
創刊以来 129 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、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Ｇ

10、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。 

 唯一、日本人の立場からすれば、超長距離鳩舎の参加が少ない傾向ですが、逆にそれで世界の平均的傾向

もよく理解できます。 

 今年、来る 11 月4、5 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。 

 

 
 

 

★★★指値、お問合せは・・・チャンピオン商事株式会社★★★ 

〒353-0002 埼玉県志木市中宗岡2-23-8 

TEL：048-485-9671 島村携帯090-3086-3176 FAX：048-485-9672 

 

 



 

 

 
●国内送料 羽数に関係なく￥2,800  ●指値締切 本年11月 3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

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は以下、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-2017 【ゴールデン・１0 ページ】 

 

 

第１日第１日第１日第１日    11111111 月月月月4444 日日日日（（（（土曜日土曜日土曜日土曜日））））    

    

 

【1】“ビューティス” Ｂ17-6261740 ♀ ウィリー・ダニエルス作                    

同腹／165)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、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 セリン 17

年KBDB1 才鳩エース鳩第1 位で、史上最高価格(推定50 万ユーロ)で、中国にトレード 

父)フロールス 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)サキーラ 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 

 

 

【2】“ブロア・カート”Ｂ17-6038623 B ♂ 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Ｎ12,449羽中

総合9 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 羽中総合45 位、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、16-6064105 スープ 1,378 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 

 

 

【3】Ｂ17-6038644 B ♂ ウィリー・ダニエルス作 

父)Ｂ16-6255451  Ｗ.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Ｎ12,449羽中総合9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羽中総合45位、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、16-6064105 スープ1,378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羽中総合19位他 

祖父)トーマス Ｂ08-6373623  Ｗ.ダニエルス作 Ｂ07-6044148×Ｂ04-6217944   

祖母)キアラ 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 

母)サラやセリンの妹 Ｂ16-6255454 Ｗ.ダニエルス作 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 羽中優勝、同18,363 羽中総合45 位、ブールジュＮ

19,889 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・スーテレーヌＮ9,580 羽中総合119 位 

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  

 

 

【4】Ｂ17-6038543 ♀ ウィリー・ダニエルス作 

父)Ｂ15-6117855    ＷＷＷＷ....ダニエルス作ダニエルス作ダニエルス作ダニエルス作    グラディエーターの孫 

祖父)Ｂ12-6042522  ＢＷ Ｗ.ダニエルス作 グラディアーター×ウイットペン・アイゼレン 

  祖母)アス・ダィフ Ｂ14-6082859 キュールゲム・サントル・エース鳩 アルジャントンＮ27,267羽中 

  総合20位、グレＮ16,619羽中総合51位他  

母)Ｂ16-6064150 Ｗ.ダニエルス作     

祖父)Ｂ14-6082126 Ｗ.ダニエルス作 アスケ1、アスケ3の親であるＰ.ヒュルズの37の孫 

祖母)ケリー Ｂ14-6082123 Ｗ.ダニエルス作翔 ノノノノワイヨンワイヨンワイヨンワイヨン805805805805羽中羽中羽中羽中2222位、同位、同位、同位、同927927927927羽中羽中羽中羽中2222位、アルジャン位、アルジャン位、アルジャン位、アルジャン    

トンＮトンＮトンＮトンＮ27,25427,25427,25427,254羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合50505050位、ツールＮ位、ツールＮ位、ツールＮ位、ツールＮ22224,0974,0974,0974,097羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合43434343位、グレＮ位、グレＮ位、グレＮ位、グレＮ16262162621626216262羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合32323232位位位位、ラ・スー

テレーヌＮ18,588羽中総合147位他 

 

 

【5】“ドーター・クイーン・オブ・ザ・ナイト”ＮＬ16-1423606 ＢＣ ♀ キース・ドローグ作 

父)ジャック・ポット ＮＬ13-1112259 ＢＣ Ｋ.ドローグ作翔 16年マルセイユＮ総合10位、同南北オラ 

ンダＩＰ優勝 

 祖父)モンデオ ＮＬ07-1154124 ＤＣ 両親ベニー・ホンマ作 

 祖母)ＮＬ08-1406194  両親共コール・スケルマー作 モントーバンＮ総合モントーバンＮ総合モントーバンＮ総合モントーバンＮ総合29292929位の娘位の娘位の娘位の娘 

母)クィーン・オブ・ザ・ナイト ＮＬ13-1112226 ＢＣ Ｋ.ドローグ作翔 11116年ポーＮ1127Ｋ3,788羽中総

合優勝、同ＩＮ9,908羽中総合優勝 

 祖父)ＡＤレム ＮＬ11-1606308 ＢＣ カオールＮ総合優勝のゴウデン・10×ニコ・フォルケンス作のボ×ニコ・フォルケンス作のボ×ニコ・フォルケンス作のボ×ニコ・フォルケンス作のボ    

ルドーＮ総合ルドーＮ総合ルドーＮ総合ルドーＮ総合3333位のダルトンの娘位のダルトンの娘位のダルトンの娘位のダルトンの娘    

 祖母)シレスタ ＮＬ11-1292909 ＤＣ イェレ・イェレマ作 ヘラース(リモージュＮ総合4位、ベルジェ 

ラックＮ総合7位)×基礎鳩ズワルト・ゴウドの娘 

 

 

【6】“ドーター・ロザンナ”ＮＬ17-1165963 ＢＣ ♀ キース・ドローグ作 



父)ＮＬ04-18988187 Ｋ.ドローグ作 種鳩 ダックス・ドーファーの近親直仔 直仔／マルセイユＮ総合108 

 位、ペルピニャンＮ総合35位 

 祖父)基礎鳩ダックス・ドーファー ＮＬ93-24500521 ＢＣ Ｋ.ドローグ作翔 96年ダックスＮ総合2位 

両親ヴィム・ミュラー作 ファンヴァンローイ・アールデン系、スーパー種鳩 

 祖母)ＮＬ99-2168105 ＢＣ Ｋ.ドローグ作翔 ボルドーＮテレテクストボルドーＮテレテクストボルドーＮテレテクストボルドーＮテレテクスト((((総合総合総合総合10101010位内位内位内位内) ) ) ) ダックス・ドーダックス・ドーダックス・ドーダックス・ドー

ファー×ド・ファー×ド・ファー×ド・ファー×ド・401401401401        

母)ロザンナ ＮＬ07-1674252 ＢＣＷ Ｋ.ドローグ作翔 15年バルセロナＮ1281Ｋ5,182羽中総合優勝、同 

 ＩＮ19,083羽中総合3位 他カオールＮ総合他カオールＮ総合他カオールＮ総合他カオールＮ総合68686868、、、、263263263263、、、、955955955955位、ポーＮ総合位、ポーＮ総合位、ポーＮ総合位、ポーＮ総合195195195195位、タルベＮ総合位、タルベＮ総合位、タルベＮ総合位、タルベＮ総合263263263263、、、、    

285285285285位、マルセイユＮ総合位、マルセイユＮ総合位、マルセイユＮ総合位、マルセイユＮ総合305305305305位、サンバンサンＮ総合位、サンバンサンＮ総合位、サンバンサンＮ総合位、サンバンサンＮ総合1099109910991099、、、、1110111011101110位位位位、、、、（（（（実距離実距離実距離実距離1000K1000K1000K1000K 以上以上以上以上N11N11N11N11回入賞回入賞回入賞回入賞））））    

 祖父)ＮＬ00-1791801 上記99-2168105の全弟 基礎鳩ダックス・ドファー×ド・401 

 祖母)ＮＬ03-2290241 ファンデウェーゲン×Ｃファンデウェーゲン×Ｃファンデウェーゲン×Ｃファンデウェーゲン×Ｃ....ファンデルファンデルファンデルファンデルラーン経由ブラークハィスラーン経由ブラークハィスラーン経由ブラークハィスラーン経由ブラークハィス 

 

 

【7】“ゾーン・マッチ・ポイント”ＮＬ17-1165981  ＢＣ ♂ キース・ドローグ作  

同腹／162)参照 

父)マッチ・ポイント ＮＬ13-1112167 ＢＣ Ｋ.ドローグ作翔 14年カオール14位、16年ポー33位、ペル 

ピニャン64位、17年バルセロナＮ1281Ｋ4,489羽中総合29位、同ＩＮ17,094羽中総合49位 

    祖父)ＮＬ11-1292889 ＤＣ イェレ・イェレマ作 サンバンサンＮ総合366位×ブリーブNPO総合240位 

 祖母)ダックス・ドファーの娘 ＮＬ04-1898193 Ｋ.ドローグ作 ダックス・ドファー×同娘の近親 

母)スィート・ロッシー ＮＬ13-1112240 ＢＣ Ｋ.ドローグ作翔 15年ペルピニャン89位、16年アジャン 

189位、17年バルセロナＮ1281Ｋ4,489羽中総合9位、同ＩＮ17,094羽中総合9位 

 祖父)ＮＬ11-1165245 Ｂ イェレ・イェレマ作 リモージュＮ総合リモージュＮ総合リモージュＮ総合リモージュＮ総合205205205205位×グヴェン位×グヴェン位×グヴェン位×グヴェン((((リモージュＮ総合リモージュＮ総合リモージュＮ総合リモージュＮ総合    

        26262626位、ルフェッ位、ルフェッ位、ルフェッ位、ルフェックＮ総合クＮ総合クＮ総合クＮ総合56565656位）位）位）位）    

 祖母)ＮＬ09-1059595 コール・スケルマー作 グラザグラザグラザグラザ((((モントーバンモントーバンモントーバンモントーバンＮ総合Ｎ総合Ｎ総合Ｎ総合184184184184位、ボルドーＮ総合位、ボルドーＮ総合位、ボルドーＮ総合位、ボルドーＮ総合146146146146    

位位位位))))×ボルドーＮ総合×ボルドーＮ総合×ボルドーＮ総合×ボルドーＮ総合222222222222位他長距離５回入賞の雌位他長距離５回入賞の雌位他長距離５回入賞の雌位他長距離５回入賞の雌    

    

 

【8】“ドーター・ロザリン”ＮＬ17-1166015 BC ♀ キース・ドローグ作                    

同腹／163)参照 

父)サニー・プリンス ＮＬ16-1509414 ＢＣＷ Ｋ.ドローグ作 種鳩 

 祖父)ニュー・ロレアート ＮＬ08-2222675 Ｐ.&バーテンブルグ＝ファンデメルヴェ作翔 11年バルセロ 

ナＮ12,281羽中総合8位、同ＩＮ26,650羽中総合41位、13年同Ｎ10,685羽中総合優勝、同ＩＮ25,382 

羽中総合優勝  

祖母)ロザンナ ＮＬ07-1674252 ＢＣＷ Ｋ.ドローグ作翔 11115年バルセロナＮ1281Ｋ5,182羽中総合優勝、 

 同ＩＮ19,083羽中総合3位 他カオールＮ総合他カオールＮ総合他カオールＮ総合他カオールＮ総合68686868、、、、263263263263、、、、955955955955位、ポーＮ総合位、ポーＮ総合位、ポーＮ総合位、ポーＮ総合195195195195位、タルベＮ総合位、タルベＮ総合位、タルベＮ総合位、タルベＮ総合    

263263263263、、、、285285285285位、マルセイユＮ総合位、マルセイユＮ総合位、マルセイユＮ総合位、マルセイユＮ総合305305305305位位位位、サンバンサンＮ総合1099、1110位 

母)ロザリン ＮＬ13-1112279 ＢＣ Ｋ.ドローグ作翔 15年サンバンサン41位、16年マルセイユ16位 

17年バルセロナＮ1281Ｋ4,489羽中総合8位、同ＩＮ17,094羽中総合8位 

  祖父)ＮＬ08-1397878 Ｋ.ドローグ作翔 バルセロナＮ総合478、866位 ダックス・ドファーの孫 

 祖母)ＮＬ09-1051911 ＢＣ Ｋ.ドローグ作翔 カオールカオールカオールカオール10101010位、ベルジェラック位、ベルジェラック位、ベルジェラック位、ベルジェラック6666、、、、13131313位、アルビ位、アルビ位、アルビ位、アルビ52525252位位位位    

    ケース・ファンデルラーンのマルセイユの直仔×ダックス・ドファーの直仔同士近親 

 

 

