父)ＤＶ02098-06-801 ＢＣ Ｇ．プランゲ作 プランゲ×ファンルーン
祖母)ＤＶ02098-99-1000 Ｂ プランゲ作 最高種鳩 リングローゼ×コープマン(ブランコの妹)
母)ＤＶ02098-12-666 ギュンター・プランゲ作
祖父)ＤＶ02098-00-1027 特別な種鳩 Ｇ．プランゲ作 リングローゼ(95-12)×ＮＬ94-2783577(Ｃ.＆
Ｇ.コープマン作 ブランコの妹)
祖母)ＤＶ02098-06-500 Ｇ．プランゲ作 ＤＶ00987-03-388(05 年Ｎエース鳩第 1 位 988.45 点)×ＤＶ
09870-00-875

【75】ＤＶ02098-16-227 B ♀ ギュンター・プランゲ作 同腹／87)
父)デア・520 ＤＶ02098-08-520 Ｓ Ｇ.プランゲ作翔 680Ｋ優勝、
Ｋ優勝、630Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、350Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、340Ｋ優勝
Ｋ優勝、 Ｋ優勝
2 回、320Ｋ優勝、
1,600 羽)他 2 位 2 回で、9 位内 20 回入賞
回、 Ｋ優勝、260Ｋ優勝
Ｋ優勝、 Ｋ優勝(以上の平均参加羽数は、約
Ｋ優勝
祖父)ＤＶ02098-05-580 Ｓ Ｇ.プランゲ作 リングローゼ×ＤＶ02098-93-665(デルバール系 01 年の
エース鳩 802 の母)
祖母)ＮＬ05-1937948 ＢＣ コープマンのソーン・ブランコ×リングローゼの娘
母)ＤＶ02098-09-2060 ギュンター・プランゲ作
祖父)ＤＶ07107-08-352 グスト・ヤンセンのオリンピアード・003×コープマン作クライネ・ディルク娘
祖母)ＤＶ02098-07-333 Ｂ Ｇ.プランゲ作 リングローゼ×リングローゼの娘

【76】
“1012”DV02098-16-1012 Ｂ ♂ ギュンター・プランゲ作翔
ハイデンフェルド 356Ｋ
356Ｋ5,816 羽中 45 位
父)ＤＶ02098-09-2021 Ｇ.プランゲ作 全兄／超銘鳩デア・261
Ｋ4,379 羽中優勝、543Ｋ
超銘鳩デア・261 319Ｋ
羽中優勝、 Ｋ4,016 羽中
優勝、261Ｋ
優勝、 Ｋ2,345 羽中優勝、370Ｋ
羽中優勝、 Ｋ2,111 羽中優勝、169Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,934 羽中優勝、262Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,906 羽中優勝、342
羽中優勝、
Ｋ1,491 羽中優勝、366Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,386 羽中優勝、455Ｋ
羽中優勝、 Ｋ903 羽中優勝、288Ｋ
羽中優勝、 Ｋ770 羽中優勝他
羽中優勝
祖父)ＤＶ02098-06-801 ＢＣ Ｇ．プランゲ作 プランゲ×ファンルーン
祖母)ＤＶ02098-99-1000 Ｂ プランゲ作 最高種鳩 リングローゼ×コープマン(ブランコの妹)
母)ＤＶ02098-12-434 Ｇ.プランゲ作
祖父)ＤＶ07107-08-352 グスト・ヤンセンのオリンピアード・003×コープマン作クライネ・ディルク娘
祖母)ＤＶ02098-09-1919 Ｇ．プランゲ作
祖父)リングローゼ(95-12) Ｂ 直仔／802
1009 Ｎエース鳩第 2 位他多くの俊鳩 コ
直仔／802 Ｎエース鳩第 1 位、
ープマン作(ベアトリックス・ドーファー直仔)×プランゲ作 722(デルバール)
祖母)ＤＶ02098-99-1000 最高種鳩 リングローゼ×リングローゼの妹

【77】
“カンニバール・067” Ｂ12-5107067 ＢＷ ♀ ボスマンス＝リーケンス作翔
優勝 2 回 ブールジュＮ22,663
ブールジュＮ22,663 羽中総合 26 位、同Ｎ9,256
位、同Ｎ9,256 羽中総合 42 位、アルジャントンＮ3,671
位、アルジャントンＮ3,671 羽中総
合 21 位、シャトローＮ4,316
位、シャトローＮ4,316 羽中総合 86 位 N レース 100 位以内 5 回入賞,
回入賞,純ディルク・ファンダィク系
ディルク・ファンダィク系
父)カンニバール・067 Ｂ09-6040491 Ｄ.ファンダィク作
祖父)Ｂ07-6363127 両親共ファンダィク作 デン・ブールジュの孫
祖母)Ｂ06-6210025 Ｄ.ファンダィク作 古いライン ブラウ・ファンダィク×カンニバールの曽孫
母)Ｂ05-6451058 Ｄ.ファンダィク作
祖父)Ｂ98-6523195 Ｄ.ファンダィク作 デン・ブールジュの 3 重近親直仔
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祖母)Ｂ97-6515249 Ｄ.ファンダィク作 ファンエルザッカー×アントワープ連盟エース鳩第 2 位

【78】
“ブロア・クラウディア”B15-2181265 ＢＣ ♂ ボスマンス＝リーケンス作
全姉／クラウディア 優勝 3 回、シャトローＮ6,005
回、シャトローＮ6,005 羽中総合 26 位、ブールジュＮ7,416
位、ブールジュＮ7,416 羽中総合 4 位、
同Ｎ22,663
同Ｎ22,663 羽中総合 63 位、ギエンＰ7,916
位、ギエンＰ7,916 羽中総合 5 位、同 4,588 羽中総合 14 位、同Ｐ1,902
位、同Ｐ1,902 羽中総合
4 位、同Ｐ1,317
位、同Ｐ1,317 羽中総合 4 位他
父)Ｂ10-5156214 兄弟／インテールト・カンニバール
祖父)Ｂ03-6482688 カンニバール直仔×サムソンの妹
祖母)Ｂ04-646823 ファンダィク作 有名なカンニバール×ランボーの妹
母)Ｂ06-5203955 スーパー種鳩
祖父)ラッキー・ルーク Ｂ97-5201920 Ｄ.リーケンス作翔 オルレアンＰ5,277 羽中総合優勝 シメイ
604 羽中優勝 ルイス・デロイス×スケレンス
祖母)スーパー・ママ Ｂ03-5241896 プロス・ローザン作 ド・ナショナル(ブールジュＮ9,759 羽中総
合優勝、オルレアン 2,337 羽中優勝)×シャトローの娘

【79】
“ザス・ミス・リンブルグ” B16-2188888 ＢＣＷ ♀ ボスマンス＝リーケンス作
兄弟／83)参照

全兄弟／ミス・リンブルグ Ｂ13-5100049 シャトローＮ5,901 羽中総合優勝、マルネ
、マルネ 176 羽中優勝、同 213
羽中優勝、ランス 917 羽中優勝、ソールダン 123 羽中優勝
父)サン・ラッキー・ルーク Ｂ11-5011683
祖父)ラッキー・ルーク Ｂ97-5201920 Ｄ.リーケンス作翔 オルレアンＰ5,277 羽中；＠ぷおｙ８お９０
ｐ９」－総合優勝 シメイ 604 羽中優勝 ルイス・デロイス×スケレンス
祖母)Ｂ07-5081545 兄弟／多くのトップ・レーサー スーパー・パパ×スーパー・ママの娘
母)Ｂ11-5170270 ブールジュＮ総合10 位の娘
祖父)ウィットペン・218 Ｂ09-5062218 カンニバール・ヤンセン
祖母)ズワルテ・ウィットペン・213 Ｂ09-5062213 カンニバール・パンター

【80】
“ラッキー・ボーイ” B16-2256934 Ｇ ♂ ボスマンス＝リーケンス作
父)スペース・カウ・ボーイ Ｂ15-2065070
祖父)カウ・ボーイ Ｂ14-6058978 Ｒ.＆Ｊ.ヘルマンス作 クライネ・プロパー×超銘鳩
クライネ・プロパー×超銘鳩カウ・ガール
超銘鳩カウ・ガール
祖母)Ｂ10-5175535 ディルク・リーケンス作 兄弟／ブルー・バイアグラ他 ラッキー・ルーク直仔×
ママ・ミーア
母)Ｂ13-5127900 Ｄ.リーケンス作
祖父)ラッキー・ルーク Ｂ97-5201920 Ｄ.リーケンス作翔 オルレアンＰ5,277
オルレアンＰ5,277 羽中総合優勝 シメイ
604 羽中優勝 ルイス・デロイス×スケレンス
祖母)Ｂ11-5170292 グリジェ・091×アストリッド(リーケンス＝ヘルマンス鳩舎最高雌種鳩)
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【81】
“トリプル・75” Ｂ15-2181275 Ｂ ♂ ボスマンス＝リーケンス作
全兄弟／トリプル・
全兄弟／トリプル・026
トリプル・026 優勝 1 回 ブールジュＮ7,479
ブールジュＮ7,479 羽中総合 60 位、トリプル・
位、トリプル・027
トリプル・027 優勝 6 回内ソール
ダンＳＰ1,406
ダンＳＰ1,406 羽中 2 位、トリプル・028
位、トリプル・028 優勝 2 回内ソールダンＳＰ1,884
回内ソールダンＳＰ1,884 羽中総合 3 位他 トリプル・
029 優勝 3 回内ブールジュＮ
回内ブールジュＮ14,496 羽中総合 17 位他
父)オリンピアード・トリプル・エース Ｂ11-5142219 12 年 KBDB 中距離Ｎエース鳩第１位、オリンピアー
ド代表 ギエンＰ5,386 羽中総合優勝、同 8,044 羽中最高分速 直仔／優勝６羽で
直仔／優勝６羽で 15 回 内グレＮ
16,662 羽中総合 69 位、シャトローＮ22,818
位、シャトローＮ22,818 羽中総合
羽中総合 21 位、モンリュソンＮ16,982
位、モンリュソンＮ16,982 羽中総合 59 位、
同Ｎ9,462
同Ｎ9,462 羽中総合 79 位
祖父)Ｂ04-5054093 グーデ・ヤールリング直仔 ロベン・ファンデールミッセン
祖母)Ｂ06-5062694 Ｇ.ファンデンアベール近親×プロス・ローザン
母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953 直仔／優勝 12 回
祖父)Ｂ07-5082347 スーパー・ランス×カンニバールの孫
祖母)Ｂ08-5185745 直仔／09-382 ランス 398 羽中優勝、同 1,247 羽中 4 位 カンニバール近親

【82】Ｂ15-2290128 ＢＬＫＣ ♀ ボスマンス＝リーケンス作
父)Ｂ13-5100084 Ｄ.リーケンス作
祖父)Ｂ11-5170313 グリズル・091×アストリッド
祖母)Ｂ11-5011650 ヴァイヤ・コンディオスの孫
母)トリプル・ネナ・027 Ｂ14-2090027 ボスマンス＝リーケンス作翔 優勝 5 回 15 年 KBDB 中距離Ｐエ
ース鳩第 1 位
祖父)オリンピアード・トリプル・エース Ｂ11-5143219 12 年 KBDB 中距離Ｎエース鳩第１位、オリンピ
アード代表 ギエンＰ5,386
ギエンＰ5,386 羽中総合優勝、同
羽中総合優勝、同 8,044 羽中最高分速 直仔／優勝６羽 Ｂ04-093(グー
デ・ヤールリング直仔)×Ｂ06-694(Ｇ.ファンデンアベール近親×プロス・ローザン)
祖母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953 直仔／優勝 12 回 Ｂ07-5082347×Ｂ08-5185745

【83】
“ブロア・ミス・リンブルグ Ｂ16-2256908 ＢＣ ♂ ボスマンス＝リーケンス作 姉妹／79)参照
全兄弟／ミス・リンブルグ Ｂ13-5100049 シャトローＮ5,901
シャトローＮ5,901 羽中総合
羽中総合優勝、
総合優勝、マルネ 176 羽中優勝、同 213
羽中優勝、ランス
羽中優勝、ランス 917 羽中優勝、ソールダン 123 羽中優勝
父)サン・ラッキー・ルーク Ｂ11-5011683 ラッキー・ルーク×Ｂ07-5081545
母)Ｂ11-5170270 ブールジュＮ総合10
ブールジュＮ総合 10 位の娘 ウィットペン・218×ズワルテ・ウィットペン・213

【84】
“ラッキー・グリズル・916” Ｂ16-2256916 Ｇ ♀ ボスマンス＝リーケンス作
父)Ｂ13-6122595 ディルク・ファンダィク作 カンニバールの 11 重近親
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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Ｐ
モンリュソンＰ1,322
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
トロー2,478 羽中総合 21 位 カンニバール 8 重近親 08-6338800×Ｂ05-6453989
祖母)Ｂ11-6240721 ディカプリオ×カンニバールの娘
母)Ｂ13-5127983 Ｄ.リーケンス作
祖父)ラッキー・ルーク Ｂ97-5201920 Ｄ.リーケンス作翔 オルレアンＰ5,277 羽中総合優勝 シメイ
604 羽中優勝 ルイス・デロイス×スケレンス
祖母)Ｂ11-5170237 全兄弟／ブルー・バイアグラ

【85】
“ゲルンハウゼン・1114”DV02098-16-1114 Ｂ ♂ ギュンター・プランゲ作翔
ゲルンハウゼン 306Ｋ
306Ｋ2,021 羽中 4 位,リングローゼの 6 重近親
父)ＤＶ02098-09-2100 Ｇ.プランゲ作 スーパー種鳩 直仔／優勝鳩５羽
祖父)リングローゼ(95-12) Ｂ 直仔／802
Ｎエース鳩第 1 位、1009
Ｎエース鳩第 2 位他多くの俊鳩 コ
直仔／
位、
ープマン作(ベアトリックス・ドーファー直仔)×プランゲ作 722(デルバール)
祖母)ＤＶ02098-99-1000 Ｂ プランゲ作 最高種鳩 リングローゼ×コープマン(ブランコの妹)
母)ＤＶ02098-15-480 Ｂ Ｇ.プランゲ作
祖父)デア・520 ＤＶ02098-08-520 Ｓ Ｇ.プランゲ作翔 680Ｋ優勝、
Ｋ優勝、630Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、350Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、340Ｋ優
Ｋ優勝、 Ｋ優
勝 2 回、320Ｋ優勝、
1,600 羽)他 2 位 2 回で、9 位内 20 回入賞
回、 Ｋ優勝、260Ｋ優勝
Ｋ優勝、 Ｋ優勝(以上の平均参加羽数は、約
Ｋ優勝
ＤＶ02098-05-580×ＮＬ05-1937948
祖母)ＤＶ02098-14-1333 Ｇ.プランゲ作 ボリス×08-515

【86】
“ドーター・261”DV02098-16-274 ♀ ギュンター・プランゲ作
父)超銘鳩デア・261 ＤＶ02098-07-261 ＬＢＣ Ｇ.プランゲ作翔 319Ｋ
Ｋ4,379 羽中優勝、543Ｋ
羽中優勝、 Ｋ4,016 羽
中優勝、261Ｋ
中優勝、 Ｋ2,345 羽中優勝、370Ｋ
羽中優勝、 Ｋ2,111 羽中優勝、169Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,934 羽中優勝、262Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,906 羽中優勝、
342Ｋ
Ｋ1,491 羽中優勝、
Ｋ1,386 羽中優勝、455Ｋ
羽中優勝、366Ｋ
羽中優勝、 Ｋ903 羽中優勝、288Ｋ
羽中優勝、 Ｋ770 羽中優勝他
羽中優勝
祖父)ＤＶ02098-06-801 ＢＣ Ｇ．プランゲ作 プランゲ×ファンルーン
祖母)ＤＶ02098-99-1000 Ｂ プランゲ作 最高種鳩 リングローゼ×コープマン(ブランコの妹)
母)ＤＶ02098-10-1666 ギュンター・プランゲ作
祖父)ＤＶ02098-00-1027 特別な種鳩 Ｇ．プランゲ作 リングローゼ(95-12)×ＮＬ94-2783577(Ｃ.＆
Ｇ.コープマン作 ブランコの妹)
祖母)ＮＬ07-1207701 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ハロド×ヤナ

【87】ＤＶ02098-16-226 ♂ ギュンター・プランゲ作 同腹／75)参照
父)デア・520 ＤＶ02098-08-520 Ｓ Ｇ.プランゲ作翔 680Ｋ優勝、
Ｋ優勝、630Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、350Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、340Ｋ優勝
Ｋ優勝、 Ｋ優勝
2 回、320Ｋ優勝、
1,600 羽)他 2 位 2 回で、9 位内 20 回入賞
回、 Ｋ優勝、260Ｋ優勝
Ｋ優勝、 Ｋ優勝(以上の平均参加羽数は、約
Ｋ優勝
ＤＶ02098-05-580×ＮＬ05-1937948
母)ＤＶ02098-09-2060 ギュンター・プランゲ作 ＤＶ07107-08-352 ×ＤＶ02098-07-333
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【88】ＤＶ02098-16-1004 ＢＣ ♂ ギュンター・プランゲ作翔

ハイデンフェルド 356Ｋ
356Ｋ5,816 羽中 33 位
父)ＤＶ02098-08-666 Ｂ Ｇ．プランゲ作 特別な種鳩
祖父)リングローゼ(95-12) Ｂ 直仔／802
Ｎエース鳩第1
1009 Ｎエース鳩第2
直仔／
Ｎエース鳩第 位、
Ｎエース鳩第 位他多くの俊鳩 コ
ープマン作(ベアトリックス・ドーファー直仔)×プランゲ作 722(デルバール)
祖母)ＤＶ02098-06-222 Ｂ Ｇ.プランゲ作 リングローゼの父(コープマン作 ベアトリックス・ドー
ファー直仔)×ファンルーン
母)ＤＶ02098-10-1561 Ｇ.プランゲ作
祖父)Ｂ99-6552499 ＢＣ ファンルーン作 プランゲ鳩舎基礎鳩Ｂ84-6091954 の孫
祖母)ＮＬ01-4743641 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 オンズ・ルイーズ×オランダの女王

【89】Ｂ16-6235907 ＢＣ ♀ アンドレ・ロートホーフト作
父)トム Ｂ04-6250335 Ａ.ロートホーフト作翔 04 年マルネ 2,555 羽中 26 位他、05
位他、05 年 10 回入賞内ドール
回入賞内ドール
ダン 665 羽中優勝、オルレアンＰ3,631
羽中優勝、オルレアンＰ3,631 羽中総合 14 位他で、連盟エース鳩第 2 位、06
位、06 年 10 回入賞内ド
ールダン758
ールダン 758 羽中10
羽中 10 位他で連盟エース鳩第1
位他で連盟エース鳩第 1 位 07 年 12 回入賞内マルネ321
回入賞内マルネ 321 羽中優勝 偉大な種鳩 直
仔／グレＮ総合優勝、2 位 オリンピアード代表 KBDB 大中距離Ｎエース鳩第4 位 兄弟／ネストペンナー
祖父)Ｂ96-6296463 Ａ.ロートホーフト作翔 入賞多数 ホフケンス
祖母)Ｂ02-6303373 Ａ.ロートホーフト作 アントワープ連盟エース鳩１位の 036 の妹
母)Ｂ11-6025093 Ａ.ロートホーフト作
祖父)Ｂ08-4346862 マルセル・アエルブレヒト作 マルセイユ直仔×グスターフの娘
祖母)Ｂ06-6201520 Ａ.ロートホーフト作 兄弟／トム、ネストペンナー Ｂ96-463×Ｂ02-373

【90】Ｂ16-6236124 ＢＣ ♂ アンドレ・ロートホーフト作
異母姉／サンドラ
シャトローＮ18,604
異母姉／サンドラ 35 回入賞内ブールジュＮゾーン
回入賞内ブールジュＮゾーン5,691
ブールジュＮゾーン 5,691 羽中12
羽中 12 位、
シャトローＮ18,604 羽中総合85
羽中総合 85 位、
どモンリュソンＮ11,056
モンリュソンＮ11,056 羽中総合 45 位、アルジャントン優勝、同Ｎ
位、アルジャントン優勝、同Ｎ12,18
アルジャントン優勝、同Ｎ12,187
12,187 羽中総合 67 位、シャトロー
Ｎゾーン 4,158 羽中 25 位他で 15 年 KBDB 大中距離エース鳩第 1 位
※母鳩 1111-984 が本年作出不順の
為、特別参加した鳩
父)Ｂ11-6025266 スーパー種鳩 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス
祖父)Ｂ97-6463999 入賞多数 直仔／036 ブラウエ・クヴェーカー×グード・クヴェーク・ドィビネチェ
祖母)Ｂ10-9058985 両親共ファンレンターゲム作のファンドポル経由ホフケンス
母)Ｂ14-6264190 アンドレ・ロートホーフト作
祖父)Ｂ13-6165328 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス Ｂ08-9113692×Ｂ03-6355571
祖母)グレチェ Ｂ11-6025013 Ａ.ロートホーフト作翔 キェブラン 356 羽中 2 位、ドールダン 826 羽中 8
位、同 1,051 羽中 4 位、同 1,964 羽中 18 位、同 422 羽中 2 位、ラ・スーテレーヌＮ
ラ・スーテレーヌＮ16,665
ラ・スーテレーヌＮ16,665 羽中総合
108 位、メルン 750 羽中優勝、アルジャントンＮ22,384
羽中優勝、アルジャントンＮ22,384 羽中総合 97 位、リモージュＮ17,735
位、リモージュＮ17,735 羽中総
合 185 位、グレＮ3,415
位、グレＮ3,415 羽中総合優勝 トム×Ｂ03-6355923

【91】Ｂ16-6235939 Ｂ ♂ アンドレ・ロートホーフト作 同腹／72)参照
※グレＮ総合優勝、２位の父トムの近親孫
父)トミー Ｂ09-6304150 Ａ.ロートホーフト作翔 シャトローＮ22,718 羽中総合 358 位、リモージュＮ
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14,211 羽中総合 21 位、ブールジュ 168 羽中優勝、同Ｎ9,781 羽中総合 83 位、同Ｎ9,639 羽中総合 65 位、
モンリュソン 101 羽中優勝、同Ｐ1,253 羽中 7 位、キェブラン 313 羽中 2 位、アルジャントンＮ16,325
羽中総合 39 位他 全妹／グレチェ グレＮ総合優勝、別記参照 トム×ネレス・ファンデポル経由ホフ
ケンス
母)ベルジウム・ザ・ベスト Ｂ13-6165132 Ａ.ロートホーフト作翔 ドールダン 2,433 羽中 3 位、ブールジュ
Ｎ24,019 羽中総合 118 位、モンリュソン 471 羽中優勝、同Ｎ19,298
羽中優勝、同Ｎ19,298 羽中総合 27 位、アルジャントンＮ
9,970 羽中総合 28 位、ラ・スーテレーヌＮ3,184
ラ・スーテレーヌＮ3,184 羽中総合 24 位、グレ 504 羽中優勝、同Ｎ2,429
同Ｎ2,429 羽中総
合 2 位、ソールダン 705 羽中 4 位他の成績で、15
位他の成績で、 年ブダペスト・オリンピアード・ベルギー第 1 位
上記トム×ファンレンターゲム作のファンドポル経由ホフケンス

【92】Ｂ16-6236199 Ｂ ♀ アンドレ・ロートホーフト作
父)Ｂ05-6381243 アンドレ・ロートホーフト作翔 トゥーリー1,751
トゥーリー1,751 羽中 11 位、メルン 1,674 羽中 9 位、
オルレアンＰ2,646
オルレアンＰ2,646 羽中総合 12 位他で 08 年アントワープ連盟エース鳩第 1 位
祖父)Ｂ99-6256549 Ａ.ロートホーフト作 ネレス・ファンドポル経由のホフケンス・ライン
祖母)ＤＶ05726=99-477 ウナ・クロスターマン作 ルー・ヴォウタースの筋
母)Ｂ14-6264004 Ａ.ロートホーフト作 全姉妹／キェブラン 159 羽中 2 位、オルレアンＰ10,163 羽中総
合 890 位、アルジャントン 8,624 羽中 766 位他 13 年 11 回入賞内アンジェルヴィル 721 羽中 8 位、ノ
ワイヨン 135 羽中 3 位、ブールジュ
ブールジュ 408 羽中優勝、同Ｎ11,883
羽中優勝、同Ｎ11,883 羽中総合 13 位、イソウドゥンＮ5,670
羽中総合 175 位、ネフェルスＮ
ネフェルスＮ2,918
ネフェルスＮ2,918 羽中総合 45 位、グレＮ2,656
位、グレＮ2,656 羽中総合 3 位他 11 年ラ・スーテレ
ーヌＮ16,665
ーヌＮ16,665 羽中総合 6 位、同Ｎ18,591
位、同Ｎ18,591 羽中総合
羽中総合 4 位 KBDB 中長距離エース鳩 3 位
祖父)Ｂ08-6321104 Ａ.ロートホーフト作 ド・ネストペナー×Ｂ04-6250735
祖母)Ｂ05-6381785 エンゲルス・ホフケンス

【93】
“ザス・フェンナ” NL16-1529380 B ♀ キース・ボスア作 同腹／65)参照
※新スーパー・カップルの直娘
父)レオン ＮＬ08-1549024 Ｋ．ボスア作 直仔／ヘリコプター ポメロイル 3,635 羽中優勝、同
羽中優勝、 32,229 羽
中最高分速、ナイフェル
ナイフェル3,635
羽中優勝、
デュッフェル491
羽中優勝、
クーパー(10-937)
ナイフェル1,032
ナイフェル
デュッフェル
クーパー
ナイフェル
羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、10-936
ナイフェル 1,703 羽中優勝、同
羽中優勝、
羽中優勝、 17,183 羽中最高分速、11-250
ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同32,360 羽中最高分速 超銘鳩フェンナ（15－592）ロワイエ 15,749 羽中最
高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（2 週連続）
ブラウエ・レオ×シャトロー・ダィフイェ
母)ノネチェ ＮＬ08-1549173 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ナイフェル 1,703 羽中優勝、同
羽中優勝、 17,183 羽中最高分
速、
、同 1,032 羽中優勝、同 3,738
3,738 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、ポメロイル 3,635 羽中優勝、同 3,229
羽中最高分速、デュッフェル 491 羽中優勝、ペロンヌ
13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最高分速
羽中優勝、
超銘鳩フェンナ（15－592）ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（2
週連続）タイム・アウト×ケルクダィフイェ

【94】ＮＬ16-1529385 ＢＷ ♀ キース・ボスア作 同腹／66)参照
父)モレノ ＮＬ13-1243824 Ｂ Ｋ.ボスア作翔 トロイＮ13,664 羽中総合優勝 直仔／好鳩多数
直仔／好鳩多数
フィーカン×ノラ
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母)アミーラ ＮＬ14-1063659 Ｋ.ボスア作翔 ナントィル NPO9,882 羽中総合優勝、同16,765 羽中最高分速
ヨンゲ・カースブール×チャンピー

【95】ＮＬ16-1529383 ♂ キース・ボスア作
父)クリス ＮＬ13-1243845 Ｋ.ボスア作翔 モルリンコート14,774
モルリンコート 14,774 羽中総合2
羽中総合 2 位、ナイフェル3,134
位、ナイフェル 3,134 羽中優勝
祖父)グローテ・チコ ＮＬ12-1623785 Ｂ Ｋ．ボスア作 チコ×ロンリー
祖母)ポンメルチェ ＮＬ11-1747324 Ｋ．ボスア作翔 ポメロイル 703 羽中優勝 ヴィエルゾン 101 羽中
優勝、
シャトロー2 回上位入賞 ファヴォリー×シゾ(姉／ジョイ ブ
優勝 ペロンヌ13,438
ペロンヌ 13,438 羽中総合16
羽中総合 16 位、
ロアＮ9,545 羽中総合優勝)
母)コンチータ ＮＬ13-1243779 Ｋ.ボスア作翔 ナントィル1,603 羽中2 位、ペロンヌ5,059 羽中総合2 位
兄／ジョーンズ ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高分速(
羽中最高分速(直仔／ポメロイル
直仔／ポメロイル 4,843 羽中総合優
勝、マンテス・ラ・ジョリーNPO7,771
勝、マンテス・ラ・ジョリーNPO7,771 羽中総合 14 位他優入賞多数)
位他優入賞多数)
祖父)レオン ＮＬ08-1549024 Ｋ．ボスア作 直仔／ヘリコプター ポメロイル 3,635 羽中優勝、同 32,229
羽中最高分速、ナイフェル 3,635 羽中優勝、デュッフェル 491 羽中優勝、クーパー(10-937)
ナイフェ
羽中優勝、クーパー
ル 1,032 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、10-936
ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高
羽中優勝、
分速、11-250
ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最高分速 超銘鳩フェンナ（
－592）
）
分速、
超銘鳩フェンナ（15－
ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（
羽中最高分速総合優勝（2 週連続）
週連続）
ブラウエ・レオ×シャトロー・ダィフイェ
祖母)ノネチェ ＮＬ08-1549173 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最
高分速、同 1,032 羽中優勝、同 3,738 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、ポメロイル 3,635 羽中優勝、
同 3,229 羽中最高分速、デュッフェル 491 羽中優勝、ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最
高分速 超銘鳩フェンナ（
－592）
）ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高
超銘鳩フェンナ（15－
分速総合優勝（
分速総合優勝（2 週連続）
週連続）タイム・アウト×ケルクダィフイェ

【96】ＮＬ16-1529375 Ｂ ♀ キース・ボスア作
異父兄弟／ヨンゲ・カースブール参照
父)ジョーンズ ＮＬ10-5007936 Ｋ.ボスア作翔 ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高分速 直仔
／ポメロイル 4,843 羽中総合優勝、マンテス・ラ・ジョリーNPO7,771
羽中総合優勝、マンテス・ラ・ジョリーNPO7,771 羽中総合 14 位他優入賞多数
祖父)レオン ＮＬ08-1549024 Ｋ．ボスア作 直仔／ヘリコプター ポメロイル 3,635 羽中優勝、同 32,229
羽中最高分速、ナイフェル 3,635 羽中優勝、デュッフェル 491 羽中優勝、クーパー(10-937)
ナイフェ
羽中優勝、クーパー
ル 1,032 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、10-936
ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高
羽中優勝、
分速、11-250
ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最高分速 超銘鳩フェンナ（
－592）
）
分速、
超銘鳩フェンナ（15－
ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（
羽中最高分速総合優勝（2 週連続）
週連続）ブラウエ・
レオ×シャトロー・ダィフイェ
祖母)ノネチェ ＮＬ08-1549173 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最
高分速、同 1,032 羽中優勝、同 3,738 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、ポメロイル 3,635 羽中優勝、
同 3,229 羽中最高分速、デュッフェル 491 羽中優勝、ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最
高分速 超銘鳩フェンナ（
－592）
）ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高
超銘鳩フェンナ（15－
分速総合優勝（
分速総合優勝（2 週連続）
週連続）タイム・アウト×ケルクダィフイェ
母)クリスティーナ ＮＬ05-1358883 Ｃ．コニング作 直仔／ウダン ポメロイル 2,594 羽中優勝、シャンテ
ィー5,645 羽中総合 4 位、モースクロン 5,168 羽中総合 5 位、アリッサ シャトロー846 羽中優勝、ブオ
ラ 6,029 羽中総合 2 位、同 8,077 羽中総合 6 位 他 09 年オランダＮ最優秀鳩(この鳩はフェルケルク鳩舎
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に導入され、14 年ルフェック NPO 総合優勝の父)
祖父)ゾーン・シャトロー・ダィフイェ ＮＬ04-2062097 ダニー×シャトトー・ダィフイェ
祖母)チコの娘 ＮＬ03-1147106 バレリーニとフィーゴの孫

【97】
“ビューティ・カス” Ｂ16-4140139 ＢＬＫＣＷ ♂ デスメイター＝レスチアン作
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
年リブルヌＰ
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
ナックＮ
総合優勝、同ＩＮ9,052 羽中総合優勝
祖父)サン・ヨースト Ｂ03-4456329 ＤＣ 最高種鳩 両親共デスメイター＝レスチアン作 ヨースト×
アスケ 2001(01 年若鳩長距離Ｎエース鳩第 1 位)
祖母)ヤンダーケ ＮＬ03-1344459 ＤＣＷ FPP 作 ダックスＮ18,323 羽中総合優勝×ヴァルポット・
ローイマン
母)ルショの娘 Ｂ15-250667 ＢＬＫＣ デスメイター＝レスチアン作 半兄弟／15 年ペルピニャンＩＮ総
合2 位
祖父)ルショ Ｆ06-187129 ＢＬＫＣ Ｐ.＆Ｇ.デュドウ作翔 カルカゾンヌ 174 羽中優勝、サンゴウデン
319 羽中 4 位、ネクソン 1,265 羽中 7 位、ブリーブ 4,823 羽中 17 位 長距離エース鳩 1、2 位(2 年で)
ダーク・35 直仔
祖母)Ｂ13-4265049 ＢＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 銘鳩ヨーストの近親孫

【98】
“ラヴァル・クアトロ” Ｂ16-4139692 BC ♂ デスメイター＝レスチアン作
父)ラヴァル Ｂ13-4285904 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 15 年ペルピニャンＮ5,254
羽中総合
ペルピニャンＮ
8 位、ポーＮ1,980
羽中総合 9 位、サンバンサンＮ3,037
羽中総合 49 位他で、KBDB
国際超長距離 3
位、ポーＮ
位、サンバンサンＮ
位他で、
レース最優秀鳩
祖父)ブロア・ヨースト Ｂ01-4376168 ＤＣ デスメイター＝レスチアン作 兄弟／ヨースト 03 年ペル
ピニャンＩＮ
ピニャンＩＮ1
ャンＩＮ 才鳩優勝 直仔／ボルドー ド・95 フェルフィッシュ×スーパー・23 エルネスト
祖母)グラン・クリュの娘 Ｂ07-4241464 ＢＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 グラン・クリュ(ボ
グラン・クリュ ボ
ルドーＩＮ1
ルドーＩＮ 才鳩の部優勝)×レディ・フィンス
才鳩の部優勝 ×レディ・フィンス(サンバンサンＮ
×レディ・フィンス サンバンサンＮ1
サンバンサンＮ 才鳩優勝)
才鳩優勝
母)クアトロ・4 Ｂ11-4274444 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 自鳩舎史上最高の雌鳩 国際地中海杯1
位、13～14 年バルセロナ・ペルピニャン最優秀鳩、同13～15 年最優秀鳩、13～15 年最優秀バルセロナ鳩
祖父)コロネル・ジュニア Ｂ03-4456397 ＢＣ クルヴェルス＝デヴィールト作 直仔／ボルドーＮ総合
4 位、同ＩＮ
羽中総合 7 位、ペルピニャンＮ総合 5 位、同ＩＮ17,624
羽中総合 6 位、バルセロ
位、同ＩＮ6,223
同ＩＮ
位、同ＩＮ
ナＩＮ総合 7 位、孫／ナルボンヌ 1,919 羽中 4 位、同ＩＮ総合 25 位、モントーバン 2,689 羽中 8 位
コロネル×バレリーニ
祖母)シスター・カルダト Ｂ06-4190198 ＢＬＫＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 兄弟／03 年マ
ルセイユＰ優勝、同優勝、ペルピニャン 2 位、コールデ×ヨーストの妹

【99“スーパー・エーシー・505” Ｂ16-4139505 ＢＣ ♀ デスメイター＝レスチアン作
父)ニコ Ｂ13-5105708 ニコ・ジャスパース作翔 14 年アジャン 110 羽中優勝、同Ｎ3,180
羽中優勝、同Ｎ3,180 羽中総合 13 位、
ナルボンヌＮ2,835
超長距離 1 才鳩Ｎエース鳩第 1 位
ナルボンヌＮ2,835 羽中総合 16 位他で、KBDB
位他で、
祖父)Ｂ07-5162135 バルセロナ・ヨーリセンの直仔で、04 年 KBDB 長距離Ｎエース鳩第 1 位鳩×02
位鳩×02 年 IFC
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4000 エース鳩第 1 位の娘
祖母)Ｂ07-5162014 優勝 4 回の娘
母)ビューティ・ミストラル・ペギー Ｂ14-4240788 ＤＣＷ デスメイター＝レスチアン作
祖父)ピエール・ミストラル Ｂ10-3120100 ＢＣＷ ピエール・ブールジョワ作翔 11 年ナルボンヌＮ総
合 26 位 14 年ペルピニャンＮ6,248
年ペルピニャンＮ6,248 羽中総合 8 位、サンバンサンＮ3,240
サンバンサンＮ3,240 羽中総合 5 位で KBDB 超長距
離Ｎエース鳩第 1 位 ナタン(Ｇ.デフォーヒト)×ジュリア
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
年バルセロナＮ
羽中総合
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
ペルピニャン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

【100】Ｂ16-4254385 ＤＣ ♂ デスメイター＝レスチアン作
父)インヴィクトゥス Ｆ12-294562 ミッシェル・デュボワ作翔 ポーＩＮ834
ポーＩＮ834Ｋ
834Ｋ9.052 羽中総合 5 位、ペルピ
ニャンＩＮ893
ニャンＩＮ893Ｋ
893Ｋ15,954 羽中総合 21 位、サンバンサンＩＮ814
位、サンバンサンＩＮ814Ｋ
814Ｋ10,737 羽中総合 15 位で欧州超長距離エ
位で
ース鳩第 1 位
祖父)基礎鳩イグナス Ｆ09-116648 オヴァール・シオン系 ダックスＮ総合 4 位他のスーパー鳩×娘
祖母)ラ・イェレマ ＮＬ07-1187406 ＢＣ イェレ・イェレマ作 アイスマン×サフィールの娘
母)カスの妹 Ｂ13-4200569 ＢＣＷ 全兄／カス 14 年リブルヌＰ551
羽中優勝、ジャルナックＮ3,741
年リブルヌＰ
羽中優勝、ジャルナックＮ
羽中総合 18 位で 1 才鳩長距離Ｎエース鳩第 5 位、15
羽中当日只
位、 年ポーＮ1,980
年ポーＮ
羽中当日只 1 羽帰り
羽帰り総合優勝、同
ＩＮ9,052
羽中総合優勝
ＩＮ
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×ヴァルポッ
ト・ローイマン

【101】ＮＬ16-1588000 Ｂ ♀ スヘーレ兄弟作
父)エース・ボーイ ＮＬ07-3761969 Ｂ 11 年長距離Ｎエース鳩第 4 位 南蘭長距離クラブゴールデン・クラ
ック第 1 位、6 回参加全入賞内セザンヌ 8,785 羽中総合優勝、アルジャントン
、アルジャントン 27,597 羽中総合 7 位、オ
ルレアン 4,927 羽中総合 3 位、ポメロイル 9,338 羽中総合 6 位、ペロンヌ
ペロンヌ 1,297 羽中優勝
祖父)ブラウエ・オルレアン ＮＬ05-0565984 Ｂ オルレアン NPO5,011 羽中総合優勝 兄弟／スーパー・
02 若鳩中距離Ｐエース鳩第1 位 ソールダン11,475 羽中総合10 位、
オルレアン2,998 羽中総合7 位、
モルリンコート8,415羽中総合55位、
エタンプ4,490羽中31位他 スーパー・ボーイ×ドンカー・666(ヘ
ンク・メリス)
祖母)ドンナの娘 ＮＬ05-0565982 Ｂ モルリンコート6,260 羽中総合18 位他上位多数 ボンテ・ファン・
アルマンド×ドンナ
母)メッチェ ＮＬ12-3213750 Ｂ 全姉／エース・ガール
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
羽中総合優勝
総合 2 位、ブールジュ NPO4,847 羽中総合 10 位
祖父)スーパー・ボーイ ＮＬ02-0274336 上記参照
祖母)666 の娘 ＮＬ02-1713196 Ｂ 666(ヘンク・メリス)×ド・503(Ｒ．メリス)
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【102】ＮＬ16-1588012 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)デイジー ＮＬ13-3310861 Ｂ 兄弟／
／08-800 オルレアン 4,970 羽中優勝、アブリス 7,889 羽中総合 2
位 デミ 後シーズンＰエース鳩第 1 位、10-372 ブロイル 1,719 羽中優勝、エルフィエ NPO 総合 22、
39、59 位他 ダフネ エース鳩第 1 位
祖父)リヒテ・ディルク Ｂ02-6503551 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 ゾーン・ブールジュ×エディ・ヤ
ンセン
祖母)スーパー・02 ＮＬ04-0451802 Ｂ 若鳩中距離Ｐエース鳩第
若鳩中距離Ｐエース鳩第 1 位 ソールダン 11,475 羽中総合 10
位、オルレアン2,998 羽中総合7 位、モルリンコート8,415 羽中総合55 位、エタンプ4,490 羽中31 位
他 兄弟／オルレアン NPO5,011 羽中総合優勝 スーパー・ボーイ×ドホター・666(ヘンク・メリス)

【103】ＮＬ16-1588016 スレート ♂ 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
兄弟／
ェリー(トミーの母)、15
1515-880 シャトローＮ11,922
シャトローＮ11,922 羽中総合 23 位
父)ソニー ＮＬ12-3254959 Ｂ 全兄弟／エース・ガール
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
中総合優勝
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

【104】ＮＬ16-1588019 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
兄弟／
ポン・サン・マックス
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
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
位、オウビー1,373 羽中優勝、シャトローＮ11,922
羽中優勝、シャトローＮ11,922 羽中総合 59 位他
父)ジェローン・ジュニア ＮＬ11-1742421 Ｂ ヴィレム・ドブルイン作
祖父)ジェローン ＮＬ06-1071741 スレート Ｗ.ドブルイン作翔 Ｎエース鳩 4、11 位 クライネ・ブ
ラウエ×ゲニーダ
祖母)ブルー・フレーム ＮＬ07-1821760 Ｂ Ｗ.ドブルイン作翔 09 年Ｎ最優秀雌鳩第 11 位 両親ヘ
ルマンス＝コィスタース作 ファンジオ×フィーナ
母)ハニー ＮＬ13-1308215 Ｂ スヘーレ兄弟作
祖父)ボーイ・48 ＮＬ09-3951648 Ｂ スヘーレ兄弟作 兄弟／エース・ガール ポアチエ NPO 総合優勝、
ラ・スーテレーヌ NPO2 位、シャトローNPO2 位 アミー 当日長距離エース鳩第 2 位 孫 14 年若鳩Ｎ
エース鳩第 5 位
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祖母)ハリーの娘 ＮＬ11-1912644 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作 超銘鳩ハリーの娘

【105】Ｂ16-3065338 Ｂ ♀ リック・クールス作 同腹／53)参照
父)ド・クライネン Ｂ12-3113677 Ｂ Ｒ．クールス作翔 12 年Ｐエース鳩第 3 位、直仔／13-703 シャトロ
ーＮゾーン優勝、アミーゴ ツール 6,083 羽中総合優勝、同 5,313 羽中総合優勝 ローニー×Ｂ10-3020320
母)Ｂ11-3123443 Ｂ Ｒ．クールス作 兄弟／ペトロシュカ アルジャントンＰ512Ｋ2,631 羽中優勝、同Ｎ
ゾーン 8,003 羽中優勝、同Ｎ23,921 羽中総合 4 位、同Ｐ1,403 羽中 21 位、同Ｐ3,250 羽中 91 位、クレル
モン 200Ｋ230 羽中優勝、同 711 羽中 3 位、アブリス 300Ｋ645 羽中 10 位、ブールジュ 444ＫＰ1,427 羽中
11 位、同Ｐ2,054 羽中 13 位、同Ｎゾーン 4,806 羽中 38 位、シャトローＰ485Ｋ5,500 羽中 14 位他、ツー
ルＰ450Ｋ1,405 羽中 14 位、2011 年 KBDB 中距離Ｐエース鳩第５位 カンマ×ヘット・セリナ

【106】Ｂ16-3065325 Ｂ ♂ リック・クールス作 同腹／54)参照
父)Ｂ10-3020284 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
ゾーン・ブリクセン×フリッカ
母)モウリスカ Ｂ10-3020217 Ｒ.クールス作翔 シャトロー5,500 羽中 6 位、アルジャントン 3,105 羽中
33 位、グレ 2,915 羽中 53 位、ラ・スーテレーヌ 2,436 羽中 45 位他 KBDB エース鳩第 2 位
ウィットペンネ・モウリス×ダナエ

【107】Ｂ16-3065384 Ｂ ♀ リック・クールス作 同腹／55)参照
父)アントン Ｂ14-3115103 Ｒ.クールス作 ダニー×モレケⅡ
母)マジック・マリーケⅠ Ｂ12-3113590 マジック・ジュニア×マリーケ

【108】
“プロパー・マリーケ”B16-3065098 Ｂ ♀ リック・クールス作
父)Ｂ14-6058992 リック・ヘルマンス作 直仔／ブールジュ 624 羽中 4 位、ラ・スーテレーヌ 452 羽中 7 位
祖父)プロパー・ヴィッテンティク Ｂ10-6298443 Ｒ．ヘルマンス作 全兄弟／スターリー ブールジュＮ
37,357 羽中総合 52 位、ラ・スーテレーヌＮ17,814 羽中総合 177 位、アルジャントンＮ23,921 羽中総合
202 位、
グレＮ14,245 羽中総合 1053 位で 3Ｎレース最優秀若鳩第 4 位、
4Ｎレース最優秀若鳩第 7 位 他
ドールダン 1,962 羽中 22 位 ムンリ アルジャントンＮ22,442
アルジャントンＮ22,442 羽中総合 36 位他 ブロア・スターリー
ドールダン 1,013 羽中優勝(Ｅ．ヤンセン鳩舎)
プロパー×クライン・マルティーン
羽中優勝
祖母)シャルレーヌ Ｂ09-6323212 アルジャントン 236 羽中優勝、同Ｎ11,001
羽中優勝、同Ｎ11,001 羽中総合 5 位、同 125 羽中
優勝、同Ｎ4,782
優勝、同Ｎ4,782 羽中総合 27 位、シャトロー512
位、シャトロー512 羽中優勝、同 22,718 羽中総合 6 位、ラ・シャルテＮ
15,780 羽中総合 154 位、シャトローＮ20,517 羽中総合 259 位、ブールジュＮ24,676 羽中総合 611 位、
アルジャントンＮ23,921 羽中総合 802 位、グレＮ14,245 羽中総合 867 位他で 11 年欧州杯長距離エース
鳩第 3 位 チット×ゾルゲンキント
母)Ｂ11-3172389 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)マリーケ Ｂ08-3037512 Ｒ.クールス作翔 グレ 5,166 羽中優勝、Ｐエース鳩第１位 ブリクセン
直仔×フリッカ

43

【109】ＮＬ16-1663953 ＢＣ ♀ ヤン・ホーイマンス作
父)ニュー・ハリー ＮＬ14-1219811 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作 PIPA ランク若鳩Ｎエース鳩第 1 位 ニ
ールグニース 14,737 羽中総合優勝、ポン・サン・マクサンス 12,894 羽中総合優勝、
、メルン 1,046 羽中優
勝他 トロイ 6,390 羽中総合 9 位 兄弟／
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
羽中優勝
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)ステレイエ ＮＬ10-1881869 Ｃ.ファンデヴェーテリング作 直仔／アッセ・ゼリンク1,897
ゼリンク 1,897 羽中優勝、
ニールグニース 455 羽中優勝 両親バース作 フローム 150×リヒテ・スーパーチェ
母)ラーチェ・707 ＮＬ14-1208707 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 超銘鳩ハリーの近親
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620
羽中総合優勝、
位、
兄弟／シャトロー
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)ラーチェ・56 ＮＬ06-1266956 ＢＣ サルブリNPO7,599 羽中総合2 位、ブールジュNPO4,347 羽中
総合12 位、マンテ・ラ・ジョリーNPO14,945 羽中総合 66 位 兄弟／超銘鳩ハリー他
兄弟／超銘鳩ハリー

【110】ＮＬ16-1663771 ＢＣ ♀ ヤン・ホーイマンス作
父)ケース ＮＬ07-2007622 ＢＣ ブロアＮ4,829
羽中総合 2 位、シャトローNPO5,979
羽中総合 5 位、サ
ブロアＮ
位、シャトロー
ルブリ NPO7,599 羽中総合 11 位、同 NPO6,971 羽中総合 63 位 同腹／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 Ｎエース鳩第 1 位
祖父)ヨンゲ・ブリクセン Ｂ01-3266512 ＰＢ ガビー・ファンデンアベール作 ブリクセン(ポアチエ1,448
羽中優勝、シャトロー4,662 羽中総合2 位他 コロネル×リタ)×ドロレス(基礎鳩ヴィッテンブィクの娘)
祖母)ディルクイェ ＮＬ05-1936558 ＢＣ Ｇ.コープマン作 超銘鳩クライネ・ディルク(98 年世界選手権
若鳩第５位、99 年Ｎエースピジョン第１位 NPO トロイ 17.884 羽中総合優勝、NPO ブールジュＮ
7.165 羽中総合優勝、マーゼイク 3,522 羽中優勝、ロンメル 495 羽中優勝、ベーク 443 羽中優勝)×ア
モーレ(03 年オリンピアード代表 長距離Ｎエース鳩第 1 位)
母)ミスティ ＮＬ14-1209791 Ｊ.ホーイマンス作
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620
羽中総合優勝、
位、
兄弟／シャトロー
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)ミスティーク ＧＢ07ＬＯ2105 ＢＣ クレハン＆オコーナー作翔 優勝14
3,801
優勝 14 回内4,316
回内 4,316 羽中優勝、
羽中優勝、1,740
羽中優勝、1,740 羽中優勝他 マライケ・フィンク作ドラム（チップス直仔,ファラ・ディバの同腹）
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×コープマン作 エルマーフェーン・ホープとゴールデン・レディの娘

【111】ＮＬ16-1663698 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマンス作
父)メース ＮＬ15-1850173 ヤン・ホーイマンス作
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シャ
トローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽中総
トローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
合 3 位、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
位、モルリンコートＰ
位、シャトロー
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
位、
祖母)エスメー ＮＬ12-1005204 スーパー・レーサー兼種鳩 WHZB と TBOT
BOTB で、Ｎエース鳩第 1 位、NPO
位、NPO
長距離Ｎエース鳩第 2 位、15
位、15 年ブダペスト・オリンピアード代表 カロンス NPO 総合優勝 Ｐ.フェー
ンストラ×ドクター・シュヴィルデ(ド)
母)ドーター・アレクシア ＮＬ15-1850059 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作
祖父)スーパースターの弟 ＮＬ14-17688196 ＢＣ Ｈ.ポウ作 兄弟／スーパースター ブールジュ NPO
4,230 羽中総合優勝、サルブリ NPO5,123 羽中総合 9 位、ナントィル 5,768 羽中総合 9 位他 Ｍ.ハーセ
ンドンク×Ｊ.Ｋ.オウワーケルク
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
シャトロー
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
中総合優勝
兄弟／超銘鳩ハリー
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

【112】
“ダブル・ハリー”NL16-1663972 ＢＣ ♀ ヤン・ホーイマンス作
父)スペシャル・ハリー ＮＬ13-1395604 Ｊ.ホーイマンス作 甥／シャトローＮ44,239 羽中最高分速総合優
勝(リック・ヘルマンス鳩舎)
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620 羽中総合優勝、
位、
10 位、同 NPO4,260 羽中総合 5 位、同 NPO4,604 羽中総合 4 位、同 NPO5,979 羽中総合 10 位、サ
ルブリ NPO7,599 羽中総合 2 位、ブロアＮ4,829 羽中総合 2 位、同Ｎ5,653 羽中総合 3 位、ブールジ
ュ NPO7,299 羽中総合 6 位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ
祖母)ラスト・ワン ＮＬ07-2062828 Ｂ リック・ヘルマンス作 基礎鳩ヤールリング・ドンダースティ
ーン×ヤンセン・ドィビン
母)ハリーの娘 ＮＬ10-18648882 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 DNA 鑑定付 全兄弟／ワンディー スープ
NPO3,607 羽中総合優勝、アセ・ゼリク 11,474 羽中総合 18 位で、14
位で、 年長距離 NPO エース鳩第 20 位
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
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中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ
位、
祖母)マライケ ＮＬ04-2031628 ＢＣ マライケ・フィンク作 直仔／オルレアン NPO9,670 羽中総合優
勝 アラジン×ファラ・ディバ

【113】Ｂ16-2060177 Ｂ ♀ アルベルト・デルヴァ作 同腹／45)参照
父)ド・ゾーン Ｂ10-2007030 Ａ.デルヴァ作翔 ブロアＰ2,413
ブロアＰ2,413 羽中総合 11 位、アルジャントンＰ3,395
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
アルジャントンＮ22,442 羽中総合 94 位、ブールジュＮ30,748
ブールジュＮ30,748 羽
中総合 218 位他 兄弟／プリモ
兄弟／プリモ アルジャントン 348 羽中優勝、シャトロー2,043
羽中優勝、シャトロー2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056
位、同ＳＮ4,056
羽中総合 22 位、シャトローＳＮ9,026
位、シャトローＳＮ9,026 羽中総合 73 位、スワソン 224 羽中優勝、488
羽中優勝、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(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
以上は４週連続優勝)、同 941 羽中優勝、シャトローＰ1,039
シャトローＰ1,039
羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、同Ｎ11,001 羽中総合 49 位、シャ
トロー823
トロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、同Ｎ16,479 羽中総合 75 位、シャトローＩＰ8,854
位、シャトローＩＰ8,854 羽中総合 87 位、ペリナ アルジ
ャントン 172 羽中優勝、同Ｎ20,844
同Ｎ20,844 羽中総合 11 位、ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108
モミニー108 羽中優勝、
アルジャントン 142 羽中優勝、同Ｎ6,177
羽中優勝、同Ｎ6,177 羽中総合 14 位、ブールジュＮ13,354
位、ブールジュＮ13,354 羽中総合 101 位、モンリ
ュソン 5,052 羽中総合 9 位、同ＳＮ8,619
ペトロヴァ モミニー125
同ＳＮ8,619 羽中総合 13 位他
モミニー125 羽中優勝、シャ
トロー550
トロー550 羽中 2 位、同ＩＰ7,871
位、同ＩＰ7,871 羽中総合 72 位、アルジャントン 1,171 羽中 11 位、ル・マン 1,312 羽
中 12 位、ラ・スーテレーヌＮ21,258
スーテレーヌＮ21,258 羽中総合 578 位 パオリーニ 22 回入賞内アルジャントンＩＰ5,871
回入賞内アルジャントンＩＰ5,871
羽中総合 15 位 ヴァレンチノ×ポーライン
母)ロセーラ Ｂ13-2110076 Ａ．デルヴァ作 Ｂ11-2090012 超近親種鳩×ロゼ

【114】Ｂ16-2060663 B ♂ アルベルト・デルヴァ作 同腹／46)参照
父)プリモ Ｂ09-2027029 Ａ．デルヴァ作翔 09 年 10 回入賞、10 年 11 回入賞内アルジャントン
アルジャントン 348 羽中優
勝、同Ｎ19,816
羽中祖総合 229 位、シャトロー2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、シャトロ
勝、
ーＳＮ9,026 羽中総合 73 位 ヴィエルゾンＩＰ3826 羽中総合 42 位、11 年 13 回入賞内スワソン
スワソン 224 羽中
優勝、488 羽中優勝、ナントィル 471 羽中優勝、ピティヴィエ 149 羽中優勝(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
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、シャトローＰ1,039 羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、
Ｎ11,001 羽中総合 49 位、12 年 9 回入賞内シャトロー
シャトロー823
羽中総合 75 位、シャト
シャトロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、
ローＩＰ8,854 羽中総合87 位 兄弟／ペリナ アルジャントン 172 羽中優勝、
同Ｎ20,844
同Ｎ20,844 羽中総合 11 位、
ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108
羽中総合
羽中優勝、モミニー108 羽中優勝、アルジャントン 142 羽中優勝、同Ｎ6,177
羽中優勝、
14 位、ブールジュＮ13,354 羽中総合 101 位、モンリュソン 5,052 羽中総合 9 位、同ＳＮ8,619 羽中総合
13 位他 ド・ゾーン 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 ペトロヴ
ァ モミニー125 羽中優勝、シャトロー550 羽中 2 位、同ＩＰ7,871 羽中総合 72 位、アルジャントン 1,171
羽中 11 位、同Ｎ21,092 羽中総合 508 位、同Ｎ10,549 羽中総合 174 位、ル・マン 1,312 羽中 12 位、ラ・
スーテレーヌＮ21,258 羽中総合 578 位 パオリーニ 22 回入賞内アルジャントンＩＰ5,871 羽中総合 15
位、アルジャントンＩＰ5,883 羽中総合 61 位 ヴァレンチノ×ポーライン
母)ＧＢ13Ｐ04522 プレミア・スタッド作 Ｂ11-2055835 兄弟／プリモ×Ｂ12-2080144 兄弟／ヴァレリ

【115】Ｂ16-2060149

Ｂ ♀

アルベルト・デルヴァ作 同腹／47)参照
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父)インヴィクトゥス Ｂ13-2110100 Ａ.デルヴァ作翔 イソウドゥンＮ16,587 羽中総合優勝、ナントイル1,535
羽中 4 位他上位入賞多数 パブロ×Ｂ12-2080086
母)Ｂ12-2080098 Ａ.デルヴァ作 プリモ×Ｂ11-3070106 純ガビー・ファンデンアベール

【116】Ｂ16-2060156 ♀ アルベルト・デルヴァ作
父)Ｂ11-2090197 Ａ.デルヴァ作
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
羽中優勝、シャトロー2,043 羽中 7
位、同ＳＮ4,056
位、同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、シャトローＳＮ9,026
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(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
以上は４週連続優勝)、同 941
羽中優勝、シャトローＰ1,039
シャトローＰ1,039 羽中優勝、同ＳＮ6,281
同ＳＮ6,281 羽中総合 3 位、アルジャントン 231 羽中優勝、
同Ｎ11,001
シャトロー823
同Ｎ16,479
シャトローＩＰ8,854
同Ｎ11,001 羽中総合49
羽中総合 49 位、
シャトロー823 羽中優勝、
同Ｎ16,479 羽中総合75
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)ミス・ベルジウム Ｂ10-2007035 Ａ.デルヴァ作翔 両親Ｐ.ヒュルズ作 ブロア 2,413 羽中総合優
勝、ラ・スーテレーヌＮ17,017
勝、ラ・スーテレーヌＮ17,017 羽中総合 10 位 欧州杯ベルギーＮエース鳩第 1 位
母)ソン・ハリー Ｂ13-2110029 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Ｎ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シャ
トローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽中総
トローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
合 3 位、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
位、モルリンコートＰ
位、シャトロー
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、
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 Ｂ Ａ.デルヴァ作翔 シャトローＳＮ8,218
グレＢＵ
シャトローＳＮ8,218 羽中総合優勝、
グレＢＵ1,298
ＢＵ1,298
羽中優勝、シャトローＩＰ3,969
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 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Ｎ5,927
羽中総合 15 位、ブロアＰ2,836 羽中総合 11 位他、ポーレット モンリュソンＳＮ8,619
モンリュソンＳＮ8,619 羽中総合優勝、
羽中総合優勝
ナントイル優勝、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 位他 ポーラインの父
×ヴァレスカ

【117】ＮＬ16-1072756 Ｂ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
異母兄弟／マルティン
異母兄弟／マルティン センス 6,386 羽中総合 2 位、ポメロイル 7,848 羽中総合 3 位、ラーヴェンシュタイ
ン 5,247 羽中総合 6 位他 ミス・ジェンジラの母ニドラ
父)フリドゥス ＮＬ10-1109626 Ｂ ベルギーのノルベール・デシュライヴァーとの共作
祖父)ビヤルネ Ｂ02-4247563 Ｂ 両親共ドラウ＝サブロン作 ドローマー直仔
祖母)モニーク Ｂ06-4368520 Ｂ 両親共Ｍ．アエルブレヒト作 直仔／リモージュＮ14,211
直仔／リモージュＮ14,211 羽中総合 36
位、チュールＮ8,322 羽中総合 207 位 ド・ペルピニャンの娘
母)ラジンダ ＮＬ08-2049135 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／センス NPO6,386 羽中総合 2 位、ブロイル
NPO4,564 羽中総合 6 位、NPO 当日長距離エース鳩第 2 位
祖父)ジェイソン ＮＬ01-1135413 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／ヴァレラ 当日長距離エース鳩第
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1 位 ミスター・アレンニッヒ オンズ・ルィーズ×オランダの女王
祖母)ジーナ ＮＬ06-1597157 Ｂ 07 年当日長距離Ｎエース鳩第2
年当日長距離Ｎエース鳩第2 位 シャンティー13,008
シャンティー13,008羽中総合
13,008 羽中総合2
羽中総合2 位、
オルレアン NPO9,670 羽中総合 2 位他上位多数 デン・リンズ・ファヴォリー×超銘鳩アンネリーズ

【118】ＮＬ16-1072744 Ｓ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
父)レッド・ブレンス ＮＬ07-3704851 ＲＣ Ｊ.ブレンス作翔 08 年ボルドーNPO5,038
年ボルドーNPO5,038 羽中総合 2 位、10
位、10
年ベルジェラック
、
年ベルジェラック NPO4,651 羽中総合 2 位、11
位、 年同 4,288 羽中総合優勝、
祖父)ブロア・975 ＮＬ01-4137964 Ｊ.ブレンス作 兄弟 975 の直仔／ローイエ・デューク
の直仔／ローイエ・デューク ハム・バレ
ルス ドルトムント・オリンピアード超長距離第 2 位 フェルハーゲン×ヘルマンス＝フクストラ
祖母)ＮＬ06-0763750 ファン・ハム＝バルテルス作 オーイエ・デューク×超長距離 14 回入賞
母)ペイレン・671 Ｂ10-3172671 ＲＣ ノエル・ペイレン作
祖父)クランパー Ｂ06-3183315 両親共ノエル・ペイレン作 アーティースト・821×アポロの娘
祖母)ニカ Ｂ05-3219211 Ｎ.ペイレン作翔 スストーンＩＮ10,947 羽中総合優勝 両親ペイレン作

【119】ＮＬ16-1072706 ＢＣ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作
父)ダンディー ＮＬ12-1076961 ＢＣ コープマン父子作 異母兄弟／デイ
デイ・ドリーム アブリス NPO582
Ｋ8,519 羽中総合優勝他 異父兄弟／エステファン
エステファン ポメロイル NPO7,345 羽中総合優勝
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)ザーラ ＮＬ10-1109753 ＢＣ コープマン父子作
祖父)エルマーフェーンズ・ホープ ＮＬ00-4728193 Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 当日長距離Ｎエースピ鳩
第２位、
オリンピアード代表 オルレアンＮ9,181
アブリス NPO13,020
オルレアンＮ9,181 羽中総合優勝、
NPO13,020 羽中総合２位、
ボクステル 2,397 羽中優勝、ハヌー4,393
羽中優勝、ハヌー4,393 羽中総合２位
祖母)ヤング・ドリームＮＬ00-5063909 超銘鳩クライネ・ディルクの娘にして
・ディルクの娘にしてアダーラ(
アダーラ(ヴァイチェン
12,046 羽中総合優勝他)
羽中総合優勝他)の母

【120】ＮＬ16-1072701 ＢＣ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
同腹／44)参照
父)ニルソン ＮＬ11-1186012 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ゴールデン・ディルク×ニュー・ホープ
母)ブライト・ブルー ＮＬ10-5011836 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 キェブラン 6,223 羽中総合 10 位、ブレ
トィル 9,786 羽中総合 11 位、同 10,037 羽中総合 49 位、ドゥイヴェン 9,053 羽中総合 17 位他でフォンド・
位他で
シュピーゲル紙当日長距離Ｎエース鳩第 3 位 ダヴィッズ・サン×カントリー・ガール

【121】Ｂ16-6032566 ＤＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作 同腹／38)参照
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 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
トリスト×レトラ
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母)ヴィタラ Ｂ10-6052150 シャトロー526Ｋ641 羽中優勝、
同Ｎ25,263 羽中総合 38 位、
ブールジュ 479Ｋ538
羽中 2 位、同Ｎ20,589 羽中総合 57 位、ヴィエルゾンＳＮ6,257 羽中総合 8 位、アルジャントン 1,495
羽中 3 位 Ｐエース鳩第１位 マンボ×ヴィオラ

【122】Ｂ16-6032490 ＢＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作 同腹／39)参照
父)ゾロ Ｂ15-6026003 メルン 310Ｋ
310Ｋ1,288 羽中 4 位、同 1,464 羽中 9 位、スープ 357Ｋ
357Ｋ1,351 羽中 2 位、
同 1,595 羽中 10 位の 4 成績で、15
成績で、 年 KBDB 中距離Ｎエース鳩第 3 位 リトル・パンター×コニー
母)ジーナ Ｂ10-6346673 ＢＣ ホック・ジョス・フェルカメン作 直仔／ジョーカー ブールジュＮ479
ブールジュＮ479
Ｋ8,005 羽中総合 5 位、
イソウドゥンＮ504
アルジャントン 555Ｋ優勝、
同Ｎ3,671
イソウドゥンＮ504Ｋ
504Ｋ5,670 羽中総合 7 位、
555Ｋ優勝、
同Ｎ3,671
羽中総合 32 位他 1212-032 メルン 429 羽中 2 位 パウロ×パンター・レディ

【123】
“ブロア・プラダ”B16-6032398 ＢＷ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作
父)リッキー Ｂ12-6196217 グレＮ590
グレＮ590Ｋ
590Ｋ16,988 羽中総合 49 位、ブロアＳＮ462
位、ブロアＳＮ462Ｋ
462Ｋ3,282 羽中総合 13 位、同
ＳＮ3,426
ＳＮ3,426 羽中総合 68 位 直仔／プラダ シャトロー526
シャトロー526Ｋ
526Ｋ581 羽中優勝、同Ｎ25,710
羽中優勝、同Ｎ25,710 羽中総合 5 位、
13他
13-256 上位多数 トータル ベルジアン・マスター エース鳩第 4 位他
祖父)ブロークン・パンター Ｂ06-6173123 直仔／リアナ ピティヴィエ 360Ｋ
360Ｋ1,728 羽中優勝、アルジ
ャントンＮ25,583
ャントンＮ25,583 羽中総合 58 位 ミッシェル ヴィエルゾンＳＮ3,585
ヴィエルゾンＳＮ3,585 羽中総合 9 位、ブロアＳＮ
約 5,000 羽中総合 11 位 ダーク・フェルカメン×ラブリー・ガール
祖母)マガリ Ｂ11-6238561 ドンケレ・ゾーン・カノン×リンブール・ドィビン
母)シバ Ｂ12-6196425 ＢＷ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 シャトローＮ526
シャトローＮ526Ｋ
526Ｋ25,710 羽中総合5
羽中総合 5 位、同Ｎ 1,987
羽中 19 位、ブールジュＮ479
位、ブールジュＮ479Ｋゾーン
479Ｋゾーン 6,802 羽中 86 位 直仔／セプテンバー グレＮ11,894
グレＮ11,894 羽中総合
36 位、ベルジアン・マスター
エース鳩第 4 位 甥／シャトローＮ33,018 羽中最高分速総合優勝
位、
祖父)エレクトロ Ｂ08-6174630 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 孫／17
孫／17 年ブリュッセル・オリンピアー
ド長距離代表候
ド長距離代表候補 直仔／ブロア 462ＫＩＰ
462ＫＩＰ1,519
ＫＩＰ1,519 羽中優勝、モンリュソンＮ17,865
羽中優勝、モンリュソンＮ17,865 羽中総合 9 位、
エクストリーム×Ｂ05-6116293
祖母)グロリア Ｂ06-5270117 Ｂ 孫／パウロ ブロア 1,519 羽中優勝 ポルト×ビューティ

【124】Ｂ16-6032469 ＢＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作
父)ロータス Ｂ12-6196084 チュール 657ＫＮ
657ＫＮ6,972
ＫＮ6,972 羽中総合 6 位、リモージュＮゾーン 2,174 羽中 2 位、
イソードゥンＮ5,670
イソードゥンＮ5,670 羽中総合 38 位、ブリーブ 108 羽中 2 位、ヴィエルゾン 476Ｋ
476Ｋ627 羽中 5 位
祖父)ジャグア Ｂ10-6346648 ベッカム×メロディー
祖母)ホワイト・スピリット Ｂ08-6174629 直仔／10-114 ノワイヨン208Ｋ771 羽中2 位 同腹／エレクトロ
エクストリーム×293 Ｂ05-6116293
母)キャシー Ｂ10-6346674 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 直仔／アルジャントンＰ555Ｋ3,264 羽中総合
優勝、ノワイヨン
ワイヨン 667 羽中優勝 イソウドゥンＮ5,670
イソウドゥンＮ5,670 羽中総合 39 位、ドールダン 1,927 羽中 9 位、同
2,489 羽中 10 位、アルジャントンＮ3,110
位、アルジャントンＮ3,110 羽中 19 位、ブールジュゾーンＮ7,739
位、ブールジュゾーンＮ7,739 羽中 27 位、シャトロ
ーＮゾーン 7,877 羽中 45 位
祖父)パウロ Ｂ09-6248171 Ｂ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 ブロアＩＰ1,519 羽中総合優勝、ドールダン
1,747 羽中 2 位、アルジャントンＮゾーン 7,132 羽中 44 位他 エレクトロ×グロリア
祖母)パンター・レディ Ｂ09-6248530 孫／ジョーカー ブールジュ 1,649 羽中優勝 イソードゥンＮ
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5,670 羽中総合 7 位 孫／プリムス アルジャントンＰ3,264 羽中総合優勝 タイ委託レース優勝
ニュー・パンター×ラート・パンターチェ

【125】
“ブロア・キキ”NL16-1526368 Ｂ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
全姉／キキ＝
姉／キキ＝ケイト シャトローＮ総合 4 位他で PIPA 中長距離Ｎエース鳩第 1 位 ローラ＝
ローラ＝リリー ブー
ルジュ 9,742 羽中総合優勝、モー
モー17,204
モー17,204 羽中総合 28 位 アルジャントン 6,926 羽中総合 12 位他
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
祖父)フリントストーン ＮＬ09-1186313 Ｂ クライル1,186羽中優勝、
アブリス6,180羽中総合57位 Ｇ
ＰＳ×シーカ
祖母)ボンド・ガール ＮＬ07-1818007 Ｂ 直仔／ヘル・ベリー 優勝 2 回 オリンピック・スポンジ・
ボブ×シンデレラ
母)フェリン ＮＬ10-1682306 Ｂ 13 年オリンピアード補欠第 1 位 マンテス・ラ・ヴァレー10,446
羽中
マンテス・ラ・ヴァレー
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
祖父)プリンス ＮＬ08-1583474 ＬＢＣ リーダイク＝ヨンゲクレイグ作 スピード・ファイター×アキラ
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

【126】ＮＬ16-1526373 ＢＣ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
父)ジェームス ＮＬ10-1682168 フェルケルク父子作翔 ストロームベーク 4,854 羽中 2 位、ヴィエルゾン
10,571 羽中総合 26 位、ブールジュ 13,592 羽中総合 53 位、ペロンヌ
位、ペロンヌ 5,481 羽中 24 位、マンテス・ラ・
ジョリー5,222
羽中 34 位他
ジョリー
祖父)リトル・タイガー ＮＬ03-1142075 ＢＣＷ ヴィレム・ドブルイン作 直仔／オリンピック・スポン
ジ・ボブ ギルバート×ヘラ
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・ソランジュ
母)オリンピック・ビビ ＮＬ12-1618921 ＬＢＣＷ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 アルジャントン 6,926 羽中
総合 19 位、ヴィエルゾン 6,146 羽中総合 55 位他 オリンピアード 300～750Ｋ代表
祖父)コクーン ＮＬ02-1635193 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 シャトロー6,664 羽中総合 6 位他
Ｎエース鳩 1 才鳩第 6 位 ジャックポット×クインティ
祖母)ビューティ ＮＬ10-1682102 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 ミラクル×オプラー

【127】ＮＬ16-1526376 Ｂ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
全兄弟／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
全兄弟／
速総合優勝
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
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
羽中総合優勝、 NPO3,839 羽中総合 20 位、ヴィエルゾン
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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
祖父)ブルー・チャンプ ＮＬ07-1786839 ＢＷ Ｃ.コリング作翔 09 年Ｎエース鳩第１位、同年最優秀
同年最優秀
雄鳩第１位 ワンダー・ペア直仔 ソン・ナターシャ×シャトロー・ダィフイェ孫
祖母)オプラー ＮＬ04-2050252 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ハルキーズ 5,948 羽中総合優勝、ペロン
ヌ 2,127 羽中優勝、同 1,811 羽中 4 位、ル・マン 7,464 羽中総合 4 位、シャンティー3,794
シャンティー3,794 羽中 3 位 マ
グナム×アモリーナ
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・ソランジュ 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
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・アモーレ ＮＬ06-4720774 ＬＢＣ コープマン父子作 マジック・マン×アモーレ

【128】ＮＬ16-1881706 Ｂ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
異父兄弟／
16 年フォンドシュピーゲル紙長距離Ｎエース鳩第 1 位
異父兄弟／プリンセス
兄弟／
父)イカルス ＮＬ07-1817891 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 アルジャントン 6,595 羽中総合 3 位、ブロ
ア 434,064 羽中総合 37 位、モースクロン 4,132 羽中 4 位、同 3,337 羽中 7 位、ブールジュ 8,548 羽中総
合 19 位
祖父)ブルドーザー ＮＬ03-1135475 Ｂ 04 年 WHZB 最優秀雄鳩第6
最優秀雄鳩第 位 05 年長距離Ｎエース鳩第4
年長距離Ｎエース鳩第 位
ヴィエルゾン21,984
羽中総合7
同5,615
羽中総合3
ツール4,420
羽中総合2
ペロンヌ18,869
ヴィエルゾン
羽中総合 位、
同
羽中総合 位、
ツール
羽中総合 位、
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・アンビリーバブル ＮＬ03-1135462 ＬＢＣ NPO 長距離Ｎエース鳩第 1 位 １才鳩オ
ールラウンドＮエース鳩第1
羽中総合優勝、
ブールジュ5,804
羽中総合優勝、
ールラウンドＮエース鳩第 位 ヴィエルゾン10,726
ヴィエルゾン
ブールジュ
シャンティー7,263
羽中総合 2 位、ツール 5,662 羽中総合 2 位、ドールニク 5,447 羽中総合 7 位 04
シャンティー
年は参加全レース入賞
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
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
ブールジュ 8,548 羽中総合優勝、
位、シャトロー
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

【129】
“ブロア・ニケ” Ｂ16-6128574 Ｂ ♂ リック・ヘルマンス作翔
ポン・サン・マクサンス 2,618 羽中総合 19 位 全兄弟／ニケ
16 年ブールジュ若鳩Ｎ28,078 羽中総合優勝、
、
全兄弟／
1616-507 同Ｎ総合 66 位、アルジャントンＮ19,592
位、アルジャントンＮ19,592 羽中総合 183 位
父)ＮＬ14-1462354 Ｇ.コープマン作 異父兄弟／センス
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
位他で、NPO 当日長距離エース鳩第 15 位、15
位、15 年ブダペスト・
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オリンピアード中距離第 2 位
祖父)ヤルデル ＮＬ12-1076753 マイティーマン×マジック・ヴィクトリー
祖母)ラジンダ ＮＬ08-2049135 Ｂ ジェイソン×ジーナ（アンネリーズの直仔）
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 601Ｋ
Ｋ681 羽中優勝、
同Ｎ17,017
羽中総合 12 位、グレＮ596Ｋ
同Ｎ
位、グレＮ Ｋ13,885 羽中総合 12 位、11 年ドールダン 376Ｋ2,974 羽中優
勝、同 5,205 羽中最高分速 アルジャントン 564Ｋ400 羽中優勝、同Ｎ19,782 羽中総合 18 位 ラ・シ
ャルテ 552Ｋ479 羽中優勝、同Ｎ21,189 羽中総合 33 位
祖父)基礎鳩ヤールリング・ドンダースティーン Ｂ98-6522539 Ｄ.＆Ｌ.ファンダィク作 ドンダーステ
ィーン×ドールダンケ
祖母)バブルスの娘 ＮＬ08-1537990 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク父子作

【130】 “ザス・フレンドシップ” B16-6128778 Ｂ ♀ リック・ヘルマンス作
全姉／フレンドシップ
全姉／フレンドシップ 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 羽中最高分速他多数上位入賞
多数上位入賞
羽中優勝、
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
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位他 別記参照
祖母)ラスト・ワン ＮＬ07-2062828 Ｂ リック・ヘルマンス作 基礎鳩ヤールリング・ドンダースティ
ーン×ヤンセン・ドィビン
母)Ｂ12-6327841 ディルク・ファンダィク作
祖父)オリンピック・ニールス Ｂ08-6338005 オリンピアード代表第 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
祖母)インテールト・ランボー Ｂ09-6040169 ランボーとカンニバールの近親

【131】Ｂ15-6202866 ＢＣ ♀ リック・ヘルマンス作
父)クライネ・プロパー Ｂ12-6184060 グレ優勝、同Ｎ16,988
グレ優勝、同Ｎ16,988 羽中総合 14 位、オルレアンＰ10,163
位、オルレアンＰ10,163 羽中総合
13 位他 9 回参加中 8 回上位入賞で、ＫＦＣ若鳩エース鳩第 1 位
祖父)プロパー・ブラウエ Ｂ10-6298442 兄弟／スターリー
祖母)ラートゥステ・アィト・コッペル ＮＬ03-1417713 直仔／06-418 ブールジュＮ11,756 羽中総合 2 位、同
Ｎ11,875 羽中総合 45 位他 03・クラーセン×ラート・フェノメーンチェ最後の娘
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
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22 位、ブー
ルジュＮ22,476
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Ｎ17,109 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
祖父)サイコ Ｂ01-0189340 Ｍ．ファンデンブランデン＝ヘルマンス作 ホスペル＝エルファー使翔
ホウデン 743 羽中優勝、同 1,548 羽中 2 位、ヴェルヴィン 1,043 羽中 4 位、トロイ 587 羽中 7 位 直
仔／02-210 若鳩Ｐエース鳩１位、06-707 若鳩長距離エース鳩 1 位、06-681 オルレアン NPO8,611
羽中総合 13 位 ヴィットノィス×フィーン・200
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祖母)ゴールド・ピース ＮＬ06-1321965 直仔／11-403 ピティヴィエ 162 羽中優勝 ヤールリング・ド
ンダースティーン×ヤンセン・ドィビン

【132】
“ドーター・ゴディバ”B16-6128918 BC ♀ リック・ヘルマンス作 ※初登場 ゴディバの直仔
父)ブロア・シャルレーヌ Ｂ15-6063312 Ｒ.ヘルマンス作翔 アルジャントンＮ
アルジャントンＮ11,223
ントンＮ11,223 羽中総合 28 位、
ブールジュＮ19,889
ブールジュＮ19,889 羽中総合 56 位他上位多数入賞 姉／シャルレーヌ アルジャントン 236 羽中優勝、
同Ｎ11,001
同Ｎ11,001 羽中総合 5 位、同 125 羽中優勝、同Ｎ4,782
羽中優勝、同Ｎ4,782 羽中総合 27 位、シャトロー512
位、シャトロー512 羽中優勝、同
22,718 羽中総合 6 位、ラ・シャルテＮ15,780 羽中総合 154 位、シャトローＮ20,517 羽中総合 259 位、
ブールジュＮ24,676 羽中総合 611 位、アルジャントンＮ23,921 羽中総合 802 位、グレＮ14,245 羽中総
合 867 位他で 11 年欧州杯長距離エース鳩第 3 位
祖父)デン・チット Ｂ07-6399108 ルディ・ディールス作 兄弟／ゴウド・ハーンチェ
祖母)ゾルゲンキント Ｂ07-6364195 Ｅ．ヤンセン作 基礎鳩アンナ(ファンダィクのカンニバールの娘)の娘
母)ゴディバ Ｂ13-6215886 Ｒ.ヘルマンス作翔 アルジャントンＮ13,629
同Ｎ9,228
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
ブールジュＮ7,479 羽中総合 28 位、同Ｎ9,256
同Ｎ9,256 羽中総合 59 位、モンリュソンＮ19,298
モンリュソンＮ19,298 羽中
総合 31 位、同Ｎ9,462
位、同Ｎ9,462 羽中総合 63 位、ラ・スーテレーヌＮ
位、ラ・スーテレーヌＮ9,136
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
直仔／ブールジュＮ
中総合 6 位グレＮ16,988
羽中総合 31 位 フロール・600×ラーチェ
位グレＮ
フロール・ ×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

【133】
“スペシャル・ツー” ＮＬ16-1243435 Ｂ ♀ フェルブリー共同鳩舎作 同腹／26)参照
父)リモ ＮＬ03-1287765 Ｂ Ａ.スカーラーケンス作 スーパー種鳩 直仔／マルチノ、アニータ Ｎ最優秀雌鳩
両親共Ａ．スカーラーケンス作 ＮＬ95-2067230×ＮＬ01-2055992
母)サマンタ ＮＬ14-1651260 Ｂ フェルブリー共同鳩舎作翔 ポン・サン・マクサンス NPO15,083 羽中総
合 8 位、
同 NPO9,427 羽中総合 7 位、
同 4,331 羽中総合優勝、
サンカンタン 8,335 羽中総合 13 位、
同 2,641
羽中 12 位、同 9,325 羽中総合 61 位、同 2,379 羽中 11 位、デュッフェル 6,170 羽中総合 13 位、同 1,367
羽中 7 位、フューリー1,279
位、フューリー1,279 羽中優勝 コント×カプリナ

【134】
“スペシャル・ファイブ” ＮＬ16-1243300 ＢＣ ♂ フェルブリー共同鳩舎作 兄弟／27)参照
父)セルジオ ＮＬ05-2159337 ＢＣ Ｅ．ホーホランド作 兄弟／ゴールデン・クラウン(14,382
羽中総合
クラウン
優勝、14,300
羽中総合優勝他で、Ｎ最優秀若鳩第 1 位) 直仔／ナキタ 優勝 3 回 ヴィオラ NPO ブ
優勝、
ロア 25,597 羽中総合 10 位他 ＮＬ02-2211286 ファンルーン×センナ
母)カプリナ Ｂ10-6297675 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 直仔／グラシア モルリンコート 3,182 羽
中優勝、ポン・サン・マクサンス 130 羽中優勝(
羽中優勝(1,127 羽中 2 位)、フューリー2,598 羽中 3 位、ファナ
タキェブラン 7,004 羽中 12 位、ニールグニース 233 羽中優勝(同 3,825 羽中 9 位)、フューリー2,978 羽
中 4 位、サマンタ ポン・サン・マクサンス NPO15,083 羽中総合 8 位、同 9,427 羽中 7 位、同 4,331 羽
中優勝、フューリー1,279 羽中優勝他 ディ・カプリオ×カンニバールの娘
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【135】
“スペシャル・セブン”
”ＮＬ16-1243496 ＢＷ ♀ フェルブリー共同鳩舎作
父)ヴィンセント ＮＬ11-1742716 Ｂ ヴィレム・ドブルイン作 半兄弟／オリンピック・ハリケーン 直仔
／ナティラ サン・カトリーヌ・ワーヴァー6,678 羽中総合優勝他
祖父)タイタン ＮＬ07-1822466 Ｗ．ドブルイン作 アポロ×レア
祖母)フェアリー・テール ＮＬ06-1071928 Ｗ.ドブルイン作翔 アブリスＰ2,764 羽中総合優勝 直仔／オ
リンピック・ハリケーン 孫／オリンピック・フローム ファンタスト×フィーナ
母)インテラ ＮＬ13-1852893 Ｂ フェルブリー共同鳩舎作 直仔／イスコ イソウドゥン4,492 羽中総合4 位他
祖父)マルチノ ＮＬ08-1158499 Ｂ モルリンコート 2,339 羽中 10 位、ナントィル 2,819 羽中 2 位、エ
ピー4,057 羽中 25 位、同 3,365 羽中 13 位、サルブリ 1,537 羽中 15 位、同 8,899 羽中総合 27 位、ナ
イフェル 3,278 羽中 8 位、Ｎ最優秀雄鳩第
Ｎ最優秀雄鳩第 1 位 リモ×コルネラ(コープマン)
祖母)アニータ ＮＬ10-1326498 Ｂ ナントィル 18,340 羽中総合 75 位、ブロア NPO25,597 羽中総合 20
位他上位 1％内入賞多数 WHZB 最優秀雌鳩Ｎ第 1 位(18 レース)

【136】
“スペシャル・スリー” ＮＬ16-1243484 Ｂ ♂ フェルブリー共同鳩舎作 同腹／28)参照
父)リコ Ｂ10-6357212 ＢＷ ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 全兄弟／ビューティーフライ アルジャン
トン 426 羽中優勝 同Ｎ25,583
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22 位、ブールジュＮ22
位、ブールジュＮ22,476
22,476
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Ｎ17,109 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
母)アニータ ＮＬ10-1326498 Ｂ ナントィル 18,340 羽中総合 75 位、ブロア NPO25,597 羽中総合 20 位
他上位 1％内入賞多数 WHZB 最優秀雌鳩Ｎ第 1 位(18 レース) リモ×コーラ

【137】Ｂ16-3103708 ＢＣ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作 同腹／22)参照
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、直仔／ブリオンヌＰ
、直仔／ブリオンヌＰ6,428
、直仔／ブリオンヌＰ6,428 羽中総合 5 位他 リゴベルト×エミリア
母)ウィレミナ Ｂ13-3138072 ルク＆ヒルデ・シウン作翔 14 年ポアチエＮ14,109 羽中総合優勝、同 26,486
羽中最高分速 全姉妹／15
全姉妹／1515-219 ラ・スーテレーヌＮ9,760
ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 6 位 スピデイ×マリー・アン

【138】
“ザスター・アヌーク”B15-3058439 Ｂ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作
兄弟／アヌーク(
(12兄弟／
12-054 自身ツール 418 羽中優勝、ポアチエＮ
羽中優勝、ポアチエＮ13,135
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
ラ・スーテレーヌＮ11,236
ツールＰ6,400 羽中総合 7 位、
スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 69 位他 ティナ 1212-137
ラ・スーテレーヌＮ11,236
ラ・スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 23 位、ポアチエＮ12,379
ポアチエＮ12,379 羽中総合
羽中総合 29 位、フォンテネイＰ7,568
フォンテネイＰ7,568 羽中
総合 10 位他で、直仔アリン
15位他で、直仔
15-350 はフォンテネイＰ6,323
フォンテネイＰ6,323 羽中総合 2 位、同Ｐ5,409
位、同Ｐ5,409 羽中総合 3 位、同Ｐ
5,545 羽中総合 13 位、同Ｐ8,194
位、同Ｐ8,194 羽中総合 20 位、ツールＰ2,770
位、ツールＰ2,770 羽中総合 10 位、同Ｐ4,113
位、同Ｐ4,113 羽中総合 15
位、
ポントワーズＰ8,904
フラッケ(
同Ｎ13,493
ポントワーズＰ8,904 羽中総合30
羽中総合 30 位)、
フラッケ(リモージュ523
リモージュ 523 羽中優勝、
同Ｎ13,493 羽中総合49
羽中総合 49 位)、
1313-280(Ｒ
280(Ｒ.クールスのベルジアン・マスター2
マスター2 位鳩の母)
位鳩の母)、ティナ 異父姉妹／レオーネ 15-435 シャトロー
Ｎ29,591 羽中総合 24 位、アルジャントンＮ12,449 羽中総合 93 位
父)ビッグ・タイム Ｂ11-6244606 リック・ヘルマンス作
祖父)ＮＬ09-1425512 兄弟／アテナ ラ・スーテレーヌＮ17,017
羽中総合 12 位、グレＮ13,885
羽中総合
ラ・スーテレーヌＮ
位、グレＮ
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12 位で、2Ｎレース最優秀若鳩第2 位 ヤールリング・ドンダースティーン×バブルズの娘(フェルケルク)
祖母)ティンカーベルＢ08-6297304 ブールジュ 831 羽中優勝、同Ｎ22,499
羽中総合 288 位、ラ・スーテ
羽中優勝
レーヌＮ22,476 羽中総合 126 位他 同腹 305／ブールジュ 931 羽中 2 位、同Ｎ41,783 羽中総合 535 位
他 ウィットペン・ドンダースティーン×ＮＬ04-0461454(ヤールリング・ドンダースティーン×ヤン
セン・ドィビン)
母)ビッグ・バブルズ ＮＬ11-1742824 ヴィレム・ドブルイン作
祖父)セルジオ ＮＬ06-1071841 直仔／ペロンヌ43,623
羽中総合2
ストロームベーク822
羽中優勝、
直仔／ペロンヌ
羽中総合 位、
ストロームベーク
羽中優勝
ポメロイル 6,253 羽中 16 位 ナウエラーツ×レア
祖母)ミネルヴァ ＮＬ04-2055295 8,088 羽中 4 位、22,638
羽中総合 38 位、4,072
羽中 6 位他でＮエー
位、
位、
ス鳩第 4 位 直仔／ストロームベーク 22,231 羽中最高分速総合優勝 イソウドゥンＰ2,891 羽中総合
優勝、トゥーリー1,320 羽中優勝他優勝 2 羽 ＮＬ02-1641208 純エンゲルス×ＮＬ01-1892446

【139】Ｂ15-3149272 Ｂ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作
父)トップ・ブリーダー Ｂ06-3113193 Ｌ.＆Ｈ.シウン作 ジョン・ブルネール鳩舎種鳩 直仔／スーパー・
ジョン リブルヌＮ4,589 羽中総合優勝、
、アジャンＮ5,507 羽中総合 2 位、ウィットコップ・ポー ポーＮ総合 6、
11、183 位の成績で、2 年以上、3 年以上各エース鳩第 1 位 ペルピニャン ペルピニャンＮ5,254 羽中総合 6
位 以上直仔３羽は、全て
以上直仔３羽は、全て異なる雌
なる雌との交配結果
祖父)ヴィットシュタールト・ベハーゲル Ｂ04-3212165 ポーＮ総合 32 位 兄弟／ブリーブＮ16,007 羽中
総合 22 位、タルベＩＮ12,537 羽中総合 58 位 ベハーゲル・カルトィス×ルク・シウン
祖母)Ｂ05-3100142 全姉妹／イル・グリオ、ファビオ サンバンサンＩＮ総合優勝、3 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
ラ・スーテレーヌＮ
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
ポアチエＮ
中総合 66 位、ツールＰ2,297 羽中 11 位、フォンテナイ 4,802 羽中 12 位、同 5,264 羽中 18 位、ブロア
Ｐ5,645 羽中総合 41 位他
祖父)ビッグ・タイム Ｂ11-6244606 リック・ヘルマンス作 ＮＬ09-142551(アテナの弟)×ティンカーベル
祖母)ビッグ・バブルズ ＮＬ11-1742824 ヴィレム・ドブルイン作 セルジオ×ミネルヴァ

【140】Ｂ16-3141355 ＢＣ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作 同腹／24)参照
父)ブラム Ｂ14-3034054 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 ブリオンヌ 211 羽中優勝、同Ｐ4,289
羽中優勝、同Ｐ4,289 羽中総合 4 位、ポン
トワーズＰ20,341
トワーズＰ20,341 羽中総合 94 位他 兄弟／シャオ・リ ラ・スーテレーヌＮ6,203
ラ・スーテレーヌＮ6,203 羽中総合 4 位他 異母
兄弟／アレクシア
兄弟／アレクシア 14 年ポアチエＮ14,094
年ポアチエＮ14,094 羽中総合 9 位、15
位、15 年ラ・スーテレーヌＰ930
年ラ・スーテレーヌＰ930 羽中優勝、同
Ｎ4,161 羽中総合
羽中総合 2 位
アポロ・ジュニア×ナタリア
母)マルゴー Ｂ12-31420522 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 12 年アルジャントンＮ25,949
年アルジャントンＮ25,949 羽中総合 44 位、13 年ラ・
スーテレーヌＮ11,236
スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 97 位、14
位、14 年モンリュソン 291 羽中優勝、同Ｎ14,230
羽中優勝、同Ｎ14,230 羽中総合 43 位、フ
ォンテネイ 182 羽中優勝、15
羽中優勝、15 年ラ・スーテレーヌＮ4,161
年ラ・スーテレーヌＮ4,161 羽中総合 7 位、16
位、16 年クレルモン 9,439 羽中総
合 3 位、アルジャントンＮⅡ9,228
位、アルジャントンＮⅡ9,228 羽中総合 5 位、同ＮⅠゾーン
位、同ＮⅠゾーン 1,249 羽中 6 位 ツールＰ4,113
ツールＰ4,113 羽中総
合 17 位他で、同年Ｎエース鳩第
位他で、同年Ｎエース鳩第 14 位 ソン・スヴェン×ブライアン

【141】ＮＬ16-3621406 Ｂ ♂ コール・デハイデ作
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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 ド・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 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Ｐ3,600
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)ペルピニャン・ドィビンの娘 ＮＬ07-1928341 ＤＣ 偉大な種鳩 直仔／カオール・ドィビン カオール
Ｐ4,912 羽中総合優勝、ナルボンヌＮ4,303 羽中総合 6 位、サンバンサンＮ9,672 羽中総合優勝 インテ
ールト・クランパー×ペルピニャン・ドィビン・500
祖父)インテールト・クランパー ＮＬ03-0391038 ＤＣ 種鳩 ゾーン・ペルピニャン×基礎鳩クランパ
ーの近親孫
祖母)ド・ペルピニャン・ドィビン ＮＬ03-0334500 Ｂ ペルピニャンＮ4,719
羽中総合 17 位、同ＩＮ14,812
ルピニャンＮ
同ＩＮ
羽中総合 90 位、バルセロナＮ7,520 羽中総合 88 位 孫／ボルドーＮ総合優勝、カオールＮ総合優勝、
ナルボンヌＮ総合6 位 コルネリッセン(Ｐ．デヴィールト・Ｃ．デハイデ)×ペルピニャン・ドーファーの娘

【142】ＮＬ16-1609781 ＤＣ ♂ コール・デハイデ作 同腹／19)参照
父)ＮＬ15-1793535 ＢＣ コール・デハイデ作
ＮＬ10-3054666×ブルー・ドリーム
ブルー・ドリーム 15 年バルセロナＮ5,183
年バルセロナＮ5,183 羽中総合 2 位
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
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

【143】ＮＬ16-3635865 ＤＣＷ ♀ コール・デハイデ作 兄弟／18)参照
父)ブロア・ブルー・ドリーム ＮＬ12-1714152 Ｂ Ｃ．デハイデ作翔 姉妹／ブルー・
姉妹／ブルー・ドリーム
／ブルー・ドリーム 15 年バルセ
ロナＮ5,183
羽中総合 2 位、同 ＩＮ19,089
羽中総合 4 位、マルセイユＮ4,899 羽中総合 155 位
ロナＮ
ＩＮ
ヨンゲ・ドン・ミッシェル×ＮＬ09-3959144 ベルジェラック 4,096 羽中総合 13 位
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
羽中優勝、同ＩＮ
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
羽中優勝、同ＩＮ
Ｎ5,616 羽中総合 107 位、ボルドー572
羽中 51 位他 2 年間のバルセロナ IN エース鳩第 1 位 ゾーン・
ボルドー
ペルピニャン×シウン・ドィビン

【144】
“インテールト・ドン・ミッシェル” NL16-1609675 ＤＣ ♂ コール・デハイデ作
父)ＮＬ14-3423447 Ｃ.デハイデ作 即種鳩
祖父)ドン・ミッシェル ＮＬ96-9659671 ＢＣ ペルピニャンＮ3
ペルピニャンＮ 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、マルセイユ各 3 年エース鳩第 1 位
祖母)ＮＬ10-3021354 ＤＣ キーボーム兄弟作 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 位他)×ＮＬ04-0480214
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母)ＮＬ14-1147333 ＢＣ Ｃ,デハイデ作
祖父)ゾーン・ドン・ミッシェル ＮＬ99-3959107 ＢＣ Ｃ.デハイデ作 直仔／バルセロナＮ
バルセロナＮ5,423
バルセロナＮ5,423 羽中総
合 24 位、同ＩＮ30,669
位、同ＩＮ30,669 羽中総合 31 位、ペルピニャンＮ6,414
位、ペルピニャンＮ6,414 羽中総合 42 位、同Ｎ6,414 羽中総合
227 位他直仔／15 年バルセロナＩＮ19,089 羽中総合 95 位 ドン・ミッシェル×ド・ペルピニャン・ド
ィビン
祖母)カリン ＮＬ10-1721592 ＢＣ Ｋ.クルイストラ作翔 14 年サンバンサンＮ18,295
年サンバンサンＮ18,295 羽中総合優勝

【145】
“ザス・サラ”B16-6263087 ＢＣ ♀ ウィリー・ダニエルス作 同腹／13)参照
全姉／サラ 15 年イソウドゥンＮ11,984 羽中総合 5 位、16 年 KBDB1 才鳩大中距離Ｎエース鳩第 1 位 16 年ベ
ルギー3～7 回Ｎレース最優秀 1 才鳩全 1 位 アルジャントンＮ12,449
羽中総合 2 位、同ゾーン 3,617 羽中
アルジャントンＮ
優勝、同 18,363 羽中総合 45 位、ブールジュＮ19,889
羽中総合 28 位、シャトローＮ9,540
羽中総合 32
位、ブールジュＮ
位、シャトローＮ
位、モンリュソンＮ10,753
羽中総合 119 位、ラ・スーテレーヌＮ9,580
羽中総合 119 位
位、モンリュソンＮ
位、ラ・スーテレーヌＮ
父)Ｂ13-6314344 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6191099×リヒテ・リモ
母)Ｂ13-6051147 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6140809 ゾット(優勝 14 回)の孫×Ｂ07-6044245

【146】
“ブロア・カート”B16-6263081 ＢＣ ♂ ウィリー・ダニエルス作
全兄弟／カート シャトローＮ9,540 羽中総合優勝、同 16,390 羽中最高分速、アルジャントンＮ
、アルジャントンＮ12,4
、アルジャントンＮ12,449
12,449 羽中総
合 9 位、ブールジュＮ19,889
位、ブールジュＮ19,889 羽中総合 86 位他 カイラ ブールジュＮ19,889
ブールジュＮ19,889 羽中総合 45 位、アルジャン
トンＮ18,363
トンＮ18,363 羽中総合 125 位他 16 年ベルギー
年ベルギー7
ギー7 回Ｎレース最優秀 1 才鳩 6 位、KBDB1 才鳩大中距離Ｎエー
ス鳩第 20 位、1616-6064105 スープ 1,378 羽中優勝、ヴィエルゾンＩＰ3,108
羽中優勝、ヴィエルゾンＩＰ3,108 羽中総合 10 位、アルジャント
ンＮ19,592
ンＮ19,592 羽中総合 19 位他
父)Ｂ08-637362 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ07-6044148 モーリス・フーツのリヒテ・ブールジュの曽孫
祖母)Ｂ04-6217944
母)Ｂ10-6025224 Ｗ.ダニエルス作 兄弟／ニッキー シャトローＮ総合優勝
祖父)Ｂ07-6044289 ゾット(優勝 14 回)の直仔
祖母)Ｂ09-6217201 Ｍ.フーツ×ファンリースト・ペーテルス

【147】Ｂ16-6263082 大刺 ♂ ウィリー・ダニエルス作 兄弟／16)参照
全兄弟／15
全兄弟／1515-6034050 15 年 CC 若鳩Ｎエース鳩第 2 位 アルジャントンＮ11,223
アルジャントンＮ11,223 羽中総合 6 位、同ゾーン
3,130 羽中優勝、シャトローＮ10,442
羽中優勝、シャトローＮ10,442 羽中総合 106 位
父)Ｂ14-6082136 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6140874×Ｂ13-6051602
母)Ｂ12-6201815 Ｗ.ダニエルス作 ゾーン・37×Ｂ08-6259526

【148】
“２０４”B16-6064204 BP ♀ ウィリー・ダニエルス作
父)Ｂ11-6140874 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ09-5186034 デン・37 直仔×Ｐ．ヒュルズのブラック・ジャックの娘
祖母)クィーニィ Ｂ00-6132834 兄弟／ゾット バジル(デマイヤー父子)×スノー・ホワイト
母)Ｂ13-6051124 Ｗ.ダニエルス作 兄弟／アスケ 1 グレＮ7,681
グレＮ7,681 羽中総合 55 位、同Ｎ16,988
位、同Ｎ16,988 羽中総合
57

165 位、ブールジュＮ22,663
位、ブールジュＮ22,663 羽中総合 77 位、同Ｎ13,588
位、同Ｎ13,588 羽中総合 136 位他 アントワープ連盟若鳩長距
離エース鳩第 1 位、アスケ 2 シャトローＮ12,071
シャトローＮ12,071 羽中総合 54 位、ブールジュＮ18,478
位、ブールジュＮ18,478 羽中総合 62 位
他 アントワープ連盟若鳩長距離エース鳩第 2 位、ステファニー ブールジュＮゾーン 5,691 羽中 2 位、
ヴィエルゾンＩＰ9,004
ヴィエルゾンＩＰ9,004 羽中総合 6 位、シャトローＮ18,604
シャトローＮ18,604 羽中総合 11 位、同Ｎ19,691
同Ｎ19,691 羽中総合 66 位、
グレＮ7,681
グレＮ7,681 羽中総合 14 位、アルジャントンＮ12,187
位、アルジャントンＮ12,187 羽中総合 100 位他 15 年 KBDB 大中距離Ｐエース
鳩第 2 位
祖父)Ｂ05-6231038 37 の同腹 Ｂ04-6217290×Ｂ04-6217299
祖母)Ｂ09-62129144 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ05-6230022×Ｂ06-6073005

【149】ＮＬ16-1288691 ＢＣ ♂ ペーター・ヤンセン作 同腹／9)参照
父)デア・ベステ ＮＬ09-1647161 ペーター・フェーンストラ作 兄弟／ドルチェ・ヴィタ シャトローNPO
シャトローNPO
1,418 羽中総合優勝、ゲネップ 7,890 羽中総合優勝、ハースドンク 2,657 羽中優勝、ポメロイル 1,456
羽中優勝、フィルフォールデ 1,125 羽中優勝、セザンヌ 1,047 羽中優勝他、11
羽中優勝他、11 年オリンピアードＮ第 1
位、Ｎエース鳩第 1 位 ダヴィンチ×スペシャル・ブルー
母)ＤＶ09711-12-205 ＬＢＣ ハインツ・マイアー＝ラーデン共同鳩舎作 ドイツ西部エース鳩第1、2 位の妹
ゴールド・シュトック×パール