【9】Ｂ16-6157024 B ♀ ファンホーヴェ＝アィターホーヴェン作 異母兄弟/オルランド 14-079 ブリーブ

P693K842羽中優勝、同N ゾーン4,616羽中優勝、同N9,409羽中総合4位、ホワイト・チュール 13-116 チ

ュールP649K836 羽中優勝、同N ゾーン2,037 羽中優勝、同N5,731 羽中総合3 位、アッティラ 17-465 ス

ワソン758羽中優勝他 

父)バンコック Ｂ11-623281 フェルフローセム父子作 



 祖父)ミストラル B06-6156065 巣房13の直仔 ミンデンP1,479羽中優勝他 

 祖母)スー・エレン B05-2217002 ヨセフ・レナーツ作 直仔/ポコ＝ロコ 

母)スィート・タイガー B11-6103405 ファンホーヴェ＝アィターホーヴェン作翔 13年オリンピアード代 

表 グレN3,415羽中総合14位、モンリュソンN22,875羽中総合22位、アルジャントンN22,384羽中 

総合30位他上位多数 

 祖父)ブリクセン・ジュニア B07-6206273 ブリクセン・ガビー×ジッターケ・バンガ 

 祖母)ミス・アルギロ B09-6116044 優勝優勝優勝優勝8888回内シャトロー回内シャトロー回内シャトロー回内シャトローNNNN22,71822,71822,71822,718羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合4444位、同位、同位、同位、同SNSNSNSN総合総合総合総合2222位、ブ位、ブ位、ブ位、ブ    

ロアロアロアロアSNSNSNSN総合総合総合総合8888位位位位 ジミ×フェーグスケ・ゴールデン・オスカー 

 

 

【10】“ザス・ミス・グラン・クリュ”Ｂ16-6157285 B ♀ ファンホーヴェ＝アィターホーヴェン作  

全兄弟／ミス・グラン・クリュ 自身アルジャントン N19,592 羽中総合 8 位、シャトローN14,762 羽中総合

25位、ヴィエルゾンSN3,104羽中総合14位、ラ・スーテレーヌN16,613羽中総合138位他で、N エース鳩

第４位となり、チュールN649K5,731羽中総合3位の母  

父)タイガー・ファイアー B11-6103406 同腹/スィート・タイガー 

 祖父)ブリクセン・ジュニア B007-6206273 ブリクセン・ガビー×ジッターケ・バンガ 

 祖母)ミス・アルギロ B09-6116044 優勝優勝優勝優勝8888回内シャトロー回内シャトロー回内シャトロー回内シャトローNNNN22,71822,71822,71822,718羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合4444位、同位、同位、同位、同SNSNSNSN総合総合総合総合2222位、ブ位、ブ位、ブ位、ブ    

ロアロアロアロアSNSNSNSN総合総合総合総合8888位位位位 ジミ×フェーグスケ・ゴールデン・オスカー 

母)ホワイト・チュール B13-6250116    ファンホーヴェ＝アィターホーヴェン作翔 チュールチュールチュールチュールPPPP649649649649KKKK836836836836羽中羽中羽中羽中    

優勝、同優勝、同優勝、同優勝、同NNNNゾーンゾーンゾーンゾーン2,0372,0372,0372,037羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同NNNN5,7315,7315,7315,731羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合3333位位位位    

祖父)バンコック Ｂ11-623281 フェルフローセム父子作 ミストラル×スー・エレン 

 祖母)ミス・ライフ・スタイル B07-6206307 アルジャントンアルジャントンアルジャントンアルジャントンNNNN6,1776,1776,1776,177羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合11115555位、ヴィエルゾン位、ヴィエルゾン位、ヴィエルゾン位、ヴィエルゾンSN5,076SN5,076SN5,076SN5,076    

羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合26262626位、位、位、位、イソウドゥンSN5,815羽中総合54位、スーヤックN7,597羽中総合69位他 カブリ 

オ×ミス・ロット 

 

 

【11】Ｂ17-6206722  B ♂ ファンホーヴェ＝アィターホーヴェン作          同腹／159)参照 

父)リモージュ Ｂ12-6051185 ファンホーヴェ＝アィターホーヴェン作翔 リモージュN ゾーン5,476羽中 

 59位他 異父兄弟/ブラック・パワー 優勝５回内シャトローN22,254羽中総合35位 

 祖父)ブルー・アス Ｂ11-6118519 ケルクホフス＝ファンデンアインデ作 基礎鳩グーデ・ブラウエ・ア 

ス×ゲクヴェツテ・フリューヘル 

 祖母)ミス・ゴールデン・ボーイⅠ Ｂ08-6065100 基礎鳩ゴールデン・ボーイ×ミス・エクスプロージョン 

母)ミス・グラン・クリュ B16-6157012アルジャントンN19,592羽中総合8位、シャトローN14,762羽中 

総合25位、ヴィエルゾンSN3,104羽中総合14位、ラ・スーテレーヌN16,613羽中総合138位他で、N 

エース鳩第４位 直仔/チュールN649K5,731羽中総合3位        

祖父)タイガー・ファイアー・Ⅰ B11-6103406 同腹/スィート・タイガー ブリクセン・ジュニア×ミス・ 

 アルギロ(優勝優勝優勝優勝8888回内シャトロー回内シャトロー回内シャトロー回内シャトローNNNN22,71822,71822,71822,718羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合4444位、同位、同位、同位、同SNSNSNSN総合総合総合総合2222位、ブロア位、ブロア位、ブロア位、ブロアSNSNSNSN総合総合総合総合8888位位位位) 

祖母)ホワイト・チュール B13-6250116    ファンホーヴェ＝アィターホーヴェン作翔 チュールP649K836 

羽中優勝、同Nゾーン2,037羽中優勝、同N5,731羽中総合3位    バンコック×ミス・ライフ・スタイル    

 

 

【12】“ゾーン・オルランド”Ｂ17-6206659  DB ♂ ファンホーヴェ＝アィターホーヴェン作  

父)オルランド    BBBB14-6097079    ファンホーヴェ＝アィターホーヴェン作翔 ブリーブP693K842羽中優勝、 

同N ゾーン4,616羽中優勝、同N9,409羽中総合4位    半兄弟/ホワイト・チュール 13-116 チュール 

P649K836羽中優勝、同Nゾーン2,037羽中優勝、同N5,731羽中総合3位、アッティラ 17-465 スワソ 

ン758羽中優勝他 

祖父)バンコック Ｂ11-6263281 フェルフローセム父子作 ミストラル×スー・エレン 

 祖母)ドリー・トゥヴィーケ B10-6044222 半姉妹/ミス・アルマーニ ブルー・バンガ・スカイの娘 



母)ジュエール・ブリクセンⅠ B11-6103502 シャトローシャトローシャトローシャトロー515151518888KKKK266266266266羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同SNSNSNSN6,2486,2486,2486,248羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合34343434位位位位    

    モンリュソンモンリュソンモンリュソンモンリュソン545KN545KN545KN545KN22,87522,87522,87522,875羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合70707070位他上位入賞多数位他上位入賞多数位他上位入賞多数位他上位入賞多数    

祖父)ブリクセン・ガビー Ｂ04-3230965 ガビー・ファンデンアベール作 ブリクセン×ダグマール 

 祖母)ミジュエール・ゴールデン・ボーイⅠ Ｂ06-6052100 基礎鳩ゴールデン・ボーイ×ミス・マジック 

 

 

【13】ＤＶ02098-15-133 ＢＣ ♀ 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 319Ｋ4,379羽中優勝、543Ｋ4,016羽 

中優勝、261Ｋ2,345羽中優勝、370Ｋ2,111羽中優勝、169Ｋ1,934羽中優勝、262Ｋ1,906羽中優勝、 

342Ｋ1,491羽中優勝、366Ｋ1,386羽中優勝、455Ｋ903羽中優勝、288Ｋ770羽中優勝他 

 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)ＤＶ02098-06-500 Ｇ.プランゲ作  

祖父)リングローゼ(95-12) Ｂ 直仔／直仔／直仔／直仔／802 802 802 802 Ｎエース鳩第Ｎエース鳩第Ｎエース鳩第Ｎエース鳩第1111位、位、位、位、1009 1009 1009 1009 Ｎエース鳩第Ｎエース鳩第Ｎエース鳩第Ｎエース鳩第2222位位位位他多くの俊鳩 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)ＤＶ02098-98-745 Ｂ Ｇ.プランゲ作 姉妹／704  直仔／ドイツＮエース鳩 ＮＬ86-2986(スー 

パー・レーサー)×キーン・ドィビン(ファンルーン) 
※従来の06-500は、血統が間違っています。500の直系をお持ちの方は、血統訂正をして貰いますので、ご連絡下さい。 

 

 

【14】“ゾーン・2100”ＤＶ02098-17-1523 ＢＣ ♂ ギュンター・プランゲ作 

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／直仔／直仔／直仔／802 802 802 802 Ｎエース鳩第Ｎエース鳩第Ｎエース鳩第Ｎエース鳩第1111位、位、位、位、1009 1009 1009 1009 Ｎエース鳩第Ｎエース鳩第Ｎエース鳩第Ｎエース鳩第2222位位位位他多くの俊鳩 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)ＤＶ02098-99-1000 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)ＤＶ02098-12-500 Ｂ プランゲ作 兄弟／超銘鳩デア・261 319Ｋ4,379 羽中優勝、543Ｋ4,016 羽 

中優勝、261Ｋ2,345 羽中優勝、370Ｋ2,111 羽中優勝、169Ｋ1,934 羽中優勝、262Ｋ1,906 羽中優勝、 

342Ｋ1,491 羽中優勝、366Ｋ1,386 羽中優勝、455Ｋ903 羽中優勝、288Ｋ770 羽中優勝他 

 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) 

 

 

【15】ＤＶ02098-17-1607 Ｂ ♀ ギュンター・プランゲ作 

父)ＤＶ02098-10-1800  Ｇ.プランゲ作  

 祖父)デア・36 ＤＶ02098-01-36 Ｇ.プランゲ作 最高種鳩の１羽 リング・ローゼ×コープマンのオン 

ズ・ルイーズの娘 

祖母)ＤＶ02098-02-309 ＢＣ プランゲ作 最高種鳩 330×ディルク・ファンダィク 

母)ＤＶ02098-15-77 Ｇ.プランゲ作 異母兄／デア・デア・デア・デア・520520520520 680680680680Ｋ優勝、Ｋ優勝、Ｋ優勝、Ｋ優勝、630630630630Ｋ優勝、Ｋ優勝、Ｋ優勝、Ｋ優勝、350350350350Ｋ優勝、Ｋ優勝、Ｋ優勝、Ｋ優勝、340340340340Ｋ優勝Ｋ優勝Ｋ優勝Ｋ優勝    

2222回、回、回、回、320320320320Ｋ優勝、Ｋ優勝、Ｋ優勝、Ｋ優勝、260260260260Ｋ優勝Ｋ優勝Ｋ優勝Ｋ優勝(以上の平均参加羽数は、約1,600羽)他2位2回で、9位内20回入賞 

 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)ＤＶ07237-07-24 Ｂ ステラーマン作 ドイツＮエース鳩第ドイツＮエース鳩第ドイツＮエース鳩第ドイツＮエース鳩第1111位で、得点記録を出したユーロ・ス位で、得点記録を出したユーロ・ス位で、得点記録を出したユーロ・ス位で、得点記録を出したユーロ・ス    

ターターターター802802802802×全×全×全×全妹近親交配直仔妹近親交配直仔妹近親交配直仔妹近親交配直仔    両親共リングローゼ直仔両親共リングローゼ直仔両親共リングローゼ直仔両親共リングローゼ直仔    純プランゲ純プランゲ純プランゲ純プランゲ    

    

    

【16】“ファール・1532”ＤＶ02098-17-1532 S ♀ ギュンター・プランゲ作 

父)ＤＶ02098-05-550  Ｇ.プランゲ作 スーパー種鳩 兄弟／802，1279 

祖父)リングローゼ(95-12) Ｂ 直仔／直仔／直仔／直仔／802 802 802 802 Ｎエース鳩第Ｎエース鳩第Ｎエース鳩第Ｎエース鳩第1111位、位、位、位、1009 1009 1009 1009 Ｎエース鳩第Ｎエース鳩第Ｎエース鳩第Ｎエース鳩第2222位位位位他多くの俊鳩 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)ＤＶ02098-93-665 Ｓ 直仔／802 エース鳩 純デルバール 

母)ＤＶ02098-16-279 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、630Ｋ優勝、350Ｋ優勝、340Ｋ優 

勝2回、320Ｋ優勝、260Ｋ優勝(以上の平均参加羽数は、約1,600羽)他2位2回で、9位内20回入賞 

  ＤＶ02098-05-580×ＮＬ05-1937948  

 祖母)ＤＶ02098-11-200 Ｓ Ｇ.プランゲ作 デルバール×リング・ローゼの近親娘 

 

 