【150 ＮＬ16-1288681 Ｂ ♀ ペーター・ヤンセン作
兄弟／62
兄弟／62、
62、92 連盟エース鳩第1
連盟エース鳩第 1、6 位 同腹／10)参照
父)ゾーン・カースブール Ｂ09-6358797 ガストン・ファンデヴァウワー作 カースブール×Ｂ04-6307341
母)ＤＶ09711-07-331 ＢＣ マイアー＝ラーデン共同鳩舎作 Ｂ98-6523223×Ｂ97-5150636

【151】ＮＬ16-1288684 ＢＣ ♀ ペーター・ヤンセン作 同腹／11)参照
父)ミュラー ＤＶ00144-10-92 ＢＣ Ｐ.ヤンセン作翔 センス NPO6,423 羽中総合優勝、モルリンコートＰ
24,532 羽中総合優勝、ブロア NPO4,950 羽中総合 4 位、シャトローＮⅢ12,422
位、シャトローＮⅢ12,422 羽中総合 9 位他でフォンド
位他で
シュピーゲル紙 13～15 年Ｎエース鳩第１位 ゾーン・カースブール×331
ゾーン・カースブール×331
母)ミス・ドルチェ・ヴィタ ブロア NPO3,727 羽中総合 20 位、シャトードゥン NPO6,544 羽中総合 21 位、
オーセール NPO8,540 羽中総合 22 位、ブールジュ NPO5,088 羽中総合 24 位、モルリンコートＰ24,532
位、モルリンコートＰ24,532 羽
中総合 17 位、ナントィルＰ12,621
位、ナントィルＰ12,621 羽中総合 40 位、サンカンタン 1,913 羽中 11 位他でフォンドシュピー
ゲル紙 14～
14～15 年Ｎエース鳩第１位 デア・ベステ×07
デア・ベステ×0707-102

【152】ＮＬ16-1288692 Ｂ ♀ ペーター・ヤンセン作 同腹／12)参照
父)ロード・ローエングリン ＤＶ00147-10-634 Ｂ Ｐ.ヤンセン作翔 11 年 15 回入賞 ブールジュ NPO
3,037 羽中総合優勝、同 NPO5,088 羽中総合 7 位、サルブリ NPO7,137 羽中総合優勝他 13 年フォンド・
シュピーゲル誌Ｎエース鳩第 1 位 15 年オリンピアード代表 アドミラル×ディー・ボンテ
母)エリザ・ファン・ブラバン ＮＬ15-3506871 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作 異父兄／ミスター・ブラッドレー
13 年シャトローNPO
3,228 羽中総合優勝、同 NPO2,227 羽中総合 5 位他で、当日長距離エース鳩第 1
年シャトロー
位 姉／14-304
ロワイエ 532 羽中優勝、同 2,435 羽中優勝他 ゲーローガー×ロード・オー
姉／
ゲーローガー×ロード・オーホ
ロード・オーホイェ
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【153】ＮＬ16-3612448 Ｂ ♀ クーン・ミンダーハウト作 同腹／8)
父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ ピティヴィエ 5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総
合優勝、シャトローNPO2,227 羽中総合優勝、ギエン 3,548 羽中総合 3 位、モルリンコート 1,259 羽中 2
位 ゲブローケン・フリューヘル×フランシスカ
母)ロード・オーホイェ ＮＬ09-3912393 Ｂ ピティヴィエ 5,015 羽中総合優勝、ブロイル 8,762 羽中総合 9
位、オルレアン NPO6,067 羽中総合 15 位、ビールグニース 8,381 羽中総合 23 位、モルリンコート 1,664
羽中 7 位他 ブラウ・522×バーニー・742

【154】ＮＬ16-3612444 Ｂ ♂ クーン・ミンダーハウト作 同腹／6)
父)ラーテ・ターボ・608 ＮＬ11-3014608 ギエンＰ3,348
羽中総合 2 位、シャトローNPO2,227
羽中総合
ギエンＰ
位、シャトロー
2 位、同 NPO3,238 羽中総合 4 位、ルフェック NPO2,084 羽中総合 8 位他で 13 年Ｐ当日長距離エース
鳩第 1 位 ニューエ・ターボ・705
シャトローNPO2,227 羽中総合 7 位、モルリンコート 1,465 羽中
ニューエ・ターボ・
14 位、ピティヴィエ 1.345 羽中 13 位、ツール NPO4,100 羽中総合 39 位他で 13 年Ｐ当日長距離エー
ス鳩第 4 位 ブラウ・170×ブラウエ・041
母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作 ヴァレンチノ×ポーリーン

【155】
“インテールト・ゲーローガー”ＮＬ16-1578541 Ｂ ♂ クーン・ミンダーハウト作
父)ブロア・ゲーローガー ＮＬ14-3413263 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作
祖父)ゲブローケン・フリューヘル ＮＬ05-0514804 直仔／モルリンコート 7,962 羽中総合優勝、ピティヴ
ィエ NPO6,340 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総合優勝、シャトローNPO2,227 羽
中総合優勝、モルリンコート 1,465 羽中優勝、クライル 10,0083 羽中総合 7 位、同 5,015 羽中総合 23
位、モンリュソン 4,196 羽中総合 4 位 550・ファン・スーパー・コッペル×ブールジュ・ダィフイェ
祖母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作
母)ゲーローガーの異母妹 ＮＬ14-3413381 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作
祖父)ゲブローケン・フリューヘル ＮＬ05-0514804 Ｋ.ミンダーハウト作 上記参照
祖母)ロード・オーホイェ ＮＬ09-3912393 Ｂ 別記参照

【156】ＮＬ16-1578546 Ｂ ♀ クーン・ミンダーハウト作 同腹／7)
父)スーパー・ダーク・27 ＮＬ10-1767127 Ｊ.Ｍ.ダーネ(クラブ・メート)作翔 オルレアン 3,023 羽中総合優勝、
、
ブロイル 758 羽中優勝、同 4,027 羽中優勝、センスＰ6,007
羽中優勝、センスＰ6,007 羽中総合 2 位、シャトードゥン 4,367 羽中総合
2 位 12 年ＳＳエース鳩第1 位 122・ファン・スーパー・コッペル×ＮＬ08-3812260
母)ＮＬ14-3413409 ミンダーハウト＝Ｊ.ホーイマンス共作 ゲーローガー×アレクシア

【157】Ｂ16-6128377 Ｂ ♀ ダニー・ファンダィク作
父)カノンの父 Ｂ08-6298348 ヘルマンス＝ファンデンブランデ作
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021 羽中総合 21 位、ラ・スーテレーヌＮ
13,469 羽中総合 132 位 ショーネ・ファンド・ヤールリング(ヤールリング・ドンダースティーン×ヤ
ンセン・ドィビン)×Ｅ．ヤンセン作 カンイバールのライン
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祖母)フランシーン Ｂ05-6445543 ドールダン 831 羽中優勝 フィーネケ 5000 直仔×ヤールリング・ドン
ダースティーンとヤンセン・ドィビンの娘
母)コーゲルチェ Ｂ13-6215758 Ｄ．ファンダィク作翔 ノワイヨン
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
羽中優勝、 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)

【158】
“ゾーン・カノン”B16-6128372 Ｂ ♂ ダニー・ファンダィク作
兄弟／12
兄弟／1212-030(ヴィム・フェルメールベルゲンのナショナル・ヴォンダーの父
030(ヴィム・フェルメールベルゲンのナショナル・ヴォンダーの父)
ヴィム・フェルメールベルゲンのナショナル・ヴォンダーの父) 1515-140 アントワープ連
盟東若鳩エース鳩第 1 位
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、
羽中優勝、10
羽中優勝、 年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第 1 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第 4 位 直仔／
10-743、10-744 10 年アントワープ連盟中距離若鳩エース鳩 4、8 位 同腹／デン・11 KBDB 中距離Ｎ
エース鳩第 5 位
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 兄弟／ミネルヴァ グレ 474 羽中優勝、同Ｎ13,885
同Ｎ13,885 羽
中総合 10 位、アルジャントンＮ22,422
アルジャントンＮ22,422 羽中総合 21 位、同Ｎ4,123
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 位他
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

【159】
“ザス・フィオナ”B16-6128367 Ｂ ♀ ダニー・ファンダィク作 同腹／3)参照
全姉／フィオナ
KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第 5 位
全姉／
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
母)Ｂ10-6284748 Ｂ デン・11×アス・ダィフケ・06

【160】
“ドーター・デン・11”B16-6128446 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
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
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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
年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩4
中距離若鳩Ｎエース鳩 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
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22
位、
ブールジュＮ22,476
アルジャントンＮ5,763 羽中総合 383 位、
シャトローＮ17,109
ブールジュＮ22,476 羽中総合 25 位、
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
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創刊以来 128 年の伝統を誇る、世界で最も権威あるベルギーの鳩界誌新聞社「ド・ダイフ」が、一昨年その総力
を結集し、世界最高ランクの若鳩オークションを実現しました。 それがこのＧ10、ゴールデン・テンです。
ゴールデン・テンは、誰もが成しえなかった夢の競売です。現在のベルギー、オランダ、ドイツの最強鳩舎が、
それぞれの代表鳩や直仔をさらに各８羽ずつ厳選して参加する競売です。
今年も、来る 11 月 5、6 日の土日の両日に行われます。
チャンピオン商事株式会社では、皆様方の奮ってのご参加を募集致します。本競売に参加ご希望の方は、指
値を日本国内での引き渡し価格(日本円で、国内消費税込で、国内送料のみ別)を明記の上、保証金3 万円を添
えてお申込み下さい。保証金は、鳩が落ちなかった場合には、全額ご返金致します。指値は、競売順に第一希
望、第二希望等指定できます。
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●国内送料 着払い（2,800 円）となります
●指値締切 本年 11 月 4 日 18 時
●お支払 落札時は、落札価格より保証金を差し引いて、11
11 月 14 日迄 (これを経過すると権利を失い、次点
指値者落札となります)
●競売リスト上には性別の表記が無い場合もあります。表記されていても全て若鳩の為推定ですが、異なる場
合もあります。海外の生き物取引の為、到着後の返品交換は出来ないので、ご理解の上、ご入札願います。
●全ての競売鳩の写真とオリジナルの血統は以下、新装ド・ダイフ紙 HP のアドレスからご覧になれます。

http://www.deduif.be/ 【ホーム】
http://www.deduif.be/veilingen/golden-ten-2016 【ゴールデン・１0 ページ】

第１日 11 月 5 日土曜日（1 番～80 番まで）

【1】
“ラーステ・ザス・カノン”Ｂ16-6128298 ＢＣ ♀ ダニー・ファンダィク作
※カノン最後の全妹（母親 08-１１７の最後の直仔）
全兄／カノン ドールダン 1,245 羽中優勝、同 1,938 羽中優勝、同
羽中優勝、同 1,962 羽中 6 位、マルネ 3,040 羽中優
勝、10
勝、 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 デン・11
デン・ KBDB
中距離Ｎエース鳩第 5 位
父)カノンの父 Ｂ08-6298348 ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 最高種鳩
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021 羽中総合 21 位、ラ・スーテレーヌＮ
13,469 羽中総合 132 位 ショーネ・ファンド・ヤールリング(ヤールリング・ドンダースティーン×ヤ
ンセン・ドィビン)×Ｅ．ヤンセン作 カンイバールのライン
祖母)フランシーン Ｂ05-6445543 ドールダン 831 羽中優勝 フィーネケ 5000 直仔×ヤールリング・ドン
ダースティーンとヤンセン・ドィビンの娘
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
祖父)フェヒター Ｂ03-6290114 ヨハン・ドンケルス作
祖母)ズワルチェ Ｂ06-6370829 連盟東若鳩エース鳩5 位 グーイエ・クヴェーカー×Ｊ．クールス

【2】
“ザス・コーゲルチェ”B16-6275842 ＢＣ ♀ ダニー・ファンダィク作
全姉／コーゲルチェ
全姉／コーゲルチェ 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
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
羽中優勝、 年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第 1 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第 4 位 直
仔／10-743、10-744 10 年アントワープ連盟中距離若鳩エース鳩 4、8 位 同腹／デン・11 KBDB 中距
離Ｎエース鳩第 5 位
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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)ブラウ・ブークス Ｂ11-6342232 Ｂ カレル・ブークス作 直仔／コーゲルチェ 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)Ｂ09-6185216 トゥルナウ合同レースエース鳩第 1 位 優勝 5 回
祖母)Ｂ09-6185218 キェブラン 384 羽中優勝、同 314 羽中優勝

【3】
“ブロア・フィオナ”B16-6128366 ＢＣ ♂ ダニー・ファンダィク作 同腹／159)
全姉／11
、アントワープ連盟南エース鳩第 1 位
全姉／ 年フィオナ KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第 5 位、
※ダニー・ファンダイク鳩舎最高ペアの仔
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
祖父)ディ・カプリオ Ｂ05-6045015 ヘレマンス＝コイスタース作翔 キェブラン 1,928 羽中優勝、同
1,580 羽中優勝、同 1,278 羽中優勝、同
羽中優勝、 1,367 羽中 3 位他 25 回入賞
祖母)スーパーケ Ｂ06-6210001 ゾーン・カンニバール×ブールジュの娘
母)Ｂ10-6284748 Ｂ
祖父)デン・11 Ｂ09-6323111 KBDB 中距離Ｎエース鳩第 5 位 同腹／カノン
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

【4】Ｂ16-6128369 ＢＣ ♀ ダニー・ファンダィク作
父)カノンの父 Ｂ08-6298348 ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 最高種鳩
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021 羽中総合 21 位、ラ・スーテレーヌＮ
13,469 羽中総合 132 位 ショーネ・ファンド・ヤールリング(ヤールリング・ドンダースティーン×ヤ
ンセン・ドィビン)×Ｅ．ヤンセン作 カンニバールのライン、リック・ヘルマンス鳩舎最高種鳩
祖母)フランシーン Ｂ05-6445543 ドールダン 831 羽中優勝 フィーネケ 5000 直仔×ヤールリング・ドン
ダースティーンとヤンセン・ドィビンの娘
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
年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩4
中距離若鳩Ｎエース鳩 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
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22
位、
ブールジュＮ22,476
アルジャントンＮ5,763 羽中総合 383 位、
シャトローＮ17,109
ブールジュＮ22,476 羽中総合 25 位、
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
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【5】ＮＬ16-3612452 Ｂ ♂ クーン・ミンダーハウト作 ※ゲーローガー母子交配
父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ ピティヴィエ 5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総
合優勝、シャトローNPO2,227 羽中総合優勝、ギエン 3,548 羽中総合 3 位、モルリンコート 1,259 羽中 2
位
祖父)ゲブローケン・フリューヘル ＮＬ05-0514804 直仔／モルリンコート 7,962 羽中総合優勝、ピティヴ
ィエ NPO6,340 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総合優勝、シャトローNPO2,227 羽
中総合優勝、モルリンコート 1,465 羽中優勝、クライル 10,0083 羽中総合 7 位、同 5,015 羽中総合 23
位、モンリュソン 4,196 羽中総合 4 位 550・ファン・スーパー・コッペル×ブールジュ・ダィフイェ
祖母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作 下記参照
母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作
祖父)ヴァレンチノ Ｂ03-2182096 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 センス346 羽中優勝他 ヴァレンティン×00-147
祖母)ポーリーン Ｂ06-2090139 優勝 10 回内シャトローＳＮ8,218
羽中総合優勝、同ＩＰ3,969
羽中総
回内シャトローＳＮ
羽中総合優勝、同ＩＰ
合優勝、グレＰ1,194
羽中優勝、同ＢＵ1,298
羽中優勝他
合優勝、グレＰ
羽中優勝、同ＢＵ
羽中優勝 07 年中距離Ｎエース鳩第 8 位 Ｆ．フェル
フォールト×Ｐ．ヒュルズ

【6】ＮＬ16-3612445 Ｂ ♂ クーン・ミンダーハウト作 同腹／154)
父)ラーテ・ターボ・608 ＮＬ11-3014608 ギエンＰ3,348
羽中総合 2 位、シャトローNPO2,227
羽中総合
ギエンＰ
位、シャトロー
2 位、同 NPO3,238 羽中総合 4 位、ルフェック NPO2,084 羽中総合 8 位他で 13 年Ｐ当日長距離エース
鳩第 1 位 ニューエ・ターボ・705
シャトローNPO2,227 羽中総合 7 位、モルリンコート 1,465 羽中
ニューエ・ターボ・
14 位、ピティヴィエ 1.345 羽中 13 位、ツール NPO4,100 羽中総合 39 位他で 13 年Ｐ当日長距離エー
Ｐ当日長距離エー
ス鳩第 4 位
祖父)ブラウ・170 ＮＬ10-3011170 Ｂ シャトロー5,223 羽中総合 2 位、同 2,628 羽中 12 位、ラ・スーテ
レーヌ 3,077 羽中総合 2 位、マンテス・ラ・ヴァレー6,554 羽中総合 26 位、センス 1,412 羽中 6 位
他 ド・17×522 の娘
祖母)ブラウエ・041 ＮＬ08-3812041 Ｂ シャトローNPO3,677 羽中総合 20 位、同 NPO2,884 羽中総合
38 位、アルジャントン NPO4,441 羽中総合 22 位、ルフェック NPO2,499 羽中総合 56 位、ツール
NPO5,482 羽中総合 70 位 ペロンヌ 696 羽中優勝、アラース 1,784 羽中 17 位、ポメロイル 3,740
羽中 24 位、同 1,463 羽中 11 位、オルレアン 4,927 羽中総合 36 位、ブロイル 4,298 羽中総合 42 位、
ラ・スーテレーヌ 2,899 羽中総合 4 位、モルリンコート 9,008 羽中 18 位他で２年連続連盟エース鳩
ゲブローケン・フリューヘル×エンゲルス・ダイフイェ・552
母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作
祖父)ヴァレンチノ Ｂ03-2182096 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 センス346 羽中優勝他 ヴァレンティン×00-147
祖母)ポーリーン Ｂ06-2090139 優勝 10 回内シャトローＳＮ8,218
羽中総合優勝、同ＩＰ3,969
羽中総
回内シャトローＳＮ
羽中総合優勝、同ＩＰ
合優勝、グレＰ1,194
羽中優勝、同ＢＵ1,298
羽中優勝他
合優勝、グレＰ
羽中優勝、同ＢＵ
羽中優勝 07 年中距離Ｎエース鳩第 8 位 Ｆ．フェル
フォールト×Ｐ．ヒュルズ

【7】ＮＬ16-1578547 ＢＣ ♀ クーン・ミンダーハウト作 同腹／156)
父)スーパー・ダーク・27 ＮＬ10-1767127 Ｊ.Ｍ.ダーネ(クラブ・メート)作翔 オルレアン 3,023 羽中総合優勝、
、
ブロイル 758 羽中優勝、同 4,027 羽中優勝、センスＰ6,007
羽中優勝、センスＰ6,007 羽中総合 2 位、シャトードゥン 4,367 羽中総合
2 位 12 年ＳＳエース鳩第1 位
祖父)122・ファン・スーパー・コッペル ＮＬ08-1626122 ＢＣ 両親共ギレス・ドノーイヤー作翔 ポメロイル
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優勝、ピティヴィエ優勝、クライル２回優勝他
祖母)ＮＬ08-3812260 ギレス・ドノーイヤー作翔 入賞多数
母)ＮＬ14-3413409 ミンダーハウト＝Ｊ.ホーイマンス共作
祖父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ ピティヴィエ 5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO
3,077 羽中総合優勝、
シャトローNPO2,227
羽中総合優勝、
モルリンコート1,259
シャトロー
羽中総合優勝 ギエン3,548 羽中総合3 位、
羽中2 位 ゲブローケン・フリューヘル×フランシスカ(Ａ.デルヴァ作 ヴァレンチノ×ポーリーン)
祖母)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
シャトロー
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
中総合優勝
兄弟／超銘鳩ハリー
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

【8】ＮＬ16-3612447 Ｂ ♀ クーン・ミンダーハウト作 同腹／153)
父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ ピティヴィエ 5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総
合優勝、シャトローNPO2,227 羽中総合優勝、ギエン 3,548 羽中総合 3 位、モルリンコート 1,259 羽中 2
位
祖父)ゲブローケン・フリューヘル ＮＬ05-0514804 直仔／モルリンコート 7,962 羽中総合優勝、ピティヴ
ィエ NPO6,340 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総合優勝、シャトローNPO2,227 羽
中総合優勝、モルリンコート 1,465 羽中優勝、クライル 10,0083 羽中総合 7 位、同 5,015 羽中総合 23
位、モンリュソン 4,196 羽中総合 4 位 550・ファン・スーパー・コッペル×ブールジュ・ダィフイェ
祖母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作 別記参照
母)ロード・オーホイェ ＮＬ09-3912393 Ｂ ピティヴィエ 5,015 羽中総合優勝、
羽中総合優勝 ブロイル 8,762 羽中総合 9
位、オルレアン NPO6,067 羽中総合 15 位、ビールグニース 8,381 羽中総合 23 位、モルリンコート 1,664
羽中 7 位他
祖父)ブラウ・522 ＮＬ04-0421522 直仔／アルジャントンＮ19,305
羽中総合優勝、シャトローNPO3,832
直仔／アルジャントンＮ
羽中総合優勝、シャトロー
羽中総合優勝、ナントイル NPO17,465 羽中総合優勝、ペロンヌ 11,724 羽中総合優勝、ツール 6,144
羽中総合優勝、シャンティー1,474
羽中優勝他
ゾーン・ダニエル×マキシマ(Ｅ.ロイテネ)
羽中総合優勝、シャンティー
羽中優勝
祖母)バーニー・742 ＮＬ02-0208742 同腹／オルレアン・ダイフイェ 兄弟の直仔／05-0744 ペロンヌ
3,392 羽中総合優勝、05-697 ルフェック NPO2,837 羽中総合優勝、アルジャントン NPO2,991 羽中総
合 13 位、オルレアン NPO3,354 羽中総合 4 位、03-561 ツール NPO8,018 羽中総合 3 位 バーニー×
ゴウドクロンプイェ・864

【9】ＮＬ16-1288690 ♀ ペーター・ヤンセン作 同腹／149)
父)デア・ベステ ＮＬ09-1647161 ペーター・フェーンストラ作 兄弟／ドルチェ・ヴィタ シャトローNPO
シャトローNPO
1,418 羽中総合優勝、ゲネップ
羽中総合優勝、ゲネップ 7,890 羽中総合優勝、ハースドンク 2,657 羽中優勝、ポメロイル 1,456
羽中優勝、フィルフォールデ 1,125 羽中優勝、セザンヌ 1,047 羽中優勝他、11
羽中優勝他、11 年オリンピアードＮ第 1
位、Ｎエース鳩第 1 位
祖父)ダヴィンチ ＮＬ04-5435151 Ｐ.フェーンストラ作翔 アブリス NPO7,946 羽中総合優勝、メーネン
16,753 羽中総合 2 位 コープマン作のディルキー×00-178
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祖母)スペシャル・ブルー ＮＬ05-1909293 Ｐ.フェーンストラ作 ミスター・ブルー×イズラ
母)ＤＶ09711-12-205 ＬＢＣ ハインツ・マイアー＝ラーデン共同鳩舎作 ドイツ西部エース鳩第1、2 位の妹
祖父)ゴールド・シュトック ＮＬ05-1936624 Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 スーパー種鳩 ゾーン・ロリス
×ゴールデン・レディ
祖母)パール ＤＶ09711-08-600 マイアー＝ラーデン共同鳩舎作 アス×ボニー＆クライドの娘

【10】ＮＬ15-1875401 ＢＣ ♀ ペーター・ヤンセン作
兄弟／62、92 連盟エース鳩第 1、6 位 同腹／150)
父)ゾーン・カースブール Ｂ09-6358797 ガストン・ファンデヴァウワー作
祖父)カースブール Ｎ98-6335690 Ｂ 両親共Ｇ.ファンデヴァウワー作 スーパー種鳩
祖母)Ｂ04-6307341 Ｂ Ｇ.ファンデヴァウワー作 カースブール直仔×テオ・アイスコウト
母)ＤＶ09711-07-331 ＢＣ マイアー＝ラーデン共同鳩舎作
祖父)Ｂ98-6523223 Ｂ ディルク・ファンダィク作 カンニバール×アス・ダィフ
祖母)Ｂ97-5150636 ＢＣＷ クレメント・ロベン作 ４羽のＮエース鳩の妹 ボニー＆クライドの娘

【11】ＮＬ16-1288685 ＢＣ ♀ ペーター・ヤンセン作 同腹／151)
父)ミュラー ＤＶ00144-10-92 ＢＣ Ｐ.ヤンセン作翔 センス NPO6,423 羽中総合優勝、
、モルリンコートＰ
24,532 羽中総合優勝、ブロア NPO4,950 羽中総合 4 位、シャトローＮⅢ12,422
シャトローＮⅢ12,422 羽中総合 9 位他でフォンド
シュピーゲル紙 13～
13～15 年Ｎエース鳩第１位 ゾーン・カースブール×331
ゾーン・カースブール×331
※前記 10)の全兄
10)の全兄
母)ミス・ドルチェ・ヴィタ ＤＶ00147-11-554 ブロア NPO3,727 羽中総合 20 位、シャトードゥン NPO6,544
羽中総合 21 位、オーセール NPO8,540 羽中総合 22 位、ブールジュ NPO5,088 羽中総合 24 位、モルリンコ
ートＰ24,532
ートＰ24,532 羽中総合 17 位、ナントィルＰ12,621
ナントィルＰ12,621 羽中総合 40 位、サンカンタン 1,913 羽中 11 位他でフ
ォンドシュピーゲル紙 14～
14～15 年Ｎエース鳩第１位
祖父)デア・ベステ ＮＬ09-1647161 ペーター・フェーンストラ作 兄弟／ドルチェ・ヴィタ シャトロー
NPO1,418 羽中総合優勝、ゲネップ 7,890 羽中総合優勝、ハースドンク 2,657 羽中優勝、ポメロイル
1,456 羽中優勝、フィルフォールデ 1,125 羽中優勝、セザンヌ 1,047 羽中優勝他、11
羽中優勝他、11 年オリンピアー
ドＮ第 1 位、Ｎエース鳩第 1 位 ダヴィンチ×スペシャル・ブルー
祖母)ＤＶ09711-07-102 ロター・ブリッツ×ＤＶ09711-00-391

【12】ＮＬ16-1288693 Ｂ ♂ ペーター・ヤンセン作 同腹／152)
父)ロード・ローエングリン ＤＶ00147-10-634 Ｂ Ｐ.ヤンセン作翔 11 年 15 回入賞 ブールジュ NPO
3,037 羽中総合優勝、同 NPO5,088 羽中総合 7 位、サルブリ NPO7,137 羽中総合優勝他 13 年フォンド・
シュピーゲル誌Ｎエース鳩第 1 位 15 年オリンピアード代表
祖父)アドミラル ＮＬ74-1087458 11 年１才鳩ドイツＮエース鳩第 33 位
祖母)ディー・ボンテ ＤＶ05388-04-484 ＢＣＷ エルンスト・ネーベル作 レイナールトのフィガロの娘
母)エリザ・ファン・ブラバン ＮＬ15-3506871 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作 異父兄／ミスター・ブラッドレー
13 年シャトローNPO 3,228 羽中総合優勝、同 NPO2,227 羽中総合 5 位他で、当日長距離エース鳩第 1
位 姉／14-304 ロワイエ 532 羽中優勝、同 2,435 羽中優勝他
祖父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ ピティヴィエ 5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO
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3,077 羽中総合優勝、
シャトローNPO2,227
羽中総合優勝、
モルリンコート1,259
シャトロー
羽中総合優勝 ギエン3,548 羽中総合3 位、
羽中2 位 ゲブローケン・フリューヘル×フランシスカ(Ａ.デルヴァ作 ヴァレンチノ×ポーリーン)
祖母)ロード・オーホイェ ＮＬ09-3912393 Ｂ ピティヴィエ
8,762 羽中
ピティヴィエ 5,015 羽中総合優勝、ブロイル
羽中総合優勝
総合 9 位、オルレアン NPO6,067 羽中総合 15 位、ビールグニース 8,381 羽中総合 23 位、モルリン
コート 1,664 羽中 7 位他 ブラウ・522×バーニー・742

【13】Ｂ16-6263086 ＢＣ ♂ ウィリー・ダニエルス作 同腹／145)
全姉／サラ 15 年イソウドゥンＮ11,984 羽中総合 5 位、16 年 KBDB1 才鳩大中距離Ｎエース鳩第 1 位 16 年ベ
ルギー3～7 回Ｎレース最優秀 1 才鳩全 1 位 アルジャントンＮ12,449
羽中総合 2 位、同ゾーン 3,617 羽中
アルジャントンＮ
優勝、同 18,363 羽中総合 45 位、ブールジュＮ19,889
羽中総合 28 位、シャトローＮ9,540
羽中総合 32
位、ブールジュＮ
位、シャトローＮ
位、モンリュソンＮ10,753
羽中総合 119 位、ラ・スーテレーヌＮ9,580
羽中総合 119 位
位、モンリュソンＮ
位、ラ・スーテレーヌＮ
父)Ｂ13-6314344 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ11-6191099 ＤＣＷ ド・ズッテ×ヴィットノイス
祖母)リヒテ・リモ Ｂ06-6108513 ド・リモ(リモージュＮ17,546 羽中総合 4 位)×ヘット・ナショナール
チェ(ラ・スーテレーヌＮ16,297 羽中総合 35 位)
母)Ｂ13-6051147 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ11-6140809 ゾット(優勝 14 回)の孫
祖母)Ｂ07-6044245 Ｓ 061 の孫

【14】Ｂ16-6064129 Ｂ ♀
ウィリー・ダニエルス作
父)サラの同腹 Ｂ15-6034009 Ｗ.ダニエルス作 同腹／サラ
同腹／サラ 15 年イソウドゥンＮ11,984
年イソウドゥンＮ11,984 羽中総合 5 位、16
年 KBDB1 才鳩大中距離Ｎエース鳩第 1 位 16 年ベルギー3～7 回Ｎレース最優秀 1 才鳩全 1 位 アルジャ
ントンＮ12,449
羽中総合 2 位、
同ゾーン 3,617 羽中優勝、
同 18,363 羽中総合 45 位、
ブールジュＮ19,889
ントンＮ
ブールジュＮ
羽中総合 28 位、シャトローＮ9,540
羽中総合 32 位、モンリュソンＮ10,753
羽中総合 119 位、ラ・ス
位、シャトローＮ
位、モンリュソンＮ
ーテレーヌＮ9,580
羽中総合 119 位
ーテレーヌＮ
祖父)Ｂ13-6314344 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6191099×リヒテ・リモ
祖母)Ｂ13-6051147 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6140809×Ｂ07-6044245
母)カート Ｂ15-6034025 Ｗ.ダニエルス作翔 シャトローＮ9,540 羽中総合優勝、同 16,390 羽中最高分速、
、
同Ｎ10,442
アルジャントンＮ12,449
ブールジュＮ19,889
同Ｎ10,442 羽中総合 59 位、
アルジャントンＮ12,449 羽中総合 9 位、
ブールジュＮ19,889 羽中総合 86 位、
兄弟／カイラ
兄弟／カイラ ブールジュＮ19,889
ブールジュＮ19,889 羽中総合 45 位、アルジャントンＮ18,363
アルジャントンＮ18,363 羽中総合 125 位他 16 年ベ
ルギー7 回Ｎレース最優秀 1 才鳩 6 位、KBDB1 才鳩大中距離Ｎエース鳩第 20 位、
、
1616-6064105 スープ 1,378
羽中優勝、ヴィエルゾンＩＰ3,108
羽中優勝、ヴィエルゾンＩＰ3,108 羽中総合 10 位、アルジャントンＮ19,592
位、アルジャントンＮ19,592 羽中総合 19 位他
祖父)Ｂ08-637362 Ｗ.ダニエルス作 モーリス・フーツのリヒテ・ブールジュの玄孫
祖母)Ｂ10-6025224 Ｗ.ダニエルス作 兄弟／ニッキー シャトローＮ総合優勝
Ｂ07-6044289×Ｂ09-6217201

【15】Ｂ16-6263085 ＢＣＷ ♀ ウィリー・ダニエルス作
異父兄弟／アスケ 1 グレＮ7,681
グレＮ7,681 羽中総合 55 位、同Ｎ16,988
位、同Ｎ16,988 羽中総合 165 位、ブールジュＮ22,663
位、ブールジュＮ22,663 羽中
総合 77 位、同Ｎ13,588
、アスケ 2 シャト
同Ｎ13,588 羽中総合 136 位他 アントワープ連盟若鳩長距離エース鳩第 1 位、
ローＮ12,071
ローＮ12,071 羽中総合 54 位、ブールジュＮ18,478
ブールジュＮ18,478 羽中総合 62 位他 アントワープ連盟若鳩長距離エース鳩
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第 2 位、ステファニー
、ステファニー ブールジュＮゾーン 5,691 羽中 2 位、ヴィエルゾンＩＰ9,004
位、ヴィエルゾンＩＰ9,004 羽中総合 6 位、シャ
トローＮ18,604
トローＮ18,604 羽中総合 11 位、同Ｎ19,691
位、同Ｎ19,691 羽中総合 66 位、グレＮ7,681
位、グレＮ7,681 羽中総合 14 位、アルジャントン
Ｎ12,187 羽中総合 100 位他 15 年 KBDB 大中距離Ｐエース鳩第 2 位
父)Ｂ09-6217203 Ｗ.ダニエルス作 兄弟デン・
デン・37
デン・37 は、アルジャントンＮ総合優勝、ドルトムント・オリ
ンピアード第１位
祖父)Ｂ04-6217290 Ｍ.フーツ×デマイヤー父子
祖母)Ｂ04-6217299 両親共Ｍ．フーツ系
母)Ｂ09-62129144 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ05-6230022 Ｓ 優勝 3 回 アゲンプールの栗の直仔
祖母)Ｂ06-6073005 ゾットの妹クィーニィの孫

【16】Ｂ16-6264191 Ｂ ♂ ウィリー・ダニエルス作 兄弟／147)
全兄弟／エース
全兄弟／エース・
エース・ウィリー
ウィリー 1515-6034050 15 年キュールゲム・
キュールゲム・サントル若鳩Ｎエース鳩第
サントル若鳩Ｎエース鳩第 2 位 アルジャ
ントンＮ11,223
ントンＮ11,223 羽中総合 6 位、同ゾーン 3,130 羽中優勝、シャトローＮ10,442
羽中優勝、シャトローＮ10,442 羽中総合 106 位
父)Ｂ14-6082136 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ11-6140874 ブラック・ジャック孫×ゾットの妹クイーニー
祖母)Ｂ13-6051602 Ｖ.デヴィルダー作 Ｇ.ファンデヴァウワーの筋
母)Ｂ12-6201815 Ｗ.ダニエルス作
祖父)ゾーン・37 Ｂ08-6130500 父デン・37
父デン・37 は、アルジャントンＮ総合優勝、ドルトムント・オリンピア
ード第１位
祖母)Ｂ08-6259526 ファーレ・ゲーリンクスの孫

【17】ＮＬ15-1899160 ＢＣＷ ♀ コール・デハイデ作
異母姉／
羽中総合 2 位、同 ＩＮ19,089
羽中総合 4 位
異母姉／ブルー・ドリーム
ブルー・ドリーム 15 年バルセロナＮ
年バルセロナＮ5,183
セロナＮ
ＩＮ
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 74 位、
バルセロナＮ
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
同Ｎ
羽中優勝、同Ｎ
賞 ZLU バルセロナエース鳩第 1 位
祖父)ドン・ミッシェル ＮＬ96-9659671 ＢＣ ペルピニャンＮ3
ペルピニャンＮ 回入賞内 5,479 羽中総合 17 位、同Ｎ7,195
同Ｎ
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
位他、同ＩＮ
賞内 3,755 羽中総合 39 位、同Ｎ5,617 羽中総合 58 位他 ダックス、マルセイユ各 3 年エース鳩第 1 位
祖母)ＮＬ07-1838400 ＤＣ 種鳩 直仔／バルセロナＮ7,046 羽中総合 94 位、ペルピニャン 301 羽中優
勝、同Ｎ5,607 羽中総合 74 位、バルセロナＮ6,392 羽中総合 100 位他 ゾーン・クランパー×アンネ
ット(バルセロナＮ7,489 羽中総合優勝、同ＩＮ25,835 羽中総合 2 位)
母)ファヴォリーの娘 ＮＬ11-3025101 ＤＣＷ 即種鳩 コール・デハイデ作
祖父)ド・ファヴォリー ＮＬ08-3818648 ＤＣ ダックスＰ2,543
羽中優勝、同Ｎ11,753
羽中総合 4 位他、カ
ダックスＰ
羽中優勝、同Ｎ
オールＮ13,185 羽中総合 33 位、サンバンサンＰ3,842 羽中 11 位、ボルドー4,602 羽中 26 位 クィー
ン・トニー(バルセロナＮ13,066 羽中総合優勝)直仔×Ｊ．ホーイマン作 超銘鳩クライネ・ディルク孫
祖母)マルメルダ ＮＬ08-3828610 ＤＣ ファンデールマッテン兄弟作 ボルドーＮ18,023
羽中総合7
ボルドーＮ
羽中総合 位、
同Ｎ13,242
羽中総合 22 位、カオールＮ13,185
羽中総合 7 位、モントーバンＮ18,668 羽中総合 45 位、
同Ｎ
位、カオールＮ
ベルジェラックＮ4,884 羽中総合 113 位、ポーランド・オリンピアード幻代表 Ｃ．デハイデ(クランパー・
ゲヤ・ライン)×ファンデールマッテン作ゲヤの曾孫 純コール・デハイデ血統
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【18】ＮＬ16-1609776 ＤＣＷ ♂ コール・デハイデ作 兄弟／143)
父)ブロア・ブルー・ドリーム ＮＬ12-1714152 Ｂ Ｃ．デハイデ作翔 姉妹／ブルー・ドリーム 15 年バルセ
ロナＮ5,183 羽中総合 2 位、同 ＩＮ19,089 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 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
ルピニャンの孫
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
羽中優勝、同ＩＮ
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
羽中優勝、同ＩＮ
Ｎ5,616 羽中総合 107 位、ボルドー572
羽中 51 位他、
、ボルドー
位他、バルセロナ IN2 年間のエース鳩第 1 位
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
直仔／ダックスＮ
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

【19】ＮＬ16-1609780 Ｂ ♀ コール・デハイデ作 同腹／142)
父)ＮＬ15-1793535 ＢＣ コール・デハイデ作
祖父)ＮＬ10-3054666 ＢＣＷ Ｃ.デハイデ作 ゾーン・ドン・ミッシェル×ドン・ミッシェル孫
祖母)ブルー・ドリーム ＮＬ12-3220448 Ｂ Ｃ．
デハイデ作翔 15 年バルセロナＮ5,183
羽中総合 2 位、
年バルセロナＮ
同ＩＮ19,089
羽中総合 4 位、マルセイユＮ4,899 羽中総合 155 位 ヨンゲ・ドン・ミッシェル×ＮＬ
同ＩＮ
09-3959144
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
、リモ
ージュ 2,762 羽中総合 210 位
祖父)インテールト・クランパー ＮＬ04-2173790 祖母)ペルピニャン・ドィビンの娘 ＮＬ07-1928341

【20】ＮＬ16-1609782 ＤＣ ♂ コール・デハイデ作 ※超銘鳩ブーメランの近親
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 ド・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 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Ｐ3,600
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)ＮＬ10-3021354 ＤＣ ファンキーボーム兄弟作
祖父)超銘鳩ブーメラン ＮＬ07-3728528 ファンキーボーム兄弟作翔 サンバンサンＮ11,180
羽中総合
サンバンサンＮ
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 位他(Ｊ．ファンデホイフェ
位他、タルベＮ
位他、ダックスＮ
ル×Ｃ.デハイデ)
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祖母)ＮＬ04-0480214 ＢＣ ファンキーボーム兄弟作翔 サンバンサンＮ13,427 羽中総合 46 位、
ダック
スＮ14,605 羽中総合 71 位他 コール・デハイデ×バイスターフェルド

【21】
“ジルタキ ”Ｂ12-3142078 ＢＣ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作翔
フォンテネイ 265 羽中優勝、同Ｐ4,659
羽中優勝、同Ｐ4,659 羽中総合 5 位、同 116 羽中優勝、同Ｐ2,603
羽中優勝、同Ｐ2,603 羽中総合 59 位、オルレ
アン 145 羽中優勝、
羽中優勝 同Ｐ1,991 羽中総合 22 位、クレルモンＰ9,439 羽中総合 20 位、ラ・スーテレーヌＮ4,161
羽中総合 52 位、ポアチエＮ12,379 羽中総合 430 位他多数上位入賞 13 年 KBDB 中距離Ｐエース鳩第 7 位
兄弟／21)
兄弟／21)
兄弟／ラファエラ 優勝 4 回内ブリオンヌＰ3,308
回内ブリオンヌＰ3,308 羽中総合優勝 リゴベルト(13
リゴベルト(13(13-176) 15 年ラ・スーテレ
ーヌＮ9,760
ーヌＮ9,760 羽中総合優勝の父 ナタリア(13
ナタリア(13(13-175) 15 年ラ・スーテレーヌＮ9,760
年ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 4 位の母、
位の母
他
ラファエラの同腹 13 年ラ・スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 30 位、アンドレア ラ・スーテレーヌＮ6,203
羽中総合 5 位他、アグネタ ポントワーズＰ11,506 羽中総合 22 位、ツールＰ5,667 羽中総合 61 位他
父)エクスプロシーフ ＮＬ11-1742470 ヴィレム・ドブルイン作
祖父)タイタン ＮＬ07-1822466 Ｗ．ドブルイン作 アポロ×レア
祖母)フェアリー・テール ＮＬ06-1071928 Ｗ.ドブルイン作翔 アブリスＰ2,764 羽中総合優勝 直仔／
オリンピック・ハリケーン 孫／オリンピック・フローム ファンタスト×フィーナ
母)ジプシー Ｂ11-6244601 リック・ヘルマンス作
祖父)ディッケ・ファン・ド・ヤールリング ＮＬ10-1913004 孫／ラファエラ(Ｌ.＆Ｈ.シウン) ブリオネＰ
3,308 羽中総合優勝、フォンテネー優勝、他同鳩舎で優勝 3 羽 兄弟／アテナ 基礎鳩ヤールリング・
ドンダースティーン×バブルスの娘
祖母)Ｂ08-6340471 Ｒ.ヘルマンス作 全兄弟／スターリー ブールジュＮ37,357
ブールジュＮ37,357 羽中総合 52 位他で
位他 3Ｎ
レース最優秀若鳩第 4 位、4
位、4Ｎレース最優秀若鳩第 7 位 ムンリ アルジャントンＮ22,4
アルジャントンＮ22,442
22,442 羽中総合
36 位他 ブロア・スターリー ドールダン 1,013 羽中優勝 プロパー×クライン・マルティーン

【22】Ｂ16-3103709 Ｂ ♂ ルク＆ヒルデ・シウン作 同腹／137)
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、直仔／ブリオンヌＰ
直仔／ブリオンヌＰ6,428
直仔／ブリオンヌＰ6,428 羽中総合 5 位，ポントワーズＰ10,712
位，ポントワーズＰ10,712 羽中総合 33 位
祖父)リゴベルト Ｂ13-3138176 同腹の直仔／ラ・スーテレーヌＮ6,203 羽中総合4 位 兄弟／ラファエラ、
ジルタキ、アンドレア ドブルイン×リック・ヘルマンス
祖母)エミリア Ｂ11-3088148 直仔／ルカ アルジャントンＮゾーン優勝 両親リック・ヘルマンス
母)ウィレミナ Ｂ13-3138072 ルク＆ヒルデ・シウン作翔 14 年ポアチエＮ14,109 羽中総合優勝、同 26,486
羽中最高分速 全姉妹／15-219 ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 6 位
祖父)スピデイ ＮＬ11-1742464 ヴィレム・ドブルイン作 ジェローン×ブルー・フェーム
祖母)マリー・アン ＮＬ09-1191334 デイジー(ブールジュＮ総合優勝)の娘

【23】Ｂ16-3103859 ＢＣ ♂ ルク＆ヒルデ・シウン作
兄弟／ラファエラ 優勝 4 回内ブリオンヌＰ3,308
回内ブリオンヌＰ3,308 羽中総合優勝 リゴベルト(13
リゴベルト(13(13-176) 15 年ラ・スーテレ
ーヌＮ9,760
ーヌＮ9,760 羽中総合優勝の父 ナタリア(13
ナタリア(13(13-175) 15 年ラ・スーテレーヌＮ9,760
年ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 4 位の母、
ラファエラの同腹 13 年ラ・スーテレーヌＮ11,236
スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 30 位、アンドレア ラ・スーテレーヌＮ6,203
スーテレーヌＮ6,203
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羽中総合 5 位他、アグネタ ポントワーズＰ11
ポントワーズＰ11,506
11,506 羽中総合 22 位、ツールＰ5,667
ツールＰ5,667 羽中総合 61 位他 ジル
タキ フォンテネイ 265 羽中優勝、同Ｐ4,659
羽中優勝、同Ｐ4,659 羽中総合 5 位、同 116 羽中優勝、同Ｐ2,603
羽中優勝、同Ｐ2,603 羽中総合 59 位、
オルレアン 145 羽中優勝、同Ｐ1,991
羽中優勝、同Ｐ1,991 羽中総合 22 位、クレルモンＰ9,439
位、クレルモンＰ9,439 羽中総合 20 位、ラ・スーテレー
ヌＮ4,161
21)参照
ヌＮ4,161 羽中総合 52 位他多数上位入賞 13 年 KBDB 中距離Ｐエース鳩第 7 位
父)エクスプロシーフ ＮＬ11-1742470 ヴィレム・ドブルイン作
祖父)タイタン ＮＬ07-1822466 Ｗ．ドブルイン作 アポロ×レア
祖母)フェアリー・テール ＮＬ06-1071928 Ｗ.ドブルイン作翔 アブリスＰ2,764 羽中総合優勝 直仔／
オリンピック・ハリケーン 孫／オリンピック・フローム ファンタスト×フィーナ
母)ジプシー Ｂ11-6244601 リック・ヘルマンス作
祖父)ディッケ・ファン・ド・ヤールリング ＮＬ10-1913004 孫／ラファエラ(Ｌ.＆Ｈ.シウン) ブリオネＰ
3,308 羽中総合優勝、フォンテネー優勝、他同鳩舎で優勝 3 羽 兄弟／アテナ 基礎鳩ヤールリング・
ドンダースティーン×バブルスの娘
祖母)Ｂ08-6340471 Ｒ.ヘルマンス作 全兄弟／スターリー ブールジュＮ37,357
ブールジュＮ37,357 羽中総合 52 位他で
位他 3Ｎ
レース最優秀若鳩第 4 位、4
位、4Ｎレース最優秀若鳩第 7 位 ムンリ アルジャントンＮ22,442
アルジャントンＮ22,442 羽中総合
36 位他 ブロア・スターリー ドールダン 1,013 羽中優勝 プロパー×クライン・マルティーン

【24】Ｂ16-3141356 Ｂ ♂ ルク＆ヒルデ・シウン作 同腹／140)
父)ブラム Ｂ14-3034054 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 ブリオンヌ 211 羽中優勝、同Ｐ4,289
羽中優勝、同Ｐ4,289 羽中総合 4 位、ポン
トワーズＰ20,341
トワーズＰ20,341 羽中総合 94 位他 兄弟／シャオ・リ ラ・スーテレーヌＮ6,203
ラ・スーテレーヌＮ6,203 羽中総合 4 位他 異母
兄弟／アレクシア
兄弟／アレクシア 14 年ポアチエＮ14,094
年ポアチエＮ14,094 羽中総合 9 位、15
位、15 年ラ・スーテレーヌＰ930
年ラ・スーテレーヌＰ930 羽中優勝、同
Ｎ4,161 羽中総合 2 位
祖父)アポロ・ジュニア ＮＬ11-1742472 ウィレム・ドブルイン作 アポロ×ロザリンド
祖母)ナタリア Ｂ13-3138175 Ｌ.＆Ｈ.シウン作 同腹の直仔／ナイロ 15 年ラ・スーテレーヌＮ
年ラ・スーテレーヌＮ532Ｋ
532Ｋ
9,760 羽中総合優勝 同 12,308 羽中最高分速
母)マルゴー Ｂ12-31420522 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 12 年アルジャントンＮ25,949
年アルジャントンＮ25,949 羽中総合 44 位、13 年ラ・
スーテレーヌＮ11,236
スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 97 位、14
位、14 年モンリュソン 291 羽中優勝、同Ｎ14,230
羽中優勝、同Ｎ14,230 羽中総合 43 位、フ
ォンテネイ 182 羽中優勝、15
羽中優勝、15 年ラ・スーテレーヌＮ4,161
年ラ・スーテレーヌＮ4,161 羽中総合 7 位、16
位、16 年クレルモン 9,439 羽中総
合 3 位、アルジャントンＮⅡ9,228
位、アルジャントンＮⅡ9,228 羽中総合 5 位、同ＮⅠゾーン
位、同ＮⅠゾーン 1,249 羽中 6 位 ツールＰ4,113
ツールＰ4,113 羽中総
合 17 位他で、同年Ｎエース鳩第 14 位
祖父)ソン・スヴェン Ｂ11-6244612 リック・ヘルマンス作 スヴェン×マルティン
祖母)ブライアン ＮＬ11-1742491 ヴィレム・ドブルイン作 オリンピック・ゼウスの孫

【25】
“プラチナ” ＮＬ14-1651343 Ｂ ♀ フェルブリー共同鳩舎作翔
メルン 8,042 羽中総合 14 位、ポン・サン・マクサンス 8,244 羽中総合 41 位、サン・カトリーヌ・ワーヴァ
ー6,735 羽中総合 44 位、ブールジュ 620Ｋ
620Ｋ1,583 羽中総合 53 位、シャトロー665
シャトロー665Ｋ
665Ｋ1,181 羽中総合 47 位 12
年鷹に襲われ負傷後種鳩 同腹／プラチノ
同腹／プラチノ 6,372 羽中総合優勝、1,170
羽中総合優勝、1,170 羽中優勝他で PIPA ランキング最優
秀１才鳩第 8 位
父)リコ Ｂ10-6357212 ＢＷ ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 全兄弟／ビューティーフライ アルジャン
トン 426 羽中優勝 同Ｎ25,583
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22 位、ブールジュＮ22,476
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Ｎ17,109 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、
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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
祖父)サイコ Ｂ01-0189340 Ｍ．ファンデンブランデン＝ヘルマンス作 ホスペル＝エルファー使翔
ホウデン 743 羽中優勝、同 1,548 羽中 2 位、ヴェルヴィン 1,043 羽中 4 位、トロイ 587 羽中 7 位 直
仔／02-210 若鳩Ｐエース鳩１位、
06-707 若鳩長距離エース鳩 1 位、
06-681 オルレアン NPO8,611
羽中総合 13 位 ヴィットノィス×フィーン・200
祖母)ゴールド・ピース ＮＬ06-1321965 直仔／11-403 ピティヴィエ 162 羽中優勝 ヤールリング・ド
ンダースティーン×ヤンセン・ドィビン
母)スヴェトラーナ ＮＬ09-1375385 Ｂ ヤン・ホーイマンス作
祖父)ジェームス・ボンド ＮＬ06-1267007 Ｂ 弟／超銘鳩ハリー他
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、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)ツールスケ ＮＬ04-1036705 Ｂ Ｊ.ホーイマンス作翔 オルレアン NPO9,040 羽中総合 13 位、ツ
ール NPO6,238 羽中総合 16 位、
オルレアンＮ北 13,181 羽中総合 66 位 直仔／オッフェンブルグ 7,151
羽中総合 6 位

【26】
“スペシャル・ワン” ＮＬ16-1243434 Ｂ ♂ フェルブリー共同鳩舎作 同腹／133)
父)リモ ＮＬ03-1287765 Ｂ Ａ.スカーラーケンス作 スーパー種鳩 直仔／マルチノ、アニタ Ｎ最優秀雌鳩
祖父)ＮＬ95-2067230 Ｂ 両親共Ａ．スカーラーケンス作 兄弟／144、145
祖母)ＮＬ01-2055992 Ｂ 両親共Ａ．スカーラーケンス作 インヴィンシブル×スーパーチェ
母)サマンタ ＮＬ14-1651260 Ｂ フェルブリー共同鳩舎作翔 ポン・サン・マクサンス NPO15,083 羽中総
合 8 位、
同 NPO9,427 羽中総合 7 位、
同 4,331 羽中総合優勝、
サンカンタン 8,335 羽中総合 13 位、
同 2,641
羽中 12 位、同 9,325 羽中総合 61 位、同 2,379 羽中 11 位、デュッフェル 6,170 羽中総合 13 位、同 1,367
羽中 7 位、フューリー1,279
位、フューリー1,279 羽中優勝
祖父)コント ＮＬ05-2159336 ＢＣ Ｅ.ホーホランド作 兄弟／ゴールデン・クラウン 直仔／サフィ
ーナ ストロームベーク 4,430 羽中総合優勝、ポメロイル 2,483 羽中優勝、オルレアン 3,852 羽中優
勝、同Ｎ16,654 羽中総合 5 位、デュッフェル 2,714 羽中 2 位 ＮＬ02-1286×セナ
祖母)カプリナ Ｂ10-6297675 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 エィカプリオ×カンニバールの娘
直仔／クラシア モルリンコート 3,182 羽中優勝、ポン・サン・マクサンス 1,127 羽中 2 位他

【27】
“スペシャル・シックス” ＮＬ16-1243400 Ｂ ♂ フェルブリー共同鳩舎作
兄弟／134)
父)セルジオ ＮＬ05-2159337 ＢＣ Ｅ．ホーホランド作 兄弟／ゴールデン・クラウン(14,382
兄弟／ゴールデン・クラウン(14,382 羽中総
合優勝、14,300
合優勝、14,300 羽中総合優勝他で、Ｎ最優秀若鳩第 1 位) 直仔／ナキタ 優勝 3 回 ヴィオラ NPO
ブロア 25,597 羽中総合 10 位他
祖父)ＮＬ02-2211286 Ｂ 両親ファンルーン作
祖母)センナ ＮＬ01-5116808 ＢＣ フェルブリー作 ブランコ×ボンチェ
母)カプリナ Ｂ10-6297675 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 直仔／グラシア モルリンコート 3,182 羽
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中優勝、ポン・サン・マクサンス 130 羽中優勝(1,127
羽中優勝(1,127 羽中 2 位)、フューリー2,598
、フューリー2,598 羽中 3 位、ファナ
タキェブラン 7,004 羽中 12 位、ニールグニース 233 羽中優勝(
羽中優勝(同 3,825 羽中 9 位)、フューリー2,978
、フューリー2,978
羽中 4 位、サマンタ ポン・サン・マクサンス NPO15,083 羽中総合 8 位、同 9,427 羽中 7 位、同 4,331
羽中優勝、フューリー1,279
羽中優勝、フューリー1,279 羽中優勝他
祖父)ディ・カプリオ Ｂ05-6045015 ＢＣ レオ・ヘレマンス作翔 1,928 羽中優勝、1,580 羽中優勝、
1.278 羽中優勝他
祖母)カンニバールの娘 Ｂ02-6256226 ＢＣ Ｄ.ファンダィク作

【28】
“スペシャル・フォー” ＮＬ16-1243435 Ｂ ♀ フェルブリー共同鳩舎作 同腹／136)
父)リコ Ｂ10-6357212 ＢＷ ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 全兄弟／ビューティーフライ アルジャン
トン 426 羽中優勝 同Ｎ25,583
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22 位、ブールジュＮ22,476
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Ｎ17,109 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
祖父)サイコ Ｂ01-0189340 Ｍ．ファンデンブランデン＝ヘルマンス作 ホスペル＝エルファー使翔
ホウデン 743 羽中優勝、同 1,548 羽中 2 位、ヴェルヴィン 1,043 羽中 4 位、トロイ 587 羽中 7 位 直
仔／02-210 若鳩Ｐエース鳩１位、
06-707 若鳩長距離エース鳩 1 位、
06-681 オルレアン NPO8,611
羽中総合 13 位 ヴィットノィス×フィーン・200
祖母)ゴールド・ピース ＮＬ06-1321965 直仔／11-403 ピティヴィエ 162 羽中優勝 ヤールリング・ド
ンダースティーン×ヤンセン・ドィビン
母)アニータ ＮＬ10-1326498 Ｂ ナントィル 18,340 羽中総合 75 位、ブロア NPO25,597 羽中総合 20 位
他上位 1％内入賞多数 WHZB 最優秀雌鳩Ｎ第
最優秀雌鳩Ｎ第 1 位(18 レース)
祖父)リモ ＮＬ03-1287765 Ｂ 両親共Ａ．スカーラーケンス作 スーパー種鳩 上記参照
祖母)コーラ ＮＬ05-1574879 Ｂ 両親共Ｃ.レイテンス作 直仔／サリノ ブールジュ NPO4,800 羽中総
合 6 位、ブロア NPO5,186 羽中総合 8 位 サブリナ 上位入賞多数 ラメールトの娘

【29】
“ウルティーメ・プロパー”B15-6063599 Ｂ♀ リック・ヘルマンス作
父)プロパー Ｂ06-6212441 トップ・ブリーダー 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 孫・ひ孫／カノン、カノンの同腹他 N エース鳩多数
祖父)スコーネ・ファン・ド・ヤールリング Ｂ02-6257770 直仔／08-253 アルジャントンＮ5,763 羽中総
合 13 位 11-822 クライル 135 羽中優勝 基礎交配ヤールリング・ドンダースティーン×ヤンセン・ド
ィビン
祖母)ブラウ・コラフレスケ Ｂ05-6445580 Ｅ．ヤンセン作 04-409(カンニバール孫)×01-442
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 直仔／ニケ 2016 年ブールジュ N 総合優勝
祖父)基礎鳩ヤールリング・ドンダースティーン Ｂ98-6522539 Ｄ.＆Ｌ.ファンダィク作 ドンダースティ
ーン×ドールダンケ
祖母)バブルスの娘 ＮＬ08-1537990 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク父子作
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【30】Ｂ16-6128651 Ｂ ♀ リック・ヘルマンス作 ※超銘鳩カウ・ガールの直仔
兄弟／ツールＮ24,097
兄弟／ツールＮ24,097 羽中総合 99 位、アルジャントンＮ11,223
位、アルジャントンＮ11,223 羽中総合 15 位、ブールジュＮ28,078
位、ブールジュＮ28,078 羽
中総合 35 位
父)ド・シャトロー ＮＬ12-1537573 ジャイダーヴァイク兄弟作翔 シャトローNPO605Ｋ2,300 羽中優勝
祖父)スネーウマン ＮＬ07-1730301 ナイフェルＰ12,212 羽中総合優勝、ナントィル 523 羽中優勝、エ
ペイ 7,308 羽中 9 位他 ヨンゲ・91×オーイエ・ファール・ドィビン
祖母)ムーダー・シャトロー ＮＬ09-1100913 Ｋ.レリーフェルド作 776×優勝 4 回の娘
母)カウ・ガール Ｂ09-6323201 Ｂ ミール・ファンデンブランデ＝ヘルマンス作 リック・ヘルマンス使翔
アルジャントンＰ990
ブールジュ 494 羽中 2 位 同Ｎ17,061
アルジャントンＰ990 羽中優勝 同Ｎ7,358
同Ｎ7,358 羽中総合 8 位、ブールジュ
同Ｎ17,061 羽中総
合 68 位、ドールダン 2,369 羽中 4 位 ドールダン 2,356 羽中 7 位 メルン 2,265 羽中 4 位、アルジャン
トン 289 羽中 9 位 同Ｐ2,118 羽中総合 65 位、
シャトロー512 羽中 19 位 同Ｎゾーン 8,353 羽中 424 位、
ブールジュＩＰ1,143 羽中総合 33 位、ブールジュ 319 羽中 28 位 同Ｐ1,822 羽中総合 229 位、※以上の
成績で 11 年オリンピアード・ベルギー代表 1 才鳩第 1 位、10 年ヨーロッパ杯ベルギー中距離エース鳩第
２位 2011:メルン 2,402 羽中 24 位、ノワイヨン 1,250 羽中 46 位、同 1,170 羽中 383 位、ドールダン 2,231
羽中 78 位 同 1,258 羽中 391 位、ブールジュ成鳩Ｎ24,651 羽中総合優勝 孫／Ｐエース鳩第 1 位(ファン
ヴァンローイ鳩舎)
祖父)ミステリー・ヴォウタース Ｂ06-6415262
祖母)エル・タイドの妹 Ｂ06-6166694 ウィリアム・ロイテン作 兄弟／エル・タイド 07 年ＦＣＩグラ
ンプリ総合優勝 フロール・600×ラーチェ

【31】Ｂ16-6128768 Ｂ ♀ リック・ヘルマンス作
父)プロパー・42 Ｂ10-6298442 Ｒ．ヘルマンス作 直仔／クライネ・プロパー(
直仔／クライネ・プロパー(別記参照)
別記参照) 全兄弟／スター
リー ブールジュＮ
羽中総合 177 位、アルジャントン
ブールジュＮ37,357
ュＮ37,357 羽中総合 52 位、ラ・スーテレーヌＮ17,814
位、
Ｎ23,921 羽中総合 202 位、グレＮ14,245 羽中総合 1053 位で 3Ｎレース最優秀若鳩第 4 位、4Ｎレース最優
秀若鳩第 7 位 他ドールダン 1,962 羽中 22 位 ムンリ アルジャントンＮ22,442
アルジャントンＮ22,442 羽中総合 36 位他 ブロ
ア・スターリー ドールダン 1,013 羽中優勝(Ｅ．ヤンセン鳩舎)
羽中優勝
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 最高種鳩 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021
ブールジュＮ9,021 羽中総合 47 位、ラ・スーテレ
ーヌＮ13,
ーヌＮ13,965
13,965 羽中総合 123 位 直仔／ダニー・ファンダィク鳩舎基礎鳩 スコーネ・ファン・ド・ヤ
ールリング×ブラウ・コラフレスケ
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)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

14

【32】“ブロア・レジナ” Ｂ15-6202864 Ｂ ♂ リック・ヘルマンス作
全兄弟／レジナ 16、ブールジュＮ28,078
16-505 ラ・スーテレーヌＮ16,613 羽中総合 2 位、ブールジュＮ
、ブールジュＮ28,078 羽中総合 65 位他で
KBDB 若鳩大中距離Ｎエース鳩第 8 位
1616-506 ラ・スーテレーヌＮ16,613
ラ・スーテレーヌＮ16,613 羽中総合 36 位
父)09・プロパー Ｂ11-6238509 ヘルマンス＝フクストラ作 全兄弟／スターリー ブールジュＮ37,357
ブールジュＮ37,357
羽中総合 52 位、ラ・スーテレーヌＮ17,814 羽中総合 177 位、アルジャントンＮ23,921 羽中総合 202 位、
グレＮ14,245 羽中総合 1053 位で 3Ｎレース最優秀若鳩第 4 位、4
位、4Ｎレース最優秀若鳩第 7 位 他ドール
ダン 1,962 羽中 22 位 ムンリ アルジャントンＮ22,442
アルジャントンＮ22,442 羽中総合 36 位他 ブロア・スターリー ドール
ダン 1,013 羽中優勝(Ｅ．ヤンセン鳩舎)
羽中優勝
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 最高種鳩 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021
ブールジュＮ9,021 羽中総合 47 位、ラ・スーテ
レーヌＮ13,965
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
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)ミネルヴァ Ｂ10-6284915 Ｒ．ヘルマンス作翔 グレ 474 羽中優勝、同Ｎ13,885
羽中優勝、同Ｎ13,885 羽中総合 10 位、アル
ジャントンＮ22,422
ジャントンＮ22,422 羽中総合 21 位、同Ｎ4,123
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 孫／
12-047 ランス1,092 羽中優勝 兄弟／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 位他
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

【33】ＮＬ16-1526381 ＬＢＣ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
※マジック・アモーレ最後の放出近親直仔
父)フェラーリ ＮＬ11-1741053 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブールジュ13,592 羽中総合101 位 直仔／
13-311 1 才で上位１％内 6 回入賞 13-396 1,516 羽中同着 2 位
祖父)ブルー・チャンプ ＮＬ07-1786839 ＢＷ クリス・コーリング作翔 09 年Ｎエース鳩オールラウン
ド第 1 位 同 WHZB 最優秀雄鳩第 1 位 サンカンタン 9,542 羽中 12 位、ペロンヌ 22,020 羽中総合
33 位、アブリス 7,514 羽中総合 19 位、ストロームベーク 6,346 羽中総合 12 位他 ソン・ナターシャ
×シャトロー・ダィフケの孫・883
祖母)オリンピック・ソランジュ 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・アモーレ(コープマン)
母)マジック・アモーレ ＮＬ06-4720774 ＬＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／オリンピック・ソラン
ジュ、フーディニ、イタロ、リッツ、ミラクル、アイ・キャッチャー
ジュ、フーディニ、イタロ、リッツ、ミラクル、アイ・キャッチャー他
、アイ・キャッチャー他
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
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)アモレー ＮＬ00-5063949 02 年当日長距離Ｎエース鳩第 1 位 ブラック・パワー×イ・ミン

【34】ＮＬ16-1526384 Ｂ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
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全姉／リジー 15 年シャトローＮ3,7571
2位
年シャトローＮ3,7571 羽中総合 9 位他で長距離Ｎエース鳩第
位他で
異母兄弟／ティンカー・ベル モー32,917
モー32,917 羽中最高分速
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
センス 6,492 羽中総合5
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
ャンティー6,762
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)バブルズ 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
母)ジェシー ＮＬ10-1682123 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ヴィエルゾン 14,964 羽中総合 10 位、マン
テス・ラ・ジョリー2,058
テス・ラ・ジョリー2,058 羽中 3 位、アルジャントン
位、アルジャントン 7,796 羽中総合 31 位、メール 650 羽中 3 位、ペロ
ンヌ 8,775 羽中総合 42 位他
祖父)フェデラー ＮＬ07-1817999 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブロアＮ43,064
ブロアＮ43,064 羽中総合優勝、
同全約 67,000 羽中第 7 位 アブリス 7,514 羽中総合 16 位、シャトロー3,741
位、シャトロー3,741 羽中総合 18 位他でＮエ
ース鳩第 15 位、ペガサス×バブルズ
位、
祖母)シーカ ＮＬ07-1817907 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ストロームベーク 5,328 羽中総合 2 位、
クライル 3,761 羽中 4 位、シャトロー
位、シャトロー7,355
トロー7,355 羽中総合 8 位、ブールジュ 8,548 羽中総合 11 位、アルジ
ャントン 6,595 羽中総合 11 位他でＮエース鳩 14、
14、19 位 ミッション・インポッシブル×オプラー

【35】ＮＬ16-1526388 Ｂ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
異母兄弟／シャトローＮ47,539
異母兄弟／シャトローＮ47,539 羽中総合 5 位
父)インヴィクタス ＮＬ11-1740826 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブールジュ 9,896 羽中総合 18 位、ペ
ロンヌ 19,287 羽中総合 39 位、ルフェック 3,875 羽中総合 17 位、アルジャントン 6,926 羽中総合
羽中総合 44 位、
ポメロイル 3,105 羽中 26 位他
祖父)イカルス ＮＬ07-1817891 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 アルジャントン 6,595 羽中総合 3 位、
ブロア 434,064 羽中総合 37 位、モースクロン 4,132 羽中 4 位、同 3,337 羽中 7 位、ブールジュ 8,548
羽中総合 19 位 ブルドーザー×オリンピック・アンビリーバブル
祖母)オリンピック・ストラディバリウス ＮＬ06-2162368 Ｂ フェルケルク父子作 ペロンヌ 4,876 羽
中優勝、ブールジュ 4,423 羽中総合２位他 09 年オリンピアード・オールラウンド部門第１位
年オリンピアード・オールラウンド部門第１位 スタ
リオン×インテュイション
母)ローラ＝リリー ＮＬ13-1239488 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブールジュ 9,742 羽中総合優勝、モー
、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
羽中総合42位、
シャトロー
羽中総合 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
位、マンテス・ラ・ヴァレー
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 年オリンピアード補欠 1 位 マンテス・ラ・ヴァレー10,446
羽
マンテス・ラ・ヴァレー
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
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【36】ＮＬ16-1526417 Ｂ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
全姉／ファンタジー
シャトローＮ37,571 羽中総合 3 位で 15 年長距離Ｎエース鳩第 5 位
全姉／
父)フリントストーン ＮＬ09-1186313 Ｂ クライル 1,186 羽中優勝、アブリス 6,180 羽中総合 57 位 直仔
／アトランティス 最優秀Ｐ当日長距離鳩
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
羽中総合 8 位、ブールジュ 8,548 羽中総合
ストロームベーク 5,328 羽中 2 位、シャトロー
位、シャトロー7,355
ャトロー
11 位、アルジャントン 6,595 羽中総合 11 位他 全姉妹／ケート ミッション・インポッシブル×オ
プラー
母)レプリカ ＮＬ10-1682188 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 1 才時 10 週間で上位入賞 9 回内 5 回
上位 1％内ナントイル 15,350 羽中総合 28 位、ヴィエルゾン 14,964 羽中総合 49 位、マンテス・ラ・ジ
ョリー5,222
ョリー5,222 羽中総合 20 位、ツール 10,490 羽中総合 45 位、ニヴェユ 3,176 羽中 22 位
祖父)イカルス ＮＬ07-1817891 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 アルジャントン 6,595 羽中総合 3 位、
ブロア 434,064 羽中総合 37 位、モースクロン 4,132 羽中 4 位、同 3,337 羽中 7 位、ブールジュ 8,548
羽中総合 19 位 ブルドーザー×オリンピック・アンビリーバブル
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・アモーレ(コープマン)

【37】Ｂ16-6032408 ＢＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作
兄弟／サムスン スープ 357Ｋ
357Ｋ9,294 羽中最高分速優勝
羽中最高分速優勝
父)エレクトロ Ｂ08-6174630 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 孫／シャトローＮ33,018 羽中最高分速総合
優勝、他 17 年ブリュッセル・オリンピアード長距離代表候補 直仔／ブロア 462ＫＩＰ
462ＫＩＰ1,519
ＫＩＰ1,519 羽中優勝、
モンリュソンＮ17,865
モンリュソンＮ17,865 羽中総合 9 位、
祖父)エクストリーム Ｂ03-6277483 ブロアＰ586 羽中優勝、アルジャントンＰ2,057 羽中 2 位、ヴィエル
ゾンＰ1,564 羽中2 位、ブールジュＮゾーン12,278 羽中21 位、シャトローＰ1,401 羽中3 位 870×805
祖母)293 Ｂ05-6116293 アルジャントンＰ2,934 羽中総合 22 位 直仔／レーウ アントワープ連盟エー
ス鳩第１位 Ｎエース鳩第 8 位、優勝６回
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
モンリュソンＮ22,875 羽中総合 62 位
直仔／スープ
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
羽中優勝、アルジャントンＮ4,582 羽中 20 位、シャトローＮ
19,691 羽中総合 53 位、他優勝鳩２羽
祖父)マンボ Ｂ08-6144041 アルジャントン 555Ｋ419 羽中優勝、同Ｎ21,092 羽中総合 14 位、イソード
ゥンＳＮ5,848 羽中総合 61 位他 デコ×マリスカ 兄弟／ポルト Ｎエース鳩第 4 位
祖母)ビューティ Ｂ05-6234009 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 アルジャントンＮ555Ｋ30,045 羽中
総合第 2 分速 2 位 同 21,299 羽中総合 2 位 直仔／ターボ リモージュＮゾーン優勝

【38】Ｂ16-6032565 ＤＣ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作 同腹／121)
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
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勝 同 33,018 羽中最高分速 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)ヴィタラ Ｂ10-6052150 シャトロー
シャトロー526Ｋ
526Ｋ641 羽中優勝、同Ｎ25,263
羽中優勝、同Ｎ25,263 羽中総合 38 位、ブールジュ 479Ｋ
479Ｋ
538 羽中 2 位、同Ｎ20,589
同Ｎ20,589 羽中総合 57 位、ヴィエルゾンＳＮ6,257
ヴィエルゾンＳＮ6,257 羽中総合 8 位、アルジャントン 1,495
羽中 3 位 Ｐエース鳩第１位
祖父)マンボ Ｂ08-6144041 アルジャントン 555Ｋ419 羽中優勝、同Ｎ21,092 羽中総合 14 位、イソード
ゥンＳＮ5,848 羽中総合 61 位他 デコ×マリスカ 兄弟／ポルト Ｎエース鳩第 4 位
祖母)ヴィオラ Ｂ07-6221074 イソードゥンＳＮ5,815 羽中総合 10 位、ヴィエルゾンＳＮ7,030 羽中総合
43 位他 トレド×ホープ

【39】Ｂ16-6032489 ＢＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作 同腹／122)
父)ゾロ Ｂ15-6026003 メルン 310Ｋ
310Ｋ1,288 羽中 4 位、同 1,464 羽中 9 位、スープ 357Ｋ
357Ｋ1,351 羽中 2 位、
同 1,595 羽中 10 位の 4 成績で、15
成績で、 年 KBDB 中距離Ｎエース鳩第 3 位
祖父)リトル・パンター Ｂ08-6144332 直仔／エロディー ブロアＳＮ1,108
ブロアＳＮ1,108 羽中総合優勝 レナ シャト
ローＰ3,147 羽中総合２位、ブラジル チュールＮ6,972 羽中総合 24 位、リモージュＰ517 羽中 3 位、
ミス・アジア タイ委託最終レース 560Ｋ8 位 ベッカム×シリ
祖母)コニー Ｂ12-6196549 異父兄弟／ボレケ・ジュニア リブルヌＮゾーン 2,215 羽中 8 位他 Ｎエー
ス鳩第 3 位、ブダペスト・オリンピアード長距離第１位 サンダーボルト×ディッケ・ブラウエ
母)ジーナ Ｂ10-6346673 ＢＣ ホック・ジョス・フェルカメン作 直仔／ジョーカー ブールジュＮ479
ブールジュＮ479
Ｋ8,005 羽中総合 5 位、
イソウドゥンＮ504
アルジャントン
同Ｎ3,671
イソウドゥンＮ504Ｋ
504Ｋ5,670 羽中総合 7 位、
アルジャントン 555Ｋ優勝、
555Ｋ優勝、
同Ｎ3,671
羽中総合 32 位他 1212-032 メルン 429 羽中 2 位
祖父)パウロ Ｂ09-6248171 Ｂ ホック・ジョス・フェルカメン作翔 ブロアＩＰ1,519
ブロアＩＰ1,519 羽中総合優勝、
羽中総合優勝
ドールダン 366Ｋ1,747 羽中 2 位、同全 6,927 羽中第 3 分速 アルジャントンＮゾーン 7,132 羽中 44
位 エレクトロ×グロリア
祖母)パンター・レディ Ｂ09-6248530 ＤＣ ニュー・パンター×ラート・パンターチェ

【40】Ｂ16-6032452 Ｂ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作
父)オリギ Ｂ13-6026050 Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 アントワープ連盟エース鳩第 1 位、リモージュＰ634 羽
中優勝、ブリーブ 168 羽中優勝、チュール 2,037 羽中 19 位他 兄弟／チュールＮ657Ｋ6,972 羽中総合
19 位 直仔／ノワイヨン優勝他
祖父)ミロス Ｂ10-6251534 直仔／オリジ リモージュ634 羽中優勝 ブリーブ優勝 レーウ×リディア
祖母)マニラ Ｂ09-6248383 直仔／グッチ ドールダン 366Ｋ2,545 羽中優勝 バルコ×キティ
母)イザベラ Ｂ11-6282478 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 直仔／ジャルナックＰ697Ｋ397 羽中 9 位、同
2,234 羽中 46 位、ノワイヨン 1,206 羽中 4 位、スープ 1,155 羽中 6 位、ブールジュ 7,739 羽中 41 位他
祖父)ベッカム Ｂ01-6387174 アルジャントンＰ2,166
アルジャントンＰ2,166 羽中総合優勝、同 3,973 羽中最高分速 リモージ
ュ 640Ｋ301 羽中 12 位 直仔／ビューティ ルジャントン 30,045 羽中 2 位
祖母)メロディー Ｂ09-6248063 直仔／ブラジル チュールＮ6,972 羽中総合 24 位、リモージュＰ517 羽
中 3 位 スパルタカス×トレンディ
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【41】ＮＬ13-1655147 Ｂ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
姉／キアラ センス 6,386 羽中総合 3 位、ブレトィル 4,564 羽中総合 6 位他 当日長距離エース鳩第 15
位、1
位、15 年オリンピアード中距離代表
父)ゴールデン・カプリ Ｂ09-6040496 Ｂ ディルク・ファンダィク作 ディ・カプリオの直仔
祖父)ディ・カプリオ Ｂ05-6045015 ＢＣ レオ・ヘレマンス作翔 1,928 羽中優勝、1,580 羽中優勝、
1.278 羽中優勝他
祖母)カンニバールの娘 Ｂ05-6337097 ＢＣ Ｄ.ファンダィク作 カンニバール×ランボーの妹
母)ラジンダ ＮＬ08-2049135 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／センス NPO6,386 羽中総合 2 位、ブロイル
NPO4,564 羽中総合 6 位、NPO
当日長距離エース鳩第 2 位
位、
祖父)ジェイソン ＮＬ01-1135413 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／ヴァレラ 当日長距離エース鳩第
1 位 ミスター・アレンニッヒ オンズ・ルィーズ×オランダの女王
祖母)ジーナ ＮＬ06-1597157 Ｂ 07 年当日長距離Ｎエース鳩第2
羽中総合2
年当日長距離Ｎエース鳩第 位 シャンティー13,008
シャンティー
羽中総合 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

【42】ＮＬ16-1072668 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作
父)ジェルソン ＮＬ10-5011833 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 オルレアン 3,480 羽中総合 2 位、ピティヴ
ィエ 6,452 羽中総合 6 位、ボクステル 10,698 羽中総合 10 位、同 9,392 羽中総合 9 位、キェブラン 6,223
羽中総合 11 位他の成績で 13 年オリンピアード・オールラウンド部門第 1 位
祖父)フレンド Ｂ03-6254818 ＢＣＷ Ｊ．マリス作 ブールジュＰ3,456
ブールジュＰ3,456 羽中総合優勝、同Ｐ3,988
羽中総合優勝、同Ｐ3,988 羽中
総合 2 位、トゥーリー1,863
位、トゥーリー1,863 羽中優勝、オルレアンＰ2,219
羽中優勝、オルレアンＰ2,219 羽中総合 2 位、同 8,255 羽中総合 7 位 ヨ
ハン×ヴィットグライス
祖母)デイ・ドリーム ＮＬ07-5724626 ＢＣ アブリス NPO582Ｋ
Ｋ8,519 羽中総合優勝 シャンティー
12,742 羽中総合 70 位他 カシアス×ミス・ムックフック
母)テミラ ＮＬ13-1655068 ＢＣ 異母姉／デイ・ドリーム 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
ャンティー
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)マルティン ＮＬ11-1185671 ＤＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 センス 6,386 羽中総合 2 位、ポメロイ
ル 7,848 羽中総合 3 位、ラーヴェンシュタイン 5,247 羽中総合 6 位、同 9,166 羽中総合 35 位、ピティ
ヴィエ 4,494 羽中 9 位 フリドゥス×ヘンナ

【43】ＮＬ16-1072681 ＢＣ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作
異母兄弟／ファーサイ センス NPO4,237 羽中総合優勝
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)
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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)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、
シャンティー
オルレアン NPO9,670 羽中総合 2 位他上位多数
祖父)デン・リンズ・ファボリー ＮＬ03-5343024 04 年アブリス NPO10.609
NPO10.609 羽中総合優勝、ソールダン
羽中総合優勝、ソールダン NPO
13,426
2,228 羽中 18 位 クライネ・エンゲルス×Ｂ01-6041468
13,426 羽中総合８位、モルリンコート
羽中総合８位、
祖母)超銘鳩アンネリーズ ＮＬ99-5971341 シメイ 15,438
15,438 羽中総合優勝、トロイ 13,174
13,174 羽中総合２位(
羽中総合２位(ク
ライネ・ディルクの次
ライネ・ディルクの次)
クの次) シメイ 10,001
10,001 羽中総合２位(
羽中総合２位(ミスター・エルマーフェーンの次)
ミスター・エルマーフェーンの次) レイテル
1.318 羽中３位、ハッセルト 4,052 羽中５位、ハッセルト 2,668 羽中８位 ジェンティル×ゴールデ
ン・レディ 全兄弟／超銘鳩クライネ
99 年Ｎエース鳩第１位、
全兄弟／超銘鳩クライネ・ディルク(98
ディルク(98 年世界選手権若鳩第５位、
NPO 総合優勝２位、最高分速５回)
総合優勝２位、最高分速５回)

同腹／120)
【44】ＮＬ16-1072700 ＢＣ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
父)ニルソン ＮＬ11-1186012 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
祖父)ゴールデン・ディルク ＮＬ04-1389690 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／ミス・モラコット
11,509 羽中総合優勝、リムザ他 超銘鳩クライネ・ディルク×ゴールデン・レディの母子近親
祖母)ニュー・ホープ ＮＬ07-1207604 ＢＣ コープマン作 マディール×ゴールデン・レディ
母)ブライト・ブルー ＮＬ10-5011836 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 キェブラン 6,223 羽中総合 10 位、ブレ
トィル 9,786 羽中総合 11 位、同 10,037 羽中総合 49 位、ドゥイヴェン 9,053 羽中総合 17 位他で
位他でフォンド・
シュピーゲル紙当日長距離Ｎエース鳩第 3 位
祖父)ダヴィッズ・サン ＮＬ07-1207620 Ｂ 兄弟の直仔／NPO3,969 羽中総合優勝、アブリス NPO6,644
羽中総合優勝 ジルムール×ショウピース
祖母)カントリー・ガール ＮＬ02-5251656 シメイ 3.246 羽中優勝、ソールダン NPO13.426
PO13.426 羽中総合４
位、アブリス NPO10.030
NPO10.030 羽中総合 26 位、オルレアン・サラン NPO10.039
NPO10.039 羽中総合 35 位 超銘鳩クライ
超銘鳩クライ
ネ・ディルク×
ネ・ディルク× ガメーラ

【45】Ｂ16-2060178 ♂ アルベルト・デルヴァ作 同腹／113)
父)ド・ゾーン Ｂ10-2007030 Ａ.デルヴァ作翔 ブロアＰ2,413
ブロアＰ2,413 羽中総合 11 位、アルジャントンＰ3,395
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
アルジャントンＮ22,442 羽中総合 94 位、ブールジュＮ30,748
ブールジュＮ30,748 羽
中総合 218 位他 兄弟／プリモ
兄弟／プリモ アルジャントン 348 羽中優勝、シャトロー2,043
羽中優勝、シャトロー2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056
位、同ＳＮ4,056
羽中総合 22 位、シャトローＳＮ9,026
位、シャトローＳＮ9,026 羽中総合 73 位、スワソン 224 羽中優勝、488
羽中優勝、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(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
以上は４週連続優勝)、同 941 羽中優勝、シャトローＰ1,039
シャトローＰ1,039
羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、同Ｎ11,001 羽中総合 49 位、シャ
トロー823
トロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、同Ｎ16,479 羽中総合 75 位、シャトローＩＰ8,854
位、シャトローＩＰ8,854 羽中総合 87 位、ペリナ アルジ
ャントン 172 羽中優勝、同Ｎ20,844
同Ｎ20,844 羽中総合 11 位、ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108
モミニー108 羽中優勝、
アルジャントン 142 羽中優勝、同Ｎ6,177
羽中優勝、同Ｎ6,177 羽中総合 14 位、ブールジュＮ13,
位、ブールジュＮ13,354
13,354 羽中総合 101 位、モンリ
ュソン 5,052 羽中総合 9 位、同ＳＮ8,619
ペトロヴァ モミニー125
同ＳＮ8,619 羽中総合 13 位他
モミニー125 羽中優勝、シャ
トロー550
トロー550 羽中 2 位、同ＩＰ7,871
位、同ＩＰ7,871 羽中総合 72 位、アルジャントン 1,171 羽中 11 位、ル・マン 1,312 羽
中 12 位、ラ・スーテレーヌＮ21,258
スーテレーヌＮ21,258 羽中総合 578 位 パオリーニ 22 回入賞内アルジャントンＩＰ5,871
回入賞内アルジャントンＩＰ5,871
羽中総合 15 位
祖父)ヴァレンチノ Ｂ03-2182096 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 センス 346 羽中優勝、スワソン
2,168 羽中 5 位、
羽中優勝、
ラ・スーテレーヌＩＰ7,682 羽中総合 43 位他 ヴァレンティン×1/2 フェルフォールト
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祖母)ポーライン Ｂ06-2090139 Ａ.デルヴァ作翔 別記参照
母)ロセーラ Ｂ13-2110076 Ａ．デルヴァ作
祖父)Ｂ11-2090012 Ａ．デルヴァ作 父娘交配直仔×母子交配直娘
祖母)ロゼ Ｂ12-2080135 Ａ.デルヴァ作翔 ブロア 1,880 羽中優勝、同 1,711 羽中優勝 BU GHF エース鳩
第 1 位 全姉妹／ミス・ベルジウム 両親ポール・ヒュルズ作

【46】Ｂ16-2060664 Ｂ ♀ アルベルト・デルヴァ作 同腹／114)
父)プリモ Ｂ09-2027029 Ａ．デルヴァ作翔 09 年 10 回入賞、10 年 11 回入賞内アルジャントン
アルジャントン 348 羽中優
勝、同Ｎ19,816
羽中祖総合 229 位、シャトロー2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、シャトロ
勝、
ーＳＮ9,026 羽中総合 73 位 ヴィエルゾンＩＰ3826 羽中総合 42 位、11 年 13 回入賞内スワソン
スワソン 224 羽中
優勝、488 羽中優勝、ナントィル 471 羽中優勝、ピティヴィエ 149 羽中優勝(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
以上は４週連続優勝)、同 941
羽中優勝、シャトローＰ
羽中優勝、シャトローＰ1,039 羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、
Ｎ11,001 羽中総合 49 位、12 年 9 回入賞内シャトロー
シャトロー823
羽中総合 75 位、シャト
シャトロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、
ローＩＰ8,854 羽中総合87 位 兄弟／ペリナ アルジャントン 172 羽中優勝、
同Ｎ20,844
同Ｎ20,844 羽中総合 11 位、
ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108
羽中総合
羽中優勝、モミニー108 羽中優勝、アルジャントン 142 羽中優勝、同Ｎ6,177
羽中優勝、
14 位、ブールジュＮ13,354 羽中総合 101 位、モンリュソン 5,052 羽中総合 9 位、同ＳＮ8,619 羽中総合
13 位他 ド・ゾーン 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 ペトロヴ
ァ モミニー125 羽中優勝、シャトロー550 羽中 2 位、同ＩＰ7,871 羽中総合 72 位、アルジャントン 1,171
羽中 11 位、同Ｎ21,092 羽中総合 508 位、同Ｎ10,549 羽中総合 174 位、ル・マン 1,312 羽中 12 位、ラ・
スーテレーヌＮ21,258 羽中総合 578 位 パオリーニ 22 回入賞内アルジャントンＩＰ5,871 羽中総合 15
位、アルジャントンＩＰ5,883 羽中総合 61 位
祖父)ヴァレンチノ Ｂ03-2182096 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 センス 346 羽中優勝、スワソン 2,168 羽中 5 位、
ラ・スーテレーヌＩＰ7,682 羽中総合 43 位他 ヴァレンティン×1/2 フェルフォールト
祖母)ポーライン Ｂ06-2090139 Ａ.デルヴァ作翔 シャトローＳＮ8,218
シャトローＳＮ8,218 羽中総合優勝、グレＢＵ1,298
羽中総合優勝、グレＢＵ1,298
羽中優勝、シャトローＩＰ3,969
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
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３位他で中距離
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２位、
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Ｎ5,927
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、
ブロア2,836 羽中17 位他 ※
オリンピック・スペシャル参照 ポーラインの父×ヴァレスカ
母)ＧＢ13Ｐ04522 プレミア・スタッド作 純Ａ.デルヴァ
祖父)Ｂ11-2055835 Ａ.デルヴァ作 全兄弟／プリモ(
全兄弟／プリモ(上記参照)
上記参照)、プリシラ、ゾーン、ペロロヴァ他
祖母)Ｂ12-2080144 Ａ.デルヴァ作 全兄弟／ヴァレリ、ヴァルデス、ヴィジ

【47】Ｂ16-2060150 Ｂ ♂ アルベルト・デルヴァ作 同腹／115)
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
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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)Ｂ12-2080098 Ａ.デルヴァ作
祖父)プリモ Ｂ09-2027029 Ａ．
デルヴァ作翔 アルジャントン348
シャトロー2,043
アルジャントン 348 羽中優勝、
シャトロー2,043 羽中7
羽中 7 位、
同ＳＮ4,056
同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、シャトローＳＮ9,026
位、シャトローＳＮ9,026 羽中総合 73 位 スワソン
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(
同 941 羽中優勝、
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
以上は４週連続優勝)、
シャトローＰ1,039
シャトローＰ1,039 羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、同Ｎ11,001
羽中総合 49 位、シャトロー823
位、シャトロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、同Ｎ16,479 羽中総合 75 位、シャトローＩＰ8,854
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)Ｂ11-3070106 純ガビー・ファンデンアベール

【48】Ｂ16-2060200 Ｂ ♀ アルベルト・デルヴァ作
父)ＮＬ13-1395705 ヤン・ホーイマンス作
祖父)ヴィレム ＮＬ11-1912554 Ｊ.ホーイマンス＝ドブルイン共作 超銘鳩ハリー×オリンピック・シュ
ヌルケ
祖母)ＮＬ11-1912636 Ｊ.ホーイマンス作 異母兄弟／超銘鳩ハリー ヨンゲ・ブリクセン×ファンダィ
ク作のカンニバールの孫
母)プリシラ Ｂ12-2080130 アルベルト・デルヴァ作翔 優勝 9 回、グレＮ15,007
グレＮ15,007 羽中総合 4 位、同Ｎ16,988
同Ｎ16,988
羽中総合 33 位、アルジャントンＮ
位、アルジャントンＮ6,795
ジャントンＮ6,795 羽中総合 5 位、同Ｎ22,463
位、同Ｎ22,463 羽中総合 16 位 兄弟／プリモ
兄弟／プリモ アル
ジャントン 348 羽中優勝、シャトロー2,043
シャトロー2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056
同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、シャトローＳＮ9,026
シャトローＳＮ9,026
羽中総合 73 位他、スワソン 224 羽中優勝、488
羽中優勝、488 羽中優勝、ナントィル 471 羽中優勝、ピティヴィエ 149
羽中優勝(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
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、シャトローＰ1,039 羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、同Ｎ11,001 羽中総合 49 位、シャトロー823
位、シャトロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中総合 75 位、シャトローＩＰ8,854
シャトローＩＰ8,854 羽中総合 87 位 ペリナ アルジャントン 172 羽中優勝、同Ｎ20,844
同Ｎ20,844
羽中総合 11 位、ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108
羽中優勝、モミニー108 羽中優勝、アルジャントン 142 羽中優勝、同
Ｎ6,177 羽中総合 14 位、ブールジュＮ13,354
位、ブールジュＮ13,354 羽中総合 101 位、モンリュソン 5,052 羽中総合 9 位、同Ｓ
Ｎ8,619 羽中総合 13 位他で KBDBＮエース鳩第
KBDBＮエース鳩第 8 位 ド・ゾーン ブロアＰ2,413
ブロアＰ2,413 羽中総合 11 位、アルジ
ャントンＰ3,395
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
、アルジャントンＮ22,442 羽中総合 94 位、ブ
ールジュＮ30,748
ールジュＮ30,748 羽中総合 218 位他 8 回優勝 ペトロヴァ モミニー125
モミニー125 羽中優勝、シャトロー550
シャトロー550 羽中
2 位、同ＩＰ7,871
位、同ＩＰ7,871 羽中総合 72 位、アルジャントン 1,171 羽中 11 位、ル・マン 1,312 羽中 12 位、パオリ
ーニ アルジャントンＩＰ5,871
アルジャントンＩＰ5,871 羽中総合 15 位、アルジャントンＩＰ5,883
位、アルジャントンＩＰ5,883 羽中総合 61 位
祖父)ヴァレンチノ Ｂ03-2182096 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 センス 346 羽中優勝、スワソン 2,168 羽中 5 位、
ラ・スーテレーヌＩＰ7,682 羽中総合 43 位他 ヴァレンティン×1/2 フェルフォールト
祖母)ポーリーン Ｂ06-2090139 シャトローＳＮ8,218
シャトローＳＮ8,218 羽中総合優勝、グレＢＵ1,298
グレＢＵ1,298 羽中優勝、シャトロ
ーＩＰ3,969
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
ブロアＰ2,836 羽中総合２位、アルジャントンＰ1,854
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 姉
兄／ポルティア
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Ｎ5,927 羽中総合 15 位、ブロ
アＰ2,836 羽中総合 11 位他、ポーレット
ポーレット モンリュソンＳＮ8,619
モンリュソンＳＮ8,619 羽中総合優勝、ナントイル優勝、ブ
羽中総合優勝
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ＳＮ
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8,218 羽中総合 9 位、ラ・スーテレーヌＮ13,965 羽中総 38 位他

【49】“ナショナル・ハリー” ＮＬ14-1208607 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマンス作
全兄弟の娘／キム
全兄弟の娘／キム 16 年日本長距離Ｎエース鳩第 1 位
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Ｎ
611Ｋ5,979 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
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ｐ
＠＠ｐ
権若鳩第５位、99 年Ｎエースピジョン第１位 NPO トロイ 17.884 羽中総合優勝、NPO ブールジュＮ
7.165 羽中総合優勝、マーゼイク 3,522 羽中優勝、ロンメル 495 羽中優勝、ベーク 443 羽中優勝)×ア
モレー(03 年オリンピアード代表 長距離Ｎエース鳩第 1 位)
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)
祖父)ダヴィンチ ＮＬ04-5435151 Ｐ.フェーンストラ作翔 アブリス NPO7,946 羽中総合優勝、メーネン
16,753 羽中総合 2 位 コープマン作のディルキー×00-178
祖母)ヒルデ ＮＬ11-1912492 兄弟／超銘鳩ハリー 上記参照

【50】ＮＬ16-1663936 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
、同 3,513 羽中優勝、セザンヌ 740 羽中優勝他
羽中優勝
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620
羽中総合優勝、
位、
兄弟／シャトロー
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)アフロ・ハリー ＮＬ14-1209976 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 直仔／入賞数羽
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 上記参照
祖母)アフロディーテ ＮＬ08-4200362 Ｂ アリー・ダイクストラ作 スーパー雌鳩 直仔／ボクステルＰ
10,848 羽中総合優勝。シャトローNPO650 羽中総合優勝
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【51】ＮＬ16-1663950 ＢＣ ♀ ヤン・ホーイマンス作
父)オメ・シャーク ＮＬ07-2007797 ＢＣ シャトローNPO4,064
シャトローNPO4,064 羽中総合4
羽中総合 4 位、ブールジュNPO7,356
位、ブールジュ NPO7,356 羽中総合15
羽中総合 15
位、ブレトィル20,797
位、ブレトィル 20,797 羽中総合23
羽中総合 23 位、サルブリNPO7,573
位、サルブリ NPO7,573 羽中総合50
羽中総合 50 位、同NPO5,333
位、同 NPO5,333 羽中総合86
羽中総合 86 位、ナ
ントイル3,249
ントイル 3,249 羽中116
羽中 116 位、ブロアNPO548
位、ブロア NPO548Ｋ
NPO548Ｋ7,415 羽中総合226
羽中総合 226 位他 孫／ナンツ NPO5,956 羽中総合 2 位、
ブロアNPO6,613
ブロア NPO6,613 羽中総合6
羽中総合 6 位、シラ(
位、シラ(ルーマニア)6,200
ルーマニア)6,200 羽中総合8
羽中総合 8 位 全兄弟／超銘鳩ハリー
母)ドーター・ハリー ＮＬ13-1962198 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 直仔／ヴォラストン 1,122 羽中 11 位
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ20,920
トＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620
羽中総合優勝、
位、
兄弟／シャトロー
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)マザー・ヘンキー ＮＬ04-0414033 ＢＣ Ｈ．メリス作 DNA 鑑定付 スーパー種鳩 直仔／マン
テス・ラ・ジョリー9,746 羽中総合 2 位、ブールジュ 12,300 羽中総合 3 位、アルジャントン 8,338 羽
中総合 3 位、ポアチエ 4,863 羽中総合 3 位、ツール 4,331 羽中総合 3 位、ラ・スーテレーヌ 5,603 羽
中総合 4 位他 ミンアーハウト×クルック

【52】ＮＬ16-1663468 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマンス作
父)プリンス・ハリー ＮＬ15-1849775 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス＝ベルト・ファンデンベルク共作
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620
羽中総合優勝、
位、
兄弟／シャトロー
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)プリンセス・グロリア Ｂ13-4186089 Ｂ Ｂ.ファンデンベルク作翔
母)ドーター・アレクシア ＮＬ12—1783974 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 兄弟／ブールジュ NPO4,843 羽中総
合優勝、ゲネップ 7,890 羽中総合優勝、イスネス 6,544 羽中総合優勝、ハーゼルドンク 2,657 羽中優勝、
ポメロイル 1,456 羽中優勝、シャトロー1,415
羽中優勝、シャトロー1,415 羽中総合優勝
祖父)ダヴィンチ ＮＬ04-5435151 Ｐ.フェーンストラ作翔 アブリス NPO7,946 羽中総合優勝、メーネン
16,753 羽中総合 2 位 コープマン作のディルキー×00-178
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
シャトロー
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
中総合優勝
兄弟／超銘鳩ハリー
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
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【53】Ｂ16-3065337 Ｂ ♂ リック・クールス作 同腹／105)
父)ド・クライネン Ｂ12-3113677 Ｂ Ｒ．クールス作翔 12 年Ｐエース鳩第 3 位、直仔／13-703 シャトロ
ーＮゾーン優勝、アミーゴ ツール 6,083 羽中総合優勝、同 5,313 羽中総合優勝
祖父)ローニー Ｂ10-3020263 Ｒ．クールス作 グレ×マリーケ
祖母)Ｂ10-3020320 兄弟／カンマ、カプーン Ｇ．ファンデンアベールのブリクセンの孫
母)Ｂ11-3123443 Ｂ Ｒ．クールス作 兄弟／ペトロシュカ アルジャントンＰ512Ｋ2,631 羽中優勝、同Ｎ
ゾーン 8,003 羽中優勝、同Ｎ23,921 羽中総合 4 位、
、同Ｐ1,403 羽中 21 位、同Ｐ3,250 羽中 91 位、クレル
モン 200Ｋ230 羽中優勝、同 711 羽中 3 位、アブリス 300Ｋ645 羽中 10 位、ブールジュ 444ＫＰ1,427 羽中
11 位、同Ｐ2,054 羽中 13 位、同Ｎゾーン 4,806 羽中 38 位、シャトローＰ485Ｋ5,500 羽中 14 位他、ツー
ルＰ450Ｋ1,405 羽中 14 位、2011 年 KBDB 中距離Ｐエース鳩第５位
祖父)カンマ Ｂ07-3129165 Ｇ．ファンデンアベールのブリクセンの孫
祖母)ヘット・セリナ Ｂ01-3117095 Ａ.＆Ｒ.デザール作

【54】Ｂ16-3065326 Ｂ ♀ リック・クールス作 同腹／106)
父)Ｂ10-3020284 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)モウリスカ Ｂ10-3020217 Ｒ.クールス作翔 シャトロー5,500 羽中 6 位、アルジャントン 3,105 羽中
33 位、グレ 2,915 羽中 53 位、ラ・スーテレーヌ 2,436 羽中 45 位他 KBDB エース鳩第 2 位
祖父)ウィットペンネ・モウリス Ｂ08-3035204 直仔／ピポ、孫／ボレケ ブリーブＮ16,007 羽中総合優勝
祖母)ダナエ Ｂ02-3185288 ツール 1,761 羽中 4 位、同 1,829 羽中 5 位他 ヨンゲ・ガビー×シャトーケ

【55】Ｂ16-3065383 Ｂ ♂ リック・クールス作 同腹／107)
父)アントン Ｂ14-3115103 Ｒ.クールス作
祖父)ダニー Ｂ11-3169887 ブールジュＮ総合優勝のダーリングの近親孫
祖母)モレケⅡ Ｂ11-3172372 全姉／モレケ KBDB エース鳩 マキシマ オルレアンＮ15,867
オルレアンＮ15,867 羽中総合
優勝 カプーン×トニカ
母)マジック・マリーケⅠ Ｂ12-3113590
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
年若鳩長距離Ｐエース鳩第１位、グレＰ
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

【56】Ｂ16-3065156 ＢＣ ♀ リック・クールス作
兄弟／ベルジアン・マスター最終レース第 2 位
父)クリスタソン Ｂ13-3159680 Ｒ.クールス作
祖父)581・クヴェーカー Ｂ11-3123581 Ｂ ブリクセン近親
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祖母)クリスタ Ｂ11-3073298 Ｒ．クールス作翔 12 年４Ｎレース最優秀鳩第 4 位、13 年６Ｎレース最
優秀鳩 スタイン×オリンピア
母)ヒルデ Ｂ13-3158280 ルク＆ヒルデ・シウン作 ポアチエ 13,135 羽中総合 4 位、シャトロー4,107
位、シャトロー4,107 羽
中9位
祖父)ビッグ・タイム Ｂ11-6244606 リック・ヘルマンス作 ＮＬ09-1425512×ティンカーベル
祖母)ビッグ・バブルズ ＮＬ11-1742824 ヴィレム・ドブルイン作 セルジオ×ミネルヴァ

【57】
“ジュニア” ＮＬ11-3056854 Ｂ ♂ スヘーレ兄弟作翔
上位 10％内入賞
10％内入賞 40 回内センス 348Ｋ
348Ｋ6,650 羽中総合 2 位(自舎次点)
自舎次点)、ブレトイル 238Ｋ
238Ｋ7,468 羽中総合 16
位、同 899 羽中 3 位、モー271
位、モー271Ｋ
271Ｋ7,032 羽中総合 17 位、ニールグニース 135Ｋ
135Ｋ2,064 羽中 9 位、ペロンヌ 167
Ｋ8,232 羽中総合 38 位、シャトローＮ523
位、シャトローＮ523Ｋ
523Ｋ16,847 羽中総合 177 位、ルフェック 646Ｋ
646Ｋ283 羽中 3 位、アル
ジャントン 552Ｋ
552Ｋ450 羽中 9 位他
父)ピート ＮＬ09-3951617 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 09 年若鳩Ｎエース鳩第 6 位 全妹／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
中総合優勝
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
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)シャニア ＮＬ09-3951612 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 ペロンヌ 2,938 羽中優勝、ニールグニース 2,064 羽
中 2 位他で、Ｐエース鳩第 1 位 兄弟／ウィットペン・パトリック モルリンコート 8,754 羽中総合 4
位、マンテス・ラ・ヴァレー1,169
位、マンテス・ラ・ヴァレー1,169 羽中優勝他 NPO 総合 21、
21、32、
32、61、
61、83 位 シャニア ペロンヌ 2,938
羽中優勝、ゼネラル・エース鳩第1
位他
他
羽中優勝、
祖父)パトリック ＮＬ06-0750787 Ｂ オルレアン 516 羽中優勝、
ペロンヌ 5,022 羽中総合 14 位、
同 2,641
羽中22 位、
ソールダン9,160 羽中総合31 位 直仔／08-741 1,308 羽中優勝他 ド・56×ＮＬ05-0565960
祖母)サニー ＮＬ07-4103244 Ｂ マルティン・ファンゾン作 06×ロッシー１