【17】 “ゾーン・ニールス・ナターリア” Ｂ17-6147401 Ｂ ♂ ディルク・ファンダィク作                 

同腹／149)参照 

父)オリンピック・ニールスＢ08-6338005 Ｄ．ファンダィク作翔 08080808年年年年13131313回入賞内キェブラン回入賞内キェブラン回入賞内キェブラン回入賞内キェブラン1088108810881088羽中羽中羽中羽中7777

位、ノワイヨン位、ノワイヨン位、ノワイヨン位、ノワイヨン1,1931,1931,1931,193羽中羽中羽中羽中11111111位、位、位、位、09090909年９回入賞内エタンプ年９回入賞内エタンプ年９回入賞内エタンプ年９回入賞内エタンプ1,7171,7171,7171,717羽中羽中羽中羽中3333位、オルレアン位、オルレアン位、オルレアン位、オルレアン918918918918    

羽中羽中羽中羽中6666位、位、位、位、10101010年８回入賞、年８回入賞、年８回入賞、年８回入賞、11111111年年年年13131313回入賞内キェブラン回入賞内キェブラン回入賞内キェブラン回入賞内キェブラン490490490490羽中羽中羽中羽中4444位、ドールダン位、ドールダン位、ドールダン位、ドールダン2,2312,2312,2312,231羽中羽中羽中羽中13131313位、位、位、位、    

同同同同1,2581,2581,2581,258羽中羽中羽中羽中4444位、同位、同位、同位、同793793793793羽中優勝、メッルン羽中優勝、メッルン羽中優勝、メッルン羽中優勝、メッルン629629629629羽中羽中羽中羽中5555位、位、位、位、12121212年年年年10101010回入賞内メルン回入賞内メルン回入賞内メルン回入賞内メルン1,6931,6931,6931,693羽中羽中羽中羽中8888    

位、ドー位、ドー位、ドー位、ドールダンルダンルダンルダン1808180818081808羽中羽中羽中羽中3333位位位位 12 年ニトラ・オリンピアードベルギー代表第2 位 

祖父)ディ・カプリオＢ05-6045015 ＢＣ ヘレマンス＝コイスタース作翔 キェブランキェブランキェブランキェブラン1,9221,9221,9221,922羽中羽中羽中羽中    

優勝、優勝、優勝、優勝、    同同同同1,5801,5801,5801,580羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同1,2781,2781,2781,278羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝 ゾーン・オリンピアード×Ｂゾーン・オリンピアード×Ｂゾーン・オリンピアード×Ｂゾーン・オリンピアード×Ｂ00000000----6141499614149961414996141499((((兄弟優兄弟優兄弟優兄弟優    

勝延勝延勝延勝延13131313回回回回))))    

祖母)Ｂ06-6210110 ＢＣ デン・ブールジュの近親曾孫 

母)ブラウ・ナターリア Ｂ13-6122204 ブールジュＮ１才鳩総合優勝、ヴィエルゾンＰ総合6 位 

 祖父)ブラウ・ウィットペン Ｂ10-6297205 ディカプリオ×カンニバールの娘ディカプリオ×カンニバールの娘ディカプリオ×カンニバールの娘ディカプリオ×カンニバールの娘 

 祖母)Ｂ10-6213111 Ｌ.＆Ｂ.ゲーリンクス作 ショーネ・ラピード×ウィットペン・ブールジュスケ 

 

 

【18】 Ｂ17-6147403 ＢＷ ♂ ディルク・ファンダィク作                 同腹／150)参照 

父)ブラウエ・ウイットペン・ゾーン・ディカプリオ Ｂ10-6297205 直仔／ナターリア ブールジュＮ総合 

 優勝 

祖父)ディ・カプリオ Ｂ05-6045015  ヘレマンス＝コイスタース作翔 キェブランキェブランキェブランキェブラン1,9281,9281,9281,928羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同    

1,5801,5801,5801,580羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同1,2781,2781,2781,278羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、同1,367羽中3位他25回入賞 

 祖母)ブラウ Ｂ06-6210005 有名なカンニバール×Ｂ97-6466984(ゾーン3レイセンの娘) 

母)ブラウ Ｂ13-6122248     

 祖父)オリンピック・ニールス Ｂ08-6338005 オリンピアード代表第オリンピアード代表第オリンピアード代表第オリンピアード代表第3333位、アントワープ連盟エース鳩位、アントワープ連盟エース鳩位、アントワープ連盟エース鳩位、アントワープ連盟エース鳩    第第第第    

2222位位位位    ディ・カプリオ×ブールジュの近親孫ディ・カプリオ×ブールジュの近親孫ディ・カプリオ×ブールジュの近親孫ディ・カプリオ×ブールジュの近親孫    

 祖母)Ｂ10-6052519 Ｂ ジョス・フェルカメン作 サルゴ×マリスカ 

 

 

【19】 “ゾーン・カンニバールＪR” Ｂ17-6147686 Ｂ ♂ ディルク・ファンダィク作                                   

同腹／151)参照 

父)ブラウエ・カンニバール・ジュニア Ｂ11-6240027  11年6回入賞内ノワイヨン1,129羽中9位、12年8回 

入賞内シャトロー426羽中2位、モンリュソンＰ1,322羽中総合優勝、サルブリ1,100羽中優勝、同2,687 

羽中最高分速、キェブラン1,361羽中優勝、ノワイヨン156羽中優勝、同251羽中優勝 シャトロー2,478 

羽中総合21位 カンニバール8重近親        

祖父)Ｂ08-6338800 Ｄ.ファンダィク作 有名なカンニバールの近親孫 

祖母)Ｂ05-6453989 Ｂ04-459×アントワープ連盟ドールダン優勝鳩(カンニバールの孫)    

母)リトル・クィーン Ｂ14-6241188 Ｄ.ファンダィク作翔 15 年KBDB1 才鳩小中距離Ｎエース鳩第3 位 

 祖父)Ｂ11-6117752 エミール・ディレン作 2,252羽中優勝鳩×ポル・ファンゴーレン 

 祖母)ミレス・ファン・グーイ・ドィビン Ｂ12-2008236 レオン・ヤコブス作 



 

 

【20】“ドーター・クライネ・ヤン・カロリーナ” Ｂ17-6147675 ＢＣ ♀ ディルク・ファンダィク作                                

同腹／152)参照 

父)クライネ・ヤン Ｂ13-6122233 ＢＣ Ｄ.ファンダイク作翔 グレＮゾーン優勝、同Ｎ総合3 位 

 祖父)ブラウ・ゾーン・カンニバール Ｂ06-6210256 Ｄ.ファンダィク作 有名なカンニバールの直仔 

 祖母)ド・575 ＮＬ11-1912575 ＤＣ ヤン・ホーイマンス作 スヘーレ・88×超銘鳩ハリーの妹 

母)カロリーナ Ｂ12-6142277 Ｄ.ファンダィク作翔 シャトローＮゾーン優勝、同Ｎ総合2 位 

 祖父)Ｂ03-6086029 Ｄ.ファンダィク作 有名なカンニバール直仔×デン・ブールジュの娘 

 祖母)Ｂ10-6345253 レオ・ヘレマンス作 02年オリンピアード鳩直仔×08-116の妹 

 

 

【21】“マックス2” ＮＬ15-3506915 Ｂ ♂ クーン・ミンダーハウト作翔 ロワイエ6,190 羽中総合優勝、ロ

ワイエ1,514 羽中優勝、オウビー1,715 羽中9 位、キェブラン7,020 羽中総合60 位、ニールグニース7,209

羽中65 位、兄弟／マキシム15-6900 ポン・サン・マクサンス9,158 羽中総合優勝他 弟／147)参照 

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／モルリンコート直仔／モルリンコート直仔／モルリンコート直仔／モルリンコート7,962羽中総合優勝、ピティヴ羽中総合優勝、ピティヴ羽中総合優勝、ピティヴ羽中総合優勝、ピティヴ 

ィエィエィエィエNPO6,340羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌNPO3,077羽中総合優勝、シャトロー羽中総合優勝、シャトロー羽中総合優勝、シャトロー羽中総合優勝、シャトローNPO2,227羽羽羽羽 

中総合優勝、モルリンコート中総合優勝、モルリンコート中総合優勝、モルリンコート中総合優勝、モルリンコート1,465羽中優勝、クライル羽中優勝、クライル羽中優勝、クライル羽中優勝、クライル10,0083羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合7位、同位、同位、同位、同5,015羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合23 

位、モンリュソン位、モンリュソン位、モンリュソン位、モンリュソン4,196羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合4位位位位 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)ＮＬ06-1137725 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作 兄弟／ド・017 レース18回参加全入賞内4回優勝 

 祖父)ＮＬ00-2056807 Ｂ ミンダーハウト作 ダニエル×スティッシェル 

 祖母)ＮＬ01-0108226 両親共ミンダーハウト作 ジェームス・ボンド直仔×フェヒターの娘 

 

 

【22】“ドーター・ニューエ・ターボ”ＮＬ17-3708079 Ｂ ♀ クーン・ミンダーハウト作                            

兄弟／146)参照 

父)ニューエ・ターボ ＮＬ11-3014705 Ｂ ミンダーハウト作翔 Ｐ当日長距離エース鳩第２位 ニールグ 

ニース1,795羽中優勝、センス1,510羽中優勝、、、、キェブラン3,037羽中3位、ブールジュ4,278羽中総合 

5位、リモージュ1,698羽中3位他 

祖父)ブラウ・170 ＮＬ10-3011170 Ｂ シャトローシャトローシャトローシャトローNPO5,223NPO5,223NPO5,223NPO5,223羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合2222位位位位、同2,628羽中12位、ラ・スラ・スラ・スラ・ス    

ーテレーヌーテレーヌーテレーヌーテレーヌNPO3,077NPO3,077NPO3,077NPO3,077羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合2222位位位位、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 直仔／ニューエ・ターボ他 ド・17×522の娘 

 祖母)当日長距離鳩・041 ＮＬ08-3812041 Ｂ ミンダーハウト作 直仔多数活躍 ゲブローケン・フリュ 

ーヘル×エンゲルス・ダィフイェ 

母)ＮＬ14-1208721 Ｂ ミンダーハウト作 

祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ5,653 羽中総合優勝、同37,728 羽中最高分速 シャ 

 トローＮ611Ｋ5,979 羽中総合優勝、同22,340 羽中最高分速 シャトードゥン500ＫNU21,520 羽中総 

 合3 位、モルリンコートＰ20,920 羽中総合19 位、シャトローNPO5,496 羽中総合21 位 WHZB 長距 

離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB 同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620 羽中総合優勝、10位、 

同NPO4,260羽中総合5位、同NPO4,604羽中総合4位、同NPO5,979羽中総合10位、サルブリ 

NPO7,599羽中総合2位、ブロアＮ4,829羽中総合2位、同Ｎ5,653羽中総合3位、ブールジュNPO7,299 

羽中総合6位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ 

 祖母)アレクシアの娘 ＮＬ13-1394961 Ｂ ヤン・ホーイマンス作 ビューティ・カンニバール×シャト 

ローＮ5,620羽中総合優勝したアレクシア(超銘鳩ハリーの全妹)の娘 



 

 

【23】“ゾーン・ゲーローガー” ＮＬ17-3708041 Ｂ ♂ クーン・ミンダーハウト作翔 ニールグニースニールグニースニールグニースニールグニース1,1,1,1,314314314314

羽中羽中羽中羽中5555位位位位 兄弟／145)参照 

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／モルリンコート直仔／モルリンコート直仔／モルリンコート直仔／モルリンコート7,9627,9627,9627,962羽中総合優勝、ピティヴ羽中総合優勝、ピティヴ羽中総合優勝、ピティヴ羽中総合優勝、ピティヴ    

ィエィエィエィエNPO6,340NPO6,340NPO6,340NPO6,340羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌNPO3,077NPO3,077NPO3,077NPO3,077羽中総合優勝、シャトロー羽中総合優勝、シャトロー羽中総合優勝、シャトロー羽中総合優勝、シャトローNPO2,227NPO2,227NPO2,227NPO2,227羽羽羽羽    

中総合優勝、モ中総合優勝、モ中総合優勝、モ中総合優勝、モルリンコートルリンコートルリンコートルリンコート1,4651,4651,4651,465羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝、クライル10,083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)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  

祖父)ブラウ・522 ＮＬ04-0421522    直仔／アルジャントンＮ直仔／アルジャントンＮ直仔／アルジャントンＮ直仔／アルジャントンＮ19,30519,30519,30519,305羽中総合優勝、シャトロー羽中総合優勝、シャトロー羽中総合優勝、シャトロー羽中総合優勝、シャトローNPO3,832NPO3,832NPO3,832NPO3,832    