【58】ＮＬ16-1588002 スレート ♀ スヘーレ兄弟作
父)ヒーロー ＮＬ11-3056911 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 シャトロー16,847 羽中総合優勝
祖父)800 ＮＬ08-08-3856800 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 オルレアン4,970
羽中総合優勝、
羽
オルレアン
羽中総合優勝、アブリス7,889
アブリス
中総合2
自舎で優勝の後)、ブロアＮＰＯ総合
中総合 位(自舎で優勝の後
自舎で優勝の後 、ブロアＮＰＯ総合10
、ブロアＮＰＯ総合 位 全兄弟／ラスト・ディルク参照
祖母)レア ＮＬ02-1616183 ＢＣ マライケ・フィンク作 レイ×オルファ 直仔／ブロア NPO30,000 羽中
総合8 位、フーデン・クラック第3 位、ブロアNPO 総合2 位他
母)エース・ガール ＮＬ09-3951653 Ｂ 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
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
シャトロー
NPO4,847 羽中総合 10 位
祖父)スーパー・ボーイ ＮＬ02-0274336 上記参照
祖母)666 の娘 ＮＬ02-1713196 Ｂ 666(ヘンク・メリス)×ド・503(Ｒ．メリス)

【59】ＮＬ16-1587986 ＢＣＷ ♀ スヘーレ兄弟作
父)ダルコ ＮＬ08-3856795 ＢＣ スヘーレ兄弟作翔 ペロンヌ 5,776 羽中総合優勝、同 1,241 羽中優勝、
同 1,223 羽中優勝、クライル 224 羽中優勝、オルレアン 5,149 羽中総合 2 位、モンテス・ラ・ジョリー
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1,169 羽中 2 位他
祖父)225・ファン・ゾン ＮＬ07-1834225 ＢＣ マルティン・ファン・ゾン作 ヴィッテブィク×スプリ
ント１の娘
祖母)ディルクス・ガール ＮＬ05-1480671 ＢＣ スヘーレ兄弟作 リヒテ・ディルク×666 の娘
母)シンディ ＮＬ10-3056344 Ｂ 12 年合同会2 一般エース鳩第1 位 異父兄弟／ブロア ブロアNPO5,223
羽中総合優勝、シャトローNPO 総合 3 位(Ｊ.ファンゴーテム鳩舎)
祖父)エース・ボーイ ＮＬ07-3761969 Ｂ 長距離Ｎエース鳩第 4 位 南蘭長距離クラブゴールデン・ク
ラック第 1 位、6 回参加全入賞内セザンヌ 8,785 羽中総合優勝、アルジャントン 27,597 羽中総合 7
位、オルレアン 4,927 羽中総合 3 位、ポメロイル 9,338 羽中総合 6 位、ペロンヌ 1,297 羽中優勝
ブラウエ・オルレアン×ドンナの娘
祖母)アヌーク ＮＬ07-3761979 Ｂ スヘーレ兄弟作 ド・46×ディランの同腹

【60】ＮＬ16-1587997 ＢＣ ♀ スヘーレ兄弟作
異父姉／レーウチェ 16 年ルフェック NPO 総合 2 位、リモージュ NPO 総合 2 位
父)ソラノ ＮＬ14-1059702 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 第 2 回ゴールデン・10 参加鳩同腹
祖父)ワン・アイ・バンディート ＮＬ07-1817958 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 クライル 3,761 羽中優勝
ストリート・ファイター×キャット・ウーマン
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
ンジュ、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)スーパー・ガール ＮＬ13-1308229 Ｂ スヘーレ兄弟作
祖父)スーパー・ボーイ ＮＬ02-0274336 直仔／オルレアンNPO5,000
羽中総合優勝、同5,149
羽中総合優
直仔／オルレアン
羽中総合優勝、同
勝、ペロンヌ6,793
羽中総合優勝、ポアチエNPO2,183
羽中総合優勝、ポメロイル2,066
羽中優勝、ツ
勝、ペロンヌ
羽中総合優勝、ポアチエ
羽中総合優勝、ポメロイル
羽中優勝
ールNPO 総合2 位、シャトローNPO 総合2 位、アルジャントンNPO 総合2 位、同NPO 総合3 位、
11 年長距離Ｎエース鳩第1 位、孫／アルジャントンNPO 総合優勝 リヒテ・85×ヴィッテンブィクの孫
祖母)エース・ガール ＮＬ09-3951653 Ｂ 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、
羽中総合優勝
ブールジュ NPO4,847 羽中総合 10 位 スーパー・ボーイ×666 の娘

【61】
“カス・エルシー” Ｂ16-4139551 ＢＣ ♀ デスメイター＝レスチアン作
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
年リブルヌＰ
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
ルナックＮ
帰り総合優勝、同ＩＮ9,052 羽中総合優勝
祖父)サン・ヨースト Ｂ03-4456329 ＤＣ 最高種鳩 両親共デスメイター＝レスチアン作 ヨースト
×アスケ 2001(01 年若鳩長距離Ｎエース鳩第 1 位)
祖母)ヤンダーケ ＮＬ03-1344459 ＤＣＷ FPP 作 ダックスＮ18,323 羽中総合優勝×ヴァルポット・
ローイマン
母)エルシー Ｂ11-4274336 Ｂ デスメイター＝レスチアン作翔 13 年アジャン優勝、同Ｎ5,507
羽中総
年アジャン優勝、同Ｎ
合 23 位、サンバンサン優勝、同Ｎ3,738
羽中総合 9 位、ポーＩＮ総合 122 位で、同年
KBDB 超長距離
位、サンバンサン優勝、同Ｎ
位で、
Ｎエース鳩第 1 位
祖父)ブルー・ヴァンアッケル Ｆ07-78186 エリック・ヴァンアッケル作 イルンＮ総合 6 位×ペルピ
ニャンＮ総合優勝の娘
27

祖母)ヨーストの娘・342 Ｂ03-4456342 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 ヨースト×ド・ペルピニ
ャンの娘

【62】Ｂ16-4254308 Ｂ ♂ デスメイター＝レスチアン作
異父兄弟／12
オランダ)
異父兄弟／ 年Ｎエース鳩第 4 位(オランダ
オランダ 14 年カオールＮ総合 2 位、サンバンサンＮ総合 21 位
父)ラヴァル Ｂ13-4285904 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 15 年ペルピニャンＮ5,254
羽中総合
年ペルピニャンＮ
8 位、ポーＮ1,980
羽中総合 9 位、サンバンサンＮ3,037
羽中総合 49 位他で、KBDB
国際超長距離 3
位、ポーＮ
位、サンバンサンＮ
位他で、
レース最優秀鳩
祖父)ブロア・ヨースト Ｂ01-4376168 ＤＣ デスメイター＝レスチアン作 兄弟／ヨースト 03 年ペル
ピニャンＩＮ1
ピニャンＩＮ 才鳩優勝 直仔／ボルドー ド・95 フェルフィッシュ×スーパー・23 エルネスト
祖母)グラン・クリュの娘 Ｂ07-4241464 ＢＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 グラン・クリュ(ボ
グラン・クリュ ボ
ルドーＩＮ
ルドーＩＮ1
ーＩＮ 才鳩の部優勝)×レディ・フィンス
才鳩の部優勝 ×レディ・フィンス(サンバンサンＮ
×レディ・フィンス サンバンサンＮ1
サンバンサンＮ 才鳩優勝)
才鳩優勝
母)ＮＬ08-3802868 両親共Ｊ.Ｊ.Ｍ.ステケテー作
祖父)ステイヤーの孫 ＮＬ07-3708313 ＢＣＷ ファンデウェーゲン×ステイヤーの娘
祖母)ＮＬ07-3708248 ＢＣ スーパー(ダックスＮ13,545 羽中総合 3 位、ボルドー2,452 羽中 2 位)×基礎
鳩の孫

【63】
“トリプル・エース” Ｂ16-4140143 Ｂ ♀ デスメイター＝レスチアン作
父)ピエール・ミストラル Ｂ10-3120100 ＢＣＷ ピエール・ブールジョワ作翔 11 年ナルボンヌＮ総合 26
位 14 年ペルピニャンＮ6,248
年ペルピニャンＮ6,248 羽中総合 8 位、サンバンサンＮ3,240
位、サンバンサンＮ3,240 羽中総合 5 位で KBDB 超長距離Ｎエ
ース鳩第 1 位
祖父)ナタン Ｂ06-3047649 Ｂ Ｇ.デフォーヒト作 ヨンゲ・マヌー×マラトン・ドィビン
祖母)ジュリア Ｂ08-3114882 ＢＣ ピエール・ブールジョワ作 ランボー×ライス
母)リヴァウド・ペギーケ Ｂ14-4240985 Ｂ デスメイター＝レスチアン作
祖父)ウィットペン・リヴァウド Ｂ07-308642 ＢＷ エティエンヌ・デフォス作翔 12 年ポーＮ総合18
年ポーＮ総合 18 位、
ペルピニャンＮ総合 5 位他で超長距離Ｎエース鳩第 1 位 ディディの孫×ティックの妹
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
年バルセロナＮ
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
位、ペルピニャンＮ
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

【64】Ｂ16-4248376 ＤＣ ♀ デスメイター＝レスチアン作
異母兄弟／09-202
13 年サンバンサンＮ3,738
羽中総合 68 位、ペルピニャンＮ5,613
羽中総合 46 位で、
異母兄弟／
年サンバンサンＮ
位、ペルピニャンＮ
ニノヴェの超長距離エース鳩第 1 位
父)ブロア・クライネ・コロネル Ｂ07-4335448 ＢＬＫＣ デスメイター＝レスチアン作 兄弟／06
兄弟／ 年ボルド
ーＩＮ総合 7 位、08
位、 年ペルピニャンＩＮ総合 6 位
祖父)コロネル・ジュニア Ｂ03-4456397 ＢＣ クルヴェルス＝デヴィールト作 直仔／ボルドーＮ総合
4 位、同ＩＮ6,223
羽中総合 7 位、ペルピニャンＮ総合 5 位、同ＩＮ17,624
羽中総合 6 位、バルセロ
位、同ＩＮ
位、同ＩＮ
ナＩＮ総合 7 位、孫／ナルボンヌ 1,919 羽中 4 位、同ＩＮ総合 25 位、モントーバン 2,689 羽中 8 位
コロネル×バレリーニ
祖母)Ｂ03-4456310 ＢＬＫＣ デスメイター＝レスチアン作 ヨースト×グーデ・ドィビン
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母)スーパー・バルセロナ・643 Ｂ12-2101643 デスメイター＝レスチアン作翔 14 年バルセロナ優勝、15
年バルセロナ優勝、 年
同負傷帰還 16 年同優勝、同Ｎ総合19
超長距離Ｎエース鳩第3 位
年同優勝、同Ｎ総合 位、同ＩＮ総合30
位、同ＩＮ総合 位他で同年KBDB
位他で同年
祖父)インブレッド・ソウス Ｂ10-4312263 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 異母兄／サンバンサン
ＳＮ総合優勝、同Ｎ総合 23 位、ボルドーＩＮ総合 3 位、ペルピニャンＮ総合 32 位 両親Ｊ.エルネ
スト作 ショーネ・ソウス×クランスケ・ソウス
祖母) インブレッド・95 Ｂ11-4166587 ＢＬＫＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 フォンジー(ヨ
ーストの異母兄弟)×ヨーストの娘

【65】
“ドーター・スーパー・コッペル”ＮＬ16-1529379 ♀ BP キース・ボスア作 同腹／93)
※同鳩舎スーパー・カップルの直娘
父)レオン ＮＬ08-1549024 Ｋ．ボスア作 直仔／ヘリコプター ポメロイル 3,635 羽中優勝、同 32,229 羽
中最高分速、
ナイフェル 3,635 羽中優勝、
デュッフェル 491 羽中優勝、
クーパー(10-937)
ナイフェル 1,032
クーパー
羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、10-936 ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高分速、11-250
ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最高分速，
羽中最高分速，超銘鳩フェンナ（15－592）ロワイエ 15,749 羽中
最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（2 週連続）
祖父)ブラウエ・レオ Ｂ05-6233900 レオ・ヘレマンス作 デン・ユーロ×ド・521
祖母)シャトロー・ダィフイェ ＮＬ96-5665986 シャトローNPO
NPOＮ
NPOＮ9,337 羽中総合優勝、ミンダーハウト 1,490
羽中優勝、デュッフェル 1,473 羽中優勝、ブールジュ 177 羽中優勝 直仔／オスカー ヘンシース 7,045
羽中総合優勝、ペロンヌ 3,778 羽中優勝、ララ ペロンヌ 38,955 羽中総合優勝、アヌーク ペロンヌＰ
39,316 羽中総合優勝、ペロンヌ 3,211 羽中優勝、ティファニー ル・マンＮ15,848 羽中総合 48 位、ブ
ロア NPOＮ20,755 羽中総合 91 位、04-929 アブリスＮ5,494 中総合６位他 ポーキー×ミス・マルベラ
母)ノネチェ ＮＬ08-1549173 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高分
速、同 1,032 羽中優勝、同 3,738 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、ポメロイル 3,635 羽中優勝、同 3,229
羽中最高分速、デュッフェル 491 羽中優勝、ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最高分速，
羽中最高分速，
超銘鳩フェンナ（15－592）ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（2
週連続）
祖父)タイム・アウト ＮＬ04-2062002 04 年Ｎエース鳩若鳩第１位 全姉妹／マギー ル・マンＮ99,104
ル・マンＮ99,104
羽中総合２位、モスキート ペロンヌＰ21,725
ド・ベルス×トスカ
ペロンヌＰ21,725 羽中総合優勝
祖母)ケルクダィフイェ ＮＬ03-5301440 ル・マン 99,104 羽中総合優勝他
全姉妹／ペリー ペロンヌ
羽中総合優勝
6,394 羽中総合優勝、同 47,424 羽中最高分速 同腹／ド・カンニバール
同腹／ド・カンニバール

【66】ＮＬ16-1529384 ♀ BP キース・ボスア作 同腹／94)
父)モレノ ＮＬ13-1243824 Ｂ Ｋ.ボスア作翔 トロイＮ13,664 羽中総合優勝他
他 直仔／好鳩多数
直仔／好鳩多数
祖父)フィーカン ＮＬ08-1549048 Ｋ.ボスア作 ド・カンニバール(オリンピアード・ポルトガル大会オ
オリンピアード・ポルトガル大会オ
ールラウンド部門代表)×フィー・ビー(モースクロン
モースクロン 2,971 羽中総合優勝他)
ールラウンド部門代表
羽中総合優勝他
祖母)ノラ ＮＬ09-1195400 Ｋ.ボスア作翔 メーネン 511 羽中優勝、オルレアン NPO5,503 羽中総合 3 位
レオン×クロウディア
母)アミーラ ＮＬ14-1063659 Ｋ.ボスア作翔 ナントィル NPO9,882 羽中総合優勝、同16,765 羽中最高分速
祖父)ヨンゲ・カースブール ＮＬ11-1747244 Ｋ．ボスア作翔 直仔／メーウ トロイＮ13,664
トロイＮ13,664 羽中総合 3
位、
他好鳩多数 自身優勝
同 16,009 羽中総合 2 位、
ポメロイル 2,176
自身優勝６
優勝６回内ペロンヌ 3,199 羽中優勝、
羽中優勝 異母兄弟／ハンター参照 ボンテ・カースブール直仔
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祖母)チャンピー ＮＬ08-1548902 ＢＣ Ｋ．ボスア作 若鳩ＣＨ鳩 上位入賞多数 直仔／ペロンヌ
直仔／ペロンヌ
880 羽中優勝、リル 16,453 羽中総合優勝、デュッフェル 4,337 羽中 5 位、ポメロイル 4,369 羽中 4 位
他上位多数

【67】
“ブロア・トゥルク”ＮＬ16-1529374 Ｂ ♂ キース・ボスア作
兄弟／トゥルク(13
兄弟／トゥルク(13(13-782) ナントィル 8,709 羽中総合優勝、ポン・サン・マクサンス 3,603 羽中優勝、デュ
ッフェル 239 羽中優勝、モー2,114
羽中 3 位、ペロンヌ 2,247 羽中 4 位他 トロイ・ダィフイェ トロイＮ
羽中優勝
13,664 羽中総合 7 位
父)ファヴォリー ＮＬ08-1548922 Ｋ.ボスア作翔 サンカンタン 456 羽中優勝、同 8,851 羽中総合 5 位、ア
ブリス 9,103 羽中総合 29 位、エペルネイ 5,953 羽中総合 3 位他 直仔／ポメチェ 2 回優勝
祖父)ウィムピー ＮＬ99-2371470 直仔／優勝６羽 02-705 ピュッテ 5,774 羽中総合優勝、02-704 ヘン
シース 771 羽中優勝、04-904 ペロンヌ 21,757 羽中総合優勝、サンカンタン 456 羽中優勝、エペルネ
イ NPOＮ東地区 5,953 羽中３位 オート・カップル(ラーテ・ファン・ド・04×ウノ・ドィビン)直仔
祖母)グローテ・セミ Ｂ05-4257274 ＢＣ アントワン・ブノート作 全兄弟／ヴィクトール オルレアン
271 羽中優勝、同Ｐ2,081 羽中総合 3 位、アルジャントン 382 羽中優勝、同 828 羽中優勝、同Ｐ5,066
羽中総合 4 位、ブールジュ 245 羽中優勝、ブールジュ 285 羽中優勝 セミ×ヘット・ラーチェ
母)ボント・ピーチェ ＮＬ08-1549094 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ボンテ・ピート 1,741 羽中優勝他
祖父)ド・カンニバール ＮＬ03-5301441 Ｂ オリンピアード・ポルトガル大会オールラウンド部門代表
オリンピアード・ポルトガル大会オールラウンド部門代表
NPO 中距離Ｎエース鳩第４位 アブリス 2,091 羽中優勝、ペロンヌ 2,030 羽中優勝、ポン・サン・マク
サンス1,684
シャンティーNPO13,953
シャンティー10,657
直
サンス 1,684 羽中優勝、
シャンティーNPO13,953 羽中総合５位、
シャンティー10,657 羽中総合９位他
羽中総合９位
仔／ララ ペロンヌ 38,955 羽中総合優勝、シャンティーＰ22,571 羽中総合５位 ブラウ・ボント・カ
ンニバールチェ モルリンコート 5,162 羽中２位、同 NPO36,862 羽中総合２位、06-529 シャンティー
NPO30,074 羽中総合 33 位、08-954 アブリスＮ9,103 羽中総合７位、06-580 アブリスＰ20,261 羽中総
合７位、05-341 ポン・サン・マクサンス 2,244 羽中優勝、同 NPO31,168 羽中総合３位、シャンティー
Ｐ22,571 羽中総合６位、06-611 シャンティーNPO30,074 羽中総合５位 カンニバールの妹 04-950
ブールジュ 3,281 羽中総合８位 同腹／ケルクダィフイェ ル・マン 99,104 羽中総合優勝、全 120,936
羽中最高分速、シャンティー10,657 羽中総合３位、ドリー・ファイフィェス ブールジュ NPO11,311 羽
中総合 11 位他 クライネ・フィーゴ×ウィットコップイェ
祖母)ピーターチェ ＮＬ07-1183435 優勝 10 回のスーパー・53×フロールチェ

【68】ＮＬ16-1529359 ♀ ＢＷ キース・ボスア作
父)ヨンゲ・カースブール ＮＬ11-1747244 Ｋ．ボスア作翔 自身 6 回優勝内ペロンヌ 3,199 羽中優勝、同
16,009 羽中総合 2 位、ポメロイル 2,176 羽中優勝 直仔／メーウ トロイＮ13,664
トロイＮ13,664 羽中総合 3 位、
アミーラ ナントイル 9,882 羽中総合優勝、同 16,765 羽中最高分速 他好鳩多数
祖父)ボンテ・カースブール Ｂ04-6082266 ヨセフ・ゴーファールツ作翔 ドールダン 943 羽中(
羽中(アント
ワープ連盟)
ワープ連盟)総合優勝、マルネ 321 羽中同総合優勝他優勝 2 回 デン・481×ブラウ・ウィットペン・
ブッツ
祖母)クリスチーナ ＮＬ05-1358883 Ｃ．コーニング作 直仔／ウダン ポメロイル 2,594 羽中優勝、
シャンティー5,645
シャンティー5,645 羽中総合 4 位、モースクロン 5,168 羽中総合 5 位、アリッサ シャトロー846
シャトロー846
羽中優勝、ブオラ 6,029 羽中総合 2 位、同 8,077 羽中総合 6 位 他 09 年オランダＮ最優秀鳩(
年オランダＮ最優秀鳩(この
鳩はフェルケルク鳩舎に導入され、14
鳩はフェルケルク鳩舎に導入され、14 年ルフェック NPO 総合優勝の父)
総合優勝の父) ゾーン・シャトロー・ダ
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ィフイェ×チコの娘
母)モリー ＮＬ13-1243870 ＢＷ キース・ボスア作翔 モルリンコート 14,474 羽中総合優勝 兄弟／クリス
祖父)グローテ・チコ ＮＬ12-1623785 Ｂ Ｋ．ボスア作 チコ×ロンリー
祖母)ポンメルチェ ＮＬ11-1747324 Ｋ．ボスア作翔 ポメロイル 703 羽中優勝 ヴィエルゾン
ヴィエルゾン 101 羽中
優勝、
シャトロー2 回上位入賞 ファヴォリー×シゾ(姉／ジョイ ブ
優勝 ペロンヌ13,438
ペロンヌ 13,438 羽中総合16
羽中総合 16 位、
ロアＮ9,545 羽中総合優勝)

【69】
“ブロア・サンドラ” B13-6165128 Ｂ♂ アンドレ・ロートホーフト作
姉／サンドラ ブールジュＮゾーン 5,691 羽中 12 位、シャトローＮゾーン 5,070 羽中 15 位、モンリュソ
ンＮ11,056
ンＮ11,056 羽中総合 45 位、アルジャントンＰ1,273
位、アルジャントンＰ1,273 羽中 2 位他で 15 年 KBDB 大中距離エース鳩第 1 位
※母鳩 1111-984 が本年作出不順の為、特別参加した鳩
父)Ｂ11-6025266 スーパー種鳩 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス
祖父)Ｂ97-6463999 入賞多数 直仔／036 ブラウエ・クヴェーカー×グード・クヴェーク・ドィビネチェ
祖母)Ｂ10-9058985 両親共ファンレンターゲム作のファンドポル経由ホフケンス
母)Ｂ11-6333984 ルディ・ディールス作
祖父)ゾット Ｂ07-6007324 デスカイマーカー兄弟作 デスカイマーカー×Ｊ.＆Ｊ.バーク
祖母)Ｂ06-6360433 両親共ルディ・ディールス作 オリンピアード代表ゴウドハーンチェの娘

【70】Ｂ16-6236128 BC ♂
アンドレ・ロートホーフト作
父)Ｂ09-6304162 Ａ.ロートホーフト作翔 37 回入賞内ドールダン 1,747 羽中 6 位、オルレアン 592 羽中
10 位、シャトロー421
シャトロー421 羽中 10 位、スーヤックＮ5,667
スーヤックＮ5,667 羽中総合 33 位、ブールジュＮ24,676
ブールジュＮ24,676 羽中総合 102
位、アンジェルヴィル 1,734 羽中 17 位、モンリュソンＮゾーン 2,996 羽中 18 位
祖父)Ｂ08-4346862 マルセル・アエルブレヒト作 マルセイユの孫
祖母)Ｂ06-6201520 ファンドポル経由ホフケンス スーパー種鳩 兄弟／トム、ネストペナー
母)サンドラ Ｂ13-6165019 Ａ.ロートホーフト作翔 ブールジュＮゾーン 5,691 羽中 12 位、シャトローＮ
ゾーン 5,070 羽中 15 位、モンリュソンＮ11,056
位、モンリュソンＮ11,056 羽中総合 45 位、アルジャントンＰ1,273
位、アルジャントンＰ1,273 羽中 2 位他で
15 年 KBDB 大中距離エース鳩第 1 位他翔歴詳細別記参照
祖父)Ｂ11-6025266 スーパー種鳩 ネレス・ファンデポル経由ホフケンスＢ97-6463999×Ｂ10-9058985
祖母)Ｂ11-6333984 ルディ・ディールス作 ゾット×Ｂ06-6360433

【71】Ｂ16-6236272 Ｂ ♀ アンドレ・ロートホーフト作
父)Ｂ13-6165328 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス
祖父)Ｂ08-9113692 パトリック・ファンレンターゲム作翔 10 年短距離Ｎエース鳩第 2 位 純アンド
レ・ロートホーフト・ホフケンス
祖母)Ｂ03-6355571 スーパー種鳩 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス
母)グレチェ Ｂ11-6025013 Ａ.ロートホーフト作翔 キェブラン 356 羽中 2 位、ドールダン 826 羽中 8 位、
同 1,051 羽中 4 位、同 1,964 羽中 18 位、同 422 羽中 2 位、ラ・スーテレーヌＮ16,665
ラ・スーテレーヌＮ16,665 羽中総合 108 位、
メルン 750 羽中優勝、アルジャントンＮ22,384
羽中優勝、アルジャントンＮ22,384 羽中総合 97 位、リモージュＮ17,735
位、リモージュＮ17,735 羽中総合 185 位、
グレＮ3,415 羽中総合優勝
祖父)トム Ｂ04-6250335 Ａ.ロートホーフト作翔 04 年マルネ 2,555 羽中 26 位他、05
05 年 10 回入賞内ド
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ールダン 665 羽中優勝、オルレアンＰ3,631
羽中優勝、オルレアンＰ3,631 羽中総合 14 位他で、連盟エース鳩第 2 位、06
位、06 年 10 回入
賞内ドールダン
賞内ドールダン 758 羽中 10 位他で連盟エース鳩第 1 位 07 年 12 回入賞内マルネ 321 羽中優勝 兄弟
／ネストペンダー 96-463×036 の妹
祖母)Ｂ03-6355923 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス

【72】
“ゾーン・ベルジウム・ベスト”Ｂ16-6235933 B ♂ アンドレ・ロートホーフト作 同腹／91)
※グレＮ総合優勝、２位の父トムの近親孫
父)トミー Ｂ09-6304150 Ａ.ロートホーフト作翔 シャトローＮ22,718 羽中総合 358 位、リモージュＮ
リモージュＮ
14,211 羽中総合 21 位、ブールジュ 168 羽中優勝、同Ｎ9,781
羽中優勝、同Ｎ9,781 羽中総合 83 位、同Ｎ9,639
位、同Ｎ9,639 羽中総合 65
位、
モンリュソン 101 羽中優勝、
同Ｐ1,253
キェブラン 313 羽中 2 位、
アルジャントンＮ16,325
同Ｐ1,253 羽中 7 位、
アルジャントンＮ16,325
羽中総合 39 位他 全妹／グレチェ グレＮ総合優勝、別記参照
グレＮ総合優勝
祖父)トム Ｂ04-6250335 Ａ.ロートホーフト作翔 04 年マルネ 2,555 羽中 26 位他、05 年 10 回入賞内ド
ールダン 665 羽中優勝、オルレアンＰ3,631 羽中総合 14 位他で、連盟エース鳩第 2 位、06 年 10 回入
賞内ドールダン 758 羽中 10 位他で連盟エース鳩第 1 位 07 年 12 回入賞内マルネ 321 羽中優勝 兄弟
／ネストペンダー 血統別記参照
祖母)Ｂ03-6355923 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス
母)ベルジウム・ザ・ベスト Ｂ13-6165132 Ａ.ロートホーフト作翔 ドールダン 2,433 羽中 3 位、ブールジュ
Ｎ24,019 羽中総合 118 位、モンリュソン 471 羽中優勝、同Ｎ19,298
羽中優勝、同Ｎ19,298 羽中総合 27 位、アルジャントンＮ
9,970 羽中総合 28 位、ラ・スーテレーヌＮ3,184
ラ・スーテレーヌＮ3,184 羽中総合 24 位、グレ 504 羽中優勝、同Ｎ2,429
同Ｎ2,429 羽中総
合 2 位、ソールダン 705 羽中 4 位他の成績で、15
位他の成績で、 年ブダペスト・オリンピアード・ベルギー第 1 位
祖父)トム Ｂ04-6250335 Ａ.ロートホーフト作翔 上記参照
祖母)Ｂ10-9058985 両親共ファンレンターゲム作のファンドポル経由ホフケンス

【73】
“トッパー・32”DV02098-16-1032 Ｂ ♂ ギュンター・プランゲ作翔
ゲルンハウゼン 306Ｋ
306Ｋ2,021 羽中 3 位、ハイデンフェルド 356Ｋ
356Ｋ5,816 羽中 3 位
父)ＤＶ02098-09-1925 Ｇ.プランゲ作
祖父)330・ジュニア ＤＶ02098-06-330 ＢＣ Ｇ.プランゲ作 97-330×02-330(リングローゼの異母兄妹
同士近親交配)
祖母)ＤＶ07237-07-24 Ｂ ステラーマン作 ドイツＮエース鳩第 1 位で、得点記録を出したユーロ・ス
ター802
ター802×全妹近親
802×全妹近親交配
×全妹近親交配直仔
交配直仔 両親共リングローゼ直仔 純プランゲ
母)ＤＶ02098-13-333 ギュンター・プランゲ作
祖父)ＤＶ02098-00-1027 特別な種鳩 Ｇ．プランゲ作 リングローゼ(95-12)×ＮＬ94-2783577(Ｃ.＆
Ｇ.コープマン作 ブランコの妹)
祖母)ＤＶ02098-06-500 Ｇ．プランゲ作 ＤＶ00987-03-388(05 年Ｎエース鳩第 1 位 988.45 点)×ＤＶ
09870-00-875

【74】
“ゾーン・262”DV02098-16-235 Ｂ ♂ ギュンター・プランゲ作
父)超銘鳩デア・261 ＤＶ02098-07-261 ＬＢＣ Ｇ.プランゲ作翔 319Ｋ
Ｋ4,379 羽中優勝、543Ｋ
羽中優勝、 Ｋ4,016 羽
中優勝、261Ｋ
中優勝、 Ｋ2,345 羽中優勝、370Ｋ
羽中優勝、 Ｋ2,111 羽中優勝、169Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,934 羽中優勝、262Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,906 羽中優勝、
羽中優勝、
342Ｋ
Ｋ1,491 羽中優勝、366Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,386 羽中優勝、455Ｋ
羽中優勝、 Ｋ903 羽中優勝、288Ｋ
羽中優勝、 Ｋ770 羽中優勝他
羽中優勝
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祖父)ＤＶ02098-06-801 ＢＣ Ｇ．プランゲ作 プランゲ×ファンルーン
祖母)ＤＶ02098-99-1000 Ｂ プランゲ作 最高種鳩 リングローゼ×コープマン(ブランコの妹)
母)ＤＶ02098-12-666 ギュンター・プランゲ作
祖父)ＤＶ02098-00-1027 特別な種鳩 Ｇ．プランゲ作 リングローゼ(95-12)×ＮＬ94-2783577(Ｃ.＆
Ｇ.コープマン作 ブランコの妹)
祖母)ＤＶ02098-06-500 Ｇ．プランゲ作 ＤＶ00987-03-388(05 年Ｎエース鳩第 1 位 988.45 点)×ＤＶ
09870-00-875

【75】ＤＶ02098-16-227 B ♀ ギュンター・プランゲ作 同腹／87)
父)デア・520 ＤＶ02098-08-520 Ｓ Ｇ.プランゲ作翔 680Ｋ優勝、
Ｋ優勝、630Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、350Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、340Ｋ優勝
Ｋ優勝、 Ｋ優勝
2 回、320Ｋ優勝、
1,600 羽)他 2 位 2 回で、9 位内 20 回入賞
回、 Ｋ優勝、260Ｋ優勝
Ｋ優勝、 Ｋ優勝(以上の平均参加羽数は、約
Ｋ優勝
祖父)ＤＶ02098-05-580 Ｓ Ｇ.プランゲ作 リングローゼ×ＤＶ02098-93-665(デルバール系 01 年の
エース鳩 802 の母)
祖母)ＮＬ05-1937948 ＢＣ コープマンのソーン・ブランコ×リングローゼの娘
母)ＤＶ02098-09-2060 ギュンター・プランゲ作
祖父)ＤＶ07107-08-352 グスト・ヤンセンのオリンピアード・003×コープマン作クライネ・ディルク娘
祖母)ＤＶ02098-07-333 Ｂ Ｇ.プランゲ作 リングローゼ×リングローゼの娘

【76】
“1012”DV02098-16-1012 Ｂ ♂ ギュンター・プランゲ作翔
ハイデンフェルド 356Ｋ
356Ｋ5,816 羽中 45 位
父)ＤＶ02098-09-2021 Ｇ.プランゲ作 全兄／超銘鳩デア・261
Ｋ4,379 羽中優勝、543Ｋ
超銘鳩デア・261 319Ｋ
羽中優勝、 Ｋ4,016 羽中
優勝、261Ｋ
優勝、 Ｋ2,345 羽中優勝、370Ｋ
羽中優勝、 Ｋ2,111 羽中優勝、169Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,934 羽中優勝、262Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,906 羽中優勝、342
羽中優勝、
Ｋ1,491 羽中優勝、366Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,386 羽中優勝、455Ｋ
羽中優勝、 Ｋ903 羽中優勝、288Ｋ
羽中優勝、 Ｋ770 羽中優勝他
羽中優勝
祖父)ＤＶ02098-06-801 ＢＣ Ｇ．プランゲ作 プランゲ×ファンルーン
祖母)ＤＶ02098-99-1000 Ｂ プランゲ作 最高種鳩 リングローゼ×コープマン(ブランコの妹)
母)ＤＶ02098-12-434 Ｇ.プランゲ作
祖父)ＤＶ07107-08-352 グスト・ヤンセンのオリンピアード・003×コープマン作クライネ・ディルク娘
祖母)ＤＶ02098-09-1919 Ｇ．プランゲ作
祖父)リングローゼ(95-12) Ｂ 直仔／802
1009 Ｎエース鳩第 2 位他多くの俊鳩 コ
直仔／802 Ｎエース鳩第 1 位、
ープマン作(ベアトリックス・ドーファー直仔)×プランゲ作 722(デルバール)
祖母)ＤＶ02098-99-1000 最高種鳩 リングローゼ×リングローゼの妹

【77】
“カンニバール・067” Ｂ12-5107067 ＢＷ ♀ ボスマンス＝リーケンス作翔
優勝 2 回 ブールジュＮ22,663
ブールジュＮ22,663 羽中総合 26 位、同Ｎ9,256
位、同Ｎ9,256 羽中総合 42 位、アルジャントンＮ3,671
位、アルジャントンＮ3,671 羽中総
合 21 位、シャトローＮ4,316
位、シャトローＮ4,316 羽中総合 86 位 N レース 100 位以内 5 回入賞,
回入賞,純ディルク・ファンダィク系
ディルク・ファンダィク系
父)カンニバール・067 Ｂ09-6040491 Ｄ.ファンダィク作
祖父)Ｂ07-6363127 両親共ファンダィク作 デン・ブールジュの孫
祖母)Ｂ06-6210025 Ｄ.ファンダィク作 古いライン ブラウ・ファンダィク×カンニバールの曽孫
母)Ｂ05-6451058 Ｄ.ファンダィク作
祖父)Ｂ98-6523195 Ｄ.ファンダィク作 デン・ブールジュの 3 重近親直仔
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祖母)Ｂ97-6515249 Ｄ.ファンダィク作 ファンエルザッカー×アントワープ連盟エース鳩第 2 位

【78】
“ブロア・クラウディア”B15-2181265 ＢＣ ♂ ボスマンス＝リーケンス作
全姉／クラウディア 優勝 3 回、シャトローＮ6,005
回、シャトローＮ6,005 羽中総合 26 位、ブールジュＮ7,416
位、ブールジュＮ7,416 羽中総合 4 位、
同Ｎ22,663
同Ｎ22,663 羽中総合 63 位、ギエンＰ7,916
位、ギエンＰ7,916 羽中総合 5 位、同 4,588 羽中総合 14 位、同Ｐ1,902
位、同Ｐ1,902 羽中総合
4 位、同Ｐ1,317
位、同Ｐ1,317 羽中総合 4 位他
父)Ｂ10-5156214 兄弟／インテールト・カンニバール
祖父)Ｂ03-6482688 カンニバール直仔×サムソンの妹
祖母)Ｂ04-646823 ファンダィク作 有名なカンニバール×ランボーの妹
母)Ｂ06-5203955 スーパー種鳩
祖父)ラッキー・ルーク Ｂ97-5201920 Ｄ.リーケンス作翔 オルレアンＰ5,277 羽中総合優勝 シメイ
604 羽中優勝 ルイス・デロイス×スケレンス
祖母)スーパー・ママ Ｂ03-5241896 プロス・ローザン作 ド・ナショナル(ブールジュＮ9,759 羽中総
合優勝、オルレアン 2,337 羽中優勝)×シャトローの娘

【79】
“ザス・ミス・リンブルグ” B16-2188888 ＢＣＷ ♀ ボスマンス＝リーケンス作
兄弟／83)参照

全兄弟／ミス・リンブルグ Ｂ13-5100049 シャトローＮ5,901 羽中総合優勝、マルネ
、マルネ 176 羽中優勝、同 213
羽中優勝、ランス 917 羽中優勝、ソールダン 123 羽中優勝
父)サン・ラッキー・ルーク Ｂ11-5011683
祖父)ラッキー・ルーク Ｂ97-5201920 Ｄ.リーケンス作翔 オルレアンＰ5,277 羽中；＠ぷおｙ８お９０
ｐ９」－総合優勝 シメイ 604 羽中優勝 ルイス・デロイス×スケレンス
祖母)Ｂ07-5081545 兄弟／多くのトップ・レーサー スーパー・パパ×スーパー・ママの娘
母)Ｂ11-5170270 ブールジュＮ総合10 位の娘
祖父)ウィットペン・218 Ｂ09-5062218 カンニバール・ヤンセン
祖母)ズワルテ・ウィットペン・213 Ｂ09-5062213 カンニバール・パンター

【80】
“ラッキー・ボーイ” B16-2256934 Ｇ ♂ ボスマンス＝リーケンス作
父)スペース・カウ・ボーイ Ｂ15-2065070
祖父)カウ・ボーイ Ｂ14-6058978 Ｒ.＆Ｊ.ヘルマンス作 クライネ・プロパー×超銘鳩
クライネ・プロパー×超銘鳩カウ・ガール
超銘鳩カウ・ガール
祖母)Ｂ10-5175535 ディルク・リーケンス作 兄弟／ブルー・バイアグラ他 ラッキー・ルーク直仔×
ママ・ミーア
母)Ｂ13-5127900 Ｄ.リーケンス作
祖父)ラッキー・ルーク Ｂ97-5201920 Ｄ.リーケンス作翔 オルレアンＰ5,277
オルレアンＰ5,277 羽中総合優勝 シメイ
604 羽中優勝 ルイス・デロイス×スケレンス
祖母)Ｂ11-5170292 グリジェ・091×アストリッド(リーケンス＝ヘルマンス鳩舎最高雌種鳩)
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【81】
“トリプル・75” Ｂ15-2181275 Ｂ ♂ ボスマンス＝リーケンス作
全兄弟／トリプル・
全兄弟／トリプル・026
トリプル・026 優勝 1 回 ブールジュＮ7,479
ブールジュＮ7,479 羽中総合 60 位、トリプル・
位、トリプル・027
トリプル・027 優勝 6 回内ソール
ダンＳＰ1,406
ダンＳＰ1,406 羽中 2 位、トリプル・028
位、トリプル・028 優勝 2 回内ソールダンＳＰ1,884
回内ソールダンＳＰ1,884 羽中総合 3 位他 トリプル・
029 優勝 3 回内ブールジュＮ
回内ブールジュＮ14,496 羽中総合 17 位他
父)オリンピアード・トリプル・エース Ｂ11-5142219 12 年 KBDB 中距離Ｎエース鳩第１位、オリンピアー
ド代表 ギエンＰ5,386 羽中総合優勝、同 8,044 羽中最高分速 直仔／優勝６羽で
直仔／優勝６羽で 15 回 内グレＮ
16,662 羽中総合 69 位、シャトローＮ22,818
位、シャトローＮ22,818 羽中総合
羽中総合 21 位、モンリュソンＮ16,982
位、モンリュソンＮ16,982 羽中総合 59 位、
同Ｎ9,462
同Ｎ9,462 羽中総合 79 位
祖父)Ｂ04-5054093 グーデ・ヤールリング直仔 ロベン・ファンデールミッセン
祖母)Ｂ06-5062694 Ｇ.ファンデンアベール近親×プロス・ローザン
母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953 直仔／優勝 12 回
祖父)Ｂ07-5082347 スーパー・ランス×カンニバールの孫
祖母)Ｂ08-5185745 直仔／09-382 ランス 398 羽中優勝、同 1,247 羽中 4 位 カンニバール近親

【82】Ｂ15-2290128 ＢＬＫＣ ♀ ボスマンス＝リーケンス作
父)Ｂ13-5100084 Ｄ.リーケンス作
祖父)Ｂ11-5170313 グリズル・091×アストリッド
祖母)Ｂ11-5011650 ヴァイヤ・コンディオスの孫
母)トリプル・ネナ・027 Ｂ14-2090027 ボスマンス＝リーケンス作翔 優勝 5 回 15 年 KBDB 中距離Ｐエ
ース鳩第 1 位
祖父)オリンピアード・トリプル・エース Ｂ11-5143219 12 年 KBDB 中距離Ｎエース鳩第１位、オリンピ
アード代表 ギエンＰ5,386
ギエンＰ5,386 羽中総合優勝、同
羽中総合優勝、同 8,044 羽中最高分速 直仔／優勝６羽 Ｂ04-093(グー
デ・ヤールリング直仔)×Ｂ06-694(Ｇ.ファンデンアベール近親×プロス・ローザン)
祖母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953 直仔／優勝 12 回 Ｂ07-5082347×Ｂ08-5185745

【83】
“ブロア・ミス・リンブルグ Ｂ16-2256908 ＢＣ ♂ ボスマンス＝リーケンス作 姉妹／79)参照
全兄弟／ミス・リンブルグ Ｂ13-5100049 シャトローＮ5,901
シャトローＮ5,901 羽中総合
羽中総合優勝、
総合優勝、マルネ 176 羽中優勝、同 213
羽中優勝、ランス
羽中優勝、ランス 917 羽中優勝、ソールダン 123 羽中優勝
父)サン・ラッキー・ルーク Ｂ11-5011683 ラッキー・ルーク×Ｂ07-5081545
母)Ｂ11-5170270 ブールジュＮ総合10
ブールジュＮ総合 10 位の娘 ウィットペン・218×ズワルテ・ウィットペン・213

【84】
“ラッキー・グリズル・916” Ｂ16-2256916 Ｇ ♀ ボスマンス＝リーケンス作
父)Ｂ13-6122595 ディルク・ファンダィク作 カンニバールの 11 重近親
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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Ｐ
モンリュソンＰ1,322
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
トロー2,478 羽中総合 21 位 カンニバール 8 重近親 08-6338800×Ｂ05-6453989
祖母)Ｂ11-6240721 ディカプリオ×カンニバールの娘
母)Ｂ13-5127983 Ｄ.リーケンス作
祖父)ラッキー・ルーク Ｂ97-5201920 Ｄ.リーケンス作翔 オルレアンＰ5,277 羽中総合優勝 シメイ
604 羽中優勝 ルイス・デロイス×スケレンス
祖母)Ｂ11-5170237 全兄弟／ブルー・バイアグラ

【85】
“ゲルンハウゼン・1114”DV02098-16-1114 Ｂ ♂ ギュンター・プランゲ作翔
ゲルンハウゼン 306Ｋ
306Ｋ2,021 羽中 4 位,リングローゼの 6 重近親
父)ＤＶ02098-09-2100 Ｇ.プランゲ作 スーパー種鳩 直仔／優勝鳩５羽
祖父)リングローゼ(95-12) Ｂ 直仔／802
Ｎエース鳩第 1 位、1009
Ｎエース鳩第 2 位他多くの俊鳩 コ
直仔／
位、
ープマン作(ベアトリックス・ドーファー直仔)×プランゲ作 722(デルバール)
祖母)ＤＶ02098-99-1000 Ｂ プランゲ作 最高種鳩 リングローゼ×コープマン(ブランコの妹)
母)ＤＶ02098-15-480 Ｂ Ｇ.プランゲ作
祖父)デア・520 ＤＶ02098-08-520 Ｓ Ｇ.プランゲ作翔 680Ｋ優勝、
Ｋ優勝、630Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、350Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、340Ｋ優
Ｋ優勝、 Ｋ優
勝 2 回、320Ｋ優勝、
1,600 羽)他 2 位 2 回で、9 位内 20 回入賞
回、 Ｋ優勝、260Ｋ優勝
Ｋ優勝、 Ｋ優勝(以上の平均参加羽数は、約
Ｋ優勝
ＤＶ02098-05-580×ＮＬ05-1937948
祖母)ＤＶ02098-14-1333 Ｇ.プランゲ作 ボリス×08-515

【86】
“ドーター・261”DV02098-16-274 ♀ ギュンター・プランゲ作
父)超銘鳩デア・261 ＤＶ02098-07-261 ＬＢＣ Ｇ.プランゲ作翔 319Ｋ
Ｋ4,379 羽中優勝、543Ｋ
羽中優勝、 Ｋ4,016 羽
中優勝、261Ｋ
中優勝、 Ｋ2,345 羽中優勝、370Ｋ
羽中優勝、 Ｋ2,111 羽中優勝、169Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,934 羽中優勝、262Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,906 羽中優勝、
342Ｋ
Ｋ1,491 羽中優勝、
Ｋ1,386 羽中優勝、455Ｋ
羽中優勝、366Ｋ
羽中優勝、 Ｋ903 羽中優勝、288Ｋ
羽中優勝、 Ｋ770 羽中優勝他
羽中優勝
祖父)ＤＶ02098-06-801 ＢＣ Ｇ．プランゲ作 プランゲ×ファンルーン
祖母)ＤＶ02098-99-1000 Ｂ プランゲ作 最高種鳩 リングローゼ×コープマン(ブランコの妹)
母)ＤＶ02098-10-1666 ギュンター・プランゲ作
祖父)ＤＶ02098-00-1027 特別な種鳩 Ｇ．プランゲ作 リングローゼ(95-12)×ＮＬ94-2783577(Ｃ.＆
Ｇ.コープマン作 ブランコの妹)
祖母)ＮＬ07-1207701 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ハロド×ヤナ

【87】ＤＶ02098-16-226 ♂ ギュンター・プランゲ作 同腹／75)参照
父)デア・520 ＤＶ02098-08-520 Ｓ Ｇ.プランゲ作翔 680Ｋ優勝、
Ｋ優勝、630Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、350Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、340Ｋ優勝
Ｋ優勝、 Ｋ優勝
2 回、320Ｋ優勝、
1,600 羽)他 2 位 2 回で、9 位内 20 回入賞
回、 Ｋ優勝、260Ｋ優勝
Ｋ優勝、 Ｋ優勝(以上の平均参加羽数は、約
Ｋ優勝
ＤＶ02098-05-580×ＮＬ05-1937948
母)ＤＶ02098-09-2060 ギュンター・プランゲ作 ＤＶ07107-08-352 ×ＤＶ02098-07-333
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【88】ＤＶ02098-16-1004 ＢＣ ♂ ギュンター・プランゲ作翔

ハイデンフェルド 356Ｋ
356Ｋ5,816 羽中 33 位
父)ＤＶ02098-08-666 Ｂ Ｇ．プランゲ作 特別な種鳩
祖父)リングローゼ(95-12) Ｂ 直仔／802
Ｎエース鳩第1
1009 Ｎエース鳩第2
直仔／
Ｎエース鳩第 位、
Ｎエース鳩第 位他多くの俊鳩 コ
ープマン作(ベアトリックス・ドーファー直仔)×プランゲ作 722(デルバール)
祖母)ＤＶ02098-06-222 Ｂ Ｇ.プランゲ作 リングローゼの父(コープマン作 ベアトリックス・ドー
ファー直仔)×ファンルーン
母)ＤＶ02098-10-1561 Ｇ.プランゲ作
祖父)Ｂ99-6552499 ＢＣ ファンルーン作 プランゲ鳩舎基礎鳩Ｂ84-6091954 の孫
祖母)ＮＬ01-4743641 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 オンズ・ルイーズ×オランダの女王

【89】Ｂ16-6235907 ＢＣ ♀ アンドレ・ロートホーフト作
父)トム Ｂ04-6250335 Ａ.ロートホーフト作翔 04 年マルネ 2,555 羽中 26 位他、05
位他、05 年 10 回入賞内ドール
回入賞内ドール
ダン 665 羽中優勝、オルレアンＰ3,631
羽中優勝、オルレアンＰ3,631 羽中総合 14 位他で、連盟エース鳩第 2 位、06
位、06 年 10 回入賞内ド
ールダン758
ールダン 758 羽中10
羽中 10 位他で連盟エース鳩第1
位他で連盟エース鳩第 1 位 07 年 12 回入賞内マルネ321
回入賞内マルネ 321 羽中優勝 偉大な種鳩 直
仔／グレＮ総合優勝、2 位 オリンピアード代表 KBDB 大中距離Ｎエース鳩第4 位 兄弟／ネストペンナー
祖父)Ｂ96-6296463 Ａ.ロートホーフト作翔 入賞多数 ホフケンス
祖母)Ｂ02-6303373 Ａ.ロートホーフト作 アントワープ連盟エース鳩１位の 036 の妹
母)Ｂ11-6025093 Ａ.ロートホーフト作
祖父)Ｂ08-4346862 マルセル・アエルブレヒト作 マルセイユ直仔×グスターフの娘
祖母)Ｂ06-6201520 Ａ.ロートホーフト作 兄弟／トム、ネストペンナー Ｂ96-463×Ｂ02-373

【90】Ｂ16-6236124 ＢＣ ♂ アンドレ・ロートホーフト作
異母姉／サンドラ
シャトローＮ18,604
異母姉／サンドラ 35 回入賞内ブールジュＮゾーン
回入賞内ブールジュＮゾーン5,691
ブールジュＮゾーン 5,691 羽中12
羽中 12 位、
シャトローＮ18,604 羽中総合85
羽中総合 85 位、
どモンリュソンＮ11,056
モンリュソンＮ11,056 羽中総合 45 位、アルジャントン優勝、同Ｎ
位、アルジャントン優勝、同Ｎ12,18
アルジャントン優勝、同Ｎ12,187
12,187 羽中総合 67 位、シャトロー
Ｎゾーン 4,158 羽中 25 位他で 15 年 KBDB 大中距離エース鳩第 1 位
※母鳩 1111-984 が本年作出不順の
為、特別参加した鳩
父)Ｂ11-6025266 スーパー種鳩 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス
祖父)Ｂ97-6463999 入賞多数 直仔／036 ブラウエ・クヴェーカー×グード・クヴェーク・ドィビネチェ
祖母)Ｂ10-9058985 両親共ファンレンターゲム作のファンドポル経由ホフケンス
母)Ｂ14-6264190 アンドレ・ロートホーフト作
祖父)Ｂ13-6165328 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス Ｂ08-9113692×Ｂ03-6355571
祖母)グレチェ Ｂ11-6025013 Ａ.ロートホーフト作翔 キェブラン 356 羽中 2 位、ドールダン 826 羽中 8
位、同 1,051 羽中 4 位、同 1,964 羽中 18 位、同 422 羽中 2 位、ラ・スーテレーヌＮ
ラ・スーテレーヌＮ16,665
ラ・スーテレーヌＮ16,665 羽中総合
108 位、メルン 750 羽中優勝、アルジャントンＮ22,384
羽中優勝、アルジャントンＮ22,384 羽中総合 97 位、リモージュＮ17,735
位、リモージュＮ17,735 羽中総
合 185 位、グレＮ3,415
位、グレＮ3,415 羽中総合優勝 トム×Ｂ03-6355923

【91】Ｂ16-6235939 Ｂ ♂ アンドレ・ロートホーフト作 同腹／72)参照
※グレＮ総合優勝、２位の父トムの近親孫
父)トミー Ｂ09-6304150 Ａ.ロートホーフト作翔 シャトローＮ22,718 羽中総合 358 位、リモージュＮ
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14,211 羽中総合 21 位、ブールジュ 168 羽中優勝、同Ｎ9,781 羽中総合 83 位、同Ｎ9,639 羽中総合 65 位、
モンリュソン 101 羽中優勝、同Ｐ1,253 羽中 7 位、キェブラン 313 羽中 2 位、アルジャントンＮ16,325
羽中総合 39 位他 全妹／グレチェ グレＮ総合優勝、別記参照 トム×ネレス・ファンデポル経由ホフ
ケンス
母)ベルジウム・ザ・ベスト Ｂ13-6165132 Ａ.ロートホーフト作翔 ドールダン 2,433 羽中 3 位、ブールジュ
Ｎ24,019 羽中総合 118 位、モンリュソン 471 羽中優勝、同Ｎ19,298
羽中優勝、同Ｎ19,298 羽中総合 27 位、アルジャントンＮ
9,970 羽中総合 28 位、ラ・スーテレーヌＮ3,184
ラ・スーテレーヌＮ3,184 羽中総合 24 位、グレ 504 羽中優勝、同Ｎ2,429
同Ｎ2,429 羽中総
合 2 位、ソールダン 705 羽中 4 位他の成績で、15
位他の成績で、 年ブダペスト・オリンピアード・ベルギー第 1 位
上記トム×ファンレンターゲム作のファンドポル経由ホフケンス

【92】Ｂ16-6236199 Ｂ ♀ アンドレ・ロートホーフト作
父)Ｂ05-6381243 アンドレ・ロートホーフト作翔 トゥーリー1,751
トゥーリー1,751 羽中 11 位、メルン 1,674 羽中 9 位、
オルレアンＰ2,646
オルレアンＰ2,646 羽中総合 12 位他で 08 年アントワープ連盟エース鳩第 1 位
祖父)Ｂ99-6256549 Ａ.ロートホーフト作 ネレス・ファンドポル経由のホフケンス・ライン
祖母)ＤＶ05726=99-477 ウナ・クロスターマン作 ルー・ヴォウタースの筋
母)Ｂ14-6264004 Ａ.ロートホーフト作 全姉妹／キェブラン 159 羽中 2 位、オルレアンＰ10,163 羽中総
合 890 位、アルジャントン 8,624 羽中 766 位他 13 年 11 回入賞内アンジェルヴィル 721 羽中 8 位、ノ
ワイヨン 135 羽中 3 位、ブールジュ
ブールジュ 408 羽中優勝、同Ｎ11,883
羽中優勝、同Ｎ11,883 羽中総合 13 位、イソウドゥンＮ5,670
羽中総合 175 位、ネフェルスＮ
ネフェルスＮ2,918
ネフェルスＮ2,918 羽中総合 45 位、グレＮ2,656
位、グレＮ2,656 羽中総合 3 位他 11 年ラ・スーテレ
ーヌＮ16,665
ーヌＮ16,665 羽中総合 6 位、同Ｎ18,591
位、同Ｎ18,591 羽中総合
羽中総合 4 位 KBDB 中長距離エース鳩 3 位
祖父)Ｂ08-6321104 Ａ.ロートホーフト作 ド・ネストペナー×Ｂ04-6250735
祖母)Ｂ05-6381785 エンゲルス・ホフケンス

【93】
“ザス・フェンナ” NL16-1529380 B ♀ キース・ボスア作 同腹／65)参照
※新スーパー・カップルの直娘
父)レオン ＮＬ08-1549024 Ｋ．ボスア作 直仔／ヘリコプター ポメロイル 3,635 羽中優勝、同
羽中優勝、 32,229 羽
中最高分速、ナイフェル
ナイフェル3,635
羽中優勝、
デュッフェル491
羽中優勝、
クーパー(10-937)
ナイフェル1,032
ナイフェル
デュッフェル
クーパー
ナイフェル
羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、10-936
ナイフェル 1,703 羽中優勝、同
羽中優勝、
羽中優勝、 17,183 羽中最高分速、11-250
ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同32,360 羽中最高分速 超銘鳩フェンナ（15－592）ロワイエ 15,749 羽中最
高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（2 週連続）
ブラウエ・レオ×シャトロー・ダィフイェ
母)ノネチェ ＮＬ08-1549173 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ナイフェル 1,703 羽中優勝、同
羽中優勝、 17,183 羽中最高分
速、
、同 1,032 羽中優勝、同 3,738
3,738 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、ポメロイル 3,635 羽中優勝、同 3,229
羽中最高分速、デュッフェル 491 羽中優勝、ペロンヌ
13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最高分速
羽中優勝、
超銘鳩フェンナ（15－592）ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（2
週連続）タイム・アウト×ケルクダィフイェ

【94】ＮＬ16-1529385 ＢＷ ♀ キース・ボスア作 同腹／66)参照
父)モレノ ＮＬ13-1243824 Ｂ Ｋ.ボスア作翔 トロイＮ13,664 羽中総合優勝 直仔／好鳩多数
直仔／好鳩多数
フィーカン×ノラ
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母)アミーラ ＮＬ14-1063659 Ｋ.ボスア作翔 ナントィル NPO9,882 羽中総合優勝、同16,765 羽中最高分速
ヨンゲ・カースブール×チャンピー

【95】ＮＬ16-1529383 ♂ キース・ボスア作
父)クリス ＮＬ13-1243845 Ｋ.ボスア作翔 モルリンコート14,774
モルリンコート 14,774 羽中総合2
羽中総合 2 位、ナイフェル3,134
位、ナイフェル 3,134 羽中優勝
祖父)グローテ・チコ ＮＬ12-1623785 Ｂ Ｋ．ボスア作 チコ×ロンリー
祖母)ポンメルチェ ＮＬ11-1747324 Ｋ．ボスア作翔 ポメロイル 703 羽中優勝 ヴィエルゾン 101 羽中
優勝、
シャトロー2 回上位入賞 ファヴォリー×シゾ(姉／ジョイ ブ
優勝 ペロンヌ13,438
ペロンヌ 13,438 羽中総合16
羽中総合 16 位、
ロアＮ9,545 羽中総合優勝)
母)コンチータ ＮＬ13-1243779 Ｋ.ボスア作翔 ナントィル1,603 羽中2 位、ペロンヌ5,059 羽中総合2 位
兄／ジョーンズ ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高分速(
羽中最高分速(直仔／ポメロイル
直仔／ポメロイル 4,843 羽中総合優
勝、マンテス・ラ・ジョリーNPO7,771
勝、マンテス・ラ・ジョリーNPO7,771 羽中総合 14 位他優入賞多数)
位他優入賞多数)
祖父)レオン ＮＬ08-1549024 Ｋ．ボスア作 直仔／ヘリコプター ポメロイル 3,635 羽中優勝、同 32,229
羽中最高分速、ナイフェル 3,635 羽中優勝、デュッフェル 491 羽中優勝、クーパー(10-937)
ナイフェ
羽中優勝、クーパー
ル 1,032 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、10-936
ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高
羽中優勝、
分速、11-250
ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最高分速 超銘鳩フェンナ（
－592）
）
分速、
超銘鳩フェンナ（15－
ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（
羽中最高分速総合優勝（2 週連続）
週連続）
ブラウエ・レオ×シャトロー・ダィフイェ
祖母)ノネチェ ＮＬ08-1549173 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最
高分速、同 1,032 羽中優勝、同 3,738 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、ポメロイル 3,635 羽中優勝、
同 3,229 羽中最高分速、デュッフェル 491 羽中優勝、ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最
高分速 超銘鳩フェンナ（
－592）
）ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高
超銘鳩フェンナ（15－
分速総合優勝（
分速総合優勝（2 週連続）
週連続）タイム・アウト×ケルクダィフイェ

【96】ＮＬ16-1529375 Ｂ ♀ キース・ボスア作
異父兄弟／ヨンゲ・カースブール参照
父)ジョーンズ ＮＬ10-5007936 Ｋ.ボスア作翔 ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高分速 直仔
／ポメロイル 4,843 羽中総合優勝、マンテス・ラ・ジョリーNPO7,771
羽中総合優勝、マンテス・ラ・ジョリーNPO7,771 羽中総合 14 位他優入賞多数
祖父)レオン ＮＬ08-1549024 Ｋ．ボスア作 直仔／ヘリコプター ポメロイル 3,635 羽中優勝、同 32,229
羽中最高分速、ナイフェル 3,635 羽中優勝、デュッフェル 491 羽中優勝、クーパー(10-937)
ナイフェ
羽中優勝、クーパー
ル 1,032 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、10-936
ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高
羽中優勝、
分速、11-250
ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最高分速 超銘鳩フェンナ（
－592）
）
分速、
超銘鳩フェンナ（15－
ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（
羽中最高分速総合優勝（2 週連続）
週連続）ブラウエ・
レオ×シャトロー・ダィフイェ
祖母)ノネチェ ＮＬ08-1549173 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最
高分速、同 1,032 羽中優勝、同 3,738 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、ポメロイル 3,635 羽中優勝、
同 3,229 羽中最高分速、デュッフェル 491 羽中優勝、ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最
高分速 超銘鳩フェンナ（
－592）
）ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高
超銘鳩フェンナ（15－
分速総合優勝（
分速総合優勝（2 週連続）
週連続）タイム・アウト×ケルクダィフイェ
母)クリスティーナ ＮＬ05-1358883 Ｃ．コニング作 直仔／ウダン ポメロイル 2,594 羽中優勝、シャンテ
ィー5,645 羽中総合 4 位、モースクロン 5,168 羽中総合 5 位、アリッサ シャトロー846 羽中優勝、ブオ
ラ 6,029 羽中総合 2 位、同 8,077 羽中総合 6 位 他 09 年オランダＮ最優秀鳩(この鳩はフェルケルク鳩舎
39

に導入され、14 年ルフェック NPO 総合優勝の父)
祖父)ゾーン・シャトロー・ダィフイェ ＮＬ04-2062097 ダニー×シャトトー・ダィフイェ
祖母)チコの娘 ＮＬ03-1147106 バレリーニとフィーゴの孫

【97】
“ビューティ・カス” Ｂ16-4140139 ＢＬＫＣＷ ♂ デスメイター＝レスチアン作
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
年リブルヌＰ
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
ナックＮ
総合優勝、同ＩＮ9,052 羽中総合優勝
祖父)サン・ヨースト Ｂ03-4456329 ＤＣ 最高種鳩 両親共デスメイター＝レスチアン作 ヨースト×
アスケ 2001(01 年若鳩長距離Ｎエース鳩第 1 位)
祖母)ヤンダーケ ＮＬ03-1344459 ＤＣＷ FPP 作 ダックスＮ18,323 羽中総合優勝×ヴァルポット・
ローイマン
母)ルショの娘 Ｂ15-250667 ＢＬＫＣ デスメイター＝レスチアン作 半兄弟／15 年ペルピニャンＩＮ総
合2 位
祖父)ルショ Ｆ06-187129 ＢＬＫＣ Ｐ.＆Ｇ.デュドウ作翔 カルカゾンヌ 174 羽中優勝、サンゴウデン
319 羽中 4 位、ネクソン 1,265 羽中 7 位、ブリーブ 4,823 羽中 17 位 長距離エース鳩 1、2 位(2 年で)
ダーク・35 直仔
祖母)Ｂ13-4265049 ＢＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 銘鳩ヨーストの近親孫

【98】
“ラヴァル・クアトロ” Ｂ16-4139692 BC ♂ デスメイター＝レスチアン作
父)ラヴァル Ｂ13-4285904 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 15 年ペルピニャンＮ5,254
羽中総合
ペルピニャンＮ
8 位、ポーＮ1,980
羽中総合 9 位、サンバンサンＮ3,037
羽中総合 49 位他で、KBDB
国際超長距離 3
位、ポーＮ
位、サンバンサンＮ
位他で、
レース最優秀鳩
祖父)ブロア・ヨースト Ｂ01-4376168 ＤＣ デスメイター＝レスチアン作 兄弟／ヨースト 03 年ペル
ピニャンＩＮ
ピニャンＩＮ1
ャンＩＮ 才鳩優勝 直仔／ボルドー ド・95 フェルフィッシュ×スーパー・23 エルネスト
祖母)グラン・クリュの娘 Ｂ07-4241464 ＢＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 グラン・クリュ(ボ
グラン・クリュ ボ
ルドーＩＮ1
ルドーＩＮ 才鳩の部優勝)×レディ・フィンス
才鳩の部優勝 ×レディ・フィンス(サンバンサンＮ
×レディ・フィンス サンバンサンＮ1
サンバンサンＮ 才鳩優勝)
才鳩優勝
母)クアトロ・4 Ｂ11-4274444 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 自鳩舎史上最高の雌鳩 国際地中海杯1
位、13～14 年バルセロナ・ペルピニャン最優秀鳩、同13～15 年最優秀鳩、13～15 年最優秀バルセロナ鳩
祖父)コロネル・ジュニア Ｂ03-4456397 ＢＣ クルヴェルス＝デヴィールト作 直仔／ボルドーＮ総合
4 位、同ＩＮ
羽中総合 7 位、ペルピニャンＮ総合 5 位、同ＩＮ17,624
羽中総合 6 位、バルセロ
位、同ＩＮ6,223
同ＩＮ
位、同ＩＮ
ナＩＮ総合 7 位、孫／ナルボンヌ 1,919 羽中 4 位、同ＩＮ総合 25 位、モントーバン 2,689 羽中 8 位
コロネル×バレリーニ
祖母)シスター・カルダト Ｂ06-4190198 ＢＬＫＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 兄弟／03 年マ
ルセイユＰ優勝、同優勝、ペルピニャン 2 位、コールデ×ヨーストの妹

【99“スーパー・エーシー・505” Ｂ16-4139505 ＢＣ ♀ デスメイター＝レスチアン作
父)ニコ Ｂ13-5105708 ニコ・ジャスパース作翔 14 年アジャン 110 羽中優勝、同Ｎ3,180
羽中優勝、同Ｎ3,180 羽中総合 13 位、
ナルボンヌＮ2,835
超長距離 1 才鳩Ｎエース鳩第 1 位
ナルボンヌＮ2,835 羽中総合 16 位他で、KBDB
位他で、
祖父)Ｂ07-5162135 バルセロナ・ヨーリセンの直仔で、04 年 KBDB 長距離Ｎエース鳩第 1 位鳩×02
位鳩×02 年 IFC
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4000 エース鳩第 1 位の娘
祖母)Ｂ07-5162014 優勝 4 回の娘
母)ビューティ・ミストラル・ペギー Ｂ14-4240788 ＤＣＷ デスメイター＝レスチアン作
祖父)ピエール・ミストラル Ｂ10-3120100 ＢＣＷ ピエール・ブールジョワ作翔 11 年ナルボンヌＮ総
合 26 位 14 年ペルピニャンＮ6,248
年ペルピニャンＮ6,248 羽中総合 8 位、サンバンサンＮ3,240
サンバンサンＮ3,240 羽中総合 5 位で KBDB 超長距
離Ｎエース鳩第 1 位 ナタン(Ｇ.デフォーヒト)×ジュリア
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
年バルセロナＮ
羽中総合
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
ペルピニャン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

【100】Ｂ16-4254385 ＤＣ ♂ デスメイター＝レスチアン作
父)インヴィクトゥス Ｆ12-294562 ミッシェル・デュボワ作翔 ポーＩＮ834
ポーＩＮ834Ｋ
834Ｋ9.052 羽中総合 5 位、ペルピ
ニャンＩＮ893
ニャンＩＮ893Ｋ
893Ｋ15,954 羽中総合 21 位、サンバンサンＩＮ814
位、サンバンサンＩＮ814Ｋ
814Ｋ10,737 羽中総合 15 位で欧州超長距離エ
位で
ース鳩第 1 位
祖父)基礎鳩イグナス Ｆ09-116648 オヴァール・シオン系 ダックスＮ総合 4 位他のスーパー鳩×娘
祖母)ラ・イェレマ ＮＬ07-1187406 ＢＣ イェレ・イェレマ作 アイスマン×サフィールの娘
母)カスの妹 Ｂ13-4200569 ＢＣＷ 全兄／カス 14 年リブルヌＰ551
羽中優勝、ジャルナックＮ3,741
年リブルヌＰ
羽中優勝、ジャルナックＮ
羽中総合 18 位で 1 才鳩長距離Ｎエース鳩第 5 位、15
羽中当日只
位、 年ポーＮ1,980
年ポーＮ
羽中当日只 1 羽帰り
羽帰り総合優勝、同
ＩＮ9,052
羽中総合優勝
ＩＮ
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×ヴァルポッ
ト・ローイマン

【101】ＮＬ16-1588000 Ｂ ♀ スヘーレ兄弟作
父)エース・ボーイ ＮＬ07-3761969 Ｂ 11 年長距離Ｎエース鳩第 4 位 南蘭長距離クラブゴールデン・クラ
ック第 1 位、6 回参加全入賞内セザンヌ 8,785 羽中総合優勝、アルジャントン
、アルジャントン 27,597 羽中総合 7 位、オ
ルレアン 4,927 羽中総合 3 位、ポメロイル 9,338 羽中総合 6 位、ペロンヌ
ペロンヌ 1,297 羽中優勝
祖父)ブラウエ・オルレアン ＮＬ05-0565984 Ｂ オルレアン NPO5,011 羽中総合優勝 兄弟／スーパー・
02 若鳩中距離Ｐエース鳩第1 位 ソールダン11,475 羽中総合10 位、
オルレアン2,998 羽中総合7 位、
モルリンコート8,415羽中総合55位、
エタンプ4,490羽中31位他 スーパー・ボーイ×ドンカー・666(ヘ
ンク・メリス)
祖母)ドンナの娘 ＮＬ05-0565982 Ｂ モルリンコート6,260 羽中総合18 位他上位多数 ボンテ・ファン・
アルマンド×ドンナ
母)メッチェ ＮＬ12-3213750 Ｂ 全姉／エース・ガール
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
羽中総合優勝
総合 2 位、ブールジュ NPO4,847 羽中総合 10 位
祖父)スーパー・ボーイ ＮＬ02-0274336 上記参照
祖母)666 の娘 ＮＬ02-1713196 Ｂ 666(ヘンク・メリス)×ド・503(Ｒ．メリス)
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【102】ＮＬ16-1588012 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)デイジー ＮＬ13-3310861 Ｂ 兄弟／
／08-800 オルレアン 4,970 羽中優勝、アブリス 7,889 羽中総合 2
位 デミ 後シーズンＰエース鳩第 1 位、10-372 ブロイル 1,719 羽中優勝、エルフィエ NPO 総合 22、
39、59 位他 ダフネ エース鳩第 1 位
祖父)リヒテ・ディルク Ｂ02-6503551 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 ゾーン・ブールジュ×エディ・ヤ
ンセン
祖母)スーパー・02 ＮＬ04-0451802 Ｂ 若鳩中距離Ｐエース鳩第
若鳩中距離Ｐエース鳩第 1 位 ソールダン 11,475 羽中総合 10
位、オルレアン2,998 羽中総合7 位、モルリンコート8,415 羽中総合55 位、エタンプ4,490 羽中31 位
他 兄弟／オルレアン NPO5,011 羽中総合優勝 スーパー・ボーイ×ドホター・666(ヘンク・メリス)

【103】ＮＬ16-1588016 スレート ♂ 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
兄弟／
ェリー(トミーの母)、15
1515-880 シャトローＮ11,922
シャトローＮ11,922 羽中総合 23 位
父)ソニー ＮＬ12-3254959 Ｂ 全兄弟／エース・ガール
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
中総合優勝
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

【104】ＮＬ16-1588019 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
兄弟／
ポン・サン・マックス
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
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
位、オウビー1,373 羽中優勝、シャトローＮ11,922
羽中優勝、シャトローＮ11,922 羽中総合 59 位他
父)ジェローン・ジュニア ＮＬ11-1742421 Ｂ ヴィレム・ドブルイン作
祖父)ジェローン ＮＬ06-1071741 スレート Ｗ.ドブルイン作翔 Ｎエース鳩 4、11 位 クライネ・ブ
ラウエ×ゲニーダ
祖母)ブルー・フレーム ＮＬ07-1821760 Ｂ Ｗ.ドブルイン作翔 09 年Ｎ最優秀雌鳩第 11 位 両親ヘ
ルマンス＝コィスタース作 ファンジオ×フィーナ
母)ハニー ＮＬ13-1308215 Ｂ スヘーレ兄弟作
祖父)ボーイ・48 ＮＬ09-3951648 Ｂ スヘーレ兄弟作 兄弟／エース・ガール ポアチエ NPO 総合優勝、
ラ・スーテレーヌ NPO2 位、シャトローNPO2 位 アミー 当日長距離エース鳩第 2 位 孫 14 年若鳩Ｎ
エース鳩第 5 位
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祖母)ハリーの娘 ＮＬ11-1912644 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作 超銘鳩ハリーの娘

【105】Ｂ16-3065338 Ｂ ♀ リック・クールス作 同腹／53)参照
父)ド・クライネン Ｂ12-3113677 Ｂ Ｒ．クールス作翔 12 年Ｐエース鳩第 3 位、直仔／13-703 シャトロ
ーＮゾーン優勝、アミーゴ ツール 6,083 羽中総合優勝、同 5,313 羽中総合優勝 ローニー×Ｂ10-3020320
母)Ｂ11-3123443 Ｂ Ｒ．クールス作 兄弟／ペトロシュカ アルジャントンＰ512Ｋ2,631 羽中優勝、同Ｎ
ゾーン 8,003 羽中優勝、同Ｎ23,921 羽中総合 4 位、同Ｐ1,403 羽中 21 位、同Ｐ3,250 羽中 91 位、クレル
モン 200Ｋ230 羽中優勝、同 711 羽中 3 位、アブリス 300Ｋ645 羽中 10 位、ブールジュ 444ＫＰ1,427 羽中
11 位、同Ｐ2,054 羽中 13 位、同Ｎゾーン 4,806 羽中 38 位、シャトローＰ485Ｋ5,500 羽中 14 位他、ツー
ルＰ450Ｋ1,405 羽中 14 位、2011 年 KBDB 中距離Ｐエース鳩第５位 カンマ×ヘット・セリナ

【106】Ｂ16-3065325 Ｂ ♂ リック・クールス作 同腹／54)参照
父)Ｂ10-3020284 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
ゾーン・ブリクセン×フリッカ
母)モウリスカ Ｂ10-3020217 Ｒ.クールス作翔 シャトロー5,500 羽中 6 位、アルジャントン 3,105 羽中
33 位、グレ 2,915 羽中 53 位、ラ・スーテレーヌ 2,436 羽中 45 位他 KBDB エース鳩第 2 位
ウィットペンネ・モウリス×ダナエ

【107】Ｂ16-3065384 Ｂ ♀ リック・クールス作 同腹／55)参照
父)アントン Ｂ14-3115103 Ｒ.クールス作 ダニー×モレケⅡ
母)マジック・マリーケⅠ Ｂ12-3113590 マジック・ジュニア×マリーケ

【108】
“プロパー・マリーケ”B16-3065098 Ｂ ♀ リック・クールス作
父)Ｂ14-6058992 リック・ヘルマンス作 直仔／ブールジュ 624 羽中 4 位、ラ・スーテレーヌ 452 羽中 7 位
祖父)プロパー・ヴィッテンティク Ｂ10-6298443 Ｒ．ヘルマンス作 全兄弟／スターリー ブールジュＮ
37,357 羽中総合 52 位、ラ・スーテレーヌＮ17,814 羽中総合 177 位、アルジャントンＮ23,921 羽中総合
202 位、
グレＮ14,245 羽中総合 1053 位で 3Ｎレース最優秀若鳩第 4 位、
4Ｎレース最優秀若鳩第 7 位 他
ドールダン 1,962 羽中 22 位 ムンリ アルジャントンＮ22,442
アルジャントンＮ22,442 羽中総合 36 位他 ブロア・スターリー
ドールダン 1,013 羽中優勝(Ｅ．ヤンセン鳩舎)
プロパー×クライン・マルティーン
羽中優勝
祖母)シャルレーヌ Ｂ09-6323212 アルジャントン 236 羽中優勝、同Ｎ11,001
羽中優勝、同Ｎ11,001 羽中総合 5 位、同 125 羽中
優勝、同Ｎ4,782
優勝、同Ｎ4,782 羽中総合 27 位、シャトロー512
位、シャトロー512 羽中優勝、同 22,718 羽中総合 6 位、ラ・シャルテＮ
15,780 羽中総合 154 位、シャトローＮ20,517 羽中総合 259 位、ブールジュＮ24,676 羽中総合 611 位、
アルジャントンＮ23,921 羽中総合 802 位、グレＮ14,245 羽中総合 867 位他で 11 年欧州杯長距離エース
鳩第 3 位 チット×ゾルゲンキント
母)Ｂ11-3172389 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)マリーケ Ｂ08-3037512 Ｒ.クールス作翔 グレ 5,166 羽中優勝、Ｐエース鳩第１位 ブリクセン
直仔×フリッカ
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【109】ＮＬ16-1663953 ＢＣ ♀ ヤン・ホーイマンス作
父)ニュー・ハリー ＮＬ14-1219811 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作 PIPA ランク若鳩Ｎエース鳩第 1 位 ニ
ールグニース 14,737 羽中総合優勝、ポン・サン・マクサンス 12,894 羽中総合優勝、
、メルン 1,046 羽中優
勝他 トロイ 6,390 羽中総合 9 位 兄弟／
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
羽中優勝
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)ステレイエ ＮＬ10-1881869 Ｃ.ファンデヴェーテリング作 直仔／アッセ・ゼリンク1,897
ゼリンク 1,897 羽中優勝、
ニールグニース 455 羽中優勝 両親バース作 フローム 150×リヒテ・スーパーチェ
母)ラーチェ・707 ＮＬ14-1208707 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 超銘鳩ハリーの近親
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620
羽中総合優勝、
位、
兄弟／シャトロー
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)ラーチェ・56 ＮＬ06-1266956 ＢＣ サルブリNPO7,599 羽中総合2 位、ブールジュNPO4,347 羽中
総合12 位、マンテ・ラ・ジョリーNPO14,945 羽中総合 66 位 兄弟／超銘鳩ハリー他
兄弟／超銘鳩ハリー

【110】ＮＬ16-1663771 ＢＣ ♀ ヤン・ホーイマンス作
父)ケース ＮＬ07-2007622 ＢＣ ブロアＮ4,829
羽中総合 2 位、シャトローNPO5,979
羽中総合 5 位、サ
ブロアＮ
位、シャトロー
ルブリ NPO7,599 羽中総合 11 位、同 NPO6,971 羽中総合 63 位 同腹／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 Ｎエース鳩第 1 位
祖父)ヨンゲ・ブリクセン Ｂ01-3266512 ＰＢ ガビー・ファンデンアベール作 ブリクセン(ポアチエ1,448
羽中優勝、シャトロー4,662 羽中総合2 位他 コロネル×リタ)×ドロレス(基礎鳩ヴィッテンブィクの娘)
祖母)ディルクイェ ＮＬ05-1936558 ＢＣ Ｇ.コープマン作 超銘鳩クライネ・ディルク(98 年世界選手権
若鳩第５位、99 年Ｎエースピジョン第１位 NPO トロイ 17.884 羽中総合優勝、NPO ブールジュＮ
7.165 羽中総合優勝、マーゼイク 3,522 羽中優勝、ロンメル 495 羽中優勝、ベーク 443 羽中優勝)×ア
モーレ(03 年オリンピアード代表 長距離Ｎエース鳩第 1 位)
母)ミスティ ＮＬ14-1209791 Ｊ.ホーイマンス作
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620
羽中総合優勝、
位、
兄弟／シャトロー
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)ミスティーク ＧＢ07ＬＯ2105 ＢＣ クレハン＆オコーナー作翔 優勝14
3,801
優勝 14 回内4,316
回内 4,316 羽中優勝、
羽中優勝、1,740
羽中優勝、1,740 羽中優勝他 マライケ・フィンク作ドラム（チップス直仔,ファラ・ディバの同腹）
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×コープマン作 エルマーフェーン・ホープとゴールデン・レディの娘

【111】ＮＬ16-1663698 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマンス作
父)メース ＮＬ15-1850173 ヤン・ホーイマンス作
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シャ
トローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽中総
トローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
合 3 位、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
位、モルリンコートＰ
位、シャトロー
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
位、
祖母)エスメー ＮＬ12-1005204 スーパー・レーサー兼種鳩 WHZB と TBOT
BOTB で、Ｎエース鳩第 1 位、NPO
位、NPO
長距離Ｎエース鳩第 2 位、15
位、15 年ブダペスト・オリンピアード代表 カロンス NPO 総合優勝 Ｐ.フェー
ンストラ×ドクター・シュヴィルデ(ド)
母)ドーター・アレクシア ＮＬ15-1850059 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作
祖父)スーパースターの弟 ＮＬ14-17688196 ＢＣ Ｈ.ポウ作 兄弟／スーパースター ブールジュ NPO
4,230 羽中総合優勝、サルブリ NPO5,123 羽中総合 9 位、ナントィル 5,768 羽中総合 9 位他 Ｍ.ハーセ
ンドンク×Ｊ.Ｋ.オウワーケルク
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
シャトロー
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
中総合優勝
兄弟／超銘鳩ハリー
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

【112】
“ダブル・ハリー”NL16-1663972 ＢＣ ♀ ヤン・ホーイマンス作
父)スペシャル・ハリー ＮＬ13-1395604 Ｊ.ホーイマンス作 甥／シャトローＮ44,239 羽中最高分速総合優
勝(リック・ヘルマンス鳩舎)
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620 羽中総合優勝、
位、
10 位、同 NPO4,260 羽中総合 5 位、同 NPO4,604 羽中総合 4 位、同 NPO5,979 羽中総合 10 位、サ
ルブリ NPO7,599 羽中総合 2 位、ブロアＮ4,829 羽中総合 2 位、同Ｎ5,653 羽中総合 3 位、ブールジ
ュ NPO7,299 羽中総合 6 位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ
祖母)ラスト・ワン ＮＬ07-2062828 Ｂ リック・ヘルマンス作 基礎鳩ヤールリング・ドンダースティ
ーン×ヤンセン・ドィビン
母)ハリーの娘 ＮＬ10-18648882 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 DNA 鑑定付 全兄弟／ワンディー スープ
NPO3,607 羽中総合優勝、アセ・ゼリク 11,474 羽中総合 18 位で、14
位で、 年長距離 NPO エース鳩第 20 位
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
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中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ
位、
祖母)マライケ ＮＬ04-2031628 ＢＣ マライケ・フィンク作 直仔／オルレアン NPO9,670 羽中総合優
勝 アラジン×ファラ・ディバ

【113】Ｂ16-2060177 Ｂ ♀ アルベルト・デルヴァ作 同腹／45)参照
父)ド・ゾーン Ｂ10-2007030 Ａ.デルヴァ作翔 ブロアＰ2,413
ブロアＰ2,413 羽中総合 11 位、アルジャントンＰ3,395
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
アルジャントンＮ22,442 羽中総合 94 位、ブールジュＮ30,748
ブールジュＮ30,748 羽
中総合 218 位他 兄弟／プリモ
兄弟／プリモ アルジャントン 348 羽中優勝、シャトロー2,043
羽中優勝、シャトロー2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056
位、同ＳＮ4,056
羽中総合 22 位、シャトローＳＮ9,026
位、シャトローＳＮ9,026 羽中総合 73 位、スワソン 224 羽中優勝、488
羽中優勝、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(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
以上は４週連続優勝)、同 941 羽中優勝、シャトローＰ1,039
シャトローＰ1,039
羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、同Ｎ11,001 羽中総合 49 位、シャ
トロー823
トロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、同Ｎ16,479 羽中総合 75 位、シャトローＩＰ8,854
位、シャトローＩＰ8,854 羽中総合 87 位、ペリナ アルジ
ャントン 172 羽中優勝、同Ｎ20,844
同Ｎ20,844 羽中総合 11 位、ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108
モミニー108 羽中優勝、
アルジャントン 142 羽中優勝、同Ｎ6,177
羽中優勝、同Ｎ6,177 羽中総合 14 位、ブールジュＮ13,354
位、ブールジュＮ13,354 羽中総合 101 位、モンリ
ュソン 5,052 羽中総合 9 位、同ＳＮ8,619
ペトロヴァ モミニー125
同ＳＮ8,619 羽中総合 13 位他
モミニー125 羽中優勝、シャ
トロー550
トロー550 羽中 2 位、同ＩＰ7,871
位、同ＩＰ7,871 羽中総合 72 位、アルジャントン 1,171 羽中 11 位、ル・マン 1,312 羽
中 12 位、ラ・スーテレーヌＮ21,258
スーテレーヌＮ21,258 羽中総合 578 位 パオリーニ 22 回入賞内アルジャントンＩＰ5,871
回入賞内アルジャントンＩＰ5,871
羽中総合 15 位 ヴァレンチノ×ポーライン
母)ロセーラ Ｂ13-2110076 Ａ．デルヴァ作 Ｂ11-2090012 超近親種鳩×ロゼ

【114】Ｂ16-2060663 B ♂ アルベルト・デルヴァ作 同腹／46)参照
父)プリモ Ｂ09-2027029 Ａ．デルヴァ作翔 09 年 10 回入賞、10 年 11 回入賞内アルジャントン
アルジャントン 348 羽中優
勝、同Ｎ19,816
羽中祖総合 229 位、シャトロー2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、シャトロ
勝、
ーＳＮ9,026 羽中総合 73 位 ヴィエルゾンＩＰ3826 羽中総合 42 位、11 年 13 回入賞内スワソン
スワソン 224 羽中
優勝、488 羽中優勝、ナントィル 471 羽中優勝、ピティヴィエ 149 羽中優勝(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
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、シャトローＰ1,039 羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、
Ｎ11,001 羽中総合 49 位、12 年 9 回入賞内シャトロー
シャトロー823
羽中総合 75 位、シャト
シャトロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、
ローＩＰ8,854 羽中総合87 位 兄弟／ペリナ アルジャントン 172 羽中優勝、
同Ｎ20,844
同Ｎ20,844 羽中総合 11 位、
ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108
羽中総合
羽中優勝、モミニー108 羽中優勝、アルジャントン 142 羽中優勝、同Ｎ6,177
羽中優勝、
14 位、ブールジュＮ13,354 羽中総合 101 位、モンリュソン 5,052 羽中総合 9 位、同ＳＮ8,619 羽中総合
13 位他 ド・ゾーン 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 ペトロヴ
ァ モミニー125 羽中優勝、シャトロー550 羽中 2 位、同ＩＰ7,871 羽中総合 72 位、アルジャントン 1,171
羽中 11 位、同Ｎ21,092 羽中総合 508 位、同Ｎ10,549 羽中総合 174 位、ル・マン 1,312 羽中 12 位、ラ・
スーテレーヌＮ21,258 羽中総合 578 位 パオリーニ 22 回入賞内アルジャントンＩＰ5,871 羽中総合 15
位、アルジャントンＩＰ5,883 羽中総合 61 位 ヴァレンチノ×ポーライン
母)ＧＢ13Ｐ04522 プレミア・スタッド作 Ｂ11-2055835 兄弟／プリモ×Ｂ12-2080144 兄弟／ヴァレリ

【115】Ｂ16-2060149

Ｂ ♀

アルベルト・デルヴァ作 同腹／47)参照
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父)インヴィクトゥス Ｂ13-2110100 Ａ.デルヴァ作翔 イソウドゥンＮ16,587 羽中総合優勝、ナントイル1,535
羽中 4 位他上位入賞多数 パブロ×Ｂ12-2080086
母)Ｂ12-2080098 Ａ.デルヴァ作 プリモ×Ｂ11-3070106 純ガビー・ファンデンアベール

【116】Ｂ16-2060156 ♀ アルベルト・デルヴァ作
父)Ｂ11-2090197 Ａ.デルヴァ作
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
羽中優勝、シャトロー2,043 羽中 7
位、同ＳＮ4,056
位、同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、シャトローＳＮ9,026
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(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
以上は４週連続優勝)、同 941
羽中優勝、シャトローＰ1,039
シャトローＰ1,039 羽中優勝、同ＳＮ6,281
同ＳＮ6,281 羽中総合 3 位、アルジャントン 231 羽中優勝、
同Ｎ11,001
シャトロー823
同Ｎ16,479
シャトローＩＰ8,854
同Ｎ11,001 羽中総合49
羽中総合 49 位、
シャトロー823 羽中優勝、
同Ｎ16,479 羽中総合75
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)ミス・ベルジウム Ｂ10-2007035 Ａ.デルヴァ作翔 両親Ｐ.ヒュルズ作 ブロア 2,413 羽中総合優
勝、ラ・スーテレーヌＮ17,017
勝、ラ・スーテレーヌＮ17,017 羽中総合 10 位 欧州杯ベルギーＮエース鳩第 1 位
母)ソン・ハリー Ｂ13-2110029 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Ｎ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シャ
トローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽中総
トローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
合 3 位、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
位、モルリンコートＰ
位、シャトロー
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、
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 Ｂ Ａ.デルヴァ作翔 シャトローＳＮ8,218
グレＢＵ
シャトローＳＮ8,218 羽中総合優勝、
グレＢＵ1,298
ＢＵ1,298
羽中優勝、シャトローＩＰ3,969
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 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Ｎ5,927
羽中総合 15 位、ブロアＰ2,836 羽中総合 11 位他、ポーレット モンリュソンＳＮ8,619
モンリュソンＳＮ8,619 羽中総合優勝、
羽中総合優勝
ナントイル優勝、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 位他 ポーラインの父
×ヴァレスカ

【117】ＮＬ16-1072756 Ｂ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
異母兄弟／マルティン
異母兄弟／マルティン センス 6,386 羽中総合 2 位、ポメロイル 7,848 羽中総合 3 位、ラーヴェンシュタイ
ン 5,247 羽中総合 6 位他 ミス・ジェンジラの母ニドラ
父)フリドゥス ＮＬ10-1109626 Ｂ ベルギーのノルベール・デシュライヴァーとの共作
祖父)ビヤルネ Ｂ02-4247563 Ｂ 両親共ドラウ＝サブロン作 ドローマー直仔
祖母)モニーク Ｂ06-4368520 Ｂ 両親共Ｍ．アエルブレヒト作 直仔／リモージュＮ14,211
直仔／リモージュＮ14,211 羽中総合 36
位、チュールＮ8,322 羽中総合 207 位 ド・ペルピニャンの娘
母)ラジンダ ＮＬ08-2049135 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／センス NPO6,386 羽中総合 2 位、ブロイル
NPO4,564 羽中総合 6 位、NPO 当日長距離エース鳩第 2 位
祖父)ジェイソン ＮＬ01-1135413 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／ヴァレラ 当日長距離エース鳩第
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1 位 ミスター・アレンニッヒ オンズ・ルィーズ×オランダの女王
祖母)ジーナ ＮＬ06-1597157 Ｂ 07 年当日長距離Ｎエース鳩第2
年当日長距離Ｎエース鳩第2 位 シャンティー13,008
シャンティー13,008羽中総合
13,008 羽中総合2
羽中総合2 位、
オルレアン NPO9,670 羽中総合 2 位他上位多数 デン・リンズ・ファヴォリー×超銘鳩アンネリーズ

【118】ＮＬ16-1072744 Ｓ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
父)レッド・ブレンス ＮＬ07-3704851 ＲＣ Ｊ.ブレンス作翔 08 年ボルドーNPO5,038
年ボルドーNPO5,038 羽中総合 2 位、10
位、10
年ベルジェラック
、
年ベルジェラック NPO4,651 羽中総合 2 位、11
位、 年同 4,288 羽中総合優勝、
祖父)ブロア・975 ＮＬ01-4137964 Ｊ.ブレンス作 兄弟 975 の直仔／ローイエ・デューク
の直仔／ローイエ・デューク ハム・バレ
ルス ドルトムント・オリンピアード超長距離第 2 位 フェルハーゲン×ヘルマンス＝フクストラ
祖母)ＮＬ06-0763750 ファン・ハム＝バルテルス作 オーイエ・デューク×超長距離 14 回入賞
母)ペイレン・671 Ｂ10-3172671 ＲＣ ノエル・ペイレン作
祖父)クランパー Ｂ06-3183315 両親共ノエル・ペイレン作 アーティースト・821×アポロの娘
祖母)ニカ Ｂ05-3219211 Ｎ.ペイレン作翔 スストーンＩＮ10,947 羽中総合優勝 両親ペイレン作

【119】ＮＬ16-1072706 ＢＣ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作
父)ダンディー ＮＬ12-1076961 ＢＣ コープマン父子作 異母兄弟／デイ
デイ・ドリーム アブリス NPO582
Ｋ8,519 羽中総合優勝他 異父兄弟／エステファン
エステファン ポメロイル NPO7,345 羽中総合優勝
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)ザーラ ＮＬ10-1109753 ＢＣ コープマン父子作
祖父)エルマーフェーンズ・ホープ ＮＬ00-4728193 Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 当日長距離Ｎエースピ鳩
第２位、
オリンピアード代表 オルレアンＮ9,181
アブリス NPO13,020
オルレアンＮ9,181 羽中総合優勝、
NPO13,020 羽中総合２位、
ボクステル 2,397 羽中優勝、ハヌー4,393
羽中優勝、ハヌー4,393 羽中総合２位
祖母)ヤング・ドリームＮＬ00-5063909 超銘鳩クライネ・ディルクの娘にして
・ディルクの娘にしてアダーラ(
アダーラ(ヴァイチェン
12,046 羽中総合優勝他)
羽中総合優勝他)の母

【120】ＮＬ16-1072701 ＢＣ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
同腹／44)参照
父)ニルソン ＮＬ11-1186012 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ゴールデン・ディルク×ニュー・ホープ
母)ブライト・ブルー ＮＬ10-5011836 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 キェブラン 6,223 羽中総合 10 位、ブレ
トィル 9,786 羽中総合 11 位、同 10,037 羽中総合 49 位、ドゥイヴェン 9,053 羽中総合 17 位他でフォンド・
位他で
シュピーゲル紙当日長距離Ｎエース鳩第 3 位 ダヴィッズ・サン×カントリー・ガール

【121】Ｂ16-6032566 ＤＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作 同腹／38)参照
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 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
トリスト×レトラ
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母)ヴィタラ Ｂ10-6052150 シャトロー526Ｋ641 羽中優勝、
同Ｎ25,263 羽中総合 38 位、
ブールジュ 479Ｋ538
羽中 2 位、同Ｎ20,589 羽中総合 57 位、ヴィエルゾンＳＮ6,257 羽中総合 8 位、アルジャントン 1,495
羽中 3 位 Ｐエース鳩第１位 マンボ×ヴィオラ

【122】Ｂ16-6032490 ＢＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作 同腹／39)参照
父)ゾロ Ｂ15-6026003 メルン 310Ｋ
310Ｋ1,288 羽中 4 位、同 1,464 羽中 9 位、スープ 357Ｋ
357Ｋ1,351 羽中 2 位、
同 1,595 羽中 10 位の 4 成績で、15
成績で、 年 KBDB 中距離Ｎエース鳩第 3 位 リトル・パンター×コニー
母)ジーナ Ｂ10-6346673 ＢＣ ホック・ジョス・フェルカメン作 直仔／ジョーカー ブールジュＮ479
ブールジュＮ479
Ｋ8,005 羽中総合 5 位、
イソウドゥンＮ504
アルジャントン 555Ｋ優勝、
同Ｎ3,671
イソウドゥンＮ504Ｋ
504Ｋ5,670 羽中総合 7 位、
555Ｋ優勝、
同Ｎ3,671
羽中総合 32 位他 1212-032 メルン 429 羽中 2 位 パウロ×パンター・レディ

【123】
“ブロア・プラダ”B16-6032398 ＢＷ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作
父)リッキー Ｂ12-6196217 グレＮ590
グレＮ590Ｋ
590Ｋ16,988 羽中総合 49 位、ブロアＳＮ462
位、ブロアＳＮ462Ｋ
462Ｋ3,282 羽中総合 13 位、同
ＳＮ3,426
ＳＮ3,426 羽中総合 68 位 直仔／プラダ シャトロー526
シャトロー526Ｋ
526Ｋ581 羽中優勝、同Ｎ25,710
羽中優勝、同Ｎ25,710 羽中総合 5 位、
13他
13-256 上位多数 トータル ベルジアン・マスター エース鳩第 4 位他
祖父)ブロークン・パンター Ｂ06-6173123 直仔／リアナ ピティヴィエ 360Ｋ
360Ｋ1,728 羽中優勝、アルジ
ャントンＮ25,583
ャントンＮ25,583 羽中総合 58 位 ミッシェル ヴィエルゾンＳＮ3,585
ヴィエルゾンＳＮ3,585 羽中総合 9 位、ブロアＳＮ
約 5,000 羽中総合 11 位 ダーク・フェルカメン×ラブリー・ガール
祖母)マガリ Ｂ11-6238561 ドンケレ・ゾーン・カノン×リンブール・ドィビン
母)シバ Ｂ12-6196425 ＢＷ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 シャトローＮ526
シャトローＮ526Ｋ
526Ｋ25,710 羽中総合5
羽中総合 5 位、同Ｎ 1,987
羽中 19 位、ブールジュＮ479
位、ブールジュＮ479Ｋゾーン
479Ｋゾーン 6,802 羽中 86 位 直仔／セプテンバー グレＮ11,894
グレＮ11,894 羽中総合
36 位、ベルジアン・マスター
エース鳩第 4 位 甥／シャトローＮ33,018 羽中最高分速総合優勝
位、
祖父)エレクトロ Ｂ08-6174630 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 孫／17
孫／17 年ブリュッセル・オリンピアー
ド長距離代表候
ド長距離代表候補 直仔／ブロア 462ＫＩＰ
462ＫＩＰ1,519
ＫＩＰ1,519 羽中優勝、モンリュソンＮ17,865
羽中優勝、モンリュソンＮ17,865 羽中総合 9 位、
エクストリーム×Ｂ05-6116293
祖母)グロリア Ｂ06-5270117 Ｂ 孫／パウロ ブロア 1,519 羽中優勝 ポルト×ビューティ

【124】Ｂ16-6032469 ＢＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作
父)ロータス Ｂ12-6196084 チュール 657ＫＮ
657ＫＮ6,972
ＫＮ6,972 羽中総合 6 位、リモージュＮゾーン 2,174 羽中 2 位、
イソードゥンＮ5,670
イソードゥンＮ5,670 羽中総合 38 位、ブリーブ 108 羽中 2 位、ヴィエルゾン 476Ｋ
476Ｋ627 羽中 5 位
祖父)ジャグア Ｂ10-6346648 ベッカム×メロディー
祖母)ホワイト・スピリット Ｂ08-6174629 直仔／10-114 ノワイヨン208Ｋ771 羽中2 位 同腹／エレクトロ
エクストリーム×293 Ｂ05-6116293
母)キャシー Ｂ10-6346674 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 直仔／アルジャントンＰ555Ｋ3,264 羽中総合
優勝、ノワイヨン
ワイヨン 667 羽中優勝 イソウドゥンＮ5,670
イソウドゥンＮ5,670 羽中総合 39 位、ドールダン 1,927 羽中 9 位、同
2,489 羽中 10 位、アルジャントンＮ3,110
位、アルジャントンＮ3,110 羽中 19 位、ブールジュゾーンＮ7,739
位、ブールジュゾーンＮ7,739 羽中 27 位、シャトロ
ーＮゾーン 7,877 羽中 45 位
祖父)パウロ Ｂ09-6248171 Ｂ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 ブロアＩＰ1,519 羽中総合優勝、ドールダン
1,747 羽中 2 位、アルジャントンＮゾーン 7,132 羽中 44 位他 エレクトロ×グロリア
祖母)パンター・レディ Ｂ09-6248530 孫／ジョーカー ブールジュ 1,649 羽中優勝 イソードゥンＮ
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5,670 羽中総合 7 位 孫／プリムス アルジャントンＰ3,264 羽中総合優勝 タイ委託レース優勝
ニュー・パンター×ラート・パンターチェ

【125】
“ブロア・キキ”NL16-1526368 Ｂ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
全姉／キキ＝
姉／キキ＝ケイト シャトローＮ総合 4 位他で PIPA 中長距離Ｎエース鳩第 1 位 ローラ＝
ローラ＝リリー ブー
ルジュ 9,742 羽中総合優勝、モー
モー17,204
モー17,204 羽中総合 28 位 アルジャントン 6,926 羽中総合 12 位他
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
祖父)フリントストーン ＮＬ09-1186313 Ｂ クライル1,186羽中優勝、
アブリス6,180羽中総合57位 Ｇ
ＰＳ×シーカ
祖母)ボンド・ガール ＮＬ07-1818007 Ｂ 直仔／ヘル・ベリー 優勝 2 回 オリンピック・スポンジ・
ボブ×シンデレラ
母)フェリン ＮＬ10-1682306 Ｂ 13 年オリンピアード補欠第 1 位 マンテス・ラ・ヴァレー10,446
羽中
マンテス・ラ・ヴァレー
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
祖父)プリンス ＮＬ08-1583474 ＬＢＣ リーダイク＝ヨンゲクレイグ作 スピード・ファイター×アキラ
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

【126】ＮＬ16-1526373 ＢＣ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
父)ジェームス ＮＬ10-1682168 フェルケルク父子作翔 ストロームベーク 4,854 羽中 2 位、ヴィエルゾン
10,571 羽中総合 26 位、ブールジュ 13,592 羽中総合 53 位、ペロンヌ
位、ペロンヌ 5,481 羽中 24 位、マンテス・ラ・
ジョリー5,222
羽中 34 位他
ジョリー
祖父)リトル・タイガー ＮＬ03-1142075 ＢＣＷ ヴィレム・ドブルイン作 直仔／オリンピック・スポン
ジ・ボブ ギルバート×ヘラ
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・ソランジュ
母)オリンピック・ビビ ＮＬ12-1618921 ＬＢＣＷ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 アルジャントン 6,926 羽中
総合 19 位、ヴィエルゾン 6,146 羽中総合 55 位他 オリンピアード 300～750Ｋ代表
祖父)コクーン ＮＬ02-1635193 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 シャトロー6,664 羽中総合 6 位他
Ｎエース鳩 1 才鳩第 6 位 ジャックポット×クインティ
祖母)ビューティ ＮＬ10-1682102 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 ミラクル×オプラー