羽中総合優勝、ナントイル羽中総合優勝、ナントイル羽中総合優勝、ナントイル羽中総合優勝、ナントイルNPO17,465NPO17,465NPO17,465NPO17,465羽中総合優勝、ペロンヌ羽中総合優勝、ペロンヌ羽中総合優勝、ペロンヌ羽中総合優勝、ペロンヌ11,72411,72411,72411,724羽中総合優勝、ツール羽中総合優勝、ツール羽中総合優勝、ツール羽中総合優勝、ツール6,1446,1446,1446,144    

羽中総合優勝、シャンティー羽中総合優勝、シャンティー羽中総合優勝、シャンティー羽中総合優勝、シャンティー1,4741,4741,4741,474羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝他 ゾーン・ダニエル×マキシマ(Ｅ.ロイテネ) 

 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 

 

 

【24】ＮＬ17-3708034 Ｂ ♂ クーン・ミンダーハウト作                            兄弟／148)参照 

父)ブラウ・170 ＮＬ10-3011170 Ｂ シャトローNPO5,223羽中総合2位、同2,628羽中12位、ラ・スーテ 

レーヌNPO3,077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 

直仔／ニューエ・ターボ他 

祖父)ド・17 ＮＬ02-0209017 Ｂ 優勝４回他上位入賞多数 ダニエルの兄弟の直仔×007の孫 

祖母) 522 の娘 ＮＬ05-0508670 直仔孫／NPO等総合2位６羽 ブラウ・522×バーニー・742 

母)エース・ピジョン・968 ＮＬ08-3811968 ミンダーハウト作翔 モルリンコート9,003 羽中3 位、オル 

レアン6,734 羽中総合6 位、ピティヴィエ6,701 羽中総合8 位他 異母兄弟／ゲーロー異母兄弟／ゲーロー異母兄弟／ゲーロー異母兄弟／ゲーローガーガーガーガー別記参照 

祖父)ゲブローケン・フリューヘル ＮＬ05-0514804 直仔／モルリンコート直仔／モルリンコート直仔／モルリンコート直仔／モルリンコート7,9627,9627,9627,962羽中総合優勝、ピティヴ羽中総合優勝、ピティヴ羽中総合優勝、ピティヴ羽中総合優勝、ピティヴ    

ィエィエィエィエNPO6,340NPO6,340NPO6,340NPO6,340羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌNPO3,077NPO3,077NPO3,077NPO3,077羽中総合優勝、シャトロー羽中総合優勝、シャトロー羽中総合優勝、シャトロー羽中総合優勝、シャトローNPO2,227NPO2,227NPO2,227NPO2,227羽羽羽羽    

中総合優勝、モルリンコート中総合優勝、モルリンコート中総合優勝、モルリンコート中総合優勝、モルリンコート1,4651,4651,4651,465羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝、クライル10,083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)エンゲル・ダィフイェ Ｂ05-6447552 両親共Ｊ.＆Ｊ.エンゲルス作 直仔／優勝10回 

 

 

【25】“ハーフブロア・カノン”Ｂ17-6254480 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ルマンス＝ファンデンブランデ作ルマンス＝ファンデンブランデ作ルマンス＝ファンデンブランデ作        

祖父)プロパー    ＢＢＢＢ06060606----6212441 6212441 6212441 6212441 兄弟／ペプシ兄弟／ペプシ兄弟／ペプシ兄弟／ペプシ    ブールジュＮブールジュＮブールジュＮブールジュＮ9,0219,0219,0219,021羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合21212121位、ラ・スーテレーヌＮ位、ラ・スーテレーヌＮ位、ラ・スーテレーヌＮ位、ラ・スーテレーヌＮ    

13,46913,46913,46913,469羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合132132132132位位位位    ショーネ・ファンド・ヤールリングショーネ・ファンド・ヤールリングショーネ・ファンド・ヤールリングショーネ・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×ヤヤールリング・ドンダースティーン×ヤヤールリング・ドンダースティーン×ヤヤールリング・ドンダースティーン×ヤ    

ンセン・ドィビンンセン・ドィビンンセン・ドィビンンセン・ドィビン))))×Ｅ．ヤンセン作×Ｅ．ヤンセン作×Ｅ．ヤンセン作×Ｅ．ヤンセン作    カンニカンニカンニカンニバールのラインバールのラインバールのラインバールのライン 最高種鳩、直系／Ｎエース鳩11羽 

祖母)フランシーン Ｂ05-6445543 ドールダンドールダンドールダンドールダン831831831831羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝    フィーネケフィーネケフィーネケフィーネケ5000500050005000直仔×ヤールリング・ドン直仔×ヤールリング・ドン直仔×ヤールリング・ドン直仔×ヤールリング・ドン    

ダースティーンとヤンセン・ドィビンの娘ダースティーンとヤンセン・ドィビンの娘ダースティーンとヤンセン・ドィビンの娘ダースティーンとヤンセン・ドィビンの娘    

母)Ｂ12-6319043 夏仔 姉／タム・ズワルチェ アントワープ連盟エース鳩第１位 カノンの母 

 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 

 

 

【26】“ドーター・カノン”Ｂ17-6129762 Ｂ ♀ ダニー・ファンダィク作                 

姉妹／143)参照 

父)カノン Ｂ09-6323112  ドドドドールダン1,245羽中優勝、同1,938羽中優勝、同1,962羽中6位、マルネ3,040 

羽中優勝、10年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第1位、KBDB中距離若鳩Ｎエース鳩第4位 直仔／ 

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

エース鳩第5位 直仔／コーゴーチェ KBDB中距離若鳩Ｎエース鳩第1位、 孫／同Ｎエース鳩第7位 

祖父)カノンの父 Ｂ08-6298348  ヘルマンス＝ファンデンブランデ作 プロパー×フランシーン 

祖母)タム・ズワルチェ Ｂ08-6297117  08年アントワープ連盟若鳩エース鳩第1位 フェヒター×ズワ 

ルチェ 

母)ミネルヴァの妹 Ｂ11-6238573 Ｒ．ヘルマンス作 兄弟／ミネルヴァ グレ474羽中優勝、同Ｎ13,885羽中 

総合10 位、アルジャントンＮ22,422 羽中総合21 位、同Ｎ4,123 羽中総合36 位、キュールゲム・サント

ル若鳩Ｎエース鳩第1位 ／09-230 ブールュＮ37,357羽中総合52位 09-657 アルジャントン優勝、同Ｎ

23,921羽中総合105位 

祖父)ブロア・マギー ＮＬ05-5534849 キース・ボスア作 姉／マギー姉／マギー姉／マギー姉／マギー    ル・マンＮル・マンＮル・マンＮル・マンＮ99,10499,10499,10499,104羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合2222位位位位 

祖母)ルチアーナ ＮＬ07-1817515 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 パヴァロッティ×オリンピック・シャキーパヴァロッティ×オリンピック・シャキーパヴァロッティ×オリンピック・シャキーパヴァロッティ×オリンピック・シャキー    

    ララララ    

    

 

【27】“ブロア・フィオナ”Ｂ17-6254497 ＬＢＣ ♂  ダニー・ファンダィク作  

全姉／フィオナ ＫＢＤＢ中距離Ｎエース鳩第5 位 

父)ニューエ・ゾーン Ｂ08-6338583 ディルク・ファンダィク作 直仔／直仔／直仔／直仔／12121212----960  960  960  960  11111111回参加回参加回参加回参加10101010回上位回上位回上位回上位10101010％％％％入賞入賞入賞入賞 

祖父)ディ・カプリオ Ｂ05-6045015  ヘレマンス＝コイスタース作翔 キェブランキェブランキェブランキェブラン1,9281,9281,9281,928羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同    

1,5801,5801,5801,580羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同1,2781,2781,2781,278羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、同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 KBDBKBDBKBDBKBDB中距離Ｎエース鳩第中距離Ｎエース鳩第中距離Ｎエース鳩第中距離Ｎエース鳩第5555位位位位    同腹／カノン同腹／カノン同腹／カノン同腹／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 

 

 

【28】“ザス・ファール・アスケ” Ｂ17-6258571 Ｓ ♀  ダニー・ファンダィク作 

父)ゾーン・アテナ ＮＬ12-1827525 ヘルマンス＝フクストラ作／兄弟の仔 ロード・アス（Ｒ.ヘルマン） 

 祖父)ローステン Ｂ06-3103694 Ｃ.ランブレヒト作翔 タルベＮタルベＮタルベＮタルベＮ4,8644,8644,8644,864羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合7777位、モントーバンＮ位、モントーバンＮ位、モントーバンＮ位、モントーバンＮ    

6,6546,6546,6546,654羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合22220000位、位、位、位、ブールジュＮブールジュＮブールジュＮブールジュＮ27,50627,50627,50627,506羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合30303030位位位位    

祖母)アテナ Ｂ10-6284987 Ｂ 10101010年２Ｎレース最優秀若鳩第３位年２Ｎレース最優秀若鳩第３位年２Ｎレース最優秀若鳩第３位年２Ｎレース最優秀若鳩第３位    ラ・スーテレーヌラ・スーテレーヌラ・スーテレーヌラ・スーテレーヌ601601601601ＫＫＫＫ681681681681羽中優羽中優羽中優羽中優    

勝、同Ｎ勝、同Ｎ勝、同Ｎ勝、同Ｎ17,01717,01717,01717,017羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合12121212位、グレＮ位、グレＮ位、グレＮ位、グレＮ596596596596ＫＫＫＫ13,88513,88513,88513,885羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合12121212位位位位、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3位 

母)Ｂ12-6183802 メルン3,718羽中優勝、同8,310羽中最高分速 直仔／PIPAランキング７Ｎレース最優 

秀成鳩第2位 同腹／12-801 マルネ3,110羽中優勝、メルン907羽中優勝 

 祖父)ド・ゲクヴェツテ Ｂ09-6323174 レースせず ディ・カプリオ×ヘット・ブラウケディ・カプリオ×ヘット・ブラウケディ・カプリオ×ヘット・ブラウケディ・カプリオ×ヘット・ブラウケ 

 祖母)Ｂ09-6323168 Ｄ.ファンダィク作翔 ブールジュＮブールジュＮブールジュＮブールジュＮ37,35737,35737,35737,357羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合23232323位位位位        

 

 

【29】“ドーター・クライネン”Ｂ17-3048685 Ｂ ♀ リック・クールス作  



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 ベニー・スティーフェニンクのリモージュＮ総合優勝×クールスのマリーケ 

祖母)Ｂ10-3020320 兄弟／カンマ、カプーン ショーネ・ブリクセンの娘    

母)クリスティーネ Ｂ16-3084274 ガビー・ファンデンアベール作 異母兄弟／ボルドー(アジャン)Ｎ5,507 

 羽中総合優勝、ナルボンヌＮ16,098羽中総合54位 

 祖父)ゴリアート Ｂ09-3095224 ネプチューナス×チャンピオンの娘 

 祖母)シャナ Ｂ08-3197988 ショーネ・ブリクセン×マリー 

 

 

【30】“ゾーン・ヨンゲ・カデル”Ｂ17-3048657 ＢＣ ♂ リック・クールス作                                    

同腹／139)参照 

父)ヨンゲ・カデル Ｂ11-3173268 Ｂ Ｒ．クールス作 直仔／ツール4,939羽中総合2位、同5,679羽中総合

5位、ラ・スーテレーヌ1,953羽中2位他 

祖父)カデル Ｂ09-3149959 ショーネ・ブラウエン×ブールジュスケ(ブールジュＰ優勝) 

祖母)レディ・メッシ Ｂ09-3040083 スーパー・レーサー フレッド×マリーケ    

母)Ｂ15-6073113 クールス＝レオ・ヘレマンス共作 直仔／ブロア442羽中12位、ツール403羽中8位 

 祖父)Ｂ10-6359182 Ｌ.ヘレマンス作 オリンピック・スペルヴァーの弟 

 祖母)ボレケ・900 Ｂ11-3169900 ピポ×モレケ 

 

 

【31】“ザス・アルジャントン・006”Ｂ17-3048696 ＢＣ ♀ リック・クールス作  

父)ゲンバー・ブリクセン Ｂ10-2121811 Ｂ デノ＝ヘルボッツ作 直仔／14-006 アルジャントンＮゾーン 

  4,348羽中優勝 

祖父)ブラウエ・ブリクセン Ｂ02-3003889 ファンデンアベール作 ブリクセン×ジュリア 

祖母)ゲンバー Ｂ07-2103053 ヨス・デノ作 フェリス×カオールＮ総合優勝の娘    

母)ヨンゲ・コマインチェ Ｂ11-3123425クールス作 直仔／14-006 アルジャントンＮゾーン 

  4,348羽中優勝 

 祖父)ド・ジェフ Ｂ05-3176583 クールス作翔 ツールＰ2,505羽中総合優勝、同3,152羽中総合2位 

  アーサー×ダイアナ 

 祖母)コマインチェ Ｂ05-3176531 クールス作翔 ツールＰ2,267羽中総合優勝、ポアチエＰ1,687羽中 

  総合優勝、ブールジュＰ1,015羽中総合2位 フロール×フィエスタ 

 

 

【32】“インテールト・ショーネ・ブリクセン”Ｂ17-3048654 Ｂ ♀ リック・クールス作 

父)ド・ヤン Ｂ11-3123434 ＰＢ 種鳩 Ｒ.クールス作 ブリクセン近親 

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)ホーイケ ＮＬ09-1375373 ヤン・ホーイマンス作 オッフェンブルグ×ゲブローケン・プーチェ 

母)ビューティ Ｂ11-3123471 Ｂ 上記ド・ヤン全妹上記ド・ヤン全妹上記ド・ヤン全妹上記ド・ヤン全妹    

 

 

【33】“ドーター・ファイアー・アイズ” ＮＬ17-1277595 ＢＷ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作  

父)オリンピック・ファイアー・アイズ ＮＬ14-1059627 ＬＢＣ フェルケルク父子作翔    11117年ベルギー・ 

オリンピアード代表 16年同Ｎ47,539羽中総合4位、ポン・サン・マクサンス3,2967羽中第3分速他 

祖父)ドナルド ＮＬ07-1817864 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 直仔／チャレンジャー他マグナム×バブルス 

祖母)アイ・キャッチャー ＮＬ11-1741071 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 マンテス・ラ・ジョリー 

10,446羽中総合優勝、同20,506羽中最高分速  ツール11,759羽中総合13位、ペロンヌ5,481羽中9 

位、ナントイル6,905羽中22 位 全姉／超銘鳩オリンピック・ソランジェ 09 年オリンピアード・オ



ールラウンド部門 08 年 NPO、WHZB４部門Ｎエース鳩第 1 位 アルジャントン 6,595 羽中総合優勝、

ペロンヌ,543羽中総合2位、フーディニ他 オリンピック・サヴァイバー×マジック・アモーレオリンピック・サヴァイバー×マジック・アモーレオリンピック・サヴァイバー×マジック・アモーレオリンピック・サヴァイバー×マジック・アモーレ 

母)オリンピック・ヴァレリー ＮＬ11-1740985 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ルフェック3,506羽中総合優 

勝、ブールジュ16,992羽中総合41位、ナントィル16,992羽中総合49位、同6,905羽中総合25位、ヴ 

ィエルゾン6,146羽中総合22位他でブダペスト・オリンピアード長距離代表    

祖父)ブルー・チャンプ ＮＬ07-1786839 ＢＷ 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)デイライト ＮＬ06-2162253  Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 直直直直仔／ロナウド仔／ロナウド仔／ロナウド仔／ロナウド    アブリスアブリスアブリスアブリスNPO7,514NPO7,514NPO7,514NPO7,514羽羽羽羽    

中総合優勝、エペルネイ中総合優勝、エペルネイ中総合優勝、エペルネイ中総合優勝、エペルネイ3,0423,0423,0423,042羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝他 リヴェンジ×リヴェンジ×リヴェンジ×リヴェンジ×超銘鳩超銘鳩超銘鳩超銘鳩オリンピック・アンビリーバブルオリンピック・アンビリーバブルオリンピック・アンビリーバブルオリンピック・アンビリーバブル 

 

 

【34】“ゾーン・アイ・キャッチャー”ＮＬ17-1277555 ＬＢＣ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作  

父)グーフィ ＮＬ09-1186402 ＬＢＣＷ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 直仔／ヴォルケーノ 15年シャトロー 

Ｎ37,571羽中総合5位、16年同Ｎ47,539羽中総合2位他 

祖父)パヴァロッティ ＮＬ01-1886550 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ペロンヌペロンヌペロンヌペロンヌ6,0696,0696,0696,069羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合3333位、位、位、位、    

メーネンメーネンメーネンメーネン6,8386,8386,8386,838羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合8888位他Ｎエース鳩位他Ｎエース鳩位他Ｎエース鳩位他Ｎエース鳩10101010、、、、12121212位位位位 カサノヴァ×ダイヴァージョン    

祖母)オプラー ＮＬ04-2050252 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ハルキーズハルキーズハルキーズハルキーズ 5,9485,9485,9485,948 羽中総合優勝、ペロ羽中総合優勝、ペロ羽中総合優勝、ペロ羽中総合優勝、ペロ

ンヌンヌンヌンヌ2,1272,1272,1272,127羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同1,8111,8111,8111,811羽中羽中羽中羽中4444位、ル・マン位、ル・マン位、ル・マン位、ル・マン7,4647,4647,4647,464羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合4444位、シャンティー位、シャンティー位、シャンティー位、シャンティー3,7943,7943,7943,794羽中羽中羽中羽中3333位位位位 

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（400km）

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 直仔／ルフェック（746km）NPO3,780羽中総合優勝、ナントイル（351km）

P31,442最高分速優勝,オリンピック・ファイヤー・アイズ（上記）    全姉／超銘鳩オリンピック・ソラン

ジェ    09 年オリンピアード・オールラウンド部門08 年NPO、WHZB４部門Ｎエース鳩第1 位 アルジャ

ントン6,595羽中総合優勝、、中距離N エース鳩第3位フーディニ、全兄の孫／アジャンIN総合優勝 

祖父)オリンピック・サヴァイバー ＮＬ00-1975952 ＬＢＣ フェルケルク父子作翔 03年オリンピ 

アード中距離第１位 ジャック・ポット×ミス・サイゴン 

 祖母)マジック・アモーレ ＮＬ06-4720774 ＬＢＣ コープマン父子作 マジックマン×アモーレ 

 

 

【35】“ドーター・エクスペクテーション” ＮＬ17-1277573 Ｂ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作     

異母姉／ローラ・リリー ブールジュ NPO9,742 羽中総合優勝、キキ・ケイト シャトローN37,571 羽中総

合4位、ポンサンマクサス13,116羽中総合5位他でPIPAランキング中・長距離N エース鳩第1位 

父)アトランティス ＮＬ10-1682265 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 シャトローシャトローシャトローシャトロー11,011,011,011,096969696羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合42424242位、オ位、オ位、オ位、オ    

ルレアンルレアンルレアンルレアン5,5035,5035,5035,503羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合21212121位、マンテス・ラ・ヴァレー位、マンテス・ラ・ヴァレー位、マンテス・ラ・ヴァレー位、マンテス・ラ・ヴァレー5,2225,2225,2225,222羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合26262626位、ストロームベーク位、ストロームベーク位、ストロームベーク位、ストロームベーク4,8544,8544,8544,854    

羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合18181818位、モースクロン位、モースクロン位、モースクロン位、モースクロン3,8333,8333,8333,833羽中羽中羽中羽中35353535位位位位    Ｐ最優秀当日長距離鳩Ｐ最優秀当日長距離鳩Ｐ最優秀当日長距離鳩Ｐ最優秀当日長距離鳩    スーパー種鳩    

 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 スーパー種鳩 

 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)エクスペクテーション ＮＬ13-1239517 ＬＢＣ フェルケルク作翔 ヴィエルゾンNPO11,506羽中総 

合優勝 姉妹・兄弟／ボニータ、エフォリア、ソロ・スター、ノック・アウト 

祖父)ブルドーザー ＮＬ03-1135475 Ｂ 04年WHZB最優秀雄鳩第6位 05年長距離Ｎエース鳩第4位  

ヴィエルゾン 21,984 羽中総合 7 位、同 5,615 羽中総合 3 位、ツール 4,420 羽中総合 2 位、ペロンヌ

18,869羽中総合28位他 ビッグ・サンダー×バブルズ 

祖母)超銘鳩オリンピック・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) 

 

 

【36】“ゾーン・ソフィー” ＮＬ17-1277556 ＢＣ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作   

父)ソロ・スター ＮＬ12-1619132 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 直仔／12,545羽中同着、8,029羽中同  

 着 

  祖父)ブルドーザー ＮＬ03-1135475 Ｂ 04年WHZB最優秀雄鳩第6位 05年長距離Ｎエース鳩第4位  

ヴィエルゾン 21,984 羽中総合 7 位、同 5,615 羽中総合 3 位、ツール 4,420 羽中総合 2 位、ペロンヌ

18,869羽中総合28位他 ビッグ・サンダー×バブルズ 

祖母)超銘鳩オリンピック・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)オリンピック・ソフィー ＮＬ12-1619001 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 センスセンスセンスセンス14,51714,51714,51714,517羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合18181818位、位、位、位、    

    同同同同11,60811,60811,60811,608羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合44444444位、ルフェック位、ルフェック位、ルフェック位、ルフェック3,8753,8753,8753,875羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合15151515位、アルジャントン位、アルジャントン位、アルジャントン位、アルジャントン6,9266,9266,9266,926羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合43434343位他で位他で位他で位他で、 

 15年ブダペスト・オリンピアード成鳩代表 

祖父)ニュー・センセーション ＮＬ10-1682199 Ｂ フェルケルク父子作翔    11110000年の最高遅生ま年の最高遅生ま年の最高遅生ま年の最高遅生まれ若鳩れ若鳩れ若鳩れ若鳩    

        ストロームベークストロームベークストロームベークストロームベーク5,1085,1085,1085,108羽中羽中羽中羽中11111111位、ツール位、ツール位、ツール位、ツール10,49010,49010,49010,490羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合56565656位位位位    スヴェン×マジック・アモーレ    

祖母)アレクシス ＮＬ10-1682136 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ヴィエルゾン14,964羽中総合5位他 

 ガーディアン×シエナ 

 

 

【37】“ラーステ・ゾーン・アンナ” Ｂ14-6239037 B ♂ エディ・ヤンセン作  アンナ最後の直仔 

父)基礎鳩ゾーン・ディ・カプリオ Ｂ08-6339499 Ｄ.ファンダィク＝Ｅ.ヤンセン共作 

祖父)ディ・カプリオ Ｂ05-6045015  ヘレマンス＝コイスタース作翔 キェブランキェブランキェブランキェブラン1,9281,9281,9281,928羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同    

1,5801,5801,5801,580羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同1,2781,2781,2781,278羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、同1,367羽中3位他25回入賞 

 祖母)ルナ Ｂ06-6211149 Ｅ.ヤンセン作翔 マルネマルネマルネマルネ2222,,,,458458458458羽中優勝、同Ｐ羽中優勝、同Ｐ羽中優勝、同Ｐ羽中優勝、同Ｐ15,00015,00015,00015,000羽中最高分速優勝羽中最高分速優勝羽中最高分速優勝羽中最高分速優勝 

母)基礎鳩アンナ Ｂ03-6086258 Ｄ.ファンダィク作 直系／ヨングステ・エディ、ラノーミ（リック・ヘ

ルマンス）エミリア、ナイロ（ルク・シウン）、アルベルト、ウィットペン・アルベルト他CH、エース

鳩多数  

祖父)有名なカンニバール Ｂ95-6246005 Ｄ.ファンダィク作翔 優勝優勝優勝優勝4444回他で回他で回他で回他で96969696年年年年KBKBKBKBDBDBDBDB中距離Ｎエ中距離Ｎエ中距離Ｎエ中距離Ｎエ    

ース鳩第ース鳩第ース鳩第ース鳩第1111位位位位    

祖母)Ｂ99-6438033 Ｂ Ｄ.ファンダィク作翔 アブリス1,676羽中優勝 上記カンニバールの孫 

 

 

【38】“ネストブロア・ジェームス” Ｂ16-6076008 ♂ エディ・ヤンセン作 同腹／ジェームス 16-007 シェ

ヴラン2,293 羽中2 位、同339 羽中2 位他上位多数 16-087 17 年14 回入賞 ニュー・ルナ 16-159 シ

ェヴラン 2,359 羽中優勝、同 750 羽中 4 位 17-008 ノワイヨン 489 羽中優勝他 17-085 シャトローＮ

18,499 羽中総合31 位他 

父)アリババ Ｂ14-6239376 Ｅ.ヤンセン作 

祖父)ウィットペン・アルベルト Ｂ12-6140335 Ｅ.ヤンセン作 兄弟／アルベルト 若鳩で3回優勝 

 祖母)ルナ Ｂ06-6211149 Ｅ.ヤンセン作翔 マルネ2,458羽中優勝、同Ｐ15,000羽中最高分速優勝 

母)ジェームスの母 Ｂ13-6215692 ダニー・ファンダィク作 

 祖父)ニュー・ゾーン Ｂ08-6338583 ディルク・ファンダィク作 ディ・カプリオ×スーパーケ 

 祖母)Ｂ10-6284702 Ｄ.ファンダィク作 デン・11×アス・ダィフケ・2006 

 