【127】ＮＬ16-1526376 Ｂ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
全兄弟／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
全兄弟／
速総合優勝
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
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
羽中総合優勝、 NPO3,839 羽中総合 20 位、ヴィエルゾン
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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
祖父)ブルー・チャンプ ＮＬ07-1786839 ＢＷ Ｃ.コリング作翔 09 年Ｎエース鳩第１位、同年最優秀
同年最優秀
雄鳩第１位 ワンダー・ペア直仔 ソン・ナターシャ×シャトロー・ダィフイェ孫
祖母)オプラー ＮＬ04-2050252 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ハルキーズ 5,948 羽中総合優勝、ペロン
ヌ 2,127 羽中優勝、同 1,811 羽中 4 位、ル・マン 7,464 羽中総合 4 位、シャンティー3,794
シャンティー3,794 羽中 3 位 マ
グナム×アモリーナ
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・ソランジュ 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
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・アモーレ ＮＬ06-4720774 ＬＢＣ コープマン父子作 マジック・マン×アモーレ

【128】ＮＬ16-1881706 Ｂ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
異父兄弟／
16 年フォンドシュピーゲル紙長距離Ｎエース鳩第 1 位
異父兄弟／プリンセス
兄弟／
父)イカルス ＮＬ07-1817891 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 アルジャントン 6,595 羽中総合 3 位、ブロ
ア 434,064 羽中総合 37 位、モースクロン 4,132 羽中 4 位、同 3,337 羽中 7 位、ブールジュ 8,548 羽中総
合 19 位
祖父)ブルドーザー ＮＬ03-1135475 Ｂ 04 年 WHZB 最優秀雄鳩第6
最優秀雄鳩第 位 05 年長距離Ｎエース鳩第4
年長距離Ｎエース鳩第 位
ヴィエルゾン21,984
羽中総合7
同5,615
羽中総合3
ツール4,420
羽中総合2
ペロンヌ18,869
ヴィエルゾン
羽中総合 位、
同
羽中総合 位、
ツール
羽中総合 位、
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・アンビリーバブル ＮＬ03-1135462 ＬＢＣ NPO 長距離Ｎエース鳩第 1 位 １才鳩オ
ールラウンドＮエース鳩第1
羽中総合優勝、
ブールジュ5,804
羽中総合優勝、
ールラウンドＮエース鳩第 位 ヴィエルゾン10,726
ヴィエルゾン
ブールジュ
シャンティー7,263
羽中総合 2 位、ツール 5,662 羽中総合 2 位、ドールニク 5,447 羽中総合 7 位 04
シャンティー
年は参加全レース入賞
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
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
ブールジュ 8,548 羽中総合優勝、
位、シャトロー
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

【129】
“ブロア・ニケ” Ｂ16-6128574 Ｂ ♂ リック・ヘルマンス作翔
ポン・サン・マクサンス 2,618 羽中総合 19 位 全兄弟／ニケ
16 年ブールジュ若鳩Ｎ28,078 羽中総合優勝、
、
全兄弟／
1616-507 同Ｎ総合 66 位、アルジャントンＮ19,592
位、アルジャントンＮ19,592 羽中総合 183 位
父)ＮＬ14-1462354 Ｇ.コープマン作 異父兄弟／センス
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
位他で、NPO 当日長距離エース鳩第 15 位、15
位、15 年ブダペスト・
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オリンピアード中距離第 2 位
祖父)ヤルデル ＮＬ12-1076753 マイティーマン×マジック・ヴィクトリー
祖母)ラジンダ ＮＬ08-2049135 Ｂ ジェイソン×ジーナ（アンネリーズの直仔）
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 601Ｋ
Ｋ681 羽中優勝、
同Ｎ17,017
羽中総合 12 位、グレＮ596Ｋ
同Ｎ
位、グレＮ Ｋ13,885 羽中総合 12 位、11 年ドールダン 376Ｋ2,974 羽中優
勝、同 5,205 羽中最高分速 アルジャントン 564Ｋ400 羽中優勝、同Ｎ19,782 羽中総合 18 位 ラ・シ
ャルテ 552Ｋ479 羽中優勝、同Ｎ21,189 羽中総合 33 位
祖父)基礎鳩ヤールリング・ドンダースティーン Ｂ98-6522539 Ｄ.＆Ｌ.ファンダィク作 ドンダーステ
ィーン×ドールダンケ
祖母)バブルスの娘 ＮＬ08-1537990 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク父子作

【130】 “ザス・フレンドシップ” B16-6128778 Ｂ ♀ リック・ヘルマンス作
全姉／フレンドシップ
全姉／フレンドシップ 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 羽中最高分速他多数上位入賞
多数上位入賞
羽中優勝、
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
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位他 別記参照
祖母)ラスト・ワン ＮＬ07-2062828 Ｂ リック・ヘルマンス作 基礎鳩ヤールリング・ドンダースティ
ーン×ヤンセン・ドィビン
母)Ｂ12-6327841 ディルク・ファンダィク作
祖父)オリンピック・ニールス Ｂ08-6338005 オリンピアード代表第 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
祖母)インテールト・ランボー Ｂ09-6040169 ランボーとカンニバールの近親

【131】Ｂ15-6202866 ＢＣ ♀ リック・ヘルマンス作
父)クライネ・プロパー Ｂ12-6184060 グレ優勝、同Ｎ16,988
グレ優勝、同Ｎ16,988 羽中総合 14 位、オルレアンＰ10,163
位、オルレアンＰ10,163 羽中総合
13 位他 9 回参加中 8 回上位入賞で、ＫＦＣ若鳩エース鳩第 1 位
祖父)プロパー・ブラウエ Ｂ10-6298442 兄弟／スターリー
祖母)ラートゥステ・アィト・コッペル ＮＬ03-1417713 直仔／06-418 ブールジュＮ11,756 羽中総合 2 位、同
Ｎ11,875 羽中総合 45 位他 03・クラーセン×ラート・フェノメーンチェ最後の娘
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
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22 位、ブー
ルジュＮ22,476
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Ｎ17,109 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
祖父)サイコ Ｂ01-0189340 Ｍ．ファンデンブランデン＝ヘルマンス作 ホスペル＝エルファー使翔
ホウデン 743 羽中優勝、同 1,548 羽中 2 位、ヴェルヴィン 1,043 羽中 4 位、トロイ 587 羽中 7 位 直
仔／02-210 若鳩Ｐエース鳩１位、06-707 若鳩長距離エース鳩 1 位、06-681 オルレアン NPO8,611
羽中総合 13 位 ヴィットノィス×フィーン・200
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祖母)ゴールド・ピース ＮＬ06-1321965 直仔／11-403 ピティヴィエ 162 羽中優勝 ヤールリング・ド
ンダースティーン×ヤンセン・ドィビン

【132】
“ドーター・ゴディバ”B16-6128918 BC ♀ リック・ヘルマンス作 ※初登場 ゴディバの直仔
父)ブロア・シャルレーヌ Ｂ15-6063312 Ｒ.ヘルマンス作翔 アルジャントンＮ
アルジャントンＮ11,223
ントンＮ11,223 羽中総合 28 位、
ブールジュＮ19,889
ブールジュＮ19,889 羽中総合 56 位他上位多数入賞 姉／シャルレーヌ アルジャントン 236 羽中優勝、
同Ｎ11,001
同Ｎ11,001 羽中総合 5 位、同 125 羽中優勝、同Ｎ4,782
羽中優勝、同Ｎ4,782 羽中総合 27 位、シャトロー512
位、シャトロー512 羽中優勝、同
22,718 羽中総合 6 位、ラ・シャルテＮ15,780 羽中総合 154 位、シャトローＮ20,517 羽中総合 259 位、
ブールジュＮ24,676 羽中総合 611 位、アルジャントンＮ23,921 羽中総合 802 位、グレＮ14,245 羽中総
合 867 位他で 11 年欧州杯長距離エース鳩第 3 位
祖父)デン・チット Ｂ07-6399108 ルディ・ディールス作 兄弟／ゴウド・ハーンチェ
祖母)ゾルゲンキント Ｂ07-6364195 Ｅ．ヤンセン作 基礎鳩アンナ(ファンダィクのカンニバールの娘)の娘
母)ゴディバ Ｂ13-6215886 Ｒ.ヘルマンス作翔 アルジャントンＮ13,629
同Ｎ9,228
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
ブールジュＮ7,479 羽中総合 28 位、同Ｎ9,256
同Ｎ9,256 羽中総合 59 位、モンリュソンＮ19,298
モンリュソンＮ19,298 羽中
総合 31 位、同Ｎ9,462
位、同Ｎ9,462 羽中総合 63 位、ラ・スーテレーヌＮ
位、ラ・スーテレーヌＮ9,136
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
直仔／ブールジュＮ
中総合 6 位グレＮ16,988
羽中総合 31 位 フロール・600×ラーチェ
位グレＮ
フロール・ ×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

【133】
“スペシャル・ツー” ＮＬ16-1243435 Ｂ ♀ フェルブリー共同鳩舎作 同腹／26)参照
父)リモ ＮＬ03-1287765 Ｂ Ａ.スカーラーケンス作 スーパー種鳩 直仔／マルチノ、アニータ Ｎ最優秀雌鳩
両親共Ａ．スカーラーケンス作 ＮＬ95-2067230×ＮＬ01-2055992
母)サマンタ ＮＬ14-1651260 Ｂ フェルブリー共同鳩舎作翔 ポン・サン・マクサンス NPO15,083 羽中総
合 8 位、
同 NPO9,427 羽中総合 7 位、
同 4,331 羽中総合優勝、
サンカンタン 8,335 羽中総合 13 位、
同 2,641
羽中 12 位、同 9,325 羽中総合 61 位、同 2,379 羽中 11 位、デュッフェル 6,170 羽中総合 13 位、同 1,367
羽中 7 位、フューリー1,279
位、フューリー1,279 羽中優勝 コント×カプリナ

【134】
“スペシャル・ファイブ” ＮＬ16-1243300 ＢＣ ♂ フェルブリー共同鳩舎作 兄弟／27)参照
父)セルジオ ＮＬ05-2159337 ＢＣ Ｅ．ホーホランド作 兄弟／ゴールデン・クラウン(14,382
羽中総合
クラウン
優勝、14,300
羽中総合優勝他で、Ｎ最優秀若鳩第 1 位) 直仔／ナキタ 優勝 3 回 ヴィオラ NPO ブ
優勝、
ロア 25,597 羽中総合 10 位他 ＮＬ02-2211286 ファンルーン×センナ
母)カプリナ Ｂ10-6297675 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 直仔／グラシア モルリンコート 3,182 羽
中優勝、ポン・サン・マクサンス 130 羽中優勝(
羽中優勝(1,127 羽中 2 位)、フューリー2,598 羽中 3 位、ファナ
タキェブラン 7,004 羽中 12 位、ニールグニース 233 羽中優勝(同 3,825 羽中 9 位)、フューリー2,978 羽
中 4 位、サマンタ ポン・サン・マクサンス NPO15,083 羽中総合 8 位、同 9,427 羽中 7 位、同 4,331 羽
中優勝、フューリー1,279 羽中優勝他 ディ・カプリオ×カンニバールの娘
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【135】
“スペシャル・セブン”
”ＮＬ16-1243496 ＢＷ ♀ フェルブリー共同鳩舎作
父)ヴィンセント ＮＬ11-1742716 Ｂ ヴィレム・ドブルイン作 半兄弟／オリンピック・ハリケーン 直仔
／ナティラ サン・カトリーヌ・ワーヴァー6,678 羽中総合優勝他
祖父)タイタン ＮＬ07-1822466 Ｗ．ドブルイン作 アポロ×レア
祖母)フェアリー・テール ＮＬ06-1071928 Ｗ.ドブルイン作翔 アブリスＰ2,764 羽中総合優勝 直仔／オ
リンピック・ハリケーン 孫／オリンピック・フローム ファンタスト×フィーナ
母)インテラ ＮＬ13-1852893 Ｂ フェルブリー共同鳩舎作 直仔／イスコ イソウドゥン4,492 羽中総合4 位他
祖父)マルチノ ＮＬ08-1158499 Ｂ モルリンコート 2,339 羽中 10 位、ナントィル 2,819 羽中 2 位、エ
ピー4,057 羽中 25 位、同 3,365 羽中 13 位、サルブリ 1,537 羽中 15 位、同 8,899 羽中総合 27 位、ナ
イフェル 3,278 羽中 8 位、Ｎ最優秀雄鳩第
Ｎ最優秀雄鳩第 1 位 リモ×コルネラ(コープマン)
祖母)アニータ ＮＬ10-1326498 Ｂ ナントィル 18,340 羽中総合 75 位、ブロア NPO25,597 羽中総合 20
位他上位 1％内入賞多数 WHZB 最優秀雌鳩Ｎ第 1 位(18 レース)

【136】
“スペシャル・スリー” ＮＬ16-1243484 Ｂ ♂ フェルブリー共同鳩舎作 同腹／28)参照
父)リコ Ｂ10-6357212 ＢＷ ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 全兄弟／ビューティーフライ アルジャン
トン 426 羽中優勝 同Ｎ25,583
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22 位、ブールジュＮ22
位、ブールジュＮ22,476
22,476
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Ｎ17,109 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
母)アニータ ＮＬ10-1326498 Ｂ ナントィル 18,340 羽中総合 75 位、ブロア NPO25,597 羽中総合 20 位
他上位 1％内入賞多数 WHZB 最優秀雌鳩Ｎ第 1 位(18 レース) リモ×コーラ

【137】Ｂ16-3103708 ＢＣ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作 同腹／22)参照
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、直仔／ブリオンヌＰ
、直仔／ブリオンヌＰ6,428
、直仔／ブリオンヌＰ6,428 羽中総合 5 位他 リゴベルト×エミリア
母)ウィレミナ Ｂ13-3138072 ルク＆ヒルデ・シウン作翔 14 年ポアチエＮ14,109 羽中総合優勝、同 26,486
羽中最高分速 全姉妹／15
全姉妹／1515-219 ラ・スーテレーヌＮ9,760
ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 6 位 スピデイ×マリー・アン

【138】
“ザスター・アヌーク”B15-3058439 Ｂ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作
兄弟／アヌーク(
(12兄弟／
12-054 自身ツール 418 羽中優勝、ポアチエＮ
羽中優勝、ポアチエＮ13,135
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
ラ・スーテレーヌＮ11,236
ツールＰ6,400 羽中総合 7 位、
スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 69 位他 ティナ 1212-137
ラ・スーテレーヌＮ11,236
ラ・スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 23 位、ポアチエＮ12,379
ポアチエＮ12,379 羽中総合
羽中総合 29 位、フォンテネイＰ7,568
フォンテネイＰ7,568 羽中
総合 10 位他で、直仔アリン
15位他で、直仔
15-350 はフォンテネイＰ6,323
フォンテネイＰ6,323 羽中総合 2 位、同Ｐ5,409
位、同Ｐ5,409 羽中総合 3 位、同Ｐ
5,545 羽中総合 13 位、同Ｐ8,194
位、同Ｐ8,194 羽中総合 20 位、ツールＰ2,770
位、ツールＰ2,770 羽中総合 10 位、同Ｐ4,113
位、同Ｐ4,113 羽中総合 15
位、
ポントワーズＰ8,904
フラッケ(
同Ｎ13,493
ポントワーズＰ8,904 羽中総合30
羽中総合 30 位)、
フラッケ(リモージュ523
リモージュ 523 羽中優勝、
同Ｎ13,493 羽中総合49
羽中総合 49 位)、
1313-280(Ｒ
280(Ｒ.クールスのベルジアン・マスター2
マスター2 位鳩の母)
位鳩の母)、ティナ 異父姉妹／レオーネ 15-435 シャトロー
Ｎ29,591 羽中総合 24 位、アルジャントンＮ12,449 羽中総合 93 位
父)ビッグ・タイム Ｂ11-6244606 リック・ヘルマンス作
祖父)ＮＬ09-1425512 兄弟／アテナ ラ・スーテレーヌＮ17,017
羽中総合 12 位、グレＮ13,885
羽中総合
ラ・スーテレーヌＮ
位、グレＮ
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12 位で、2Ｎレース最優秀若鳩第2 位 ヤールリング・ドンダースティーン×バブルズの娘(フェルケルク)
祖母)ティンカーベルＢ08-6297304 ブールジュ 831 羽中優勝、同Ｎ22,499
羽中総合 288 位、ラ・スーテ
羽中優勝
レーヌＮ22,476 羽中総合 126 位他 同腹 305／ブールジュ 931 羽中 2 位、同Ｎ41,783 羽中総合 535 位
他 ウィットペン・ドンダースティーン×ＮＬ04-0461454(ヤールリング・ドンダースティーン×ヤン
セン・ドィビン)
母)ビッグ・バブルズ ＮＬ11-1742824 ヴィレム・ドブルイン作
祖父)セルジオ ＮＬ06-1071841 直仔／ペロンヌ43,623
羽中総合2
ストロームベーク822
羽中優勝、
直仔／ペロンヌ
羽中総合 位、
ストロームベーク
羽中優勝
ポメロイル 6,253 羽中 16 位 ナウエラーツ×レア
祖母)ミネルヴァ ＮＬ04-2055295 8,088 羽中 4 位、22,638
羽中総合 38 位、4,072
羽中 6 位他でＮエー
位、
位、
ス鳩第 4 位 直仔／ストロームベーク 22,231 羽中最高分速総合優勝 イソウドゥンＰ2,891 羽中総合
優勝、トゥーリー1,320 羽中優勝他優勝 2 羽 ＮＬ02-1641208 純エンゲルス×ＮＬ01-1892446

【139】Ｂ15-3149272 Ｂ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作
父)トップ・ブリーダー Ｂ06-3113193 Ｌ.＆Ｈ.シウン作 ジョン・ブルネール鳩舎種鳩 直仔／スーパー・
ジョン リブルヌＮ4,589 羽中総合優勝、
、アジャンＮ5,507 羽中総合 2 位、ウィットコップ・ポー ポーＮ総合 6、
11、183 位の成績で、2 年以上、3 年以上各エース鳩第 1 位 ペルピニャン ペルピニャンＮ5,254 羽中総合 6
位 以上直仔３羽は、全て
以上直仔３羽は、全て異なる雌
なる雌との交配結果
祖父)ヴィットシュタールト・ベハーゲル Ｂ04-3212165 ポーＮ総合 32 位 兄弟／ブリーブＮ16,007 羽中
総合 22 位、タルベＩＮ12,537 羽中総合 58 位 ベハーゲル・カルトィス×ルク・シウン
祖母)Ｂ05-3100142 全姉妹／イル・グリオ、ファビオ サンバンサンＩＮ総合優勝、3 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
ラ・スーテレーヌＮ
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
ポアチエＮ
中総合 66 位、ツールＰ2,297 羽中 11 位、フォンテナイ 4,802 羽中 12 位、同 5,264 羽中 18 位、ブロア
Ｐ5,645 羽中総合 41 位他
祖父)ビッグ・タイム Ｂ11-6244606 リック・ヘルマンス作 ＮＬ09-142551(アテナの弟)×ティンカーベル
祖母)ビッグ・バブルズ ＮＬ11-1742824 ヴィレム・ドブルイン作 セルジオ×ミネルヴァ

【140】Ｂ16-3141355 ＢＣ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作 同腹／24)参照
父)ブラム Ｂ14-3034054 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 ブリオンヌ 211 羽中優勝、同Ｐ4,289
羽中優勝、同Ｐ4,289 羽中総合 4 位、ポン
トワーズＰ20,341
トワーズＰ20,341 羽中総合 94 位他 兄弟／シャオ・リ ラ・スーテレーヌＮ6,203
ラ・スーテレーヌＮ6,203 羽中総合 4 位他 異母
兄弟／アレクシア
兄弟／アレクシア 14 年ポアチエＮ14,094
年ポアチエＮ14,094 羽中総合 9 位、15
位、15 年ラ・スーテレーヌＰ930
年ラ・スーテレーヌＰ930 羽中優勝、同
Ｎ4,161 羽中総合
羽中総合 2 位
アポロ・ジュニア×ナタリア
母)マルゴー Ｂ12-31420522 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 12 年アルジャントンＮ25,949
年アルジャントンＮ25,949 羽中総合 44 位、13 年ラ・
スーテレーヌＮ11,236
スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 97 位、14
位、14 年モンリュソン 291 羽中優勝、同Ｎ14,230
羽中優勝、同Ｎ14,230 羽中総合 43 位、フ
ォンテネイ 182 羽中優勝、15
羽中優勝、15 年ラ・スーテレーヌＮ4,161
年ラ・スーテレーヌＮ4,161 羽中総合 7 位、16
位、16 年クレルモン 9,439 羽中総
合 3 位、アルジャントンＮⅡ9,228
位、アルジャントンＮⅡ9,228 羽中総合 5 位、同ＮⅠゾーン
位、同ＮⅠゾーン 1,249 羽中 6 位 ツールＰ4,113
ツールＰ4,113 羽中総
合 17 位他で、同年Ｎエース鳩第
位他で、同年Ｎエース鳩第 14 位 ソン・スヴェン×ブライアン

【141】ＮＬ16-3621406 Ｂ ♂ コール・デハイデ作
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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 ド・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 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Ｐ3,600
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)ペルピニャン・ドィビンの娘 ＮＬ07-1928341 ＤＣ 偉大な種鳩 直仔／カオール・ドィビン カオール
Ｐ4,912 羽中総合優勝、ナルボンヌＮ4,303 羽中総合 6 位、サンバンサンＮ9,672 羽中総合優勝 インテ
ールト・クランパー×ペルピニャン・ドィビン・500
祖父)インテールト・クランパー ＮＬ03-0391038 ＤＣ 種鳩 ゾーン・ペルピニャン×基礎鳩クランパ
ーの近親孫
祖母)ド・ペルピニャン・ドィビン ＮＬ03-0334500 Ｂ ペルピニャンＮ4,719
羽中総合 17 位、同ＩＮ14,812
ルピニャンＮ
同ＩＮ
羽中総合 90 位、バルセロナＮ7,520 羽中総合 88 位 孫／ボルドーＮ総合優勝、カオールＮ総合優勝、
ナルボンヌＮ総合6 位 コルネリッセン(Ｐ．デヴィールト・Ｃ．デハイデ)×ペルピニャン・ドーファーの娘

【142】ＮＬ16-1609781 ＤＣ ♂ コール・デハイデ作 同腹／19)参照
父)ＮＬ15-1793535 ＢＣ コール・デハイデ作
ＮＬ10-3054666×ブルー・ドリーム
ブルー・ドリーム 15 年バルセロナＮ5,183
年バルセロナＮ5,183 羽中総合 2 位
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
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

【143】ＮＬ16-3635865 ＤＣＷ ♀ コール・デハイデ作 兄弟／18)参照
父)ブロア・ブルー・ドリーム ＮＬ12-1714152 Ｂ Ｃ．デハイデ作翔 姉妹／ブルー・
姉妹／ブルー・ドリーム
／ブルー・ドリーム 15 年バルセ
ロナＮ5,183
羽中総合 2 位、同 ＩＮ19,089
羽中総合 4 位、マルセイユＮ4,899 羽中総合 155 位
ロナＮ
ＩＮ
ヨンゲ・ドン・ミッシェル×ＮＬ09-3959144 ベルジェラック 4,096 羽中総合 13 位
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
羽中優勝、同ＩＮ
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
羽中優勝、同ＩＮ
Ｎ5,616 羽中総合 107 位、ボルドー572
羽中 51 位他 2 年間のバルセロナ IN エース鳩第 1 位 ゾーン・
ボルドー
ペルピニャン×シウン・ドィビン

【144】
“インテールト・ドン・ミッシェル” NL16-1609675 ＤＣ ♂ コール・デハイデ作
父)ＮＬ14-3423447 Ｃ.デハイデ作 即種鳩
祖父)ドン・ミッシェル ＮＬ96-9659671 ＢＣ ペルピニャンＮ3
ペルピニャンＮ 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、マルセイユ各 3 年エース鳩第 1 位
祖母)ＮＬ10-3021354 ＤＣ キーボーム兄弟作 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 位他)×ＮＬ04-0480214
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母)ＮＬ14-1147333 ＢＣ Ｃ,デハイデ作
祖父)ゾーン・ドン・ミッシェル ＮＬ99-3959107 ＢＣ Ｃ.デハイデ作 直仔／バルセロナＮ
バルセロナＮ5,423
バルセロナＮ5,423 羽中総
合 24 位、同ＩＮ30,669
位、同ＩＮ30,669 羽中総合 31 位、ペルピニャンＮ6,414
位、ペルピニャンＮ6,414 羽中総合 42 位、同Ｎ6,414 羽中総合
227 位他直仔／15 年バルセロナＩＮ19,089 羽中総合 95 位 ドン・ミッシェル×ド・ペルピニャン・ド
ィビン
祖母)カリン ＮＬ10-1721592 ＢＣ Ｋ.クルイストラ作翔 14 年サンバンサンＮ18,295
年サンバンサンＮ18,295 羽中総合優勝

【145】
“ザス・サラ”B16-6263087 ＢＣ ♀ ウィリー・ダニエルス作 同腹／13)参照
全姉／サラ 15 年イソウドゥンＮ11,984 羽中総合 5 位、16 年 KBDB1 才鳩大中距離Ｎエース鳩第 1 位 16 年ベ
ルギー3～7 回Ｎレース最優秀 1 才鳩全 1 位 アルジャントンＮ12,449
羽中総合 2 位、同ゾーン 3,617 羽中
アルジャントンＮ
優勝、同 18,363 羽中総合 45 位、ブールジュＮ19,889
羽中総合 28 位、シャトローＮ9,540
羽中総合 32
位、ブールジュＮ
位、シャトローＮ
位、モンリュソンＮ10,753
羽中総合 119 位、ラ・スーテレーヌＮ9,580
羽中総合 119 位
位、モンリュソンＮ
位、ラ・スーテレーヌＮ
父)Ｂ13-6314344 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6191099×リヒテ・リモ
母)Ｂ13-6051147 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6140809 ゾット(優勝 14 回)の孫×Ｂ07-6044245

【146】
“ブロア・カート”B16-6263081 ＢＣ ♂ ウィリー・ダニエルス作
全兄弟／カート シャトローＮ9,540 羽中総合優勝、同 16,390 羽中最高分速、アルジャントンＮ
、アルジャントンＮ12,4
、アルジャントンＮ12,449
12,449 羽中総
合 9 位、ブールジュＮ19,889
位、ブールジュＮ19,889 羽中総合 86 位他 カイラ ブールジュＮ19,889
ブールジュＮ19,889 羽中総合 45 位、アルジャン
トンＮ18,363
トンＮ18,363 羽中総合 125 位他 16 年ベルギー
年ベルギー7
ギー7 回Ｎレース最優秀 1 才鳩 6 位、KBDB1 才鳩大中距離Ｎエー
ス鳩第 20 位、1616-6064105 スープ 1,378 羽中優勝、ヴィエルゾンＩＰ3,108
羽中優勝、ヴィエルゾンＩＰ3,108 羽中総合 10 位、アルジャント
ンＮ19,592
ンＮ19,592 羽中総合 19 位他
父)Ｂ08-637362 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ07-6044148 モーリス・フーツのリヒテ・ブールジュの曽孫
祖母)Ｂ04-6217944
母)Ｂ10-6025224 Ｗ.ダニエルス作 兄弟／ニッキー シャトローＮ総合優勝
祖父)Ｂ07-6044289 ゾット(優勝 14 回)の直仔
祖母)Ｂ09-6217201 Ｍ.フーツ×ファンリースト・ペーテルス

【147】Ｂ16-6263082 大刺 ♂ ウィリー・ダニエルス作 兄弟／16)参照
全兄弟／15
全兄弟／1515-6034050 15 年 CC 若鳩Ｎエース鳩第 2 位 アルジャントンＮ11,223
アルジャントンＮ11,223 羽中総合 6 位、同ゾーン
3,130 羽中優勝、シャトローＮ10,442
羽中優勝、シャトローＮ10,442 羽中総合 106 位
父)Ｂ14-6082136 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6140874×Ｂ13-6051602
母)Ｂ12-6201815 Ｗ.ダニエルス作 ゾーン・37×Ｂ08-6259526

【148】
“２０４”B16-6064204 BP ♀ ウィリー・ダニエルス作
父)Ｂ11-6140874 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ09-5186034 デン・37 直仔×Ｐ．ヒュルズのブラック・ジャックの娘
祖母)クィーニィ Ｂ00-6132834 兄弟／ゾット バジル(デマイヤー父子)×スノー・ホワイト
母)Ｂ13-6051124 Ｗ.ダニエルス作 兄弟／アスケ 1 グレＮ7,681
グレＮ7,681 羽中総合 55 位、同Ｎ16,988
位、同Ｎ16,988 羽中総合
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165 位、ブールジュＮ22,663
位、ブールジュＮ22,663 羽中総合 77 位、同Ｎ13,588
位、同Ｎ13,588 羽中総合 136 位他 アントワープ連盟若鳩長距
離エース鳩第 1 位、アスケ 2 シャトローＮ12,071
シャトローＮ12,071 羽中総合 54 位、ブールジュＮ18,478
位、ブールジュＮ18,478 羽中総合 62 位
他 アントワープ連盟若鳩長距離エース鳩第 2 位、ステファニー ブールジュＮゾーン 5,691 羽中 2 位、
ヴィエルゾンＩＰ9,004
ヴィエルゾンＩＰ9,004 羽中総合 6 位、シャトローＮ18,604
シャトローＮ18,604 羽中総合 11 位、同Ｎ19,691
同Ｎ19,691 羽中総合 66 位、
グレＮ7,681
グレＮ7,681 羽中総合 14 位、アルジャントンＮ12,187
位、アルジャントンＮ12,187 羽中総合 100 位他 15 年 KBDB 大中距離Ｐエース
鳩第 2 位
祖父)Ｂ05-6231038 37 の同腹 Ｂ04-6217290×Ｂ04-6217299
祖母)Ｂ09-62129144 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ05-6230022×Ｂ06-6073005

【149】ＮＬ16-1288691 ＢＣ ♂ ペーター・ヤンセン作 同腹／9)参照
父)デア・ベステ ＮＬ09-1647161 ペーター・フェーンストラ作 兄弟／ドルチェ・ヴィタ シャトローNPO
シャトローNPO
1,418 羽中総合優勝、ゲネップ 7,890 羽中総合優勝、ハースドンク 2,657 羽中優勝、ポメロイル 1,456
羽中優勝、フィルフォールデ 1,125 羽中優勝、セザンヌ 1,047 羽中優勝他、11
羽中優勝他、11 年オリンピアードＮ第 1
位、Ｎエース鳩第 1 位 ダヴィンチ×スペシャル・ブルー
母)ＤＶ09711-12-205 ＬＢＣ ハインツ・マイアー＝ラーデン共同鳩舎作 ドイツ西部エース鳩第1、2 位の妹
ゴールド・シュトック×パール

【150 ＮＬ16-1288681 Ｂ ♀ ペーター・ヤンセン作
兄弟／62
兄弟／62、
62、92 連盟エース鳩第1
連盟エース鳩第 1、6 位 同腹／10)参照
父)ゾーン・カースブール Ｂ09-6358797 ガストン・ファンデヴァウワー作 カースブール×Ｂ04-6307341
母)ＤＶ09711-07-331 ＢＣ マイアー＝ラーデン共同鳩舎作 Ｂ98-6523223×Ｂ97-5150636

【151】ＮＬ16-1288684 ＢＣ ♀ ペーター・ヤンセン作 同腹／11)参照
父)ミュラー ＤＶ00144-10-92 ＢＣ Ｐ.ヤンセン作翔 センス NPO6,423 羽中総合優勝、モルリンコートＰ
24,532 羽中総合優勝、ブロア NPO4,950 羽中総合 4 位、シャトローＮⅢ12,422
位、シャトローＮⅢ12,422 羽中総合 9 位他でフォンド
位他で
シュピーゲル紙 13～15 年Ｎエース鳩第１位 ゾーン・カースブール×331
ゾーン・カースブール×331
母)ミス・ドルチェ・ヴィタ ブロア NPO3,727 羽中総合 20 位、シャトードゥン NPO6,544 羽中総合 21 位、
オーセール NPO8,540 羽中総合 22 位、ブールジュ NPO5,088 羽中総合 24 位、モルリンコートＰ24,532
位、モルリンコートＰ24,532 羽
中総合 17 位、ナントィルＰ12,621
位、ナントィルＰ12,621 羽中総合 40 位、サンカンタン 1,913 羽中 11 位他でフォンドシュピー
ゲル紙 14～
14～15 年Ｎエース鳩第１位 デア・ベステ×07
デア・ベステ×0707-102

【152】ＮＬ16-1288692 Ｂ ♀ ペーター・ヤンセン作 同腹／12)参照
父)ロード・ローエングリン ＤＶ00147-10-634 Ｂ Ｐ.ヤンセン作翔 11 年 15 回入賞 ブールジュ NPO
3,037 羽中総合優勝、同 NPO5,088 羽中総合 7 位、サルブリ NPO7,137 羽中総合優勝他 13 年フォンド・
シュピーゲル誌Ｎエース鳩第 1 位 15 年オリンピアード代表 アドミラル×ディー・ボンテ
母)エリザ・ファン・ブラバン ＮＬ15-3506871 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作 異父兄／ミスター・ブラッドレー
13 年シャトローNPO
3,228 羽中総合優勝、同 NPO2,227 羽中総合 5 位他で、当日長距離エース鳩第 1
年シャトロー
位 姉／14-304
ロワイエ 532 羽中優勝、同 2,435 羽中優勝他 ゲーローガー×ロード・オー
姉／
ゲーローガー×ロード・オーホ
ロード・オーホイェ
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【153】ＮＬ16-3612448 Ｂ ♀ クーン・ミンダーハウト作 同腹／8)
父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ ピティヴィエ 5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総
合優勝、シャトローNPO2,227 羽中総合優勝、ギエン 3,548 羽中総合 3 位、モルリンコート 1,259 羽中 2
位 ゲブローケン・フリューヘル×フランシスカ
母)ロード・オーホイェ ＮＬ09-3912393 Ｂ ピティヴィエ 5,015 羽中総合優勝、ブロイル 8,762 羽中総合 9
位、オルレアン NPO6,067 羽中総合 15 位、ビールグニース 8,381 羽中総合 23 位、モルリンコート 1,664
羽中 7 位他 ブラウ・522×バーニー・742

【154】ＮＬ16-3612444 Ｂ ♂ クーン・ミンダーハウト作 同腹／6)
父)ラーテ・ターボ・608 ＮＬ11-3014608 ギエンＰ3,348
羽中総合 2 位、シャトローNPO2,227
羽中総合
ギエンＰ
位、シャトロー
2 位、同 NPO3,238 羽中総合 4 位、ルフェック NPO2,084 羽中総合 8 位他で 13 年Ｐ当日長距離エース
鳩第 1 位 ニューエ・ターボ・705
シャトローNPO2,227 羽中総合 7 位、モルリンコート 1,465 羽中
ニューエ・ターボ・
14 位、ピティヴィエ 1.345 羽中 13 位、ツール NPO4,100 羽中総合 39 位他で 13 年Ｐ当日長距離エー
ス鳩第 4 位 ブラウ・170×ブラウエ・041
母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作 ヴァレンチノ×ポーリーン

【155】
“インテールト・ゲーローガー”ＮＬ16-1578541 Ｂ ♂ クーン・ミンダーハウト作
父)ブロア・ゲーローガー ＮＬ14-3413263 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作
祖父)ゲブローケン・フリューヘル ＮＬ05-0514804 直仔／モルリンコート 7,962 羽中総合優勝、ピティヴ
ィエ NPO6,340 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総合優勝、シャトローNPO2,227 羽
中総合優勝、モルリンコート 1,465 羽中優勝、クライル 10,0083 羽中総合 7 位、同 5,015 羽中総合 23
位、モンリュソン 4,196 羽中総合 4 位 550・ファン・スーパー・コッペル×ブールジュ・ダィフイェ
祖母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作
母)ゲーローガーの異母妹 ＮＬ14-3413381 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作
祖父)ゲブローケン・フリューヘル ＮＬ05-0514804 Ｋ.ミンダーハウト作 上記参照
祖母)ロード・オーホイェ ＮＬ09-3912393 Ｂ 別記参照

【156】ＮＬ16-1578546 Ｂ ♀ クーン・ミンダーハウト作 同腹／7)
父)スーパー・ダーク・27 ＮＬ10-1767127 Ｊ.Ｍ.ダーネ(クラブ・メート)作翔 オルレアン 3,023 羽中総合優勝、
、
ブロイル 758 羽中優勝、同 4,027 羽中優勝、センスＰ6,007
羽中優勝、センスＰ6,007 羽中総合 2 位、シャトードゥン 4,367 羽中総合
2 位 12 年ＳＳエース鳩第1 位 122・ファン・スーパー・コッペル×ＮＬ08-3812260
母)ＮＬ14-3413409 ミンダーハウト＝Ｊ.ホーイマンス共作 ゲーローガー×アレクシア

【157】Ｂ16-6128377 Ｂ ♀ ダニー・ファンダィク作
父)カノンの父 Ｂ08-6298348 ヘルマンス＝ファンデンブランデ作
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021 羽中総合 21 位、ラ・スーテレーヌＮ
13,469 羽中総合 132 位 ショーネ・ファンド・ヤールリング(ヤールリング・ドンダースティーン×ヤ
ンセン・ドィビン)×Ｅ．ヤンセン作 カンイバールのライン
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祖母)フランシーン Ｂ05-6445543 ドールダン 831 羽中優勝 フィーネケ 5000 直仔×ヤールリング・ドン
ダースティーンとヤンセン・ドィビンの娘
母)コーゲルチェ Ｂ13-6215758 Ｄ．ファンダィク作翔 ノワイヨン
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
羽中優勝、 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)

【158】
“ゾーン・カノン”B16-6128372 Ｂ ♂ ダニー・ファンダィク作
兄弟／12
兄弟／1212-030(ヴィム・フェルメールベルゲンのナショナル・ヴォンダーの父
030(ヴィム・フェルメールベルゲンのナショナル・ヴォンダーの父)
ヴィム・フェルメールベルゲンのナショナル・ヴォンダーの父) 1515-140 アントワープ連
盟東若鳩エース鳩第 1 位
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、
羽中優勝、10
羽中優勝、 年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第 1 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第 4 位 直仔／
10-743、10-744 10 年アントワープ連盟中距離若鳩エース鳩 4、8 位 同腹／デン・11 KBDB 中距離Ｎ
エース鳩第 5 位
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 兄弟／ミネルヴァ グレ 474 羽中優勝、同Ｎ13,885
同Ｎ13,885 羽
中総合 10 位、アルジャントンＮ22,422
アルジャントンＮ22,422 羽中総合 21 位、同Ｎ4,123
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 位他
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

【159】
“ザス・フィオナ”B16-6128367 Ｂ ♀ ダニー・ファンダィク作 同腹／3)参照
全姉／フィオナ
KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第 5 位
全姉／
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
母)Ｂ10-6284748 Ｂ デン・11×アス・ダィフケ・06

【160】
“ドーター・デン・11”B16-6128446 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
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
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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
年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩4
中距離若鳩Ｎエース鳩 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
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22
位、
ブールジュＮ22,476
アルジャントンＮ5,763 羽中総合 383 位、
シャトローＮ17,109
ブールジュＮ22,476 羽中総合 25 位、
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
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創刊以来 128 年の伝統を誇る、世界で最も権威あるベルギーの鳩界誌新聞社「ド・ダイフ」が、一昨年その総力
を結集し、世界最高ランクの若鳩オークションを実現しました。 それがこのＧ10、ゴールデン・テンです。
ゴールデン・テンは、誰もが成しえなかった夢の競売です。現在のベルギー、オランダ、ドイツの最強鳩舎が、
それぞれの代表鳩や直仔をさらに各８羽ずつ厳選して参加する競売です。
今年も、来る 11 月 5、6 日の土日の両日に行われます。
チャンピオン商事株式会社では、皆様方の奮ってのご参加を募集致します。本競売に参加ご希望の方は、指
値を日本国内での引き渡し価格(日本円で、国内消費税込で、国内送料のみ別)を明記の上、保証金3 万円を添
えてお申込み下さい。保証金は、鳩が落ちなかった場合には、全額ご返金致します。指値は、競売順に第一希
望、第二希望等指定できます。
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●国内送料 着払い（2,800 円）となります
●指値締切 本年 11 月 4 日 18 時
●お支払 落札時は、落札価格より保証金を差し引いて、11
11 月 14 日迄 (これを経過すると権利を失い、次点
指値者落札となります)
●競売リスト上には性別の表記が無い場合もあります。表記されていても全て若鳩の為推定ですが、異なる場
合もあります。海外の生き物取引の為、到着後の返品交換は出来ないので、ご理解の上、ご入札願います。
●全ての競売鳩の写真とオリジナルの血統は以下、新装ド・ダイフ紙 HP のアドレスからご覧になれます。

http://www.deduif.be/ 【ホーム】
http://www.deduif.be/veilingen/golden-ten-2016 【ゴールデン・１0 ページ】

第１日 11 月 5 日土曜日（1 番～80 番まで）

【1】
“ラーステ・ザス・カノン”Ｂ16-6128298 ＢＣ ♀ ダニー・ファンダィク作
※カノン最後の全妹（母親 08-１１７の最後の直仔）
全兄／カノン ドールダン 1,245 羽中優勝、同 1,938 羽中優勝、同
羽中優勝、同 1,962 羽中 6 位、マルネ 3,040 羽中優
勝、10
勝、 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 デン・11
デン・ KBDB
中距離Ｎエース鳩第 5 位
父)カノンの父 Ｂ08-6298348 ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 最高種鳩
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021 羽中総合 21 位、ラ・スーテレーヌＮ
13,469 羽中総合 132 位 ショーネ・ファンド・ヤールリング(ヤールリング・ドンダースティーン×ヤ
ンセン・ドィビン)×Ｅ．ヤンセン作 カンイバールのライン
祖母)フランシーン Ｂ05-6445543 ドールダン 831 羽中優勝 フィーネケ 5000 直仔×ヤールリング・ドン
ダースティーンとヤンセン・ドィビンの娘
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
祖父)フェヒター Ｂ03-6290114 ヨハン・ドンケルス作
祖母)ズワルチェ Ｂ06-6370829 連盟東若鳩エース鳩5 位 グーイエ・クヴェーカー×Ｊ．クールス

【2】
“ザス・コーゲルチェ”B16-6275842 ＢＣ ♀ ダニー・ファンダィク作
全姉／コーゲルチェ
全姉／コーゲルチェ 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
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
羽中優勝、 年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第 1 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第 4 位 直
仔／10-743、10-744 10 年アントワープ連盟中距離若鳩エース鳩 4、8 位 同腹／デン・11 KBDB 中距
離Ｎエース鳩第 5 位
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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)ブラウ・ブークス Ｂ11-6342232 Ｂ カレル・ブークス作 直仔／コーゲルチェ 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)Ｂ09-6185216 トゥルナウ合同レースエース鳩第 1 位 優勝 5 回
祖母)Ｂ09-6185218 キェブラン 384 羽中優勝、同 314 羽中優勝

【3】
“ブロア・フィオナ”B16-6128366 ＢＣ ♂ ダニー・ファンダィク作 同腹／159)
全姉／11
、アントワープ連盟南エース鳩第 1 位
全姉／ 年フィオナ KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第 5 位、
※ダニー・ファンダイク鳩舎最高ペアの仔
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
祖父)ディ・カプリオ Ｂ05-6045015 ヘレマンス＝コイスタース作翔 キェブラン 1,928 羽中優勝、同
1,580 羽中優勝、同 1,278 羽中優勝、同
羽中優勝、 1,367 羽中 3 位他 25 回入賞
祖母)スーパーケ Ｂ06-6210001 ゾーン・カンニバール×ブールジュの娘
母)Ｂ10-6284748 Ｂ
祖父)デン・11 Ｂ09-6323111 KBDB 中距離Ｎエース鳩第 5 位 同腹／カノン
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

【4】Ｂ16-6128369 ＢＣ ♀ ダニー・ファンダィク作
父)カノンの父 Ｂ08-6298348 ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 最高種鳩
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021 羽中総合 21 位、ラ・スーテレーヌＮ
13,469 羽中総合 132 位 ショーネ・ファンド・ヤールリング(ヤールリング・ドンダースティーン×ヤ
ンセン・ドィビン)×Ｅ．ヤンセン作 カンニバールのライン、リック・ヘルマンス鳩舎最高種鳩
祖母)フランシーン Ｂ05-6445543 ドールダン 831 羽中優勝 フィーネケ 5000 直仔×ヤールリング・ドン
ダースティーンとヤンセン・ドィビンの娘
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
年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩4
中距離若鳩Ｎエース鳩 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
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22
位、
ブールジュＮ22,476
アルジャントンＮ5,763 羽中総合 383 位、
シャトローＮ17,109
ブールジュＮ22,476 羽中総合 25 位、
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
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【5】ＮＬ16-3612452 Ｂ ♂ クーン・ミンダーハウト作 ※ゲーローガー母子交配
父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ ピティヴィエ 5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総
合優勝、シャトローNPO2,227 羽中総合優勝、ギエン 3,548 羽中総合 3 位、モルリンコート 1,259 羽中 2
位
祖父)ゲブローケン・フリューヘル ＮＬ05-0514804 直仔／モルリンコート 7,962 羽中総合優勝、ピティヴ
ィエ NPO6,340 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総合優勝、シャトローNPO2,227 羽
中総合優勝、モルリンコート 1,465 羽中優勝、クライル 10,0083 羽中総合 7 位、同 5,015 羽中総合 23
位、モンリュソン 4,196 羽中総合 4 位 550・ファン・スーパー・コッペル×ブールジュ・ダィフイェ
祖母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作 下記参照
母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作
祖父)ヴァレンチノ Ｂ03-2182096 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 センス346 羽中優勝他 ヴァレンティン×00-147
祖母)ポーリーン Ｂ06-2090139 優勝 10 回内シャトローＳＮ8,218
羽中総合優勝、同ＩＰ3,969
羽中総
回内シャトローＳＮ
羽中総合優勝、同ＩＰ
合優勝、グレＰ1,194
羽中優勝、同ＢＵ1,298
羽中優勝他
合優勝、グレＰ
羽中優勝、同ＢＵ
羽中優勝 07 年中距離Ｎエース鳩第 8 位 Ｆ．フェル
フォールト×Ｐ．ヒュルズ

【6】ＮＬ16-3612445 Ｂ ♂ クーン・ミンダーハウト作 同腹／154)
父)ラーテ・ターボ・608 ＮＬ11-3014608 ギエンＰ3,348
羽中総合 2 位、シャトローNPO2,227
羽中総合
ギエンＰ
位、シャトロー
2 位、同 NPO3,238 羽中総合 4 位、ルフェック NPO2,084 羽中総合 8 位他で 13 年Ｐ当日長距離エース
鳩第 1 位 ニューエ・ターボ・705
シャトローNPO2,227 羽中総合 7 位、モルリンコート 1,465 羽中
ニューエ・ターボ・
14 位、ピティヴィエ 1.345 羽中 13 位、ツール NPO4,100 羽中総合 39 位他で 13 年Ｐ当日長距離エー
Ｐ当日長距離エー
ス鳩第 4 位
祖父)ブラウ・170 ＮＬ10-3011170 Ｂ シャトロー5,223 羽中総合 2 位、同 2,628 羽中 12 位、ラ・スーテ
レーヌ 3,077 羽中総合 2 位、マンテス・ラ・ヴァレー6,554 羽中総合 26 位、センス 1,412 羽中 6 位
他 ド・17×522 の娘
祖母)ブラウエ・041 ＮＬ08-3812041 Ｂ シャトローNPO3,677 羽中総合 20 位、同 NPO2,884 羽中総合
38 位、アルジャントン NPO4,441 羽中総合 22 位、ルフェック NPO2,499 羽中総合 56 位、ツール
NPO5,482 羽中総合 70 位 ペロンヌ 696 羽中優勝、アラース 1,784 羽中 17 位、ポメロイル 3,740
羽中 24 位、同 1,463 羽中 11 位、オルレアン 4,927 羽中総合 36 位、ブロイル 4,298 羽中総合 42 位、
ラ・スーテレーヌ 2,899 羽中総合 4 位、モルリンコート 9,008 羽中 18 位他で２年連続連盟エース鳩
ゲブローケン・フリューヘル×エンゲルス・ダイフイェ・552
母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作
祖父)ヴァレンチノ Ｂ03-2182096 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 センス346 羽中優勝他 ヴァレンティン×00-147
祖母)ポーリーン Ｂ06-2090139 優勝 10 回内シャトローＳＮ8,218
羽中総合優勝、同ＩＰ3,969
羽中総
回内シャトローＳＮ
羽中総合優勝、同ＩＰ
合優勝、グレＰ1,194
羽中優勝、同ＢＵ1,298
羽中優勝他
合優勝、グレＰ
羽中優勝、同ＢＵ
羽中優勝 07 年中距離Ｎエース鳩第 8 位 Ｆ．フェル
フォールト×Ｐ．ヒュルズ

【7】ＮＬ16-1578547 ＢＣ ♀ クーン・ミンダーハウト作 同腹／156)
父)スーパー・ダーク・27 ＮＬ10-1767127 Ｊ.Ｍ.ダーネ(クラブ・メート)作翔 オルレアン 3,023 羽中総合優勝、
、
ブロイル 758 羽中優勝、同 4,027 羽中優勝、センスＰ6,007
羽中優勝、センスＰ6,007 羽中総合 2 位、シャトードゥン 4,367 羽中総合
2 位 12 年ＳＳエース鳩第1 位
祖父)122・ファン・スーパー・コッペル ＮＬ08-1626122 ＢＣ 両親共ギレス・ドノーイヤー作翔 ポメロイル
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優勝、ピティヴィエ優勝、クライル２回優勝他
祖母)ＮＬ08-3812260 ギレス・ドノーイヤー作翔 入賞多数
母)ＮＬ14-3413409 ミンダーハウト＝Ｊ.ホーイマンス共作
祖父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ ピティヴィエ 5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO
3,077 羽中総合優勝、
シャトローNPO2,227
羽中総合優勝、
モルリンコート1,259
シャトロー
羽中総合優勝 ギエン3,548 羽中総合3 位、
羽中2 位 ゲブローケン・フリューヘル×フランシスカ(Ａ.デルヴァ作 ヴァレンチノ×ポーリーン)
祖母)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
シャトロー
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
中総合優勝
兄弟／超銘鳩ハリー
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

【8】ＮＬ16-3612447 Ｂ ♀ クーン・ミンダーハウト作 同腹／153)
父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ ピティヴィエ 5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総
合優勝、シャトローNPO2,227 羽中総合優勝、ギエン 3,548 羽中総合 3 位、モルリンコート 1,259 羽中 2
位
祖父)ゲブローケン・フリューヘル ＮＬ05-0514804 直仔／モルリンコート 7,962 羽中総合優勝、ピティヴ
ィエ NPO6,340 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総合優勝、シャトローNPO2,227 羽
中総合優勝、モルリンコート 1,465 羽中優勝、クライル 10,0083 羽中総合 7 位、同 5,015 羽中総合 23
位、モンリュソン 4,196 羽中総合 4 位 550・ファン・スーパー・コッペル×ブールジュ・ダィフイェ
祖母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作 別記参照
母)ロード・オーホイェ ＮＬ09-3912393 Ｂ ピティヴィエ 5,015 羽中総合優勝、
羽中総合優勝 ブロイル 8,762 羽中総合 9
位、オルレアン NPO6,067 羽中総合 15 位、ビールグニース 8,381 羽中総合 23 位、モルリンコート 1,664
羽中 7 位他
祖父)ブラウ・522 ＮＬ04-0421522 直仔／アルジャントンＮ19,305
羽中総合優勝、シャトローNPO3,832
直仔／アルジャントンＮ
羽中総合優勝、シャトロー
羽中総合優勝、ナントイル NPO17,465 羽中総合優勝、ペロンヌ 11,724 羽中総合優勝、ツール 6,144
羽中総合優勝、シャンティー1,474
羽中優勝他
ゾーン・ダニエル×マキシマ(Ｅ.ロイテネ)
羽中総合優勝、シャンティー
羽中優勝
祖母)バーニー・742 ＮＬ02-0208742 同腹／オルレアン・ダイフイェ 兄弟の直仔／05-0744 ペロンヌ
3,392 羽中総合優勝、05-697 ルフェック NPO2,837 羽中総合優勝、アルジャントン NPO2,991 羽中総
合 13 位、オルレアン NPO3,354 羽中総合 4 位、03-561 ツール NPO8,018 羽中総合 3 位 バーニー×
ゴウドクロンプイェ・864

【9】ＮＬ16-1288690 ♀ ペーター・ヤンセン作 同腹／149)
父)デア・ベステ ＮＬ09-1647161 ペーター・フェーンストラ作 兄弟／ドルチェ・ヴィタ シャトローNPO
シャトローNPO
1,418 羽中総合優勝、ゲネップ
羽中総合優勝、ゲネップ 7,890 羽中総合優勝、ハースドンク 2,657 羽中優勝、ポメロイル 1,456
羽中優勝、フィルフォールデ 1,125 羽中優勝、セザンヌ 1,047 羽中優勝他、11
羽中優勝他、11 年オリンピアードＮ第 1
位、Ｎエース鳩第 1 位
祖父)ダヴィンチ ＮＬ04-5435151 Ｐ.フェーンストラ作翔 アブリス NPO7,946 羽中総合優勝、メーネン
16,753 羽中総合 2 位 コープマン作のディルキー×00-178
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祖母)スペシャル・ブルー ＮＬ05-1909293 Ｐ.フェーンストラ作 ミスター・ブルー×イズラ
母)ＤＶ09711-12-205 ＬＢＣ ハインツ・マイアー＝ラーデン共同鳩舎作 ドイツ西部エース鳩第1、2 位の妹
祖父)ゴールド・シュトック ＮＬ05-1936624 Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 スーパー種鳩 ゾーン・ロリス
×ゴールデン・レディ
祖母)パール ＤＶ09711-08-600 マイアー＝ラーデン共同鳩舎作 アス×ボニー＆クライドの娘

【10】ＮＬ15-1875401 ＢＣ ♀ ペーター・ヤンセン作
兄弟／62、92 連盟エース鳩第 1、6 位 同腹／150)
父)ゾーン・カースブール Ｂ09-6358797 ガストン・ファンデヴァウワー作
祖父)カースブール Ｎ98-6335690 Ｂ 両親共Ｇ.ファンデヴァウワー作 スーパー種鳩
祖母)Ｂ04-6307341 Ｂ Ｇ.ファンデヴァウワー作 カースブール直仔×テオ・アイスコウト
母)ＤＶ09711-07-331 ＢＣ マイアー＝ラーデン共同鳩舎作
祖父)Ｂ98-6523223 Ｂ ディルク・ファンダィク作 カンニバール×アス・ダィフ
祖母)Ｂ97-5150636 ＢＣＷ クレメント・ロベン作 ４羽のＮエース鳩の妹 ボニー＆クライドの娘

【11】ＮＬ16-1288685 ＢＣ ♀ ペーター・ヤンセン作 同腹／151)
父)ミュラー ＤＶ00144-10-92 ＢＣ Ｐ.ヤンセン作翔 センス NPO6,423 羽中総合優勝、
、モルリンコートＰ
24,532 羽中総合優勝、ブロア NPO4,950 羽中総合 4 位、シャトローＮⅢ12,422
シャトローＮⅢ12,422 羽中総合 9 位他でフォンド
シュピーゲル紙 13～
13～15 年Ｎエース鳩第１位 ゾーン・カースブール×331
ゾーン・カースブール×331
※前記 10)の全兄
10)の全兄
母)ミス・ドルチェ・ヴィタ ＤＶ00147-11-554 ブロア NPO3,727 羽中総合 20 位、シャトードゥン NPO6,544
羽中総合 21 位、オーセール NPO8,540 羽中総合 22 位、ブールジュ NPO5,088 羽中総合 24 位、モルリンコ
ートＰ24,532
ートＰ24,532 羽中総合 17 位、ナントィルＰ12,621
ナントィルＰ12,621 羽中総合 40 位、サンカンタン 1,913 羽中 11 位他でフ
ォンドシュピーゲル紙 14～
14～15 年Ｎエース鳩第１位
祖父)デア・ベステ ＮＬ09-1647161 ペーター・フェーンストラ作 兄弟／ドルチェ・ヴィタ シャトロー
NPO1,418 羽中総合優勝、ゲネップ 7,890 羽中総合優勝、ハースドンク 2,657 羽中優勝、ポメロイル
1,456 羽中優勝、フィルフォールデ 1,125 羽中優勝、セザンヌ 1,047 羽中優勝他、11
羽中優勝他、11 年オリンピアー
ドＮ第 1 位、Ｎエース鳩第 1 位 ダヴィンチ×スペシャル・ブルー
祖母)ＤＶ09711-07-102 ロター・ブリッツ×ＤＶ09711-00-391

【12】ＮＬ16-1288693 Ｂ ♂ ペーター・ヤンセン作 同腹／152)
父)ロード・ローエングリン ＤＶ00147-10-634 Ｂ Ｐ.ヤンセン作翔 11 年 15 回入賞 ブールジュ NPO
3,037 羽中総合優勝、同 NPO5,088 羽中総合 7 位、サルブリ NPO7,137 羽中総合優勝他 13 年フォンド・
シュピーゲル誌Ｎエース鳩第 1 位 15 年オリンピアード代表
祖父)アドミラル ＮＬ74-1087458 11 年１才鳩ドイツＮエース鳩第 33 位
祖母)ディー・ボンテ ＤＶ05388-04-484 ＢＣＷ エルンスト・ネーベル作 レイナールトのフィガロの娘
母)エリザ・ファン・ブラバン ＮＬ15-3506871 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作 異父兄／ミスター・ブラッドレー
13 年シャトローNPO 3,228 羽中総合優勝、同 NPO2,227 羽中総合 5 位他で、当日長距離エース鳩第 1
位 姉／14-304 ロワイエ 532 羽中優勝、同 2,435 羽中優勝他
祖父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ ピティヴィエ 5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO
6

3,077 羽中総合優勝、
シャトローNPO2,227
羽中総合優勝、
モルリンコート1,259
シャトロー
羽中総合優勝 ギエン3,548 羽中総合3 位、
羽中2 位 ゲブローケン・フリューヘル×フランシスカ(Ａ.デルヴァ作 ヴァレンチノ×ポーリーン)
祖母)ロード・オーホイェ ＮＬ09-3912393 Ｂ ピティヴィエ
8,762 羽中
ピティヴィエ 5,015 羽中総合優勝、ブロイル
羽中総合優勝
総合 9 位、オルレアン NPO6,067 羽中総合 15 位、ビールグニース 8,381 羽中総合 23 位、モルリン
コート 1,664 羽中 7 位他 ブラウ・522×バーニー・742

【13】Ｂ16-6263086 ＢＣ ♂ ウィリー・ダニエルス作 同腹／145)
全姉／サラ 15 年イソウドゥンＮ11,984 羽中総合 5 位、16 年 KBDB1 才鳩大中距離Ｎエース鳩第 1 位 16 年ベ
ルギー3～7 回Ｎレース最優秀 1 才鳩全 1 位 アルジャントンＮ12,449
羽中総合 2 位、同ゾーン 3,617 羽中
アルジャントンＮ
優勝、同 18,363 羽中総合 45 位、ブールジュＮ19,889
羽中総合 28 位、シャトローＮ9,540
羽中総合 32
位、ブールジュＮ
位、シャトローＮ
位、モンリュソンＮ10,753
羽中総合 119 位、ラ・スーテレーヌＮ9,580
羽中総合 119 位
位、モンリュソンＮ
位、ラ・スーテレーヌＮ
父)Ｂ13-6314344 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ11-6191099 ＤＣＷ ド・ズッテ×ヴィットノイス
祖母)リヒテ・リモ Ｂ06-6108513 ド・リモ(リモージュＮ17,546 羽中総合 4 位)×ヘット・ナショナール
チェ(ラ・スーテレーヌＮ16,297 羽中総合 35 位)
母)Ｂ13-6051147 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ11-6140809 ゾット(優勝 14 回)の孫
祖母)Ｂ07-6044245 Ｓ 061 の孫

【14】Ｂ16-6064129 Ｂ ♀
ウィリー・ダニエルス作
父)サラの同腹 Ｂ15-6034009 Ｗ.ダニエルス作 同腹／サラ
同腹／サラ 15 年イソウドゥンＮ11,984
年イソウドゥンＮ11,984 羽中総合 5 位、16
年 KBDB1 才鳩大中距離Ｎエース鳩第 1 位 16 年ベルギー3～7 回Ｎレース最優秀 1 才鳩全 1 位 アルジャ
ントンＮ12,449
羽中総合 2 位、
同ゾーン 3,617 羽中優勝、
同 18,363 羽中総合 45 位、
ブールジュＮ19,889
ントンＮ
ブールジュＮ
羽中総合 28 位、シャトローＮ9,540
羽中総合 32 位、モンリュソンＮ10,753
羽中総合 119 位、ラ・ス
位、シャトローＮ
位、モンリュソンＮ
ーテレーヌＮ9,580
羽中総合 119 位
ーテレーヌＮ
祖父)Ｂ13-6314344 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6191099×リヒテ・リモ
祖母)Ｂ13-6051147 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6140809×Ｂ07-6044245
母)カート Ｂ15-6034025 Ｗ.ダニエルス作翔 シャトローＮ9,540 羽中総合優勝、同 16,390 羽中最高分速、
、
同Ｎ10,442
アルジャントンＮ12,449
ブールジュＮ19,889
同Ｎ10,442 羽中総合 59 位、
アルジャントンＮ12,449 羽中総合 9 位、
ブールジュＮ19,889 羽中総合 86 位、
兄弟／カイラ
兄弟／カイラ ブールジュＮ19,889
ブールジュＮ19,889 羽中総合 45 位、アルジャントンＮ18,363
アルジャントンＮ18,363 羽中総合 125 位他 16 年ベ
ルギー7 回Ｎレース最優秀 1 才鳩 6 位、KBDB1 才鳩大中距離Ｎエース鳩第 20 位、
、
1616-6064105 スープ 1,378
羽中優勝、ヴィエルゾンＩＰ3,108
羽中優勝、ヴィエルゾンＩＰ3,108 羽中総合 10 位、アルジャントンＮ19,592
位、アルジャントンＮ19,592 羽中総合 19 位他
祖父)Ｂ08-637362 Ｗ.ダニエルス作 モーリス・フーツのリヒテ・ブールジュの玄孫
祖母)Ｂ10-6025224 Ｗ.ダニエルス作 兄弟／ニッキー シャトローＮ総合優勝
Ｂ07-6044289×Ｂ09-6217201

【15】Ｂ16-6263085 ＢＣＷ ♀ ウィリー・ダニエルス作
異父兄弟／アスケ 1 グレＮ7,681
グレＮ7,681 羽中総合 55 位、同Ｎ16,988
位、同Ｎ16,988 羽中総合 165 位、ブールジュＮ22,663
位、ブールジュＮ22,663 羽中
総合 77 位、同Ｎ13,588
、アスケ 2 シャト
同Ｎ13,588 羽中総合 136 位他 アントワープ連盟若鳩長距離エース鳩第 1 位、
ローＮ12,071
ローＮ12,071 羽中総合 54 位、ブールジュＮ18,478
ブールジュＮ18,478 羽中総合 62 位他 アントワープ連盟若鳩長距離エース鳩
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第 2 位、ステファニー
、ステファニー ブールジュＮゾーン 5,691 羽中 2 位、ヴィエルゾンＩＰ9,004
位、ヴィエルゾンＩＰ9,004 羽中総合 6 位、シャ
トローＮ18,604
トローＮ18,604 羽中総合 11 位、同Ｎ19,691
位、同Ｎ19,691 羽中総合 66 位、グレＮ7,681
位、グレＮ7,681 羽中総合 14 位、アルジャントン
Ｎ12,187 羽中総合 100 位他 15 年 KBDB 大中距離Ｐエース鳩第 2 位
父)Ｂ09-6217203 Ｗ.ダニエルス作 兄弟デン・
デン・37
デン・37 は、アルジャントンＮ総合優勝、ドルトムント・オリ
ンピアード第１位
祖父)Ｂ04-6217290 Ｍ.フーツ×デマイヤー父子
祖母)Ｂ04-6217299 両親共Ｍ．フーツ系
母)Ｂ09-62129144 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ05-6230022 Ｓ 優勝 3 回 アゲンプールの栗の直仔
祖母)Ｂ06-6073005 ゾットの妹クィーニィの孫

【16】Ｂ16-6264191 Ｂ ♂ ウィリー・ダニエルス作 兄弟／147)
全兄弟／エース
全兄弟／エース・
エース・ウィリー
ウィリー 1515-6034050 15 年キュールゲム・
キュールゲム・サントル若鳩Ｎエース鳩第
サントル若鳩Ｎエース鳩第 2 位 アルジャ
ントンＮ11,223
ントンＮ11,223 羽中総合 6 位、同ゾーン 3,130 羽中優勝、シャトローＮ10,442
羽中優勝、シャトローＮ10,442 羽中総合 106 位
父)Ｂ14-6082136 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ11-6140874 ブラック・ジャック孫×ゾットの妹クイーニー
祖母)Ｂ13-6051602 Ｖ.デヴィルダー作 Ｇ.ファンデヴァウワーの筋
母)Ｂ12-6201815 Ｗ.ダニエルス作
祖父)ゾーン・37 Ｂ08-6130500 父デン・37
父デン・37 は、アルジャントンＮ総合優勝、ドルトムント・オリンピア
ード第１位
祖母)Ｂ08-6259526 ファーレ・ゲーリンクスの孫

【17】ＮＬ15-1899160 ＢＣＷ ♀ コール・デハイデ作
異母姉／
羽中総合 2 位、同 ＩＮ19,089
羽中総合 4 位
異母姉／ブルー・ドリーム
ブルー・ドリーム 15 年バルセロナＮ
年バルセロナＮ5,183
セロナＮ
ＩＮ
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 74 位、
バルセロナＮ
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
同Ｎ
羽中優勝、同Ｎ
賞 ZLU バルセロナエース鳩第 1 位
祖父)ドン・ミッシェル ＮＬ96-9659671 ＢＣ ペルピニャンＮ3
ペルピニャンＮ 回入賞内 5,479 羽中総合 17 位、同Ｎ7,195
同Ｎ
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
位他、同ＩＮ
賞内 3,755 羽中総合 39 位、同Ｎ5,617 羽中総合 58 位他 ダックス、マルセイユ各 3 年エース鳩第 1 位
祖母)ＮＬ07-1838400 ＤＣ 種鳩 直仔／バルセロナＮ7,046 羽中総合 94 位、ペルピニャン 301 羽中優
勝、同Ｎ5,607 羽中総合 74 位、バルセロナＮ6,392 羽中総合 100 位他 ゾーン・クランパー×アンネ
ット(バルセロナＮ7,489 羽中総合優勝、同ＩＮ25,835 羽中総合 2 位)
母)ファヴォリーの娘 ＮＬ11-3025101 ＤＣＷ 即種鳩 コール・デハイデ作
祖父)ド・ファヴォリー ＮＬ08-3818648 ＤＣ ダックスＰ2,543
羽中優勝、同Ｎ11,753
羽中総合 4 位他、カ
ダックスＰ
羽中優勝、同Ｎ
オールＮ13,185 羽中総合 33 位、サンバンサンＰ3,842 羽中 11 位、ボルドー4,602 羽中 26 位 クィー
ン・トニー(バルセロナＮ13,066 羽中総合優勝)直仔×Ｊ．ホーイマン作 超銘鳩クライネ・ディルク孫
祖母)マルメルダ ＮＬ08-3828610 ＤＣ ファンデールマッテン兄弟作 ボルドーＮ18,023
羽中総合7
ボルドーＮ
羽中総合 位、
同Ｎ13,242
羽中総合 22 位、カオールＮ13,185
羽中総合 7 位、モントーバンＮ18,668 羽中総合 45 位、
同Ｎ
位、カオールＮ
ベルジェラックＮ4,884 羽中総合 113 位、ポーランド・オリンピアード幻代表 Ｃ．デハイデ(クランパー・
ゲヤ・ライン)×ファンデールマッテン作ゲヤの曾孫 純コール・デハイデ血統
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【18】ＮＬ16-1609776 ＤＣＷ ♂ コール・デハイデ作 兄弟／143)
父)ブロア・ブルー・ドリーム ＮＬ12-1714152 Ｂ Ｃ．デハイデ作翔 姉妹／ブルー・ドリーム 15 年バルセ
ロナＮ5,183 羽中総合 2 位、同 ＩＮ19,089 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 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
ルピニャンの孫
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
羽中優勝、同ＩＮ
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
羽中優勝、同ＩＮ
Ｎ5,616 羽中総合 107 位、ボルドー572
羽中 51 位他、
、ボルドー
位他、バルセロナ IN2 年間のエース鳩第 1 位
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
直仔／ダックスＮ
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

【19】ＮＬ16-1609780 Ｂ ♀ コール・デハイデ作 同腹／142)
父)ＮＬ15-1793535 ＢＣ コール・デハイデ作
祖父)ＮＬ10-3054666 ＢＣＷ Ｃ.デハイデ作 ゾーン・ドン・ミッシェル×ドン・ミッシェル孫
祖母)ブルー・ドリーム ＮＬ12-3220448 Ｂ Ｃ．
デハイデ作翔 15 年バルセロナＮ5,183
羽中総合 2 位、
年バルセロナＮ
同ＩＮ19,089
羽中総合 4 位、マルセイユＮ4,899 羽中総合 155 位 ヨンゲ・ドン・ミッシェル×ＮＬ
同ＩＮ
09-3959144
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
、リモ
ージュ 2,762 羽中総合 210 位
祖父)インテールト・クランパー ＮＬ04-2173790 祖母)ペルピニャン・ドィビンの娘 ＮＬ07-1928341

【20】ＮＬ16-1609782 ＤＣ ♂ コール・デハイデ作 ※超銘鳩ブーメランの近親
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 ド・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 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Ｐ3,600
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)ＮＬ10-3021354 ＤＣ ファンキーボーム兄弟作
祖父)超銘鳩ブーメラン ＮＬ07-3728528 ファンキーボーム兄弟作翔 サンバンサンＮ11,180
羽中総合
サンバンサンＮ
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 位他(Ｊ．ファンデホイフェ
位他、タルベＮ
位他、ダックスＮ
ル×Ｃ.デハイデ)
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祖母)ＮＬ04-0480214 ＢＣ ファンキーボーム兄弟作翔 サンバンサンＮ13,427 羽中総合 46 位、
ダック
スＮ14,605 羽中総合 71 位他 コール・デハイデ×バイスターフェルド

【21】
“ジルタキ ”Ｂ12-3142078 ＢＣ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作翔
フォンテネイ 265 羽中優勝、同Ｐ4,659
羽中優勝、同Ｐ4,659 羽中総合 5 位、同 116 羽中優勝、同Ｐ2,603
羽中優勝、同Ｐ2,603 羽中総合 59 位、オルレ
アン 145 羽中優勝、
羽中優勝 同Ｐ1,991 羽中総合 22 位、クレルモンＰ9,439 羽中総合 20 位、ラ・スーテレーヌＮ4,161
羽中総合 52 位、ポアチエＮ12,379 羽中総合 430 位他多数上位入賞 13 年 KBDB 中距離Ｐエース鳩第 7 位
兄弟／21)
兄弟／21)
兄弟／ラファエラ 優勝 4 回内ブリオンヌＰ3,308
回内ブリオンヌＰ3,308 羽中総合優勝 リゴベルト(13
リゴベルト(13(13-176) 15 年ラ・スーテレ
ーヌＮ9,760
ーヌＮ9,760 羽中総合優勝の父 ナタリア(13
ナタリア(13(13-175) 15 年ラ・スーテレーヌＮ9,760
年ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 4 位の母、
位の母
他
ラファエラの同腹 13 年ラ・スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 30 位、アンドレア ラ・スーテレーヌＮ6,203
羽中総合 5 位他、アグネタ ポントワーズＰ11,506 羽中総合 22 位、ツールＰ5,667 羽中総合 61 位他
父)エクスプロシーフ ＮＬ11-1742470 ヴィレム・ドブルイン作
祖父)タイタン ＮＬ07-1822466 Ｗ．ドブルイン作 アポロ×レア
祖母)フェアリー・テール ＮＬ06-1071928 Ｗ.ドブルイン作翔 アブリスＰ2,764 羽中総合優勝 直仔／
オリンピック・ハリケーン 孫／オリンピック・フローム ファンタスト×フィーナ
母)ジプシー Ｂ11-6244601 リック・ヘルマンス作
祖父)ディッケ・ファン・ド・ヤールリング ＮＬ10-1913004 孫／ラファエラ(Ｌ.＆Ｈ.シウン) ブリオネＰ
3,308 羽中総合優勝、フォンテネー優勝、他同鳩舎で優勝 3 羽 兄弟／アテナ 基礎鳩ヤールリング・
ドンダースティーン×バブルスの娘
祖母)Ｂ08-6340471 Ｒ.ヘルマンス作 全兄弟／スターリー ブールジュＮ37,357
ブールジュＮ37,357 羽中総合 52 位他で
位他 3Ｎ
レース最優秀若鳩第 4 位、4
位、4Ｎレース最優秀若鳩第 7 位 ムンリ アルジャントンＮ22,4
アルジャントンＮ22,442
22,442 羽中総合
36 位他 ブロア・スターリー ドールダン 1,013 羽中優勝 プロパー×クライン・マルティーン

【22】Ｂ16-3103709 Ｂ ♂ ルク＆ヒルデ・シウン作 同腹／137)
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、直仔／ブリオンヌＰ
直仔／ブリオンヌＰ6,428
直仔／ブリオンヌＰ6,428 羽中総合 5 位，ポントワーズＰ10,712
位，ポントワーズＰ10,712 羽中総合 33 位
祖父)リゴベルト Ｂ13-3138176 同腹の直仔／ラ・スーテレーヌＮ6,203 羽中総合4 位 兄弟／ラファエラ、
ジルタキ、アンドレア ドブルイン×リック・ヘルマンス
祖母)エミリア Ｂ11-3088148 直仔／ルカ アルジャントンＮゾーン優勝 両親リック・ヘルマンス
母)ウィレミナ Ｂ13-3138072 ルク＆ヒルデ・シウン作翔 14 年ポアチエＮ14,109 羽中総合優勝、同 26,486
羽中最高分速 全姉妹／15-219 ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 6 位
祖父)スピデイ ＮＬ11-1742464 ヴィレム・ドブルイン作 ジェローン×ブルー・フェーム
祖母)マリー・アン ＮＬ09-1191334 デイジー(ブールジュＮ総合優勝)の娘

【23】Ｂ16-3103859 ＢＣ ♂ ルク＆ヒルデ・シウン作
兄弟／ラファエラ 優勝 4 回内ブリオンヌＰ3,308
回内ブリオンヌＰ3,308 羽中総合優勝 リゴベルト(13
リゴベルト(13(13-176) 15 年ラ・スーテレ
ーヌＮ9,760
ーヌＮ9,760 羽中総合優勝の父 ナタリア(13
ナタリア(13(13-175) 15 年ラ・スーテレーヌＮ9,760
年ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 4 位の母、
ラファエラの同腹 13 年ラ・スーテレーヌＮ11,236
スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 30 位、アンドレア ラ・スーテレーヌＮ6,203
スーテレーヌＮ6,203
10

羽中総合 5 位他、アグネタ ポントワーズＰ11
ポントワーズＰ11,506
11,506 羽中総合 22 位、ツールＰ5,667
ツールＰ5,667 羽中総合 61 位他 ジル
タキ フォンテネイ 265 羽中優勝、同Ｐ4,659
羽中優勝、同Ｐ4,659 羽中総合 5 位、同 116 羽中優勝、同Ｐ2,603
羽中優勝、同Ｐ2,603 羽中総合 59 位、
オルレアン 145 羽中優勝、同Ｐ1,991
羽中優勝、同Ｐ1,991 羽中総合 22 位、クレルモンＰ9,439
位、クレルモンＰ9,439 羽中総合 20 位、ラ・スーテレー
ヌＮ4,161
21)参照
ヌＮ4,161 羽中総合 52 位他多数上位入賞 13 年 KBDB 中距離Ｐエース鳩第 7 位
父)エクスプロシーフ ＮＬ11-1742470 ヴィレム・ドブルイン作
祖父)タイタン ＮＬ07-1822466 Ｗ．ドブルイン作 アポロ×レア
祖母)フェアリー・テール ＮＬ06-1071928 Ｗ.ドブルイン作翔 アブリスＰ2,764 羽中総合優勝 直仔／
オリンピック・ハリケーン 孫／オリンピック・フローム ファンタスト×フィーナ
母)ジプシー Ｂ11-6244601 リック・ヘルマンス作
祖父)ディッケ・ファン・ド・ヤールリング ＮＬ10-1913004 孫／ラファエラ(Ｌ.＆Ｈ.シウン) ブリオネＰ
3,308 羽中総合優勝、フォンテネー優勝、他同鳩舎で優勝 3 羽 兄弟／アテナ 基礎鳩ヤールリング・
ドンダースティーン×バブルスの娘
祖母)Ｂ08-6340471 Ｒ.ヘルマンス作 全兄弟／スターリー ブールジュＮ37,357
ブールジュＮ37,357 羽中総合 52 位他で
位他 3Ｎ
レース最優秀若鳩第 4 位、4
位、4Ｎレース最優秀若鳩第 7 位 ムンリ アルジャントンＮ22,442
アルジャントンＮ22,442 羽中総合
36 位他 ブロア・スターリー ドールダン 1,013 羽中優勝 プロパー×クライン・マルティーン

【24】Ｂ16-3141356 Ｂ ♂ ルク＆ヒルデ・シウン作 同腹／140)
父)ブラム Ｂ14-3034054 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 ブリオンヌ 211 羽中優勝、同Ｐ4,289
羽中優勝、同Ｐ4,289 羽中総合 4 位、ポン
トワーズＰ20,341
トワーズＰ20,341 羽中総合 94 位他 兄弟／シャオ・リ ラ・スーテレーヌＮ6,203
ラ・スーテレーヌＮ6,203 羽中総合 4 位他 異母
兄弟／アレクシア
兄弟／アレクシア 14 年ポアチエＮ14,094
年ポアチエＮ14,094 羽中総合 9 位、15
位、15 年ラ・スーテレーヌＰ930
年ラ・スーテレーヌＰ930 羽中優勝、同
Ｎ4,161 羽中総合 2 位
祖父)アポロ・ジュニア ＮＬ11-1742472 ウィレム・ドブルイン作 アポロ×ロザリンド
祖母)ナタリア Ｂ13-3138175 Ｌ.＆Ｈ.シウン作 同腹の直仔／ナイロ 15 年ラ・スーテレーヌＮ
年ラ・スーテレーヌＮ532Ｋ
532Ｋ
9,760 羽中総合優勝 同 12,308 羽中最高分速
母)マルゴー Ｂ12-31420522 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 12 年アルジャントンＮ25,949
年アルジャントンＮ25,949 羽中総合 44 位、13 年ラ・
スーテレーヌＮ11,236
スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 97 位、14
位、14 年モンリュソン 291 羽中優勝、同Ｎ14,230
羽中優勝、同Ｎ14,230 羽中総合 43 位、フ
ォンテネイ 182 羽中優勝、15
羽中優勝、15 年ラ・スーテレーヌＮ4,161
年ラ・スーテレーヌＮ4,161 羽中総合 7 位、16
位、16 年クレルモン 9,439 羽中総
合 3 位、アルジャントンＮⅡ9,228
位、アルジャントンＮⅡ9,228 羽中総合 5 位、同ＮⅠゾーン
位、同ＮⅠゾーン 1,249 羽中 6 位 ツールＰ4,113
ツールＰ4,113 羽中総
合 17 位他で、同年Ｎエース鳩第 14 位
祖父)ソン・スヴェン Ｂ11-6244612 リック・ヘルマンス作 スヴェン×マルティン
祖母)ブライアン ＮＬ11-1742491 ヴィレム・ドブルイン作 オリンピック・ゼウスの孫

【25】
“プラチナ” ＮＬ14-1651343 Ｂ ♀ フェルブリー共同鳩舎作翔
メルン 8,042 羽中総合 14 位、ポン・サン・マクサンス 8,244 羽中総合 41 位、サン・カトリーヌ・ワーヴァ
ー6,735 羽中総合 44 位、ブールジュ 620Ｋ
620Ｋ1,583 羽中総合 53 位、シャトロー665
シャトロー665Ｋ
665Ｋ1,181 羽中総合 47 位 12
年鷹に襲われ負傷後種鳩 同腹／プラチノ
同腹／プラチノ 6,372 羽中総合優勝、1,170
羽中総合優勝、1,170 羽中優勝他で PIPA ランキング最優
秀１才鳩第 8 位
父)リコ Ｂ10-6357212 ＢＷ ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 全兄弟／ビューティーフライ アルジャン
トン 426 羽中優勝 同Ｎ25,583
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22 位、ブールジュＮ22,476
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Ｎ17,109 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、
11

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
祖父)サイコ Ｂ01-0189340 Ｍ．ファンデンブランデン＝ヘルマンス作 ホスペル＝エルファー使翔
ホウデン 743 羽中優勝、同 1,548 羽中 2 位、ヴェルヴィン 1,043 羽中 4 位、トロイ 587 羽中 7 位 直
仔／02-210 若鳩Ｐエース鳩１位、
06-707 若鳩長距離エース鳩 1 位、
06-681 オルレアン NPO8,611
羽中総合 13 位 ヴィットノィス×フィーン・200
祖母)ゴールド・ピース ＮＬ06-1321965 直仔／11-403 ピティヴィエ 162 羽中優勝 ヤールリング・ド
ンダースティーン×ヤンセン・ドィビン
母)スヴェトラーナ ＮＬ09-1375385 Ｂ ヤン・ホーイマンス作
祖父)ジェームス・ボンド ＮＬ06-1267007 Ｂ 弟／超銘鳩ハリー他
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、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)ツールスケ ＮＬ04-1036705 Ｂ Ｊ.ホーイマンス作翔 オルレアン NPO9,040 羽中総合 13 位、ツ
ール NPO6,238 羽中総合 16 位、
オルレアンＮ北 13,181 羽中総合 66 位 直仔／オッフェンブルグ 7,151
羽中総合 6 位

【26】
“スペシャル・ワン” ＮＬ16-1243434 Ｂ ♂ フェルブリー共同鳩舎作 同腹／133)
父)リモ ＮＬ03-1287765 Ｂ Ａ.スカーラーケンス作 スーパー種鳩 直仔／マルチノ、アニタ Ｎ最優秀雌鳩
祖父)ＮＬ95-2067230 Ｂ 両親共Ａ．スカーラーケンス作 兄弟／144、145
祖母)ＮＬ01-2055992 Ｂ 両親共Ａ．スカーラーケンス作 インヴィンシブル×スーパーチェ
母)サマンタ ＮＬ14-1651260 Ｂ フェルブリー共同鳩舎作翔 ポン・サン・マクサンス NPO15,083 羽中総
合 8 位、
同 NPO9,427 羽中総合 7 位、
同 4,331 羽中総合優勝、
サンカンタン 8,335 羽中総合 13 位、
同 2,641
羽中 12 位、同 9,325 羽中総合 61 位、同 2,379 羽中 11 位、デュッフェル 6,170 羽中総合 13 位、同 1,367
羽中 7 位、フューリー1,279
位、フューリー1,279 羽中優勝
祖父)コント ＮＬ05-2159336 ＢＣ Ｅ.ホーホランド作 兄弟／ゴールデン・クラウン 直仔／サフィ
ーナ ストロームベーク 4,430 羽中総合優勝、ポメロイル 2,483 羽中優勝、オルレアン 3,852 羽中優
勝、同Ｎ16,654 羽中総合 5 位、デュッフェル 2,714 羽中 2 位 ＮＬ02-1286×セナ
祖母)カプリナ Ｂ10-6297675 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 エィカプリオ×カンニバールの娘
直仔／クラシア モルリンコート 3,182 羽中優勝、ポン・サン・マクサンス 1,127 羽中 2 位他

【27】
“スペシャル・シックス” ＮＬ16-1243400 Ｂ ♂ フェルブリー共同鳩舎作
兄弟／134)
父)セルジオ ＮＬ05-2159337 ＢＣ Ｅ．ホーホランド作 兄弟／ゴールデン・クラウン(14,382
兄弟／ゴールデン・クラウン(14,382 羽中総
合優勝、14,300
合優勝、14,300 羽中総合優勝他で、Ｎ最優秀若鳩第 1 位) 直仔／ナキタ 優勝 3 回 ヴィオラ NPO
ブロア 25,597 羽中総合 10 位他
祖父)ＮＬ02-2211286 Ｂ 両親ファンルーン作
祖母)センナ ＮＬ01-5116808 ＢＣ フェルブリー作 ブランコ×ボンチェ
母)カプリナ Ｂ10-6297675 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 直仔／グラシア モルリンコート 3,182 羽
12

中優勝、ポン・サン・マクサンス 130 羽中優勝(1,127
羽中優勝(1,127 羽中 2 位)、フューリー2,598
、フューリー2,598 羽中 3 位、ファナ
タキェブラン 7,004 羽中 12 位、ニールグニース 233 羽中優勝(
羽中優勝(同 3,825 羽中 9 位)、フューリー2,978
、フューリー2,978
羽中 4 位、サマンタ ポン・サン・マクサンス NPO15,083 羽中総合 8 位、同 9,427 羽中 7 位、同 4,331
羽中優勝、フューリー1,279
羽中優勝、フューリー1,279 羽中優勝他
祖父)ディ・カプリオ Ｂ05-6045015 ＢＣ レオ・ヘレマンス作翔 1,928 羽中優勝、1,580 羽中優勝、
1.278 羽中優勝他
祖母)カンニバールの娘 Ｂ02-6256226 ＢＣ Ｄ.ファンダィク作

【28】
“スペシャル・フォー” ＮＬ16-1243435 Ｂ ♀ フェルブリー共同鳩舎作 同腹／136)
父)リコ Ｂ10-6357212 ＢＷ ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 全兄弟／ビューティーフライ アルジャン
トン 426 羽中優勝 同Ｎ25,583
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22 位、ブールジュＮ22,476
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Ｎ17,109 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
祖父)サイコ Ｂ01-0189340 Ｍ．ファンデンブランデン＝ヘルマンス作 ホスペル＝エルファー使翔
ホウデン 743 羽中優勝、同 1,548 羽中 2 位、ヴェルヴィン 1,043 羽中 4 位、トロイ 587 羽中 7 位 直
仔／02-210 若鳩Ｐエース鳩１位、
06-707 若鳩長距離エース鳩 1 位、
06-681 オルレアン NPO8,611
羽中総合 13 位 ヴィットノィス×フィーン・200
祖母)ゴールド・ピース ＮＬ06-1321965 直仔／11-403 ピティヴィエ 162 羽中優勝 ヤールリング・ド
ンダースティーン×ヤンセン・ドィビン
母)アニータ ＮＬ10-1326498 Ｂ ナントィル 18,340 羽中総合 75 位、ブロア NPO25,597 羽中総合 20 位
他上位 1％内入賞多数 WHZB 最優秀雌鳩Ｎ第
最優秀雌鳩Ｎ第 1 位(18 レース)
祖父)リモ ＮＬ03-1287765 Ｂ 両親共Ａ．スカーラーケンス作 スーパー種鳩 上記参照
祖母)コーラ ＮＬ05-1574879 Ｂ 両親共Ｃ.レイテンス作 直仔／サリノ ブールジュ NPO4,800 羽中総
合 6 位、ブロア NPO5,186 羽中総合 8 位 サブリナ 上位入賞多数 ラメールトの娘

【29】
“ウルティーメ・プロパー”B15-6063599 Ｂ♀ リック・ヘルマンス作
父)プロパー Ｂ06-6212441 トップ・ブリーダー 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 孫・ひ孫／カノン、カノンの同腹他 N エース鳩多数
祖父)スコーネ・ファン・ド・ヤールリング Ｂ02-6257770 直仔／08-253 アルジャントンＮ5,763 羽中総
合 13 位 11-822 クライル 135 羽中優勝 基礎交配ヤールリング・ドンダースティーン×ヤンセン・ド
ィビン
祖母)ブラウ・コラフレスケ Ｂ05-6445580 Ｅ．ヤンセン作 04-409(カンニバール孫)×01-442
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 直仔／ニケ 2016 年ブールジュ N 総合優勝
祖父)基礎鳩ヤールリング・ドンダースティーン Ｂ98-6522539 Ｄ.＆Ｌ.ファンダィク作 ドンダースティ
ーン×ドールダンケ
祖母)バブルスの娘 ＮＬ08-1537990 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク父子作
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【30】Ｂ16-6128651 Ｂ ♀ リック・ヘルマンス作 ※超銘鳩カウ・ガールの直仔
兄弟／ツールＮ24,097
兄弟／ツールＮ24,097 羽中総合 99 位、アルジャントンＮ11,223
位、アルジャントンＮ11,223 羽中総合 15 位、ブールジュＮ28,078
位、ブールジュＮ28,078 羽
中総合 35 位
父)ド・シャトロー ＮＬ12-1537573 ジャイダーヴァイク兄弟作翔 シャトローNPO605Ｋ2,300 羽中優勝
祖父)スネーウマン ＮＬ07-1730301 ナイフェルＰ12,212 羽中総合優勝、ナントィル 523 羽中優勝、エ
ペイ 7,308 羽中 9 位他 ヨンゲ・91×オーイエ・ファール・ドィビン
祖母)ムーダー・シャトロー ＮＬ09-1100913 Ｋ.レリーフェルド作 776×優勝 4 回の娘
母)カウ・ガール Ｂ09-6323201 Ｂ ミール・ファンデンブランデ＝ヘルマンス作 リック・ヘルマンス使翔
アルジャントンＰ990
ブールジュ 494 羽中 2 位 同Ｎ17,061
アルジャントンＰ990 羽中優勝 同Ｎ7,358
同Ｎ7,358 羽中総合 8 位、ブールジュ
同Ｎ17,061 羽中総
合 68 位、ドールダン 2,369 羽中 4 位 ドールダン 2,356 羽中 7 位 メルン 2,265 羽中 4 位、アルジャン
トン 289 羽中 9 位 同Ｐ2,118 羽中総合 65 位、
シャトロー512 羽中 19 位 同Ｎゾーン 8,353 羽中 424 位、
ブールジュＩＰ1,143 羽中総合 33 位、ブールジュ 319 羽中 28 位 同Ｐ1,822 羽中総合 229 位、※以上の
成績で 11 年オリンピアード・ベルギー代表 1 才鳩第 1 位、10 年ヨーロッパ杯ベルギー中距離エース鳩第
２位 2011:メルン 2,402 羽中 24 位、ノワイヨン 1,250 羽中 46 位、同 1,170 羽中 383 位、ドールダン 2,231
羽中 78 位 同 1,258 羽中 391 位、ブールジュ成鳩Ｎ24,651 羽中総合優勝 孫／Ｐエース鳩第 1 位(ファン
ヴァンローイ鳩舎)
祖父)ミステリー・ヴォウタース Ｂ06-6415262
祖母)エル・タイドの妹 Ｂ06-6166694 ウィリアム・ロイテン作 兄弟／エル・タイド 07 年ＦＣＩグラ
ンプリ総合優勝 フロール・600×ラーチェ

【31】Ｂ16-6128768 Ｂ ♀ リック・ヘルマンス作
父)プロパー・42 Ｂ10-6298442 Ｒ．ヘルマンス作 直仔／クライネ・プロパー(
直仔／クライネ・プロパー(別記参照)
別記参照) 全兄弟／スター
リー ブールジュＮ
羽中総合 177 位、アルジャントン
ブールジュＮ37,357
ュＮ37,357 羽中総合 52 位、ラ・スーテレーヌＮ17,814
位、
Ｎ23,921 羽中総合 202 位、グレＮ14,245 羽中総合 1053 位で 3Ｎレース最優秀若鳩第 4 位、4Ｎレース最優
秀若鳩第 7 位 他ドールダン 1,962 羽中 22 位 ムンリ アルジャントンＮ22,442
アルジャントンＮ22,442 羽中総合 36 位他 ブロ
ア・スターリー ドールダン 1,013 羽中優勝(Ｅ．ヤンセン鳩舎)
羽中優勝
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 最高種鳩 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021
ブールジュＮ9,021 羽中総合 47 位、ラ・スーテレ
ーヌＮ13,
ーヌＮ13,965
13,965 羽中総合 123 位 直仔／ダニー・ファンダィク鳩舎基礎鳩 スコーネ・ファン・ド・ヤ
ールリング×ブラウ・コラフレスケ
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)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

14

【32】“ブロア・レジナ” Ｂ15-6202864 Ｂ ♂ リック・ヘルマンス作
全兄弟／レジナ 16、ブールジュＮ28,078
16-505 ラ・スーテレーヌＮ16,613 羽中総合 2 位、ブールジュＮ
、ブールジュＮ28,078 羽中総合 65 位他で
KBDB 若鳩大中距離Ｎエース鳩第 8 位
1616-506 ラ・スーテレーヌＮ16,613
ラ・スーテレーヌＮ16,613 羽中総合 36 位
父)09・プロパー Ｂ11-6238509 ヘルマンス＝フクストラ作 全兄弟／スターリー ブールジュＮ37,357
ブールジュＮ37,357
羽中総合 52 位、ラ・スーテレーヌＮ17,814 羽中総合 177 位、アルジャントンＮ23,921 羽中総合 202 位、
グレＮ14,245 羽中総合 1053 位で 3Ｎレース最優秀若鳩第 4 位、4
位、4Ｎレース最優秀若鳩第 7 位 他ドール
ダン 1,962 羽中 22 位 ムンリ アルジャントンＮ22,442
アルジャントンＮ22,442 羽中総合 36 位他 ブロア・スターリー ドール
ダン 1,013 羽中優勝(Ｅ．ヤンセン鳩舎)
羽中優勝
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 最高種鳩 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021
ブールジュＮ9,021 羽中総合 47 位、ラ・スーテ
レーヌＮ13,965
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
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)ミネルヴァ Ｂ10-6284915 Ｒ．ヘルマンス作翔 グレ 474 羽中優勝、同Ｎ13,885
羽中優勝、同Ｎ13,885 羽中総合 10 位、アル
ジャントンＮ22,422
ジャントンＮ22,422 羽中総合 21 位、同Ｎ4,123
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 孫／
12-047 ランス1,092 羽中優勝 兄弟／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 位他
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

【33】ＮＬ16-1526381 ＬＢＣ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
※マジック・アモーレ最後の放出近親直仔
父)フェラーリ ＮＬ11-1741053 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブールジュ13,592 羽中総合101 位 直仔／
13-311 1 才で上位１％内 6 回入賞 13-396 1,516 羽中同着 2 位
祖父)ブルー・チャンプ ＮＬ07-1786839 ＢＷ クリス・コーリング作翔 09 年Ｎエース鳩オールラウン
ド第 1 位 同 WHZB 最優秀雄鳩第 1 位 サンカンタン 9,542 羽中 12 位、ペロンヌ 22,020 羽中総合
33 位、アブリス 7,514 羽中総合 19 位、ストロームベーク 6,346 羽中総合 12 位他 ソン・ナターシャ
×シャトロー・ダィフケの孫・883
祖母)オリンピック・ソランジュ 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・アモーレ(コープマン)
母)マジック・アモーレ ＮＬ06-4720774 ＬＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／オリンピック・ソラン
ジュ、フーディニ、イタロ、リッツ、ミラクル、アイ・キャッチャー
ジュ、フーディニ、イタロ、リッツ、ミラクル、アイ・キャッチャー他
、アイ・キャッチャー他
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
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)アモレー ＮＬ00-5063949 02 年当日長距離Ｎエース鳩第 1 位 ブラック・パワー×イ・ミン

【34】ＮＬ16-1526384 Ｂ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
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全姉／リジー 15 年シャトローＮ3,7571
2位
年シャトローＮ3,7571 羽中総合 9 位他で長距離Ｎエース鳩第
位他で
異母兄弟／ティンカー・ベル モー32,917
モー32,917 羽中最高分速
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
センス 6,492 羽中総合5
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
ャンティー6,762
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)バブルズ 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
母)ジェシー ＮＬ10-1682123 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ヴィエルゾン 14,964 羽中総合 10 位、マン
テス・ラ・ジョリー2,058
テス・ラ・ジョリー2,058 羽中 3 位、アルジャントン
位、アルジャントン 7,796 羽中総合 31 位、メール 650 羽中 3 位、ペロ
ンヌ 8,775 羽中総合 42 位他
祖父)フェデラー ＮＬ07-1817999 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブロアＮ43,064
ブロアＮ43,064 羽中総合優勝、
同全約 67,000 羽中第 7 位 アブリス 7,514 羽中総合 16 位、シャトロー3,741
位、シャトロー3,741 羽中総合 18 位他でＮエ
ース鳩第 15 位、ペガサス×バブルズ
位、
祖母)シーカ ＮＬ07-1817907 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ストロームベーク 5,328 羽中総合 2 位、
クライル 3,761 羽中 4 位、シャトロー
位、シャトロー7,355
トロー7,355 羽中総合 8 位、ブールジュ 8,548 羽中総合 11 位、アルジ
ャントン 6,595 羽中総合 11 位他でＮエース鳩 14、
14、19 位 ミッション・インポッシブル×オプラー

【35】ＮＬ16-1526388 Ｂ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
異母兄弟／シャトローＮ47,539
異母兄弟／シャトローＮ47,539 羽中総合 5 位
父)インヴィクタス ＮＬ11-1740826 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブールジュ 9,896 羽中総合 18 位、ペ
ロンヌ 19,287 羽中総合 39 位、ルフェック 3,875 羽中総合 17 位、アルジャントン 6,926 羽中総合
羽中総合 44 位、
ポメロイル 3,105 羽中 26 位他
祖父)イカルス ＮＬ07-1817891 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 アルジャントン 6,595 羽中総合 3 位、
ブロア 434,064 羽中総合 37 位、モースクロン 4,132 羽中 4 位、同 3,337 羽中 7 位、ブールジュ 8,548
羽中総合 19 位 ブルドーザー×オリンピック・アンビリーバブル
祖母)オリンピック・ストラディバリウス ＮＬ06-2162368 Ｂ フェルケルク父子作 ペロンヌ 4,876 羽
中優勝、ブールジュ 4,423 羽中総合２位他 09 年オリンピアード・オールラウンド部門第１位
年オリンピアード・オールラウンド部門第１位 スタ
リオン×インテュイション
母)ローラ＝リリー ＮＬ13-1239488 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブールジュ 9,742 羽中総合優勝、モー
、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
羽中総合42位、
シャトロー
羽中総合 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
位、マンテス・ラ・ヴァレー
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 年オリンピアード補欠 1 位 マンテス・ラ・ヴァレー10,446
羽
マンテス・ラ・ヴァレー
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
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【36】ＮＬ16-1526417 Ｂ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
全姉／ファンタジー
シャトローＮ37,571 羽中総合 3 位で 15 年長距離Ｎエース鳩第 5 位
全姉／
父)フリントストーン ＮＬ09-1186313 Ｂ クライル 1,186 羽中優勝、アブリス 6,180 羽中総合 57 位 直仔
／アトランティス 最優秀Ｐ当日長距離鳩
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
羽中総合 8 位、ブールジュ 8,548 羽中総合
ストロームベーク 5,328 羽中 2 位、シャトロー
位、シャトロー7,355
ャトロー
11 位、アルジャントン 6,595 羽中総合 11 位他 全姉妹／ケート ミッション・インポッシブル×オ
プラー
母)レプリカ ＮＬ10-1682188 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 1 才時 10 週間で上位入賞 9 回内 5 回
上位 1％内ナントイル 15,350 羽中総合 28 位、ヴィエルゾン 14,964 羽中総合 49 位、マンテス・ラ・ジ
ョリー5,222
ョリー5,222 羽中総合 20 位、ツール 10,490 羽中総合 45 位、ニヴェユ 3,176 羽中 22 位
祖父)イカルス ＮＬ07-1817891 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 アルジャントン 6,595 羽中総合 3 位、
ブロア 434,064 羽中総合 37 位、モースクロン 4,132 羽中 4 位、同 3,337 羽中 7 位、ブールジュ 8,548
羽中総合 19 位 ブルドーザー×オリンピック・アンビリーバブル
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・アモーレ(コープマン)

【37】Ｂ16-6032408 ＢＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作
兄弟／サムスン スープ 357Ｋ
357Ｋ9,294 羽中最高分速優勝
羽中最高分速優勝
父)エレクトロ Ｂ08-6174630 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 孫／シャトローＮ33,018 羽中最高分速総合
優勝、他 17 年ブリュッセル・オリンピアード長距離代表候補 直仔／ブロア 462ＫＩＰ
462ＫＩＰ1,519
ＫＩＰ1,519 羽中優勝、
モンリュソンＮ17,865
モンリュソンＮ17,865 羽中総合 9 位、
祖父)エクストリーム Ｂ03-6277483 ブロアＰ586 羽中優勝、アルジャントンＰ2,057 羽中 2 位、ヴィエル
ゾンＰ1,564 羽中2 位、ブールジュＮゾーン12,278 羽中21 位、シャトローＰ1,401 羽中3 位 870×805
祖母)293 Ｂ05-6116293 アルジャントンＰ2,934 羽中総合 22 位 直仔／レーウ アントワープ連盟エー
ス鳩第１位 Ｎエース鳩第 8 位、優勝６回
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
モンリュソンＮ22,875 羽中総合 62 位
直仔／スープ
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
羽中優勝、アルジャントンＮ4,582 羽中 20 位、シャトローＮ
19,691 羽中総合 53 位、他優勝鳩２羽
祖父)マンボ Ｂ08-6144041 アルジャントン 555Ｋ419 羽中優勝、同Ｎ21,092 羽中総合 14 位、イソード
ゥンＳＮ5,848 羽中総合 61 位他 デコ×マリスカ 兄弟／ポルト Ｎエース鳩第 4 位
祖母)ビューティ Ｂ05-6234009 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 アルジャントンＮ555Ｋ30,045 羽中
総合第 2 分速 2 位 同 21,299 羽中総合 2 位 直仔／ターボ リモージュＮゾーン優勝

【38】Ｂ16-6032565 ＤＣ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作 同腹／121)
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
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勝 同 33,018 羽中最高分速 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)ヴィタラ Ｂ10-6052150 シャトロー
シャトロー526Ｋ
526Ｋ641 羽中優勝、同Ｎ25,263
羽中優勝、同Ｎ25,263 羽中総合 38 位、ブールジュ 479Ｋ
479Ｋ
538 羽中 2 位、同Ｎ20,589
同Ｎ20,589 羽中総合 57 位、ヴィエルゾンＳＮ6,257
ヴィエルゾンＳＮ6,257 羽中総合 8 位、アルジャントン 1,495
羽中 3 位 Ｐエース鳩第１位
祖父)マンボ Ｂ08-6144041 アルジャントン 555Ｋ419 羽中優勝、同Ｎ21,092 羽中総合 14 位、イソード
ゥンＳＮ5,848 羽中総合 61 位他 デコ×マリスカ 兄弟／ポルト Ｎエース鳩第 4 位
祖母)ヴィオラ Ｂ07-6221074 イソードゥンＳＮ5,815 羽中総合 10 位、ヴィエルゾンＳＮ7,030 羽中総合
43 位他 トレド×ホープ

【39】Ｂ16-6032489 ＢＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作 同腹／122)
父)ゾロ Ｂ15-6026003 メルン 310Ｋ
310Ｋ1,288 羽中 4 位、同 1,464 羽中 9 位、スープ 357Ｋ
357Ｋ1,351 羽中 2 位、
同 1,595 羽中 10 位の 4 成績で、15
成績で、 年 KBDB 中距離Ｎエース鳩第 3 位
祖父)リトル・パンター Ｂ08-6144332 直仔／エロディー ブロアＳＮ1,108
ブロアＳＮ1,108 羽中総合優勝 レナ シャト
ローＰ3,147 羽中総合２位、ブラジル チュールＮ6,972 羽中総合 24 位、リモージュＰ517 羽中 3 位、
ミス・アジア タイ委託最終レース 560Ｋ8 位 ベッカム×シリ
祖母)コニー Ｂ12-6196549 異父兄弟／ボレケ・ジュニア リブルヌＮゾーン 2,215 羽中 8 位他 Ｎエー
ス鳩第 3 位、ブダペスト・オリンピアード長距離第１位 サンダーボルト×ディッケ・ブラウエ
母)ジーナ Ｂ10-6346673 ＢＣ ホック・ジョス・フェルカメン作 直仔／ジョーカー ブールジュＮ479
ブールジュＮ479
Ｋ8,005 羽中総合 5 位、
イソウドゥンＮ504
アルジャントン
同Ｎ3,671
イソウドゥンＮ504Ｋ
504Ｋ5,670 羽中総合 7 位、
アルジャントン 555Ｋ優勝、
555Ｋ優勝、
同Ｎ3,671
羽中総合 32 位他 1212-032 メルン 429 羽中 2 位
祖父)パウロ Ｂ09-6248171 Ｂ ホック・ジョス・フェルカメン作翔 ブロアＩＰ1,519
ブロアＩＰ1,519 羽中総合優勝、
羽中総合優勝
ドールダン 366Ｋ1,747 羽中 2 位、同全 6,927 羽中第 3 分速 アルジャントンＮゾーン 7,132 羽中 44
位 エレクトロ×グロリア
祖母)パンター・レディ Ｂ09-6248530 ＤＣ ニュー・パンター×ラート・パンターチェ

【40】Ｂ16-6032452 Ｂ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作
父)オリギ Ｂ13-6026050 Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 アントワープ連盟エース鳩第 1 位、リモージュＰ634 羽
中優勝、ブリーブ 168 羽中優勝、チュール 2,037 羽中 19 位他 兄弟／チュールＮ657Ｋ6,972 羽中総合
19 位 直仔／ノワイヨン優勝他
祖父)ミロス Ｂ10-6251534 直仔／オリジ リモージュ634 羽中優勝 ブリーブ優勝 レーウ×リディア
祖母)マニラ Ｂ09-6248383 直仔／グッチ ドールダン 366Ｋ2,545 羽中優勝 バルコ×キティ
母)イザベラ Ｂ11-6282478 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 直仔／ジャルナックＰ697Ｋ397 羽中 9 位、同
2,234 羽中 46 位、ノワイヨン 1,206 羽中 4 位、スープ 1,155 羽中 6 位、ブールジュ 7,739 羽中 41 位他
祖父)ベッカム Ｂ01-6387174 アルジャントンＰ2,166
アルジャントンＰ2,166 羽中総合優勝、同 3,973 羽中最高分速 リモージ
ュ 640Ｋ301 羽中 12 位 直仔／ビューティ ルジャントン 30,045 羽中 2 位
祖母)メロディー Ｂ09-6248063 直仔／ブラジル チュールＮ6,972 羽中総合 24 位、リモージュＰ517 羽
中 3 位 スパルタカス×トレンディ
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【41】ＮＬ13-1655147 Ｂ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
姉／キアラ センス 6,386 羽中総合 3 位、ブレトィル 4,564 羽中総合 6 位他 当日長距離エース鳩第 15
位、1
位、15 年オリンピアード中距離代表
父)ゴールデン・カプリ Ｂ09-6040496 Ｂ ディルク・ファンダィク作 ディ・カプリオの直仔
祖父)ディ・カプリオ Ｂ05-6045015 ＢＣ レオ・ヘレマンス作翔 1,928 羽中優勝、1,580 羽中優勝、
1.278 羽中優勝他
祖母)カンニバールの娘 Ｂ05-6337097 ＢＣ Ｄ.ファンダィク作 カンニバール×ランボーの妹
母)ラジンダ ＮＬ08-2049135 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／センス NPO6,386 羽中総合 2 位、ブロイル
NPO4,564 羽中総合 6 位、NPO
当日長距離エース鳩第 2 位
位、
祖父)ジェイソン ＮＬ01-1135413 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／ヴァレラ 当日長距離エース鳩第
1 位 ミスター・アレンニッヒ オンズ・ルィーズ×オランダの女王
祖母)ジーナ ＮＬ06-1597157 Ｂ 07 年当日長距離Ｎエース鳩第2
羽中総合2
年当日長距離Ｎエース鳩第 位 シャンティー13,008
シャンティー
羽中総合 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

【42】ＮＬ16-1072668 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作
父)ジェルソン ＮＬ10-5011833 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 オルレアン 3,480 羽中総合 2 位、ピティヴ
ィエ 6,452 羽中総合 6 位、ボクステル 10,698 羽中総合 10 位、同 9,392 羽中総合 9 位、キェブラン 6,223
羽中総合 11 位他の成績で 13 年オリンピアード・オールラウンド部門第 1 位
祖父)フレンド Ｂ03-6254818 ＢＣＷ Ｊ．マリス作 ブールジュＰ3,456
ブールジュＰ3,456 羽中総合優勝、同Ｐ3,988
羽中総合優勝、同Ｐ3,988 羽中
総合 2 位、トゥーリー1,863
位、トゥーリー1,863 羽中優勝、オルレアンＰ2,219
羽中優勝、オルレアンＰ2,219 羽中総合 2 位、同 8,255 羽中総合 7 位 ヨ
ハン×ヴィットグライス
祖母)デイ・ドリーム ＮＬ07-5724626 ＢＣ アブリス NPO582Ｋ
Ｋ8,519 羽中総合優勝 シャンティー
12,742 羽中総合 70 位他 カシアス×ミス・ムックフック
母)テミラ ＮＬ13-1655068 ＢＣ 異母姉／デイ・ドリーム 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
ャンティー
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)マルティン ＮＬ11-1185671 ＤＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 センス 6,386 羽中総合 2 位、ポメロイ
ル 7,848 羽中総合 3 位、ラーヴェンシュタイン 5,247 羽中総合 6 位、同 9,166 羽中総合 35 位、ピティ
ヴィエ 4,494 羽中 9 位 フリドゥス×ヘンナ

【43】ＮＬ16-1072681 ＢＣ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作
異母兄弟／ファーサイ センス NPO4,237 羽中総合優勝
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)
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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)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、
シャンティー
オルレアン NPO9,670 羽中総合 2 位他上位多数
祖父)デン・リンズ・ファボリー ＮＬ03-5343024 04 年アブリス NPO10.609
NPO10.609 羽中総合優勝、ソールダン
羽中総合優勝、ソールダン NPO
13,426
2,228 羽中 18 位 クライネ・エンゲルス×Ｂ01-6041468
13,426 羽中総合８位、モルリンコート
羽中総合８位、
祖母)超銘鳩アンネリーズ ＮＬ99-5971341 シメイ 15,438
15,438 羽中総合優勝、トロイ 13,174
13,174 羽中総合２位(
羽中総合２位(ク
ライネ・ディルクの次
ライネ・ディルクの次)
クの次) シメイ 10,001
10,001 羽中総合２位(
羽中総合２位(ミスター・エルマーフェーンの次)
ミスター・エルマーフェーンの次) レイテル
1.318 羽中３位、ハッセルト 4,052 羽中５位、ハッセルト 2,668 羽中８位 ジェンティル×ゴールデ
ン・レディ 全兄弟／超銘鳩クライネ
99 年Ｎエース鳩第１位、
全兄弟／超銘鳩クライネ・ディルク(98
ディルク(98 年世界選手権若鳩第５位、
NPO 総合優勝２位、最高分速５回)
総合優勝２位、最高分速５回)

同腹／120)
【44】ＮＬ16-1072700 ＢＣ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
父)ニルソン ＮＬ11-1186012 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
祖父)ゴールデン・ディルク ＮＬ04-1389690 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／ミス・モラコット
11,509 羽中総合優勝、リムザ他 超銘鳩クライネ・ディルク×ゴールデン・レディの母子近親
祖母)ニュー・ホープ ＮＬ07-1207604 ＢＣ コープマン作 マディール×ゴールデン・レディ
母)ブライト・ブルー ＮＬ10-5011836 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 キェブラン 6,223 羽中総合 10 位、ブレ
トィル 9,786 羽中総合 11 位、同 10,037 羽中総合 49 位、ドゥイヴェン 9,053 羽中総合 17 位他で
位他でフォンド・
シュピーゲル紙当日長距離Ｎエース鳩第 3 位
祖父)ダヴィッズ・サン ＮＬ07-1207620 Ｂ 兄弟の直仔／NPO3,969 羽中総合優勝、アブリス NPO6,644
羽中総合優勝 ジルムール×ショウピース
祖母)カントリー・ガール ＮＬ02-5251656 シメイ 3.246 羽中優勝、ソールダン NPO13.426
PO13.426 羽中総合４
位、アブリス NPO10.030
NPO10.030 羽中総合 26 位、オルレアン・サラン NPO10.039
NPO10.039 羽中総合 35 位 超銘鳩クライ
超銘鳩クライ
ネ・ディルク×
ネ・ディルク× ガメーラ

【45】Ｂ16-2060178 ♂ アルベルト・デルヴァ作 同腹／113)
父)ド・ゾーン Ｂ10-2007030 Ａ.デルヴァ作翔 ブロアＰ2,413
ブロアＰ2,413 羽中総合 11 位、アルジャントンＰ3,395
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
アルジャントンＮ22,442 羽中総合 94 位、ブールジュＮ30,748
ブールジュＮ30,748 羽
中総合 218 位他 兄弟／プリモ
兄弟／プリモ アルジャントン 348 羽中優勝、シャトロー2,043
羽中優勝、シャトロー2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056
位、同ＳＮ4,056
羽中総合 22 位、シャトローＳＮ9,026
位、シャトローＳＮ9,026 羽中総合 73 位、スワソン 224 羽中優勝、488
羽中優勝、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(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
以上は４週連続優勝)、同 941 羽中優勝、シャトローＰ1,039
シャトローＰ1,039
羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、同Ｎ11,001 羽中総合 49 位、シャ
トロー823
トロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、同Ｎ16,479 羽中総合 75 位、シャトローＩＰ8,854
位、シャトローＩＰ8,854 羽中総合 87 位、ペリナ アルジ
ャントン 172 羽中優勝、同Ｎ20,844
同Ｎ20,844 羽中総合 11 位、ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108
モミニー108 羽中優勝、
アルジャントン 142 羽中優勝、同Ｎ6,177
羽中優勝、同Ｎ6,177 羽中総合 14 位、ブールジュＮ13,
位、ブールジュＮ13,354
13,354 羽中総合 101 位、モンリ
ュソン 5,052 羽中総合 9 位、同ＳＮ8,619
ペトロヴァ モミニー125
同ＳＮ8,619 羽中総合 13 位他
モミニー125 羽中優勝、シャ
トロー550
トロー550 羽中 2 位、同ＩＰ7,871
位、同ＩＰ7,871 羽中総合 72 位、アルジャントン 1,171 羽中 11 位、ル・マン 1,312 羽
中 12 位、ラ・スーテレーヌＮ21,258
スーテレーヌＮ21,258 羽中総合 578 位 パオリーニ 22 回入賞内アルジャントンＩＰ5,871
回入賞内アルジャントンＩＰ5,871
羽中総合 15 位
祖父)ヴァレンチノ Ｂ03-2182096 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 センス 346 羽中優勝、スワソン
2,168 羽中 5 位、
羽中優勝、
ラ・スーテレーヌＩＰ7,682 羽中総合 43 位他 ヴァレンティン×1/2 フェルフォールト
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祖母)ポーライン Ｂ06-2090139 Ａ.デルヴァ作翔 別記参照
母)ロセーラ Ｂ13-2110076 Ａ．デルヴァ作
祖父)Ｂ11-2090012 Ａ．デルヴァ作 父娘交配直仔×母子交配直娘
祖母)ロゼ Ｂ12-2080135 Ａ.デルヴァ作翔 ブロア 1,880 羽中優勝、同 1,711 羽中優勝 BU GHF エース鳩
第 1 位 全姉妹／ミス・ベルジウム 両親ポール・ヒュルズ作

【46】Ｂ16-2060664 Ｂ ♀ アルベルト・デルヴァ作 同腹／114)
父)プリモ Ｂ09-2027029 Ａ．デルヴァ作翔 09 年 10 回入賞、10 年 11 回入賞内アルジャントン
アルジャントン 348 羽中優
勝、同Ｎ19,816
羽中祖総合 229 位、シャトロー2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、シャトロ
勝、
ーＳＮ9,026 羽中総合 73 位 ヴィエルゾンＩＰ3826 羽中総合 42 位、11 年 13 回入賞内スワソン
スワソン 224 羽中
優勝、488 羽中優勝、ナントィル 471 羽中優勝、ピティヴィエ 149 羽中優勝(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
以上は４週連続優勝)、同 941
羽中優勝、シャトローＰ
羽中優勝、シャトローＰ1,039 羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、
Ｎ11,001 羽中総合 49 位、12 年 9 回入賞内シャトロー
シャトロー823
羽中総合 75 位、シャト
シャトロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、
ローＩＰ8,854 羽中総合87 位 兄弟／ペリナ アルジャントン 172 羽中優勝、
同Ｎ20,844
同Ｎ20,844 羽中総合 11 位、
ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108
羽中総合
羽中優勝、モミニー108 羽中優勝、アルジャントン 142 羽中優勝、同Ｎ6,177
羽中優勝、
14 位、ブールジュＮ13,354 羽中総合 101 位、モンリュソン 5,052 羽中総合 9 位、同ＳＮ8,619 羽中総合
13 位他 ド・ゾーン 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 ペトロヴ
ァ モミニー125 羽中優勝、シャトロー550 羽中 2 位、同ＩＰ7,871 羽中総合 72 位、アルジャントン 1,171
羽中 11 位、同Ｎ21,092 羽中総合 508 位、同Ｎ10,549 羽中総合 174 位、ル・マン 1,312 羽中 12 位、ラ・
スーテレーヌＮ21,258 羽中総合 578 位 パオリーニ 22 回入賞内アルジャントンＩＰ5,871 羽中総合 15
位、アルジャントンＩＰ5,883 羽中総合 61 位
祖父)ヴァレンチノ Ｂ03-2182096 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 センス 346 羽中優勝、スワソン 2,168 羽中 5 位、
ラ・スーテレーヌＩＰ7,682 羽中総合 43 位他 ヴァレンティン×1/2 フェルフォールト
祖母)ポーライン Ｂ06-2090139 Ａ.デルヴァ作翔 シャトローＳＮ8,218
シャトローＳＮ8,218 羽中総合優勝、グレＢＵ1,298
羽中総合優勝、グレＢＵ1,298
羽中優勝、シャトローＩＰ3,969
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
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３位他で中距離
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２位、
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Ｎ5,927
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、
ブロア2,836 羽中17 位他 ※
オリンピック・スペシャル参照 ポーラインの父×ヴァレスカ
母)ＧＢ13Ｐ04522 プレミア・スタッド作 純Ａ.デルヴァ
祖父)Ｂ11-2055835 Ａ.デルヴァ作 全兄弟／プリモ(
全兄弟／プリモ(上記参照)
上記参照)、プリシラ、ゾーン、ペロロヴァ他
祖母)Ｂ12-2080144 Ａ.デルヴァ作 全兄弟／ヴァレリ、ヴァルデス、ヴィジ

【47】Ｂ16-2060150 Ｂ ♂ アルベルト・デルヴァ作 同腹／115)
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
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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)Ｂ12-2080098 Ａ.デルヴァ作
祖父)プリモ Ｂ09-2027029 Ａ．
デルヴァ作翔 アルジャントン348
シャトロー2,043
アルジャントン 348 羽中優勝、
シャトロー2,043 羽中7
羽中 7 位、
同ＳＮ4,056
同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、シャトローＳＮ9,026
位、シャトローＳＮ9,026 羽中総合 73 位 スワソン
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(
同 941 羽中優勝、
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
以上は４週連続優勝)、
シャトローＰ1,039
シャトローＰ1,039 羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、同Ｎ11,001
羽中総合 49 位、シャトロー823
位、シャトロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、同Ｎ16,479 羽中総合 75 位、シャトローＩＰ8,854
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)Ｂ11-3070106 純ガビー・ファンデンアベール

【48】Ｂ16-2060200 Ｂ ♀ アルベルト・デルヴァ作
父)ＮＬ13-1395705 ヤン・ホーイマンス作
祖父)ヴィレム ＮＬ11-1912554 Ｊ.ホーイマンス＝ドブルイン共作 超銘鳩ハリー×オリンピック・シュ
ヌルケ
祖母)ＮＬ11-1912636 Ｊ.ホーイマンス作 異母兄弟／超銘鳩ハリー ヨンゲ・ブリクセン×ファンダィ
ク作のカンニバールの孫
母)プリシラ Ｂ12-2080130 アルベルト・デルヴァ作翔 優勝 9 回、グレＮ15,007
グレＮ15,007 羽中総合 4 位、同Ｎ16,988
同Ｎ16,988
羽中総合 33 位、アルジャントンＮ
位、アルジャントンＮ6,795
ジャントンＮ6,795 羽中総合 5 位、同Ｎ22,463
位、同Ｎ22,463 羽中総合 16 位 兄弟／プリモ
兄弟／プリモ アル
ジャントン 348 羽中優勝、シャトロー2,043
シャトロー2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056
同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、シャトローＳＮ9,026
シャトローＳＮ9,026
羽中総合 73 位他、スワソン 224 羽中優勝、488
羽中優勝、488 羽中優勝、ナントィル 471 羽中優勝、ピティヴィエ 149
羽中優勝(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
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、シャトローＰ1,039 羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、同Ｎ11,001 羽中総合 49 位、シャトロー823
位、シャトロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中総合 75 位、シャトローＩＰ8,854
シャトローＩＰ8,854 羽中総合 87 位 ペリナ アルジャントン 172 羽中優勝、同Ｎ20,844
同Ｎ20,844
羽中総合 11 位、ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108
羽中優勝、モミニー108 羽中優勝、アルジャントン 142 羽中優勝、同
Ｎ6,177 羽中総合 14 位、ブールジュＮ13,354
位、ブールジュＮ13,354 羽中総合 101 位、モンリュソン 5,052 羽中総合 9 位、同Ｓ
Ｎ8,619 羽中総合 13 位他で KBDBＮエース鳩第
KBDBＮエース鳩第 8 位 ド・ゾーン ブロアＰ2,413
ブロアＰ2,413 羽中総合 11 位、アルジ
ャントンＰ3,395
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
、アルジャントンＮ22,442 羽中総合 94 位、ブ
ールジュＮ30,748
ールジュＮ30,748 羽中総合 218 位他 8 回優勝 ペトロヴァ モミニー125
モミニー125 羽中優勝、シャトロー550
シャトロー550 羽中
2 位、同ＩＰ7,871
位、同ＩＰ7,871 羽中総合 72 位、アルジャントン 1,171 羽中 11 位、ル・マン 1,312 羽中 12 位、パオリ
ーニ アルジャントンＩＰ5,871
アルジャントンＩＰ5,871 羽中総合 15 位、アルジャントンＩＰ5,883
位、アルジャントンＩＰ5,883 羽中総合 61 位
祖父)ヴァレンチノ Ｂ03-2182096 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 センス 346 羽中優勝、スワソン 2,168 羽中 5 位、
ラ・スーテレーヌＩＰ7,682 羽中総合 43 位他 ヴァレンティン×1/2 フェルフォールト
祖母)ポーリーン Ｂ06-2090139 シャトローＳＮ8,218
シャトローＳＮ8,218 羽中総合優勝、グレＢＵ1,298
グレＢＵ1,298 羽中優勝、シャトロ
ーＩＰ3,969
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
ブロアＰ2,836 羽中総合２位、アルジャントンＰ1,854
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 姉
兄／ポルティア
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Ｎ5,927 羽中総合 15 位、ブロ
アＰ2,836 羽中総合 11 位他、ポーレット
ポーレット モンリュソンＳＮ8,619
モンリュソンＳＮ8,619 羽中総合優勝、ナントイル優勝、ブ
羽中総合優勝
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ＳＮ
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8,218 羽中総合 9 位、ラ・スーテレーヌＮ13,965 羽中総 38 位他

【49】“ナショナル・ハリー” ＮＬ14-1208607 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマンス作
全兄弟の娘／キム
全兄弟の娘／キム 16 年日本長距離Ｎエース鳩第 1 位
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Ｎ
611Ｋ5,979 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
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ｐ
＠＠ｐ
権若鳩第５位、99 年Ｎエースピジョン第１位 NPO トロイ 17.884 羽中総合優勝、NPO ブールジュＮ
7.165 羽中総合優勝、マーゼイク 3,522 羽中優勝、ロンメル 495 羽中優勝、ベーク 443 羽中優勝)×ア
モレー(03 年オリンピアード代表 長距離Ｎエース鳩第 1 位)
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)
祖父)ダヴィンチ ＮＬ04-5435151 Ｐ.フェーンストラ作翔 アブリス NPO7,946 羽中総合優勝、メーネン
16,753 羽中総合 2 位 コープマン作のディルキー×00-178
祖母)ヒルデ ＮＬ11-1912492 兄弟／超銘鳩ハリー 上記参照

【50】ＮＬ16-1663936 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
、同 3,513 羽中優勝、セザンヌ 740 羽中優勝他
羽中優勝
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620
羽中総合優勝、
位、
兄弟／シャトロー
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)アフロ・ハリー ＮＬ14-1209976 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 直仔／入賞数羽
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 上記参照
祖母)アフロディーテ ＮＬ08-4200362 Ｂ アリー・ダイクストラ作 スーパー雌鳩 直仔／ボクステルＰ
10,848 羽中総合優勝。シャトローNPO650 羽中総合優勝
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【51】ＮＬ16-1663950 ＢＣ ♀ ヤン・ホーイマンス作
父)オメ・シャーク ＮＬ07-2007797 ＢＣ シャトローNPO4,064
シャトローNPO4,064 羽中総合4
羽中総合 4 位、ブールジュNPO7,356
位、ブールジュ NPO7,356 羽中総合15
羽中総合 15
位、ブレトィル20,797
位、ブレトィル 20,797 羽中総合23
羽中総合 23 位、サルブリNPO7,573
位、サルブリ NPO7,573 羽中総合50
羽中総合 50 位、同NPO5,333
位、同 NPO5,333 羽中総合86
羽中総合 86 位、ナ
ントイル3,249
ントイル 3,249 羽中116
羽中 116 位、ブロアNPO548
位、ブロア NPO548Ｋ
NPO548Ｋ7,415 羽中総合226
羽中総合 226 位他 孫／ナンツ NPO5,956 羽中総合 2 位、
ブロアNPO6,613
ブロア NPO6,613 羽中総合6
羽中総合 6 位、シラ(
位、シラ(ルーマニア)6,200
ルーマニア)6,200 羽中総合8
羽中総合 8 位 全兄弟／超銘鳩ハリー
母)ドーター・ハリー ＮＬ13-1962198 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 直仔／ヴォラストン 1,122 羽中 11 位
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ20,920
トＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620
羽中総合優勝、
位、
兄弟／シャトロー
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)マザー・ヘンキー ＮＬ04-0414033 ＢＣ Ｈ．メリス作 DNA 鑑定付 スーパー種鳩 直仔／マン
テス・ラ・ジョリー9,746 羽中総合 2 位、ブールジュ 12,300 羽中総合 3 位、アルジャントン 8,338 羽
中総合 3 位、ポアチエ 4,863 羽中総合 3 位、ツール 4,331 羽中総合 3 位、ラ・スーテレーヌ 5,603 羽
中総合 4 位他 ミンアーハウト×クルック

【52】ＮＬ16-1663468 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマンス作
父)プリンス・ハリー ＮＬ15-1849775 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス＝ベルト・ファンデンベルク共作
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620
羽中総合優勝、
位、
兄弟／シャトロー
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)プリンセス・グロリア Ｂ13-4186089 Ｂ Ｂ.ファンデンベルク作翔
母)ドーター・アレクシア ＮＬ12—1783974 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 兄弟／ブールジュ NPO4,843 羽中総
合優勝、ゲネップ 7,890 羽中総合優勝、イスネス 6,544 羽中総合優勝、ハーゼルドンク 2,657 羽中優勝、
ポメロイル 1,456 羽中優勝、シャトロー1,415
羽中優勝、シャトロー1,415 羽中総合優勝
祖父)ダヴィンチ ＮＬ04-5435151 Ｐ.フェーンストラ作翔 アブリス NPO7,946 羽中総合優勝、メーネン
16,753 羽中総合 2 位 コープマン作のディルキー×00-178
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
シャトロー
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
中総合優勝
兄弟／超銘鳩ハリー
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
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【53】Ｂ16-3065337 Ｂ ♂ リック・クールス作 同腹／105)
父)ド・クライネン Ｂ12-3113677 Ｂ Ｒ．クールス作翔 12 年Ｐエース鳩第 3 位、直仔／13-703 シャトロ
ーＮゾーン優勝、アミーゴ ツール 6,083 羽中総合優勝、同 5,313 羽中総合優勝
祖父)ローニー Ｂ10-3020263 Ｒ．クールス作 グレ×マリーケ
祖母)Ｂ10-3020320 兄弟／カンマ、カプーン Ｇ．ファンデンアベールのブリクセンの孫
母)Ｂ11-3123443 Ｂ Ｒ．クールス作 兄弟／ペトロシュカ アルジャントンＰ512Ｋ2,631 羽中優勝、同Ｎ
ゾーン 8,003 羽中優勝、同Ｎ23,921 羽中総合 4 位、
、同Ｐ1,403 羽中 21 位、同Ｐ3,250 羽中 91 位、クレル
モン 200Ｋ230 羽中優勝、同 711 羽中 3 位、アブリス 300Ｋ645 羽中 10 位、ブールジュ 444ＫＰ1,427 羽中
11 位、同Ｐ2,054 羽中 13 位、同Ｎゾーン 4,806 羽中 38 位、シャトローＰ485Ｋ5,500 羽中 14 位他、ツー
ルＰ450Ｋ1,405 羽中 14 位、2011 年 KBDB 中距離Ｐエース鳩第５位
祖父)カンマ Ｂ07-3129165 Ｇ．ファンデンアベールのブリクセンの孫
祖母)ヘット・セリナ Ｂ01-3117095 Ａ.＆Ｒ.デザール作

【54】Ｂ16-3065326 Ｂ ♀ リック・クールス作 同腹／106)
父)Ｂ10-3020284 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)モウリスカ Ｂ10-3020217 Ｒ.クールス作翔 シャトロー5,500 羽中 6 位、アルジャントン 3,105 羽中
33 位、グレ 2,915 羽中 53 位、ラ・スーテレーヌ 2,436 羽中 45 位他 KBDB エース鳩第 2 位
祖父)ウィットペンネ・モウリス Ｂ08-3035204 直仔／ピポ、孫／ボレケ ブリーブＮ16,007 羽中総合優勝
祖母)ダナエ Ｂ02-3185288 ツール 1,761 羽中 4 位、同 1,829 羽中 5 位他 ヨンゲ・ガビー×シャトーケ

【55】Ｂ16-3065383 Ｂ ♂ リック・クールス作 同腹／107)
父)アントン Ｂ14-3115103 Ｒ.クールス作
祖父)ダニー Ｂ11-3169887 ブールジュＮ総合優勝のダーリングの近親孫
祖母)モレケⅡ Ｂ11-3172372 全姉／モレケ KBDB エース鳩 マキシマ オルレアンＮ15,867
オルレアンＮ15,867 羽中総合
優勝 カプーン×トニカ
母)マジック・マリーケⅠ Ｂ12-3113590
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
年若鳩長距離Ｐエース鳩第１位、グレＰ
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

【56】Ｂ16-3065156 ＢＣ ♀ リック・クールス作
兄弟／ベルジアン・マスター最終レース第 2 位
父)クリスタソン Ｂ13-3159680 Ｒ.クールス作
祖父)581・クヴェーカー Ｂ11-3123581 Ｂ ブリクセン近親
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祖母)クリスタ Ｂ11-3073298 Ｒ．クールス作翔 12 年４Ｎレース最優秀鳩第 4 位、13 年６Ｎレース最
優秀鳩 スタイン×オリンピア
母)ヒルデ Ｂ13-3158280 ルク＆ヒルデ・シウン作 ポアチエ 13,135 羽中総合 4 位、シャトロー4,107
位、シャトロー4,107 羽
中9位
祖父)ビッグ・タイム Ｂ11-6244606 リック・ヘルマンス作 ＮＬ09-1425512×ティンカーベル
祖母)ビッグ・バブルズ ＮＬ11-1742824 ヴィレム・ドブルイン作 セルジオ×ミネルヴァ

【57】
“ジュニア” ＮＬ11-3056854 Ｂ ♂ スヘーレ兄弟作翔
上位 10％内入賞
10％内入賞 40 回内センス 348Ｋ
348Ｋ6,650 羽中総合 2 位(自舎次点)
自舎次点)、ブレトイル 238Ｋ
238Ｋ7,468 羽中総合 16
位、同 899 羽中 3 位、モー271
位、モー271Ｋ
271Ｋ7,032 羽中総合 17 位、ニールグニース 135Ｋ
135Ｋ2,064 羽中 9 位、ペロンヌ 167
Ｋ8,232 羽中総合 38 位、シャトローＮ523
位、シャトローＮ523Ｋ
523Ｋ16,847 羽中総合 177 位、ルフェック 646Ｋ
646Ｋ283 羽中 3 位、アル
ジャントン 552Ｋ
552Ｋ450 羽中 9 位他
父)ピート ＮＬ09-3951617 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 09 年若鳩Ｎエース鳩第 6 位 全妹／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
中総合優勝
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
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)シャニア ＮＬ09-3951612 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 ペロンヌ 2,938 羽中優勝、ニールグニース 2,064 羽
中 2 位他で、Ｐエース鳩第 1 位 兄弟／ウィットペン・パトリック モルリンコート 8,754 羽中総合 4
位、マンテス・ラ・ヴァレー1,169
位、マンテス・ラ・ヴァレー1,169 羽中優勝他 NPO 総合 21、
21、32、
32、61、
61、83 位 シャニア ペロンヌ 2,938
羽中優勝、ゼネラル・エース鳩第1
位他
他
羽中優勝、
祖父)パトリック ＮＬ06-0750787 Ｂ オルレアン 516 羽中優勝、
ペロンヌ 5,022 羽中総合 14 位、
同 2,641
羽中22 位、
ソールダン9,160 羽中総合31 位 直仔／08-741 1,308 羽中優勝他 ド・56×ＮＬ05-0565960
祖母)サニー ＮＬ07-4103244 Ｂ マルティン・ファンゾン作 06×ロッシー１

【58】ＮＬ16-1588002 スレート ♀ スヘーレ兄弟作
父)ヒーロー ＮＬ11-3056911 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 シャトロー16,847 羽中総合優勝
祖父)800 ＮＬ08-08-3856800 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 オルレアン4,970
羽中総合優勝、
羽
オルレアン
羽中総合優勝、アブリス7,889
アブリス
中総合2
自舎で優勝の後)、ブロアＮＰＯ総合
中総合 位(自舎で優勝の後
自舎で優勝の後 、ブロアＮＰＯ総合10
、ブロアＮＰＯ総合 位 全兄弟／ラスト・ディルク参照
祖母)レア ＮＬ02-1616183 ＢＣ マライケ・フィンク作 レイ×オルファ 直仔／ブロア NPO30,000 羽中
総合8 位、フーデン・クラック第3 位、ブロアNPO 総合2 位他
母)エース・ガール ＮＬ09-3951653 Ｂ 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
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
シャトロー
NPO4,847 羽中総合 10 位
祖父)スーパー・ボーイ ＮＬ02-0274336 上記参照
祖母)666 の娘 ＮＬ02-1713196 Ｂ 666(ヘンク・メリス)×ド・503(Ｒ．メリス)

【59】ＮＬ16-1587986 ＢＣＷ ♀ スヘーレ兄弟作
父)ダルコ ＮＬ08-3856795 ＢＣ スヘーレ兄弟作翔 ペロンヌ 5,776 羽中総合優勝、同 1,241 羽中優勝、
同 1,223 羽中優勝、クライル 224 羽中優勝、オルレアン 5,149 羽中総合 2 位、モンテス・ラ・ジョリー
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1,169 羽中 2 位他
祖父)225・ファン・ゾン ＮＬ07-1834225 ＢＣ マルティン・ファン・ゾン作 ヴィッテブィク×スプリ
ント１の娘
祖母)ディルクス・ガール ＮＬ05-1480671 ＢＣ スヘーレ兄弟作 リヒテ・ディルク×666 の娘
母)シンディ ＮＬ10-3056344 Ｂ 12 年合同会2 一般エース鳩第1 位 異父兄弟／ブロア ブロアNPO5,223
羽中総合優勝、シャトローNPO 総合 3 位(Ｊ.ファンゴーテム鳩舎)
祖父)エース・ボーイ ＮＬ07-3761969 Ｂ 長距離Ｎエース鳩第 4 位 南蘭長距離クラブゴールデン・ク
ラック第 1 位、6 回参加全入賞内セザンヌ 8,785 羽中総合優勝、アルジャントン 27,597 羽中総合 7
位、オルレアン 4,927 羽中総合 3 位、ポメロイル 9,338 羽中総合 6 位、ペロンヌ 1,297 羽中優勝
ブラウエ・オルレアン×ドンナの娘
祖母)アヌーク ＮＬ07-3761979 Ｂ スヘーレ兄弟作 ド・46×ディランの同腹

【60】ＮＬ16-1587997 ＢＣ ♀ スヘーレ兄弟作
異父姉／レーウチェ 16 年ルフェック NPO 総合 2 位、リモージュ NPO 総合 2 位
父)ソラノ ＮＬ14-1059702 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 第 2 回ゴールデン・10 参加鳩同腹
祖父)ワン・アイ・バンディート ＮＬ07-1817958 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 クライル 3,761 羽中優勝
ストリート・ファイター×キャット・ウーマン
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
ンジュ、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)スーパー・ガール ＮＬ13-1308229 Ｂ スヘーレ兄弟作
祖父)スーパー・ボーイ ＮＬ02-0274336 直仔／オルレアンNPO5,000
羽中総合優勝、同5,149
羽中総合優
直仔／オルレアン
羽中総合優勝、同
勝、ペロンヌ6,793
羽中総合優勝、ポアチエNPO2,183
羽中総合優勝、ポメロイル2,066
羽中優勝、ツ
勝、ペロンヌ
羽中総合優勝、ポアチエ
羽中総合優勝、ポメロイル
羽中優勝
ールNPO 総合2 位、シャトローNPO 総合2 位、アルジャントンNPO 総合2 位、同NPO 総合3 位、
11 年長距離Ｎエース鳩第1 位、孫／アルジャントンNPO 総合優勝 リヒテ・85×ヴィッテンブィクの孫
祖母)エース・ガール ＮＬ09-3951653 Ｂ 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、
羽中総合優勝
ブールジュ NPO4,847 羽中総合 10 位 スーパー・ボーイ×666 の娘

【61】
“カス・エルシー” Ｂ16-4139551 ＢＣ ♀ デスメイター＝レスチアン作
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
年リブルヌＰ
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
ルナックＮ
帰り総合優勝、同ＩＮ9,052 羽中総合優勝
祖父)サン・ヨースト Ｂ03-4456329 ＤＣ 最高種鳩 両親共デスメイター＝レスチアン作 ヨースト
×アスケ 2001(01 年若鳩長距離Ｎエース鳩第 1 位)
祖母)ヤンダーケ ＮＬ03-1344459 ＤＣＷ FPP 作 ダックスＮ18,323 羽中総合優勝×ヴァルポット・
ローイマン
母)エルシー Ｂ11-4274336 Ｂ デスメイター＝レスチアン作翔 13 年アジャン優勝、同Ｎ5,507
羽中総
年アジャン優勝、同Ｎ
合 23 位、サンバンサン優勝、同Ｎ3,738
羽中総合 9 位、ポーＩＮ総合 122 位で、同年
KBDB 超長距離
位、サンバンサン優勝、同Ｎ
位で、
Ｎエース鳩第 1 位
祖父)ブルー・ヴァンアッケル Ｆ07-78186 エリック・ヴァンアッケル作 イルンＮ総合 6 位×ペルピ
ニャンＮ総合優勝の娘
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祖母)ヨーストの娘・342 Ｂ03-4456342 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 ヨースト×ド・ペルピニ
ャンの娘

【62】Ｂ16-4254308 Ｂ ♂ デスメイター＝レスチアン作
異父兄弟／12
オランダ)
異父兄弟／ 年Ｎエース鳩第 4 位(オランダ
オランダ 14 年カオールＮ総合 2 位、サンバンサンＮ総合 21 位
父)ラヴァル Ｂ13-4285904 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 15 年ペルピニャンＮ5,254
羽中総合
年ペルピニャンＮ
8 位、ポーＮ1,980
羽中総合 9 位、サンバンサンＮ3,037
羽中総合 49 位他で、KBDB
国際超長距離 3
位、ポーＮ
位、サンバンサンＮ
位他で、
レース最優秀鳩
祖父)ブロア・ヨースト Ｂ01-4376168 ＤＣ デスメイター＝レスチアン作 兄弟／ヨースト 03 年ペル
ピニャンＩＮ1
ピニャンＩＮ 才鳩優勝 直仔／ボルドー ド・95 フェルフィッシュ×スーパー・23 エルネスト
祖母)グラン・クリュの娘 Ｂ07-4241464 ＢＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 グラン・クリュ(ボ
グラン・クリュ ボ
ルドーＩＮ
ルドーＩＮ1
ーＩＮ 才鳩の部優勝)×レディ・フィンス
才鳩の部優勝 ×レディ・フィンス(サンバンサンＮ
×レディ・フィンス サンバンサンＮ1
サンバンサンＮ 才鳩優勝)
才鳩優勝
母)ＮＬ08-3802868 両親共Ｊ.Ｊ.Ｍ.ステケテー作
祖父)ステイヤーの孫 ＮＬ07-3708313 ＢＣＷ ファンデウェーゲン×ステイヤーの娘
祖母)ＮＬ07-3708248 ＢＣ スーパー(ダックスＮ13,545 羽中総合 3 位、ボルドー2,452 羽中 2 位)×基礎
鳩の孫

【63】
“トリプル・エース” Ｂ16-4140143 Ｂ ♀ デスメイター＝レスチアン作
父)ピエール・ミストラル Ｂ10-3120100 ＢＣＷ ピエール・ブールジョワ作翔 11 年ナルボンヌＮ総合 26
位 14 年ペルピニャンＮ6,248
年ペルピニャンＮ6,248 羽中総合 8 位、サンバンサンＮ3,240
位、サンバンサンＮ3,240 羽中総合 5 位で KBDB 超長距離Ｎエ
ース鳩第 1 位
祖父)ナタン Ｂ06-3047649 Ｂ Ｇ.デフォーヒト作 ヨンゲ・マヌー×マラトン・ドィビン
祖母)ジュリア Ｂ08-3114882 ＢＣ ピエール・ブールジョワ作 ランボー×ライス
母)リヴァウド・ペギーケ Ｂ14-4240985 Ｂ デスメイター＝レスチアン作
祖父)ウィットペン・リヴァウド Ｂ07-308642 ＢＷ エティエンヌ・デフォス作翔 12 年ポーＮ総合18
年ポーＮ総合 18 位、
ペルピニャンＮ総合 5 位他で超長距離Ｎエース鳩第 1 位 ディディの孫×ティックの妹
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
年バルセロナＮ
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
位、ペルピニャンＮ
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

【64】Ｂ16-4248376 ＤＣ ♀ デスメイター＝レスチアン作
異母兄弟／09-202
13 年サンバンサンＮ3,738
羽中総合 68 位、ペルピニャンＮ5,613
羽中総合 46 位で、
異母兄弟／
年サンバンサンＮ
位、ペルピニャンＮ
ニノヴェの超長距離エース鳩第 1 位
父)ブロア・クライネ・コロネル Ｂ07-4335448 ＢＬＫＣ デスメイター＝レスチアン作 兄弟／06
兄弟／ 年ボルド
ーＩＮ総合 7 位、08
位、 年ペルピニャンＩＮ総合 6 位
祖父)コロネル・ジュニア Ｂ03-4456397 ＢＣ クルヴェルス＝デヴィールト作 直仔／ボルドーＮ総合
4 位、同ＩＮ6,223
羽中総合 7 位、ペルピニャンＮ総合 5 位、同ＩＮ17,624
羽中総合 6 位、バルセロ
位、同ＩＮ
位、同ＩＮ
ナＩＮ総合 7 位、孫／ナルボンヌ 1,919 羽中 4 位、同ＩＮ総合 25 位、モントーバン 2,689 羽中 8 位
コロネル×バレリーニ
祖母)Ｂ03-4456310 ＢＬＫＣ デスメイター＝レスチアン作 ヨースト×グーデ・ドィビン
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母)スーパー・バルセロナ・643 Ｂ12-2101643 デスメイター＝レスチアン作翔 14 年バルセロナ優勝、15
年バルセロナ優勝、 年
同負傷帰還 16 年同優勝、同Ｎ総合19
超長距離Ｎエース鳩第3 位
年同優勝、同Ｎ総合 位、同ＩＮ総合30
位、同ＩＮ総合 位他で同年KBDB
位他で同年
祖父)インブレッド・ソウス Ｂ10-4312263 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 異母兄／サンバンサン
ＳＮ総合優勝、同Ｎ総合 23 位、ボルドーＩＮ総合 3 位、ペルピニャンＮ総合 32 位 両親Ｊ.エルネ
スト作 ショーネ・ソウス×クランスケ・ソウス
祖母) インブレッド・95 Ｂ11-4166587 ＢＬＫＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 フォンジー(ヨ
ーストの異母兄弟)×ヨーストの娘

【65】
“ドーター・スーパー・コッペル”ＮＬ16-1529379 ♀ BP キース・ボスア作 同腹／93)
※同鳩舎スーパー・カップルの直娘
父)レオン ＮＬ08-1549024 Ｋ．ボスア作 直仔／ヘリコプター ポメロイル 3,635 羽中優勝、同 32,229 羽
中最高分速、
ナイフェル 3,635 羽中優勝、
デュッフェル 491 羽中優勝、
クーパー(10-937)
ナイフェル 1,032
クーパー
羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、10-936 ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高分速、11-250
ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最高分速，
羽中最高分速，超銘鳩フェンナ（15－592）ロワイエ 15,749 羽中
最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（2 週連続）
祖父)ブラウエ・レオ Ｂ05-6233900 レオ・ヘレマンス作 デン・ユーロ×ド・521
祖母)シャトロー・ダィフイェ ＮＬ96-5665986 シャトローNPO
NPOＮ
NPOＮ9,337 羽中総合優勝、ミンダーハウト 1,490
羽中優勝、デュッフェル 1,473 羽中優勝、ブールジュ 177 羽中優勝 直仔／オスカー ヘンシース 7,045
羽中総合優勝、ペロンヌ 3,778 羽中優勝、ララ ペロンヌ 38,955 羽中総合優勝、アヌーク ペロンヌＰ
39,316 羽中総合優勝、ペロンヌ 3,211 羽中優勝、ティファニー ル・マンＮ15,848 羽中総合 48 位、ブ
ロア NPOＮ20,755 羽中総合 91 位、04-929 アブリスＮ5,494 中総合６位他 ポーキー×ミス・マルベラ
母)ノネチェ ＮＬ08-1549173 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高分
速、同 1,032 羽中優勝、同 3,738 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、ポメロイル 3,635 羽中優勝、同 3,229
羽中最高分速、デュッフェル 491 羽中優勝、ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最高分速，
羽中最高分速，
超銘鳩フェンナ（15－592）ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（2
週連続）
祖父)タイム・アウト ＮＬ04-2062002 04 年Ｎエース鳩若鳩第１位 全姉妹／マギー ル・マンＮ99,104
ル・マンＮ99,104
羽中総合２位、モスキート ペロンヌＰ21,725
ド・ベルス×トスカ
ペロンヌＰ21,725 羽中総合優勝
祖母)ケルクダィフイェ ＮＬ03-5301440 ル・マン 99,104 羽中総合優勝他
全姉妹／ペリー ペロンヌ
羽中総合優勝
6,394 羽中総合優勝、同 47,424 羽中最高分速 同腹／ド・カンニバール
同腹／ド・カンニバール

【66】ＮＬ16-1529384 ♀ BP キース・ボスア作 同腹／94)
父)モレノ ＮＬ13-1243824 Ｂ Ｋ.ボスア作翔 トロイＮ13,664 羽中総合優勝他
他 直仔／好鳩多数
直仔／好鳩多数
祖父)フィーカン ＮＬ08-1549048 Ｋ.ボスア作 ド・カンニバール(オリンピアード・ポルトガル大会オ
オリンピアード・ポルトガル大会オ
ールラウンド部門代表)×フィー・ビー(モースクロン
モースクロン 2,971 羽中総合優勝他)
ールラウンド部門代表
羽中総合優勝他
祖母)ノラ ＮＬ09-1195400 Ｋ.ボスア作翔 メーネン 511 羽中優勝、オルレアン NPO5,503 羽中総合 3 位
レオン×クロウディア
母)アミーラ ＮＬ14-1063659 Ｋ.ボスア作翔 ナントィル NPO9,882 羽中総合優勝、同16,765 羽中最高分速
祖父)ヨンゲ・カースブール ＮＬ11-1747244 Ｋ．ボスア作翔 直仔／メーウ トロイＮ13,664
トロイＮ13,664 羽中総合 3
位、
他好鳩多数 自身優勝
同 16,009 羽中総合 2 位、
ポメロイル 2,176
自身優勝６
優勝６回内ペロンヌ 3,199 羽中優勝、
羽中優勝 異母兄弟／ハンター参照 ボンテ・カースブール直仔
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祖母)チャンピー ＮＬ08-1548902 ＢＣ Ｋ．ボスア作 若鳩ＣＨ鳩 上位入賞多数 直仔／ペロンヌ
直仔／ペロンヌ
880 羽中優勝、リル 16,453 羽中総合優勝、デュッフェル 4,337 羽中 5 位、ポメロイル 4,369 羽中 4 位
他上位多数

【67】
“ブロア・トゥルク”ＮＬ16-1529374 Ｂ ♂ キース・ボスア作
兄弟／トゥルク(13
兄弟／トゥルク(13(13-782) ナントィル 8,709 羽中総合優勝、ポン・サン・マクサンス 3,603 羽中優勝、デュ
ッフェル 239 羽中優勝、モー2,114
羽中 3 位、ペロンヌ 2,247 羽中 4 位他 トロイ・ダィフイェ トロイＮ
羽中優勝
13,664 羽中総合 7 位
父)ファヴォリー ＮＬ08-1548922 Ｋ.ボスア作翔 サンカンタン 456 羽中優勝、同 8,851 羽中総合 5 位、ア
ブリス 9,103 羽中総合 29 位、エペルネイ 5,953 羽中総合 3 位他 直仔／ポメチェ 2 回優勝
祖父)ウィムピー ＮＬ99-2371470 直仔／優勝６羽 02-705 ピュッテ 5,774 羽中総合優勝、02-704 ヘン
シース 771 羽中優勝、04-904 ペロンヌ 21,757 羽中総合優勝、サンカンタン 456 羽中優勝、エペルネ
イ NPOＮ東地区 5,953 羽中３位 オート・カップル(ラーテ・ファン・ド・04×ウノ・ドィビン)直仔
祖母)グローテ・セミ Ｂ05-4257274 ＢＣ アントワン・ブノート作 全兄弟／ヴィクトール オルレアン
271 羽中優勝、同Ｐ2,081 羽中総合 3 位、アルジャントン 382 羽中優勝、同 828 羽中優勝、同Ｐ5,066
羽中総合 4 位、ブールジュ 245 羽中優勝、ブールジュ 285 羽中優勝 セミ×ヘット・ラーチェ
母)ボント・ピーチェ ＮＬ08-1549094 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ボンテ・ピート 1,741 羽中優勝他
祖父)ド・カンニバール ＮＬ03-5301441 Ｂ オリンピアード・ポルトガル大会オールラウンド部門代表
オリンピアード・ポルトガル大会オールラウンド部門代表
NPO 中距離Ｎエース鳩第４位 アブリス 2,091 羽中優勝、ペロンヌ 2,030 羽中優勝、ポン・サン・マク
サンス1,684
シャンティーNPO13,953
シャンティー10,657
直
サンス 1,684 羽中優勝、
シャンティーNPO13,953 羽中総合５位、
シャンティー10,657 羽中総合９位他
羽中総合９位
仔／ララ ペロンヌ 38,955 羽中総合優勝、シャンティーＰ22,571 羽中総合５位 ブラウ・ボント・カ
ンニバールチェ モルリンコート 5,162 羽中２位、同 NPO36,862 羽中総合２位、06-529 シャンティー
NPO30,074 羽中総合 33 位、08-954 アブリスＮ9,103 羽中総合７位、06-580 アブリスＰ20,261 羽中総
合７位、05-341 ポン・サン・マクサンス 2,244 羽中優勝、同 NPO31,168 羽中総合３位、シャンティー
Ｐ22,571 羽中総合６位、06-611 シャンティーNPO30,074 羽中総合５位 カンニバールの妹 04-950
ブールジュ 3,281 羽中総合８位 同腹／ケルクダィフイェ ル・マン 99,104 羽中総合優勝、全 120,936
羽中最高分速、シャンティー10,657 羽中総合３位、ドリー・ファイフィェス ブールジュ NPO11,311 羽
中総合 11 位他 クライネ・フィーゴ×ウィットコップイェ
祖母)ピーターチェ ＮＬ07-1183435 優勝 10 回のスーパー・53×フロールチェ

【68】ＮＬ16-1529359 ♀ ＢＷ キース・ボスア作
父)ヨンゲ・カースブール ＮＬ11-1747244 Ｋ．ボスア作翔 自身 6 回優勝内ペロンヌ 3,199 羽中優勝、同
16,009 羽中総合 2 位、ポメロイル 2,176 羽中優勝 直仔／メーウ トロイＮ13,664
トロイＮ13,664 羽中総合 3 位、
アミーラ ナントイル 9,882 羽中総合優勝、同 16,765 羽中最高分速 他好鳩多数
祖父)ボンテ・カースブール Ｂ04-6082266 ヨセフ・ゴーファールツ作翔 ドールダン 943 羽中(
羽中(アント
ワープ連盟)
ワープ連盟)総合優勝、マルネ 321 羽中同総合優勝他優勝 2 回 デン・481×ブラウ・ウィットペン・
ブッツ
祖母)クリスチーナ ＮＬ05-1358883 Ｃ．コーニング作 直仔／ウダン ポメロイル 2,594 羽中優勝、
シャンティー5,645
シャンティー5,645 羽中総合 4 位、モースクロン 5,168 羽中総合 5 位、アリッサ シャトロー846
シャトロー846
羽中優勝、ブオラ 6,029 羽中総合 2 位、同 8,077 羽中総合 6 位 他 09 年オランダＮ最優秀鳩(
年オランダＮ最優秀鳩(この
鳩はフェルケルク鳩舎に導入され、14
鳩はフェルケルク鳩舎に導入され、14 年ルフェック NPO 総合優勝の父)
総合優勝の父) ゾーン・シャトロー・ダ
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ィフイェ×チコの娘
母)モリー ＮＬ13-1243870 ＢＷ キース・ボスア作翔 モルリンコート 14,474 羽中総合優勝 兄弟／クリス
祖父)グローテ・チコ ＮＬ12-1623785 Ｂ Ｋ．ボスア作 チコ×ロンリー
祖母)ポンメルチェ ＮＬ11-1747324 Ｋ．ボスア作翔 ポメロイル 703 羽中優勝 ヴィエルゾン
ヴィエルゾン 101 羽中
優勝、
シャトロー2 回上位入賞 ファヴォリー×シゾ(姉／ジョイ ブ
優勝 ペロンヌ13,438
ペロンヌ 13,438 羽中総合16
羽中総合 16 位、
ロアＮ9,545 羽中総合優勝)

【69】
“ブロア・サンドラ” B13-6165128 Ｂ♂ アンドレ・ロートホーフト作
姉／サンドラ ブールジュＮゾーン 5,691 羽中 12 位、シャトローＮゾーン 5,070 羽中 15 位、モンリュソ
ンＮ11,056
ンＮ11,056 羽中総合 45 位、アルジャントンＰ1,273
位、アルジャントンＰ1,273 羽中 2 位他で 15 年 KBDB 大中距離エース鳩第 1 位
※母鳩 1111-984 が本年作出不順の為、特別参加した鳩
父)Ｂ11-6025266 スーパー種鳩 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス
祖父)Ｂ97-6463999 入賞多数 直仔／036 ブラウエ・クヴェーカー×グード・クヴェーク・ドィビネチェ
祖母)Ｂ10-9058985 両親共ファンレンターゲム作のファンドポル経由ホフケンス
母)Ｂ11-6333984 ルディ・ディールス作
祖父)ゾット Ｂ07-6007324 デスカイマーカー兄弟作 デスカイマーカー×Ｊ.＆Ｊ.バーク
祖母)Ｂ06-6360433 両親共ルディ・ディールス作 オリンピアード代表ゴウドハーンチェの娘

【70】Ｂ16-6236128 BC ♂
アンドレ・ロートホーフト作
父)Ｂ09-6304162 Ａ.ロートホーフト作翔 37 回入賞内ドールダン 1,747 羽中 6 位、オルレアン 592 羽中
10 位、シャトロー421
シャトロー421 羽中 10 位、スーヤックＮ5,667
スーヤックＮ5,667 羽中総合 33 位、ブールジュＮ24,676
ブールジュＮ24,676 羽中総合 102
位、アンジェルヴィル 1,734 羽中 17 位、モンリュソンＮゾーン 2,996 羽中 18 位
祖父)Ｂ08-4346862 マルセル・アエルブレヒト作 マルセイユの孫
祖母)Ｂ06-6201520 ファンドポル経由ホフケンス スーパー種鳩 兄弟／トム、ネストペナー
母)サンドラ Ｂ13-6165019 Ａ.ロートホーフト作翔 ブールジュＮゾーン 5,691 羽中 12 位、シャトローＮ
ゾーン 5,070 羽中 15 位、モンリュソンＮ11,056
位、モンリュソンＮ11,056 羽中総合 45 位、アルジャントンＰ1,273
位、アルジャントンＰ1,273 羽中 2 位他で
15 年 KBDB 大中距離エース鳩第 1 位他翔歴詳細別記参照
祖父)Ｂ11-6025266 スーパー種鳩 ネレス・ファンデポル経由ホフケンスＢ97-6463999×Ｂ10-9058985
祖母)Ｂ11-6333984 ルディ・ディールス作 ゾット×Ｂ06-6360433

【71】Ｂ16-6236272 Ｂ ♀ アンドレ・ロートホーフト作
父)Ｂ13-6165328 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス
祖父)Ｂ08-9113692 パトリック・ファンレンターゲム作翔 10 年短距離Ｎエース鳩第 2 位 純アンド
レ・ロートホーフト・ホフケンス
祖母)Ｂ03-6355571 スーパー種鳩 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス
母)グレチェ Ｂ11-6025013 Ａ.ロートホーフト作翔 キェブラン 356 羽中 2 位、ドールダン 826 羽中 8 位、
同 1,051 羽中 4 位、同 1,964 羽中 18 位、同 422 羽中 2 位、ラ・スーテレーヌＮ16,665
ラ・スーテレーヌＮ16,665 羽中総合 108 位、
メルン 750 羽中優勝、アルジャントンＮ22,384
羽中優勝、アルジャントンＮ22,384 羽中総合 97 位、リモージュＮ17,735
位、リモージュＮ17,735 羽中総合 185 位、
グレＮ3,415 羽中総合優勝
祖父)トム Ｂ04-6250335 Ａ.ロートホーフト作翔 04 年マルネ 2,555 羽中 26 位他、05
05 年 10 回入賞内ド
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ールダン 665 羽中優勝、オルレアンＰ3,631
羽中優勝、オルレアンＰ3,631 羽中総合 14 位他で、連盟エース鳩第 2 位、06
位、06 年 10 回入
賞内ドールダン
賞内ドールダン 758 羽中 10 位他で連盟エース鳩第 1 位 07 年 12 回入賞内マルネ 321 羽中優勝 兄弟
／ネストペンダー 96-463×036 の妹
祖母)Ｂ03-6355923 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス

【72】
“ゾーン・ベルジウム・ベスト”Ｂ16-6235933 B ♂ アンドレ・ロートホーフト作 同腹／91)
※グレＮ総合優勝、２位の父トムの近親孫
父)トミー Ｂ09-6304150 Ａ.ロートホーフト作翔 シャトローＮ22,718 羽中総合 358 位、リモージュＮ
リモージュＮ
14,211 羽中総合 21 位、ブールジュ 168 羽中優勝、同Ｎ9,781
羽中優勝、同Ｎ9,781 羽中総合 83 位、同Ｎ9,639
位、同Ｎ9,639 羽中総合 65
位、
モンリュソン 101 羽中優勝、
同Ｐ1,253
キェブラン 313 羽中 2 位、
アルジャントンＮ16,325
同Ｐ1,253 羽中 7 位、
アルジャントンＮ16,325
羽中総合 39 位他 全妹／グレチェ グレＮ総合優勝、別記参照
グレＮ総合優勝
祖父)トム Ｂ04-6250335 Ａ.ロートホーフト作翔 04 年マルネ 2,555 羽中 26 位他、05 年 10 回入賞内ド
ールダン 665 羽中優勝、オルレアンＰ3,631 羽中総合 14 位他で、連盟エース鳩第 2 位、06 年 10 回入
賞内ドールダン 758 羽中 10 位他で連盟エース鳩第 1 位 07 年 12 回入賞内マルネ 321 羽中優勝 兄弟
／ネストペンダー 血統別記参照
祖母)Ｂ03-6355923 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス
母)ベルジウム・ザ・ベスト Ｂ13-6165132 Ａ.ロートホーフト作翔 ドールダン 2,433 羽中 3 位、ブールジュ
Ｎ24,019 羽中総合 118 位、モンリュソン 471 羽中優勝、同Ｎ19,298
羽中優勝、同Ｎ19,298 羽中総合 27 位、アルジャントンＮ
9,970 羽中総合 28 位、ラ・スーテレーヌＮ3,184
ラ・スーテレーヌＮ3,184 羽中総合 24 位、グレ 504 羽中優勝、同Ｎ2,429
同Ｎ2,429 羽中総
合 2 位、ソールダン 705 羽中 4 位他の成績で、15
位他の成績で、 年ブダペスト・オリンピアード・ベルギー第 1 位
祖父)トム Ｂ04-6250335 Ａ.ロートホーフト作翔 上記参照
祖母)Ｂ10-9058985 両親共ファンレンターゲム作のファンドポル経由ホフケンス

【73】
“トッパー・32”DV02098-16-1032 Ｂ ♂ ギュンター・プランゲ作翔
ゲルンハウゼン 306Ｋ
306Ｋ2,021 羽中 3 位、ハイデンフェルド 356Ｋ
356Ｋ5,816 羽中 3 位
父)ＤＶ02098-09-1925 Ｇ.プランゲ作
祖父)330・ジュニア ＤＶ02098-06-330 ＢＣ Ｇ.プランゲ作 97-330×02-330(リングローゼの異母兄妹
同士近親交配)
祖母)ＤＶ07237-07-24 Ｂ ステラーマン作 ドイツＮエース鳩第 1 位で、得点記録を出したユーロ・ス
ター802
ター802×全妹近親
802×全妹近親交配
×全妹近親交配直仔
交配直仔 両親共リングローゼ直仔 純プランゲ
母)ＤＶ02098-13-333 ギュンター・プランゲ作
祖父)ＤＶ02098-00-1027 特別な種鳩 Ｇ．プランゲ作 リングローゼ(95-12)×ＮＬ94-2783577(Ｃ.＆
Ｇ.コープマン作 ブランコの妹)
祖母)ＤＶ02098-06-500 Ｇ．プランゲ作 ＤＶ00987-03-388(05 年Ｎエース鳩第 1 位 988.45 点)×ＤＶ
09870-00-875

【74】
“ゾーン・262”DV02098-16-235 Ｂ ♂ ギュンター・プランゲ作
父)超銘鳩デア・261 ＤＶ02098-07-261 ＬＢＣ Ｇ.プランゲ作翔 319Ｋ
Ｋ4,379 羽中優勝、543Ｋ
羽中優勝、 Ｋ4,016 羽
中優勝、261Ｋ
中優勝、 Ｋ2,345 羽中優勝、370Ｋ
羽中優勝、 Ｋ2,111 羽中優勝、169Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,934 羽中優勝、262Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,906 羽中優勝、
羽中優勝、
342Ｋ
Ｋ1,491 羽中優勝、366Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,386 羽中優勝、455Ｋ
羽中優勝、 Ｋ903 羽中優勝、288Ｋ
羽中優勝、 Ｋ770 羽中優勝他
羽中優勝
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祖父)ＤＶ02098-06-801 ＢＣ Ｇ．プランゲ作 プランゲ×ファンルーン
祖母)ＤＶ02098-99-1000 Ｂ プランゲ作 最高種鳩 リングローゼ×コープマン(ブランコの妹)
母)ＤＶ02098-12-666 ギュンター・プランゲ作
祖父)ＤＶ02098-00-1027 特別な種鳩 Ｇ．プランゲ作 リングローゼ(95-12)×ＮＬ94-2783577(Ｃ.＆
Ｇ.コープマン作 ブランコの妹)
祖母)ＤＶ02098-06-500 Ｇ．プランゲ作 ＤＶ00987-03-388(05 年Ｎエース鳩第 1 位 988.45 点)×ＤＶ
09870-00-875

【75】ＤＶ02098-16-227 B ♀ ギュンター・プランゲ作 同腹／87)
父)デア・520 ＤＶ02098-08-520 Ｓ Ｇ.プランゲ作翔 680Ｋ優勝、
Ｋ優勝、630Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、350Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、340Ｋ優勝
Ｋ優勝、 Ｋ優勝
2 回、320Ｋ優勝、
1,600 羽)他 2 位 2 回で、9 位内 20 回入賞
回、 Ｋ優勝、260Ｋ優勝
Ｋ優勝、 Ｋ優勝(以上の平均参加羽数は、約
Ｋ優勝
祖父)ＤＶ02098-05-580 Ｓ Ｇ.プランゲ作 リングローゼ×ＤＶ02098-93-665(デルバール系 01 年の
エース鳩 802 の母)
祖母)ＮＬ05-1937948 ＢＣ コープマンのソーン・ブランコ×リングローゼの娘
母)ＤＶ02098-09-2060 ギュンター・プランゲ作
祖父)ＤＶ07107-08-352 グスト・ヤンセンのオリンピアード・003×コープマン作クライネ・ディルク娘
祖母)ＤＶ02098-07-333 Ｂ Ｇ.プランゲ作 リングローゼ×リングローゼの娘

【76】
“1012”DV02098-16-1012 Ｂ ♂ ギュンター・プランゲ作翔
ハイデンフェルド 356Ｋ
356Ｋ5,816 羽中 45 位
父)ＤＶ02098-09-2021 Ｇ.プランゲ作 全兄／超銘鳩デア・261
Ｋ4,379 羽中優勝、543Ｋ
超銘鳩デア・261 319Ｋ
羽中優勝、 Ｋ4,016 羽中
優勝、261Ｋ
優勝、 Ｋ2,345 羽中優勝、370Ｋ
羽中優勝、 Ｋ2,111 羽中優勝、169Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,934 羽中優勝、262Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,906 羽中優勝、342
羽中優勝、
Ｋ1,491 羽中優勝、366Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,386 羽中優勝、455Ｋ
羽中優勝、 Ｋ903 羽中優勝、288Ｋ
羽中優勝、 Ｋ770 羽中優勝他
羽中優勝
祖父)ＤＶ02098-06-801 ＢＣ Ｇ．プランゲ作 プランゲ×ファンルーン
祖母)ＤＶ02098-99-1000 Ｂ プランゲ作 最高種鳩 リングローゼ×コープマン(ブランコの妹)
母)ＤＶ02098-12-434 Ｇ.プランゲ作
祖父)ＤＶ07107-08-352 グスト・ヤンセンのオリンピアード・003×コープマン作クライネ・ディルク娘
祖母)ＤＶ02098-09-1919 Ｇ．プランゲ作
祖父)リングローゼ(95-12) Ｂ 直仔／802
1009 Ｎエース鳩第 2 位他多くの俊鳩 コ
直仔／802 Ｎエース鳩第 1 位、
ープマン作(ベアトリックス・ドーファー直仔)×プランゲ作 722(デルバール)
祖母)ＤＶ02098-99-1000 最高種鳩 リングローゼ×リングローゼの妹

【77】
“カンニバール・067” Ｂ12-5107067 ＢＷ ♀ ボスマンス＝リーケンス作翔
優勝 2 回 ブールジュＮ22,663
ブールジュＮ22,663 羽中総合 26 位、同Ｎ9,256
位、同Ｎ9,256 羽中総合 42 位、アルジャントンＮ3,671
位、アルジャントンＮ3,671 羽中総
合 21 位、シャトローＮ4,316
位、シャトローＮ4,316 羽中総合 86 位 N レース 100 位以内 5 回入賞,
回入賞,純ディルク・ファンダィク系
ディルク・ファンダィク系
父)カンニバール・067 Ｂ09-6040491 Ｄ.ファンダィク作
祖父)Ｂ07-6363127 両親共ファンダィク作 デン・ブールジュの孫
祖母)Ｂ06-6210025 Ｄ.ファンダィク作 古いライン ブラウ・ファンダィク×カンニバールの曽孫
母)Ｂ05-6451058 Ｄ.ファンダィク作
祖父)Ｂ98-6523195 Ｄ.ファンダィク作 デン・ブールジュの 3 重近親直仔
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祖母)Ｂ97-6515249 Ｄ.ファンダィク作 ファンエルザッカー×アントワープ連盟エース鳩第 2 位

【78】
“ブロア・クラウディア”B15-2181265 ＢＣ ♂ ボスマンス＝リーケンス作
全姉／クラウディア 優勝 3 回、シャトローＮ6,005
回、シャトローＮ6,005 羽中総合 26 位、ブールジュＮ7,416
位、ブールジュＮ7,416 羽中総合 4 位、
同Ｎ22,663
同Ｎ22,663 羽中総合 63 位、ギエンＰ7,916
位、ギエンＰ7,916 羽中総合 5 位、同 4,588 羽中総合 14 位、同Ｐ1,902
位、同Ｐ1,902 羽中総合
4 位、同Ｐ1,317
位、同Ｐ1,317 羽中総合 4 位他
父)Ｂ10-5156214 兄弟／インテールト・カンニバール
祖父)Ｂ03-6482688 カンニバール直仔×サムソンの妹
祖母)Ｂ04-646823 ファンダィク作 有名なカンニバール×ランボーの妹
母)Ｂ06-5203955 スーパー種鳩
祖父)ラッキー・ルーク Ｂ97-5201920 Ｄ.リーケンス作翔 オルレアンＰ5,277 羽中総合優勝 シメイ
604 羽中優勝 ルイス・デロイス×スケレンス
祖母)スーパー・ママ Ｂ03-5241896 プロス・ローザン作 ド・ナショナル(ブールジュＮ9,759 羽中総
合優勝、オルレアン 2,337 羽中優勝)×シャトローの娘

【79】
“ザス・ミス・リンブルグ” B16-2188888 ＢＣＷ ♀ ボスマンス＝リーケンス作
兄弟／83)参照

全兄弟／ミス・リンブルグ Ｂ13-5100049 シャトローＮ5,901 羽中総合優勝、マルネ
、マルネ 176 羽中優勝、同 213
羽中優勝、ランス 917 羽中優勝、ソールダン 123 羽中優勝
父)サン・ラッキー・ルーク Ｂ11-5011683
祖父)ラッキー・ルーク Ｂ97-5201920 Ｄ.リーケンス作翔 オルレアンＰ5,277 羽中；＠ぷおｙ８お９０
ｐ９」－総合優勝 シメイ 604 羽中優勝 ルイス・デロイス×スケレンス
祖母)Ｂ07-5081545 兄弟／多くのトップ・レーサー スーパー・パパ×スーパー・ママの娘
母)Ｂ11-5170270 ブールジュＮ総合10 位の娘
祖父)ウィットペン・218 Ｂ09-5062218 カンニバール・ヤンセン
祖母)ズワルテ・ウィットペン・213 Ｂ09-5062213 カンニバール・パンター

【80】
“ラッキー・ボーイ” B16-2256934 Ｇ ♂ ボスマンス＝リーケンス作
父)スペース・カウ・ボーイ Ｂ15-2065070
祖父)カウ・ボーイ Ｂ14-6058978 Ｒ.＆Ｊ.ヘルマンス作 クライネ・プロパー×超銘鳩
クライネ・プロパー×超銘鳩カウ・ガール
超銘鳩カウ・ガール
祖母)Ｂ10-5175535 ディルク・リーケンス作 兄弟／ブルー・バイアグラ他 ラッキー・ルーク直仔×
ママ・ミーア
母)Ｂ13-5127900 Ｄ.リーケンス作
祖父)ラッキー・ルーク Ｂ97-5201920 Ｄ.リーケンス作翔 オルレアンＰ5,277
オルレアンＰ5,277 羽中総合優勝 シメイ
604 羽中優勝 ルイス・デロイス×スケレンス
祖母)Ｂ11-5170292 グリジェ・091×アストリッド(リーケンス＝ヘルマンス鳩舎最高雌種鳩)
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【81】
“トリプル・75” Ｂ15-2181275 Ｂ ♂ ボスマンス＝リーケンス作
全兄弟／トリプル・
全兄弟／トリプル・026
トリプル・026 優勝 1 回 ブールジュＮ7,479
ブールジュＮ7,479 羽中総合 60 位、トリプル・
位、トリプル・027
トリプル・027 優勝 6 回内ソール
ダンＳＰ1,406
ダンＳＰ1,406 羽中 2 位、トリプル・028
位、トリプル・028 優勝 2 回内ソールダンＳＰ1,884
回内ソールダンＳＰ1,884 羽中総合 3 位他 トリプル・
029 優勝 3 回内ブールジュＮ
回内ブールジュＮ14,496 羽中総合 17 位他
父)オリンピアード・トリプル・エース Ｂ11-5142219 12 年 KBDB 中距離Ｎエース鳩第１位、オリンピアー
ド代表 ギエンＰ5,386 羽中総合優勝、同 8,044 羽中最高分速 直仔／優勝６羽で
直仔／優勝６羽で 15 回 内グレＮ
16,662 羽中総合 69 位、シャトローＮ22,818
位、シャトローＮ22,818 羽中総合
羽中総合 21 位、モンリュソンＮ16,982
位、モンリュソンＮ16,982 羽中総合 59 位、
同Ｎ9,462
同Ｎ9,462 羽中総合 79 位
祖父)Ｂ04-5054093 グーデ・ヤールリング直仔 ロベン・ファンデールミッセン
祖母)Ｂ06-5062694 Ｇ.ファンデンアベール近親×プロス・ローザン
母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953 直仔／優勝 12 回
祖父)Ｂ07-5082347 スーパー・ランス×カンニバールの孫
祖母)Ｂ08-5185745 直仔／09-382 ランス 398 羽中優勝、同 1,247 羽中 4 位 カンニバール近親

【82】Ｂ15-2290128 ＢＬＫＣ ♀ ボスマンス＝リーケンス作
父)Ｂ13-5100084 Ｄ.リーケンス作
祖父)Ｂ11-5170313 グリズル・091×アストリッド
祖母)Ｂ11-5011650 ヴァイヤ・コンディオスの孫
母)トリプル・ネナ・027 Ｂ14-2090027 ボスマンス＝リーケンス作翔 優勝 5 回 15 年 KBDB 中距離Ｐエ
ース鳩第 1 位
祖父)オリンピアード・トリプル・エース Ｂ11-5143219 12 年 KBDB 中距離Ｎエース鳩第１位、オリンピ
アード代表 ギエンＰ5,386
ギエンＰ5,386 羽中総合優勝、同
羽中総合優勝、同 8,044 羽中最高分速 直仔／優勝６羽 Ｂ04-093(グー
デ・ヤールリング直仔)×Ｂ06-694(Ｇ.ファンデンアベール近親×プロス・ローザン)
祖母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953 直仔／優勝 12 回 Ｂ07-5082347×Ｂ08-5185745

【83】
“ブロア・ミス・リンブルグ Ｂ16-2256908 ＢＣ ♂ ボスマンス＝リーケンス作 姉妹／79)参照
全兄弟／ミス・リンブルグ Ｂ13-5100049 シャトローＮ5,901
シャトローＮ5,901 羽中総合
羽中総合優勝、
総合優勝、マルネ 176 羽中優勝、同 213
羽中優勝、ランス
羽中優勝、ランス 917 羽中優勝、ソールダン 123 羽中優勝
父)サン・ラッキー・ルーク Ｂ11-5011683 ラッキー・ルーク×Ｂ07-5081545
母)Ｂ11-5170270 ブールジュＮ総合10
ブールジュＮ総合 10 位の娘 ウィットペン・218×ズワルテ・ウィットペン・213

【84】
“ラッキー・グリズル・916” Ｂ16-2256916 Ｇ ♀ ボスマンス＝リーケンス作
父)Ｂ13-6122595 ディルク・ファンダィク作 カンニバールの 11 重近親
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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Ｐ
モンリュソンＰ1,322
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
トロー2,478 羽中総合 21 位 カンニバール 8 重近親 08-6338800×Ｂ05-6453989
祖母)Ｂ11-6240721 ディカプリオ×カンニバールの娘
母)Ｂ13-5127983 Ｄ.リーケンス作
祖父)ラッキー・ルーク Ｂ97-5201920 Ｄ.リーケンス作翔 オルレアンＰ5,277 羽中総合優勝 シメイ
604 羽中優勝 ルイス・デロイス×スケレンス
祖母)Ｂ11-5170237 全兄弟／ブルー・バイアグラ

【85】
“ゲルンハウゼン・1114”DV02098-16-1114 Ｂ ♂ ギュンター・プランゲ作翔
ゲルンハウゼン 306Ｋ
306Ｋ2,021 羽中 4 位,リングローゼの 6 重近親
父)ＤＶ02098-09-2100 Ｇ.プランゲ作 スーパー種鳩 直仔／優勝鳩５羽
祖父)リングローゼ(95-12) Ｂ 直仔／802
Ｎエース鳩第 1 位、1009
Ｎエース鳩第 2 位他多くの俊鳩 コ
直仔／
位、
ープマン作(ベアトリックス・ドーファー直仔)×プランゲ作 722(デルバール)
祖母)ＤＶ02098-99-1000 Ｂ プランゲ作 最高種鳩 リングローゼ×コープマン(ブランコの妹)
母)ＤＶ02098-15-480 Ｂ Ｇ.プランゲ作
祖父)デア・520 ＤＶ02098-08-520 Ｓ Ｇ.プランゲ作翔 680Ｋ優勝、
Ｋ優勝、630Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、350Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、340Ｋ優
Ｋ優勝、 Ｋ優
勝 2 回、320Ｋ優勝、
1,600 羽)他 2 位 2 回で、9 位内 20 回入賞
回、 Ｋ優勝、260Ｋ優勝
Ｋ優勝、 Ｋ優勝(以上の平均参加羽数は、約
Ｋ優勝
ＤＶ02098-05-580×ＮＬ05-1937948
祖母)ＤＶ02098-14-1333 Ｇ.プランゲ作 ボリス×08-515

【86】
“ドーター・261”DV02098-16-274 ♀ ギュンター・プランゲ作
父)超銘鳩デア・261 ＤＶ02098-07-261 ＬＢＣ Ｇ.プランゲ作翔 319Ｋ
Ｋ4,379 羽中優勝、543Ｋ
羽中優勝、 Ｋ4,016 羽
中優勝、261Ｋ
中優勝、 Ｋ2,345 羽中優勝、370Ｋ
羽中優勝、 Ｋ2,111 羽中優勝、169Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,934 羽中優勝、262Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,906 羽中優勝、
342Ｋ
Ｋ1,491 羽中優勝、
Ｋ1,386 羽中優勝、455Ｋ
羽中優勝、366Ｋ
羽中優勝、 Ｋ903 羽中優勝、288Ｋ
羽中優勝、 Ｋ770 羽中優勝他
羽中優勝
祖父)ＤＶ02098-06-801 ＢＣ Ｇ．プランゲ作 プランゲ×ファンルーン
祖母)ＤＶ02098-99-1000 Ｂ プランゲ作 最高種鳩 リングローゼ×コープマン(ブランコの妹)
母)ＤＶ02098-10-1666 ギュンター・プランゲ作
祖父)ＤＶ02098-00-1027 特別な種鳩 Ｇ．プランゲ作 リングローゼ(95-12)×ＮＬ94-2783577(Ｃ.＆
Ｇ.コープマン作 ブランコの妹)
祖母)ＮＬ07-1207701 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ハロド×ヤナ

【87】ＤＶ02098-16-226 ♂ ギュンター・プランゲ作 同腹／75)参照
父)デア・520 ＤＶ02098-08-520 Ｓ Ｇ.プランゲ作翔 680Ｋ優勝、
Ｋ優勝、630Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、350Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、340Ｋ優勝
Ｋ優勝、 Ｋ優勝
2 回、320Ｋ優勝、
1,600 羽)他 2 位 2 回で、9 位内 20 回入賞
回、 Ｋ優勝、260Ｋ優勝
Ｋ優勝、 Ｋ優勝(以上の平均参加羽数は、約
Ｋ優勝
ＤＶ02098-05-580×ＮＬ05-1937948
母)ＤＶ02098-09-2060 ギュンター・プランゲ作 ＤＶ07107-08-352 ×ＤＶ02098-07-333
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【88】ＤＶ02098-16-1004 ＢＣ ♂ ギュンター・プランゲ作翔

ハイデンフェルド 356Ｋ
356Ｋ5,816 羽中 33 位
父)ＤＶ02098-08-666 Ｂ Ｇ．プランゲ作 特別な種鳩
祖父)リングローゼ(95-12) Ｂ 直仔／802
Ｎエース鳩第1
1009 Ｎエース鳩第2
直仔／
Ｎエース鳩第 位、
Ｎエース鳩第 位他多くの俊鳩 コ
ープマン作(ベアトリックス・ドーファー直仔)×プランゲ作 722(デルバール)
祖母)ＤＶ02098-06-222 Ｂ Ｇ.プランゲ作 リングローゼの父(コープマン作 ベアトリックス・ドー
ファー直仔)×ファンルーン
母)ＤＶ02098-10-1561 Ｇ.プランゲ作
祖父)Ｂ99-6552499 ＢＣ ファンルーン作 プランゲ鳩舎基礎鳩Ｂ84-6091954 の孫
祖母)ＮＬ01-4743641 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 オンズ・ルイーズ×オランダの女王

【89】Ｂ16-6235907 ＢＣ ♀ アンドレ・ロートホーフト作
父)トム Ｂ04-6250335 Ａ.ロートホーフト作翔 04 年マルネ 2,555 羽中 26 位他、05
位他、05 年 10 回入賞内ドール
回入賞内ドール
ダン 665 羽中優勝、オルレアンＰ3,631
羽中優勝、オルレアンＰ3,631 羽中総合 14 位他で、連盟エース鳩第 2 位、06
位、06 年 10 回入賞内ド
ールダン758
ールダン 758 羽中10
羽中 10 位他で連盟エース鳩第1
位他で連盟エース鳩第 1 位 07 年 12 回入賞内マルネ321
回入賞内マルネ 321 羽中優勝 偉大な種鳩 直
仔／グレＮ総合優勝、2 位 オリンピアード代表 KBDB 大中距離Ｎエース鳩第4 位 兄弟／ネストペンナー
祖父)Ｂ96-6296463 Ａ.ロートホーフト作翔 入賞多数 ホフケンス
祖母)Ｂ02-6303373 Ａ.ロートホーフト作 アントワープ連盟エース鳩１位の 036 の妹
母)Ｂ11-6025093 Ａ.ロートホーフト作
祖父)Ｂ08-4346862 マルセル・アエルブレヒト作 マルセイユ直仔×グスターフの娘
祖母)Ｂ06-6201520 Ａ.ロートホーフト作 兄弟／トム、ネストペンナー Ｂ96-463×Ｂ02-373

【90】Ｂ16-6236124 ＢＣ ♂ アンドレ・ロートホーフト作
異母姉／サンドラ
シャトローＮ18,604
異母姉／サンドラ 35 回入賞内ブールジュＮゾーン
回入賞内ブールジュＮゾーン5,691
ブールジュＮゾーン 5,691 羽中12
羽中 12 位、
シャトローＮ18,604 羽中総合85
羽中総合 85 位、
どモンリュソンＮ11,056
モンリュソンＮ11,056 羽中総合 45 位、アルジャントン優勝、同Ｎ
位、アルジャントン優勝、同Ｎ12,18
アルジャントン優勝、同Ｎ12,187
12,187 羽中総合 67 位、シャトロー
Ｎゾーン 4,158 羽中 25 位他で 15 年 KBDB 大中距離エース鳩第 1 位
※母鳩 1111-984 が本年作出不順の
為、特別参加した鳩
父)Ｂ11-6025266 スーパー種鳩 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス
祖父)Ｂ97-6463999 入賞多数 直仔／036 ブラウエ・クヴェーカー×グード・クヴェーク・ドィビネチェ
祖母)Ｂ10-9058985 両親共ファンレンターゲム作のファンドポル経由ホフケンス
母)Ｂ14-6264190 アンドレ・ロートホーフト作
祖父)Ｂ13-6165328 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス Ｂ08-9113692×Ｂ03-6355571
祖母)グレチェ Ｂ11-6025013 Ａ.ロートホーフト作翔 キェブラン 356 羽中 2 位、ドールダン 826 羽中 8
位、同 1,051 羽中 4 位、同 1,964 羽中 18 位、同 422 羽中 2 位、ラ・スーテレーヌＮ
ラ・スーテレーヌＮ16,665
ラ・スーテレーヌＮ16,665 羽中総合
108 位、メルン 750 羽中優勝、アルジャントンＮ22,384
羽中優勝、アルジャントンＮ22,384 羽中総合 97 位、リモージュＮ17,735
位、リモージュＮ17,735 羽中総
合 185 位、グレＮ3,415
位、グレＮ3,415 羽中総合優勝 トム×Ｂ03-6355923

【91】Ｂ16-6235939 Ｂ ♂ アンドレ・ロートホーフト作 同腹／72)参照
※グレＮ総合優勝、２位の父トムの近親孫
父)トミー Ｂ09-6304150 Ａ.ロートホーフト作翔 シャトローＮ22,718 羽中総合 358 位、リモージュＮ
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14,211 羽中総合 21 位、ブールジュ 168 羽中優勝、同Ｎ9,781 羽中総合 83 位、同Ｎ9,639 羽中総合 65 位、
モンリュソン 101 羽中優勝、同Ｐ1,253 羽中 7 位、キェブラン 313 羽中 2 位、アルジャントンＮ16,325
羽中総合 39 位他 全妹／グレチェ グレＮ総合優勝、別記参照 トム×ネレス・ファンデポル経由ホフ
ケンス
母)ベルジウム・ザ・ベスト Ｂ13-6165132 Ａ.ロートホーフト作翔 ドールダン 2,433 羽中 3 位、ブールジュ
Ｎ24,019 羽中総合 118 位、モンリュソン 471 羽中優勝、同Ｎ19,298
羽中優勝、同Ｎ19,298 羽中総合 27 位、アルジャントンＮ
9,970 羽中総合 28 位、ラ・スーテレーヌＮ3,184
ラ・スーテレーヌＮ3,184 羽中総合 24 位、グレ 504 羽中優勝、同Ｎ2,429
同Ｎ2,429 羽中総
合 2 位、ソールダン 705 羽中 4 位他の成績で、15
位他の成績で、 年ブダペスト・オリンピアード・ベルギー第 1 位
上記トム×ファンレンターゲム作のファンドポル経由ホフケンス

【92】Ｂ16-6236199 Ｂ ♀ アンドレ・ロートホーフト作
父)Ｂ05-6381243 アンドレ・ロートホーフト作翔 トゥーリー1,751
トゥーリー1,751 羽中 11 位、メルン 1,674 羽中 9 位、
オルレアンＰ2,646
オルレアンＰ2,646 羽中総合 12 位他で 08 年アントワープ連盟エース鳩第 1 位
祖父)Ｂ99-6256549 Ａ.ロートホーフト作 ネレス・ファンドポル経由のホフケンス・ライン
祖母)ＤＶ05726=99-477 ウナ・クロスターマン作 ルー・ヴォウタースの筋
母)Ｂ14-6264004 Ａ.ロートホーフト作 全姉妹／キェブラン 159 羽中 2 位、オルレアンＰ10,163 羽中総
合 890 位、アルジャントン 8,624 羽中 766 位他 13 年 11 回入賞内アンジェルヴィル 721 羽中 8 位、ノ
ワイヨン 135 羽中 3 位、ブールジュ
ブールジュ 408 羽中優勝、同Ｎ11,883
羽中優勝、同Ｎ11,883 羽中総合 13 位、イソウドゥンＮ5,670
羽中総合 175 位、ネフェルスＮ
ネフェルスＮ2,918
ネフェルスＮ2,918 羽中総合 45 位、グレＮ2,656
位、グレＮ2,656 羽中総合 3 位他 11 年ラ・スーテレ
ーヌＮ16,665
ーヌＮ16,665 羽中総合 6 位、同Ｎ18,591
位、同Ｎ18,591 羽中総合
羽中総合 4 位 KBDB 中長距離エース鳩 3 位
祖父)Ｂ08-6321104 Ａ.ロートホーフト作 ド・ネストペナー×Ｂ04-6250735
祖母)Ｂ05-6381785 エンゲルス・ホフケンス

【93】
“ザス・フェンナ” NL16-1529380 B ♀ キース・ボスア作 同腹／65)参照
※新スーパー・カップルの直娘
父)レオン ＮＬ08-1549024 Ｋ．ボスア作 直仔／ヘリコプター ポメロイル 3,635 羽中優勝、同
羽中優勝、 32,229 羽
中最高分速、ナイフェル
ナイフェル3,635
羽中優勝、
デュッフェル491
羽中優勝、
クーパー(10-937)
ナイフェル1,032
ナイフェル
デュッフェル
クーパー
ナイフェル
羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、10-936
ナイフェル 1,703 羽中優勝、同
羽中優勝、
羽中優勝、 17,183 羽中最高分速、11-250
ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同32,360 羽中最高分速 超銘鳩フェンナ（15－592）ロワイエ 15,749 羽中最
高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（2 週連続）
ブラウエ・レオ×シャトロー・ダィフイェ
母)ノネチェ ＮＬ08-1549173 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ナイフェル 1,703 羽中優勝、同
羽中優勝、 17,183 羽中最高分
速、
、同 1,032 羽中優勝、同 3,738
3,738 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、ポメロイル 3,635 羽中優勝、同 3,229
羽中最高分速、デュッフェル 491 羽中優勝、ペロンヌ
13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最高分速
羽中優勝、
超銘鳩フェンナ（15－592）ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（2
週連続）タイム・アウト×ケルクダィフイェ

【94】ＮＬ16-1529385 ＢＷ ♀ キース・ボスア作 同腹／66)参照
父)モレノ ＮＬ13-1243824 Ｂ Ｋ.ボスア作翔 トロイＮ13,664 羽中総合優勝 直仔／好鳩多数
直仔／好鳩多数
フィーカン×ノラ
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母)アミーラ ＮＬ14-1063659 Ｋ.ボスア作翔 ナントィル NPO9,882 羽中総合優勝、同16,765 羽中最高分速
ヨンゲ・カースブール×チャンピー

【95】ＮＬ16-1529383 ♂ キース・ボスア作
父)クリス ＮＬ13-1243845 Ｋ.ボスア作翔 モルリンコート14,774
モルリンコート 14,774 羽中総合2
羽中総合 2 位、ナイフェル3,134
位、ナイフェル 3,134 羽中優勝
祖父)グローテ・チコ ＮＬ12-1623785 Ｂ Ｋ．ボスア作 チコ×ロンリー
祖母)ポンメルチェ ＮＬ11-1747324 Ｋ．ボスア作翔 ポメロイル 703 羽中優勝 ヴィエルゾン 101 羽中
優勝、
シャトロー2 回上位入賞 ファヴォリー×シゾ(姉／ジョイ ブ
優勝 ペロンヌ13,438
ペロンヌ 13,438 羽中総合16
羽中総合 16 位、
ロアＮ9,545 羽中総合優勝)
母)コンチータ ＮＬ13-1243779 Ｋ.ボスア作翔 ナントィル1,603 羽中2 位、ペロンヌ5,059 羽中総合2 位
兄／ジョーンズ ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高分速(
羽中最高分速(直仔／ポメロイル
直仔／ポメロイル 4,843 羽中総合優
勝、マンテス・ラ・ジョリーNPO7,771
勝、マンテス・ラ・ジョリーNPO7,771 羽中総合 14 位他優入賞多数)
位他優入賞多数)
祖父)レオン ＮＬ08-1549024 Ｋ．ボスア作 直仔／ヘリコプター ポメロイル 3,635 羽中優勝、同 32,229
羽中最高分速、ナイフェル 3,635 羽中優勝、デュッフェル 491 羽中優勝、クーパー(10-937)
ナイフェ
羽中優勝、クーパー
ル 1,032 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、10-936
ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高
羽中優勝、
分速、11-250
ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最高分速 超銘鳩フェンナ（
－592）
）
分速、
超銘鳩フェンナ（15－
ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（
羽中最高分速総合優勝（2 週連続）
週連続）
ブラウエ・レオ×シャトロー・ダィフイェ
祖母)ノネチェ ＮＬ08-1549173 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最
高分速、同 1,032 羽中優勝、同 3,738 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、ポメロイル 3,635 羽中優勝、
同 3,229 羽中最高分速、デュッフェル 491 羽中優勝、ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最
高分速 超銘鳩フェンナ（
－592）
）ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高
超銘鳩フェンナ（15－
分速総合優勝（
分速総合優勝（2 週連続）
週連続）タイム・アウト×ケルクダィフイェ

【96】ＮＬ16-1529375 Ｂ ♀ キース・ボスア作
異父兄弟／ヨンゲ・カースブール参照
父)ジョーンズ ＮＬ10-5007936 Ｋ.ボスア作翔 ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高分速 直仔
／ポメロイル 4,843 羽中総合優勝、マンテス・ラ・ジョリーNPO7,771
羽中総合優勝、マンテス・ラ・ジョリーNPO7,771 羽中総合 14 位他優入賞多数
祖父)レオン ＮＬ08-1549024 Ｋ．ボスア作 直仔／ヘリコプター ポメロイル 3,635 羽中優勝、同 32,229
羽中最高分速、ナイフェル 3,635 羽中優勝、デュッフェル 491 羽中優勝、クーパー(10-937)
ナイフェ
羽中優勝、クーパー
ル 1,032 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、10-936
ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高
羽中優勝、
分速、11-250
ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最高分速 超銘鳩フェンナ（
－592）
）
分速、
超銘鳩フェンナ（15－
ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（
羽中最高分速総合優勝（2 週連続）
週連続）ブラウエ・
レオ×シャトロー・ダィフイェ
祖母)ノネチェ ＮＬ08-1549173 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最
高分速、同 1,032 羽中優勝、同 3,738 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、ポメロイル 3,635 羽中優勝、
同 3,229 羽中最高分速、デュッフェル 491 羽中優勝、ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最
高分速 超銘鳩フェンナ（
－592）
）ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高
超銘鳩フェンナ（15－
分速総合優勝（
分速総合優勝（2 週連続）
週連続）タイム・アウト×ケルクダィフイェ
母)クリスティーナ ＮＬ05-1358883 Ｃ．コニング作 直仔／ウダン ポメロイル 2,594 羽中優勝、シャンテ
ィー5,645 羽中総合 4 位、モースクロン 5,168 羽中総合 5 位、アリッサ シャトロー846 羽中優勝、ブオ
ラ 6,029 羽中総合 2 位、同 8,077 羽中総合 6 位 他 09 年オランダＮ最優秀鳩(この鳩はフェルケルク鳩舎
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に導入され、14 年ルフェック NPO 総合優勝の父)
祖父)ゾーン・シャトロー・ダィフイェ ＮＬ04-2062097 ダニー×シャトトー・ダィフイェ
祖母)チコの娘 ＮＬ03-1147106 バレリーニとフィーゴの孫

【97】
“ビューティ・カス” Ｂ16-4140139 ＢＬＫＣＷ ♂ デスメイター＝レスチアン作
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
年リブルヌＰ
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
ナックＮ
総合優勝、同ＩＮ9,052 羽中総合優勝
祖父)サン・ヨースト Ｂ03-4456329 ＤＣ 最高種鳩 両親共デスメイター＝レスチアン作 ヨースト×
アスケ 2001(01 年若鳩長距離Ｎエース鳩第 1 位)
祖母)ヤンダーケ ＮＬ03-1344459 ＤＣＷ FPP 作 ダックスＮ18,323 羽中総合優勝×ヴァルポット・
ローイマン
母)ルショの娘 Ｂ15-250667 ＢＬＫＣ デスメイター＝レスチアン作 半兄弟／15 年ペルピニャンＩＮ総
合2 位
祖父)ルショ Ｆ06-187129 ＢＬＫＣ Ｐ.＆Ｇ.デュドウ作翔 カルカゾンヌ 174 羽中優勝、サンゴウデン
319 羽中 4 位、ネクソン 1,265 羽中 7 位、ブリーブ 4,823 羽中 17 位 長距離エース鳩 1、2 位(2 年で)
ダーク・35 直仔
祖母)Ｂ13-4265049 ＢＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 銘鳩ヨーストの近親孫

【98】
“ラヴァル・クアトロ” Ｂ16-4139692 BC ♂ デスメイター＝レスチアン作
父)ラヴァル Ｂ13-4285904 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 15 年ペルピニャンＮ5,254
羽中総合
ペルピニャンＮ
8 位、ポーＮ1,980
羽中総合 9 位、サンバンサンＮ3,037
羽中総合 49 位他で、KBDB
国際超長距離 3
位、ポーＮ
位、サンバンサンＮ
位他で、
レース最優秀鳩
祖父)ブロア・ヨースト Ｂ01-4376168 ＤＣ デスメイター＝レスチアン作 兄弟／ヨースト 03 年ペル
ピニャンＩＮ
ピニャンＩＮ1
ャンＩＮ 才鳩優勝 直仔／ボルドー ド・95 フェルフィッシュ×スーパー・23 エルネスト
祖母)グラン・クリュの娘 Ｂ07-4241464 ＢＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 グラン・クリュ(ボ
グラン・クリュ ボ
ルドーＩＮ1
ルドーＩＮ 才鳩の部優勝)×レディ・フィンス
才鳩の部優勝 ×レディ・フィンス(サンバンサンＮ
×レディ・フィンス サンバンサンＮ1
サンバンサンＮ 才鳩優勝)
才鳩優勝
母)クアトロ・4 Ｂ11-4274444 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 自鳩舎史上最高の雌鳩 国際地中海杯1
位、13～14 年バルセロナ・ペルピニャン最優秀鳩、同13～15 年最優秀鳩、13～15 年最優秀バルセロナ鳩
祖父)コロネル・ジュニア Ｂ03-4456397 ＢＣ クルヴェルス＝デヴィールト作 直仔／ボルドーＮ総合
4 位、同ＩＮ
羽中総合 7 位、ペルピニャンＮ総合 5 位、同ＩＮ17,624
羽中総合 6 位、バルセロ
位、同ＩＮ6,223
同ＩＮ
位、同ＩＮ
ナＩＮ総合 7 位、孫／ナルボンヌ 1,919 羽中 4 位、同ＩＮ総合 25 位、モントーバン 2,689 羽中 8 位
コロネル×バレリーニ
祖母)シスター・カルダト Ｂ06-4190198 ＢＬＫＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 兄弟／03 年マ
ルセイユＰ優勝、同優勝、ペルピニャン 2 位、コールデ×ヨーストの妹

【99“スーパー・エーシー・505” Ｂ16-4139505 ＢＣ ♀ デスメイター＝レスチアン作
父)ニコ Ｂ13-5105708 ニコ・ジャスパース作翔 14 年アジャン 110 羽中優勝、同Ｎ3,180
羽中優勝、同Ｎ3,180 羽中総合 13 位、
ナルボンヌＮ2,835
超長距離 1 才鳩Ｎエース鳩第 1 位
ナルボンヌＮ2,835 羽中総合 16 位他で、KBDB
位他で、
祖父)Ｂ07-5162135 バルセロナ・ヨーリセンの直仔で、04 年 KBDB 長距離Ｎエース鳩第 1 位鳩×02
位鳩×02 年 IFC
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4000 エース鳩第 1 位の娘
祖母)Ｂ07-5162014 優勝 4 回の娘
母)ビューティ・ミストラル・ペギー Ｂ14-4240788 ＤＣＷ デスメイター＝レスチアン作
祖父)ピエール・ミストラル Ｂ10-3120100 ＢＣＷ ピエール・ブールジョワ作翔 11 年ナルボンヌＮ総
合 26 位 14 年ペルピニャンＮ6,248
年ペルピニャンＮ6,248 羽中総合 8 位、サンバンサンＮ3,240
サンバンサンＮ3,240 羽中総合 5 位で KBDB 超長距
離Ｎエース鳩第 1 位 ナタン(Ｇ.デフォーヒト)×ジュリア
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
年バルセロナＮ
羽中総合
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
ペルピニャン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

【100】Ｂ16-4254385 ＤＣ ♂ デスメイター＝レスチアン作
父)インヴィクトゥス Ｆ12-294562 ミッシェル・デュボワ作翔 ポーＩＮ834
ポーＩＮ834Ｋ
834Ｋ9.052 羽中総合 5 位、ペルピ
ニャンＩＮ893
ニャンＩＮ893Ｋ
893Ｋ15,954 羽中総合 21 位、サンバンサンＩＮ814
位、サンバンサンＩＮ814Ｋ
814Ｋ10,737 羽中総合 15 位で欧州超長距離エ
位で
ース鳩第 1 位
祖父)基礎鳩イグナス Ｆ09-116648 オヴァール・シオン系 ダックスＮ総合 4 位他のスーパー鳩×娘
祖母)ラ・イェレマ ＮＬ07-1187406 ＢＣ イェレ・イェレマ作 アイスマン×サフィールの娘
母)カスの妹 Ｂ13-4200569 ＢＣＷ 全兄／カス 14 年リブルヌＰ551
羽中優勝、ジャルナックＮ3,741
年リブルヌＰ
羽中優勝、ジャルナックＮ
羽中総合 18 位で 1 才鳩長距離Ｎエース鳩第 5 位、15
羽中当日只
位、 年ポーＮ1,980
年ポーＮ
羽中当日只 1 羽帰り
羽帰り総合優勝、同
ＩＮ9,052
羽中総合優勝
ＩＮ
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×ヴァルポッ
ト・ローイマン

【101】ＮＬ16-1588000 Ｂ ♀ スヘーレ兄弟作
父)エース・ボーイ ＮＬ07-3761969 Ｂ 11 年長距離Ｎエース鳩第 4 位 南蘭長距離クラブゴールデン・クラ
ック第 1 位、6 回参加全入賞内セザンヌ 8,785 羽中総合優勝、アルジャントン
、アルジャントン 27,597 羽中総合 7 位、オ
ルレアン 4,927 羽中総合 3 位、ポメロイル 9,338 羽中総合 6 位、ペロンヌ
ペロンヌ 1,297 羽中優勝
祖父)ブラウエ・オルレアン ＮＬ05-0565984 Ｂ オルレアン NPO5,011 羽中総合優勝 兄弟／スーパー・
02 若鳩中距離Ｐエース鳩第1 位 ソールダン11,475 羽中総合10 位、
オルレアン2,998 羽中総合7 位、
モルリンコート8,415羽中総合55位、
エタンプ4,490羽中31位他 スーパー・ボーイ×ドンカー・666(ヘ
ンク・メリス)
祖母)ドンナの娘 ＮＬ05-0565982 Ｂ モルリンコート6,260 羽中総合18 位他上位多数 ボンテ・ファン・
アルマンド×ドンナ
母)メッチェ ＮＬ12-3213750 Ｂ 全姉／エース・ガール
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
羽中総合優勝
総合 2 位、ブールジュ NPO4,847 羽中総合 10 位
祖父)スーパー・ボーイ ＮＬ02-0274336 上記参照
祖母)666 の娘 ＮＬ02-1713196 Ｂ 666(ヘンク・メリス)×ド・503(Ｒ．メリス)
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【102】ＮＬ16-1588012 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)デイジー ＮＬ13-3310861 Ｂ 兄弟／
／08-800 オルレアン 4,970 羽中優勝、アブリス 7,889 羽中総合 2
位 デミ 後シーズンＰエース鳩第 1 位、10-372 ブロイル 1,719 羽中優勝、エルフィエ NPO 総合 22、
39、59 位他 ダフネ エース鳩第 1 位
祖父)リヒテ・ディルク Ｂ02-6503551 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 ゾーン・ブールジュ×エディ・ヤ
ンセン
祖母)スーパー・02 ＮＬ04-0451802 Ｂ 若鳩中距離Ｐエース鳩第
若鳩中距離Ｐエース鳩第 1 位 ソールダン 11,475 羽中総合 10
位、オルレアン2,998 羽中総合7 位、モルリンコート8,415 羽中総合55 位、エタンプ4,490 羽中31 位
他 兄弟／オルレアン NPO5,011 羽中総合優勝 スーパー・ボーイ×ドホター・666(ヘンク・メリス)