 

【39】“ザス・テルマ＆ルイーズ” Ｂ17-6148270 B ♀ エディ・ヤンセン作 姉妹／スーパー・トヴィーリ

ング（スーパー双子）テルマ、ルイーズ 若鳩小中距離Ｎエース鳩12、21 位 カラート、スヌーカーの２

羽は、各スーパー種鳩 ニュー・ルイーズ 17-031 シェヴラン747 羽中優勝、同866 羽中2 位、同1,832

羽中10 位     129)参照    

父)プロパー・エミール Ｂ09-6041710 ファンデンブランデン＝ヘルマンス作 

祖父)プロパー Ｂ06-6212441 最高種鳩 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021 羽中総合47 位、ラ・スーテ 

レーヌＮ13,965 羽中総合123 位 直仔／ダニー・ファンダィク鳩舎基礎鳩 スコーネ・ファン・ド・ 

ヤールリング×ブラウ・コラフレスケ 

祖母)クライン・マルティーン Ｂ07-6364152 Ｅ．ヤンセンとの共同作出 キェブラン729羽中8位他 ダ 

ルコ×マルティーン(ドールダン1,004羽中優勝) 

母)スーパー・53 の娘 ＮＬ13-1632624 アテマ共同鳩舎作  

祖父)スーパー・53 Ｂ04-6177653 Ｆ.Ｋ.マリアン作翔 デュッフェル2,755羽中優勝、ポメロイル２,290

羽中優勝、アブリス2,031 羽中優勝、サンカンタン1,290 羽中優勝他優勝4 回で、07 年オリンピアー

ド・オールラウンド部門第1 位 

祖母)ディ・カプリオ・751 Ｂ10-6297751 ディルク・ファンダィク作 ディ・カプリオ×カンニバール娘 

 

 

【40】Ｂ16-6076295 B ♀ エディ・ヤンセン作 兄弟／ヴィクトリア 16-023 ギエン1,813 羽中優勝、ノワ

イヨン688 羽中優勝、ヴィクター 16-023 シェヴラン942 羽中優勝 17-180 シェヴラン384 羽中優勝他 

父)ド・ルイス Ｂ12-6133662 バルト・ギリス作 

祖父)ゲノップテ・ゲーリンクス Ｂ09-6326253 ゾーン・ファン・009×クライン・ウィリーケ 

 祖母)リハンナ Ｂ09-6041240 Ｅ.ヤンセン作翔 ノワイヨン224羽中優勝、ドールダン1,258羽中7位、 

  アルジャントン11,001羽中総合12位他 ボノ×レア 

母)カプリアティ Ｂ14-1735617 ファンパンハィス共同鳩舎作 ディカプリオの近親 

 祖父)ダ・ヴィンチ Ｂ09-6349682 ブルックス＝ファンヒース作 スーパー種鳩 直仔／ナイフェル 

10,153羽中総合5位、ペロンヌ5,632羽中総合7位、モースクロン8,558羽中総合20位他 ソン・ソン・ソン・ソン・    

ディ・カプリオ×ミスター・バーゼルの孫ディ・カプリオ×ミスター・バーゼルの孫ディ・カプリオ×ミスター・バーゼルの孫ディ・カプリオ×ミスター・バーゼルの孫    

 祖母)カウントダウン・レディ Ｂ13-6120321 Ｅ.ヤンセン作 19191919回入賞×ディ・カプリオの娘回入賞×ディ・カプリオの娘回入賞×ディ・カプリオの娘回入賞×ディ・カプリオの娘    

 

 

【41】“ヴィメラ” ＮＬ14-1651289 Ｂ ♀ フェルブリー共同鳩舎作翔 フェルイ 2,978 羽中 5 位、同 1,682

羽中7 位、サンカンタン8,335 羽中総合3 位、メルン8,062 羽中総合13 位、ミンダーハウト6,004 羽中16

位、ポン・サン・マクサンス2,379羽中9位、デュッフェル7,366羽中39位、サン・カトリーヌ・ワーバー

1,551羽中16位    直仔／ティナ直仔／ティナ直仔／ティナ直仔／ティナ    15151515----134 134 134 134 即種鳩として即種鳩として即種鳩として即種鳩として16161616----353 353 353 353 ヴィトロ、ヴィトロ、ヴィトロ、ヴィトロ、16161616----243 243 243 243 エルヴィラを作出エルヴィラを作出エルヴィラを作出エルヴィラを作出 

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)ヤニナ ＮＬ09-1889716 ＢＷ フェルブリー共同鳩舎作 直仔／523羽中優勝、ナントィルNPO10,773 

羽中総合4位、シャトローNPO668Ｋ5,565羽中総合6位他2,804羽中優勝、同11,052羽中最高分速他 

 祖父)基礎鳩オリンピック・ジゴ ＮＬ97-2524534 ＢＣ フェルブリー作翔 20回参加全入賞 

 祖母)オリンピック・フォーチュナ ＮＬ07-1616609 Ｂ フェルブリー作翔 オリンオリンオリンオリンピアード・オランダ第ピアード・オランダ第ピアード・オランダ第ピアード・オランダ第    

        １位１位１位１位    センスセンスセンスセンスNPO8,411NPO8,411NPO8,411NPO8,411羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合5555位、モルリンコート位、モルリンコート位、モルリンコート位、モルリンコート3,1283,1283,1283,128羽中優勝、ブレトィル優勝羽中優勝、ブレトィル優勝羽中優勝、ブレトィル優勝羽中優勝、ブレトィル優勝他 

 

 

【42】“ゾーン・プラチナ・サマンタ”ＮＬ17-1810260 Ｂ ♂ フェルブリー共同鳩舎作 

父)プラチノ    ＮＬ14-1651344 Ｂ フェルブリー共同鳩舎作翔 ナンツNPO6,372羽中総合優勝、同12,748 

羽中最高分速、ポン・サン・マクサンス1,170羽中優勝他でPIPAランキング最優秀１才鳩第8位 



祖父)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全兄弟／ビューティーフライ全兄弟／ビューティーフライ全兄弟／ビューティーフライ アルジャアルジャアルジャアルジャ    

    ントンントンントンントン426426426426羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝    同Ｎ同Ｎ同Ｎ同Ｎ25,58325,58325,58325,583羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合8888位、位、位、位、09090909年同Ｎ年同Ｎ年同Ｎ年同Ｎ21,09521,09521,09521,095羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合22222222位、ブールジュＮ位、ブールジュＮ位、ブールジュＮ位、ブールジュＮ    

22,47622,47622,47622,476羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合25252525位位位位、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位他 サイコ(Ｍ.ファンデンブランデン＝ヘルマンス作)×ゴールド・ピース(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)スヴェトラーナ ＮＬ09-1375385 Ｂ ヤン・ホーイマンス作 ジェームス・ボンド×ツールスケ 

母)オリンピック・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NPO 

 15,083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、フフフフューリー1,279羽中優勝 17年オリンピアード代表他他他他 

祖父)コント ＮＬ05-2159336 ＢＣ Ｅ.ホーホランド作 兄弟／ゴールデン・クラウン兄弟／ゴールデン・クラウン兄弟／ゴールデン・クラウン兄弟／ゴールデン・クラウン    直仔／サフィ直仔／サフィ直仔／サフィ直仔／サフィ    

ーナーナーナーナ    ストロームベークストロームベークストロームベークストロームベーク4,4304,4304,4304,430羽中総合優勝、ポメロイル羽中総合優勝、ポメロイル羽中総合優勝、ポメロイル羽中総合優勝、ポメロイル2,4832,4832,4832,483羽中優勝、オルレアン羽中優勝、オルレアン羽中優勝、オルレアン羽中優勝、オルレアン3,8523,8523,8523,852羽中優羽中優羽中優羽中優    

勝、同Ｎ勝、同Ｎ勝、同Ｎ勝、同Ｎ16,65416,65416,65416,654羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合5555位、デュッフェル位、デュッフェル位、デュッフェル位、デュッフェル2,7142,7142,7142,714羽中羽中羽中羽中2222位位位位 ＮＬ02-1286×セナ 

 祖母)カプリナ Ｂ10-6297675 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 デデデディカプリオ×カンニバールの娘ィカプリオ×カンニバールの娘ィカプリオ×カンニバールの娘ィカプリオ×カンニバールの娘    

        直仔／クラシア直仔／クラシア直仔／クラシア直仔／クラシア    モルリンコートモルリンコートモルリンコートモルリンコート3,1823,1823,1823,182羽中優勝、ポン・サン羽中優勝、ポン・サン羽中優勝、ポン・サン羽中優勝、ポン・サン・マクサンス・マクサンス・マクサンス・マクサンス1,1271,1271,1271,127羽中羽中羽中羽中2222位他位他位他位他    

 

 

【43】“ハーフザス・サマンタ”ＮＬ17-1810313 Ｂ ♀ フェルブリー共同鳩舎作                            

同腹／125)参照 

父)プラチノ    ＮＬ14-1651344 Ｂ フェルブリー共同鳩舎作翔 ナンツNPO6,372羽中総合優勝、同12,748 

羽中最高分速、ポン・サン・マクサンス1,170羽中優勝他でPIPAランキング最優秀１才鳩第8位 

祖父)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 羽中総合8 位、09 年同Ｎ21,095 羽中総合22 位、ブールジュＮ 

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位他 サイコ(Ｍ.ファンデンブランデン＝ヘルマンス作)×ゴールド・ピース(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)スヴェトラーナ ＮＬ09-1375385 Ｂ ヤン・ホーイマンス作 ジェームス・ボンド×ツールスケジェームス・ボンド×ツールスケジェームス・ボンド×ツールスケジェームス・ボンド×ツールスケ    

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(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 

 祖父)ディ・カプリオ Ｂ05-6045015 ＢＣ レオ・ヘレマンス作翔 1,9281,9281,9281,928羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、1,5801,5801,5801,580羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、    

1.2781.2781.2781.278羽中優勝他羽中優勝他羽中優勝他羽中優勝他    

 祖母)カンニバールの娘 Ｂ02-6256226 ＢＣ Ｄ.ファンダィク作 

 

 

【44】“ブロア・アリッサ” ＮＬ17-1810306 ＢＣ ♀ フェルブリー共同鳩舎作 兄弟／アリッサ 優勝３回 

PIPA ランキング・オランダ最優秀中距離鳩第２位 17 年Ｐエース鳩第1 位、ユカユカユカユカ    上位入賞多数上位入賞多数上位入賞多数上位入賞多数   同

腹／127)参照 

父)アストロ    ＮＬ14-6070253 Ｂ Ｗ.デトロイ作 異母兄弟／アストリックス ブールジュＮ33,524羽中 

 総合7位  

 祖父)ロード・ランナー Ｂ10-6030079 Ｗ.デトロイ作翔 アルジャントンＮ19,782羽中総合19位、同Ｎ 

12,384羽中総合32位、ブールジュＮ10,035羽中総合37位他 



 祖母)アルゲンティーナ Ｂ10-6266238 Ｊ.Ｊ.エンゲルス作 アルジャントンＮ総合優勝の娘 

母)ゲラナ ＮＬ12-1283876 ＢＣ フェルブリー共同鳩舎作 

 祖父)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 羽中総合8 位、09 年同Ｎ21,095 羽中総合22 位、ブールジュＮ 

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位他 サイコサイコサイコサイコ((((ＭＭＭＭ....ファンデンブランデン＝ヘルマンス作ファンデンブランデン＝ヘルマンス作ファンデンブランデン＝ヘルマンス作ファンデンブランデン＝ヘルマンス作))))×ゴールド・ピース×ゴールド・ピース×ゴールド・ピース×ゴールド・ピース((((ヤールリヤールリヤールリヤールリ

ング・ドンダースティーン×ヤンセン・ドィビンング・ドンダースティーン×ヤンセン・ドィビンング・ドンダースティーン×ヤンセン・ドィビンング・ドンダースティーン×ヤンセン・ドィビン) ) ) )     

 祖母)ゲラルダ ＮＬ01-1135505 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 超銘鳩クライネ・ディルク×ミス・エ

ルマーフェーン 

 

 