【103】ＮＬ16-1588016 スレート ♂ 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
兄弟／
ェリー(トミーの母)、15
1515-880 シャトローＮ11,922
シャトローＮ11,922 羽中総合 23 位
父)ソニー ＮＬ12-3254959 Ｂ 全兄弟／エース・ガール
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
中総合優勝
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

【104】ＮＬ16-1588019 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
兄弟／
ポン・サン・マックス
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
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
位、オウビー1,373 羽中優勝、シャトローＮ11,922
羽中優勝、シャトローＮ11,922 羽中総合 59 位他
父)ジェローン・ジュニア ＮＬ11-1742421 Ｂ ヴィレム・ドブルイン作
祖父)ジェローン ＮＬ06-1071741 スレート Ｗ.ドブルイン作翔 Ｎエース鳩 4、11 位 クライネ・ブ
ラウエ×ゲニーダ
祖母)ブルー・フレーム ＮＬ07-1821760 Ｂ Ｗ.ドブルイン作翔 09 年Ｎ最優秀雌鳩第 11 位 両親ヘ
ルマンス＝コィスタース作 ファンジオ×フィーナ
母)ハニー ＮＬ13-1308215 Ｂ スヘーレ兄弟作
祖父)ボーイ・48 ＮＬ09-3951648 Ｂ スヘーレ兄弟作 兄弟／エース・ガール ポアチエ NPO 総合優勝、
ラ・スーテレーヌ NPO2 位、シャトローNPO2 位 アミー 当日長距離エース鳩第 2 位 孫 14 年若鳩Ｎ
エース鳩第 5 位
42

祖母)ハリーの娘 ＮＬ11-1912644 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作 超銘鳩ハリーの娘

【105】Ｂ16-3065338 Ｂ ♀ リック・クールス作 同腹／53)参照
父)ド・クライネン Ｂ12-3113677 Ｂ Ｒ．クールス作翔 12 年Ｐエース鳩第 3 位、直仔／13-703 シャトロ
ーＮゾーン優勝、アミーゴ ツール 6,083 羽中総合優勝、同 5,313 羽中総合優勝 ローニー×Ｂ10-3020320
母)Ｂ11-3123443 Ｂ Ｒ．クールス作 兄弟／ペトロシュカ アルジャントンＰ512Ｋ2,631 羽中優勝、同Ｎ
ゾーン 8,003 羽中優勝、同Ｎ23,921 羽中総合 4 位、同Ｐ1,403 羽中 21 位、同Ｐ3,250 羽中 91 位、クレル
モン 200Ｋ230 羽中優勝、同 711 羽中 3 位、アブリス 300Ｋ645 羽中 10 位、ブールジュ 444ＫＰ1,427 羽中
11 位、同Ｐ2,054 羽中 13 位、同Ｎゾーン 4,806 羽中 38 位、シャトローＰ485Ｋ5,500 羽中 14 位他、ツー
ルＰ450Ｋ1,405 羽中 14 位、2011 年 KBDB 中距離Ｐエース鳩第５位 カンマ×ヘット・セリナ

【106】Ｂ16-3065325 Ｂ ♂ リック・クールス作 同腹／54)参照
父)Ｂ10-3020284 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
ゾーン・ブリクセン×フリッカ
母)モウリスカ Ｂ10-3020217 Ｒ.クールス作翔 シャトロー5,500 羽中 6 位、アルジャントン 3,105 羽中
33 位、グレ 2,915 羽中 53 位、ラ・スーテレーヌ 2,436 羽中 45 位他 KBDB エース鳩第 2 位
ウィットペンネ・モウリス×ダナエ

【107】Ｂ16-3065384 Ｂ ♀ リック・クールス作 同腹／55)参照
父)アントン Ｂ14-3115103 Ｒ.クールス作 ダニー×モレケⅡ
母)マジック・マリーケⅠ Ｂ12-3113590 マジック・ジュニア×マリーケ

【108】
“プロパー・マリーケ”B16-3065098 Ｂ ♀ リック・クールス作
父)Ｂ14-6058992 リック・ヘルマンス作 直仔／ブールジュ 624 羽中 4 位、ラ・スーテレーヌ 452 羽中 7 位
祖父)プロパー・ヴィッテンティク Ｂ10-6298443 Ｒ．ヘルマンス作 全兄弟／スターリー ブールジュＮ
37,357 羽中総合 52 位、ラ・スーテレーヌＮ17,814 羽中総合 177 位、アルジャントンＮ23,921 羽中総合
202 位、
グレＮ14,245 羽中総合 1053 位で 3Ｎレース最優秀若鳩第 4 位、
4Ｎレース最優秀若鳩第 7 位 他
ドールダン 1,962 羽中 22 位 ムンリ アルジャントンＮ22,442
アルジャントンＮ22,442 羽中総合 36 位他 ブロア・スターリー
ドールダン 1,013 羽中優勝(Ｅ．ヤンセン鳩舎)
プロパー×クライン・マルティーン
羽中優勝
祖母)シャルレーヌ Ｂ09-6323212 アルジャントン 236 羽中優勝、同Ｎ11,001
羽中優勝、同Ｎ11,001 羽中総合 5 位、同 125 羽中
優勝、同Ｎ4,782
優勝、同Ｎ4,782 羽中総合 27 位、シャトロー512
位、シャトロー512 羽中優勝、同 22,718 羽中総合 6 位、ラ・シャルテＮ
15,780 羽中総合 154 位、シャトローＮ20,517 羽中総合 259 位、ブールジュＮ24,676 羽中総合 611 位、
アルジャントンＮ23,921 羽中総合 802 位、グレＮ14,245 羽中総合 867 位他で 11 年欧州杯長距離エース
鳩第 3 位 チット×ゾルゲンキント
母)Ｂ11-3172389 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)マリーケ Ｂ08-3037512 Ｒ.クールス作翔 グレ 5,166 羽中優勝、Ｐエース鳩第１位 ブリクセン
直仔×フリッカ
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【109】ＮＬ16-1663953 ＢＣ ♀ ヤン・ホーイマンス作
父)ニュー・ハリー ＮＬ14-1219811 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作 PIPA ランク若鳩Ｎエース鳩第 1 位 ニ
ールグニース 14,737 羽中総合優勝、ポン・サン・マクサンス 12,894 羽中総合優勝、
、メルン 1,046 羽中優
勝他 トロイ 6,390 羽中総合 9 位 兄弟／
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
羽中優勝
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)ステレイエ ＮＬ10-1881869 Ｃ.ファンデヴェーテリング作 直仔／アッセ・ゼリンク1,897
ゼリンク 1,897 羽中優勝、
ニールグニース 455 羽中優勝 両親バース作 フローム 150×リヒテ・スーパーチェ
母)ラーチェ・707 ＮＬ14-1208707 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 超銘鳩ハリーの近親
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620
羽中総合優勝、
位、
兄弟／シャトロー
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)ラーチェ・56 ＮＬ06-1266956 ＢＣ サルブリNPO7,599 羽中総合2 位、ブールジュNPO4,347 羽中
総合12 位、マンテ・ラ・ジョリーNPO14,945 羽中総合 66 位 兄弟／超銘鳩ハリー他
兄弟／超銘鳩ハリー

【110】ＮＬ16-1663771 ＢＣ ♀ ヤン・ホーイマンス作
父)ケース ＮＬ07-2007622 ＢＣ ブロアＮ4,829
羽中総合 2 位、シャトローNPO5,979
羽中総合 5 位、サ
ブロアＮ
位、シャトロー
ルブリ NPO7,599 羽中総合 11 位、同 NPO6,971 羽中総合 63 位 同腹／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 Ｎエース鳩第 1 位
祖父)ヨンゲ・ブリクセン Ｂ01-3266512 ＰＢ ガビー・ファンデンアベール作 ブリクセン(ポアチエ1,448
羽中優勝、シャトロー4,662 羽中総合2 位他 コロネル×リタ)×ドロレス(基礎鳩ヴィッテンブィクの娘)
祖母)ディルクイェ ＮＬ05-1936558 ＢＣ Ｇ.コープマン作 超銘鳩クライネ・ディルク(98 年世界選手権
若鳩第５位、99 年Ｎエースピジョン第１位 NPO トロイ 17.884 羽中総合優勝、NPO ブールジュＮ
7.165 羽中総合優勝、マーゼイク 3,522 羽中優勝、ロンメル 495 羽中優勝、ベーク 443 羽中優勝)×ア
モーレ(03 年オリンピアード代表 長距離Ｎエース鳩第 1 位)
母)ミスティ ＮＬ14-1209791 Ｊ.ホーイマンス作
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620
羽中総合優勝、
位、
兄弟／シャトロー
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)ミスティーク ＧＢ07ＬＯ2105 ＢＣ クレハン＆オコーナー作翔 優勝14
3,801
優勝 14 回内4,316
回内 4,316 羽中優勝、
羽中優勝、1,740
羽中優勝、1,740 羽中優勝他 マライケ・フィンク作ドラム（チップス直仔,ファラ・ディバの同腹）
44

×コープマン作 エルマーフェーン・ホープとゴールデン・レディの娘

【111】ＮＬ16-1663698 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマンス作
父)メース ＮＬ15-1850173 ヤン・ホーイマンス作
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シャ
トローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽中総
トローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
合 3 位、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
位、モルリンコートＰ
位、シャトロー
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
位、
祖母)エスメー ＮＬ12-1005204 スーパー・レーサー兼種鳩 WHZB と TBOT
BOTB で、Ｎエース鳩第 1 位、NPO
位、NPO
長距離Ｎエース鳩第 2 位、15
位、15 年ブダペスト・オリンピアード代表 カロンス NPO 総合優勝 Ｐ.フェー
ンストラ×ドクター・シュヴィルデ(ド)
母)ドーター・アレクシア ＮＬ15-1850059 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作
祖父)スーパースターの弟 ＮＬ14-17688196 ＢＣ Ｈ.ポウ作 兄弟／スーパースター ブールジュ NPO
4,230 羽中総合優勝、サルブリ NPO5,123 羽中総合 9 位、ナントィル 5,768 羽中総合 9 位他 Ｍ.ハーセ
ンドンク×Ｊ.Ｋ.オウワーケルク
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
シャトロー
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
中総合優勝
兄弟／超銘鳩ハリー
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

【112】
“ダブル・ハリー”NL16-1663972 ＢＣ ♀ ヤン・ホーイマンス作
父)スペシャル・ハリー ＮＬ13-1395604 Ｊ.ホーイマンス作 甥／シャトローＮ44,239 羽中最高分速総合優
勝(リック・ヘルマンス鳩舎)
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620 羽中総合優勝、
位、
10 位、同 NPO4,260 羽中総合 5 位、同 NPO4,604 羽中総合 4 位、同 NPO5,979 羽中総合 10 位、サ
ルブリ NPO7,599 羽中総合 2 位、ブロアＮ4,829 羽中総合 2 位、同Ｎ5,653 羽中総合 3 位、ブールジ
ュ NPO7,299 羽中総合 6 位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ
祖母)ラスト・ワン ＮＬ07-2062828 Ｂ リック・ヘルマンス作 基礎鳩ヤールリング・ドンダースティ
ーン×ヤンセン・ドィビン
母)ハリーの娘 ＮＬ10-18648882 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 DNA 鑑定付 全兄弟／ワンディー スープ
NPO3,607 羽中総合優勝、アセ・ゼリク 11,474 羽中総合 18 位で、14
位で、 年長距離 NPO エース鳩第 20 位
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
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中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ
位、
祖母)マライケ ＮＬ04-2031628 ＢＣ マライケ・フィンク作 直仔／オルレアン NPO9,670 羽中総合優
勝 アラジン×ファラ・ディバ

【113】Ｂ16-2060177 Ｂ ♀ アルベルト・デルヴァ作 同腹／45)参照
父)ド・ゾーン Ｂ10-2007030 Ａ.デルヴァ作翔 ブロアＰ2,413
ブロアＰ2,413 羽中総合 11 位、アルジャントンＰ3,395
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
アルジャントンＮ22,442 羽中総合 94 位、ブールジュＮ30,748
ブールジュＮ30,748 羽
中総合 218 位他 兄弟／プリモ
兄弟／プリモ アルジャントン 348 羽中優勝、シャトロー2,043
羽中優勝、シャトロー2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056
位、同ＳＮ4,056
羽中総合 22 位、シャトローＳＮ9,026
位、シャトローＳＮ9,026 羽中総合 73 位、スワソン 224 羽中優勝、488
羽中優勝、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(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
以上は４週連続優勝)、同 941 羽中優勝、シャトローＰ1,039
シャトローＰ1,039
羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、同Ｎ11,001 羽中総合 49 位、シャ
トロー823
トロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、同Ｎ16,479 羽中総合 75 位、シャトローＩＰ8,854
位、シャトローＩＰ8,854 羽中総合 87 位、ペリナ アルジ
ャントン 172 羽中優勝、同Ｎ20,844
同Ｎ20,844 羽中総合 11 位、ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108
モミニー108 羽中優勝、
アルジャントン 142 羽中優勝、同Ｎ6,177
羽中優勝、同Ｎ6,177 羽中総合 14 位、ブールジュＮ13,354
位、ブールジュＮ13,354 羽中総合 101 位、モンリ
ュソン 5,052 羽中総合 9 位、同ＳＮ8,619
ペトロヴァ モミニー125
同ＳＮ8,619 羽中総合 13 位他
モミニー125 羽中優勝、シャ
トロー550
トロー550 羽中 2 位、同ＩＰ7,871
位、同ＩＰ7,871 羽中総合 72 位、アルジャントン 1,171 羽中 11 位、ル・マン 1,312 羽
中 12 位、ラ・スーテレーヌＮ21,258
スーテレーヌＮ21,258 羽中総合 578 位 パオリーニ 22 回入賞内アルジャントンＩＰ5,871
回入賞内アルジャントンＩＰ5,871
羽中総合 15 位 ヴァレンチノ×ポーライン
母)ロセーラ Ｂ13-2110076 Ａ．デルヴァ作 Ｂ11-2090012 超近親種鳩×ロゼ

【114】Ｂ16-2060663 B ♂ アルベルト・デルヴァ作 同腹／46)参照
父)プリモ Ｂ09-2027029 Ａ．デルヴァ作翔 09 年 10 回入賞、10 年 11 回入賞内アルジャントン
アルジャントン 348 羽中優
勝、同Ｎ19,816
羽中祖総合 229 位、シャトロー2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、シャトロ
勝、
ーＳＮ9,026 羽中総合 73 位 ヴィエルゾンＩＰ3826 羽中総合 42 位、11 年 13 回入賞内スワソン
スワソン 224 羽中
優勝、488 羽中優勝、ナントィル 471 羽中優勝、ピティヴィエ 149 羽中優勝(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
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、シャトローＰ1,039 羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、
Ｎ11,001 羽中総合 49 位、12 年 9 回入賞内シャトロー
シャトロー823
羽中総合 75 位、シャト
シャトロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、
ローＩＰ8,854 羽中総合87 位 兄弟／ペリナ アルジャントン 172 羽中優勝、
同Ｎ20,844
同Ｎ20,844 羽中総合 11 位、
ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108
羽中総合
羽中優勝、モミニー108 羽中優勝、アルジャントン 142 羽中優勝、同Ｎ6,177
羽中優勝、
14 位、ブールジュＮ13,354 羽中総合 101 位、モンリュソン 5,052 羽中総合 9 位、同ＳＮ8,619 羽中総合
13 位他 ド・ゾーン 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 ペトロヴ
ァ モミニー125 羽中優勝、シャトロー550 羽中 2 位、同ＩＰ7,871 羽中総合 72 位、アルジャントン 1,171
羽中 11 位、同Ｎ21,092 羽中総合 508 位、同Ｎ10,549 羽中総合 174 位、ル・マン 1,312 羽中 12 位、ラ・
スーテレーヌＮ21,258 羽中総合 578 位 パオリーニ 22 回入賞内アルジャントンＩＰ5,871 羽中総合 15
位、アルジャントンＩＰ5,883 羽中総合 61 位 ヴァレンチノ×ポーライン
母)ＧＢ13Ｐ04522 プレミア・スタッド作 Ｂ11-2055835 兄弟／プリモ×Ｂ12-2080144 兄弟／ヴァレリ

【115】Ｂ16-2060149

Ｂ ♀

アルベルト・デルヴァ作 同腹／47)参照
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父)インヴィクトゥス Ｂ13-2110100 Ａ.デルヴァ作翔 イソウドゥンＮ16,587 羽中総合優勝、ナントイル1,535
羽中 4 位他上位入賞多数 パブロ×Ｂ12-2080086
母)Ｂ12-2080098 Ａ.デルヴァ作 プリモ×Ｂ11-3070106 純ガビー・ファンデンアベール

【116】Ｂ16-2060156 ♀ アルベルト・デルヴァ作
父)Ｂ11-2090197 Ａ.デルヴァ作
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
羽中優勝、シャトロー2,043 羽中 7
位、同ＳＮ4,056
位、同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、シャトローＳＮ9,026
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(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
以上は４週連続優勝)、同 941
羽中優勝、シャトローＰ1,039
シャトローＰ1,039 羽中優勝、同ＳＮ6,281
同ＳＮ6,281 羽中総合 3 位、アルジャントン 231 羽中優勝、
同Ｎ11,001
シャトロー823
同Ｎ16,479
シャトローＩＰ8,854
同Ｎ11,001 羽中総合49
羽中総合 49 位、
シャトロー823 羽中優勝、
同Ｎ16,479 羽中総合75
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)ミス・ベルジウム Ｂ10-2007035 Ａ.デルヴァ作翔 両親Ｐ.ヒュルズ作 ブロア 2,413 羽中総合優
勝、ラ・スーテレーヌＮ17,017
勝、ラ・スーテレーヌＮ17,017 羽中総合 10 位 欧州杯ベルギーＮエース鳩第 1 位
母)ソン・ハリー Ｂ13-2110029 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Ｎ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シャ
トローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽中総
トローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
合 3 位、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
位、モルリンコートＰ
位、シャトロー
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、
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 Ｂ Ａ.デルヴァ作翔 シャトローＳＮ8,218
グレＢＵ
シャトローＳＮ8,218 羽中総合優勝、
グレＢＵ1,298
ＢＵ1,298
羽中優勝、シャトローＩＰ3,969
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 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Ｎ5,927
羽中総合 15 位、ブロアＰ2,836 羽中総合 11 位他、ポーレット モンリュソンＳＮ8,619
モンリュソンＳＮ8,619 羽中総合優勝、
羽中総合優勝
ナントイル優勝、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 位他 ポーラインの父
×ヴァレスカ

【117】ＮＬ16-1072756 Ｂ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
異母兄弟／マルティン
異母兄弟／マルティン センス 6,386 羽中総合 2 位、ポメロイル 7,848 羽中総合 3 位、ラーヴェンシュタイ
ン 5,247 羽中総合 6 位他 ミス・ジェンジラの母ニドラ
父)フリドゥス ＮＬ10-1109626 Ｂ ベルギーのノルベール・デシュライヴァーとの共作
祖父)ビヤルネ Ｂ02-4247563 Ｂ 両親共ドラウ＝サブロン作 ドローマー直仔
祖母)モニーク Ｂ06-4368520 Ｂ 両親共Ｍ．アエルブレヒト作 直仔／リモージュＮ14,211
直仔／リモージュＮ14,211 羽中総合 36
位、チュールＮ8,322 羽中総合 207 位 ド・ペルピニャンの娘
母)ラジンダ ＮＬ08-2049135 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／センス NPO6,386 羽中総合 2 位、ブロイル
NPO4,564 羽中総合 6 位、NPO 当日長距離エース鳩第 2 位
祖父)ジェイソン ＮＬ01-1135413 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／ヴァレラ 当日長距離エース鳩第
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1 位 ミスター・アレンニッヒ オンズ・ルィーズ×オランダの女王
祖母)ジーナ ＮＬ06-1597157 Ｂ 07 年当日長距離Ｎエース鳩第2
年当日長距離Ｎエース鳩第2 位 シャンティー13,008
シャンティー13,008羽中総合
13,008 羽中総合2
羽中総合2 位、
オルレアン NPO9,670 羽中総合 2 位他上位多数 デン・リンズ・ファヴォリー×超銘鳩アンネリーズ

【118】ＮＬ16-1072744 Ｓ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
父)レッド・ブレンス ＮＬ07-3704851 ＲＣ Ｊ.ブレンス作翔 08 年ボルドーNPO5,038
年ボルドーNPO5,038 羽中総合 2 位、10
位、10
年ベルジェラック
、
年ベルジェラック NPO4,651 羽中総合 2 位、11
位、 年同 4,288 羽中総合優勝、
祖父)ブロア・975 ＮＬ01-4137964 Ｊ.ブレンス作 兄弟 975 の直仔／ローイエ・デューク
の直仔／ローイエ・デューク ハム・バレ
ルス ドルトムント・オリンピアード超長距離第 2 位 フェルハーゲン×ヘルマンス＝フクストラ
祖母)ＮＬ06-0763750 ファン・ハム＝バルテルス作 オーイエ・デューク×超長距離 14 回入賞
母)ペイレン・671 Ｂ10-3172671 ＲＣ ノエル・ペイレン作
祖父)クランパー Ｂ06-3183315 両親共ノエル・ペイレン作 アーティースト・821×アポロの娘
祖母)ニカ Ｂ05-3219211 Ｎ.ペイレン作翔 スストーンＩＮ10,947 羽中総合優勝 両親ペイレン作

【119】ＮＬ16-1072706 ＢＣ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作
父)ダンディー ＮＬ12-1076961 ＢＣ コープマン父子作 異母兄弟／デイ
デイ・ドリーム アブリス NPO582
Ｋ8,519 羽中総合優勝他 異父兄弟／エステファン
エステファン ポメロイル NPO7,345 羽中総合優勝
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)ザーラ ＮＬ10-1109753 ＢＣ コープマン父子作
祖父)エルマーフェーンズ・ホープ ＮＬ00-4728193 Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 当日長距離Ｎエースピ鳩
第２位、
オリンピアード代表 オルレアンＮ9,181
アブリス NPO13,020
オルレアンＮ9,181 羽中総合優勝、
NPO13,020 羽中総合２位、
ボクステル 2,397 羽中優勝、ハヌー4,393
羽中優勝、ハヌー4,393 羽中総合２位
祖母)ヤング・ドリームＮＬ00-5063909 超銘鳩クライネ・ディルクの娘にして
・ディルクの娘にしてアダーラ(
アダーラ(ヴァイチェン
12,046 羽中総合優勝他)
羽中総合優勝他)の母

【120】ＮＬ16-1072701 ＢＣ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
同腹／44)参照
父)ニルソン ＮＬ11-1186012 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ゴールデン・ディルク×ニュー・ホープ
母)ブライト・ブルー ＮＬ10-5011836 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 キェブラン 6,223 羽中総合 10 位、ブレ
トィル 9,786 羽中総合 11 位、同 10,037 羽中総合 49 位、ドゥイヴェン 9,053 羽中総合 17 位他でフォンド・
位他で
シュピーゲル紙当日長距離Ｎエース鳩第 3 位 ダヴィッズ・サン×カントリー・ガール

【121】Ｂ16-6032566 ＤＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作 同腹／38)参照
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 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
トリスト×レトラ
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母)ヴィタラ Ｂ10-6052150 シャトロー526Ｋ641 羽中優勝、
同Ｎ25,263 羽中総合 38 位、
ブールジュ 479Ｋ538
羽中 2 位、同Ｎ20,589 羽中総合 57 位、ヴィエルゾンＳＮ6,257 羽中総合 8 位、アルジャントン 1,495
羽中 3 位 Ｐエース鳩第１位 マンボ×ヴィオラ

【122】Ｂ16-6032490 ＢＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作 同腹／39)参照
父)ゾロ Ｂ15-6026003 メルン 310Ｋ
310Ｋ1,288 羽中 4 位、同 1,464 羽中 9 位、スープ 357Ｋ
357Ｋ1,351 羽中 2 位、
同 1,595 羽中 10 位の 4 成績で、15
成績で、 年 KBDB 中距離Ｎエース鳩第 3 位 リトル・パンター×コニー
母)ジーナ Ｂ10-6346673 ＢＣ ホック・ジョス・フェルカメン作 直仔／ジョーカー ブールジュＮ479
ブールジュＮ479
Ｋ8,005 羽中総合 5 位、
イソウドゥンＮ504
アルジャントン 555Ｋ優勝、
同Ｎ3,671
イソウドゥンＮ504Ｋ
504Ｋ5,670 羽中総合 7 位、
555Ｋ優勝、
同Ｎ3,671
羽中総合 32 位他 1212-032 メルン 429 羽中 2 位 パウロ×パンター・レディ

【123】
“ブロア・プラダ”B16-6032398 ＢＷ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作
父)リッキー Ｂ12-6196217 グレＮ590
グレＮ590Ｋ
590Ｋ16,988 羽中総合 49 位、ブロアＳＮ462
位、ブロアＳＮ462Ｋ
462Ｋ3,282 羽中総合 13 位、同
ＳＮ3,426
ＳＮ3,426 羽中総合 68 位 直仔／プラダ シャトロー526
シャトロー526Ｋ
526Ｋ581 羽中優勝、同Ｎ25,710
羽中優勝、同Ｎ25,710 羽中総合 5 位、
13他
13-256 上位多数 トータル ベルジアン・マスター エース鳩第 4 位他
祖父)ブロークン・パンター Ｂ06-6173123 直仔／リアナ ピティヴィエ 360Ｋ
360Ｋ1,728 羽中優勝、アルジ
ャントンＮ25,583
ャントンＮ25,583 羽中総合 58 位 ミッシェル ヴィエルゾンＳＮ3,585
ヴィエルゾンＳＮ3,585 羽中総合 9 位、ブロアＳＮ
約 5,000 羽中総合 11 位 ダーク・フェルカメン×ラブリー・ガール
祖母)マガリ Ｂ11-6238561 ドンケレ・ゾーン・カノン×リンブール・ドィビン
母)シバ Ｂ12-6196425 ＢＷ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 シャトローＮ526
シャトローＮ526Ｋ
526Ｋ25,710 羽中総合5
羽中総合 5 位、同Ｎ 1,987
羽中 19 位、ブールジュＮ479
位、ブールジュＮ479Ｋゾーン
479Ｋゾーン 6,802 羽中 86 位 直仔／セプテンバー グレＮ11,894
グレＮ11,894 羽中総合
36 位、ベルジアン・マスター
エース鳩第 4 位 甥／シャトローＮ33,018 羽中最高分速総合優勝
位、
祖父)エレクトロ Ｂ08-6174630 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 孫／17
孫／17 年ブリュッセル・オリンピアー
ド長距離代表候
ド長距離代表候補 直仔／ブロア 462ＫＩＰ
462ＫＩＰ1,519
ＫＩＰ1,519 羽中優勝、モンリュソンＮ17,865
羽中優勝、モンリュソンＮ17,865 羽中総合 9 位、
エクストリーム×Ｂ05-6116293
祖母)グロリア Ｂ06-5270117 Ｂ 孫／パウロ ブロア 1,519 羽中優勝 ポルト×ビューティ

【124】Ｂ16-6032469 ＢＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作
父)ロータス Ｂ12-6196084 チュール 657ＫＮ
657ＫＮ6,972
ＫＮ6,972 羽中総合 6 位、リモージュＮゾーン 2,174 羽中 2 位、
イソードゥンＮ5,670
イソードゥンＮ5,670 羽中総合 38 位、ブリーブ 108 羽中 2 位、ヴィエルゾン 476Ｋ
476Ｋ627 羽中 5 位
祖父)ジャグア Ｂ10-6346648 ベッカム×メロディー
祖母)ホワイト・スピリット Ｂ08-6174629 直仔／10-114 ノワイヨン208Ｋ771 羽中2 位 同腹／エレクトロ
エクストリーム×293 Ｂ05-6116293
母)キャシー Ｂ10-6346674 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 直仔／アルジャントンＰ555Ｋ3,264 羽中総合
優勝、ノワイヨン
ワイヨン 667 羽中優勝 イソウドゥンＮ5,670
イソウドゥンＮ5,670 羽中総合 39 位、ドールダン 1,927 羽中 9 位、同
2,489 羽中 10 位、アルジャントンＮ3,110
位、アルジャントンＮ3,110 羽中 19 位、ブールジュゾーンＮ7,739
位、ブールジュゾーンＮ7,739 羽中 27 位、シャトロ
ーＮゾーン 7,877 羽中 45 位
祖父)パウロ Ｂ09-6248171 Ｂ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 ブロアＩＰ1,519 羽中総合優勝、ドールダン
1,747 羽中 2 位、アルジャントンＮゾーン 7,132 羽中 44 位他 エレクトロ×グロリア
祖母)パンター・レディ Ｂ09-6248530 孫／ジョーカー ブールジュ 1,649 羽中優勝 イソードゥンＮ
49

5,670 羽中総合 7 位 孫／プリムス アルジャントンＰ3,264 羽中総合優勝 タイ委託レース優勝
ニュー・パンター×ラート・パンターチェ

【125】
“ブロア・キキ”NL16-1526368 Ｂ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
全姉／キキ＝
姉／キキ＝ケイト シャトローＮ総合 4 位他で PIPA 中長距離Ｎエース鳩第 1 位 ローラ＝
ローラ＝リリー ブー
ルジュ 9,742 羽中総合優勝、モー
モー17,204
モー17,204 羽中総合 28 位 アルジャントン 6,926 羽中総合 12 位他
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
祖父)フリントストーン ＮＬ09-1186313 Ｂ クライル1,186羽中優勝、
アブリス6,180羽中総合57位 Ｇ
ＰＳ×シーカ
祖母)ボンド・ガール ＮＬ07-1818007 Ｂ 直仔／ヘル・ベリー 優勝 2 回 オリンピック・スポンジ・
ボブ×シンデレラ
母)フェリン ＮＬ10-1682306 Ｂ 13 年オリンピアード補欠第 1 位 マンテス・ラ・ヴァレー10,446
羽中
マンテス・ラ・ヴァレー
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
祖父)プリンス ＮＬ08-1583474 ＬＢＣ リーダイク＝ヨンゲクレイグ作 スピード・ファイター×アキラ
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

【126】ＮＬ16-1526373 ＢＣ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
父)ジェームス ＮＬ10-1682168 フェルケルク父子作翔 ストロームベーク 4,854 羽中 2 位、ヴィエルゾン
10,571 羽中総合 26 位、ブールジュ 13,592 羽中総合 53 位、ペロンヌ
位、ペロンヌ 5,481 羽中 24 位、マンテス・ラ・
ジョリー5,222
羽中 34 位他
ジョリー
祖父)リトル・タイガー ＮＬ03-1142075 ＢＣＷ ヴィレム・ドブルイン作 直仔／オリンピック・スポン
ジ・ボブ ギルバート×ヘラ
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・ソランジュ
母)オリンピック・ビビ ＮＬ12-1618921 ＬＢＣＷ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 アルジャントン 6,926 羽中
総合 19 位、ヴィエルゾン 6,146 羽中総合 55 位他 オリンピアード 300～750Ｋ代表
祖父)コクーン ＮＬ02-1635193 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 シャトロー6,664 羽中総合 6 位他
Ｎエース鳩 1 才鳩第 6 位 ジャックポット×クインティ
祖母)ビューティ ＮＬ10-1682102 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 ミラクル×オプラー

【127】ＮＬ16-1526376 Ｂ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
全兄弟／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
全兄弟／
速総合優勝
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
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
羽中総合優勝、 NPO3,839 羽中総合 20 位、ヴィエルゾン
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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
祖父)ブルー・チャンプ ＮＬ07-1786839 ＢＷ Ｃ.コリング作翔 09 年Ｎエース鳩第１位、同年最優秀
同年最優秀
雄鳩第１位 ワンダー・ペア直仔 ソン・ナターシャ×シャトロー・ダィフイェ孫
祖母)オプラー ＮＬ04-2050252 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ハルキーズ 5,948 羽中総合優勝、ペロン
ヌ 2,127 羽中優勝、同 1,811 羽中 4 位、ル・マン 7,464 羽中総合 4 位、シャンティー3,794
シャンティー3,794 羽中 3 位 マ
グナム×アモリーナ
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・ソランジュ 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
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・アモーレ ＮＬ06-4720774 ＬＢＣ コープマン父子作 マジック・マン×アモーレ

【128】ＮＬ16-1881706 Ｂ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
異父兄弟／
16 年フォンドシュピーゲル紙長距離Ｎエース鳩第 1 位
異父兄弟／プリンセス
兄弟／
父)イカルス ＮＬ07-1817891 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 アルジャントン 6,595 羽中総合 3 位、ブロ
ア 434,064 羽中総合 37 位、モースクロン 4,132 羽中 4 位、同 3,337 羽中 7 位、ブールジュ 8,548 羽中総
合 19 位
祖父)ブルドーザー ＮＬ03-1135475 Ｂ 04 年 WHZB 最優秀雄鳩第6
最優秀雄鳩第 位 05 年長距離Ｎエース鳩第4
年長距離Ｎエース鳩第 位
ヴィエルゾン21,984
羽中総合7
同5,615
羽中総合3
ツール4,420
羽中総合2
ペロンヌ18,869
ヴィエルゾン
羽中総合 位、
同
羽中総合 位、
ツール
羽中総合 位、
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・アンビリーバブル ＮＬ03-1135462 ＬＢＣ NPO 長距離Ｎエース鳩第 1 位 １才鳩オ
ールラウンドＮエース鳩第1
羽中総合優勝、
ブールジュ5,804
羽中総合優勝、
ールラウンドＮエース鳩第 位 ヴィエルゾン10,726
ヴィエルゾン
ブールジュ
シャンティー7,263
羽中総合 2 位、ツール 5,662 羽中総合 2 位、ドールニク 5,447 羽中総合 7 位 04
シャンティー
年は参加全レース入賞
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
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
ブールジュ 8,548 羽中総合優勝、
位、シャトロー
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

【129】
“ブロア・ニケ” Ｂ16-6128574 Ｂ ♂ リック・ヘルマンス作翔
ポン・サン・マクサンス 2,618 羽中総合 19 位 全兄弟／ニケ
16 年ブールジュ若鳩Ｎ28,078 羽中総合優勝、
、
全兄弟／
1616-507 同Ｎ総合 66 位、アルジャントンＮ19,592
位、アルジャントンＮ19,592 羽中総合 183 位
父)ＮＬ14-1462354 Ｇ.コープマン作 異父兄弟／センス
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
位他で、NPO 当日長距離エース鳩第 15 位、15
位、15 年ブダペスト・
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オリンピアード中距離第 2 位
祖父)ヤルデル ＮＬ12-1076753 マイティーマン×マジック・ヴィクトリー
祖母)ラジンダ ＮＬ08-2049135 Ｂ ジェイソン×ジーナ（アンネリーズの直仔）
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 601Ｋ
Ｋ681 羽中優勝、
同Ｎ17,017
羽中総合 12 位、グレＮ596Ｋ
同Ｎ
位、グレＮ Ｋ13,885 羽中総合 12 位、11 年ドールダン 376Ｋ2,974 羽中優
勝、同 5,205 羽中最高分速 アルジャントン 564Ｋ400 羽中優勝、同Ｎ19,782 羽中総合 18 位 ラ・シ
ャルテ 552Ｋ479 羽中優勝、同Ｎ21,189 羽中総合 33 位
祖父)基礎鳩ヤールリング・ドンダースティーン Ｂ98-6522539 Ｄ.＆Ｌ.ファンダィク作 ドンダーステ
ィーン×ドールダンケ
祖母)バブルスの娘 ＮＬ08-1537990 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク父子作

【130】 “ザス・フレンドシップ” B16-6128778 Ｂ ♀ リック・ヘルマンス作
全姉／フレンドシップ
全姉／フレンドシップ 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 羽中最高分速他多数上位入賞
多数上位入賞
羽中優勝、
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
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位他 別記参照
祖母)ラスト・ワン ＮＬ07-2062828 Ｂ リック・ヘルマンス作 基礎鳩ヤールリング・ドンダースティ
ーン×ヤンセン・ドィビン
母)Ｂ12-6327841 ディルク・ファンダィク作
祖父)オリンピック・ニールス Ｂ08-6338005 オリンピアード代表第 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
祖母)インテールト・ランボー Ｂ09-6040169 ランボーとカンニバールの近親

【131】Ｂ15-6202866 ＢＣ ♀ リック・ヘルマンス作
父)クライネ・プロパー Ｂ12-6184060 グレ優勝、同Ｎ16,988
グレ優勝、同Ｎ16,988 羽中総合 14 位、オルレアンＰ10,163
位、オルレアンＰ10,163 羽中総合
13 位他 9 回参加中 8 回上位入賞で、ＫＦＣ若鳩エース鳩第 1 位
祖父)プロパー・ブラウエ Ｂ10-6298442 兄弟／スターリー
祖母)ラートゥステ・アィト・コッペル ＮＬ03-1417713 直仔／06-418 ブールジュＮ11,756 羽中総合 2 位、同
Ｎ11,875 羽中総合 45 位他 03・クラーセン×ラート・フェノメーンチェ最後の娘
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
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22 位、ブー
ルジュＮ22,476
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Ｎ17,109 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
祖父)サイコ Ｂ01-0189340 Ｍ．ファンデンブランデン＝ヘルマンス作 ホスペル＝エルファー使翔
ホウデン 743 羽中優勝、同 1,548 羽中 2 位、ヴェルヴィン 1,043 羽中 4 位、トロイ 587 羽中 7 位 直
仔／02-210 若鳩Ｐエース鳩１位、06-707 若鳩長距離エース鳩 1 位、06-681 オルレアン NPO8,611
羽中総合 13 位 ヴィットノィス×フィーン・200
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祖母)ゴールド・ピース ＮＬ06-1321965 直仔／11-403 ピティヴィエ 162 羽中優勝 ヤールリング・ド
ンダースティーン×ヤンセン・ドィビン

【132】
“ドーター・ゴディバ”B16-6128918 BC ♀ リック・ヘルマンス作 ※初登場 ゴディバの直仔
父)ブロア・シャルレーヌ Ｂ15-6063312 Ｒ.ヘルマンス作翔 アルジャントンＮ
アルジャントンＮ11,223
ントンＮ11,223 羽中総合 28 位、
ブールジュＮ19,889
ブールジュＮ19,889 羽中総合 56 位他上位多数入賞 姉／シャルレーヌ アルジャントン 236 羽中優勝、
同Ｎ11,001
同Ｎ11,001 羽中総合 5 位、同 125 羽中優勝、同Ｎ4,782
羽中優勝、同Ｎ4,782 羽中総合 27 位、シャトロー512
位、シャトロー512 羽中優勝、同
22,718 羽中総合 6 位、ラ・シャルテＮ15,780 羽中総合 154 位、シャトローＮ20,517 羽中総合 259 位、
ブールジュＮ24,676 羽中総合 611 位、アルジャントンＮ23,921 羽中総合 802 位、グレＮ14,245 羽中総
合 867 位他で 11 年欧州杯長距離エース鳩第 3 位
祖父)デン・チット Ｂ07-6399108 ルディ・ディールス作 兄弟／ゴウド・ハーンチェ
祖母)ゾルゲンキント Ｂ07-6364195 Ｅ．ヤンセン作 基礎鳩アンナ(ファンダィクのカンニバールの娘)の娘
母)ゴディバ Ｂ13-6215886 Ｒ.ヘルマンス作翔 アルジャントンＮ13,629
同Ｎ9,228
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
ブールジュＮ7,479 羽中総合 28 位、同Ｎ9,256
同Ｎ9,256 羽中総合 59 位、モンリュソンＮ19,298
モンリュソンＮ19,298 羽中
総合 31 位、同Ｎ9,462
位、同Ｎ9,462 羽中総合 63 位、ラ・スーテレーヌＮ
位、ラ・スーテレーヌＮ9,136
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
直仔／ブールジュＮ
中総合 6 位グレＮ16,988
羽中総合 31 位 フロール・600×ラーチェ
位グレＮ
フロール・ ×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

【133】
“スペシャル・ツー” ＮＬ16-1243435 Ｂ ♀ フェルブリー共同鳩舎作 同腹／26)参照
父)リモ ＮＬ03-1287765 Ｂ Ａ.スカーラーケンス作 スーパー種鳩 直仔／マルチノ、アニータ Ｎ最優秀雌鳩
両親共Ａ．スカーラーケンス作 ＮＬ95-2067230×ＮＬ01-2055992
母)サマンタ ＮＬ14-1651260 Ｂ フェルブリー共同鳩舎作翔 ポン・サン・マクサンス NPO15,083 羽中総
合 8 位、
同 NPO9,427 羽中総合 7 位、
同 4,331 羽中総合優勝、
サンカンタン 8,335 羽中総合 13 位、
同 2,641
羽中 12 位、同 9,325 羽中総合 61 位、同 2,379 羽中 11 位、デュッフェル 6,170 羽中総合 13 位、同 1,367
羽中 7 位、フューリー1,279
位、フューリー1,279 羽中優勝 コント×カプリナ

【134】
“スペシャル・ファイブ” ＮＬ16-1243300 ＢＣ ♂ フェルブリー共同鳩舎作 兄弟／27)参照
父)セルジオ ＮＬ05-2159337 ＢＣ Ｅ．ホーホランド作 兄弟／ゴールデン・クラウン(14,382
羽中総合
クラウン
優勝、14,300
羽中総合優勝他で、Ｎ最優秀若鳩第 1 位) 直仔／ナキタ 優勝 3 回 ヴィオラ NPO ブ
優勝、
ロア 25,597 羽中総合 10 位他 ＮＬ02-2211286 ファンルーン×センナ
母)カプリナ Ｂ10-6297675 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 直仔／グラシア モルリンコート 3,182 羽
中優勝、ポン・サン・マクサンス 130 羽中優勝(
羽中優勝(1,127 羽中 2 位)、フューリー2,598 羽中 3 位、ファナ
タキェブラン 7,004 羽中 12 位、ニールグニース 233 羽中優勝(同 3,825 羽中 9 位)、フューリー2,978 羽
中 4 位、サマンタ ポン・サン・マクサンス NPO15,083 羽中総合 8 位、同 9,427 羽中 7 位、同 4,331 羽
中優勝、フューリー1,279 羽中優勝他 ディ・カプリオ×カンニバールの娘
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【135】
“スペシャル・セブン”
”ＮＬ16-1243496 ＢＷ ♀ フェルブリー共同鳩舎作
父)ヴィンセント ＮＬ11-1742716 Ｂ ヴィレム・ドブルイン作 半兄弟／オリンピック・ハリケーン 直仔
／ナティラ サン・カトリーヌ・ワーヴァー6,678 羽中総合優勝他
祖父)タイタン ＮＬ07-1822466 Ｗ．ドブルイン作 アポロ×レア
祖母)フェアリー・テール ＮＬ06-1071928 Ｗ.ドブルイン作翔 アブリスＰ2,764 羽中総合優勝 直仔／オ
リンピック・ハリケーン 孫／オリンピック・フローム ファンタスト×フィーナ
母)インテラ ＮＬ13-1852893 Ｂ フェルブリー共同鳩舎作 直仔／イスコ イソウドゥン4,492 羽中総合4 位他
祖父)マルチノ ＮＬ08-1158499 Ｂ モルリンコート 2,339 羽中 10 位、ナントィル 2,819 羽中 2 位、エ
ピー4,057 羽中 25 位、同 3,365 羽中 13 位、サルブリ 1,537 羽中 15 位、同 8,899 羽中総合 27 位、ナ
イフェル 3,278 羽中 8 位、Ｎ最優秀雄鳩第
Ｎ最優秀雄鳩第 1 位 リモ×コルネラ(コープマン)
祖母)アニータ ＮＬ10-1326498 Ｂ ナントィル 18,340 羽中総合 75 位、ブロア NPO25,597 羽中総合 20
位他上位 1％内入賞多数 WHZB 最優秀雌鳩Ｎ第 1 位(18 レース)

【136】
“スペシャル・スリー” ＮＬ16-1243484 Ｂ ♂ フェルブリー共同鳩舎作 同腹／28)参照
父)リコ Ｂ10-6357212 ＢＷ ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 全兄弟／ビューティーフライ アルジャン
トン 426 羽中優勝 同Ｎ25,583
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22 位、ブールジュＮ22
位、ブールジュＮ22,476
22,476
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Ｎ17,109 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
母)アニータ ＮＬ10-1326498 Ｂ ナントィル 18,340 羽中総合 75 位、ブロア NPO25,597 羽中総合 20 位
他上位 1％内入賞多数 WHZB 最優秀雌鳩Ｎ第 1 位(18 レース) リモ×コーラ

【137】Ｂ16-3103708 ＢＣ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作 同腹／22)参照
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、直仔／ブリオンヌＰ
、直仔／ブリオンヌＰ6,428
、直仔／ブリオンヌＰ6,428 羽中総合 5 位他 リゴベルト×エミリア
母)ウィレミナ Ｂ13-3138072 ルク＆ヒルデ・シウン作翔 14 年ポアチエＮ14,109 羽中総合優勝、同 26,486
羽中最高分速 全姉妹／15
全姉妹／1515-219 ラ・スーテレーヌＮ9,760
ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 6 位 スピデイ×マリー・アン

【138】
“ザスター・アヌーク”B15-3058439 Ｂ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作
兄弟／アヌーク(
(12兄弟／
12-054 自身ツール 418 羽中優勝、ポアチエＮ
羽中優勝、ポアチエＮ13,135
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
ラ・スーテレーヌＮ11,236
ツールＰ6,400 羽中総合 7 位、
スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 69 位他 ティナ 1212-137
ラ・スーテレーヌＮ11,236
ラ・スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 23 位、ポアチエＮ12,379
ポアチエＮ12,379 羽中総合
羽中総合 29 位、フォンテネイＰ7,568
フォンテネイＰ7,568 羽中
総合 10 位他で、直仔アリン
15位他で、直仔
15-350 はフォンテネイＰ6,323
フォンテネイＰ6,323 羽中総合 2 位、同Ｐ5,409
位、同Ｐ5,409 羽中総合 3 位、同Ｐ
5,545 羽中総合 13 位、同Ｐ8,194
位、同Ｐ8,194 羽中総合 20 位、ツールＰ2,770
位、ツールＰ2,770 羽中総合 10 位、同Ｐ4,113
位、同Ｐ4,113 羽中総合 15
位、
ポントワーズＰ8,904
フラッケ(
同Ｎ13,493
ポントワーズＰ8,904 羽中総合30
羽中総合 30 位)、
フラッケ(リモージュ523
リモージュ 523 羽中優勝、
同Ｎ13,493 羽中総合49
羽中総合 49 位)、
1313-280(Ｒ
280(Ｒ.クールスのベルジアン・マスター2
マスター2 位鳩の母)
位鳩の母)、ティナ 異父姉妹／レオーネ 15-435 シャトロー
Ｎ29,591 羽中総合 24 位、アルジャントンＮ12,449 羽中総合 93 位
父)ビッグ・タイム Ｂ11-6244606 リック・ヘルマンス作
祖父)ＮＬ09-1425512 兄弟／アテナ ラ・スーテレーヌＮ17,017
羽中総合 12 位、グレＮ13,885
羽中総合
ラ・スーテレーヌＮ
位、グレＮ
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12 位で、2Ｎレース最優秀若鳩第2 位 ヤールリング・ドンダースティーン×バブルズの娘(フェルケルク)
祖母)ティンカーベルＢ08-6297304 ブールジュ 831 羽中優勝、同Ｎ22,499
羽中総合 288 位、ラ・スーテ
羽中優勝
レーヌＮ22,476 羽中総合 126 位他 同腹 305／ブールジュ 931 羽中 2 位、同Ｎ41,783 羽中総合 535 位
他 ウィットペン・ドンダースティーン×ＮＬ04-0461454(ヤールリング・ドンダースティーン×ヤン
セン・ドィビン)
母)ビッグ・バブルズ ＮＬ11-1742824 ヴィレム・ドブルイン作
祖父)セルジオ ＮＬ06-1071841 直仔／ペロンヌ43,623
羽中総合2
ストロームベーク822
羽中優勝、
直仔／ペロンヌ
羽中総合 位、
ストロームベーク
羽中優勝
ポメロイル 6,253 羽中 16 位 ナウエラーツ×レア
祖母)ミネルヴァ ＮＬ04-2055295 8,088 羽中 4 位、22,638
羽中総合 38 位、4,072
羽中 6 位他でＮエー
位、
位、
ス鳩第 4 位 直仔／ストロームベーク 22,231 羽中最高分速総合優勝 イソウドゥンＰ2,891 羽中総合
優勝、トゥーリー1,320 羽中優勝他優勝 2 羽 ＮＬ02-1641208 純エンゲルス×ＮＬ01-1892446

【139】Ｂ15-3149272 Ｂ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作
父)トップ・ブリーダー Ｂ06-3113193 Ｌ.＆Ｈ.シウン作 ジョン・ブルネール鳩舎種鳩 直仔／スーパー・
ジョン リブルヌＮ4,589 羽中総合優勝、
、アジャンＮ5,507 羽中総合 2 位、ウィットコップ・ポー ポーＮ総合 6、
11、183 位の成績で、2 年以上、3 年以上各エース鳩第 1 位 ペルピニャン ペルピニャンＮ5,254 羽中総合 6
位 以上直仔３羽は、全て
以上直仔３羽は、全て異なる雌
なる雌との交配結果
祖父)ヴィットシュタールト・ベハーゲル Ｂ04-3212165 ポーＮ総合 32 位 兄弟／ブリーブＮ16,007 羽中
総合 22 位、タルベＩＮ12,537 羽中総合 58 位 ベハーゲル・カルトィス×ルク・シウン
祖母)Ｂ05-3100142 全姉妹／イル・グリオ、ファビオ サンバンサンＩＮ総合優勝、3 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
ラ・スーテレーヌＮ
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
ポアチエＮ
中総合 66 位、ツールＰ2,297 羽中 11 位、フォンテナイ 4,802 羽中 12 位、同 5,264 羽中 18 位、ブロア
Ｐ5,645 羽中総合 41 位他
祖父)ビッグ・タイム Ｂ11-6244606 リック・ヘルマンス作 ＮＬ09-142551(アテナの弟)×ティンカーベル
祖母)ビッグ・バブルズ ＮＬ11-1742824 ヴィレム・ドブルイン作 セルジオ×ミネルヴァ

【140】Ｂ16-3141355 ＢＣ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作 同腹／24)参照
父)ブラム Ｂ14-3034054 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 ブリオンヌ 211 羽中優勝、同Ｐ4,289
羽中優勝、同Ｐ4,289 羽中総合 4 位、ポン
トワーズＰ20,341
トワーズＰ20,341 羽中総合 94 位他 兄弟／シャオ・リ ラ・スーテレーヌＮ6,203
ラ・スーテレーヌＮ6,203 羽中総合 4 位他 異母
兄弟／アレクシア
兄弟／アレクシア 14 年ポアチエＮ14,094
年ポアチエＮ14,094 羽中総合 9 位、15
位、15 年ラ・スーテレーヌＰ930
年ラ・スーテレーヌＰ930 羽中優勝、同
Ｎ4,161 羽中総合
羽中総合 2 位
アポロ・ジュニア×ナタリア
母)マルゴー Ｂ12-31420522 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 12 年アルジャントンＮ25,949
年アルジャントンＮ25,949 羽中総合 44 位、13 年ラ・
スーテレーヌＮ11,236
スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 97 位、14
位、14 年モンリュソン 291 羽中優勝、同Ｎ14,230
羽中優勝、同Ｎ14,230 羽中総合 43 位、フ
ォンテネイ 182 羽中優勝、15
羽中優勝、15 年ラ・スーテレーヌＮ4,161
年ラ・スーテレーヌＮ4,161 羽中総合 7 位、16
位、16 年クレルモン 9,439 羽中総
合 3 位、アルジャントンＮⅡ9,228
位、アルジャントンＮⅡ9,228 羽中総合 5 位、同ＮⅠゾーン
位、同ＮⅠゾーン 1,249 羽中 6 位 ツールＰ4,113
ツールＰ4,113 羽中総
合 17 位他で、同年Ｎエース鳩第
位他で、同年Ｎエース鳩第 14 位 ソン・スヴェン×ブライアン

【141】ＮＬ16-3621406 Ｂ ♂ コール・デハイデ作
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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 ド・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 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Ｐ3,600
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)ペルピニャン・ドィビンの娘 ＮＬ07-1928341 ＤＣ 偉大な種鳩 直仔／カオール・ドィビン カオール
Ｐ4,912 羽中総合優勝、ナルボンヌＮ4,303 羽中総合 6 位、サンバンサンＮ9,672 羽中総合優勝 インテ
ールト・クランパー×ペルピニャン・ドィビン・500
祖父)インテールト・クランパー ＮＬ03-0391038 ＤＣ 種鳩 ゾーン・ペルピニャン×基礎鳩クランパ
ーの近親孫
祖母)ド・ペルピニャン・ドィビン ＮＬ03-0334500 Ｂ ペルピニャンＮ4,719
羽中総合 17 位、同ＩＮ14,812
ルピニャンＮ
同ＩＮ
羽中総合 90 位、バルセロナＮ7,520 羽中総合 88 位 孫／ボルドーＮ総合優勝、カオールＮ総合優勝、
ナルボンヌＮ総合6 位 コルネリッセン(Ｐ．デヴィールト・Ｃ．デハイデ)×ペルピニャン・ドーファーの娘

【142】ＮＬ16-1609781 ＤＣ ♂ コール・デハイデ作 同腹／19)参照
父)ＮＬ15-1793535 ＢＣ コール・デハイデ作
ＮＬ10-3054666×ブルー・ドリーム
ブルー・ドリーム 15 年バルセロナＮ5,183
年バルセロナＮ5,183 羽中総合 2 位
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
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

【143】ＮＬ16-3635865 ＤＣＷ ♀ コール・デハイデ作 兄弟／18)参照
父)ブロア・ブルー・ドリーム ＮＬ12-1714152 Ｂ Ｃ．デハイデ作翔 姉妹／ブルー・
姉妹／ブルー・ドリーム
／ブルー・ドリーム 15 年バルセ
ロナＮ5,183
羽中総合 2 位、同 ＩＮ19,089
羽中総合 4 位、マルセイユＮ4,899 羽中総合 155 位
ロナＮ
ＩＮ
ヨンゲ・ドン・ミッシェル×ＮＬ09-3959144 ベルジェラック 4,096 羽中総合 13 位
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
羽中優勝、同ＩＮ
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
羽中優勝、同ＩＮ
Ｎ5,616 羽中総合 107 位、ボルドー572
羽中 51 位他 2 年間のバルセロナ IN エース鳩第 1 位 ゾーン・
ボルドー
ペルピニャン×シウン・ドィビン

【144】
“インテールト・ドン・ミッシェル” NL16-1609675 ＤＣ ♂ コール・デハイデ作
父)ＮＬ14-3423447 Ｃ.デハイデ作 即種鳩
祖父)ドン・ミッシェル ＮＬ96-9659671 ＢＣ ペルピニャンＮ3
ペルピニャンＮ 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、マルセイユ各 3 年エース鳩第 1 位
祖母)ＮＬ10-3021354 ＤＣ キーボーム兄弟作 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 位他)×ＮＬ04-0480214
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母)ＮＬ14-1147333 ＢＣ Ｃ,デハイデ作
祖父)ゾーン・ドン・ミッシェル ＮＬ99-3959107 ＢＣ Ｃ.デハイデ作 直仔／バルセロナＮ
バルセロナＮ5,423
バルセロナＮ5,423 羽中総
合 24 位、同ＩＮ30,669
位、同ＩＮ30,669 羽中総合 31 位、ペルピニャンＮ6,414
位、ペルピニャンＮ6,414 羽中総合 42 位、同Ｎ6,414 羽中総合
227 位他直仔／15 年バルセロナＩＮ19,089 羽中総合 95 位 ドン・ミッシェル×ド・ペルピニャン・ド
ィビン
祖母)カリン ＮＬ10-1721592 ＢＣ Ｋ.クルイストラ作翔 14 年サンバンサンＮ18,295
年サンバンサンＮ18,295 羽中総合優勝

【145】
“ザス・サラ”B16-6263087 ＢＣ ♀ ウィリー・ダニエルス作 同腹／13)参照
全姉／サラ 15 年イソウドゥンＮ11,984 羽中総合 5 位、16 年 KBDB1 才鳩大中距離Ｎエース鳩第 1 位 16 年ベ
ルギー3～7 回Ｎレース最優秀 1 才鳩全 1 位 アルジャントンＮ12,449
羽中総合 2 位、同ゾーン 3,617 羽中
アルジャントンＮ
優勝、同 18,363 羽中総合 45 位、ブールジュＮ19,889
羽中総合 28 位、シャトローＮ9,540
羽中総合 32
位、ブールジュＮ
位、シャトローＮ
位、モンリュソンＮ10,753
羽中総合 119 位、ラ・スーテレーヌＮ9,580
羽中総合 119 位
位、モンリュソンＮ
位、ラ・スーテレーヌＮ
父)Ｂ13-6314344 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6191099×リヒテ・リモ
母)Ｂ13-6051147 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6140809 ゾット(優勝 14 回)の孫×Ｂ07-6044245

【146】
“ブロア・カート”B16-6263081 ＢＣ ♂ ウィリー・ダニエルス作
全兄弟／カート シャトローＮ9,540 羽中総合優勝、同 16,390 羽中最高分速、アルジャントンＮ
、アルジャントンＮ12,4
、アルジャントンＮ12,449
12,449 羽中総
合 9 位、ブールジュＮ19,889
位、ブールジュＮ19,889 羽中総合 86 位他 カイラ ブールジュＮ19,889
ブールジュＮ19,889 羽中総合 45 位、アルジャン
トンＮ18,363
トンＮ18,363 羽中総合 125 位他 16 年ベルギー
年ベルギー7
ギー7 回Ｎレース最優秀 1 才鳩 6 位、KBDB1 才鳩大中距離Ｎエー
ス鳩第 20 位、1616-6064105 スープ 1,378 羽中優勝、ヴィエルゾンＩＰ3,108
羽中優勝、ヴィエルゾンＩＰ3,108 羽中総合 10 位、アルジャント
ンＮ19,592
ンＮ19,592 羽中総合 19 位他
父)Ｂ08-637362 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ07-6044148 モーリス・フーツのリヒテ・ブールジュの曽孫
祖母)Ｂ04-6217944
母)Ｂ10-6025224 Ｗ.ダニエルス作 兄弟／ニッキー シャトローＮ総合優勝
祖父)Ｂ07-6044289 ゾット(優勝 14 回)の直仔
祖母)Ｂ09-6217201 Ｍ.フーツ×ファンリースト・ペーテルス

【147】Ｂ16-6263082 大刺 ♂ ウィリー・ダニエルス作 兄弟／16)参照
全兄弟／15
全兄弟／1515-6034050 15 年 CC 若鳩Ｎエース鳩第 2 位 アルジャントンＮ11,223
アルジャントンＮ11,223 羽中総合 6 位、同ゾーン
3,130 羽中優勝、シャトローＮ10,442
羽中優勝、シャトローＮ10,442 羽中総合 106 位
父)Ｂ14-6082136 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6140874×Ｂ13-6051602
母)Ｂ12-6201815 Ｗ.ダニエルス作 ゾーン・37×Ｂ08-6259526

【148】
“２０４”B16-6064204 BP ♀ ウィリー・ダニエルス作
父)Ｂ11-6140874 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ09-5186034 デン・37 直仔×Ｐ．ヒュルズのブラック・ジャックの娘
祖母)クィーニィ Ｂ00-6132834 兄弟／ゾット バジル(デマイヤー父子)×スノー・ホワイト
母)Ｂ13-6051124 Ｗ.ダニエルス作 兄弟／アスケ 1 グレＮ7,681
グレＮ7,681 羽中総合 55 位、同Ｎ16,988
位、同Ｎ16,988 羽中総合
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165 位、ブールジュＮ22,663
位、ブールジュＮ22,663 羽中総合 77 位、同Ｎ13,588
位、同Ｎ13,588 羽中総合 136 位他 アントワープ連盟若鳩長距
離エース鳩第 1 位、アスケ 2 シャトローＮ12,071
シャトローＮ12,071 羽中総合 54 位、ブールジュＮ18,478
位、ブールジュＮ18,478 羽中総合 62 位
他 アントワープ連盟若鳩長距離エース鳩第 2 位、ステファニー ブールジュＮゾーン 5,691 羽中 2 位、
ヴィエルゾンＩＰ9,004
ヴィエルゾンＩＰ9,004 羽中総合 6 位、シャトローＮ18,604
シャトローＮ18,604 羽中総合 11 位、同Ｎ19,691
同Ｎ19,691 羽中総合 66 位、
グレＮ7,681
グレＮ7,681 羽中総合 14 位、アルジャントンＮ12,187
位、アルジャントンＮ12,187 羽中総合 100 位他 15 年 KBDB 大中距離Ｐエース
鳩第 2 位
祖父)Ｂ05-6231038 37 の同腹 Ｂ04-6217290×Ｂ04-6217299
祖母)Ｂ09-62129144 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ05-6230022×Ｂ06-6073005

【149】ＮＬ16-1288691 ＢＣ ♂ ペーター・ヤンセン作 同腹／9)参照
父)デア・ベステ ＮＬ09-1647161 ペーター・フェーンストラ作 兄弟／ドルチェ・ヴィタ シャトローNPO
シャトローNPO
1,418 羽中総合優勝、ゲネップ 7,890 羽中総合優勝、ハースドンク 2,657 羽中優勝、ポメロイル 1,456
羽中優勝、フィルフォールデ 1,125 羽中優勝、セザンヌ 1,047 羽中優勝他、11
羽中優勝他、11 年オリンピアードＮ第 1
位、Ｎエース鳩第 1 位 ダヴィンチ×スペシャル・ブルー
母)ＤＶ09711-12-205 ＬＢＣ ハインツ・マイアー＝ラーデン共同鳩舎作 ドイツ西部エース鳩第1、2 位の妹
ゴールド・シュトック×パール

【150 ＮＬ16-1288681 Ｂ ♀ ペーター・ヤンセン作
兄弟／62
兄弟／62、
62、92 連盟エース鳩第1
連盟エース鳩第 1、6 位 同腹／10)参照
父)ゾーン・カースブール Ｂ09-6358797 ガストン・ファンデヴァウワー作 カースブール×Ｂ04-6307341
母)ＤＶ09711-07-331 ＢＣ マイアー＝ラーデン共同鳩舎作 Ｂ98-6523223×Ｂ97-5150636

【151】ＮＬ16-1288684 ＢＣ ♀ ペーター・ヤンセン作 同腹／11)参照
父)ミュラー ＤＶ00144-10-92 ＢＣ Ｐ.ヤンセン作翔 センス NPO6,423 羽中総合優勝、モルリンコートＰ
24,532 羽中総合優勝、ブロア NPO4,950 羽中総合 4 位、シャトローＮⅢ12,422
位、シャトローＮⅢ12,422 羽中総合 9 位他でフォンド
位他で
シュピーゲル紙 13～15 年Ｎエース鳩第１位 ゾーン・カースブール×331
ゾーン・カースブール×331
母)ミス・ドルチェ・ヴィタ ブロア NPO3,727 羽中総合 20 位、シャトードゥン NPO6,544 羽中総合 21 位、
オーセール NPO8,540 羽中総合 22 位、ブールジュ NPO5,088 羽中総合 24 位、モルリンコートＰ24,532
位、モルリンコートＰ24,532 羽
中総合 17 位、ナントィルＰ12,621
位、ナントィルＰ12,621 羽中総合 40 位、サンカンタン 1,913 羽中 11 位他でフォンドシュピー
ゲル紙 14～
14～15 年Ｎエース鳩第１位 デア・ベステ×07
デア・ベステ×0707-102

【152】ＮＬ16-1288692 Ｂ ♀ ペーター・ヤンセン作 同腹／12)参照
父)ロード・ローエングリン ＤＶ00147-10-634 Ｂ Ｐ.ヤンセン作翔 11 年 15 回入賞 ブールジュ NPO
3,037 羽中総合優勝、同 NPO5,088 羽中総合 7 位、サルブリ NPO7,137 羽中総合優勝他 13 年フォンド・
シュピーゲル誌Ｎエース鳩第 1 位 15 年オリンピアード代表 アドミラル×ディー・ボンテ
母)エリザ・ファン・ブラバン ＮＬ15-3506871 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作 異父兄／ミスター・ブラッドレー
13 年シャトローNPO
3,228 羽中総合優勝、同 NPO2,227 羽中総合 5 位他で、当日長距離エース鳩第 1
年シャトロー
位 姉／14-304
ロワイエ 532 羽中優勝、同 2,435 羽中優勝他 ゲーローガー×ロード・オー
姉／
ゲーローガー×ロード・オーホ
ロード・オーホイェ
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【153】ＮＬ16-3612448 Ｂ ♀ クーン・ミンダーハウト作 同腹／8)
父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ ピティヴィエ 5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総
合優勝、シャトローNPO2,227 羽中総合優勝、ギエン 3,548 羽中総合 3 位、モルリンコート 1,259 羽中 2
位 ゲブローケン・フリューヘル×フランシスカ
母)ロード・オーホイェ ＮＬ09-3912393 Ｂ ピティヴィエ 5,015 羽中総合優勝、ブロイル 8,762 羽中総合 9
位、オルレアン NPO6,067 羽中総合 15 位、ビールグニース 8,381 羽中総合 23 位、モルリンコート 1,664
羽中 7 位他 ブラウ・522×バーニー・742

【154】ＮＬ16-3612444 Ｂ ♂ クーン・ミンダーハウト作 同腹／6)
父)ラーテ・ターボ・608 ＮＬ11-3014608 ギエンＰ3,348
羽中総合 2 位、シャトローNPO2,227
羽中総合
ギエンＰ
位、シャトロー
2 位、同 NPO3,238 羽中総合 4 位、ルフェック NPO2,084 羽中総合 8 位他で 13 年Ｐ当日長距離エース
鳩第 1 位 ニューエ・ターボ・705
シャトローNPO2,227 羽中総合 7 位、モルリンコート 1,465 羽中
ニューエ・ターボ・
14 位、ピティヴィエ 1.345 羽中 13 位、ツール NPO4,100 羽中総合 39 位他で 13 年Ｐ当日長距離エー
ス鳩第 4 位 ブラウ・170×ブラウエ・041
母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作 ヴァレンチノ×ポーリーン

【155】
“インテールト・ゲーローガー”ＮＬ16-1578541 Ｂ ♂ クーン・ミンダーハウト作
父)ブロア・ゲーローガー ＮＬ14-3413263 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作
祖父)ゲブローケン・フリューヘル ＮＬ05-0514804 直仔／モルリンコート 7,962 羽中総合優勝、ピティヴ
ィエ NPO6,340 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総合優勝、シャトローNPO2,227 羽
中総合優勝、モルリンコート 1,465 羽中優勝、クライル 10,0083 羽中総合 7 位、同 5,015 羽中総合 23
位、モンリュソン 4,196 羽中総合 4 位 550・ファン・スーパー・コッペル×ブールジュ・ダィフイェ
祖母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作
母)ゲーローガーの異母妹 ＮＬ14-3413381 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作
祖父)ゲブローケン・フリューヘル ＮＬ05-0514804 Ｋ.ミンダーハウト作 上記参照
祖母)ロード・オーホイェ ＮＬ09-3912393 Ｂ 別記参照

【156】ＮＬ16-1578546 Ｂ ♀ クーン・ミンダーハウト作 同腹／7)
父)スーパー・ダーク・27 ＮＬ10-1767127 Ｊ.Ｍ.ダーネ(クラブ・メート)作翔 オルレアン 3,023 羽中総合優勝、
、
ブロイル 758 羽中優勝、同 4,027 羽中優勝、センスＰ6,007
羽中優勝、センスＰ6,007 羽中総合 2 位、シャトードゥン 4,367 羽中総合
2 位 12 年ＳＳエース鳩第1 位 122・ファン・スーパー・コッペル×ＮＬ08-3812260
母)ＮＬ14-3413409 ミンダーハウト＝Ｊ.ホーイマンス共作 ゲーローガー×アレクシア

【157】Ｂ16-6128377 Ｂ ♀ ダニー・ファンダィク作
父)カノンの父 Ｂ08-6298348 ヘルマンス＝ファンデンブランデ作
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021 羽中総合 21 位、ラ・スーテレーヌＮ
13,469 羽中総合 132 位 ショーネ・ファンド・ヤールリング(ヤールリング・ドンダースティーン×ヤ
ンセン・ドィビン)×Ｅ．ヤンセン作 カンイバールのライン
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祖母)フランシーン Ｂ05-6445543 ドールダン 831 羽中優勝 フィーネケ 5000 直仔×ヤールリング・ドン
ダースティーンとヤンセン・ドィビンの娘
母)コーゲルチェ Ｂ13-6215758 Ｄ．ファンダィク作翔 ノワイヨン
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
羽中優勝、 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)

【158】
“ゾーン・カノン”B16-6128372 Ｂ ♂ ダニー・ファンダィク作
兄弟／12
兄弟／1212-030(ヴィム・フェルメールベルゲンのナショナル・ヴォンダーの父
030(ヴィム・フェルメールベルゲンのナショナル・ヴォンダーの父)
ヴィム・フェルメールベルゲンのナショナル・ヴォンダーの父) 1515-140 アントワープ連
盟東若鳩エース鳩第 1 位
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、
羽中優勝、10
羽中優勝、 年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第 1 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第 4 位 直仔／
10-743、10-744 10 年アントワープ連盟中距離若鳩エース鳩 4、8 位 同腹／デン・11 KBDB 中距離Ｎ
エース鳩第 5 位
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 兄弟／ミネルヴァ グレ 474 羽中優勝、同Ｎ13,885
同Ｎ13,885 羽
中総合 10 位、アルジャントンＮ22,422
アルジャントンＮ22,422 羽中総合 21 位、同Ｎ4,123
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 位他
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

【159】
“ザス・フィオナ”B16-6128367 Ｂ ♀ ダニー・ファンダィク作 同腹／3)参照
全姉／フィオナ
KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第 5 位
全姉／
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
母)Ｂ10-6284748 Ｂ デン・11×アス・ダィフケ・06

【160】
“ドーター・デン・11”B16-6128446 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
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
60

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
年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩4
中距離若鳩Ｎエース鳩 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
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22
位、
ブールジュＮ22,476
アルジャントンＮ5,763 羽中総合 383 位、
シャトローＮ17,109
ブールジュＮ22,476 羽中総合 25 位、
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
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創刊以来 128 年の伝統を誇る、世界で最も権威あるベルギーの鳩界誌新聞社「ド・ダイフ」が、一昨年その総力
を結集し、世界最高ランクの若鳩オークションを実現しました。 それがこのＧ10、ゴールデン・テンです。
ゴールデン・テンは、誰もが成しえなかった夢の競売です。現在のベルギー、オランダ、ドイツの最強鳩舎が、
それぞれの代表鳩や直仔をさらに各８羽ずつ厳選して参加する競売です。
今年も、来る 11 月 5、6 日の土日の両日に行われます。
チャンピオン商事株式会社では、皆様方の奮ってのご参加を募集致します。本競売に参加ご希望の方は、指
値を日本国内での引き渡し価格(日本円で、国内消費税込で、国内送料のみ別)を明記の上、保証金3 万円を添
えてお申込み下さい。保証金は、鳩が落ちなかった場合には、全額ご返金致します。指値は、競売順に第一希
望、第二希望等指定できます。
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●国内送料 着払い（2,800 円）となります
●指値締切 本年 11 月 4 日 18 時
●お支払 落札時は、落札価格より保証金を差し引いて、11
11 月 14 日迄 (これを経過すると権利を失い、次点
指値者落札となります)
●競売リスト上には性別の表記が無い場合もあります。表記されていても全て若鳩の為推定ですが、異なる場
合もあります。海外の生き物取引の為、到着後の返品交換は出来ないので、ご理解の上、ご入札願います。
●全ての競売鳩の写真とオリジナルの血統は以下、新装ド・ダイフ紙 HP のアドレスからご覧になれます。

http://www.deduif.be/ 【ホーム】
http://www.deduif.be/veilingen/golden-ten-2016 【ゴールデン・１0 ページ】

第１日 11 月 5 日土曜日（1 番～80 番まで）

【1】
“ラーステ・ザス・カノン”Ｂ16-6128298 ＢＣ ♀ ダニー・ファンダィク作
※カノン最後の全妹（母親 08-１１７の最後の直仔）
全兄／カノン ドールダン 1,245 羽中優勝、同 1,938 羽中優勝、同
羽中優勝、同 1,962 羽中 6 位、マルネ 3,040 羽中優
勝、10
勝、 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 デン・11
デン・ KBDB
中距離Ｎエース鳩第 5 位
父)カノンの父 Ｂ08-6298348 ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 最高種鳩
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021 羽中総合 21 位、ラ・スーテレーヌＮ
13,469 羽中総合 132 位 ショーネ・ファンド・ヤールリング(ヤールリング・ドンダースティーン×ヤ
ンセン・ドィビン)×Ｅ．ヤンセン作 カンイバールのライン
祖母)フランシーン Ｂ05-6445543 ドールダン 831 羽中優勝 フィーネケ 5000 直仔×ヤールリング・ドン
ダースティーンとヤンセン・ドィビンの娘
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
祖父)フェヒター Ｂ03-6290114 ヨハン・ドンケルス作
祖母)ズワルチェ Ｂ06-6370829 連盟東若鳩エース鳩5 位 グーイエ・クヴェーカー×Ｊ．クールス

【2】
“ザス・コーゲルチェ”B16-6275842 ＢＣ ♀ ダニー・ファンダィク作
全姉／コーゲルチェ
全姉／コーゲルチェ 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
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
羽中優勝、 年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第 1 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第 4 位 直
仔／10-743、10-744 10 年アントワープ連盟中距離若鳩エース鳩 4、8 位 同腹／デン・11 KBDB 中距
離Ｎエース鳩第 5 位
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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)ブラウ・ブークス Ｂ11-6342232 Ｂ カレル・ブークス作 直仔／コーゲルチェ 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)Ｂ09-6185216 トゥルナウ合同レースエース鳩第 1 位 優勝 5 回
祖母)Ｂ09-6185218 キェブラン 384 羽中優勝、同 314 羽中優勝

【3】
“ブロア・フィオナ”B16-6128366 ＢＣ ♂ ダニー・ファンダィク作 同腹／159)
全姉／11
、アントワープ連盟南エース鳩第 1 位
全姉／ 年フィオナ KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第 5 位、
※ダニー・ファンダイク鳩舎最高ペアの仔
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
祖父)ディ・カプリオ Ｂ05-6045015 ヘレマンス＝コイスタース作翔 キェブラン 1,928 羽中優勝、同
1,580 羽中優勝、同 1,278 羽中優勝、同
羽中優勝、 1,367 羽中 3 位他 25 回入賞
祖母)スーパーケ Ｂ06-6210001 ゾーン・カンニバール×ブールジュの娘
母)Ｂ10-6284748 Ｂ
祖父)デン・11 Ｂ09-6323111 KBDB 中距離Ｎエース鳩第 5 位 同腹／カノン
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

【4】Ｂ16-6128369 ＢＣ ♀ ダニー・ファンダィク作
父)カノンの父 Ｂ08-6298348 ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 最高種鳩
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021 羽中総合 21 位、ラ・スーテレーヌＮ
13,469 羽中総合 132 位 ショーネ・ファンド・ヤールリング(ヤールリング・ドンダースティーン×ヤ
ンセン・ドィビン)×Ｅ．ヤンセン作 カンニバールのライン、リック・ヘルマンス鳩舎最高種鳩
祖母)フランシーン Ｂ05-6445543 ドールダン 831 羽中優勝 フィーネケ 5000 直仔×ヤールリング・ドン
ダースティーンとヤンセン・ドィビンの娘
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
年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩4
中距離若鳩Ｎエース鳩 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
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22
位、
ブールジュＮ22,476
アルジャントンＮ5,763 羽中総合 383 位、
シャトローＮ17,109
ブールジュＮ22,476 羽中総合 25 位、
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
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【5】ＮＬ16-3612452 Ｂ ♂ クーン・ミンダーハウト作 ※ゲーローガー母子交配
父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ ピティヴィエ 5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総
合優勝、シャトローNPO2,227 羽中総合優勝、ギエン 3,548 羽中総合 3 位、モルリンコート 1,259 羽中 2
位
祖父)ゲブローケン・フリューヘル ＮＬ05-0514804 直仔／モルリンコート 7,962 羽中総合優勝、ピティヴ
ィエ NPO6,340 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総合優勝、シャトローNPO2,227 羽
中総合優勝、モルリンコート 1,465 羽中優勝、クライル 10,0083 羽中総合 7 位、同 5,015 羽中総合 23
位、モンリュソン 4,196 羽中総合 4 位 550・ファン・スーパー・コッペル×ブールジュ・ダィフイェ
祖母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作 下記参照
母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作
祖父)ヴァレンチノ Ｂ03-2182096 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 センス346 羽中優勝他 ヴァレンティン×00-147
祖母)ポーリーン Ｂ06-2090139 優勝 10 回内シャトローＳＮ8,218
羽中総合優勝、同ＩＰ3,969
羽中総
回内シャトローＳＮ
羽中総合優勝、同ＩＰ
合優勝、グレＰ1,194
羽中優勝、同ＢＵ1,298
羽中優勝他
合優勝、グレＰ
羽中優勝、同ＢＵ
羽中優勝 07 年中距離Ｎエース鳩第 8 位 Ｆ．フェル
フォールト×Ｐ．ヒュルズ

【6】ＮＬ16-3612445 Ｂ ♂ クーン・ミンダーハウト作 同腹／154)
父)ラーテ・ターボ・608 ＮＬ11-3014608 ギエンＰ3,348
羽中総合 2 位、シャトローNPO2,227
羽中総合
ギエンＰ
位、シャトロー
2 位、同 NPO3,238 羽中総合 4 位、ルフェック NPO2,084 羽中総合 8 位他で 13 年Ｐ当日長距離エース
鳩第 1 位 ニューエ・ターボ・705
シャトローNPO2,227 羽中総合 7 位、モルリンコート 1,465 羽中
ニューエ・ターボ・
14 位、ピティヴィエ 1.345 羽中 13 位、ツール NPO4,100 羽中総合 39 位他で 13 年Ｐ当日長距離エー
Ｐ当日長距離エー
ス鳩第 4 位
祖父)ブラウ・170 ＮＬ10-3011170 Ｂ シャトロー5,223 羽中総合 2 位、同 2,628 羽中 12 位、ラ・スーテ
レーヌ 3,077 羽中総合 2 位、マンテス・ラ・ヴァレー6,554 羽中総合 26 位、センス 1,412 羽中 6 位
他 ド・17×522 の娘
祖母)ブラウエ・041 ＮＬ08-3812041 Ｂ シャトローNPO3,677 羽中総合 20 位、同 NPO2,884 羽中総合
38 位、アルジャントン NPO4,441 羽中総合 22 位、ルフェック NPO2,499 羽中総合 56 位、ツール
NPO5,482 羽中総合 70 位 ペロンヌ 696 羽中優勝、アラース 1,784 羽中 17 位、ポメロイル 3,740
羽中 24 位、同 1,463 羽中 11 位、オルレアン 4,927 羽中総合 36 位、ブロイル 4,298 羽中総合 42 位、
ラ・スーテレーヌ 2,899 羽中総合 4 位、モルリンコート 9,008 羽中 18 位他で２年連続連盟エース鳩
ゲブローケン・フリューヘル×エンゲルス・ダイフイェ・552
母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作
祖父)ヴァレンチノ Ｂ03-2182096 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 センス346 羽中優勝他 ヴァレンティン×00-147
祖母)ポーリーン Ｂ06-2090139 優勝 10 回内シャトローＳＮ8,218
羽中総合優勝、同ＩＰ3,969
羽中総
回内シャトローＳＮ
羽中総合優勝、同ＩＰ
合優勝、グレＰ1,194
羽中優勝、同ＢＵ1,298
羽中優勝他
合優勝、グレＰ
羽中優勝、同ＢＵ
羽中優勝 07 年中距離Ｎエース鳩第 8 位 Ｆ．フェル
フォールト×Ｐ．ヒュルズ

【7】ＮＬ16-1578547 ＢＣ ♀ クーン・ミンダーハウト作 同腹／156)
父)スーパー・ダーク・27 ＮＬ10-1767127 Ｊ.Ｍ.ダーネ(クラブ・メート)作翔 オルレアン 3,023 羽中総合優勝、
、
ブロイル 758 羽中優勝、同 4,027 羽中優勝、センスＰ6,007
羽中優勝、センスＰ6,007 羽中総合 2 位、シャトードゥン 4,367 羽中総合
2 位 12 年ＳＳエース鳩第1 位
祖父)122・ファン・スーパー・コッペル ＮＬ08-1626122 ＢＣ 両親共ギレス・ドノーイヤー作翔 ポメロイル
4

優勝、ピティヴィエ優勝、クライル２回優勝他
祖母)ＮＬ08-3812260 ギレス・ドノーイヤー作翔 入賞多数
母)ＮＬ14-3413409 ミンダーハウト＝Ｊ.ホーイマンス共作
祖父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ ピティヴィエ 5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO
3,077 羽中総合優勝、
シャトローNPO2,227
羽中総合優勝、
モルリンコート1,259
シャトロー
羽中総合優勝 ギエン3,548 羽中総合3 位、
羽中2 位 ゲブローケン・フリューヘル×フランシスカ(Ａ.デルヴァ作 ヴァレンチノ×ポーリーン)
祖母)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
シャトロー
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
中総合優勝
兄弟／超銘鳩ハリー
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

【8】ＮＬ16-3612447 Ｂ ♀ クーン・ミンダーハウト作 同腹／153)
父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ ピティヴィエ 5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総
合優勝、シャトローNPO2,227 羽中総合優勝、ギエン 3,548 羽中総合 3 位、モルリンコート 1,259 羽中 2
位
祖父)ゲブローケン・フリューヘル ＮＬ05-0514804 直仔／モルリンコート 7,962 羽中総合優勝、ピティヴ
ィエ NPO6,340 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総合優勝、シャトローNPO2,227 羽
中総合優勝、モルリンコート 1,465 羽中優勝、クライル 10,0083 羽中総合 7 位、同 5,015 羽中総合 23
位、モンリュソン 4,196 羽中総合 4 位 550・ファン・スーパー・コッペル×ブールジュ・ダィフイェ
祖母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作 別記参照
母)ロード・オーホイェ ＮＬ09-3912393 Ｂ ピティヴィエ 5,015 羽中総合優勝、
羽中総合優勝 ブロイル 8,762 羽中総合 9
位、オルレアン NPO6,067 羽中総合 15 位、ビールグニース 8,381 羽中総合 23 位、モルリンコート 1,664
羽中 7 位他
祖父)ブラウ・522 ＮＬ04-0421522 直仔／アルジャントンＮ19,305
羽中総合優勝、シャトローNPO3,832
直仔／アルジャントンＮ
羽中総合優勝、シャトロー
羽中総合優勝、ナントイル NPO17,465 羽中総合優勝、ペロンヌ 11,724 羽中総合優勝、ツール 6,144
羽中総合優勝、シャンティー1,474
羽中優勝他
ゾーン・ダニエル×マキシマ(Ｅ.ロイテネ)
羽中総合優勝、シャンティー
羽中優勝
祖母)バーニー・742 ＮＬ02-0208742 同腹／オルレアン・ダイフイェ 兄弟の直仔／05-0744 ペロンヌ
3,392 羽中総合優勝、05-697 ルフェック NPO2,837 羽中総合優勝、アルジャントン NPO2,991 羽中総
合 13 位、オルレアン NPO3,354 羽中総合 4 位、03-561 ツール NPO8,018 羽中総合 3 位 バーニー×
ゴウドクロンプイェ・864

【9】ＮＬ16-1288690 ♀ ペーター・ヤンセン作 同腹／149)
父)デア・ベステ ＮＬ09-1647161 ペーター・フェーンストラ作 兄弟／ドルチェ・ヴィタ シャトローNPO
シャトローNPO
1,418 羽中総合優勝、ゲネップ
羽中総合優勝、ゲネップ 7,890 羽中総合優勝、ハースドンク 2,657 羽中優勝、ポメロイル 1,456
羽中優勝、フィルフォールデ 1,125 羽中優勝、セザンヌ 1,047 羽中優勝他、11
羽中優勝他、11 年オリンピアードＮ第 1
位、Ｎエース鳩第 1 位
祖父)ダヴィンチ ＮＬ04-5435151 Ｐ.フェーンストラ作翔 アブリス NPO7,946 羽中総合優勝、メーネン
16,753 羽中総合 2 位 コープマン作のディルキー×00-178
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祖母)スペシャル・ブルー ＮＬ05-1909293 Ｐ.フェーンストラ作 ミスター・ブルー×イズラ
母)ＤＶ09711-12-205 ＬＢＣ ハインツ・マイアー＝ラーデン共同鳩舎作 ドイツ西部エース鳩第1、2 位の妹
祖父)ゴールド・シュトック ＮＬ05-1936624 Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 スーパー種鳩 ゾーン・ロリス
×ゴールデン・レディ
祖母)パール ＤＶ09711-08-600 マイアー＝ラーデン共同鳩舎作 アス×ボニー＆クライドの娘

【10】ＮＬ15-1875401 ＢＣ ♀ ペーター・ヤンセン作
兄弟／62、92 連盟エース鳩第 1、6 位 同腹／150)
父)ゾーン・カースブール Ｂ09-6358797 ガストン・ファンデヴァウワー作
祖父)カースブール Ｎ98-6335690 Ｂ 両親共Ｇ.ファンデヴァウワー作 スーパー種鳩
祖母)Ｂ04-6307341 Ｂ Ｇ.ファンデヴァウワー作 カースブール直仔×テオ・アイスコウト
母)ＤＶ09711-07-331 ＢＣ マイアー＝ラーデン共同鳩舎作
祖父)Ｂ98-6523223 Ｂ ディルク・ファンダィク作 カンニバール×アス・ダィフ
祖母)Ｂ97-5150636 ＢＣＷ クレメント・ロベン作 ４羽のＮエース鳩の妹 ボニー＆クライドの娘

【11】ＮＬ16-1288685 ＢＣ ♀ ペーター・ヤンセン作 同腹／151)
父)ミュラー ＤＶ00144-10-92 ＢＣ Ｐ.ヤンセン作翔 センス NPO6,423 羽中総合優勝、
、モルリンコートＰ
24,532 羽中総合優勝、ブロア NPO4,950 羽中総合 4 位、シャトローＮⅢ12,422
シャトローＮⅢ12,422 羽中総合 9 位他でフォンド
シュピーゲル紙 13～
13～15 年Ｎエース鳩第１位 ゾーン・カースブール×331
ゾーン・カースブール×331
※前記 10)の全兄
10)の全兄
母)ミス・ドルチェ・ヴィタ ＤＶ00147-11-554 ブロア NPO3,727 羽中総合 20 位、シャトードゥン NPO6,544
羽中総合 21 位、オーセール NPO8,540 羽中総合 22 位、ブールジュ NPO5,088 羽中総合 24 位、モルリンコ
ートＰ24,532
ートＰ24,532 羽中総合 17 位、ナントィルＰ12,621
ナントィルＰ12,621 羽中総合 40 位、サンカンタン 1,913 羽中 11 位他でフ
ォンドシュピーゲル紙 14～
14～15 年Ｎエース鳩第１位
祖父)デア・ベステ ＮＬ09-1647161 ペーター・フェーンストラ作 兄弟／ドルチェ・ヴィタ シャトロー
NPO1,418 羽中総合優勝、ゲネップ 7,890 羽中総合優勝、ハースドンク 2,657 羽中優勝、ポメロイル
1,456 羽中優勝、フィルフォールデ 1,125 羽中優勝、セザンヌ 1,047 羽中優勝他、11
羽中優勝他、11 年オリンピアー
ドＮ第 1 位、Ｎエース鳩第 1 位 ダヴィンチ×スペシャル・ブルー
祖母)ＤＶ09711-07-102 ロター・ブリッツ×ＤＶ09711-00-391

【12】ＮＬ16-1288693 Ｂ ♂ ペーター・ヤンセン作 同腹／152)
父)ロード・ローエングリン ＤＶ00147-10-634 Ｂ Ｐ.ヤンセン作翔 11 年 15 回入賞 ブールジュ NPO
3,037 羽中総合優勝、同 NPO5,088 羽中総合 7 位、サルブリ NPO7,137 羽中総合優勝他 13 年フォンド・
シュピーゲル誌Ｎエース鳩第 1 位 15 年オリンピアード代表
祖父)アドミラル ＮＬ74-1087458 11 年１才鳩ドイツＮエース鳩第 33 位
祖母)ディー・ボンテ ＤＶ05388-04-484 ＢＣＷ エルンスト・ネーベル作 レイナールトのフィガロの娘
母)エリザ・ファン・ブラバン ＮＬ15-3506871 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作 異父兄／ミスター・ブラッドレー
13 年シャトローNPO 3,228 羽中総合優勝、同 NPO2,227 羽中総合 5 位他で、当日長距離エース鳩第 1
位 姉／14-304 ロワイエ 532 羽中優勝、同 2,435 羽中優勝他
祖父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ ピティヴィエ 5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO
6

3,077 羽中総合優勝、
シャトローNPO2,227
羽中総合優勝、
モルリンコート1,259
シャトロー
羽中総合優勝 ギエン3,548 羽中総合3 位、
羽中2 位 ゲブローケン・フリューヘル×フランシスカ(Ａ.デルヴァ作 ヴァレンチノ×ポーリーン)
祖母)ロード・オーホイェ ＮＬ09-3912393 Ｂ ピティヴィエ
8,762 羽中
ピティヴィエ 5,015 羽中総合優勝、ブロイル
羽中総合優勝
総合 9 位、オルレアン NPO6,067 羽中総合 15 位、ビールグニース 8,381 羽中総合 23 位、モルリン
コート 1,664 羽中 7 位他 ブラウ・522×バーニー・742

【13】Ｂ16-6263086 ＢＣ ♂ ウィリー・ダニエルス作 同腹／145)
全姉／サラ 15 年イソウドゥンＮ11,984 羽中総合 5 位、16 年 KBDB1 才鳩大中距離Ｎエース鳩第 1 位 16 年ベ
ルギー3～7 回Ｎレース最優秀 1 才鳩全 1 位 アルジャントンＮ12,449
羽中総合 2 位、同ゾーン 3,617 羽中
アルジャントンＮ
優勝、同 18,363 羽中総合 45 位、ブールジュＮ19,889
羽中総合 28 位、シャトローＮ9,540
羽中総合 32
位、ブールジュＮ
位、シャトローＮ
位、モンリュソンＮ10,753
羽中総合 119 位、ラ・スーテレーヌＮ9,580
羽中総合 119 位
位、モンリュソンＮ
位、ラ・スーテレーヌＮ
父)Ｂ13-6314344 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ11-6191099 ＤＣＷ ド・ズッテ×ヴィットノイス
祖母)リヒテ・リモ Ｂ06-6108513 ド・リモ(リモージュＮ17,546 羽中総合 4 位)×ヘット・ナショナール
チェ(ラ・スーテレーヌＮ16,297 羽中総合 35 位)
母)Ｂ13-6051147 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ11-6140809 ゾット(優勝 14 回)の孫
祖母)Ｂ07-6044245 Ｓ 061 の孫

【14】Ｂ16-6064129 Ｂ ♀
ウィリー・ダニエルス作
父)サラの同腹 Ｂ15-6034009 Ｗ.ダニエルス作 同腹／サラ
同腹／サラ 15 年イソウドゥンＮ11,984
年イソウドゥンＮ11,984 羽中総合 5 位、16
年 KBDB1 才鳩大中距離Ｎエース鳩第 1 位 16 年ベルギー3～7 回Ｎレース最優秀 1 才鳩全 1 位 アルジャ
ントンＮ12,449
羽中総合 2 位、
同ゾーン 3,617 羽中優勝、
同 18,363 羽中総合 45 位、
ブールジュＮ19,889
ントンＮ
ブールジュＮ
羽中総合 28 位、シャトローＮ9,540
羽中総合 32 位、モンリュソンＮ10,753
羽中総合 119 位、ラ・ス
位、シャトローＮ
位、モンリュソンＮ
ーテレーヌＮ9,580
羽中総合 119 位
ーテレーヌＮ
祖父)Ｂ13-6314344 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6191099×リヒテ・リモ
祖母)Ｂ13-6051147 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6140809×Ｂ07-6044245
母)カート Ｂ15-6034025 Ｗ.ダニエルス作翔 シャトローＮ9,540 羽中総合優勝、同 16,390 羽中最高分速、
、
同Ｎ10,442
アルジャントンＮ12,449
ブールジュＮ19,889
同Ｎ10,442 羽中総合 59 位、
アルジャントンＮ12,449 羽中総合 9 位、
ブールジュＮ19,889 羽中総合 86 位、
兄弟／カイラ
兄弟／カイラ ブールジュＮ19,889
ブールジュＮ19,889 羽中総合 45 位、アルジャントンＮ18,363
アルジャントンＮ18,363 羽中総合 125 位他 16 年ベ
ルギー7 回Ｎレース最優秀 1 才鳩 6 位、KBDB1 才鳩大中距離Ｎエース鳩第 20 位、
、
1616-6064105 スープ 1,378
羽中優勝、ヴィエルゾンＩＰ3,108
羽中優勝、ヴィエルゾンＩＰ3,108 羽中総合 10 位、アルジャントンＮ19,592
位、アルジャントンＮ19,592 羽中総合 19 位他
祖父)Ｂ08-637362 Ｗ.ダニエルス作 モーリス・フーツのリヒテ・ブールジュの玄孫
祖母)Ｂ10-6025224 Ｗ.ダニエルス作 兄弟／ニッキー シャトローＮ総合優勝
Ｂ07-6044289×Ｂ09-6217201

【15】Ｂ16-6263085 ＢＣＷ ♀ ウィリー・ダニエルス作
異父兄弟／アスケ 1 グレＮ7,681
グレＮ7,681 羽中総合 55 位、同Ｎ16,988
位、同Ｎ16,988 羽中総合 165 位、ブールジュＮ22,663
位、ブールジュＮ22,663 羽中
総合 77 位、同Ｎ13,588
、アスケ 2 シャト
同Ｎ13,588 羽中総合 136 位他 アントワープ連盟若鳩長距離エース鳩第 1 位、
ローＮ12,071
ローＮ12,071 羽中総合 54 位、ブールジュＮ18,478
ブールジュＮ18,478 羽中総合 62 位他 アントワープ連盟若鳩長距離エース鳩
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第 2 位、ステファニー
、ステファニー ブールジュＮゾーン 5,691 羽中 2 位、ヴィエルゾンＩＰ9,004
位、ヴィエルゾンＩＰ9,004 羽中総合 6 位、シャ
トローＮ18,604
トローＮ18,604 羽中総合 11 位、同Ｎ19,691
位、同Ｎ19,691 羽中総合 66 位、グレＮ7,681
位、グレＮ7,681 羽中総合 14 位、アルジャントン
Ｎ12,187 羽中総合 100 位他 15 年 KBDB 大中距離Ｐエース鳩第 2 位
父)Ｂ09-6217203 Ｗ.ダニエルス作 兄弟デン・
デン・37
デン・37 は、アルジャントンＮ総合優勝、ドルトムント・オリ
ンピアード第１位
祖父)Ｂ04-6217290 Ｍ.フーツ×デマイヤー父子
祖母)Ｂ04-6217299 両親共Ｍ．フーツ系
母)Ｂ09-62129144 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ05-6230022 Ｓ 優勝 3 回 アゲンプールの栗の直仔
祖母)Ｂ06-6073005 ゾットの妹クィーニィの孫

【16】Ｂ16-6264191 Ｂ ♂ ウィリー・ダニエルス作 兄弟／147)
全兄弟／エース
全兄弟／エース・
エース・ウィリー
ウィリー 1515-6034050 15 年キュールゲム・
キュールゲム・サントル若鳩Ｎエース鳩第
サントル若鳩Ｎエース鳩第 2 位 アルジャ
ントンＮ11,223
ントンＮ11,223 羽中総合 6 位、同ゾーン 3,130 羽中優勝、シャトローＮ10,442
羽中優勝、シャトローＮ10,442 羽中総合 106 位
父)Ｂ14-6082136 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ11-6140874 ブラック・ジャック孫×ゾットの妹クイーニー
祖母)Ｂ13-6051602 Ｖ.デヴィルダー作 Ｇ.ファンデヴァウワーの筋
母)Ｂ12-6201815 Ｗ.ダニエルス作
祖父)ゾーン・37 Ｂ08-6130500 父デン・37
父デン・37 は、アルジャントンＮ総合優勝、ドルトムント・オリンピア
ード第１位
祖母)Ｂ08-6259526 ファーレ・ゲーリンクスの孫

【17】ＮＬ15-1899160 ＢＣＷ ♀ コール・デハイデ作
異母姉／
羽中総合 2 位、同 ＩＮ19,089
羽中総合 4 位
異母姉／ブルー・ドリーム
ブルー・ドリーム 15 年バルセロナＮ
年バルセロナＮ5,183
セロナＮ
ＩＮ
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 74 位、
バルセロナＮ
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
同Ｎ
羽中優勝、同Ｎ
賞 ZLU バルセロナエース鳩第 1 位
祖父)ドン・ミッシェル ＮＬ96-9659671 ＢＣ ペルピニャンＮ3
ペルピニャンＮ 回入賞内 5,479 羽中総合 17 位、同Ｎ7,195
同Ｎ
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
位他、同ＩＮ
賞内 3,755 羽中総合 39 位、同Ｎ5,617 羽中総合 58 位他 ダックス、マルセイユ各 3 年エース鳩第 1 位
祖母)ＮＬ07-1838400 ＤＣ 種鳩 直仔／バルセロナＮ7,046 羽中総合 94 位、ペルピニャン 301 羽中優
勝、同Ｎ5,607 羽中総合 74 位、バルセロナＮ6,392 羽中総合 100 位他 ゾーン・クランパー×アンネ
ット(バルセロナＮ7,489 羽中総合優勝、同ＩＮ25,835 羽中総合 2 位)
母)ファヴォリーの娘 ＮＬ11-3025101 ＤＣＷ 即種鳩 コール・デハイデ作
祖父)ド・ファヴォリー ＮＬ08-3818648 ＤＣ ダックスＰ2,543
羽中優勝、同Ｎ11,753
羽中総合 4 位他、カ
ダックスＰ
羽中優勝、同Ｎ
オールＮ13,185 羽中総合 33 位、サンバンサンＰ3,842 羽中 11 位、ボルドー4,602 羽中 26 位 クィー
ン・トニー(バルセロナＮ13,066 羽中総合優勝)直仔×Ｊ．ホーイマン作 超銘鳩クライネ・ディルク孫
祖母)マルメルダ ＮＬ08-3828610 ＤＣ ファンデールマッテン兄弟作 ボルドーＮ18,023
羽中総合7
ボルドーＮ
羽中総合 位、
同Ｎ13,242
羽中総合 22 位、カオールＮ13,185
羽中総合 7 位、モントーバンＮ18,668 羽中総合 45 位、
同Ｎ
位、カオールＮ
ベルジェラックＮ4,884 羽中総合 113 位、ポーランド・オリンピアード幻代表 Ｃ．デハイデ(クランパー・
ゲヤ・ライン)×ファンデールマッテン作ゲヤの曾孫 純コール・デハイデ血統
8

【18】ＮＬ16-1609776 ＤＣＷ ♂ コール・デハイデ作 兄弟／143)
父)ブロア・ブルー・ドリーム ＮＬ12-1714152 Ｂ Ｃ．デハイデ作翔 姉妹／ブルー・ドリーム 15 年バルセ
ロナＮ5,183 羽中総合 2 位、同 ＩＮ19,089 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 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
ルピニャンの孫
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
羽中優勝、同ＩＮ
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
羽中優勝、同ＩＮ
Ｎ5,616 羽中総合 107 位、ボルドー572
羽中 51 位他、
、ボルドー
位他、バルセロナ IN2 年間のエース鳩第 1 位
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
直仔／ダックスＮ
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

【19】ＮＬ16-1609780 Ｂ ♀ コール・デハイデ作 同腹／142)
父)ＮＬ15-1793535 ＢＣ コール・デハイデ作
祖父)ＮＬ10-3054666 ＢＣＷ Ｃ.デハイデ作 ゾーン・ドン・ミッシェル×ドン・ミッシェル孫
祖母)ブルー・ドリーム ＮＬ12-3220448 Ｂ Ｃ．
デハイデ作翔 15 年バルセロナＮ5,183
羽中総合 2 位、
年バルセロナＮ
同ＩＮ19,089
羽中総合 4 位、マルセイユＮ4,899 羽中総合 155 位 ヨンゲ・ドン・ミッシェル×ＮＬ
同ＩＮ
09-3959144
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
、リモ
ージュ 2,762 羽中総合 210 位
祖父)インテールト・クランパー ＮＬ04-2173790 祖母)ペルピニャン・ドィビンの娘 ＮＬ07-1928341

【20】ＮＬ16-1609782 ＤＣ ♂ コール・デハイデ作 ※超銘鳩ブーメランの近親
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 ド・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 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Ｐ3,600
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)ＮＬ10-3021354 ＤＣ ファンキーボーム兄弟作
祖父)超銘鳩ブーメラン ＮＬ07-3728528 ファンキーボーム兄弟作翔 サンバンサンＮ11,180
羽中総合
サンバンサンＮ
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 位他(Ｊ．ファンデホイフェ
位他、タルベＮ
位他、ダックスＮ
ル×Ｃ.デハイデ)
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祖母)ＮＬ04-0480214 ＢＣ ファンキーボーム兄弟作翔 サンバンサンＮ13,427 羽中総合 46 位、
ダック
スＮ14,605 羽中総合 71 位他 コール・デハイデ×バイスターフェルド

【21】
“ジルタキ ”Ｂ12-3142078 ＢＣ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作翔
フォンテネイ 265 羽中優勝、同Ｐ4,659
羽中優勝、同Ｐ4,659 羽中総合 5 位、同 116 羽中優勝、同Ｐ2,603
羽中優勝、同Ｐ2,603 羽中総合 59 位、オルレ
アン 145 羽中優勝、
羽中優勝 同Ｐ1,991 羽中総合 22 位、クレルモンＰ9,439 羽中総合 20 位、ラ・スーテレーヌＮ4,161
羽中総合 52 位、ポアチエＮ12,379 羽中総合 430 位他多数上位入賞 13 年 KBDB 中距離Ｐエース鳩第 7 位
兄弟／21)
兄弟／21)
兄弟／ラファエラ 優勝 4 回内ブリオンヌＰ3,308
回内ブリオンヌＰ3,308 羽中総合優勝 リゴベルト(13
リゴベルト(13(13-176) 15 年ラ・スーテレ
ーヌＮ9,760
ーヌＮ9,760 羽中総合優勝の父 ナタリア(13
ナタリア(13(13-175) 15 年ラ・スーテレーヌＮ9,760
年ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 4 位の母、
位の母
他
ラファエラの同腹 13 年ラ・スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 30 位、アンドレア ラ・スーテレーヌＮ6,203
羽中総合 5 位他、アグネタ ポントワーズＰ11,506 羽中総合 22 位、ツールＰ5,667 羽中総合 61 位他
父)エクスプロシーフ ＮＬ11-1742470 ヴィレム・ドブルイン作
祖父)タイタン ＮＬ07-1822466 Ｗ．ドブルイン作 アポロ×レア
祖母)フェアリー・テール ＮＬ06-1071928 Ｗ.ドブルイン作翔 アブリスＰ2,764 羽中総合優勝 直仔／
オリンピック・ハリケーン 孫／オリンピック・フローム ファンタスト×フィーナ
母)ジプシー Ｂ11-6244601 リック・ヘルマンス作
祖父)ディッケ・ファン・ド・ヤールリング ＮＬ10-1913004 孫／ラファエラ(Ｌ.＆Ｈ.シウン) ブリオネＰ
3,308 羽中総合優勝、フォンテネー優勝、他同鳩舎で優勝 3 羽 兄弟／アテナ 基礎鳩ヤールリング・
ドンダースティーン×バブルスの娘
祖母)Ｂ08-6340471 Ｒ.ヘルマンス作 全兄弟／スターリー ブールジュＮ37,357
ブールジュＮ37,357 羽中総合 52 位他で
位他 3Ｎ
レース最優秀若鳩第 4 位、4
位、4Ｎレース最優秀若鳩第 7 位 ムンリ アルジャントンＮ22,4
アルジャントンＮ22,442
22,442 羽中総合
36 位他 ブロア・スターリー ドールダン 1,013 羽中優勝 プロパー×クライン・マルティーン

【22】Ｂ16-3103709 Ｂ ♂ ルク＆ヒルデ・シウン作 同腹／137)
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、直仔／ブリオンヌＰ
直仔／ブリオンヌＰ6,428
直仔／ブリオンヌＰ6,428 羽中総合 5 位，ポントワーズＰ10,712
位，ポントワーズＰ10,712 羽中総合 33 位
祖父)リゴベルト Ｂ13-3138176 同腹の直仔／ラ・スーテレーヌＮ6,203 羽中総合4 位 兄弟／ラファエラ、
ジルタキ、アンドレア ドブルイン×リック・ヘルマンス
祖母)エミリア Ｂ11-3088148 直仔／ルカ アルジャントンＮゾーン優勝 両親リック・ヘルマンス
母)ウィレミナ Ｂ13-3138072 ルク＆ヒルデ・シウン作翔 14 年ポアチエＮ14,109 羽中総合優勝、同 26,486
羽中最高分速 全姉妹／15-219 ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 6 位
祖父)スピデイ ＮＬ11-1742464 ヴィレム・ドブルイン作 ジェローン×ブルー・フェーム
祖母)マリー・アン ＮＬ09-1191334 デイジー(ブールジュＮ総合優勝)の娘

【23】Ｂ16-3103859 ＢＣ ♂ ルク＆ヒルデ・シウン作
兄弟／ラファエラ 優勝 4 回内ブリオンヌＰ3,308
回内ブリオンヌＰ3,308 羽中総合優勝 リゴベルト(13
リゴベルト(13(13-176) 15 年ラ・スーテレ
ーヌＮ9,760
ーヌＮ9,760 羽中総合優勝の父 ナタリア(13
ナタリア(13(13-175) 15 年ラ・スーテレーヌＮ9,760
年ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 4 位の母、
ラファエラの同腹 13 年ラ・スーテレーヌＮ11,236
スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 30 位、アンドレア ラ・スーテレーヌＮ6,203
スーテレーヌＮ6,203
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羽中総合 5 位他、アグネタ ポントワーズＰ11
ポントワーズＰ11,506
11,506 羽中総合 22 位、ツールＰ5,667
ツールＰ5,667 羽中総合 61 位他 ジル
タキ フォンテネイ 265 羽中優勝、同Ｐ4,659
羽中優勝、同Ｐ4,659 羽中総合 5 位、同 116 羽中優勝、同Ｐ2,603
羽中優勝、同Ｐ2,603 羽中総合 59 位、
オルレアン 145 羽中優勝、同Ｐ1,991
羽中優勝、同Ｐ1,991 羽中総合 22 位、クレルモンＰ9,439
位、クレルモンＰ9,439 羽中総合 20 位、ラ・スーテレー
ヌＮ4,161
21)参照
ヌＮ4,161 羽中総合 52 位他多数上位入賞 13 年 KBDB 中距離Ｐエース鳩第 7 位
父)エクスプロシーフ ＮＬ11-1742470 ヴィレム・ドブルイン作
祖父)タイタン ＮＬ07-1822466 Ｗ．ドブルイン作 アポロ×レア
祖母)フェアリー・テール ＮＬ06-1071928 Ｗ.ドブルイン作翔 アブリスＰ2,764 羽中総合優勝 直仔／
オリンピック・ハリケーン 孫／オリンピック・フローム ファンタスト×フィーナ
母)ジプシー Ｂ11-6244601 リック・ヘルマンス作
祖父)ディッケ・ファン・ド・ヤールリング ＮＬ10-1913004 孫／ラファエラ(Ｌ.＆Ｈ.シウン) ブリオネＰ
3,308 羽中総合優勝、フォンテネー優勝、他同鳩舎で優勝 3 羽 兄弟／アテナ 基礎鳩ヤールリング・
ドンダースティーン×バブルスの娘
祖母)Ｂ08-6340471 Ｒ.ヘルマンス作 全兄弟／スターリー ブールジュＮ37,357
ブールジュＮ37,357 羽中総合 52 位他で
位他 3Ｎ
レース最優秀若鳩第 4 位、4
位、4Ｎレース最優秀若鳩第 7 位 ムンリ アルジャントンＮ22,442
アルジャントンＮ22,442 羽中総合
36 位他 ブロア・スターリー ドールダン 1,013 羽中優勝 プロパー×クライン・マルティーン

【24】Ｂ16-3141356 Ｂ ♂ ルク＆ヒルデ・シウン作 同腹／140)
父)ブラム Ｂ14-3034054 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 ブリオンヌ 211 羽中優勝、同Ｐ4,289
羽中優勝、同Ｐ4,289 羽中総合 4 位、ポン
トワーズＰ20,341
トワーズＰ20,341 羽中総合 94 位他 兄弟／シャオ・リ ラ・スーテレーヌＮ6,203
ラ・スーテレーヌＮ6,203 羽中総合 4 位他 異母
兄弟／アレクシア
兄弟／アレクシア 14 年ポアチエＮ14,094
年ポアチエＮ14,094 羽中総合 9 位、15
位、15 年ラ・スーテレーヌＰ930
年ラ・スーテレーヌＰ930 羽中優勝、同
Ｎ4,161 羽中総合 2 位
祖父)アポロ・ジュニア ＮＬ11-1742472 ウィレム・ドブルイン作 アポロ×ロザリンド
祖母)ナタリア Ｂ13-3138175 Ｌ.＆Ｈ.シウン作 同腹の直仔／ナイロ 15 年ラ・スーテレーヌＮ
年ラ・スーテレーヌＮ532Ｋ
532Ｋ
9,760 羽中総合優勝 同 12,308 羽中最高分速
母)マルゴー Ｂ12-31420522 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 12 年アルジャントンＮ25,949
年アルジャントンＮ25,949 羽中総合 44 位、13 年ラ・
スーテレーヌＮ11,236
スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 97 位、14
位、14 年モンリュソン 291 羽中優勝、同Ｎ14,230
羽中優勝、同Ｎ14,230 羽中総合 43 位、フ
ォンテネイ 182 羽中優勝、15
羽中優勝、15 年ラ・スーテレーヌＮ4,161
年ラ・スーテレーヌＮ4,161 羽中総合 7 位、16
位、16 年クレルモン 9,439 羽中総
合 3 位、アルジャントンＮⅡ9,228
位、アルジャントンＮⅡ9,228 羽中総合 5 位、同ＮⅠゾーン
位、同ＮⅠゾーン 1,249 羽中 6 位 ツールＰ4,113
ツールＰ4,113 羽中総
合 17 位他で、同年Ｎエース鳩第 14 位
祖父)ソン・スヴェン Ｂ11-6244612 リック・ヘルマンス作 スヴェン×マルティン
祖母)ブライアン ＮＬ11-1742491 ヴィレム・ドブルイン作 オリンピック・ゼウスの孫

【25】
“プラチナ” ＮＬ14-1651343 Ｂ ♀ フェルブリー共同鳩舎作翔
メルン 8,042 羽中総合 14 位、ポン・サン・マクサンス 8,244 羽中総合 41 位、サン・カトリーヌ・ワーヴァ
ー6,735 羽中総合 44 位、ブールジュ 620Ｋ
620Ｋ1,583 羽中総合 53 位、シャトロー665
シャトロー665Ｋ
665Ｋ1,181 羽中総合 47 位 12
年鷹に襲われ負傷後種鳩 同腹／プラチノ
同腹／プラチノ 6,372 羽中総合優勝、1,170
羽中総合優勝、1,170 羽中優勝他で PIPA ランキング最優
秀１才鳩第 8 位
父)リコ Ｂ10-6357212 ＢＷ ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 全兄弟／ビューティーフライ アルジャン
トン 426 羽中優勝 同Ｎ25,583
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22 位、ブールジュＮ22,476
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Ｎ17,109 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、
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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
祖父)サイコ Ｂ01-0189340 Ｍ．ファンデンブランデン＝ヘルマンス作 ホスペル＝エルファー使翔
ホウデン 743 羽中優勝、同 1,548 羽中 2 位、ヴェルヴィン 1,043 羽中 4 位、トロイ 587 羽中 7 位 直
仔／02-210 若鳩Ｐエース鳩１位、
06-707 若鳩長距離エース鳩 1 位、
06-681 オルレアン NPO8,611
羽中総合 13 位 ヴィットノィス×フィーン・200
祖母)ゴールド・ピース ＮＬ06-1321965 直仔／11-403 ピティヴィエ 162 羽中優勝 ヤールリング・ド
ンダースティーン×ヤンセン・ドィビン
母)スヴェトラーナ ＮＬ09-1375385 Ｂ ヤン・ホーイマンス作
祖父)ジェームス・ボンド ＮＬ06-1267007 Ｂ 弟／超銘鳩ハリー他
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、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)ツールスケ ＮＬ04-1036705 Ｂ Ｊ.ホーイマンス作翔 オルレアン NPO9,040 羽中総合 13 位、ツ
ール NPO6,238 羽中総合 16 位、
オルレアンＮ北 13,181 羽中総合 66 位 直仔／オッフェンブルグ 7,151
羽中総合 6 位

【26】
“スペシャル・ワン” ＮＬ16-1243434 Ｂ ♂ フェルブリー共同鳩舎作 同腹／133)
父)リモ ＮＬ03-1287765 Ｂ Ａ.スカーラーケンス作 スーパー種鳩 直仔／マルチノ、アニタ Ｎ最優秀雌鳩
祖父)ＮＬ95-2067230 Ｂ 両親共Ａ．スカーラーケンス作 兄弟／144、145
祖母)ＮＬ01-2055992 Ｂ 両親共Ａ．スカーラーケンス作 インヴィンシブル×スーパーチェ
母)サマンタ ＮＬ14-1651260 Ｂ フェルブリー共同鳩舎作翔 ポン・サン・マクサンス NPO15,083 羽中総
合 8 位、
同 NPO9,427 羽中総合 7 位、
同 4,331 羽中総合優勝、
サンカンタン 8,335 羽中総合 13 位、
同 2,641
羽中 12 位、同 9,325 羽中総合 61 位、同 2,379 羽中 11 位、デュッフェル 6,170 羽中総合 13 位、同 1,367
羽中 7 位、フューリー1,279
位、フューリー1,279 羽中優勝
祖父)コント ＮＬ05-2159336 ＢＣ Ｅ.ホーホランド作 兄弟／ゴールデン・クラウン 直仔／サフィ
ーナ ストロームベーク 4,430 羽中総合優勝、ポメロイル 2,483 羽中優勝、オルレアン 3,852 羽中優
勝、同Ｎ16,654 羽中総合 5 位、デュッフェル 2,714 羽中 2 位 ＮＬ02-1286×セナ
祖母)カプリナ Ｂ10-6297675 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 エィカプリオ×カンニバールの娘
直仔／クラシア モルリンコート 3,182 羽中優勝、ポン・サン・マクサンス 1,127 羽中 2 位他

【27】
“スペシャル・シックス” ＮＬ16-1243400 Ｂ ♂ フェルブリー共同鳩舎作
兄弟／134)
父)セルジオ ＮＬ05-2159337 ＢＣ Ｅ．ホーホランド作 兄弟／ゴールデン・クラウン(14,382
兄弟／ゴールデン・クラウン(14,382 羽中総
合優勝、14,300
合優勝、14,300 羽中総合優勝他で、Ｎ最優秀若鳩第 1 位) 直仔／ナキタ 優勝 3 回 ヴィオラ NPO
ブロア 25,597 羽中総合 10 位他
祖父)ＮＬ02-2211286 Ｂ 両親ファンルーン作
祖母)センナ ＮＬ01-5116808 ＢＣ フェルブリー作 ブランコ×ボンチェ
母)カプリナ Ｂ10-6297675 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 直仔／グラシア モルリンコート 3,182 羽
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中優勝、ポン・サン・マクサンス 130 羽中優勝(1,127
羽中優勝(1,127 羽中 2 位)、フューリー2,598
、フューリー2,598 羽中 3 位、ファナ
タキェブラン 7,004 羽中 12 位、ニールグニース 233 羽中優勝(
羽中優勝(同 3,825 羽中 9 位)、フューリー2,978
、フューリー2,978
羽中 4 位、サマンタ ポン・サン・マクサンス NPO15,083 羽中総合 8 位、同 9,427 羽中 7 位、同 4,331
羽中優勝、フューリー1,279
羽中優勝、フューリー1,279 羽中優勝他
祖父)ディ・カプリオ Ｂ05-6045015 ＢＣ レオ・ヘレマンス作翔 1,928 羽中優勝、1,580 羽中優勝、
1.278 羽中優勝他
祖母)カンニバールの娘 Ｂ02-6256226 ＢＣ Ｄ.ファンダィク作

【28】
“スペシャル・フォー” ＮＬ16-1243435 Ｂ ♀ フェルブリー共同鳩舎作 同腹／136)
父)リコ Ｂ10-6357212 ＢＷ ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 全兄弟／ビューティーフライ アルジャン
トン 426 羽中優勝 同Ｎ25,583
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22 位、ブールジュＮ22,476
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Ｎ17,109 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
祖父)サイコ Ｂ01-0189340 Ｍ．ファンデンブランデン＝ヘルマンス作 ホスペル＝エルファー使翔
ホウデン 743 羽中優勝、同 1,548 羽中 2 位、ヴェルヴィン 1,043 羽中 4 位、トロイ 587 羽中 7 位 直
仔／02-210 若鳩Ｐエース鳩１位、
06-707 若鳩長距離エース鳩 1 位、
06-681 オルレアン NPO8,611
羽中総合 13 位 ヴィットノィス×フィーン・200
祖母)ゴールド・ピース ＮＬ06-1321965 直仔／11-403 ピティヴィエ 162 羽中優勝 ヤールリング・ド
ンダースティーン×ヤンセン・ドィビン
母)アニータ ＮＬ10-1326498 Ｂ ナントィル 18,340 羽中総合 75 位、ブロア NPO25,597 羽中総合 20 位
他上位 1％内入賞多数 WHZB 最優秀雌鳩Ｎ第
最優秀雌鳩Ｎ第 1 位(18 レース)
祖父)リモ ＮＬ03-1287765 Ｂ 両親共Ａ．スカーラーケンス作 スーパー種鳩 上記参照
祖母)コーラ ＮＬ05-1574879 Ｂ 両親共Ｃ.レイテンス作 直仔／サリノ ブールジュ NPO4,800 羽中総
合 6 位、ブロア NPO5,186 羽中総合 8 位 サブリナ 上位入賞多数 ラメールトの娘

【29】
“ウルティーメ・プロパー”B15-6063599 Ｂ♀ リック・ヘルマンス作
父)プロパー Ｂ06-6212441 トップ・ブリーダー 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 孫・ひ孫／カノン、カノンの同腹他 N エース鳩多数
祖父)スコーネ・ファン・ド・ヤールリング Ｂ02-6257770 直仔／08-253 アルジャントンＮ5,763 羽中総
合 13 位 11-822 クライル 135 羽中優勝 基礎交配ヤールリング・ドンダースティーン×ヤンセン・ド
ィビン
祖母)ブラウ・コラフレスケ Ｂ05-6445580 Ｅ．ヤンセン作 04-409(カンニバール孫)×01-442
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 直仔／ニケ 2016 年ブールジュ N 総合優勝
祖父)基礎鳩ヤールリング・ドンダースティーン Ｂ98-6522539 Ｄ.＆Ｌ.ファンダィク作 ドンダースティ
ーン×ドールダンケ
祖母)バブルスの娘 ＮＬ08-1537990 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク父子作
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【30】Ｂ16-6128651 Ｂ ♀ リック・ヘルマンス作 ※超銘鳩カウ・ガールの直仔
兄弟／ツールＮ24,097
兄弟／ツールＮ24,097 羽中総合 99 位、アルジャントンＮ11,223
位、アルジャントンＮ11,223 羽中総合 15 位、ブールジュＮ28,078
位、ブールジュＮ28,078 羽
中総合 35 位
父)ド・シャトロー ＮＬ12-1537573 ジャイダーヴァイク兄弟作翔 シャトローNPO605Ｋ2,300 羽中優勝
祖父)スネーウマン ＮＬ07-1730301 ナイフェルＰ12,212 羽中総合優勝、ナントィル 523 羽中優勝、エ
ペイ 7,308 羽中 9 位他 ヨンゲ・91×オーイエ・ファール・ドィビン
祖母)ムーダー・シャトロー ＮＬ09-1100913 Ｋ.レリーフェルド作 776×優勝 4 回の娘
母)カウ・ガール Ｂ09-6323201 Ｂ ミール・ファンデンブランデ＝ヘルマンス作 リック・ヘルマンス使翔
アルジャントンＰ990
ブールジュ 494 羽中 2 位 同Ｎ17,061
アルジャントンＰ990 羽中優勝 同Ｎ7,358
同Ｎ7,358 羽中総合 8 位、ブールジュ
同Ｎ17,061 羽中総
合 68 位、ドールダン 2,369 羽中 4 位 ドールダン 2,356 羽中 7 位 メルン 2,265 羽中 4 位、アルジャン
トン 289 羽中 9 位 同Ｐ2,118 羽中総合 65 位、
シャトロー512 羽中 19 位 同Ｎゾーン 8,353 羽中 424 位、
ブールジュＩＰ1,143 羽中総合 33 位、ブールジュ 319 羽中 28 位 同Ｐ1,822 羽中総合 229 位、※以上の
成績で 11 年オリンピアード・ベルギー代表 1 才鳩第 1 位、10 年ヨーロッパ杯ベルギー中距離エース鳩第
２位 2011:メルン 2,402 羽中 24 位、ノワイヨン 1,250 羽中 46 位、同 1,170 羽中 383 位、ドールダン 2,231
羽中 78 位 同 1,258 羽中 391 位、ブールジュ成鳩Ｎ24,651 羽中総合優勝 孫／Ｐエース鳩第 1 位(ファン
ヴァンローイ鳩舎)
祖父)ミステリー・ヴォウタース Ｂ06-6415262
祖母)エル・タイドの妹 Ｂ06-6166694 ウィリアム・ロイテン作 兄弟／エル・タイド 07 年ＦＣＩグラ
ンプリ総合優勝 フロール・600×ラーチェ

【31】Ｂ16-6128768 Ｂ ♀ リック・ヘルマンス作
父)プロパー・42 Ｂ10-6298442 Ｒ．ヘルマンス作 直仔／クライネ・プロパー(
直仔／クライネ・プロパー(別記参照)
別記参照) 全兄弟／スター
リー ブールジュＮ
羽中総合 177 位、アルジャントン
ブールジュＮ37,357
ュＮ37,357 羽中総合 52 位、ラ・スーテレーヌＮ17,814
位、
Ｎ23,921 羽中総合 202 位、グレＮ14,245 羽中総合 1053 位で 3Ｎレース最優秀若鳩第 4 位、4Ｎレース最優
秀若鳩第 7 位 他ドールダン 1,962 羽中 22 位 ムンリ アルジャントンＮ22,442
アルジャントンＮ22,442 羽中総合 36 位他 ブロ
ア・スターリー ドールダン 1,013 羽中優勝(Ｅ．ヤンセン鳩舎)
羽中優勝
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 最高種鳩 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021
ブールジュＮ9,021 羽中総合 47 位、ラ・スーテレ
ーヌＮ13,
ーヌＮ13,965
13,965 羽中総合 123 位 直仔／ダニー・ファンダィク鳩舎基礎鳩 スコーネ・ファン・ド・ヤ
ールリング×ブラウ・コラフレスケ
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)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
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【32】“ブロア・レジナ” Ｂ15-6202864 Ｂ ♂ リック・ヘルマンス作
全兄弟／レジナ 16、ブールジュＮ28,078
16-505 ラ・スーテレーヌＮ16,613 羽中総合 2 位、ブールジュＮ
、ブールジュＮ28,078 羽中総合 65 位他で
KBDB 若鳩大中距離Ｎエース鳩第 8 位
1616-506 ラ・スーテレーヌＮ16,613
ラ・スーテレーヌＮ16,613 羽中総合 36 位
父)09・プロパー Ｂ11-6238509 ヘルマンス＝フクストラ作 全兄弟／スターリー ブールジュＮ37,357
ブールジュＮ37,357
羽中総合 52 位、ラ・スーテレーヌＮ17,814 羽中総合 177 位、アルジャントンＮ23,921 羽中総合 202 位、
グレＮ14,245 羽中総合 1053 位で 3Ｎレース最優秀若鳩第 4 位、4
位、4Ｎレース最優秀若鳩第 7 位 他ドール
ダン 1,962 羽中 22 位 ムンリ アルジャントンＮ22,442
アルジャントンＮ22,442 羽中総合 36 位他 ブロア・スターリー ドール
ダン 1,013 羽中優勝(Ｅ．ヤンセン鳩舎)
羽中優勝
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 最高種鳩 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021
ブールジュＮ9,021 羽中総合 47 位、ラ・スーテ
レーヌＮ13,965
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
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)ミネルヴァ Ｂ10-6284915 Ｒ．ヘルマンス作翔 グレ 474 羽中優勝、同Ｎ13,885
羽中優勝、同Ｎ13,885 羽中総合 10 位、アル
ジャントンＮ22,422
ジャントンＮ22,422 羽中総合 21 位、同Ｎ4,123
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 孫／
12-047 ランス1,092 羽中優勝 兄弟／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 位他
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

【33】ＮＬ16-1526381 ＬＢＣ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
※マジック・アモーレ最後の放出近親直仔
父)フェラーリ ＮＬ11-1741053 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブールジュ13,592 羽中総合101 位 直仔／
13-311 1 才で上位１％内 6 回入賞 13-396 1,516 羽中同着 2 位
祖父)ブルー・チャンプ ＮＬ07-1786839 ＢＷ クリス・コーリング作翔 09 年Ｎエース鳩オールラウン
ド第 1 位 同 WHZB 最優秀雄鳩第 1 位 サンカンタン 9,542 羽中 12 位、ペロンヌ 22,020 羽中総合
33 位、アブリス 7,514 羽中総合 19 位、ストロームベーク 6,346 羽中総合 12 位他 ソン・ナターシャ
×シャトロー・ダィフケの孫・883
祖母)オリンピック・ソランジュ 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・アモーレ(コープマン)
母)マジック・アモーレ ＮＬ06-4720774 ＬＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／オリンピック・ソラン
ジュ、フーディニ、イタロ、リッツ、ミラクル、アイ・キャッチャー
ジュ、フーディニ、イタロ、リッツ、ミラクル、アイ・キャッチャー他
、アイ・キャッチャー他
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
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)アモレー ＮＬ00-5063949 02 年当日長距離Ｎエース鳩第 1 位 ブラック・パワー×イ・ミン

【34】ＮＬ16-1526384 Ｂ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
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全姉／リジー 15 年シャトローＮ3,7571
2位
年シャトローＮ3,7571 羽中総合 9 位他で長距離Ｎエース鳩第
位他で
異母兄弟／ティンカー・ベル モー32,917
モー32,917 羽中最高分速
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
センス 6,492 羽中総合5
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
ャンティー6,762
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)バブルズ 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
母)ジェシー ＮＬ10-1682123 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ヴィエルゾン 14,964 羽中総合 10 位、マン
テス・ラ・ジョリー2,058
テス・ラ・ジョリー2,058 羽中 3 位、アルジャントン
位、アルジャントン 7,796 羽中総合 31 位、メール 650 羽中 3 位、ペロ
ンヌ 8,775 羽中総合 42 位他
祖父)フェデラー ＮＬ07-1817999 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブロアＮ43,064
ブロアＮ43,064 羽中総合優勝、
同全約 67,000 羽中第 7 位 アブリス 7,514 羽中総合 16 位、シャトロー3,741
位、シャトロー3,741 羽中総合 18 位他でＮエ
ース鳩第 15 位、ペガサス×バブルズ
位、
祖母)シーカ ＮＬ07-1817907 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ストロームベーク 5,328 羽中総合 2 位、
クライル 3,761 羽中 4 位、シャトロー
位、シャトロー7,355
トロー7,355 羽中総合 8 位、ブールジュ 8,548 羽中総合 11 位、アルジ
ャントン 6,595 羽中総合 11 位他でＮエース鳩 14、
14、19 位 ミッション・インポッシブル×オプラー

【35】ＮＬ16-1526388 Ｂ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
異母兄弟／シャトローＮ47,539
異母兄弟／シャトローＮ47,539 羽中総合 5 位
父)インヴィクタス ＮＬ11-1740826 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブールジュ 9,896 羽中総合 18 位、ペ
ロンヌ 19,287 羽中総合 39 位、ルフェック 3,875 羽中総合 17 位、アルジャントン 6,926 羽中総合
羽中総合 44 位、
ポメロイル 3,105 羽中 26 位他
祖父)イカルス ＮＬ07-1817891 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 アルジャントン 6,595 羽中総合 3 位、
ブロア 434,064 羽中総合 37 位、モースクロン 4,132 羽中 4 位、同 3,337 羽中 7 位、ブールジュ 8,548
羽中総合 19 位 ブルドーザー×オリンピック・アンビリーバブル
祖母)オリンピック・ストラディバリウス ＮＬ06-2162368 Ｂ フェルケルク父子作 ペロンヌ 4,876 羽
中優勝、ブールジュ 4,423 羽中総合２位他 09 年オリンピアード・オールラウンド部門第１位
年オリンピアード・オールラウンド部門第１位 スタ
リオン×インテュイション
母)ローラ＝リリー ＮＬ13-1239488 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブールジュ 9,742 羽中総合優勝、モー
、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
羽中総合42位、
シャトロー
羽中総合 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
位、マンテス・ラ・ヴァレー
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 年オリンピアード補欠 1 位 マンテス・ラ・ヴァレー10,446
羽
マンテス・ラ・ヴァレー
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
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【36】ＮＬ16-1526417 Ｂ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
全姉／ファンタジー
シャトローＮ37,571 羽中総合 3 位で 15 年長距離Ｎエース鳩第 5 位
全姉／
父)フリントストーン ＮＬ09-1186313 Ｂ クライル 1,186 羽中優勝、アブリス 6,180 羽中総合 57 位 直仔
／アトランティス 最優秀Ｐ当日長距離鳩
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
羽中総合 8 位、ブールジュ 8,548 羽中総合
ストロームベーク 5,328 羽中 2 位、シャトロー
位、シャトロー7,355
ャトロー
11 位、アルジャントン 6,595 羽中総合 11 位他 全姉妹／ケート ミッション・インポッシブル×オ
プラー
母)レプリカ ＮＬ10-1682188 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 1 才時 10 週間で上位入賞 9 回内 5 回
上位 1％内ナントイル 15,350 羽中総合 28 位、ヴィエルゾン 14,964 羽中総合 49 位、マンテス・ラ・ジ
ョリー5,222
ョリー5,222 羽中総合 20 位、ツール 10,490 羽中総合 45 位、ニヴェユ 3,176 羽中 22 位
祖父)イカルス ＮＬ07-1817891 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 アルジャントン 6,595 羽中総合 3 位、
ブロア 434,064 羽中総合 37 位、モースクロン 4,132 羽中 4 位、同 3,337 羽中 7 位、ブールジュ 8,548
羽中総合 19 位 ブルドーザー×オリンピック・アンビリーバブル
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・アモーレ(コープマン)

【37】Ｂ16-6032408 ＢＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作
兄弟／サムスン スープ 357Ｋ
357Ｋ9,294 羽中最高分速優勝
羽中最高分速優勝
父)エレクトロ Ｂ08-6174630 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 孫／シャトローＮ33,018 羽中最高分速総合
優勝、他 17 年ブリュッセル・オリンピアード長距離代表候補 直仔／ブロア 462ＫＩＰ
462ＫＩＰ1,519
ＫＩＰ1,519 羽中優勝、
モンリュソンＮ17,865
モンリュソンＮ17,865 羽中総合 9 位、
祖父)エクストリーム Ｂ03-6277483 ブロアＰ586 羽中優勝、アルジャントンＰ2,057 羽中 2 位、ヴィエル
ゾンＰ1,564 羽中2 位、ブールジュＮゾーン12,278 羽中21 位、シャトローＰ1,401 羽中3 位 870×805
祖母)293 Ｂ05-6116293 アルジャントンＰ2,934 羽中総合 22 位 直仔／レーウ アントワープ連盟エー
ス鳩第１位 Ｎエース鳩第 8 位、優勝６回
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
モンリュソンＮ22,875 羽中総合 62 位
直仔／スープ
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
羽中優勝、アルジャントンＮ4,582 羽中 20 位、シャトローＮ
19,691 羽中総合 53 位、他優勝鳩２羽
祖父)マンボ Ｂ08-6144041 アルジャントン 555Ｋ419 羽中優勝、同Ｎ21,092 羽中総合 14 位、イソード
ゥンＳＮ5,848 羽中総合 61 位他 デコ×マリスカ 兄弟／ポルト Ｎエース鳩第 4 位
祖母)ビューティ Ｂ05-6234009 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 アルジャントンＮ555Ｋ30,045 羽中
総合第 2 分速 2 位 同 21,299 羽中総合 2 位 直仔／ターボ リモージュＮゾーン優勝

【38】Ｂ16-6032565 ＤＣ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作 同腹／121)
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
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勝 同 33,018 羽中最高分速 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)ヴィタラ Ｂ10-6052150 シャトロー
シャトロー526Ｋ
526Ｋ641 羽中優勝、同Ｎ25,263
羽中優勝、同Ｎ25,263 羽中総合 38 位、ブールジュ 479Ｋ
479Ｋ
538 羽中 2 位、同Ｎ20,589
同Ｎ20,589 羽中総合 57 位、ヴィエルゾンＳＮ6,257
ヴィエルゾンＳＮ6,257 羽中総合 8 位、アルジャントン 1,495
羽中 3 位 Ｐエース鳩第１位
祖父)マンボ Ｂ08-6144041 アルジャントン 555Ｋ419 羽中優勝、同Ｎ21,092 羽中総合 14 位、イソード
ゥンＳＮ5,848 羽中総合 61 位他 デコ×マリスカ 兄弟／ポルト Ｎエース鳩第 4 位
祖母)ヴィオラ Ｂ07-6221074 イソードゥンＳＮ5,815 羽中総合 10 位、ヴィエルゾンＳＮ7,030 羽中総合
43 位他 トレド×ホープ

【39】Ｂ16-6032489 ＢＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作 同腹／122)
父)ゾロ Ｂ15-6026003 メルン 310Ｋ
310Ｋ1,288 羽中 4 位、同 1,464 羽中 9 位、スープ 357Ｋ
357Ｋ1,351 羽中 2 位、
同 1,595 羽中 10 位の 4 成績で、15
成績で、 年 KBDB 中距離Ｎエース鳩第 3 位
祖父)リトル・パンター Ｂ08-6144332 直仔／エロディー ブロアＳＮ1,108
ブロアＳＮ1,108 羽中総合優勝 レナ シャト
ローＰ3,147 羽中総合２位、ブラジル チュールＮ6,972 羽中総合 24 位、リモージュＰ517 羽中 3 位、
ミス・アジア タイ委託最終レース 560Ｋ8 位 ベッカム×シリ
祖母)コニー Ｂ12-6196549 異父兄弟／ボレケ・ジュニア リブルヌＮゾーン 2,215 羽中 8 位他 Ｎエー
ス鳩第 3 位、ブダペスト・オリンピアード長距離第１位 サンダーボルト×ディッケ・ブラウエ
母)ジーナ Ｂ10-6346673 ＢＣ ホック・ジョス・フェルカメン作 直仔／ジョーカー ブールジュＮ479
ブールジュＮ479
Ｋ8,005 羽中総合 5 位、
イソウドゥンＮ504
アルジャントン
同Ｎ3,671
イソウドゥンＮ504Ｋ
504Ｋ5,670 羽中総合 7 位、
アルジャントン 555Ｋ優勝、
555Ｋ優勝、
同Ｎ3,671
羽中総合 32 位他 1212-032 メルン 429 羽中 2 位
祖父)パウロ Ｂ09-6248171 Ｂ ホック・ジョス・フェルカメン作翔 ブロアＩＰ1,519
ブロアＩＰ1,519 羽中総合優勝、
羽中総合優勝
ドールダン 366Ｋ1,747 羽中 2 位、同全 6,927 羽中第 3 分速 アルジャントンＮゾーン 7,132 羽中 44
位 エレクトロ×グロリア
祖母)パンター・レディ Ｂ09-6248530 ＤＣ ニュー・パンター×ラート・パンターチェ

【40】Ｂ16-6032452 Ｂ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作
父)オリギ Ｂ13-6026050 Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 アントワープ連盟エース鳩第 1 位、リモージュＰ634 羽
中優勝、ブリーブ 168 羽中優勝、チュール 2,037 羽中 19 位他 兄弟／チュールＮ657Ｋ6,972 羽中総合
19 位 直仔／ノワイヨン優勝他
祖父)ミロス Ｂ10-6251534 直仔／オリジ リモージュ634 羽中優勝 ブリーブ優勝 レーウ×リディア
祖母)マニラ Ｂ09-6248383 直仔／グッチ ドールダン 366Ｋ2,545 羽中優勝 バルコ×キティ
母)イザベラ Ｂ11-6282478 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 直仔／ジャルナックＰ697Ｋ397 羽中 9 位、同
2,234 羽中 46 位、ノワイヨン 1,206 羽中 4 位、スープ 1,155 羽中 6 位、ブールジュ 7,739 羽中 41 位他
祖父)ベッカム Ｂ01-6387174 アルジャントンＰ2,166
アルジャントンＰ2,166 羽中総合優勝、同 3,973 羽中最高分速 リモージ
ュ 640Ｋ301 羽中 12 位 直仔／ビューティ ルジャントン 30,045 羽中 2 位
祖母)メロディー Ｂ09-6248063 直仔／ブラジル チュールＮ6,972 羽中総合 24 位、リモージュＰ517 羽
中 3 位 スパルタカス×トレンディ
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【41】ＮＬ13-1655147 Ｂ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
姉／キアラ センス 6,386 羽中総合 3 位、ブレトィル 4,564 羽中総合 6 位他 当日長距離エース鳩第 15
位、1
位、15 年オリンピアード中距離代表
父)ゴールデン・カプリ Ｂ09-6040496 Ｂ ディルク・ファンダィク作 ディ・カプリオの直仔
祖父)ディ・カプリオ Ｂ05-6045015 ＢＣ レオ・ヘレマンス作翔 1,928 羽中優勝、1,580 羽中優勝、
1.278 羽中優勝他
祖母)カンニバールの娘 Ｂ05-6337097 ＢＣ Ｄ.ファンダィク作 カンニバール×ランボーの妹
母)ラジンダ ＮＬ08-2049135 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／センス NPO6,386 羽中総合 2 位、ブロイル
NPO4,564 羽中総合 6 位、NPO
当日長距離エース鳩第 2 位
位、
祖父)ジェイソン ＮＬ01-1135413 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／ヴァレラ 当日長距離エース鳩第
1 位 ミスター・アレンニッヒ オンズ・ルィーズ×オランダの女王
祖母)ジーナ ＮＬ06-1597157 Ｂ 07 年当日長距離Ｎエース鳩第2
羽中総合2
年当日長距離Ｎエース鳩第 位 シャンティー13,008
シャンティー
羽中総合 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

【42】ＮＬ16-1072668 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作
父)ジェルソン ＮＬ10-5011833 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 オルレアン 3,480 羽中総合 2 位、ピティヴ
ィエ 6,452 羽中総合 6 位、ボクステル 10,698 羽中総合 10 位、同 9,392 羽中総合 9 位、キェブラン 6,223
羽中総合 11 位他の成績で 13 年オリンピアード・オールラウンド部門第 1 位
祖父)フレンド Ｂ03-6254818 ＢＣＷ Ｊ．マリス作 ブールジュＰ3,456
ブールジュＰ3,456 羽中総合優勝、同Ｐ3,988
羽中総合優勝、同Ｐ3,988 羽中
総合 2 位、トゥーリー1,863
位、トゥーリー1,863 羽中優勝、オルレアンＰ2,219
羽中優勝、オルレアンＰ2,219 羽中総合 2 位、同 8,255 羽中総合 7 位 ヨ
ハン×ヴィットグライス
祖母)デイ・ドリーム ＮＬ07-5724626 ＢＣ アブリス NPO582Ｋ
Ｋ8,519 羽中総合優勝 シャンティー
12,742 羽中総合 70 位他 カシアス×ミス・ムックフック
母)テミラ ＮＬ13-1655068 ＢＣ 異母姉／デイ・ドリーム 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
ャンティー
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)マルティン ＮＬ11-1185671 ＤＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 センス 6,386 羽中総合 2 位、ポメロイ
ル 7,848 羽中総合 3 位、ラーヴェンシュタイン 5,247 羽中総合 6 位、同 9,166 羽中総合 35 位、ピティ
ヴィエ 4,494 羽中 9 位 フリドゥス×ヘンナ

【43】ＮＬ16-1072681 ＢＣ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作
異母兄弟／ファーサイ センス NPO4,237 羽中総合優勝
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)
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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)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、
シャンティー
オルレアン NPO9,670 羽中総合 2 位他上位多数
祖父)デン・リンズ・ファボリー ＮＬ03-5343024 04 年アブリス NPO10.609
NPO10.609 羽中総合優勝、ソールダン
羽中総合優勝、ソールダン NPO
13,426
2,228 羽中 18 位 クライネ・エンゲルス×Ｂ01-6041468
13,426 羽中総合８位、モルリンコート
羽中総合８位、
祖母)超銘鳩アンネリーズ ＮＬ99-5971341 シメイ 15,438
15,438 羽中総合優勝、トロイ 13,174
13,174 羽中総合２位(
羽中総合２位(ク
ライネ・ディルクの次
ライネ・ディルクの次)
クの次) シメイ 10,001
10,001 羽中総合２位(
羽中総合２位(ミスター・エルマーフェーンの次)
ミスター・エルマーフェーンの次) レイテル
1.318 羽中３位、ハッセルト 4,052 羽中５位、ハッセルト 2,668 羽中８位 ジェンティル×ゴールデ
ン・レディ 全兄弟／超銘鳩クライネ
99 年Ｎエース鳩第１位、
全兄弟／超銘鳩クライネ・ディルク(98
ディルク(98 年世界選手権若鳩第５位、
NPO 総合優勝２位、最高分速５回)
総合優勝２位、最高分速５回)

同腹／120)
【44】ＮＬ16-1072700 ＢＣ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
父)ニルソン ＮＬ11-1186012 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
祖父)ゴールデン・ディルク ＮＬ04-1389690 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／ミス・モラコット
11,509 羽中総合優勝、リムザ他 超銘鳩クライネ・ディルク×ゴールデン・レディの母子近親
祖母)ニュー・ホープ ＮＬ07-1207604 ＢＣ コープマン作 マディール×ゴールデン・レディ
母)ブライト・ブルー ＮＬ10-5011836 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 キェブラン 6,223 羽中総合 10 位、ブレ
トィル 9,786 羽中総合 11 位、同 10,037 羽中総合 49 位、ドゥイヴェン 9,053 羽中総合 17 位他で
位他でフォンド・
シュピーゲル紙当日長距離Ｎエース鳩第 3 位
祖父)ダヴィッズ・サン ＮＬ07-1207620 Ｂ 兄弟の直仔／NPO3,969 羽中総合優勝、アブリス NPO6,644
羽中総合優勝 ジルムール×ショウピース
祖母)カントリー・ガール ＮＬ02-5251656 シメイ 3.246 羽中優勝、ソールダン NPO13.426
PO13.426 羽中総合４
位、アブリス NPO10.030
NPO10.030 羽中総合 26 位、オルレアン・サラン NPO10.039
NPO10.039 羽中総合 35 位 超銘鳩クライ
超銘鳩クライ
ネ・ディルク×
ネ・ディルク× ガメーラ

【45】Ｂ16-2060178 ♂ アルベルト・デルヴァ作 同腹／113)
父)ド・ゾーン Ｂ10-2007030 Ａ.デルヴァ作翔 ブロアＰ2,413
ブロアＰ2,413 羽中総合 11 位、アルジャントンＰ3,395
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
アルジャントンＮ22,442 羽中総合 94 位、ブールジュＮ30,748
ブールジュＮ30,748 羽
中総合 218 位他 兄弟／プリモ
兄弟／プリモ アルジャントン 348 羽中優勝、シャトロー2,043
羽中優勝、シャトロー2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056
位、同ＳＮ4,056
羽中総合 22 位、シャトローＳＮ9,026
位、シャトローＳＮ9,026 羽中総合 73 位、スワソン 224 羽中優勝、488
羽中優勝、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(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
以上は４週連続優勝)、同 941 羽中優勝、シャトローＰ1,039
シャトローＰ1,039
羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、同Ｎ11,001 羽中総合 49 位、シャ
トロー823
トロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、同Ｎ16,479 羽中総合 75 位、シャトローＩＰ8,854
位、シャトローＩＰ8,854 羽中総合 87 位、ペリナ アルジ
ャントン 172 羽中優勝、同Ｎ20,844
同Ｎ20,844 羽中総合 11 位、ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108
モミニー108 羽中優勝、
アルジャントン 142 羽中優勝、同Ｎ6,177
羽中優勝、同Ｎ6,177 羽中総合 14 位、ブールジュＮ13,
位、ブールジュＮ13,354
13,354 羽中総合 101 位、モンリ
ュソン 5,052 羽中総合 9 位、同ＳＮ8,619
ペトロヴァ モミニー125
同ＳＮ8,619 羽中総合 13 位他
モミニー125 羽中優勝、シャ
トロー550
トロー550 羽中 2 位、同ＩＰ7,871
位、同ＩＰ7,871 羽中総合 72 位、アルジャントン 1,171 羽中 11 位、ル・マン 1,312 羽
中 12 位、ラ・スーテレーヌＮ21,258
スーテレーヌＮ21,258 羽中総合 578 位 パオリーニ 22 回入賞内アルジャントンＩＰ5,871
回入賞内アルジャントンＩＰ5,871
羽中総合 15 位
祖父)ヴァレンチノ Ｂ03-2182096 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 センス 346 羽中優勝、スワソン
2,168 羽中 5 位、
羽中優勝、
ラ・スーテレーヌＩＰ7,682 羽中総合 43 位他 ヴァレンティン×1/2 フェルフォールト
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祖母)ポーライン Ｂ06-2090139 Ａ.デルヴァ作翔 別記参照
母)ロセーラ Ｂ13-2110076 Ａ．デルヴァ作
祖父)Ｂ11-2090012 Ａ．デルヴァ作 父娘交配直仔×母子交配直娘
祖母)ロゼ Ｂ12-2080135 Ａ.デルヴァ作翔 ブロア 1,880 羽中優勝、同 1,711 羽中優勝 BU GHF エース鳩
第 1 位 全姉妹／ミス・ベルジウム 両親ポール・ヒュルズ作

【46】Ｂ16-2060664 Ｂ ♀ アルベルト・デルヴァ作 同腹／114)
父)プリモ Ｂ09-2027029 Ａ．デルヴァ作翔 09 年 10 回入賞、10 年 11 回入賞内アルジャントン
アルジャントン 348 羽中優
勝、同Ｎ19,816
羽中祖総合 229 位、シャトロー2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、シャトロ
勝、
ーＳＮ9,026 羽中総合 73 位 ヴィエルゾンＩＰ3826 羽中総合 42 位、11 年 13 回入賞内スワソン
スワソン 224 羽中
優勝、488 羽中優勝、ナントィル 471 羽中優勝、ピティヴィエ 149 羽中優勝(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
以上は４週連続優勝)、同 941
羽中優勝、シャトローＰ
羽中優勝、シャトローＰ1,039 羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、
Ｎ11,001 羽中総合 49 位、12 年 9 回入賞内シャトロー
シャトロー823
羽中総合 75 位、シャト
シャトロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、
ローＩＰ8,854 羽中総合87 位 兄弟／ペリナ アルジャントン 172 羽中優勝、
同Ｎ20,844
同Ｎ20,844 羽中総合 11 位、
ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108
羽中総合
羽中優勝、モミニー108 羽中優勝、アルジャントン 142 羽中優勝、同Ｎ6,177
羽中優勝、
14 位、ブールジュＮ13,354 羽中総合 101 位、モンリュソン 5,052 羽中総合 9 位、同ＳＮ8,619 羽中総合
13 位他 ド・ゾーン 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 ペトロヴ
ァ モミニー125 羽中優勝、シャトロー550 羽中 2 位、同ＩＰ7,871 羽中総合 72 位、アルジャントン 1,171
羽中 11 位、同Ｎ21,092 羽中総合 508 位、同Ｎ10,549 羽中総合 174 位、ル・マン 1,312 羽中 12 位、ラ・
スーテレーヌＮ21,258 羽中総合 578 位 パオリーニ 22 回入賞内アルジャントンＩＰ5,871 羽中総合 15
位、アルジャントンＩＰ5,883 羽中総合 61 位
祖父)ヴァレンチノ Ｂ03-2182096 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 センス 346 羽中優勝、スワソン 2,168 羽中 5 位、
ラ・スーテレーヌＩＰ7,682 羽中総合 43 位他 ヴァレンティン×1/2 フェルフォールト
祖母)ポーライン Ｂ06-2090139 Ａ.デルヴァ作翔 シャトローＳＮ8,218
シャトローＳＮ8,218 羽中総合優勝、グレＢＵ1,298
羽中総合優勝、グレＢＵ1,298
羽中優勝、シャトローＩＰ3,969
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
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３位他で中距離
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２位、
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Ｎ5,927
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、
ブロア2,836 羽中17 位他 ※
オリンピック・スペシャル参照 ポーラインの父×ヴァレスカ
母)ＧＢ13Ｐ04522 プレミア・スタッド作 純Ａ.デルヴァ
祖父)Ｂ11-2055835 Ａ.デルヴァ作 全兄弟／プリモ(
全兄弟／プリモ(上記参照)
上記参照)、プリシラ、ゾーン、ペロロヴァ他
祖母)Ｂ12-2080144 Ａ.デルヴァ作 全兄弟／ヴァレリ、ヴァルデス、ヴィジ

【47】Ｂ16-2060150 Ｂ ♂ アルベルト・デルヴァ作 同腹／115)
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
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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)Ｂ12-2080098 Ａ.デルヴァ作
祖父)プリモ Ｂ09-2027029 Ａ．
デルヴァ作翔 アルジャントン348
シャトロー2,043
アルジャントン 348 羽中優勝、
シャトロー2,043 羽中7
羽中 7 位、
同ＳＮ4,056
同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、シャトローＳＮ9,026
位、シャトローＳＮ9,026 羽中総合 73 位 スワソン
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(
同 941 羽中優勝、
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
以上は４週連続優勝)、
シャトローＰ1,039
シャトローＰ1,039 羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、同Ｎ11,001
羽中総合 49 位、シャトロー823
位、シャトロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、同Ｎ16,479 羽中総合 75 位、シャトローＩＰ8,854
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)Ｂ11-3070106 純ガビー・ファンデンアベール

【48】Ｂ16-2060200 Ｂ ♀ アルベルト・デルヴァ作
父)ＮＬ13-1395705 ヤン・ホーイマンス作
祖父)ヴィレム ＮＬ11-1912554 Ｊ.ホーイマンス＝ドブルイン共作 超銘鳩ハリー×オリンピック・シュ
ヌルケ
祖母)ＮＬ11-1912636 Ｊ.ホーイマンス作 異母兄弟／超銘鳩ハリー ヨンゲ・ブリクセン×ファンダィ
ク作のカンニバールの孫
母)プリシラ Ｂ12-2080130 アルベルト・デルヴァ作翔 優勝 9 回、グレＮ15,007
グレＮ15,007 羽中総合 4 位、同Ｎ16,988
同Ｎ16,988
羽中総合 33 位、アルジャントンＮ
位、アルジャントンＮ6,795
ジャントンＮ6,795 羽中総合 5 位、同Ｎ22,463
位、同Ｎ22,463 羽中総合 16 位 兄弟／プリモ
兄弟／プリモ アル
ジャントン 348 羽中優勝、シャトロー2,043
シャトロー2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056
同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、シャトローＳＮ9,026
シャトローＳＮ9,026
羽中総合 73 位他、スワソン 224 羽中優勝、488
羽中優勝、488 羽中優勝、ナントィル 471 羽中優勝、ピティヴィエ 149
羽中優勝(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
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、シャトローＰ1,039 羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、同Ｎ11,001 羽中総合 49 位、シャトロー823
位、シャトロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中総合 75 位、シャトローＩＰ8,854
シャトローＩＰ8,854 羽中総合 87 位 ペリナ アルジャントン 172 羽中優勝、同Ｎ20,844
同Ｎ20,844
羽中総合 11 位、ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108
羽中優勝、モミニー108 羽中優勝、アルジャントン 142 羽中優勝、同
Ｎ6,177 羽中総合 14 位、ブールジュＮ13,354
位、ブールジュＮ13,354 羽中総合 101 位、モンリュソン 5,052 羽中総合 9 位、同Ｓ
Ｎ8,619 羽中総合 13 位他で KBDBＮエース鳩第
KBDBＮエース鳩第 8 位 ド・ゾーン ブロアＰ2,413
ブロアＰ2,413 羽中総合 11 位、アルジ
ャントンＰ3,395
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
、アルジャントンＮ22,442 羽中総合 94 位、ブ
ールジュＮ30,748
ールジュＮ30,748 羽中総合 218 位他 8 回優勝 ペトロヴァ モミニー125
モミニー125 羽中優勝、シャトロー550
シャトロー550 羽中
2 位、同ＩＰ7,871
位、同ＩＰ7,871 羽中総合 72 位、アルジャントン 1,171 羽中 11 位、ル・マン 1,312 羽中 12 位、パオリ
ーニ アルジャントンＩＰ5,871
アルジャントンＩＰ5,871 羽中総合 15 位、アルジャントンＩＰ5,883
位、アルジャントンＩＰ5,883 羽中総合 61 位
祖父)ヴァレンチノ Ｂ03-2182096 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 センス 346 羽中優勝、スワソン 2,168 羽中 5 位、
ラ・スーテレーヌＩＰ7,682 羽中総合 43 位他 ヴァレンティン×1/2 フェルフォールト
祖母)ポーリーン Ｂ06-2090139 シャトローＳＮ8,218
シャトローＳＮ8,218 羽中総合優勝、グレＢＵ1,298
グレＢＵ1,298 羽中優勝、シャトロ
ーＩＰ3,969
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
ブロアＰ2,836 羽中総合２位、アルジャントンＰ1,854
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 姉
兄／ポルティア
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Ｎ5,927 羽中総合 15 位、ブロ
アＰ2,836 羽中総合 11 位他、ポーレット
ポーレット モンリュソンＳＮ8,619
モンリュソンＳＮ8,619 羽中総合優勝、ナントイル優勝、ブ
羽中総合優勝
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ＳＮ
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8,218 羽中総合 9 位、ラ・スーテレーヌＮ13,965 羽中総 38 位他

【49】“ナショナル・ハリー” ＮＬ14-1208607 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマンス作
全兄弟の娘／キム
全兄弟の娘／キム 16 年日本長距離Ｎエース鳩第 1 位
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Ｎ
611Ｋ5,979 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
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ｐ
＠＠ｐ
権若鳩第５位、99 年Ｎエースピジョン第１位 NPO トロイ 17.884 羽中総合優勝、NPO ブールジュＮ
7.165 羽中総合優勝、マーゼイク 3,522 羽中優勝、ロンメル 495 羽中優勝、ベーク 443 羽中優勝)×ア
モレー(03 年オリンピアード代表 長距離Ｎエース鳩第 1 位)
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)
祖父)ダヴィンチ ＮＬ04-5435151 Ｐ.フェーンストラ作翔 アブリス NPO7,946 羽中総合優勝、メーネン
16,753 羽中総合 2 位 コープマン作のディルキー×00-178
祖母)ヒルデ ＮＬ11-1912492 兄弟／超銘鳩ハリー 上記参照

【50】ＮＬ16-1663936 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
、同 3,513 羽中優勝、セザンヌ 740 羽中優勝他
羽中優勝
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620
羽中総合優勝、
位、
兄弟／シャトロー
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)アフロ・ハリー ＮＬ14-1209976 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 直仔／入賞数羽
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 上記参照
祖母)アフロディーテ ＮＬ08-4200362 Ｂ アリー・ダイクストラ作 スーパー雌鳩 直仔／ボクステルＰ
10,848 羽中総合優勝。シャトローNPO650 羽中総合優勝
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【51】ＮＬ16-1663950 ＢＣ ♀ ヤン・ホーイマンス作
父)オメ・シャーク ＮＬ07-2007797 ＢＣ シャトローNPO4,064
シャトローNPO4,064 羽中総合4
羽中総合 4 位、ブールジュNPO7,356
位、ブールジュ NPO7,356 羽中総合15
羽中総合 15
位、ブレトィル20,797
位、ブレトィル 20,797 羽中総合23
羽中総合 23 位、サルブリNPO7,573
位、サルブリ NPO7,573 羽中総合50
羽中総合 50 位、同NPO5,333
位、同 NPO5,333 羽中総合86
羽中総合 86 位、ナ
ントイル3,249
ントイル 3,249 羽中116
羽中 116 位、ブロアNPO548
位、ブロア NPO548Ｋ
NPO548Ｋ7,415 羽中総合226
羽中総合 226 位他 孫／ナンツ NPO5,956 羽中総合 2 位、
ブロアNPO6,613
ブロア NPO6,613 羽中総合6
羽中総合 6 位、シラ(
位、シラ(ルーマニア)6,200
ルーマニア)6,200 羽中総合8
羽中総合 8 位 全兄弟／超銘鳩ハリー
母)ドーター・ハリー ＮＬ13-1962198 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 直仔／ヴォラストン 1,122 羽中 11 位
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ20,920
トＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620
羽中総合優勝、
位、
兄弟／シャトロー
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)マザー・ヘンキー ＮＬ04-0414033 ＢＣ Ｈ．メリス作 DNA 鑑定付 スーパー種鳩 直仔／マン
テス・ラ・ジョリー9,746 羽中総合 2 位、ブールジュ 12,300 羽中総合 3 位、アルジャントン 8,338 羽
中総合 3 位、ポアチエ 4,863 羽中総合 3 位、ツール 4,331 羽中総合 3 位、ラ・スーテレーヌ 5,603 羽
中総合 4 位他 ミンアーハウト×クルック

【52】ＮＬ16-1663468 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマンス作
父)プリンス・ハリー ＮＬ15-1849775 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス＝ベルト・ファンデンベルク共作
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620
羽中総合優勝、
位、
兄弟／シャトロー
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)プリンセス・グロリア Ｂ13-4186089 Ｂ Ｂ.ファンデンベルク作翔
母)ドーター・アレクシア ＮＬ12—1783974 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 兄弟／ブールジュ NPO4,843 羽中総
合優勝、ゲネップ 7,890 羽中総合優勝、イスネス 6,544 羽中総合優勝、ハーゼルドンク 2,657 羽中優勝、
ポメロイル 1,456 羽中優勝、シャトロー1,415
羽中優勝、シャトロー1,415 羽中総合優勝
祖父)ダヴィンチ ＮＬ04-5435151 Ｐ.フェーンストラ作翔 アブリス NPO7,946 羽中総合優勝、メーネン
16,753 羽中総合 2 位 コープマン作のディルキー×00-178
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
シャトロー
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
中総合優勝
兄弟／超銘鳩ハリー
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
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【53】Ｂ16-3065337 Ｂ ♂ リック・クールス作 同腹／105)
父)ド・クライネン Ｂ12-3113677 Ｂ Ｒ．クールス作翔 12 年Ｐエース鳩第 3 位、直仔／13-703 シャトロ
ーＮゾーン優勝、アミーゴ ツール 6,083 羽中総合優勝、同 5,313 羽中総合優勝
祖父)ローニー Ｂ10-3020263 Ｒ．クールス作 グレ×マリーケ
祖母)Ｂ10-3020320 兄弟／カンマ、カプーン Ｇ．ファンデンアベールのブリクセンの孫
母)Ｂ11-3123443 Ｂ Ｒ．クールス作 兄弟／ペトロシュカ アルジャントンＰ512Ｋ2,631 羽中優勝、同Ｎ
ゾーン 8,003 羽中優勝、同Ｎ23,921 羽中総合 4 位、
、同Ｐ1,403 羽中 21 位、同Ｐ3,250 羽中 91 位、クレル
モン 200Ｋ230 羽中優勝、同 711 羽中 3 位、アブリス 300Ｋ645 羽中 10 位、ブールジュ 444ＫＰ1,427 羽中
11 位、同Ｐ2,054 羽中 13 位、同Ｎゾーン 4,806 羽中 38 位、シャトローＰ485Ｋ5,500 羽中 14 位他、ツー
ルＰ450Ｋ1,405 羽中 14 位、2011 年 KBDB 中距離Ｐエース鳩第５位
祖父)カンマ Ｂ07-3129165 Ｇ．ファンデンアベールのブリクセンの孫
祖母)ヘット・セリナ Ｂ01-3117095 Ａ.＆Ｒ.デザール作

【54】Ｂ16-3065326 Ｂ ♀ リック・クールス作 同腹／106)
父)Ｂ10-3020284 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)モウリスカ Ｂ10-3020217 Ｒ.クールス作翔 シャトロー5,500 羽中 6 位、アルジャントン 3,105 羽中
33 位、グレ 2,915 羽中 53 位、ラ・スーテレーヌ 2,436 羽中 45 位他 KBDB エース鳩第 2 位
祖父)ウィットペンネ・モウリス Ｂ08-3035204 直仔／ピポ、孫／ボレケ ブリーブＮ16,007 羽中総合優勝
祖母)ダナエ Ｂ02-3185288 ツール 1,761 羽中 4 位、同 1,829 羽中 5 位他 ヨンゲ・ガビー×シャトーケ

【55】Ｂ16-3065383 Ｂ ♂ リック・クールス作 同腹／107)
父)アントン Ｂ14-3115103 Ｒ.クールス作
祖父)ダニー Ｂ11-3169887 ブールジュＮ総合優勝のダーリングの近親孫
祖母)モレケⅡ Ｂ11-3172372 全姉／モレケ KBDB エース鳩 マキシマ オルレアンＮ15,867
オルレアンＮ15,867 羽中総合
優勝 カプーン×トニカ
母)マジック・マリーケⅠ Ｂ12-3113590
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
年若鳩長距離Ｐエース鳩第１位、グレＰ
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

【56】Ｂ16-3065156 ＢＣ ♀ リック・クールス作
兄弟／ベルジアン・マスター最終レース第 2 位
父)クリスタソン Ｂ13-3159680 Ｒ.クールス作
祖父)581・クヴェーカー Ｂ11-3123581 Ｂ ブリクセン近親
25

祖母)クリスタ Ｂ11-3073298 Ｒ．クールス作翔 12 年４Ｎレース最優秀鳩第 4 位、13 年６Ｎレース最
優秀鳩 スタイン×オリンピア
母)ヒルデ Ｂ13-3158280 ルク＆ヒルデ・シウン作 ポアチエ 13,135 羽中総合 4 位、シャトロー4,107
位、シャトロー4,107 羽
中9位
祖父)ビッグ・タイム Ｂ11-6244606 リック・ヘルマンス作 ＮＬ09-1425512×ティンカーベル
祖母)ビッグ・バブルズ ＮＬ11-1742824 ヴィレム・ドブルイン作 セルジオ×ミネルヴァ

【57】
“ジュニア” ＮＬ11-3056854 Ｂ ♂ スヘーレ兄弟作翔
上位 10％内入賞
10％内入賞 40 回内センス 348Ｋ
348Ｋ6,650 羽中総合 2 位(自舎次点)
自舎次点)、ブレトイル 238Ｋ
238Ｋ7,468 羽中総合 16
位、同 899 羽中 3 位、モー271
位、モー271Ｋ
271Ｋ7,032 羽中総合 17 位、ニールグニース 135Ｋ
135Ｋ2,064 羽中 9 位、ペロンヌ 167
Ｋ8,232 羽中総合 38 位、シャトローＮ523
位、シャトローＮ523Ｋ
523Ｋ16,847 羽中総合 177 位、ルフェック 646Ｋ
646Ｋ283 羽中 3 位、アル
ジャントン 552Ｋ
552Ｋ450 羽中 9 位他
父)ピート ＮＬ09-3951617 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 09 年若鳩Ｎエース鳩第 6 位 全妹／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
中総合優勝
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
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)シャニア ＮＬ09-3951612 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 ペロンヌ 2,938 羽中優勝、ニールグニース 2,064 羽
中 2 位他で、Ｐエース鳩第 1 位 兄弟／ウィットペン・パトリック モルリンコート 8,754 羽中総合 4
位、マンテス・ラ・ヴァレー1,169
位、マンテス・ラ・ヴァレー1,169 羽中優勝他 NPO 総合 21、
21、32、
32、61、
61、83 位 シャニア ペロンヌ 2,938
羽中優勝、ゼネラル・エース鳩第1
位他
他
羽中優勝、
祖父)パトリック ＮＬ06-0750787 Ｂ オルレアン 516 羽中優勝、
ペロンヌ 5,022 羽中総合 14 位、
同 2,641
羽中22 位、
ソールダン9,160 羽中総合31 位 直仔／08-741 1,308 羽中優勝他 ド・56×ＮＬ05-0565960
祖母)サニー ＮＬ07-4103244 Ｂ マルティン・ファンゾン作 06×ロッシー１

【58】ＮＬ16-1588002 スレート ♀ スヘーレ兄弟作
父)ヒーロー ＮＬ11-3056911 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 シャトロー16,847 羽中総合優勝
祖父)800 ＮＬ08-08-3856800 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 オルレアン4,970
羽中総合優勝、
羽
オルレアン
羽中総合優勝、アブリス7,889
アブリス
中総合2
自舎で優勝の後)、ブロアＮＰＯ総合
中総合 位(自舎で優勝の後
自舎で優勝の後 、ブロアＮＰＯ総合10
、ブロアＮＰＯ総合 位 全兄弟／ラスト・ディルク参照
祖母)レア ＮＬ02-1616183 ＢＣ マライケ・フィンク作 レイ×オルファ 直仔／ブロア NPO30,000 羽中
総合8 位、フーデン・クラック第3 位、ブロアNPO 総合2 位他
母)エース・ガール ＮＬ09-3951653 Ｂ 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
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
シャトロー
NPO4,847 羽中総合 10 位
祖父)スーパー・ボーイ ＮＬ02-0274336 上記参照
祖母)666 の娘 ＮＬ02-1713196 Ｂ 666(ヘンク・メリス)×ド・503(Ｒ．メリス)

【59】ＮＬ16-1587986 ＢＣＷ ♀ スヘーレ兄弟作
父)ダルコ ＮＬ08-3856795 ＢＣ スヘーレ兄弟作翔 ペロンヌ 5,776 羽中総合優勝、同 1,241 羽中優勝、
同 1,223 羽中優勝、クライル 224 羽中優勝、オルレアン 5,149 羽中総合 2 位、モンテス・ラ・ジョリー
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1,169 羽中 2 位他
祖父)225・ファン・ゾン ＮＬ07-1834225 ＢＣ マルティン・ファン・ゾン作 ヴィッテブィク×スプリ
ント１の娘
祖母)ディルクス・ガール ＮＬ05-1480671 ＢＣ スヘーレ兄弟作 リヒテ・ディルク×666 の娘
母)シンディ ＮＬ10-3056344 Ｂ 12 年合同会2 一般エース鳩第1 位 異父兄弟／ブロア ブロアNPO5,223
羽中総合優勝、シャトローNPO 総合 3 位(Ｊ.ファンゴーテム鳩舎)
祖父)エース・ボーイ ＮＬ07-3761969 Ｂ 長距離Ｎエース鳩第 4 位 南蘭長距離クラブゴールデン・ク
ラック第 1 位、6 回参加全入賞内セザンヌ 8,785 羽中総合優勝、アルジャントン 27,597 羽中総合 7
位、オルレアン 4,927 羽中総合 3 位、ポメロイル 9,338 羽中総合 6 位、ペロンヌ 1,297 羽中優勝
ブラウエ・オルレアン×ドンナの娘
祖母)アヌーク ＮＬ07-3761979 Ｂ スヘーレ兄弟作 ド・46×ディランの同腹

【60】ＮＬ16-1587997 ＢＣ ♀ スヘーレ兄弟作
異父姉／レーウチェ 16 年ルフェック NPO 総合 2 位、リモージュ NPO 総合 2 位
父)ソラノ ＮＬ14-1059702 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 第 2 回ゴールデン・10 参加鳩同腹
祖父)ワン・アイ・バンディート ＮＬ07-1817958 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 クライル 3,761 羽中優勝
ストリート・ファイター×キャット・ウーマン
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
ンジュ、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)スーパー・ガール ＮＬ13-1308229 Ｂ スヘーレ兄弟作
祖父)スーパー・ボーイ ＮＬ02-0274336 直仔／オルレアンNPO5,000
羽中総合優勝、同5,149
羽中総合優
直仔／オルレアン
羽中総合優勝、同
勝、ペロンヌ6,793
羽中総合優勝、ポアチエNPO2,183
羽中総合優勝、ポメロイル2,066
羽中優勝、ツ
勝、ペロンヌ
羽中総合優勝、ポアチエ
羽中総合優勝、ポメロイル
羽中優勝
ールNPO 総合2 位、シャトローNPO 総合2 位、アルジャントンNPO 総合2 位、同NPO 総合3 位、
11 年長距離Ｎエース鳩第1 位、孫／アルジャントンNPO 総合優勝 リヒテ・85×ヴィッテンブィクの孫
祖母)エース・ガール ＮＬ09-3951653 Ｂ 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、
羽中総合優勝
ブールジュ NPO4,847 羽中総合 10 位 スーパー・ボーイ×666 の娘

【61】
“カス・エルシー” Ｂ16-4139551 ＢＣ ♀ デスメイター＝レスチアン作
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
年リブルヌＰ
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
ルナックＮ
帰り総合優勝、同ＩＮ9,052 羽中総合優勝
祖父)サン・ヨースト Ｂ03-4456329 ＤＣ 最高種鳩 両親共デスメイター＝レスチアン作 ヨースト
×アスケ 2001(01 年若鳩長距離Ｎエース鳩第 1 位)
祖母)ヤンダーケ ＮＬ03-1344459 ＤＣＷ FPP 作 ダックスＮ18,323 羽中総合優勝×ヴァルポット・
ローイマン
母)エルシー Ｂ11-4274336 Ｂ デスメイター＝レスチアン作翔 13 年アジャン優勝、同Ｎ5,507
羽中総
年アジャン優勝、同Ｎ
合 23 位、サンバンサン優勝、同Ｎ3,738
羽中総合 9 位、ポーＩＮ総合 122 位で、同年
KBDB 超長距離
位、サンバンサン優勝、同Ｎ
位で、
Ｎエース鳩第 1 位
祖父)ブルー・ヴァンアッケル Ｆ07-78186 エリック・ヴァンアッケル作 イルンＮ総合 6 位×ペルピ
ニャンＮ総合優勝の娘
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祖母)ヨーストの娘・342 Ｂ03-4456342 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 ヨースト×ド・ペルピニ
ャンの娘

【62】Ｂ16-4254308 Ｂ ♂ デスメイター＝レスチアン作
異父兄弟／12
オランダ)
異父兄弟／ 年Ｎエース鳩第 4 位(オランダ
オランダ 14 年カオールＮ総合 2 位、サンバンサンＮ総合 21 位
父)ラヴァル Ｂ13-4285904 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 15 年ペルピニャンＮ5,254
羽中総合
年ペルピニャンＮ
8 位、ポーＮ1,980
羽中総合 9 位、サンバンサンＮ3,037
羽中総合 49 位他で、KBDB
国際超長距離 3
位、ポーＮ
位、サンバンサンＮ
位他で、
レース最優秀鳩
祖父)ブロア・ヨースト Ｂ01-4376168 ＤＣ デスメイター＝レスチアン作 兄弟／ヨースト 03 年ペル
ピニャンＩＮ1
ピニャンＩＮ 才鳩優勝 直仔／ボルドー ド・95 フェルフィッシュ×スーパー・23 エルネスト
祖母)グラン・クリュの娘 Ｂ07-4241464 ＢＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 グラン・クリュ(ボ
グラン・クリュ ボ
ルドーＩＮ
ルドーＩＮ1
ーＩＮ 才鳩の部優勝)×レディ・フィンス
才鳩の部優勝 ×レディ・フィンス(サンバンサンＮ
×レディ・フィンス サンバンサンＮ1
サンバンサンＮ 才鳩優勝)
才鳩優勝
母)ＮＬ08-3802868 両親共Ｊ.Ｊ.Ｍ.ステケテー作
祖父)ステイヤーの孫 ＮＬ07-3708313 ＢＣＷ ファンデウェーゲン×ステイヤーの娘
祖母)ＮＬ07-3708248 ＢＣ スーパー(ダックスＮ13,545 羽中総合 3 位、ボルドー2,452 羽中 2 位)×基礎
鳩の孫

【63】
“トリプル・エース” Ｂ16-4140143 Ｂ ♀ デスメイター＝レスチアン作
父)ピエール・ミストラル Ｂ10-3120100 ＢＣＷ ピエール・ブールジョワ作翔 11 年ナルボンヌＮ総合 26
位 14 年ペルピニャンＮ6,248
年ペルピニャンＮ6,248 羽中総合 8 位、サンバンサンＮ3,240
位、サンバンサンＮ3,240 羽中総合 5 位で KBDB 超長距離Ｎエ
ース鳩第 1 位
祖父)ナタン Ｂ06-3047649 Ｂ Ｇ.デフォーヒト作 ヨンゲ・マヌー×マラトン・ドィビン
祖母)ジュリア Ｂ08-3114882 ＢＣ ピエール・ブールジョワ作 ランボー×ライス
母)リヴァウド・ペギーケ Ｂ14-4240985 Ｂ デスメイター＝レスチアン作
祖父)ウィットペン・リヴァウド Ｂ07-308642 ＢＷ エティエンヌ・デフォス作翔 12 年ポーＮ総合18
年ポーＮ総合 18 位、
ペルピニャンＮ総合 5 位他で超長距離Ｎエース鳩第 1 位 ディディの孫×ティックの妹
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
年バルセロナＮ
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
位、ペルピニャンＮ
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

【64】Ｂ16-4248376 ＤＣ ♀ デスメイター＝レスチアン作
異母兄弟／09-202
13 年サンバンサンＮ3,738
羽中総合 68 位、ペルピニャンＮ5,613
羽中総合 46 位で、
異母兄弟／
年サンバンサンＮ
位、ペルピニャンＮ
ニノヴェの超長距離エース鳩第 1 位
父)ブロア・クライネ・コロネル Ｂ07-4335448 ＢＬＫＣ デスメイター＝レスチアン作 兄弟／06
兄弟／ 年ボルド
ーＩＮ総合 7 位、08
位、 年ペルピニャンＩＮ総合 6 位
祖父)コロネル・ジュニア Ｂ03-4456397 ＢＣ クルヴェルス＝デヴィールト作 直仔／ボルドーＮ総合
4 位、同ＩＮ6,223
羽中総合 7 位、ペルピニャンＮ総合 5 位、同ＩＮ17,624
羽中総合 6 位、バルセロ
位、同ＩＮ
位、同ＩＮ
ナＩＮ総合 7 位、孫／ナルボンヌ 1,919 羽中 4 位、同ＩＮ総合 25 位、モントーバン 2,689 羽中 8 位
コロネル×バレリーニ
祖母)Ｂ03-4456310 ＢＬＫＣ デスメイター＝レスチアン作 ヨースト×グーデ・ドィビン
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母)スーパー・バルセロナ・643 Ｂ12-2101643 デスメイター＝レスチアン作翔 14 年バルセロナ優勝、15
年バルセロナ優勝、 年
同負傷帰還 16 年同優勝、同Ｎ総合19
超長距離Ｎエース鳩第3 位
年同優勝、同Ｎ総合 位、同ＩＮ総合30
位、同ＩＮ総合 位他で同年KBDB
位他で同年
祖父)インブレッド・ソウス Ｂ10-4312263 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 異母兄／サンバンサン
ＳＮ総合優勝、同Ｎ総合 23 位、ボルドーＩＮ総合 3 位、ペルピニャンＮ総合 32 位 両親Ｊ.エルネ
スト作 ショーネ・ソウス×クランスケ・ソウス
祖母) インブレッド・95 Ｂ11-4166587 ＢＬＫＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 フォンジー(ヨ
ーストの異母兄弟)×ヨーストの娘

【65】
“ドーター・スーパー・コッペル”ＮＬ16-1529379 ♀ BP キース・ボスア作 同腹／93)
※同鳩舎スーパー・カップルの直娘
父)レオン ＮＬ08-1549024 Ｋ．ボスア作 直仔／ヘリコプター ポメロイル 3,635 羽中優勝、同 32,229 羽
中最高分速、
ナイフェル 3,635 羽中優勝、
デュッフェル 491 羽中優勝、
クーパー(10-937)
ナイフェル 1,032
クーパー
羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、10-936 ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高分速、11-250
ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最高分速，
羽中最高分速，超銘鳩フェンナ（15－592）ロワイエ 15,749 羽中
最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（2 週連続）
祖父)ブラウエ・レオ Ｂ05-6233900 レオ・ヘレマンス作 デン・ユーロ×ド・521
祖母)シャトロー・ダィフイェ ＮＬ96-5665986 シャトローNPO
NPOＮ
NPOＮ9,337 羽中総合優勝、ミンダーハウト 1,490
羽中優勝、デュッフェル 1,473 羽中優勝、ブールジュ 177 羽中優勝 直仔／オスカー ヘンシース 7,045
羽中総合優勝、ペロンヌ 3,778 羽中優勝、ララ ペロンヌ 38,955 羽中総合優勝、アヌーク ペロンヌＰ
39,316 羽中総合優勝、ペロンヌ 3,211 羽中優勝、ティファニー ル・マンＮ15,848 羽中総合 48 位、ブ
ロア NPOＮ20,755 羽中総合 91 位、04-929 アブリスＮ5,494 中総合６位他 ポーキー×ミス・マルベラ
母)ノネチェ ＮＬ08-1549173 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高分
速、同 1,032 羽中優勝、同 3,738 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、ポメロイル 3,635 羽中優勝、同 3,229
羽中最高分速、デュッフェル 491 羽中優勝、ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最高分速，
羽中最高分速，
超銘鳩フェンナ（15－592）ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（2
週連続）
祖父)タイム・アウト ＮＬ04-2062002 04 年Ｎエース鳩若鳩第１位 全姉妹／マギー ル・マンＮ99,104
ル・マンＮ99,104
羽中総合２位、モスキート ペロンヌＰ21,725
ド・ベルス×トスカ
ペロンヌＰ21,725 羽中総合優勝
祖母)ケルクダィフイェ ＮＬ03-5301440 ル・マン 99,104 羽中総合優勝他
全姉妹／ペリー ペロンヌ
羽中総合優勝
6,394 羽中総合優勝、同 47,424 羽中最高分速 同腹／ド・カンニバール
同腹／ド・カンニバール

【66】ＮＬ16-1529384 ♀ BP キース・ボスア作 同腹／94)
父)モレノ ＮＬ13-1243824 Ｂ Ｋ.ボスア作翔 トロイＮ13,664 羽中総合優勝他
他 直仔／好鳩多数
直仔／好鳩多数
祖父)フィーカン ＮＬ08-1549048 Ｋ.ボスア作 ド・カンニバール(オリンピアード・ポルトガル大会オ
オリンピアード・ポルトガル大会オ
ールラウンド部門代表)×フィー・ビー(モースクロン
モースクロン 2,971 羽中総合優勝他)
ールラウンド部門代表
羽中総合優勝他
祖母)ノラ ＮＬ09-1195400 Ｋ.ボスア作翔 メーネン 511 羽中優勝、オルレアン NPO5,503 羽中総合 3 位
レオン×クロウディア
母)アミーラ ＮＬ14-1063659 Ｋ.ボスア作翔 ナントィル NPO9,882 羽中総合優勝、同16,765 羽中最高分速
祖父)ヨンゲ・カースブール ＮＬ11-1747244 Ｋ．ボスア作翔 直仔／メーウ トロイＮ13,664
トロイＮ13,664 羽中総合 3
位、
他好鳩多数 自身優勝
同 16,009 羽中総合 2 位、
ポメロイル 2,176
自身優勝６
優勝６回内ペロンヌ 3,199 羽中優勝、
羽中優勝 異母兄弟／ハンター参照 ボンテ・カースブール直仔
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祖母)チャンピー ＮＬ08-1548902 ＢＣ Ｋ．ボスア作 若鳩ＣＨ鳩 上位入賞多数 直仔／ペロンヌ
直仔／ペロンヌ
880 羽中優勝、リル 16,453 羽中総合優勝、デュッフェル 4,337 羽中 5 位、ポメロイル 4,369 羽中 4 位
他上位多数

【67】
“ブロア・トゥルク”ＮＬ16-1529374 Ｂ ♂ キース・ボスア作
兄弟／トゥルク(13
兄弟／トゥルク(13(13-782) ナントィル 8,709 羽中総合優勝、ポン・サン・マクサンス 3,603 羽中優勝、デュ
ッフェル 239 羽中優勝、モー2,114
羽中 3 位、ペロンヌ 2,247 羽中 4 位他 トロイ・ダィフイェ トロイＮ
羽中優勝
13,664 羽中総合 7 位
父)ファヴォリー ＮＬ08-1548922 Ｋ.ボスア作翔 サンカンタン 456 羽中優勝、同 8,851 羽中総合 5 位、ア
ブリス 9,103 羽中総合 29 位、エペルネイ 5,953 羽中総合 3 位他 直仔／ポメチェ 2 回優勝
祖父)ウィムピー ＮＬ99-2371470 直仔／優勝６羽 02-705 ピュッテ 5,774 羽中総合優勝、02-704 ヘン
シース 771 羽中優勝、04-904 ペロンヌ 21,757 羽中総合優勝、サンカンタン 456 羽中優勝、エペルネ
イ NPOＮ東地区 5,953 羽中３位 オート・カップル(ラーテ・ファン・ド・04×ウノ・ドィビン)直仔
祖母)グローテ・セミ Ｂ05-4257274 ＢＣ アントワン・ブノート作 全兄弟／ヴィクトール オルレアン
271 羽中優勝、同Ｐ2,081 羽中総合 3 位、アルジャントン 382 羽中優勝、同 828 羽中優勝、同Ｐ5,066
羽中総合 4 位、ブールジュ 245 羽中優勝、ブールジュ 285 羽中優勝 セミ×ヘット・ラーチェ
母)ボント・ピーチェ ＮＬ08-1549094 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ボンテ・ピート 1,741 羽中優勝他
祖父)ド・カンニバール ＮＬ03-5301441 Ｂ オリンピアード・ポルトガル大会オールラウンド部門代表
オリンピアード・ポルトガル大会オールラウンド部門代表
NPO 中距離Ｎエース鳩第４位 アブリス 2,091 羽中優勝、ペロンヌ 2,030 羽中優勝、ポン・サン・マク
サンス1,684
シャンティーNPO13,953
シャンティー10,657
直
サンス 1,684 羽中優勝、
シャンティーNPO13,953 羽中総合５位、
シャンティー10,657 羽中総合９位他
羽中総合９位
仔／ララ ペロンヌ 38,955 羽中総合優勝、シャンティーＰ22,571 羽中総合５位 ブラウ・ボント・カ
ンニバールチェ モルリンコート 5,162 羽中２位、同 NPO36,862 羽中総合２位、06-529 シャンティー
NPO30,074 羽中総合 33 位、08-954 アブリスＮ9,103 羽中総合７位、06-580 アブリスＰ20,261 羽中総
合７位、05-341 ポン・サン・マクサンス 2,244 羽中優勝、同 NPO31,168 羽中総合３位、シャンティー
Ｐ22,571 羽中総合６位、06-611 シャンティーNPO30,074 羽中総合５位 カンニバールの妹 04-950
ブールジュ 3,281 羽中総合８位 同腹／ケルクダィフイェ ル・マン 99,104 羽中総合優勝、全 120,936
羽中最高分速、シャンティー10,657 羽中総合３位、ドリー・ファイフィェス ブールジュ NPO11,311 羽
中総合 11 位他 クライネ・フィーゴ×ウィットコップイェ
祖母)ピーターチェ ＮＬ07-1183435 優勝 10 回のスーパー・53×フロールチェ

【68】ＮＬ16-1529359 ♀ ＢＷ キース・ボスア作
父)ヨンゲ・カースブール ＮＬ11-1747244 Ｋ．ボスア作翔 自身 6 回優勝内ペロンヌ 3,199 羽中優勝、同
16,009 羽中総合 2 位、ポメロイル 2,176 羽中優勝 直仔／メーウ トロイＮ13,664
トロイＮ13,664 羽中総合 3 位、
アミーラ ナントイル 9,882 羽中総合優勝、同 16,765 羽中最高分速 他好鳩多数
祖父)ボンテ・カースブール Ｂ04-6082266 ヨセフ・ゴーファールツ作翔 ドールダン 943 羽中(
羽中(アント
ワープ連盟)
ワープ連盟)総合優勝、マルネ 321 羽中同総合優勝他優勝 2 回 デン・481×ブラウ・ウィットペン・
ブッツ
祖母)クリスチーナ ＮＬ05-1358883 Ｃ．コーニング作 直仔／ウダン ポメロイル 2,594 羽中優勝、
シャンティー5,645
シャンティー5,645 羽中総合 4 位、モースクロン 5,168 羽中総合 5 位、アリッサ シャトロー846
シャトロー846
羽中優勝、ブオラ 6,029 羽中総合 2 位、同 8,077 羽中総合 6 位 他 09 年オランダＮ最優秀鳩(
年オランダＮ最優秀鳩(この
鳩はフェルケルク鳩舎に導入され、14
鳩はフェルケルク鳩舎に導入され、14 年ルフェック NPO 総合優勝の父)
総合優勝の父) ゾーン・シャトロー・ダ
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ィフイェ×チコの娘
母)モリー ＮＬ13-1243870 ＢＷ キース・ボスア作翔 モルリンコート 14,474 羽中総合優勝 兄弟／クリス
祖父)グローテ・チコ ＮＬ12-1623785 Ｂ Ｋ．ボスア作 チコ×ロンリー
祖母)ポンメルチェ ＮＬ11-1747324 Ｋ．ボスア作翔 ポメロイル 703 羽中優勝 ヴィエルゾン
ヴィエルゾン 101 羽中
優勝、
シャトロー2 回上位入賞 ファヴォリー×シゾ(姉／ジョイ ブ
優勝 ペロンヌ13,438
ペロンヌ 13,438 羽中総合16
羽中総合 16 位、
ロアＮ9,545 羽中総合優勝)

【69】
“ブロア・サンドラ” B13-6165128 Ｂ♂ アンドレ・ロートホーフト作
姉／サンドラ ブールジュＮゾーン 5,691 羽中 12 位、シャトローＮゾーン 5,070 羽中 15 位、モンリュソ
ンＮ11,056
ンＮ11,056 羽中総合 45 位、アルジャントンＰ1,273
位、アルジャントンＰ1,273 羽中 2 位他で 15 年 KBDB 大中距離エース鳩第 1 位
※母鳩 1111-984 が本年作出不順の為、特別参加した鳩
父)Ｂ11-6025266 スーパー種鳩 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス
祖父)Ｂ97-6463999 入賞多数 直仔／036 ブラウエ・クヴェーカー×グード・クヴェーク・ドィビネチェ
祖母)Ｂ10-9058985 両親共ファンレンターゲム作のファンドポル経由ホフケンス
母)Ｂ11-6333984 ルディ・ディールス作
祖父)ゾット Ｂ07-6007324 デスカイマーカー兄弟作 デスカイマーカー×Ｊ.＆Ｊ.バーク
祖母)Ｂ06-6360433 両親共ルディ・ディールス作 オリンピアード代表ゴウドハーンチェの娘

【70】Ｂ16-6236128 BC ♂
アンドレ・ロートホーフト作
父)Ｂ09-6304162 Ａ.ロートホーフト作翔 37 回入賞内ドールダン 1,747 羽中 6 位、オルレアン 592 羽中
10 位、シャトロー421
シャトロー421 羽中 10 位、スーヤックＮ5,667
スーヤックＮ5,667 羽中総合 33 位、ブールジュＮ24,676
ブールジュＮ24,676 羽中総合 102
位、アンジェルヴィル 1,734 羽中 17 位、モンリュソンＮゾーン 2,996 羽中 18 位
祖父)Ｂ08-4346862 マルセル・アエルブレヒト作 マルセイユの孫
祖母)Ｂ06-6201520 ファンドポル経由ホフケンス スーパー種鳩 兄弟／トム、ネストペナー
母)サンドラ Ｂ13-6165019 Ａ.ロートホーフト作翔 ブールジュＮゾーン 5,691 羽中 12 位、シャトローＮ
ゾーン 5,070 羽中 15 位、モンリュソンＮ11,056
位、モンリュソンＮ11,056 羽中総合 45 位、アルジャントンＰ1,273
位、アルジャントンＰ1,273 羽中 2 位他で
15 年 KBDB 大中距離エース鳩第 1 位他翔歴詳細別記参照
祖父)Ｂ11-6025266 スーパー種鳩 ネレス・ファンデポル経由ホフケンスＢ97-6463999×Ｂ10-9058985
祖母)Ｂ11-6333984 ルディ・ディールス作 ゾット×Ｂ06-6360433

【71】Ｂ16-6236272 Ｂ ♀ アンドレ・ロートホーフト作
父)Ｂ13-6165328 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス
祖父)Ｂ08-9113692 パトリック・ファンレンターゲム作翔 10 年短距離Ｎエース鳩第 2 位 純アンド
レ・ロートホーフト・ホフケンス
祖母)Ｂ03-6355571 スーパー種鳩 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス
母)グレチェ Ｂ11-6025013 Ａ.ロートホーフト作翔 キェブラン 356 羽中 2 位、ドールダン 826 羽中 8 位、
同 1,051 羽中 4 位、同 1,964 羽中 18 位、同 422 羽中 2 位、ラ・スーテレーヌＮ16,665
ラ・スーテレーヌＮ16,665 羽中総合 108 位、
メルン 750 羽中優勝、アルジャントンＮ22,384
羽中優勝、アルジャントンＮ22,384 羽中総合 97 位、リモージュＮ17,735
位、リモージュＮ17,735 羽中総合 185 位、
グレＮ3,415 羽中総合優勝
祖父)トム Ｂ04-6250335 Ａ.ロートホーフト作翔 04 年マルネ 2,555 羽中 26 位他、05
05 年 10 回入賞内ド
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ールダン 665 羽中優勝、オルレアンＰ3,631
羽中優勝、オルレアンＰ3,631 羽中総合 14 位他で、連盟エース鳩第 2 位、06
位、06 年 10 回入
賞内ドールダン
賞内ドールダン 758 羽中 10 位他で連盟エース鳩第 1 位 07 年 12 回入賞内マルネ 321 羽中優勝 兄弟
／ネストペンダー 96-463×036 の妹
祖母)Ｂ03-6355923 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス

【72】
“ゾーン・ベルジウム・ベスト”Ｂ16-6235933 B ♂ アンドレ・ロートホーフト作 同腹／91)
※グレＮ総合優勝、２位の父トムの近親孫
父)トミー Ｂ09-6304150 Ａ.ロートホーフト作翔 シャトローＮ22,718 羽中総合 358 位、リモージュＮ
リモージュＮ
14,211 羽中総合 21 位、ブールジュ 168 羽中優勝、同Ｎ9,781
羽中優勝、同Ｎ9,781 羽中総合 83 位、同Ｎ9,639
位、同Ｎ9,639 羽中総合 65
位、
モンリュソン 101 羽中優勝、
同Ｐ1,253
キェブラン 313 羽中 2 位、
アルジャントンＮ16,325
同Ｐ1,253 羽中 7 位、
アルジャントンＮ16,325
羽中総合 39 位他 全妹／グレチェ グレＮ総合優勝、別記参照
グレＮ総合優勝
祖父)トム Ｂ04-6250335 Ａ.ロートホーフト作翔 04 年マルネ 2,555 羽中 26 位他、05 年 10 回入賞内ド
ールダン 665 羽中優勝、オルレアンＰ3,631 羽中総合 14 位他で、連盟エース鳩第 2 位、06 年 10 回入
賞内ドールダン 758 羽中 10 位他で連盟エース鳩第 1 位 07 年 12 回入賞内マルネ 321 羽中優勝 兄弟
／ネストペンダー 血統別記参照
祖母)Ｂ03-6355923 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス
母)ベルジウム・ザ・ベスト Ｂ13-6165132 Ａ.ロートホーフト作翔 ドールダン 2,433 羽中 3 位、ブールジュ
Ｎ24,019 羽中総合 118 位、モンリュソン 471 羽中優勝、同Ｎ19,298
羽中優勝、同Ｎ19,298 羽中総合 27 位、アルジャントンＮ
9,970 羽中総合 28 位、ラ・スーテレーヌＮ3,184
ラ・スーテレーヌＮ3,184 羽中総合 24 位、グレ 504 羽中優勝、同Ｎ2,429
同Ｎ2,429 羽中総
合 2 位、ソールダン 705 羽中 4 位他の成績で、15
位他の成績で、 年ブダペスト・オリンピアード・ベルギー第 1 位
祖父)トム Ｂ04-6250335 Ａ.ロートホーフト作翔 上記参照
祖母)Ｂ10-9058985 両親共ファンレンターゲム作のファンドポル経由ホフケンス

【73】
“トッパー・32”DV02098-16-1032 Ｂ ♂ ギュンター・プランゲ作翔
ゲルンハウゼン 306Ｋ
306Ｋ2,021 羽中 3 位、ハイデンフェルド 356Ｋ
356Ｋ5,816 羽中 3 位
父)ＤＶ02098-09-1925 Ｇ.プランゲ作
祖父)330・ジュニア ＤＶ02098-06-330 ＢＣ Ｇ.プランゲ作 97-330×02-330(リングローゼの異母兄妹
同士近親交配)
祖母)ＤＶ07237-07-24 Ｂ ステラーマン作 ドイツＮエース鳩第 1 位で、得点記録を出したユーロ・ス
ター802
ター802×全妹近親
802×全妹近親交配
×全妹近親交配直仔
交配直仔 両親共リングローゼ直仔 純プランゲ
母)ＤＶ02098-13-333 ギュンター・プランゲ作
祖父)ＤＶ02098-00-1027 特別な種鳩 Ｇ．プランゲ作 リングローゼ(95-12)×ＮＬ94-2783577(Ｃ.＆
Ｇ.コープマン作 ブランコの妹)
祖母)ＤＶ02098-06-500 Ｇ．プランゲ作 ＤＶ00987-03-388(05 年Ｎエース鳩第 1 位 988.45 点)×ＤＶ
09870-00-875

【74】
“ゾーン・262”DV02098-16-235 Ｂ ♂ ギュンター・プランゲ作
父)超銘鳩デア・261 ＤＶ02098-07-261 ＬＢＣ Ｇ.プランゲ作翔 319Ｋ
Ｋ4,379 羽中優勝、543Ｋ
羽中優勝、 Ｋ4,016 羽
中優勝、261Ｋ
中優勝、 Ｋ2,345 羽中優勝、370Ｋ
羽中優勝、 Ｋ2,111 羽中優勝、169Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,934 羽中優勝、262Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,906 羽中優勝、
羽中優勝、
342Ｋ
Ｋ1,491 羽中優勝、366Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,386 羽中優勝、455Ｋ
羽中優勝、 Ｋ903 羽中優勝、288Ｋ
羽中優勝、 Ｋ770 羽中優勝他
羽中優勝
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祖父)ＤＶ02098-06-801 ＢＣ Ｇ．プランゲ作 プランゲ×ファンルーン
祖母)ＤＶ02098-99-1000 Ｂ プランゲ作 最高種鳩 リングローゼ×コープマン(ブランコの妹)
母)ＤＶ02098-12-666 ギュンター・プランゲ作
祖父)ＤＶ02098-00-1027 特別な種鳩 Ｇ．プランゲ作 リングローゼ(95-12)×ＮＬ94-2783577(Ｃ.＆
Ｇ.コープマン作 ブランコの妹)
祖母)ＤＶ02098-06-500 Ｇ．プランゲ作 ＤＶ00987-03-388(05 年Ｎエース鳩第 1 位 988.45 点)×ＤＶ
09870-00-875

【75】ＤＶ02098-16-227 B ♀ ギュンター・プランゲ作 同腹／87)
父)デア・520 ＤＶ02098-08-520 Ｓ Ｇ.プランゲ作翔 680Ｋ優勝、
Ｋ優勝、630Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、350Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、340Ｋ優勝
Ｋ優勝、 Ｋ優勝
2 回、320Ｋ優勝、
1,600 羽)他 2 位 2 回で、9 位内 20 回入賞
回、 Ｋ優勝、260Ｋ優勝
Ｋ優勝、 Ｋ優勝(以上の平均参加羽数は、約
Ｋ優勝
祖父)ＤＶ02098-05-580 Ｓ Ｇ.プランゲ作 リングローゼ×ＤＶ02098-93-665(デルバール系 01 年の
エース鳩 802 の母)
祖母)ＮＬ05-1937948 ＢＣ コープマンのソーン・ブランコ×リングローゼの娘
母)ＤＶ02098-09-2060 ギュンター・プランゲ作
祖父)ＤＶ07107-08-352 グスト・ヤンセンのオリンピアード・003×コープマン作クライネ・ディルク娘
祖母)ＤＶ02098-07-333 Ｂ Ｇ.プランゲ作 リングローゼ×リングローゼの娘

【76】
“1012”DV02098-16-1012 Ｂ ♂ ギュンター・プランゲ作翔
ハイデンフェルド 356Ｋ
356Ｋ5,816 羽中 45 位
父)ＤＶ02098-09-2021 Ｇ.プランゲ作 全兄／超銘鳩デア・261
Ｋ4,379 羽中優勝、543Ｋ
超銘鳩デア・261 319Ｋ
羽中優勝、 Ｋ4,016 羽中
優勝、261Ｋ
優勝、 Ｋ2,345 羽中優勝、370Ｋ
羽中優勝、 Ｋ2,111 羽中優勝、169Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,934 羽中優勝、262Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,906 羽中優勝、342
羽中優勝、
Ｋ1,491 羽中優勝、366Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,386 羽中優勝、455Ｋ
羽中優勝、 Ｋ903 羽中優勝、288Ｋ
羽中優勝、 Ｋ770 羽中優勝他
羽中優勝
祖父)ＤＶ02098-06-801 ＢＣ Ｇ．プランゲ作 プランゲ×ファンルーン
祖母)ＤＶ02098-99-1000 Ｂ プランゲ作 最高種鳩 リングローゼ×コープマン(ブランコの妹)
母)ＤＶ02098-12-434 Ｇ.プランゲ作
祖父)ＤＶ07107-08-352 グスト・ヤンセンのオリンピアード・003×コープマン作クライネ・ディルク娘
祖母)ＤＶ02098-09-1919 Ｇ．プランゲ作
祖父)リングローゼ(95-12) Ｂ 直仔／802
1009 Ｎエース鳩第 2 位他多くの俊鳩 コ
直仔／802 Ｎエース鳩第 1 位、
ープマン作(ベアトリックス・ドーファー直仔)×プランゲ作 722(デルバール)
祖母)ＤＶ02098-99-1000 最高種鳩 リングローゼ×リングローゼの妹

【77】
“カンニバール・067” Ｂ12-5107067 ＢＷ ♀ ボスマンス＝リーケンス作翔
優勝 2 回 ブールジュＮ22,663
ブールジュＮ22,663 羽中総合 26 位、同Ｎ9,256
位、同Ｎ9,256 羽中総合 42 位、アルジャントンＮ3,671
位、アルジャントンＮ3,671 羽中総
合 21 位、シャトローＮ4,316
位、シャトローＮ4,316 羽中総合 86 位 N レース 100 位以内 5 回入賞,
回入賞,純ディルク・ファンダィク系
ディルク・ファンダィク系
父)カンニバール・067 Ｂ09-6040491 Ｄ.ファンダィク作
祖父)Ｂ07-6363127 両親共ファンダィク作 デン・ブールジュの孫
祖母)Ｂ06-6210025 Ｄ.ファンダィク作 古いライン ブラウ・ファンダィク×カンニバールの曽孫
母)Ｂ05-6451058 Ｄ.ファンダィク作
祖父)Ｂ98-6523195 Ｄ.ファンダィク作 デン・ブールジュの 3 重近親直仔
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祖母)Ｂ97-6515249 Ｄ.ファンダィク作 ファンエルザッカー×アントワープ連盟エース鳩第 2 位

【78】
“ブロア・クラウディア”B15-2181265 ＢＣ ♂ ボスマンス＝リーケンス作
全姉／クラウディア 優勝 3 回、シャトローＮ6,005
回、シャトローＮ6,005 羽中総合 26 位、ブールジュＮ7,416
位、ブールジュＮ7,416 羽中総合 4 位、
同Ｎ22,663
同Ｎ22,663 羽中総合 63 位、ギエンＰ7,916
位、ギエンＰ7,916 羽中総合 5 位、同 4,588 羽中総合 14 位、同Ｐ1,902
位、同Ｐ1,902 羽中総合
4 位、同Ｐ1,317
位、同Ｐ1,317 羽中総合 4 位他
父)Ｂ10-5156214 兄弟／インテールト・カンニバール
祖父)Ｂ03-6482688 カンニバール直仔×サムソンの妹
祖母)Ｂ04-646823 ファンダィク作 有名なカンニバール×ランボーの妹
母)Ｂ06-5203955 スーパー種鳩
祖父)ラッキー・ルーク Ｂ97-5201920 Ｄ.リーケンス作翔 オルレアンＰ5,277 羽中総合優勝 シメイ
604 羽中優勝 ルイス・デロイス×スケレンス
祖母)スーパー・ママ Ｂ03-5241896 プロス・ローザン作 ド・ナショナル(ブールジュＮ9,759 羽中総
合優勝、オルレアン 2,337 羽中優勝)×シャトローの娘

【79】
“ザス・ミス・リンブルグ” B16-2188888 ＢＣＷ ♀ ボスマンス＝リーケンス作
兄弟／83)参照

全兄弟／ミス・リンブルグ Ｂ13-5100049 シャトローＮ5,901 羽中総合優勝、マルネ
、マルネ 176 羽中優勝、同 213
羽中優勝、ランス 917 羽中優勝、ソールダン 123 羽中優勝
父)サン・ラッキー・ルーク Ｂ11-5011683
祖父)ラッキー・ルーク Ｂ97-5201920 Ｄ.リーケンス作翔 オルレアンＰ5,277 羽中；＠ぷおｙ８お９０
ｐ９」－総合優勝 シメイ 604 羽中優勝 ルイス・デロイス×スケレンス
祖母)Ｂ07-5081545 兄弟／多くのトップ・レーサー スーパー・パパ×スーパー・ママの娘
母)Ｂ11-5170270 ブールジュＮ総合10 位の娘
祖父)ウィットペン・218 Ｂ09-5062218 カンニバール・ヤンセン
祖母)ズワルテ・ウィットペン・213 Ｂ09-5062213 カンニバール・パンター

【80】
“ラッキー・ボーイ” B16-2256934 Ｇ ♂ ボスマンス＝リーケンス作
父)スペース・カウ・ボーイ Ｂ15-2065070
祖父)カウ・ボーイ Ｂ14-6058978 Ｒ.＆Ｊ.ヘルマンス作 クライネ・プロパー×超銘鳩
クライネ・プロパー×超銘鳩カウ・ガール
超銘鳩カウ・ガール
祖母)Ｂ10-5175535 ディルク・リーケンス作 兄弟／ブルー・バイアグラ他 ラッキー・ルーク直仔×
ママ・ミーア
母)Ｂ13-5127900 Ｄ.リーケンス作
祖父)ラッキー・ルーク Ｂ97-5201920 Ｄ.リーケンス作翔 オルレアンＰ5,277
オルレアンＰ5,277 羽中総合優勝 シメイ
604 羽中優勝 ルイス・デロイス×スケレンス
祖母)Ｂ11-5170292 グリジェ・091×アストリッド(リーケンス＝ヘルマンス鳩舎最高雌種鳩)
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【81】
“トリプル・75” Ｂ15-2181275 Ｂ ♂ ボスマンス＝リーケンス作
全兄弟／トリプル・
全兄弟／トリプル・026
トリプル・026 優勝 1 回 ブールジュＮ7,479
ブールジュＮ7,479 羽中総合 60 位、トリプル・
位、トリプル・027
トリプル・027 優勝 6 回内ソール
ダンＳＰ1,406
ダンＳＰ1,406 羽中 2 位、トリプル・028
位、トリプル・028 優勝 2 回内ソールダンＳＰ1,884
回内ソールダンＳＰ1,884 羽中総合 3 位他 トリプル・
029 優勝 3 回内ブールジュＮ
回内ブールジュＮ14,496 羽中総合 17 位他
父)オリンピアード・トリプル・エース Ｂ11-5142219 12 年 KBDB 中距離Ｎエース鳩第１位、オリンピアー
ド代表 ギエンＰ5,386 羽中総合優勝、同 8,044 羽中最高分速 直仔／優勝６羽で
直仔／優勝６羽で 15 回 内グレＮ
16,662 羽中総合 69 位、シャトローＮ22,818
位、シャトローＮ22,818 羽中総合
羽中総合 21 位、モンリュソンＮ16,982
位、モンリュソンＮ16,982 羽中総合 59 位、
同Ｎ9,462
同Ｎ9,462 羽中総合 79 位
祖父)Ｂ04-5054093 グーデ・ヤールリング直仔 ロベン・ファンデールミッセン
祖母)Ｂ06-5062694 Ｇ.ファンデンアベール近親×プロス・ローザン
母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953 直仔／優勝 12 回
祖父)Ｂ07-5082347 スーパー・ランス×カンニバールの孫
祖母)Ｂ08-5185745 直仔／09-382 ランス 398 羽中優勝、同 1,247 羽中 4 位 カンニバール近親

【82】Ｂ15-2290128 ＢＬＫＣ ♀ ボスマンス＝リーケンス作
父)Ｂ13-5100084 Ｄ.リーケンス作
祖父)Ｂ11-5170313 グリズル・091×アストリッド
祖母)Ｂ11-5011650 ヴァイヤ・コンディオスの孫
母)トリプル・ネナ・027 Ｂ14-2090027 ボスマンス＝リーケンス作翔 優勝 5 回 15 年 KBDB 中距離Ｐエ
ース鳩第 1 位
祖父)オリンピアード・トリプル・エース Ｂ11-5143219 12 年 KBDB 中距離Ｎエース鳩第１位、オリンピ
アード代表 ギエンＰ5,386
ギエンＰ5,386 羽中総合優勝、同
羽中総合優勝、同 8,044 羽中最高分速 直仔／優勝６羽 Ｂ04-093(グー
デ・ヤールリング直仔)×Ｂ06-694(Ｇ.ファンデンアベール近親×プロス・ローザン)
祖母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953 直仔／優勝 12 回 Ｂ07-5082347×Ｂ08-5185745

【83】
“ブロア・ミス・リンブルグ Ｂ16-2256908 ＢＣ ♂ ボスマンス＝リーケンス作 姉妹／79)参照
全兄弟／ミス・リンブルグ Ｂ13-5100049 シャトローＮ5,901
シャトローＮ5,901 羽中総合
羽中総合優勝、
総合優勝、マルネ 176 羽中優勝、同 213
羽中優勝、ランス
羽中優勝、ランス 917 羽中優勝、ソールダン 123 羽中優勝
父)サン・ラッキー・ルーク Ｂ11-5011683 ラッキー・ルーク×Ｂ07-5081545
母)Ｂ11-5170270 ブールジュＮ総合10
ブールジュＮ総合 10 位の娘 ウィットペン・218×ズワルテ・ウィットペン・213

【84】
“ラッキー・グリズル・916” Ｂ16-2256916 Ｇ ♀ ボスマンス＝リーケンス作
父)Ｂ13-6122595 ディルク・ファンダィク作 カンニバールの 11 重近親
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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Ｐ
モンリュソンＰ1,322
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
トロー2,478 羽中総合 21 位 カンニバール 8 重近親 08-6338800×Ｂ05-6453989
祖母)Ｂ11-6240721 ディカプリオ×カンニバールの娘
母)Ｂ13-5127983 Ｄ.リーケンス作
祖父)ラッキー・ルーク Ｂ97-5201920 Ｄ.リーケンス作翔 オルレアンＰ5,277 羽中総合優勝 シメイ
604 羽中優勝 ルイス・デロイス×スケレンス
祖母)Ｂ11-5170237 全兄弟／ブルー・バイアグラ

【85】
“ゲルンハウゼン・1114”DV02098-16-1114 Ｂ ♂ ギュンター・プランゲ作翔
ゲルンハウゼン 306Ｋ
306Ｋ2,021 羽中 4 位,リングローゼの 6 重近親
父)ＤＶ02098-09-2100 Ｇ.プランゲ作 スーパー種鳩 直仔／優勝鳩５羽
祖父)リングローゼ(95-12) Ｂ 直仔／802
Ｎエース鳩第 1 位、1009
Ｎエース鳩第 2 位他多くの俊鳩 コ
直仔／
位、
ープマン作(ベアトリックス・ドーファー直仔)×プランゲ作 722(デルバール)
祖母)ＤＶ02098-99-1000 Ｂ プランゲ作 最高種鳩 リングローゼ×コープマン(ブランコの妹)
母)ＤＶ02098-15-480 Ｂ Ｇ.プランゲ作
祖父)デア・520 ＤＶ02098-08-520 Ｓ Ｇ.プランゲ作翔 680Ｋ優勝、
Ｋ優勝、630Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、350Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、340Ｋ優
Ｋ優勝、 Ｋ優
勝 2 回、320Ｋ優勝、
1,600 羽)他 2 位 2 回で、9 位内 20 回入賞
回、 Ｋ優勝、260Ｋ優勝
Ｋ優勝、 Ｋ優勝(以上の平均参加羽数は、約
Ｋ優勝
ＤＶ02098-05-580×ＮＬ05-1937948
祖母)ＤＶ02098-14-1333 Ｇ.プランゲ作 ボリス×08-515

【86】
“ドーター・261”DV02098-16-274 ♀ ギュンター・プランゲ作
父)超銘鳩デア・261 ＤＶ02098-07-261 ＬＢＣ Ｇ.プランゲ作翔 319Ｋ
Ｋ4,379 羽中優勝、543Ｋ
羽中優勝、 Ｋ4,016 羽
中優勝、261Ｋ
中優勝、 Ｋ2,345 羽中優勝、370Ｋ
羽中優勝、 Ｋ2,111 羽中優勝、169Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,934 羽中優勝、262Ｋ
羽中優勝、 Ｋ1,906 羽中優勝、
342Ｋ
Ｋ1,491 羽中優勝、
Ｋ1,386 羽中優勝、455Ｋ
羽中優勝、366Ｋ
羽中優勝、 Ｋ903 羽中優勝、288Ｋ
羽中優勝、 Ｋ770 羽中優勝他
羽中優勝
祖父)ＤＶ02098-06-801 ＢＣ Ｇ．プランゲ作 プランゲ×ファンルーン
祖母)ＤＶ02098-99-1000 Ｂ プランゲ作 最高種鳩 リングローゼ×コープマン(ブランコの妹)
母)ＤＶ02098-10-1666 ギュンター・プランゲ作
祖父)ＤＶ02098-00-1027 特別な種鳩 Ｇ．プランゲ作 リングローゼ(95-12)×ＮＬ94-2783577(Ｃ.＆
Ｇ.コープマン作 ブランコの妹)
祖母)ＮＬ07-1207701 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ハロド×ヤナ

【87】ＤＶ02098-16-226 ♂ ギュンター・プランゲ作 同腹／75)参照
父)デア・520 ＤＶ02098-08-520 Ｓ Ｇ.プランゲ作翔 680Ｋ優勝、
Ｋ優勝、630Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、350Ｋ優勝、
Ｋ優勝、 Ｋ優勝、340Ｋ優勝
Ｋ優勝、 Ｋ優勝
2 回、320Ｋ優勝、
1,600 羽)他 2 位 2 回で、9 位内 20 回入賞
回、 Ｋ優勝、260Ｋ優勝
Ｋ優勝、 Ｋ優勝(以上の平均参加羽数は、約
Ｋ優勝
ＤＶ02098-05-580×ＮＬ05-1937948
母)ＤＶ02098-09-2060 ギュンター・プランゲ作 ＤＶ07107-08-352 ×ＤＶ02098-07-333
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【88】ＤＶ02098-16-1004 ＢＣ ♂ ギュンター・プランゲ作翔

ハイデンフェルド 356Ｋ
356Ｋ5,816 羽中 33 位
父)ＤＶ02098-08-666 Ｂ Ｇ．プランゲ作 特別な種鳩
祖父)リングローゼ(95-12) Ｂ 直仔／802
Ｎエース鳩第1
1009 Ｎエース鳩第2
直仔／
Ｎエース鳩第 位、
Ｎエース鳩第 位他多くの俊鳩 コ
ープマン作(ベアトリックス・ドーファー直仔)×プランゲ作 722(デルバール)
祖母)ＤＶ02098-06-222 Ｂ Ｇ.プランゲ作 リングローゼの父(コープマン作 ベアトリックス・ドー
ファー直仔)×ファンルーン
母)ＤＶ02098-10-1561 Ｇ.プランゲ作
祖父)Ｂ99-6552499 ＢＣ ファンルーン作 プランゲ鳩舎基礎鳩Ｂ84-6091954 の孫
祖母)ＮＬ01-4743641 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 オンズ・ルイーズ×オランダの女王

【89】Ｂ16-6235907 ＢＣ ♀ アンドレ・ロートホーフト作
父)トム Ｂ04-6250335 Ａ.ロートホーフト作翔 04 年マルネ 2,555 羽中 26 位他、05
位他、05 年 10 回入賞内ドール
回入賞内ドール
ダン 665 羽中優勝、オルレアンＰ3,631
羽中優勝、オルレアンＰ3,631 羽中総合 14 位他で、連盟エース鳩第 2 位、06
位、06 年 10 回入賞内ド
ールダン758
ールダン 758 羽中10
羽中 10 位他で連盟エース鳩第1
位他で連盟エース鳩第 1 位 07 年 12 回入賞内マルネ321
回入賞内マルネ 321 羽中優勝 偉大な種鳩 直
仔／グレＮ総合優勝、2 位 オリンピアード代表 KBDB 大中距離Ｎエース鳩第4 位 兄弟／ネストペンナー
祖父)Ｂ96-6296463 Ａ.ロートホーフト作翔 入賞多数 ホフケンス
祖母)Ｂ02-6303373 Ａ.ロートホーフト作 アントワープ連盟エース鳩１位の 036 の妹
母)Ｂ11-6025093 Ａ.ロートホーフト作
祖父)Ｂ08-4346862 マルセル・アエルブレヒト作 マルセイユ直仔×グスターフの娘
祖母)Ｂ06-6201520 Ａ.ロートホーフト作 兄弟／トム、ネストペンナー Ｂ96-463×Ｂ02-373

【90】Ｂ16-6236124 ＢＣ ♂ アンドレ・ロートホーフト作
異母姉／サンドラ
シャトローＮ18,604
異母姉／サンドラ 35 回入賞内ブールジュＮゾーン
回入賞内ブールジュＮゾーン5,691
ブールジュＮゾーン 5,691 羽中12
羽中 12 位、
シャトローＮ18,604 羽中総合85
羽中総合 85 位、
どモンリュソンＮ11,056
モンリュソンＮ11,056 羽中総合 45 位、アルジャントン優勝、同Ｎ
位、アルジャントン優勝、同Ｎ12,18
アルジャントン優勝、同Ｎ12,187
12,187 羽中総合 67 位、シャトロー
Ｎゾーン 4,158 羽中 25 位他で 15 年 KBDB 大中距離エース鳩第 1 位
※母鳩 1111-984 が本年作出不順の
為、特別参加した鳩
父)Ｂ11-6025266 スーパー種鳩 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス
祖父)Ｂ97-6463999 入賞多数 直仔／036 ブラウエ・クヴェーカー×グード・クヴェーク・ドィビネチェ
祖母)Ｂ10-9058985 両親共ファンレンターゲム作のファンドポル経由ホフケンス
母)Ｂ14-6264190 アンドレ・ロートホーフト作
祖父)Ｂ13-6165328 ネレス・ファンデポル経由ホフケンス Ｂ08-9113692×Ｂ03-6355571
祖母)グレチェ Ｂ11-6025013 Ａ.ロートホーフト作翔 キェブラン 356 羽中 2 位、ドールダン 826 羽中 8
位、同 1,051 羽中 4 位、同 1,964 羽中 18 位、同 422 羽中 2 位、ラ・スーテレーヌＮ
ラ・スーテレーヌＮ16,665
ラ・スーテレーヌＮ16,665 羽中総合
108 位、メルン 750 羽中優勝、アルジャントンＮ22,384
羽中優勝、アルジャントンＮ22,384 羽中総合 97 位、リモージュＮ17,735
位、リモージュＮ17,735 羽中総
合 185 位、グレＮ3,415
位、グレＮ3,415 羽中総合優勝 トム×Ｂ03-6355923

【91】Ｂ16-6235939 Ｂ ♂ アンドレ・ロートホーフト作 同腹／72)参照
※グレＮ総合優勝、２位の父トムの近親孫
父)トミー Ｂ09-6304150 Ａ.ロートホーフト作翔 シャトローＮ22,718 羽中総合 358 位、リモージュＮ
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14,211 羽中総合 21 位、ブールジュ 168 羽中優勝、同Ｎ9,781 羽中総合 83 位、同Ｎ9,639 羽中総合 65 位、
モンリュソン 101 羽中優勝、同Ｐ1,253 羽中 7 位、キェブラン 313 羽中 2 位、アルジャントンＮ16,325
羽中総合 39 位他 全妹／グレチェ グレＮ総合優勝、別記参照 トム×ネレス・ファンデポル経由ホフ
ケンス
母)ベルジウム・ザ・ベスト Ｂ13-6165132 Ａ.ロートホーフト作翔 ドールダン 2,433 羽中 3 位、ブールジュ
Ｎ24,019 羽中総合 118 位、モンリュソン 471 羽中優勝、同Ｎ19,298
羽中優勝、同Ｎ19,298 羽中総合 27 位、アルジャントンＮ
9,970 羽中総合 28 位、ラ・スーテレーヌＮ3,184
ラ・スーテレーヌＮ3,184 羽中総合 24 位、グレ 504 羽中優勝、同Ｎ2,429
同Ｎ2,429 羽中総
合 2 位、ソールダン 705 羽中 4 位他の成績で、15
位他の成績で、 年ブダペスト・オリンピアード・ベルギー第 1 位
上記トム×ファンレンターゲム作のファンドポル経由ホフケンス

【92】Ｂ16-6236199 Ｂ ♀ アンドレ・ロートホーフト作
父)Ｂ05-6381243 アンドレ・ロートホーフト作翔 トゥーリー1,751
トゥーリー1,751 羽中 11 位、メルン 1,674 羽中 9 位、
オルレアンＰ2,646
オルレアンＰ2,646 羽中総合 12 位他で 08 年アントワープ連盟エース鳩第 1 位
祖父)Ｂ99-6256549 Ａ.ロートホーフト作 ネレス・ファンドポル経由のホフケンス・ライン
祖母)ＤＶ05726=99-477 ウナ・クロスターマン作 ルー・ヴォウタースの筋
母)Ｂ14-6264004 Ａ.ロートホーフト作 全姉妹／キェブラン 159 羽中 2 位、オルレアンＰ10,163 羽中総
合 890 位、アルジャントン 8,624 羽中 766 位他 13 年 11 回入賞内アンジェルヴィル 721 羽中 8 位、ノ
ワイヨン 135 羽中 3 位、ブールジュ
ブールジュ 408 羽中優勝、同Ｎ11,883
羽中優勝、同Ｎ11,883 羽中総合 13 位、イソウドゥンＮ5,670
羽中総合 175 位、ネフェルスＮ
ネフェルスＮ2,918
ネフェルスＮ2,918 羽中総合 45 位、グレＮ2,656
位、グレＮ2,656 羽中総合 3 位他 11 年ラ・スーテレ
ーヌＮ16,665
ーヌＮ16,665 羽中総合 6 位、同Ｎ18,591
位、同Ｎ18,591 羽中総合
羽中総合 4 位 KBDB 中長距離エース鳩 3 位
祖父)Ｂ08-6321104 Ａ.ロートホーフト作 ド・ネストペナー×Ｂ04-6250735
祖母)Ｂ05-6381785 エンゲルス・ホフケンス

【93】
“ザス・フェンナ” NL16-1529380 B ♀ キース・ボスア作 同腹／65)参照
※新スーパー・カップルの直娘
父)レオン ＮＬ08-1549024 Ｋ．ボスア作 直仔／ヘリコプター ポメロイル 3,635 羽中優勝、同
羽中優勝、 32,229 羽
中最高分速、ナイフェル
ナイフェル3,635
羽中優勝、
デュッフェル491
羽中優勝、
クーパー(10-937)
ナイフェル1,032
ナイフェル
デュッフェル
クーパー
ナイフェル
羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、10-936
ナイフェル 1,703 羽中優勝、同
羽中優勝、
羽中優勝、 17,183 羽中最高分速、11-250
ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同32,360 羽中最高分速 超銘鳩フェンナ（15－592）ロワイエ 15,749 羽中最
高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（2 週連続）
ブラウエ・レオ×シャトロー・ダィフイェ
母)ノネチェ ＮＬ08-1549173 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ナイフェル 1,703 羽中優勝、同
羽中優勝、 17,183 羽中最高分
速、
、同 1,032 羽中優勝、同 3,738
3,738 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、ポメロイル 3,635 羽中優勝、同 3,229
羽中最高分速、デュッフェル 491 羽中優勝、ペロンヌ
13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最高分速
羽中優勝、
超銘鳩フェンナ（15－592）ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（2
週連続）タイム・アウト×ケルクダィフイェ

【94】ＮＬ16-1529385 ＢＷ ♀ キース・ボスア作 同腹／66)参照
父)モレノ ＮＬ13-1243824 Ｂ Ｋ.ボスア作翔 トロイＮ13,664 羽中総合優勝 直仔／好鳩多数
直仔／好鳩多数
フィーカン×ノラ
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母)アミーラ ＮＬ14-1063659 Ｋ.ボスア作翔 ナントィル NPO9,882 羽中総合優勝、同16,765 羽中最高分速
ヨンゲ・カースブール×チャンピー

【95】ＮＬ16-1529383 ♂ キース・ボスア作
父)クリス ＮＬ13-1243845 Ｋ.ボスア作翔 モルリンコート14,774
モルリンコート 14,774 羽中総合2
羽中総合 2 位、ナイフェル3,134
位、ナイフェル 3,134 羽中優勝
祖父)グローテ・チコ ＮＬ12-1623785 Ｂ Ｋ．ボスア作 チコ×ロンリー
祖母)ポンメルチェ ＮＬ11-1747324 Ｋ．ボスア作翔 ポメロイル 703 羽中優勝 ヴィエルゾン 101 羽中
優勝、
シャトロー2 回上位入賞 ファヴォリー×シゾ(姉／ジョイ ブ
優勝 ペロンヌ13,438
ペロンヌ 13,438 羽中総合16
羽中総合 16 位、
ロアＮ9,545 羽中総合優勝)
母)コンチータ ＮＬ13-1243779 Ｋ.ボスア作翔 ナントィル1,603 羽中2 位、ペロンヌ5,059 羽中総合2 位
兄／ジョーンズ ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高分速(
羽中最高分速(直仔／ポメロイル
直仔／ポメロイル 4,843 羽中総合優
勝、マンテス・ラ・ジョリーNPO7,771
勝、マンテス・ラ・ジョリーNPO7,771 羽中総合 14 位他優入賞多数)
位他優入賞多数)
祖父)レオン ＮＬ08-1549024 Ｋ．ボスア作 直仔／ヘリコプター ポメロイル 3,635 羽中優勝、同 32,229
羽中最高分速、ナイフェル 3,635 羽中優勝、デュッフェル 491 羽中優勝、クーパー(10-937)
ナイフェ
羽中優勝、クーパー
ル 1,032 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、10-936
ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高
羽中優勝、
分速、11-250
ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最高分速 超銘鳩フェンナ（
－592）
）
分速、
超銘鳩フェンナ（15－
ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（
羽中最高分速総合優勝（2 週連続）
週連続）
ブラウエ・レオ×シャトロー・ダィフイェ
祖母)ノネチェ ＮＬ08-1549173 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最
高分速、同 1,032 羽中優勝、同 3,738 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、ポメロイル 3,635 羽中優勝、
同 3,229 羽中最高分速、デュッフェル 491 羽中優勝、ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最
高分速 超銘鳩フェンナ（
－592）
）ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高
超銘鳩フェンナ（15－
分速総合優勝（
分速総合優勝（2 週連続）
週連続）タイム・アウト×ケルクダィフイェ

【96】ＮＬ16-1529375 Ｂ ♀ キース・ボスア作
異父兄弟／ヨンゲ・カースブール参照
父)ジョーンズ ＮＬ10-5007936 Ｋ.ボスア作翔 ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高分速 直仔
／ポメロイル 4,843 羽中総合優勝、マンテス・ラ・ジョリーNPO7,771
羽中総合優勝、マンテス・ラ・ジョリーNPO7,771 羽中総合 14 位他優入賞多数
祖父)レオン ＮＬ08-1549024 Ｋ．ボスア作 直仔／ヘリコプター ポメロイル 3,635 羽中優勝、同 32,229
羽中最高分速、ナイフェル 3,635 羽中優勝、デュッフェル 491 羽中優勝、クーパー(10-937)
ナイフェ
羽中優勝、クーパー
ル 1,032 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、10-936
ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最高
羽中優勝、
分速、11-250
ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最高分速 超銘鳩フェンナ（
－592）
）
分速、
超銘鳩フェンナ（15－
ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高分速総合優勝（
羽中最高分速総合優勝（2 週連続）
週連続）ブラウエ・
レオ×シャトロー・ダィフイェ
祖母)ノネチェ ＮＬ08-1549173 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ナイフェル 1,703 羽中優勝、同 17,183 羽中最
高分速、同 1,032 羽中優勝、同 3,738 羽中優勝、クライル 591 羽中優勝、ポメロイル 3,635 羽中優勝、
同 3,229 羽中最高分速、デュッフェル 491 羽中優勝、ペロンヌ 13,438 羽中総合優勝、同 32,360 羽中最
高分速 超銘鳩フェンナ（
－592）
）ロワイエ 15,749 羽中最高分速総合優勝，メネン 27,453 羽中最高
超銘鳩フェンナ（15－
分速総合優勝（
分速総合優勝（2 週連続）
週連続）タイム・アウト×ケルクダィフイェ
母)クリスティーナ ＮＬ05-1358883 Ｃ．コニング作 直仔／ウダン ポメロイル 2,594 羽中優勝、シャンテ
ィー5,645 羽中総合 4 位、モースクロン 5,168 羽中総合 5 位、アリッサ シャトロー846 羽中優勝、ブオ
ラ 6,029 羽中総合 2 位、同 8,077 羽中総合 6 位 他 09 年オランダＮ最優秀鳩(この鳩はフェルケルク鳩舎
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に導入され、14 年ルフェック NPO 総合優勝の父)
祖父)ゾーン・シャトロー・ダィフイェ ＮＬ04-2062097 ダニー×シャトトー・ダィフイェ
祖母)チコの娘 ＮＬ03-1147106 バレリーニとフィーゴの孫

【97】
“ビューティ・カス” Ｂ16-4140139 ＢＬＫＣＷ ♂ デスメイター＝レスチアン作
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
年リブルヌＰ
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
ナックＮ
総合優勝、同ＩＮ9,052 羽中総合優勝
祖父)サン・ヨースト Ｂ03-4456329 ＤＣ 最高種鳩 両親共デスメイター＝レスチアン作 ヨースト×
アスケ 2001(01 年若鳩長距離Ｎエース鳩第 1 位)
祖母)ヤンダーケ ＮＬ03-1344459 ＤＣＷ FPP 作 ダックスＮ18,323 羽中総合優勝×ヴァルポット・
ローイマン
母)ルショの娘 Ｂ15-250667 ＢＬＫＣ デスメイター＝レスチアン作 半兄弟／15 年ペルピニャンＩＮ総
合2 位
祖父)ルショ Ｆ06-187129 ＢＬＫＣ Ｐ.＆Ｇ.デュドウ作翔 カルカゾンヌ 174 羽中優勝、サンゴウデン
319 羽中 4 位、ネクソン 1,265 羽中 7 位、ブリーブ 4,823 羽中 17 位 長距離エース鳩 1、2 位(2 年で)
ダーク・35 直仔
祖母)Ｂ13-4265049 ＢＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 銘鳩ヨーストの近親孫

【98】
“ラヴァル・クアトロ” Ｂ16-4139692 BC ♂ デスメイター＝レスチアン作
父)ラヴァル Ｂ13-4285904 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 15 年ペルピニャンＮ5,254
羽中総合
ペルピニャンＮ
8 位、ポーＮ1,980
羽中総合 9 位、サンバンサンＮ3,037
羽中総合 49 位他で、KBDB
国際超長距離 3
位、ポーＮ
位、サンバンサンＮ
位他で、
レース最優秀鳩
祖父)ブロア・ヨースト Ｂ01-4376168 ＤＣ デスメイター＝レスチアン作 兄弟／ヨースト 03 年ペル
ピニャンＩＮ
ピニャンＩＮ1
ャンＩＮ 才鳩優勝 直仔／ボルドー ド・95 フェルフィッシュ×スーパー・23 エルネスト
祖母)グラン・クリュの娘 Ｂ07-4241464 ＢＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 グラン・クリュ(ボ
グラン・クリュ ボ
ルドーＩＮ1
ルドーＩＮ 才鳩の部優勝)×レディ・フィンス
才鳩の部優勝 ×レディ・フィンス(サンバンサンＮ
×レディ・フィンス サンバンサンＮ1
サンバンサンＮ 才鳩優勝)
才鳩優勝
母)クアトロ・4 Ｂ11-4274444 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 自鳩舎史上最高の雌鳩 国際地中海杯1
位、13～14 年バルセロナ・ペルピニャン最優秀鳩、同13～15 年最優秀鳩、13～15 年最優秀バルセロナ鳩
祖父)コロネル・ジュニア Ｂ03-4456397 ＢＣ クルヴェルス＝デヴィールト作 直仔／ボルドーＮ総合
4 位、同ＩＮ
羽中総合 7 位、ペルピニャンＮ総合 5 位、同ＩＮ17,624
羽中総合 6 位、バルセロ
位、同ＩＮ6,223
同ＩＮ
位、同ＩＮ
ナＩＮ総合 7 位、孫／ナルボンヌ 1,919 羽中 4 位、同ＩＮ総合 25 位、モントーバン 2,689 羽中 8 位
コロネル×バレリーニ
祖母)シスター・カルダト Ｂ06-4190198 ＢＬＫＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 兄弟／03 年マ
ルセイユＰ優勝、同優勝、ペルピニャン 2 位、コールデ×ヨーストの妹

【99“スーパー・エーシー・505” Ｂ16-4139505 ＢＣ ♀ デスメイター＝レスチアン作
父)ニコ Ｂ13-5105708 ニコ・ジャスパース作翔 14 年アジャン 110 羽中優勝、同Ｎ3,180
羽中優勝、同Ｎ3,180 羽中総合 13 位、
ナルボンヌＮ2,835
超長距離 1 才鳩Ｎエース鳩第 1 位
ナルボンヌＮ2,835 羽中総合 16 位他で、KBDB
位他で、
祖父)Ｂ07-5162135 バルセロナ・ヨーリセンの直仔で、04 年 KBDB 長距離Ｎエース鳩第 1 位鳩×02
位鳩×02 年 IFC
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4000 エース鳩第 1 位の娘
祖母)Ｂ07-5162014 優勝 4 回の娘
母)ビューティ・ミストラル・ペギー Ｂ14-4240788 ＤＣＷ デスメイター＝レスチアン作
祖父)ピエール・ミストラル Ｂ10-3120100 ＢＣＷ ピエール・ブールジョワ作翔 11 年ナルボンヌＮ総
合 26 位 14 年ペルピニャンＮ6,248
年ペルピニャンＮ6,248 羽中総合 8 位、サンバンサンＮ3,240
サンバンサンＮ3,240 羽中総合 5 位で KBDB 超長距
離Ｎエース鳩第 1 位 ナタン(Ｇ.デフォーヒト)×ジュリア
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
年バルセロナＮ
羽中総合
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
ペルピニャン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

【100】Ｂ16-4254385 ＤＣ ♂ デスメイター＝レスチアン作
父)インヴィクトゥス Ｆ12-294562 ミッシェル・デュボワ作翔 ポーＩＮ834
ポーＩＮ834Ｋ
834Ｋ9.052 羽中総合 5 位、ペルピ
ニャンＩＮ893
ニャンＩＮ893Ｋ
893Ｋ15,954 羽中総合 21 位、サンバンサンＩＮ814
位、サンバンサンＩＮ814Ｋ
814Ｋ10,737 羽中総合 15 位で欧州超長距離エ
位で
ース鳩第 1 位
祖父)基礎鳩イグナス Ｆ09-116648 オヴァール・シオン系 ダックスＮ総合 4 位他のスーパー鳩×娘
祖母)ラ・イェレマ ＮＬ07-1187406 ＢＣ イェレ・イェレマ作 アイスマン×サフィールの娘
母)カスの妹 Ｂ13-4200569 ＢＣＷ 全兄／カス 14 年リブルヌＰ551
羽中優勝、ジャルナックＮ3,741
年リブルヌＰ
羽中優勝、ジャルナックＮ
羽中総合 18 位で 1 才鳩長距離Ｎエース鳩第 5 位、15
羽中当日只
位、 年ポーＮ1,980
年ポーＮ
羽中当日只 1 羽帰り
羽帰り総合優勝、同
ＩＮ9,052
羽中総合優勝
ＩＮ
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×ヴァルポッ
ト・ローイマン

【101】ＮＬ16-1588000 Ｂ ♀ スヘーレ兄弟作
父)エース・ボーイ ＮＬ07-3761969 Ｂ 11 年長距離Ｎエース鳩第 4 位 南蘭長距離クラブゴールデン・クラ
ック第 1 位、6 回参加全入賞内セザンヌ 8,785 羽中総合優勝、アルジャントン
、アルジャントン 27,597 羽中総合 7 位、オ
ルレアン 4,927 羽中総合 3 位、ポメロイル 9,338 羽中総合 6 位、ペロンヌ
ペロンヌ 1,297 羽中優勝
祖父)ブラウエ・オルレアン ＮＬ05-0565984 Ｂ オルレアン NPO5,011 羽中総合優勝 兄弟／スーパー・
02 若鳩中距離Ｐエース鳩第1 位 ソールダン11,475 羽中総合10 位、
オルレアン2,998 羽中総合7 位、
モルリンコート8,415羽中総合55位、
エタンプ4,490羽中31位他 スーパー・ボーイ×ドンカー・666(ヘ
ンク・メリス)
祖母)ドンナの娘 ＮＬ05-0565982 Ｂ モルリンコート6,260 羽中総合18 位他上位多数 ボンテ・ファン・
アルマンド×ドンナ
母)メッチェ ＮＬ12-3213750 Ｂ 全姉／エース・ガール
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
羽中総合優勝
総合 2 位、ブールジュ NPO4,847 羽中総合 10 位
祖父)スーパー・ボーイ ＮＬ02-0274336 上記参照
祖母)666 の娘 ＮＬ02-1713196 Ｂ 666(ヘンク・メリス)×ド・503(Ｒ．メリス)

41

【102】ＮＬ16-1588012 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)デイジー ＮＬ13-3310861 Ｂ 兄弟／
／08-800 オルレアン 4,970 羽中優勝、アブリス 7,889 羽中総合 2
位 デミ 後シーズンＰエース鳩第 1 位、10-372 ブロイル 1,719 羽中優勝、エルフィエ NPO 総合 22、
39、59 位他 ダフネ エース鳩第 1 位
祖父)リヒテ・ディルク Ｂ02-6503551 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 ゾーン・ブールジュ×エディ・ヤ
ンセン
祖母)スーパー・02 ＮＬ04-0451802 Ｂ 若鳩中距離Ｐエース鳩第
若鳩中距離Ｐエース鳩第 1 位 ソールダン 11,475 羽中総合 10
位、オルレアン2,998 羽中総合7 位、モルリンコート8,415 羽中総合55 位、エタンプ4,490 羽中31 位
他 兄弟／オルレアン NPO5,011 羽中総合優勝 スーパー・ボーイ×ドホター・666(ヘンク・メリス)

【103】ＮＬ16-1588016 スレート ♂ 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
兄弟／
ェリー(トミーの母)、15
1515-880 シャトローＮ11,922
シャトローＮ11,922 羽中総合 23 位
父)ソニー ＮＬ12-3254959 Ｂ 全兄弟／エース・ガール
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
中総合優勝
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

【104】ＮＬ16-1588019 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
兄弟／
ポン・サン・マックス
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
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
位、オウビー1,373 羽中優勝、シャトローＮ11,922
羽中優勝、シャトローＮ11,922 羽中総合 59 位他
父)ジェローン・ジュニア ＮＬ11-1742421 Ｂ ヴィレム・ドブルイン作
祖父)ジェローン ＮＬ06-1071741 スレート Ｗ.ドブルイン作翔 Ｎエース鳩 4、11 位 クライネ・ブ
ラウエ×ゲニーダ
祖母)ブルー・フレーム ＮＬ07-1821760 Ｂ Ｗ.ドブルイン作翔 09 年Ｎ最優秀雌鳩第 11 位 両親ヘ
ルマンス＝コィスタース作 ファンジオ×フィーナ
母)ハニー ＮＬ13-1308215 Ｂ スヘーレ兄弟作
祖父)ボーイ・48 ＮＬ09-3951648 Ｂ スヘーレ兄弟作 兄弟／エース・ガール ポアチエ NPO 総合優勝、
ラ・スーテレーヌ NPO2 位、シャトローNPO2 位 アミー 当日長距離エース鳩第 2 位 孫 14 年若鳩Ｎ
エース鳩第 5 位
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祖母)ハリーの娘 ＮＬ11-1912644 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作 超銘鳩ハリーの娘

【105】Ｂ16-3065338 Ｂ ♀ リック・クールス作 同腹／53)参照
父)ド・クライネン Ｂ12-3113677 Ｂ Ｒ．クールス作翔 12 年Ｐエース鳩第 3 位、直仔／13-703 シャトロ
ーＮゾーン優勝、アミーゴ ツール 6,083 羽中総合優勝、同 5,313 羽中総合優勝 ローニー×Ｂ10-3020320
母)Ｂ11-3123443 Ｂ Ｒ．クールス作 兄弟／ペトロシュカ アルジャントンＰ512Ｋ2,631 羽中優勝、同Ｎ
ゾーン 8,003 羽中優勝、同Ｎ23,921 羽中総合 4 位、同Ｐ1,403 羽中 21 位、同Ｐ3,250 羽中 91 位、クレル
モン 200Ｋ230 羽中優勝、同 711 羽中 3 位、アブリス 300Ｋ645 羽中 10 位、ブールジュ 444ＫＰ1,427 羽中
11 位、同Ｐ2,054 羽中 13 位、同Ｎゾーン 4,806 羽中 38 位、シャトローＰ485Ｋ5,500 羽中 14 位他、ツー
ルＰ450Ｋ1,405 羽中 14 位、2011 年 KBDB 中距離Ｐエース鳩第５位 カンマ×ヘット・セリナ

【106】Ｂ16-3065325 Ｂ ♂ リック・クールス作 同腹／54)参照
父)Ｂ10-3020284 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
ゾーン・ブリクセン×フリッカ
母)モウリスカ Ｂ10-3020217 Ｒ.クールス作翔 シャトロー5,500 羽中 6 位、アルジャントン 3,105 羽中
33 位、グレ 2,915 羽中 53 位、ラ・スーテレーヌ 2,436 羽中 45 位他 KBDB エース鳩第 2 位
ウィットペンネ・モウリス×ダナエ

【107】Ｂ16-3065384 Ｂ ♀ リック・クールス作 同腹／55)参照
父)アントン Ｂ14-3115103 Ｒ.クールス作 ダニー×モレケⅡ
母)マジック・マリーケⅠ Ｂ12-3113590 マジック・ジュニア×マリーケ

【108】
“プロパー・マリーケ”B16-3065098 Ｂ ♀ リック・クールス作
父)Ｂ14-6058992 リック・ヘルマンス作 直仔／ブールジュ 624 羽中 4 位、ラ・スーテレーヌ 452 羽中 7 位
祖父)プロパー・ヴィッテンティク Ｂ10-6298443 Ｒ．ヘルマンス作 全兄弟／スターリー ブールジュＮ
37,357 羽中総合 52 位、ラ・スーテレーヌＮ17,814 羽中総合 177 位、アルジャントンＮ23,921 羽中総合
202 位、
グレＮ14,245 羽中総合 1053 位で 3Ｎレース最優秀若鳩第 4 位、
4Ｎレース最優秀若鳩第 7 位 他
ドールダン 1,962 羽中 22 位 ムンリ アルジャントンＮ22,442
アルジャントンＮ22,442 羽中総合 36 位他 ブロア・スターリー
ドールダン 1,013 羽中優勝(Ｅ．ヤンセン鳩舎)
プロパー×クライン・マルティーン
羽中優勝
祖母)シャルレーヌ Ｂ09-6323212 アルジャントン 236 羽中優勝、同Ｎ11,001
羽中優勝、同Ｎ11,001 羽中総合 5 位、同 125 羽中
優勝、同Ｎ4,782
優勝、同Ｎ4,782 羽中総合 27 位、シャトロー512
位、シャトロー512 羽中優勝、同 22,718 羽中総合 6 位、ラ・シャルテＮ
15,780 羽中総合 154 位、シャトローＮ20,517 羽中総合 259 位、ブールジュＮ24,676 羽中総合 611 位、
アルジャントンＮ23,921 羽中総合 802 位、グレＮ14,245 羽中総合 867 位他で 11 年欧州杯長距離エース
鳩第 3 位 チット×ゾルゲンキント
母)Ｂ11-3172389 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)マリーケ Ｂ08-3037512 Ｒ.クールス作翔 グレ 5,166 羽中優勝、Ｐエース鳩第１位 ブリクセン
直仔×フリッカ
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【109】ＮＬ16-1663953 ＢＣ ♀ ヤン・ホーイマンス作
父)ニュー・ハリー ＮＬ14-1219811 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作 PIPA ランク若鳩Ｎエース鳩第 1 位 ニ
ールグニース 14,737 羽中総合優勝、ポン・サン・マクサンス 12,894 羽中総合優勝、
、メルン 1,046 羽中優
勝他 トロイ 6,390 羽中総合 9 位 兄弟／
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
羽中優勝
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)ステレイエ ＮＬ10-1881869 Ｃ.ファンデヴェーテリング作 直仔／アッセ・ゼリンク1,897
ゼリンク 1,897 羽中優勝、
ニールグニース 455 羽中優勝 両親バース作 フローム 150×リヒテ・スーパーチェ
母)ラーチェ・707 ＮＬ14-1208707 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 超銘鳩ハリーの近親
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620
羽中総合優勝、
位、
兄弟／シャトロー
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)ラーチェ・56 ＮＬ06-1266956 ＢＣ サルブリNPO7,599 羽中総合2 位、ブールジュNPO4,347 羽中
総合12 位、マンテ・ラ・ジョリーNPO14,945 羽中総合 66 位 兄弟／超銘鳩ハリー他
兄弟／超銘鳩ハリー

【110】ＮＬ16-1663771 ＢＣ ♀ ヤン・ホーイマンス作
父)ケース ＮＬ07-2007622 ＢＣ ブロアＮ4,829
羽中総合 2 位、シャトローNPO5,979
羽中総合 5 位、サ
ブロアＮ
位、シャトロー
ルブリ NPO7,599 羽中総合 11 位、同 NPO6,971 羽中総合 63 位 同腹／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 Ｎエース鳩第 1 位
祖父)ヨンゲ・ブリクセン Ｂ01-3266512 ＰＢ ガビー・ファンデンアベール作 ブリクセン(ポアチエ1,448
羽中優勝、シャトロー4,662 羽中総合2 位他 コロネル×リタ)×ドロレス(基礎鳩ヴィッテンブィクの娘)
祖母)ディルクイェ ＮＬ05-1936558 ＢＣ Ｇ.コープマン作 超銘鳩クライネ・ディルク(98 年世界選手権
若鳩第５位、99 年Ｎエースピジョン第１位 NPO トロイ 17.884 羽中総合優勝、NPO ブールジュＮ
7.165 羽中総合優勝、マーゼイク 3,522 羽中優勝、ロンメル 495 羽中優勝、ベーク 443 羽中優勝)×ア
モーレ(03 年オリンピアード代表 長距離Ｎエース鳩第 1 位)
母)ミスティ ＮＬ14-1209791 Ｊ.ホーイマンス作
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620
羽中総合優勝、
位、
兄弟／シャトロー
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)ミスティーク ＧＢ07ＬＯ2105 ＢＣ クレハン＆オコーナー作翔 優勝14
3,801
優勝 14 回内4,316
回内 4,316 羽中優勝、
羽中優勝、1,740
羽中優勝、1,740 羽中優勝他 マライケ・フィンク作ドラム（チップス直仔,ファラ・ディバの同腹）
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×コープマン作 エルマーフェーン・ホープとゴールデン・レディの娘

【111】ＮＬ16-1663698 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマンス作
父)メース ＮＬ15-1850173 ヤン・ホーイマンス作
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シャ
トローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽中総
トローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
合 3 位、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
位、モルリンコートＰ
位、シャトロー
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
位、
祖母)エスメー ＮＬ12-1005204 スーパー・レーサー兼種鳩 WHZB と TBOT
BOTB で、Ｎエース鳩第 1 位、NPO
位、NPO
長距離Ｎエース鳩第 2 位、15
位、15 年ブダペスト・オリンピアード代表 カロンス NPO 総合優勝 Ｐ.フェー
ンストラ×ドクター・シュヴィルデ(ド)
母)ドーター・アレクシア ＮＬ15-1850059 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作
祖父)スーパースターの弟 ＮＬ14-17688196 ＢＣ Ｈ.ポウ作 兄弟／スーパースター ブールジュ NPO
4,230 羽中総合優勝、サルブリ NPO5,123 羽中総合 9 位、ナントィル 5,768 羽中総合 9 位他 Ｍ.ハーセ
ンドンク×Ｊ.Ｋ.オウワーケルク
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
シャトロー
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
中総合優勝
兄弟／超銘鳩ハリー
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

【112】
“ダブル・ハリー”NL16-1663972 ＢＣ ♀ ヤン・ホーイマンス作
父)スペシャル・ハリー ＮＬ13-1395604 Ｊ.ホーイマンス作 甥／シャトローＮ44,239 羽中最高分速総合優
勝(リック・ヘルマンス鳩舎)
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620 羽中総合優勝、
位、
10 位、同 NPO4,260 羽中総合 5 位、同 NPO4,604 羽中総合 4 位、同 NPO5,979 羽中総合 10 位、サ
ルブリ NPO7,599 羽中総合 2 位、ブロアＮ4,829 羽中総合 2 位、同Ｎ5,653 羽中総合 3 位、ブールジ
ュ NPO7,299 羽中総合 6 位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ
祖母)ラスト・ワン ＮＬ07-2062828 Ｂ リック・ヘルマンス作 基礎鳩ヤールリング・ドンダースティ
ーン×ヤンセン・ドィビン
母)ハリーの娘 ＮＬ10-18648882 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 DNA 鑑定付 全兄弟／ワンディー スープ
NPO3,607 羽中総合優勝、アセ・ゼリク 11,474 羽中総合 18 位で、14
位で、 年長距離 NPO エース鳩第 20 位
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
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中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ
位、
祖母)マライケ ＮＬ04-2031628 ＢＣ マライケ・フィンク作 直仔／オルレアン NPO9,670 羽中総合優
勝 アラジン×ファラ・ディバ

【113】Ｂ16-2060177 Ｂ ♀ アルベルト・デルヴァ作 同腹／45)参照
父)ド・ゾーン Ｂ10-2007030 Ａ.デルヴァ作翔 ブロアＰ2,413
ブロアＰ2,413 羽中総合 11 位、アルジャントンＰ3,395
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
アルジャントンＮ22,442 羽中総合 94 位、ブールジュＮ30,748
ブールジュＮ30,748 羽
中総合 218 位他 兄弟／プリモ
兄弟／プリモ アルジャントン 348 羽中優勝、シャトロー2,043
羽中優勝、シャトロー2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056
位、同ＳＮ4,056
羽中総合 22 位、シャトローＳＮ9,026
位、シャトローＳＮ9,026 羽中総合 73 位、スワソン 224 羽中優勝、488
羽中優勝、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(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
以上は４週連続優勝)、同 941 羽中優勝、シャトローＰ1,039
シャトローＰ1,039
羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、同Ｎ11,001 羽中総合 49 位、シャ
トロー823
トロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、同Ｎ16,479 羽中総合 75 位、シャトローＩＰ8,854
位、シャトローＩＰ8,854 羽中総合 87 位、ペリナ アルジ
ャントン 172 羽中優勝、同Ｎ20,844
同Ｎ20,844 羽中総合 11 位、ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108
モミニー108 羽中優勝、
アルジャントン 142 羽中優勝、同Ｎ6,177
羽中優勝、同Ｎ6,177 羽中総合 14 位、ブールジュＮ13,354
位、ブールジュＮ13,354 羽中総合 101 位、モンリ
ュソン 5,052 羽中総合 9 位、同ＳＮ8,619
ペトロヴァ モミニー125
同ＳＮ8,619 羽中総合 13 位他
モミニー125 羽中優勝、シャ
トロー550
トロー550 羽中 2 位、同ＩＰ7,871
位、同ＩＰ7,871 羽中総合 72 位、アルジャントン 1,171 羽中 11 位、ル・マン 1,312 羽
中 12 位、ラ・スーテレーヌＮ21,258
スーテレーヌＮ21,258 羽中総合 578 位 パオリーニ 22 回入賞内アルジャントンＩＰ5,871
回入賞内アルジャントンＩＰ5,871
羽中総合 15 位 ヴァレンチノ×ポーライン
母)ロセーラ Ｂ13-2110076 Ａ．デルヴァ作 Ｂ11-2090012 超近親種鳩×ロゼ

【114】Ｂ16-2060663 B ♂ アルベルト・デルヴァ作 同腹／46)参照
父)プリモ Ｂ09-2027029 Ａ．デルヴァ作翔 09 年 10 回入賞、10 年 11 回入賞内アルジャントン
アルジャントン 348 羽中優
勝、同Ｎ19,816
羽中祖総合 229 位、シャトロー2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、シャトロ
勝、
ーＳＮ9,026 羽中総合 73 位 ヴィエルゾンＩＰ3826 羽中総合 42 位、11 年 13 回入賞内スワソン
スワソン 224 羽中
優勝、488 羽中優勝、ナントィル 471 羽中優勝、ピティヴィエ 149 羽中優勝(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
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、シャトローＰ1,039 羽中優勝、同ＳＮ6,281
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
羽中優勝、
Ｎ11,001 羽中総合 49 位、12 年 9 回入賞内シャトロー
シャトロー823
羽中総合 75 位、シャト
シャトロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479
羽中優勝、
ローＩＰ8,854 羽中総合87 位 兄弟／ペリナ アルジャントン 172 羽中優勝、
同Ｎ20,844
同Ｎ20,844 羽中総合 11 位、
ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108
羽中総合
羽中優勝、モミニー108 羽中優勝、アルジャントン 142 羽中優勝、同Ｎ6,177
羽中優勝、
14 位、ブールジュＮ13,354 羽中総合 101 位、モンリュソン 5,052 羽中総合 9 位、同ＳＮ8,619 羽中総合
13 位他 ド・ゾーン 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 ペトロヴ
ァ モミニー125 羽中優勝、シャトロー550 羽中 2 位、同ＩＰ7,871 羽中総合 72 位、アルジャントン 1,171
羽中 11 位、同Ｎ21,092 羽中総合 508 位、同Ｎ10,549 羽中総合 174 位、ル・マン 1,312 羽中 12 位、ラ・
スーテレーヌＮ21,258 羽中総合 578 位 パオリーニ 22 回入賞内アルジャントンＩＰ5,871 羽中総合 15
位、アルジャントンＩＰ5,883 羽中総合 61 位 ヴァレンチノ×ポーライン
母)ＧＢ13Ｐ04522 プレミア・スタッド作 Ｂ11-2055835 兄弟／プリモ×Ｂ12-2080144 兄弟／ヴァレリ

【115】Ｂ16-2060149

Ｂ ♀

アルベルト・デルヴァ作 同腹／47)参照
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父)インヴィクトゥス Ｂ13-2110100 Ａ.デルヴァ作翔 イソウドゥンＮ16,587 羽中総合優勝、ナントイル1,535
羽中 4 位他上位入賞多数 パブロ×Ｂ12-2080086
母)Ｂ12-2080098 Ａ.デルヴァ作 プリモ×Ｂ11-3070106 純ガビー・ファンデンアベール

【116】Ｂ16-2060156 ♀ アルベルト・デルヴァ作
父)Ｂ11-2090197 Ａ.デルヴァ作
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
羽中優勝、シャトロー2,043 羽中 7
位、同ＳＮ4,056
位、同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、シャトローＳＮ9,026
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(
羽中優勝(以上は４週連続優勝)
以上は４週連続優勝)、同 941
羽中優勝、シャトローＰ1,039
シャトローＰ1,039 羽中優勝、同ＳＮ6,281
同ＳＮ6,281 羽中総合 3 位、アルジャントン 231 羽中優勝、
同Ｎ11,001
シャトロー823
同Ｎ16,479
シャトローＩＰ8,854
同Ｎ11,001 羽中総合49
羽中総合 49 位、
シャトロー823 羽中優勝、
同Ｎ16,479 羽中総合75
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)ミス・ベルジウム Ｂ10-2007035 Ａ.デルヴァ作翔 両親Ｐ.ヒュルズ作 ブロア 2,413 羽中総合優
勝、ラ・スーテレーヌＮ17,017
勝、ラ・スーテレーヌＮ17,017 羽中総合 10 位 欧州杯ベルギーＮエース鳩第 1 位
母)ソン・ハリー Ｂ13-2110029 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Ｎ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シャ
トローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽中総
トローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
合 3 位、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
位、モルリンコートＰ
位、シャトロー
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、
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 Ｂ Ａ.デルヴァ作翔 シャトローＳＮ8,218
グレＢＵ
シャトローＳＮ8,218 羽中総合優勝、
グレＢＵ1,298
ＢＵ1,298
羽中優勝、シャトローＩＰ3,969
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 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Ｎ5,927
羽中総合 15 位、ブロアＰ2,836 羽中総合 11 位他、ポーレット モンリュソンＳＮ8,619
モンリュソンＳＮ8,619 羽中総合優勝、
羽中総合優勝
ナントイル優勝、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 位他 ポーラインの父
×ヴァレスカ

【117】ＮＬ16-1072756 Ｂ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
異母兄弟／マルティン
異母兄弟／マルティン センス 6,386 羽中総合 2 位、ポメロイル 7,848 羽中総合 3 位、ラーヴェンシュタイ
ン 5,247 羽中総合 6 位他 ミス・ジェンジラの母ニドラ
父)フリドゥス ＮＬ10-1109626 Ｂ ベルギーのノルベール・デシュライヴァーとの共作
祖父)ビヤルネ Ｂ02-4247563 Ｂ 両親共ドラウ＝サブロン作 ドローマー直仔
祖母)モニーク Ｂ06-4368520 Ｂ 両親共Ｍ．アエルブレヒト作 直仔／リモージュＮ14,211
直仔／リモージュＮ14,211 羽中総合 36
位、チュールＮ8,322 羽中総合 207 位 ド・ペルピニャンの娘
母)ラジンダ ＮＬ08-2049135 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／センス NPO6,386 羽中総合 2 位、ブロイル
NPO4,564 羽中総合 6 位、NPO 当日長距離エース鳩第 2 位
祖父)ジェイソン ＮＬ01-1135413 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／ヴァレラ 当日長距離エース鳩第
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1 位 ミスター・アレンニッヒ オンズ・ルィーズ×オランダの女王
祖母)ジーナ ＮＬ06-1597157 Ｂ 07 年当日長距離Ｎエース鳩第2
年当日長距離Ｎエース鳩第2 位 シャンティー13,008
シャンティー13,008羽中総合
13,008 羽中総合2
羽中総合2 位、
オルレアン NPO9,670 羽中総合 2 位他上位多数 デン・リンズ・ファヴォリー×超銘鳩アンネリーズ

【118】ＮＬ16-1072744 Ｓ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
父)レッド・ブレンス ＮＬ07-3704851 ＲＣ Ｊ.ブレンス作翔 08 年ボルドーNPO5,038
年ボルドーNPO5,038 羽中総合 2 位、10
位、10
年ベルジェラック
、
年ベルジェラック NPO4,651 羽中総合 2 位、11
位、 年同 4,288 羽中総合優勝、
祖父)ブロア・975 ＮＬ01-4137964 Ｊ.ブレンス作 兄弟 975 の直仔／ローイエ・デューク
の直仔／ローイエ・デューク ハム・バレ
ルス ドルトムント・オリンピアード超長距離第 2 位 フェルハーゲン×ヘルマンス＝フクストラ
祖母)ＮＬ06-0763750 ファン・ハム＝バルテルス作 オーイエ・デューク×超長距離 14 回入賞
母)ペイレン・671 Ｂ10-3172671 ＲＣ ノエル・ペイレン作
祖父)クランパー Ｂ06-3183315 両親共ノエル・ペイレン作 アーティースト・821×アポロの娘
祖母)ニカ Ｂ05-3219211 Ｎ.ペイレン作翔 スストーンＩＮ10,947 羽中総合優勝 両親ペイレン作

【119】ＮＬ16-1072706 ＢＣ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作
父)ダンディー ＮＬ12-1076961 ＢＣ コープマン父子作 異母兄弟／デイ
デイ・ドリーム アブリス NPO582
Ｋ8,519 羽中総合優勝他 異父兄弟／エステファン
エステファン ポメロイル NPO7,345 羽中総合優勝
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)ザーラ ＮＬ10-1109753 ＢＣ コープマン父子作
祖父)エルマーフェーンズ・ホープ ＮＬ00-4728193 Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 当日長距離Ｎエースピ鳩
第２位、
オリンピアード代表 オルレアンＮ9,181
アブリス NPO13,020
オルレアンＮ9,181 羽中総合優勝、
NPO13,020 羽中総合２位、
ボクステル 2,397 羽中優勝、ハヌー4,393
羽中優勝、ハヌー4,393 羽中総合２位
祖母)ヤング・ドリームＮＬ00-5063909 超銘鳩クライネ・ディルクの娘にして
・ディルクの娘にしてアダーラ(
アダーラ(ヴァイチェン
12,046 羽中総合優勝他)
羽中総合優勝他)の母

【120】ＮＬ16-1072701 ＢＣ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作
同腹／44)参照
父)ニルソン ＮＬ11-1186012 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ゴールデン・ディルク×ニュー・ホープ
母)ブライト・ブルー ＮＬ10-5011836 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 キェブラン 6,223 羽中総合 10 位、ブレ
トィル 9,786 羽中総合 11 位、同 10,037 羽中総合 49 位、ドゥイヴェン 9,053 羽中総合 17 位他でフォンド・
位他で
シュピーゲル紙当日長距離Ｎエース鳩第 3 位 ダヴィッズ・サン×カントリー・ガール

【121】Ｂ16-6032566 ＤＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作 同腹／38)参照
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 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
トリスト×レトラ
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母)ヴィタラ Ｂ10-6052150 シャトロー526Ｋ641 羽中優勝、
同Ｎ25,263 羽中総合 38 位、
ブールジュ 479Ｋ538
羽中 2 位、同Ｎ20,589 羽中総合 57 位、ヴィエルゾンＳＮ6,257 羽中総合 8 位、アルジャントン 1,495
羽中 3 位 Ｐエース鳩第１位 マンボ×ヴィオラ

【122】Ｂ16-6032490 ＢＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作 同腹／39)参照
父)ゾロ Ｂ15-6026003 メルン 310Ｋ
310Ｋ1,288 羽中 4 位、同 1,464 羽中 9 位、スープ 357Ｋ
357Ｋ1,351 羽中 2 位、
同 1,595 羽中 10 位の 4 成績で、15
成績で、 年 KBDB 中距離Ｎエース鳩第 3 位 リトル・パンター×コニー
母)ジーナ Ｂ10-6346673 ＢＣ ホック・ジョス・フェルカメン作 直仔／ジョーカー ブールジュＮ479
ブールジュＮ479
Ｋ8,005 羽中総合 5 位、
イソウドゥンＮ504
アルジャントン 555Ｋ優勝、
同Ｎ3,671
イソウドゥンＮ504Ｋ
504Ｋ5,670 羽中総合 7 位、
555Ｋ優勝、
同Ｎ3,671
羽中総合 32 位他 1212-032 メルン 429 羽中 2 位 パウロ×パンター・レディ

【123】
“ブロア・プラダ”B16-6032398 ＢＷ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作
父)リッキー Ｂ12-6196217 グレＮ590
グレＮ590Ｋ
590Ｋ16,988 羽中総合 49 位、ブロアＳＮ462
位、ブロアＳＮ462Ｋ
462Ｋ3,282 羽中総合 13 位、同
ＳＮ3,426
ＳＮ3,426 羽中総合 68 位 直仔／プラダ シャトロー526
シャトロー526Ｋ
526Ｋ581 羽中優勝、同Ｎ25,710
羽中優勝、同Ｎ25,710 羽中総合 5 位、
13他
13-256 上位多数 トータル ベルジアン・マスター エース鳩第 4 位他
祖父)ブロークン・パンター Ｂ06-6173123 直仔／リアナ ピティヴィエ 360Ｋ
360Ｋ1,728 羽中優勝、アルジ
ャントンＮ25,583
ャントンＮ25,583 羽中総合 58 位 ミッシェル ヴィエルゾンＳＮ3,585
ヴィエルゾンＳＮ3,585 羽中総合 9 位、ブロアＳＮ
約 5,000 羽中総合 11 位 ダーク・フェルカメン×ラブリー・ガール
祖母)マガリ Ｂ11-6238561 ドンケレ・ゾーン・カノン×リンブール・ドィビン
母)シバ Ｂ12-6196425 ＢＷ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 シャトローＮ526
シャトローＮ526Ｋ
526Ｋ25,710 羽中総合5
羽中総合 5 位、同Ｎ 1,987
羽中 19 位、ブールジュＮ479
位、ブールジュＮ479Ｋゾーン
479Ｋゾーン 6,802 羽中 86 位 直仔／セプテンバー グレＮ11,894
グレＮ11,894 羽中総合
36 位、ベルジアン・マスター
エース鳩第 4 位 甥／シャトローＮ33,018 羽中最高分速総合優勝
位、
祖父)エレクトロ Ｂ08-6174630 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 孫／17
孫／17 年ブリュッセル・オリンピアー
ド長距離代表候
ド長距離代表候補 直仔／ブロア 462ＫＩＰ
462ＫＩＰ1,519
ＫＩＰ1,519 羽中優勝、モンリュソンＮ17,865
羽中優勝、モンリュソンＮ17,865 羽中総合 9 位、
エクストリーム×Ｂ05-6116293
祖母)グロリア Ｂ06-5270117 Ｂ 孫／パウロ ブロア 1,519 羽中優勝 ポルト×ビューティ

【124】Ｂ16-6032469 ＢＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作
父)ロータス Ｂ12-6196084 チュール 657ＫＮ
657ＫＮ6,972
ＫＮ6,972 羽中総合 6 位、リモージュＮゾーン 2,174 羽中 2 位、
イソードゥンＮ5,670
イソードゥンＮ5,670 羽中総合 38 位、ブリーブ 108 羽中 2 位、ヴィエルゾン 476Ｋ
476Ｋ627 羽中 5 位
祖父)ジャグア Ｂ10-6346648 ベッカム×メロディー
祖母)ホワイト・スピリット Ｂ08-6174629 直仔／10-114 ノワイヨン208Ｋ771 羽中2 位 同腹／エレクトロ
エクストリーム×293 Ｂ05-6116293
母)キャシー Ｂ10-6346674 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 直仔／アルジャントンＰ555Ｋ3,264 羽中総合
優勝、ノワイヨン
ワイヨン 667 羽中優勝 イソウドゥンＮ5,670
イソウドゥンＮ5,670 羽中総合 39 位、ドールダン 1,927 羽中 9 位、同
2,489 羽中 10 位、アルジャントンＮ3,110
位、アルジャントンＮ3,110 羽中 19 位、ブールジュゾーンＮ7,739
位、ブールジュゾーンＮ7,739 羽中 27 位、シャトロ
ーＮゾーン 7,877 羽中 45 位
祖父)パウロ Ｂ09-6248171 Ｂ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 ブロアＩＰ1,519 羽中総合優勝、ドールダン
1,747 羽中 2 位、アルジャントンＮゾーン 7,132 羽中 44 位他 エレクトロ×グロリア
祖母)パンター・レディ Ｂ09-6248530 孫／ジョーカー ブールジュ 1,649 羽中優勝 イソードゥンＮ
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5,670 羽中総合 7 位 孫／プリムス アルジャントンＰ3,264 羽中総合優勝 タイ委託レース優勝
ニュー・パンター×ラート・パンターチェ

【125】
“ブロア・キキ”NL16-1526368 Ｂ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
全姉／キキ＝
姉／キキ＝ケイト シャトローＮ総合 4 位他で PIPA 中長距離Ｎエース鳩第 1 位 ローラ＝
ローラ＝リリー ブー
ルジュ 9,742 羽中総合優勝、モー
モー17,204
モー17,204 羽中総合 28 位 アルジャントン 6,926 羽中総合 12 位他
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
祖父)フリントストーン ＮＬ09-1186313 Ｂ クライル1,186羽中優勝、
アブリス6,180羽中総合57位 Ｇ
ＰＳ×シーカ
祖母)ボンド・ガール ＮＬ07-1818007 Ｂ 直仔／ヘル・ベリー 優勝 2 回 オリンピック・スポンジ・
ボブ×シンデレラ
母)フェリン ＮＬ10-1682306 Ｂ 13 年オリンピアード補欠第 1 位 マンテス・ラ・ヴァレー10,446
羽中
マンテス・ラ・ヴァレー
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
祖父)プリンス ＮＬ08-1583474 ＬＢＣ リーダイク＝ヨンゲクレイグ作 スピード・ファイター×アキラ
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

【126】ＮＬ16-1526373 ＢＣ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
父)ジェームス ＮＬ10-1682168 フェルケルク父子作翔 ストロームベーク 4,854 羽中 2 位、ヴィエルゾン
10,571 羽中総合 26 位、ブールジュ 13,592 羽中総合 53 位、ペロンヌ
位、ペロンヌ 5,481 羽中 24 位、マンテス・ラ・
ジョリー5,222
羽中 34 位他
ジョリー
祖父)リトル・タイガー ＮＬ03-1142075 ＢＣＷ ヴィレム・ドブルイン作 直仔／オリンピック・スポン
ジ・ボブ ギルバート×ヘラ
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・ソランジュ
母)オリンピック・ビビ ＮＬ12-1618921 ＬＢＣＷ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 アルジャントン 6,926 羽中
総合 19 位、ヴィエルゾン 6,146 羽中総合 55 位他 オリンピアード 300～750Ｋ代表
祖父)コクーン ＮＬ02-1635193 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 シャトロー6,664 羽中総合 6 位他
Ｎエース鳩 1 才鳩第 6 位 ジャックポット×クインティ
祖母)ビューティ ＮＬ10-1682102 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 ミラクル×オプラー

【127】ＮＬ16-1526376 Ｂ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
全兄弟／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
全兄弟／
速総合優勝
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
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
羽中総合優勝、 NPO3,839 羽中総合 20 位、ヴィエルゾン
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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
祖父)ブルー・チャンプ ＮＬ07-1786839 ＢＷ Ｃ.コリング作翔 09 年Ｎエース鳩第１位、同年最優秀
同年最優秀
雄鳩第１位 ワンダー・ペア直仔 ソン・ナターシャ×シャトロー・ダィフイェ孫
祖母)オプラー ＮＬ04-2050252 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ハルキーズ 5,948 羽中総合優勝、ペロン
ヌ 2,127 羽中優勝、同 1,811 羽中 4 位、ル・マン 7,464 羽中総合 4 位、シャンティー3,794
シャンティー3,794 羽中 3 位 マ
グナム×アモリーナ
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・ソランジュ 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
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・アモーレ ＮＬ06-4720774 ＬＢＣ コープマン父子作 マジック・マン×アモーレ

【128】ＮＬ16-1881706 Ｂ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作
異父兄弟／
16 年フォンドシュピーゲル紙長距離Ｎエース鳩第 1 位
異父兄弟／プリンセス
兄弟／
父)イカルス ＮＬ07-1817891 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 アルジャントン 6,595 羽中総合 3 位、ブロ
ア 434,064 羽中総合 37 位、モースクロン 4,132 羽中 4 位、同 3,337 羽中 7 位、ブールジュ 8,548 羽中総
合 19 位
祖父)ブルドーザー ＮＬ03-1135475 Ｂ 04 年 WHZB 最優秀雄鳩第6
最優秀雄鳩第 位 05 年長距離Ｎエース鳩第4
年長距離Ｎエース鳩第 位
ヴィエルゾン21,984
羽中総合7
同5,615
羽中総合3
ツール4,420
羽中総合2
ペロンヌ18,869
ヴィエルゾン
羽中総合 位、
同
羽中総合 位、
ツール
羽中総合 位、
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・アンビリーバブル ＮＬ03-1135462 ＬＢＣ NPO 長距離Ｎエース鳩第 1 位 １才鳩オ
ールラウンドＮエース鳩第1
羽中総合優勝、
ブールジュ5,804
羽中総合優勝、
ールラウンドＮエース鳩第 位 ヴィエルゾン10,726
ヴィエルゾン
ブールジュ
シャンティー7,263
羽中総合 2 位、ツール 5,662 羽中総合 2 位、ドールニク 5,447 羽中総合 7 位 04
シャンティー
年は参加全レース入賞
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
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
ブールジュ 8,548 羽中総合優勝、
位、シャトロー
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

【129】
“ブロア・ニケ” Ｂ16-6128574 Ｂ ♂ リック・ヘルマンス作翔
ポン・サン・マクサンス 2,618 羽中総合 19 位 全兄弟／ニケ
16 年ブールジュ若鳩Ｎ28,078 羽中総合優勝、
、
全兄弟／
1616-507 同Ｎ総合 66 位、アルジャントンＮ19,592
位、アルジャントンＮ19,592 羽中総合 183 位
父)ＮＬ14-1462354 Ｇ.コープマン作 異父兄弟／センス
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
位他で、NPO 当日長距離エース鳩第 15 位、15
位、15 年ブダペスト・
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オリンピアード中距離第 2 位
祖父)ヤルデル ＮＬ12-1076753 マイティーマン×マジック・ヴィクトリー
祖母)ラジンダ ＮＬ08-2049135 Ｂ ジェイソン×ジーナ（アンネリーズの直仔）
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 601Ｋ
Ｋ681 羽中優勝、
同Ｎ17,017
羽中総合 12 位、グレＮ596Ｋ
同Ｎ
位、グレＮ Ｋ13,885 羽中総合 12 位、11 年ドールダン 376Ｋ2,974 羽中優
勝、同 5,205 羽中最高分速 アルジャントン 564Ｋ400 羽中優勝、同Ｎ19,782 羽中総合 18 位 ラ・シ
ャルテ 552Ｋ479 羽中優勝、同Ｎ21,189 羽中総合 33 位
祖父)基礎鳩ヤールリング・ドンダースティーン Ｂ98-6522539 Ｄ.＆Ｌ.ファンダィク作 ドンダーステ
ィーン×ドールダンケ
祖母)バブルスの娘 ＮＬ08-1537990 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク父子作

【130】 “ザス・フレンドシップ” B16-6128778 Ｂ ♀ リック・ヘルマンス作
全姉／フレンドシップ
全姉／フレンドシップ 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 羽中最高分速他多数上位入賞
多数上位入賞
羽中優勝、
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
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シ
ャトローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽
ャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
中総合 3 位他 別記参照
祖母)ラスト・ワン ＮＬ07-2062828 Ｂ リック・ヘルマンス作 基礎鳩ヤールリング・ドンダースティ
ーン×ヤンセン・ドィビン
母)Ｂ12-6327841 ディルク・ファンダィク作
祖父)オリンピック・ニールス Ｂ08-6338005 オリンピアード代表第 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
祖母)インテールト・ランボー Ｂ09-6040169 ランボーとカンニバールの近親

【131】Ｂ15-6202866 ＢＣ ♀ リック・ヘルマンス作
父)クライネ・プロパー Ｂ12-6184060 グレ優勝、同Ｎ16,988
グレ優勝、同Ｎ16,988 羽中総合 14 位、オルレアンＰ10,163
位、オルレアンＰ10,163 羽中総合
13 位他 9 回参加中 8 回上位入賞で、ＫＦＣ若鳩エース鳩第 1 位
祖父)プロパー・ブラウエ Ｂ10-6298442 兄弟／スターリー
祖母)ラートゥステ・アィト・コッペル ＮＬ03-1417713 直仔／06-418 ブールジュＮ11,756 羽中総合 2 位、同
Ｎ11,875 羽中総合 45 位他 03・クラーセン×ラート・フェノメーンチェ最後の娘
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
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22 位、ブー
ルジュＮ22,476
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Ｎ17,109 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
祖父)サイコ Ｂ01-0189340 Ｍ．ファンデンブランデン＝ヘルマンス作 ホスペル＝エルファー使翔
ホウデン 743 羽中優勝、同 1,548 羽中 2 位、ヴェルヴィン 1,043 羽中 4 位、トロイ 587 羽中 7 位 直
仔／02-210 若鳩Ｐエース鳩１位、06-707 若鳩長距離エース鳩 1 位、06-681 オルレアン NPO8,611
羽中総合 13 位 ヴィットノィス×フィーン・200
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祖母)ゴールド・ピース ＮＬ06-1321965 直仔／11-403 ピティヴィエ 162 羽中優勝 ヤールリング・ド
ンダースティーン×ヤンセン・ドィビン

【132】
“ドーター・ゴディバ”B16-6128918 BC ♀ リック・ヘルマンス作 ※初登場 ゴディバの直仔
父)ブロア・シャルレーヌ Ｂ15-6063312 Ｒ.ヘルマンス作翔 アルジャントンＮ
アルジャントンＮ11,223
ントンＮ11,223 羽中総合 28 位、
ブールジュＮ19,889
ブールジュＮ19,889 羽中総合 56 位他上位多数入賞 姉／シャルレーヌ アルジャントン 236 羽中優勝、
同Ｎ11,001
同Ｎ11,001 羽中総合 5 位、同 125 羽中優勝、同Ｎ4,782
羽中優勝、同Ｎ4,782 羽中総合 27 位、シャトロー512
位、シャトロー512 羽中優勝、同
22,718 羽中総合 6 位、ラ・シャルテＮ15,780 羽中総合 154 位、シャトローＮ20,517 羽中総合 259 位、
ブールジュＮ24,676 羽中総合 611 位、アルジャントンＮ23,921 羽中総合 802 位、グレＮ14,245 羽中総
合 867 位他で 11 年欧州杯長距離エース鳩第 3 位
祖父)デン・チット Ｂ07-6399108 ルディ・ディールス作 兄弟／ゴウド・ハーンチェ
祖母)ゾルゲンキント Ｂ07-6364195 Ｅ．ヤンセン作 基礎鳩アンナ(ファンダィクのカンニバールの娘)の娘
母)ゴディバ Ｂ13-6215886 Ｒ.ヘルマンス作翔 アルジャントンＮ13,629
同Ｎ9,228
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
ブールジュＮ7,479 羽中総合 28 位、同Ｎ9,256
同Ｎ9,256 羽中総合 59 位、モンリュソンＮ19,298
モンリュソンＮ19,298 羽中
総合 31 位、同Ｎ9,462
位、同Ｎ9,462 羽中総合 63 位、ラ・スーテレーヌＮ
位、ラ・スーテレーヌＮ9,136
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
直仔／ブールジュＮ
中総合 6 位グレＮ16,988
羽中総合 31 位 フロール・600×ラーチェ
位グレＮ
フロール・ ×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

【133】
“スペシャル・ツー” ＮＬ16-1243435 Ｂ ♀ フェルブリー共同鳩舎作 同腹／26)参照
父)リモ ＮＬ03-1287765 Ｂ Ａ.スカーラーケンス作 スーパー種鳩 直仔／マルチノ、アニータ Ｎ最優秀雌鳩
両親共Ａ．スカーラーケンス作 ＮＬ95-2067230×ＮＬ01-2055992
母)サマンタ ＮＬ14-1651260 Ｂ フェルブリー共同鳩舎作翔 ポン・サン・マクサンス NPO15,083 羽中総
合 8 位、
同 NPO9,427 羽中総合 7 位、
同 4,331 羽中総合優勝、
サンカンタン 8,335 羽中総合 13 位、
同 2,641
羽中 12 位、同 9,325 羽中総合 61 位、同 2,379 羽中 11 位、デュッフェル 6,170 羽中総合 13 位、同 1,367
羽中 7 位、フューリー1,279
位、フューリー1,279 羽中優勝 コント×カプリナ

【134】
“スペシャル・ファイブ” ＮＬ16-1243300 ＢＣ ♂ フェルブリー共同鳩舎作 兄弟／27)参照
父)セルジオ ＮＬ05-2159337 ＢＣ Ｅ．ホーホランド作 兄弟／ゴールデン・クラウン(14,382
羽中総合
クラウン
優勝、14,300
羽中総合優勝他で、Ｎ最優秀若鳩第 1 位) 直仔／ナキタ 優勝 3 回 ヴィオラ NPO ブ
優勝、
ロア 25,597 羽中総合 10 位他 ＮＬ02-2211286 ファンルーン×センナ
母)カプリナ Ｂ10-6297675 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 直仔／グラシア モルリンコート 3,182 羽
中優勝、ポン・サン・マクサンス 130 羽中優勝(
羽中優勝(1,127 羽中 2 位)、フューリー2,598 羽中 3 位、ファナ
タキェブラン 7,004 羽中 12 位、ニールグニース 233 羽中優勝(同 3,825 羽中 9 位)、フューリー2,978 羽
中 4 位、サマンタ ポン・サン・マクサンス NPO15,083 羽中総合 8 位、同 9,427 羽中 7 位、同 4,331 羽
中優勝、フューリー1,279 羽中優勝他 ディ・カプリオ×カンニバールの娘
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【135】
“スペシャル・セブン”
”ＮＬ16-1243496 ＢＷ ♀ フェルブリー共同鳩舎作
父)ヴィンセント ＮＬ11-1742716 Ｂ ヴィレム・ドブルイン作 半兄弟／オリンピック・ハリケーン 直仔
／ナティラ サン・カトリーヌ・ワーヴァー6,678 羽中総合優勝他
祖父)タイタン ＮＬ07-1822466 Ｗ．ドブルイン作 アポロ×レア
祖母)フェアリー・テール ＮＬ06-1071928 Ｗ.ドブルイン作翔 アブリスＰ2,764 羽中総合優勝 直仔／オ
リンピック・ハリケーン 孫／オリンピック・フローム ファンタスト×フィーナ
母)インテラ ＮＬ13-1852893 Ｂ フェルブリー共同鳩舎作 直仔／イスコ イソウドゥン4,492 羽中総合4 位他
祖父)マルチノ ＮＬ08-1158499 Ｂ モルリンコート 2,339 羽中 10 位、ナントィル 2,819 羽中 2 位、エ
ピー4,057 羽中 25 位、同 3,365 羽中 13 位、サルブリ 1,537 羽中 15 位、同 8,899 羽中総合 27 位、ナ
イフェル 3,278 羽中 8 位、Ｎ最優秀雄鳩第
Ｎ最優秀雄鳩第 1 位 リモ×コルネラ(コープマン)
祖母)アニータ ＮＬ10-1326498 Ｂ ナントィル 18,340 羽中総合 75 位、ブロア NPO25,597 羽中総合 20
位他上位 1％内入賞多数 WHZB 最優秀雌鳩Ｎ第 1 位(18 レース)

【136】
“スペシャル・スリー” ＮＬ16-1243484 Ｂ ♂ フェルブリー共同鳩舎作 同腹／28)参照
父)リコ Ｂ10-6357212 ＢＷ ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 全兄弟／ビューティーフライ アルジャン
トン 426 羽中優勝 同Ｎ25,583
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22 位、ブールジュＮ22
位、ブールジュＮ22,476
22,476
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Ｎ17,109 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
母)アニータ ＮＬ10-1326498 Ｂ ナントィル 18,340 羽中総合 75 位、ブロア NPO25,597 羽中総合 20 位
他上位 1％内入賞多数 WHZB 最優秀雌鳩Ｎ第 1 位(18 レース) リモ×コーラ

【137】Ｂ16-3103708 ＢＣ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作 同腹／22)参照
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、直仔／ブリオンヌＰ
、直仔／ブリオンヌＰ6,428
、直仔／ブリオンヌＰ6,428 羽中総合 5 位他 リゴベルト×エミリア
母)ウィレミナ Ｂ13-3138072 ルク＆ヒルデ・シウン作翔 14 年ポアチエＮ14,109 羽中総合優勝、同 26,486
羽中最高分速 全姉妹／15
全姉妹／1515-219 ラ・スーテレーヌＮ9,760
ラ・スーテレーヌＮ9,760 羽中総合 6 位 スピデイ×マリー・アン

【138】
“ザスター・アヌーク”B15-3058439 Ｂ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作
兄弟／アヌーク(
(12兄弟／
12-054 自身ツール 418 羽中優勝、ポアチエＮ
羽中優勝、ポアチエＮ13,135
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
ラ・スーテレーヌＮ11,236
ツールＰ6,400 羽中総合 7 位、
スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 69 位他 ティナ 1212-137
ラ・スーテレーヌＮ11,236
ラ・スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 23 位、ポアチエＮ12,379
ポアチエＮ12,379 羽中総合
羽中総合 29 位、フォンテネイＰ7,568
フォンテネイＰ7,568 羽中
総合 10 位他で、直仔アリン
15位他で、直仔
15-350 はフォンテネイＰ6,323
フォンテネイＰ6,323 羽中総合 2 位、同Ｐ5,409
位、同Ｐ5,409 羽中総合 3 位、同Ｐ
5,545 羽中総合 13 位、同Ｐ8,194
位、同Ｐ8,194 羽中総合 20 位、ツールＰ2,770
位、ツールＰ2,770 羽中総合 10 位、同Ｐ4,113
位、同Ｐ4,113 羽中総合 15
位、
ポントワーズＰ8,904
フラッケ(
同Ｎ13,493
ポントワーズＰ8,904 羽中総合30
羽中総合 30 位)、
フラッケ(リモージュ523
リモージュ 523 羽中優勝、
同Ｎ13,493 羽中総合49
羽中総合 49 位)、
1313-280(Ｒ
280(Ｒ.クールスのベルジアン・マスター2
マスター2 位鳩の母)
位鳩の母)、ティナ 異父姉妹／レオーネ 15-435 シャトロー
Ｎ29,591 羽中総合 24 位、アルジャントンＮ12,449 羽中総合 93 位
父)ビッグ・タイム Ｂ11-6244606 リック・ヘルマンス作
祖父)ＮＬ09-1425512 兄弟／アテナ ラ・スーテレーヌＮ17,017
羽中総合 12 位、グレＮ13,885
羽中総合
ラ・スーテレーヌＮ
位、グレＮ
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12 位で、2Ｎレース最優秀若鳩第2 位 ヤールリング・ドンダースティーン×バブルズの娘(フェルケルク)
祖母)ティンカーベルＢ08-6297304 ブールジュ 831 羽中優勝、同Ｎ22,499
羽中総合 288 位、ラ・スーテ
羽中優勝
レーヌＮ22,476 羽中総合 126 位他 同腹 305／ブールジュ 931 羽中 2 位、同Ｎ41,783 羽中総合 535 位
他 ウィットペン・ドンダースティーン×ＮＬ04-0461454(ヤールリング・ドンダースティーン×ヤン
セン・ドィビン)
母)ビッグ・バブルズ ＮＬ11-1742824 ヴィレム・ドブルイン作
祖父)セルジオ ＮＬ06-1071841 直仔／ペロンヌ43,623
羽中総合2
ストロームベーク822
羽中優勝、
直仔／ペロンヌ
羽中総合 位、
ストロームベーク
羽中優勝
ポメロイル 6,253 羽中 16 位 ナウエラーツ×レア
祖母)ミネルヴァ ＮＬ04-2055295 8,088 羽中 4 位、22,638
羽中総合 38 位、4,072
羽中 6 位他でＮエー
位、
位、
ス鳩第 4 位 直仔／ストロームベーク 22,231 羽中最高分速総合優勝 イソウドゥンＰ2,891 羽中総合
優勝、トゥーリー1,320 羽中優勝他優勝 2 羽 ＮＬ02-1641208 純エンゲルス×ＮＬ01-1892446

【139】Ｂ15-3149272 Ｂ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作
父)トップ・ブリーダー Ｂ06-3113193 Ｌ.＆Ｈ.シウン作 ジョン・ブルネール鳩舎種鳩 直仔／スーパー・
ジョン リブルヌＮ4,589 羽中総合優勝、
、アジャンＮ5,507 羽中総合 2 位、ウィットコップ・ポー ポーＮ総合 6、
11、183 位の成績で、2 年以上、3 年以上各エース鳩第 1 位 ペルピニャン ペルピニャンＮ5,254 羽中総合 6
位 以上直仔３羽は、全て
以上直仔３羽は、全て異なる雌
なる雌との交配結果
祖父)ヴィットシュタールト・ベハーゲル Ｂ04-3212165 ポーＮ総合 32 位 兄弟／ブリーブＮ16,007 羽中
総合 22 位、タルベＩＮ12,537 羽中総合 58 位 ベハーゲル・カルトィス×ルク・シウン
祖母)Ｂ05-3100142 全姉妹／イル・グリオ、ファビオ サンバンサンＩＮ総合優勝、3 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
ラ・スーテレーヌＮ
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
ポアチエＮ
中総合 66 位、ツールＰ2,297 羽中 11 位、フォンテナイ 4,802 羽中 12 位、同 5,264 羽中 18 位、ブロア
Ｐ5,645 羽中総合 41 位他
祖父)ビッグ・タイム Ｂ11-6244606 リック・ヘルマンス作 ＮＬ09-142551(アテナの弟)×ティンカーベル
祖母)ビッグ・バブルズ ＮＬ11-1742824 ヴィレム・ドブルイン作 セルジオ×ミネルヴァ

【140】Ｂ16-3141355 ＢＣ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作 同腹／24)参照
父)ブラム Ｂ14-3034054 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 ブリオンヌ 211 羽中優勝、同Ｐ4,289
羽中優勝、同Ｐ4,289 羽中総合 4 位、ポン
トワーズＰ20,341
トワーズＰ20,341 羽中総合 94 位他 兄弟／シャオ・リ ラ・スーテレーヌＮ6,203
ラ・スーテレーヌＮ6,203 羽中総合 4 位他 異母
兄弟／アレクシア
兄弟／アレクシア 14 年ポアチエＮ14,094
年ポアチエＮ14,094 羽中総合 9 位、15
位、15 年ラ・スーテレーヌＰ930
年ラ・スーテレーヌＰ930 羽中優勝、同
Ｎ4,161 羽中総合
羽中総合 2 位
アポロ・ジュニア×ナタリア
母)マルゴー Ｂ12-31420522 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 12 年アルジャントンＮ25,949
年アルジャントンＮ25,949 羽中総合 44 位、13 年ラ・
スーテレーヌＮ11,236
スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 97 位、14
位、14 年モンリュソン 291 羽中優勝、同Ｎ14,230
羽中優勝、同Ｎ14,230 羽中総合 43 位、フ
ォンテネイ 182 羽中優勝、15
羽中優勝、15 年ラ・スーテレーヌＮ4,161
年ラ・スーテレーヌＮ4,161 羽中総合 7 位、16
位、16 年クレルモン 9,439 羽中総
合 3 位、アルジャントンＮⅡ9,228
位、アルジャントンＮⅡ9,228 羽中総合 5 位、同ＮⅠゾーン
位、同ＮⅠゾーン 1,249 羽中 6 位 ツールＰ4,113
ツールＰ4,113 羽中総
合 17 位他で、同年Ｎエース鳩第
位他で、同年Ｎエース鳩第 14 位 ソン・スヴェン×ブライアン

【141】ＮＬ16-3621406 Ｂ ♂ コール・デハイデ作
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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 ド・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 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Ｐ3,600
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)ペルピニャン・ドィビンの娘 ＮＬ07-1928341 ＤＣ 偉大な種鳩 直仔／カオール・ドィビン カオール
Ｐ4,912 羽中総合優勝、ナルボンヌＮ4,303 羽中総合 6 位、サンバンサンＮ9,672 羽中総合優勝 インテ
ールト・クランパー×ペルピニャン・ドィビン・500
祖父)インテールト・クランパー ＮＬ03-0391038 ＤＣ 種鳩 ゾーン・ペルピニャン×基礎鳩クランパ
ーの近親孫
祖母)ド・ペルピニャン・ドィビン ＮＬ03-0334500 Ｂ ペルピニャンＮ4,719
羽中総合 17 位、同ＩＮ14,812
ルピニャンＮ
同ＩＮ
羽中総合 90 位、バルセロナＮ7,520 羽中総合 88 位 孫／ボルドーＮ総合優勝、カオールＮ総合優勝、
ナルボンヌＮ総合6 位 コルネリッセン(Ｐ．デヴィールト・Ｃ．デハイデ)×ペルピニャン・ドーファーの娘

【142】ＮＬ16-1609781 ＤＣ ♂ コール・デハイデ作 同腹／19)参照
父)ＮＬ15-1793535 ＢＣ コール・デハイデ作
ＮＬ10-3054666×ブルー・ドリーム
ブルー・ドリーム 15 年バルセロナＮ5,183
年バルセロナＮ5,183 羽中総合 2 位
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
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

【143】ＮＬ16-3635865 ＤＣＷ ♀ コール・デハイデ作 兄弟／18)参照
父)ブロア・ブルー・ドリーム ＮＬ12-1714152 Ｂ Ｃ．デハイデ作翔 姉妹／ブルー・
姉妹／ブルー・ドリーム
／ブルー・ドリーム 15 年バルセ
ロナＮ5,183
羽中総合 2 位、同 ＩＮ19,089
羽中総合 4 位、マルセイユＮ4,899 羽中総合 155 位
ロナＮ
ＩＮ
ヨンゲ・ドン・ミッシェル×ＮＬ09-3959144 ベルジェラック 4,096 羽中総合 13 位
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
羽中優勝、同ＩＮ
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
羽中優勝、同ＩＮ
Ｎ5,616 羽中総合 107 位、ボルドー572
羽中 51 位他 2 年間のバルセロナ IN エース鳩第 1 位 ゾーン・
ボルドー
ペルピニャン×シウン・ドィビン

【144】
“インテールト・ドン・ミッシェル” NL16-1609675 ＤＣ ♂ コール・デハイデ作
父)ＮＬ14-3423447 Ｃ.デハイデ作 即種鳩
祖父)ドン・ミッシェル ＮＬ96-9659671 ＢＣ ペルピニャンＮ3
ペルピニャンＮ 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、マルセイユ各 3 年エース鳩第 1 位
祖母)ＮＬ10-3021354 ＤＣ キーボーム兄弟作 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 位他)×ＮＬ04-0480214
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母)ＮＬ14-1147333 ＢＣ Ｃ,デハイデ作
祖父)ゾーン・ドン・ミッシェル ＮＬ99-3959107 ＢＣ Ｃ.デハイデ作 直仔／バルセロナＮ
バルセロナＮ5,423
バルセロナＮ5,423 羽中総
合 24 位、同ＩＮ30,669
位、同ＩＮ30,669 羽中総合 31 位、ペルピニャンＮ6,414
位、ペルピニャンＮ6,414 羽中総合 42 位、同Ｎ6,414 羽中総合
227 位他直仔／15 年バルセロナＩＮ19,089 羽中総合 95 位 ドン・ミッシェル×ド・ペルピニャン・ド
ィビン
祖母)カリン ＮＬ10-1721592 ＢＣ Ｋ.クルイストラ作翔 14 年サンバンサンＮ18,295
年サンバンサンＮ18,295 羽中総合優勝

【145】
“ザス・サラ”B16-6263087 ＢＣ ♀ ウィリー・ダニエルス作 同腹／13)参照
全姉／サラ 15 年イソウドゥンＮ11,984 羽中総合 5 位、16 年 KBDB1 才鳩大中距離Ｎエース鳩第 1 位 16 年ベ
ルギー3～7 回Ｎレース最優秀 1 才鳩全 1 位 アルジャントンＮ12,449
羽中総合 2 位、同ゾーン 3,617 羽中
アルジャントンＮ
優勝、同 18,363 羽中総合 45 位、ブールジュＮ19,889
羽中総合 28 位、シャトローＮ9,540
羽中総合 32
位、ブールジュＮ
位、シャトローＮ
位、モンリュソンＮ10,753
羽中総合 119 位、ラ・スーテレーヌＮ9,580
羽中総合 119 位
位、モンリュソンＮ
位、ラ・スーテレーヌＮ
父)Ｂ13-6314344 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6191099×リヒテ・リモ
母)Ｂ13-6051147 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6140809 ゾット(優勝 14 回)の孫×Ｂ07-6044245

【146】
“ブロア・カート”B16-6263081 ＢＣ ♂ ウィリー・ダニエルス作
全兄弟／カート シャトローＮ9,540 羽中総合優勝、同 16,390 羽中最高分速、アルジャントンＮ
、アルジャントンＮ12,4
、アルジャントンＮ12,449
12,449 羽中総
合 9 位、ブールジュＮ19,889
位、ブールジュＮ19,889 羽中総合 86 位他 カイラ ブールジュＮ19,889
ブールジュＮ19,889 羽中総合 45 位、アルジャン
トンＮ18,363
トンＮ18,363 羽中総合 125 位他 16 年ベルギー
年ベルギー7
ギー7 回Ｎレース最優秀 1 才鳩 6 位、KBDB1 才鳩大中距離Ｎエー
ス鳩第 20 位、1616-6064105 スープ 1,378 羽中優勝、ヴィエルゾンＩＰ3,108
羽中優勝、ヴィエルゾンＩＰ3,108 羽中総合 10 位、アルジャント
ンＮ19,592
ンＮ19,592 羽中総合 19 位他
父)Ｂ08-637362 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ07-6044148 モーリス・フーツのリヒテ・ブールジュの曽孫
祖母)Ｂ04-6217944
母)Ｂ10-6025224 Ｗ.ダニエルス作 兄弟／ニッキー シャトローＮ総合優勝
祖父)Ｂ07-6044289 ゾット(優勝 14 回)の直仔
祖母)Ｂ09-6217201 Ｍ.フーツ×ファンリースト・ペーテルス

【147】Ｂ16-6263082 大刺 ♂ ウィリー・ダニエルス作 兄弟／16)参照
全兄弟／15
全兄弟／1515-6034050 15 年 CC 若鳩Ｎエース鳩第 2 位 アルジャントンＮ11,223
アルジャントンＮ11,223 羽中総合 6 位、同ゾーン
3,130 羽中優勝、シャトローＮ10,442
羽中優勝、シャトローＮ10,442 羽中総合 106 位
父)Ｂ14-6082136 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6140874×Ｂ13-6051602
母)Ｂ12-6201815 Ｗ.ダニエルス作 ゾーン・37×Ｂ08-6259526

【148】
“２０４”B16-6064204 BP ♀ ウィリー・ダニエルス作
父)Ｂ11-6140874 Ｗ.ダニエルス作
祖父)Ｂ09-5186034 デン・37 直仔×Ｐ．ヒュルズのブラック・ジャックの娘
祖母)クィーニィ Ｂ00-6132834 兄弟／ゾット バジル(デマイヤー父子)×スノー・ホワイト
母)Ｂ13-6051124 Ｗ.ダニエルス作 兄弟／アスケ 1 グレＮ7,681
グレＮ7,681 羽中総合 55 位、同Ｎ16,988
位、同Ｎ16,988 羽中総合
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165 位、ブールジュＮ22,663
位、ブールジュＮ22,663 羽中総合 77 位、同Ｎ13,588
位、同Ｎ13,588 羽中総合 136 位他 アントワープ連盟若鳩長距
離エース鳩第 1 位、アスケ 2 シャトローＮ12,071
シャトローＮ12,071 羽中総合 54 位、ブールジュＮ18,478
位、ブールジュＮ18,478 羽中総合 62 位
他 アントワープ連盟若鳩長距離エース鳩第 2 位、ステファニー ブールジュＮゾーン 5,691 羽中 2 位、
ヴィエルゾンＩＰ9,004
ヴィエルゾンＩＰ9,004 羽中総合 6 位、シャトローＮ18,604
シャトローＮ18,604 羽中総合 11 位、同Ｎ19,691
同Ｎ19,691 羽中総合 66 位、
グレＮ7,681
グレＮ7,681 羽中総合 14 位、アルジャントンＮ12,187
位、アルジャントンＮ12,187 羽中総合 100 位他 15 年 KBDB 大中距離Ｐエース
鳩第 2 位
祖父)Ｂ05-6231038 37 の同腹 Ｂ04-6217290×Ｂ04-6217299
祖母)Ｂ09-62129144 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ05-6230022×Ｂ06-6073005

【149】ＮＬ16-1288691 ＢＣ ♂ ペーター・ヤンセン作 同腹／9)参照
父)デア・ベステ ＮＬ09-1647161 ペーター・フェーンストラ作 兄弟／ドルチェ・ヴィタ シャトローNPO
シャトローNPO
1,418 羽中総合優勝、ゲネップ 7,890 羽中総合優勝、ハースドンク 2,657 羽中優勝、ポメロイル 1,456
羽中優勝、フィルフォールデ 1,125 羽中優勝、セザンヌ 1,047 羽中優勝他、11
羽中優勝他、11 年オリンピアードＮ第 1
位、Ｎエース鳩第 1 位 ダヴィンチ×スペシャル・ブルー
母)ＤＶ09711-12-205 ＬＢＣ ハインツ・マイアー＝ラーデン共同鳩舎作 ドイツ西部エース鳩第1、2 位の妹
ゴールド・シュトック×パール

【150 ＮＬ16-1288681 Ｂ ♀ ペーター・ヤンセン作
兄弟／62
兄弟／62、
62、92 連盟エース鳩第1
連盟エース鳩第 1、6 位 同腹／10)参照
父)ゾーン・カースブール Ｂ09-6358797 ガストン・ファンデヴァウワー作 カースブール×Ｂ04-6307341
母)ＤＶ09711-07-331 ＢＣ マイアー＝ラーデン共同鳩舎作 Ｂ98-6523223×Ｂ97-5150636

【151】ＮＬ16-1288684 ＢＣ ♀ ペーター・ヤンセン作 同腹／11)参照
父)ミュラー ＤＶ00144-10-92 ＢＣ Ｐ.ヤンセン作翔 センス NPO6,423 羽中総合優勝、モルリンコートＰ
24,532 羽中総合優勝、ブロア NPO4,950 羽中総合 4 位、シャトローＮⅢ12,422
位、シャトローＮⅢ12,422 羽中総合 9 位他でフォンド
位他で
シュピーゲル紙 13～15 年Ｎエース鳩第１位 ゾーン・カースブール×331
ゾーン・カースブール×331
母)ミス・ドルチェ・ヴィタ ブロア NPO3,727 羽中総合 20 位、シャトードゥン NPO6,544 羽中総合 21 位、
オーセール NPO8,540 羽中総合 22 位、ブールジュ NPO5,088 羽中総合 24 位、モルリンコートＰ24,532
位、モルリンコートＰ24,532 羽
中総合 17 位、ナントィルＰ12,621
位、ナントィルＰ12,621 羽中総合 40 位、サンカンタン 1,913 羽中 11 位他でフォンドシュピー
ゲル紙 14～
14～15 年Ｎエース鳩第１位 デア・ベステ×07
デア・ベステ×0707-102

【152】ＮＬ16-1288692 Ｂ ♀ ペーター・ヤンセン作 同腹／12)参照
父)ロード・ローエングリン ＤＶ00147-10-634 Ｂ Ｐ.ヤンセン作翔 11 年 15 回入賞 ブールジュ NPO
3,037 羽中総合優勝、同 NPO5,088 羽中総合 7 位、サルブリ NPO7,137 羽中総合優勝他 13 年フォンド・
シュピーゲル誌Ｎエース鳩第 1 位 15 年オリンピアード代表 アドミラル×ディー・ボンテ
母)エリザ・ファン・ブラバン ＮＬ15-3506871 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作 異父兄／ミスター・ブラッドレー
13 年シャトローNPO
3,228 羽中総合優勝、同 NPO2,227 羽中総合 5 位他で、当日長距離エース鳩第 1
年シャトロー
位 姉／14-304
ロワイエ 532 羽中優勝、同 2,435 羽中優勝他 ゲーローガー×ロード・オー
姉／
ゲーローガー×ロード・オーホ
ロード・オーホイェ
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【153】ＮＬ16-3612448 Ｂ ♀ クーン・ミンダーハウト作 同腹／8)
父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ ピティヴィエ 5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総
合優勝、シャトローNPO2,227 羽中総合優勝、ギエン 3,548 羽中総合 3 位、モルリンコート 1,259 羽中 2
位 ゲブローケン・フリューヘル×フランシスカ
母)ロード・オーホイェ ＮＬ09-3912393 Ｂ ピティヴィエ 5,015 羽中総合優勝、ブロイル 8,762 羽中総合 9
位、オルレアン NPO6,067 羽中総合 15 位、ビールグニース 8,381 羽中総合 23 位、モルリンコート 1,664
羽中 7 位他 ブラウ・522×バーニー・742

【154】ＮＬ16-3612444 Ｂ ♂ クーン・ミンダーハウト作 同腹／6)
父)ラーテ・ターボ・608 ＮＬ11-3014608 ギエンＰ3,348
羽中総合 2 位、シャトローNPO2,227
羽中総合
ギエンＰ
位、シャトロー
2 位、同 NPO3,238 羽中総合 4 位、ルフェック NPO2,084 羽中総合 8 位他で 13 年Ｐ当日長距離エース
鳩第 1 位 ニューエ・ターボ・705
シャトローNPO2,227 羽中総合 7 位、モルリンコート 1,465 羽中
ニューエ・ターボ・
14 位、ピティヴィエ 1.345 羽中 13 位、ツール NPO4,100 羽中総合 39 位他で 13 年Ｐ当日長距離エー
ス鳩第 4 位 ブラウ・170×ブラウエ・041
母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作 ヴァレンチノ×ポーリーン

【155】
“インテールト・ゲーローガー”ＮＬ16-1578541 Ｂ ♂ クーン・ミンダーハウト作
父)ブロア・ゲーローガー ＮＬ14-3413263 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作
祖父)ゲブローケン・フリューヘル ＮＬ05-0514804 直仔／モルリンコート 7,962 羽中総合優勝、ピティヴ
ィエ NPO6,340 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総合優勝、シャトローNPO2,227 羽
中総合優勝、モルリンコート 1,465 羽中優勝、クライル 10,0083 羽中総合 7 位、同 5,015 羽中総合 23
位、モンリュソン 4,196 羽中総合 4 位 550・ファン・スーパー・コッペル×ブールジュ・ダィフイェ
祖母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作
母)ゲーローガーの異母妹 ＮＬ14-3413381 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作
祖父)ゲブローケン・フリューヘル ＮＬ05-0514804 Ｋ.ミンダーハウト作 上記参照
祖母)ロード・オーホイェ ＮＬ09-3912393 Ｂ 別記参照

【156】ＮＬ16-1578546 Ｂ ♀ クーン・ミンダーハウト作 同腹／7)
父)スーパー・ダーク・27 ＮＬ10-1767127 Ｊ.Ｍ.ダーネ(クラブ・メート)作翔 オルレアン 3,023 羽中総合優勝、
、
ブロイル 758 羽中優勝、同 4,027 羽中優勝、センスＰ6,007
羽中優勝、センスＰ6,007 羽中総合 2 位、シャトードゥン 4,367 羽中総合
2 位 12 年ＳＳエース鳩第1 位 122・ファン・スーパー・コッペル×ＮＬ08-3812260
母)ＮＬ14-3413409 ミンダーハウト＝Ｊ.ホーイマンス共作 ゲーローガー×アレクシア

【157】Ｂ16-6128377 Ｂ ♀ ダニー・ファンダィク作
父)カノンの父 Ｂ08-6298348 ヘルマンス＝ファンデンブランデ作
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021 羽中総合 21 位、ラ・スーテレーヌＮ
13,469 羽中総合 132 位 ショーネ・ファンド・ヤールリング(ヤールリング・ドンダースティーン×ヤ
ンセン・ドィビン)×Ｅ．ヤンセン作 カンイバールのライン
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祖母)フランシーン Ｂ05-6445543 ドールダン 831 羽中優勝 フィーネケ 5000 直仔×ヤールリング・ドン
ダースティーンとヤンセン・ドィビンの娘
母)コーゲルチェ Ｂ13-6215758 Ｄ．ファンダィク作翔 ノワイヨン
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
羽中優勝、 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)

【158】
“ゾーン・カノン”B16-6128372 Ｂ ♂ ダニー・ファンダィク作
兄弟／12
兄弟／1212-030(ヴィム・フェルメールベルゲンのナショナル・ヴォンダーの父
030(ヴィム・フェルメールベルゲンのナショナル・ヴォンダーの父)
ヴィム・フェルメールベルゲンのナショナル・ヴォンダーの父) 1515-140 アントワープ連
盟東若鳩エース鳩第 1 位
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、
羽中優勝、10
羽中優勝、 年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第 1 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第 4 位 直仔／
10-743、10-744 10 年アントワープ連盟中距離若鳩エース鳩 4、8 位 同腹／デン・11 KBDB 中距離Ｎ
エース鳩第 5 位
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 兄弟／ミネルヴァ グレ 474 羽中優勝、同Ｎ13,885
同Ｎ13,885 羽
中総合 10 位、アルジャントンＮ22,422
アルジャントンＮ22,422 羽中総合 21 位、同Ｎ4,123
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 位他
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

【159】
“ザス・フィオナ”B16-6128367 Ｂ ♀ ダニー・ファンダィク作 同腹／3)参照
全姉／フィオナ
KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第 5 位
全姉／
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
母)Ｂ10-6284748 Ｂ デン・11×アス・ダィフケ・06

【160】
“ドーター・デン・11”B16-6128446 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
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
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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
年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩4
中距離若鳩Ｎエース鳩 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
同Ｎ25,583 羽中総合 8 位、09
位、09 年同Ｎ21,095
年同Ｎ21,095 羽中総合 22
位、
ブールジュＮ22,476
アルジャントンＮ5,763 羽中総合 383 位、
シャトローＮ17,109
ブールジュＮ22,476 羽中総合 25 位、
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
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