【45】“インテールト・ド・ゾーン” Ｂ17-2148199 B ♀ アルベルト・デルヴァ作                                      

同腹／121)参照 

父)ド・ゾーン    Ｂ10-2007030 Ａ.デルヴァ作翔 ブロアＰ2,413羽中総合11位、アルジャントンＰ3,395羽 

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

中総合218位他 兄弟／プリモ アルジャントン348羽中優勝、シャトロー2,043羽中7 位、同ＳＮ4,056

羽中総合22位、シャトローＳＮ9,026 羽中総合73 位、スワソン224羽中優勝、488 羽中優勝、ナントィ

ル471羽中優勝、ピティヴィエ149羽中優勝(以上は４週連続優勝)、同941羽中優勝、シャトローＰ1,039

羽中優勝、同ＳＮ6,281 羽中総合3 位、アルジャントン231 羽中優勝、同Ｎ11,001 羽中総合49 位、シャ

トロー823羽中優勝、同Ｎ16,479羽中総合75位、シャトローＩＰ8,854羽中総合87位、ペリナ アルジャ

ントン172 羽中優勝、同Ｎ20,844 羽中総合11 位、ピティヴィエ261 羽中優勝、モミニー108 羽中優勝、

アルジャントン142 羽中優勝、同Ｎ6,177 羽中総合14 位、ブールジュＮ13,354 羽中総合101 位、モンリ

ュソン5,052羽中総合9位、同ＳＮ8,619羽中総合13位他  ペトロヴァ モミニー125羽中優勝、シャ

トロー550 羽中2 位、同ＩＰ7,871 羽中総合72 位、アルジャントン1,171 羽中11 位、ル・マン1,312 羽

中12位、ラ・スーテレーヌＮ21,258羽中総合578位 パオリーニ 22回入賞内アルジャントンＩＰ5,871

羽中総合15位  

祖父)ヴァレンチノ Ｂ03-2182096 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 センスセンスセンスセンス346346346346羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、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 最高種鳩 

母)Ｂ16-2060018 上記ド・ゾーンの娘 

 祖父)ド・ゾーン    Ｂ10-2007030 

祖母)ロセーラ Ｂ13-2110076  Ａ．デルヴァ作 Ｂ11-2090012(父娘交配直仔×母子交配直娘)ロゼ(ブロ 

ア1,880羽中優勝、同1,711羽中優勝) 

 

 

【46】“ゾーン・プリモ” Ｂ17-2065171 B ♂  アルベルト・デルヴァ作                                     

同腹／122)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224 羽中優

勝、488 羽中優勝、ナントィル471 羽中優勝、ピティヴィエ149 羽中優勝(以上は４週連続優勝)、同941

羽中優勝、シャトローＰ1,039 羽中優勝、同ＳＮ6,281 羽中総合 3 位、アルジャントン 231 羽中優勝、、、、同

Ｎ11,001羽中総合49 位、12 年9 回入賞内シャトロー823羽中優勝、、、、同Ｎ16,479羽中総合75位、シャト

ローＩＰ    

8,854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 羽中総合11 位、ピティ

ヴィエ261羽中優勝、モミニー108羽中優勝、アルジャントン142羽中優勝、、、、同Ｎ6,177羽中総合14位、



ブールジュＮ13,354羽中総合101位、モンリュソン5,052羽中総合9位、同ＳＮ8,619羽中総合13位他 

ド・ゾーン(別記参照) 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 ＢＢＢＢ03030303----2182096 2182096 2182096 2182096 ＢＢＢＢ    Ａ．デルヴァ作翔Ａ．デルヴァ作翔Ａ．デルヴァ作翔Ａ．デルヴァ作翔    センスセンスセンスセンス346346346346羽中優勝、スワソン羽中優勝、スワソン羽中優勝、スワソン羽中優勝、スワソン2,1682,1682,1682,168羽中羽中羽中羽中5555位、位、位、位、    

ラ・スーテレーヌＩＰラ・スーテレーヌＩＰラ・スーテレーヌＩＰラ・スーテレーヌＩＰ7,6827,6827,6827,682羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合43434343位他位他位他位他    ヴァレンティン×ヴァレンティン×ヴァレンティン×ヴァレンティン×1/21/21/21/2フェルフォールトフェルフォールトフェルフォールトフェルフォールト    

祖母)ポーライン    ＢＢＢＢ06060606----2090139209013920901392090139    ＡＡＡＡ....デルヴァ作翔デルヴァ作翔デルヴァ作翔デルヴァ作翔    シャトローＳＮシャトローＳＮシャトローＳＮシャトローＳＮ8,2188,2188,2188,218羽中総合優勝、グレＢＵ羽中総合優勝、グレＢＵ羽中総合優勝、グレＢＵ羽中総合優勝、グレＢＵ1,2981,2981,2981,298    

羽中優勝、シャトローＩＰ羽中優勝、シャトローＩＰ羽中優勝、シャトローＩＰ羽中優勝、シャトローＩＰ3,9693,9693,9693,969 羽中総合優勝、ブロア羽中総合優勝、ブロア羽中総合優勝、ブロア羽中総合優勝、ブロア540540540540 羽中優勝、アルジャントン羽中優勝、アルジャントン羽中優勝、アルジャントン羽中優勝、アルジャントン432432432432 羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、    

センスセンスセンスセンス195195195195羽中優勝、ブロアＰ羽中優勝、ブロアＰ羽中優勝、ブロアＰ羽中優勝、ブロアＰ2,8362,8362,8362,836羽中総合２位、アルジャントンＰ羽中総合２位、アルジャントンＰ羽中総合２位、アルジャントンＰ羽中総合２位、アルジャントンＰ1,8541,8541,8541,854羽中総合３位他で中距離羽中総合３位他で中距離羽中総合３位他で中距離羽中総合３位他で中距離    

Ｎエース鳩第Ｎエース鳩第Ｎエース鳩第Ｎエース鳩第8888位位位位    全姉兄／ポルティア全姉兄／ポルティア全姉兄／ポルティア全姉兄／ポルティア    イソウドゥンＩＰイソウドゥンＩＰイソウドゥンＩＰイソウドゥンＩＰ4,6274,6274,6274,627羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合17171717位、アルジャントンＮ位、アルジャントンＮ位、アルジャントンＮ位、アルジャントンＮ5,9275,9275,9275,927    

羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合15151515位、ブロアＰ位、ブロアＰ位、ブロアＰ位、ブロアＰ2,8362,8362,8362,836羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合11111111位、アルジャントン位、アルジャントン位、アルジャントン位、アルジャントン2,5272,5272,5272,527羽中羽中羽中羽中15151515位、モン位、モン位、モン位、モンリュソンリュソンリュソンリュソン7,7767,7767,7767,776    

羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合74747474位、ポーレット位、ポーレット位、ポーレット位、ポーレット    モンリュソンＳＮモンリュソンＳＮモンリュソンＳＮモンリュソンＳＮ8,6198,6198,6198,619羽中総合優勝、ナントイル中優勝、ラ・スーテレ羽中総合優勝、ナントイル中優勝、ラ・スーテレ羽中総合優勝、ナントイル中優勝、ラ・スーテレ羽中総合優勝、ナントイル中優勝、ラ・スーテレ

ーヌＮーヌＮーヌＮーヌＮ18,97318,97318,97318,973羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合265265265265位、ブールジュＮ位、ブールジュＮ位、ブールジュＮ位、ブールジュＮ16,77116,77116,77116,771羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合99999999位、イソウドゥンＩＰ位、イソウドゥンＩＰ位、イソウドゥンＩＰ位、イソウドゥンＩＰ5,8155,8155,8155,815羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合

15151515位他位他位他位他    ポーロポーロポーロポーロ    シャトローＳＮシャトローＳＮシャトローＳＮシャトローＳＮ8,2188,2188,2188,218羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合9999位、ラ・スーテレーヌＮ位、ラ・スーテレーヌＮ位、ラ・スーテレーヌＮ位、ラ・スーテレーヌＮ13,96513,96513,96513,965羽中総羽中総羽中総羽中総38383838位、イソ位、イソ位、イソ位、イソ

ウドゥンウドゥンウドゥンウドゥン4,6274,6274,6274,627羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合48484848位、アルジャントンＩＰ位、アルジャントンＩＰ位、アルジャントンＩＰ位、アルジャントンＩＰ7,3537,3537,3537,353羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合62626262位、ブロア位、ブロア位、ブロア位、ブロア2,8362,8362,8362,836羽中羽中羽中羽中17171717位他位他位他位他        

母)Ｂ15-6020331 Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作 

祖父)ラーテ・ゲシフテ Ｂ11-6049913 グラディエーター×ウィットペン・ブールジュスケグラディエーター×ウィットペン・ブールジュスケグラディエーター×ウィットペン・ブールジュスケグラディエーター×ウィットペン・ブールジュスケ    

 祖母)ブラック・レディの妹 Ｂ13-6143424 

 

 

【47】“ドーター・インヴィクタス”Ｂ17-2065173  B  ♀   アルベルト・デルヴァ作                  

同腹／123)参照 

父)インヴィクトゥス Ｂ13-2110100 Ａ.デルヴァ作翔 イソウドゥンＮ16,587羽中総合優勝、ナントイル1,535 

 羽中4位他上位入賞多数 

祖父)パブロ Ｂ12-2080129 Ａ.デルヴァ作 兄弟／兄弟／兄弟／兄弟／プリモプリモプリモプリモ    ペリナペリナペリナペリナ    ド・ゾーンド・ゾーンド・ゾーンド・ゾーン    ペトロヴァペトロヴァペトロヴァペトロヴァ    パオリーパオリーパオリーパオリー

ニニニニ    ヴァレンチノ×ポーラインヴァレンチノ×ポーラインヴァレンチノ×ポーラインヴァレンチノ×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)Ｂ11-3070106  純ガビー・ファンデンアベール純ガビー・ファンデンアベール純ガビー・ファンデンアベール純ガビー・ファンデンアベール 

  祖父)ロイヤル・ブルー Ｂ05-3006583 リモージュＮ15,507羽中総合87位、同Ｎ7,469羽中総合79位、 

アルジャントン4,479羽中総合46位他上位多数 ヴィッテンブィクの孫 

 祖母)モナ Ｂ04-3069721 種鳩 ブリクセン×フリーダ 

 

 

【48】“ダブル・ポーライン” Ｂ17-2065095  BC ♂  アルベルト・デルヴァ作                  

同腹／124)参照 

父)プリモの弟 Ｂ13-2110032 Ａ.デルヴァ作 

祖父)ヴァレンチノ    ＢＢＢＢ03030303----2182096 2182096 2182096 2182096 ＢＢＢＢ    Ａ．デルヴァ作翔Ａ．デルヴァ作翔Ａ．デルヴァ作翔Ａ．デルヴァ作翔    センスセンスセンスセンス346346346346羽中優勝、スワソン羽中優勝、スワソン羽中優勝、スワソン羽中優勝、スワソン2,1682,1682,1682,168羽中羽中羽中羽中5555位、位、位、位、    

ラ・スーテレーヌＩＰラ・スーテレーヌＩＰラ・スーテレーヌＩＰラ・スーテレーヌＩＰ7,6827,6827,6827,682羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合43434343位他位他位他位他    ヴァレンティン×ヴァレンティン×ヴァレンティン×ヴァレンティン×1/21/21/21/2フェルフォールトフェルフォールトフェルフォールトフェルフォールト    

祖母)ポーライン    ＢＢＢＢ06060606----2090139209013920901392090139    ＡＡＡＡ....デルヴァ作翔デルヴァ作翔デルヴァ作翔デルヴァ作翔    シャトローＳＮ8,218羽中総合優勝、グレＢＵ1,298羽

中優勝、シャトローＩＰ3,969羽中総合優勝、ブロア540羽中優勝、アルジャントン432羽中優勝、セ

ンス 195 羽中優勝、ブロアＰ2,836 羽中総合２位、アルジャントンＰ1,854 羽中総合３位他で中距離Ｎ

エース鳩第8 位    全姉兄／ポルティア全姉兄／ポルティア全姉兄／ポルティア全姉兄／ポルティア    イソウドゥンＩＰイソウドゥンＩＰイソウドゥンＩＰイソウドゥンＩＰ4,6274,6274,6274,627羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合17171717位、アル位、アル位、アル位、アルジャントンＮジャントンＮジャントンＮジャントンＮ5,9275,9275,9275,927

羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合15151515位、ブロアＰ位、ブロアＰ位、ブロアＰ位、ブロアＰ2,8362,8362,8362,836羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合11111111位、アルジャントン位、アルジャントン位、アルジャントン位、アルジャントン2,5272,5272,5272,527羽中羽中羽中羽中15151515位、モンリュソン位、モンリュソン位、モンリュソン位、モンリュソン7,7767,7767,7767,776

羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合74747474位、ポーレット位、ポーレット位、ポーレット位、ポーレット    モンリュソンＳＮモンリュソンＳＮモンリュソンＳＮモンリュソンＳＮ8,6198,6198,6198,619羽中総合優勝、ナントイル中優勝、ラ・スーテレ羽中総合優勝、ナントイル中優勝、ラ・スーテレ羽中総合優勝、ナントイル中優勝、ラ・スーテレ羽中総合優勝、ナントイル中優勝、ラ・スーテレ

ーヌＮーヌＮーヌＮーヌＮ18,97318,97318,97318,973羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合265265265265位、ブールジュＮ位、ブールジュＮ位、ブールジュＮ位、ブールジュＮ16,77116,77116,77116,771羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合99999999位、イソウドゥンＩＰ位、イソウドゥンＩＰ位、イソウドゥンＩＰ位、イソウドゥンＩＰ5,8155,8155,8155,815羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合

15151515位他位他位他位他    ポーロポーロポーロポーロ    シャトローＳＮシャトローＳＮシャトローＳＮシャトローＳＮ8,2188,2188,2188,218羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合9999位、ラ・スーテレーヌＮ位、ラ・スーテレーヌＮ位、ラ・スーテレーヌＮ位、ラ・スーテレーヌＮ13,96513,96513,96513,965羽中総羽中総羽中総羽中総38383838位、イソ位、イソ位、イソ位、イソ

ウドゥンウドゥンウドゥンウドゥン4,6274,6274,6274,627羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合48484848位、アルジャントンＩＰ位、アルジャントンＩＰ位、アルジャントンＩＰ位、アルジャントンＩＰ7,3537,3537,3537,353羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合62626262位、ブロア位、ブロア位、ブロア位、ブロア2,8362,8362,8362,836羽中羽中羽中羽中17171717位他位他位他位他        



母)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Ｎ546Ｋ5,653羽中総合優勝、同37,728羽中最高分速 シャ 

トローＮ611Ｋ5,979羽中総合優勝、同22,340羽中最高分速 シャトードゥン500ＫNU21,520羽中総 

合3位、モルリンコートＰ20,920羽中総合19位、シャトローNPO5,496羽中総合21位 WHZB長 

距離Ｎエース鳩第1位、TBOTB同エース鳩第1位 兄弟／シャトローNPO5,620羽中総合優勝、10 

位、同NPO4,260羽中総合5位、同NPO4,604羽中総合4位、同NPO5,979羽中総合10位、サルブ 

リNPO7,599羽中総合2位、ブロアＮ4,829羽中総合2位、同Ｎ5,653羽中総合3位、ブールジュ 

NPO7,299羽中総合6位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ 

祖母)ポーライン Ｂ06-2090139 Ｂ Ａ.デルヴァ作翔 シャトローＳＮ8,218羽中総合優勝、グレＢＵ1,298 

 羽中優勝、シャトローＩＰ3,969 羽中総合優勝、ブロア 540 羽中優勝、アルジャントン 432 羽中優勝、 

センス195羽中優勝、ブロアＰ2,836羽中総合２位、アルジャントンＰ1,854羽中総合３位他で中距離 

Ｎエース鳩第8位 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 

 

 

【49】“ドーター・ヨンゲ・ドン・ミッシェル” ＮＬ17-3731141 ＢＣ ♀ コール・デハイデ作 異異異異母姉／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 

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、 

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  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ＮペルピニャンＮペルピニャンＮペルピニャンＮ3333回入賞内回入賞内回入賞内回入賞内5,4795,4795,4795,479羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合17171717位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ7,1957,1957,1957,195    

羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合21212121位他、同ＩＮ位他、同ＩＮ位他、同ＩＮ位他、同ＩＮ18,42618,42618,42618,426羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合41414141位位位位、同ＩＮ16,025羽中総合60位他、ダックスＮ3回入 

賞内3,755羽中総合39位、同Ｎ5,617羽中総合58位他 ダックス、ペルピニャン各3年エース鳩第1 

位 

祖母)ＮＬ07-1838400 ＤＣ 種鳩 直仔／バルセロナＮ直仔／バルセロナＮ直仔／バルセロナＮ直仔／バルセロナＮ7,0467,0467,0467,046羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合94949494位、ペルピニャン位、ペルピニャン位、ペルピニャン位、ペルピニャン301301301301羽中優羽中優羽中優羽中優    

勝、同Ｎ勝、同Ｎ勝、同Ｎ勝、同Ｎ5,6075,6075,6075,607羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合74747474位、バルセロナ位、バルセロナ位、バルセロナ位、バルセロナＮＮＮＮ6,3926,3926,3926,392羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合100100100100位他位他位他位他    ゾーン・クランパー×アンネゾーン・クランパー×アンネゾーン・クランパー×アンネゾーン・クランパー×アンネ    

ットットットット((((バルセロナＮバルセロナＮバルセロナＮバルセロナＮ7,4897,4897,4897,489羽中総合優勝、同ＩＮ羽中総合優勝、同ＩＮ羽中総合優勝、同ＩＮ羽中総合優勝、同ＩＮ25,83525,83525,83525,835羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合2222位位位位))))    

母)ＮＬ16-3640575 ＢＣ Ｃ.デハイデ＝シャインデル・ドメイ共作 

 祖父)ゾーン・ドン・ミッシェル ＮＬ15-1793562 Ｃ.デハイデ作 ドン・ミッシェルの娘 

 祖母)メデューサ ＮＬ11-1213333 アルヤン・ビーンズ作 ミスター・ビューティフル×超銘鳩ミスター・ビューティフル×超銘鳩ミスター・ビューティフル×超銘鳩ミスター・ビューティフル×超銘鳩オリンピオリンピオリンピオリンピ

ック・ック・ック・ック・ミス・ガイスイェミス・ガイスイェミス・ガイスイェミス・ガイスイェ    

 

 

【50】“ゾーン・ブルー・ドリーム” ＮＬ17-1360383 ＢＣ ♂ コール・デハイデ作                 

同腹／118)参照 

父)ＮＬ15-3526029 ＤＣ Ｃ.デハイデ作 種鳩 

 祖父)ナオミの半兄弟ＮＬ07-1928307 ＤＣ Ｃ.デハイデ作 バルセロナ・ダィフ孫×シウン・ドィビン  

祖母)ナオミ ＮＬ10-3054650 ＤＣＷ Ｃ．デハイデ作翔 バルセロナバルセロナバルセロナバルセロナ385385385385羽中優勝、同ＩＮ羽中優勝、同ＩＮ羽中優勝、同ＩＮ羽中優勝、同ＩＮ20,66920,66920,66920,669羽中羽中羽中羽中    

    総合総合総合総合6666位、同位、同位、同位、同566566566566羽中優勝、同ＩＮ羽中優勝、同ＩＮ羽中優勝、同ＩＮ羽中優勝、同ＩＮ25,29225,29225,29225,292羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合72727272位、ペルピニャンＮ雌の部位、ペルピニャンＮ雌の部位、ペルピニャンＮ雌の部位、ペルピニャンＮ雌の部2,1812,1812,1812,181羽中羽中羽中羽中21212121位、位、位、位、    

    同Ｎ同Ｎ同Ｎ同Ｎ5,6165,6165,6165,616羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合107107107107位、ボ位、ボ位、ボ位、ボルドールドールドールドー572572572572羽中羽中羽中羽中51515151位他位他位他位他    ゾーン・ペルピニャン×シウン・ドィビン     

母)ブルー・ドリーム ＮＬ12-3220448 Ｂ Ｃ．デハイデ作翔 15年バルセロナＮ5,183羽中総合2位、同ＩＮ 

19,089羽中総合4位、マルセイユＮ4,899羽中総合155位 

祖父)ヨンゲ・ドン・ミッシェル ＮＬ08-3818593 ＢＣ Ｃ．デハイデ作翔 バルセロナＮバルセロナＮバルセロナＮバルセロナＮ7,0467,0467,0467,046羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合94949494    

位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ6,3926,3926,3926,392羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合100100100100位、ペルピニャン位、ペルピニャン位、ペルピニャン位、ペルピニャン381381381381羽中優勝、同Ｎ羽中優勝、同Ｎ羽中優勝、同Ｎ羽中優勝、同Ｎ4,9784,9784,9784,978羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合17171717位位位位他ベルジェラ 

ック入賞 ZLUZLUZLUZLUバルセロナエース鳩バルセロナエース鳩バルセロナエース鳩バルセロナエース鳩第第第第1111位位位位    ドン・ミッシェル×ＮＬ07-1838400     



 祖母)ＮＬ09-3959144 ＢＣ Ｃ.デハイデ作翔 ベルジェラック4,096羽中総合13位 マルティン×ペ 

ルピニャンの孫 

 

 

【51】“ゾーン・クライネ・ブラウエ” ＮＬ17-1360393 Ｂ ♂ コール・デハイデ作 異父兄弟／ド・ボルドー 

ボルドーＩＮ10,717羽中総合3位、同Ｎ4,509羽中総合優勝他 

父)クライネ・ブラウエ ＮＬ13-1330942 Ｂ Ｃ.デハイデ作翔 11115年サンバンサンＮ15,918羽中最高分速総合 

優勝、、、、ベルジェラベルジェラベルジェラベルジェラックックックック3,6753,6753,6753,675羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合84848484位位位位        

祖父)ゾーン・ゲヤ ＮＬ06-0721332 Ｂ 種鳩 ダックスＮダックスＮダックスＮダックスＮ3,600 3,600 3,600 3,600 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合675675675675位位位位    デデデデ・ラ・クレシェ・ラ・クレシェ・ラ・クレシェ・ラ・クレシェ((((スススススススス    

    トーンＮトーンＮトーンＮトーンＮ13,78113,78113,78113,781羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合28282828位、サンバンサンＮ位、サンバンサンＮ位、サンバンサンＮ位、サンバンサンＮ16,486 16,486 16,486 16,486 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合44 44 44 44 位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ17,333 17,333 17,333 17,333 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合121121121121位、位、位、位、    

同Ｎ同Ｎ同Ｎ同Ｎ17,88817,88817,88817,888羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合172172172172位、モン・デ・マルサンＮ位、モン・デ・マルサンＮ位、モン・デ・マルサンＮ位、モン・デ・マルサンＮ13,63613,63613,63613,636羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合83838383位位位位×超銘鳩ゲヤ×超銘鳩ゲヤ×超銘鳩ゲヤ×超銘鳩ゲヤ((((スストーンＮスストーンＮスストーンＮスストーンＮ    

10,953 10,953 10,953 10,953 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合3 3 3 3 位、モン・デ・マルサンＮ位、モン・デ・マルサンＮ位、モン・デ・マルサンＮ位、モン・デ・マルサンＮ17,20517,20517,20517,205羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合16161616位、ダックスＮ位、ダックスＮ位、ダックスＮ位、ダックスＮ14,226 14,226 14,226 14,226 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合74747474    

    位位位位))))    

 祖母)ＮＬ11-3028424 ＢＣ キーボーム兄弟と共同作出  ブーメランブーメランブーメランブーメラン((((サンバンサンＮサンバンサンＮサンバンサンＮサンバンサンＮ11,18011,18011,18011,180羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合7777    

位他、タルベＮ位他、タルベＮ位他、タルベＮ位他、タルベＮ7,4877,4877,4877,487羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合8888位他、ダックスＮ位他、ダックスＮ位他、ダックスＮ位他、ダックスＮ12,12812,12812,12812,128羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合23 23 23 23 位位位位))))×ＮＬ×ＮＬ×ＮＬ×ＮＬ08080808----624624624624((((ダックスＰダックスＰダックスＰダックスＰ

3,600 3,600 3,600 3,600 羽中総合優勝、同Ｎ羽中総合優勝、同Ｎ羽中総合優勝、同Ｎ羽中総合優勝、同Ｎ12,19912,19912,19912,199羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合6666位位位位、タルベＮ、タルベＮ、タルベＮ、タルベＮ7,4897,4897,4897,489羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合24242424位他位他位他位他    

母)ボルドーの母 ＮＬ08-3818698 Ｂ Ｃ.デハイデ作 種鳩 兄／バルセロナＮ兄／バルセロナＮ兄／バルセロナＮ兄／バルセロナＮ5,4235,4235,4235,423 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合24242424 位、同Ｉ位、同Ｉ位、同Ｉ位、同Ｉ

ＮＮＮＮ30,66930,66930,66930,669羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合31313131位、ペルピニャンＮ位、ペルピニャンＮ位、ペルピニャンＮ位、ペルピニャンＮ6,4146,4146,4146,414羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合42 42 42 42 位他位他位他位他  

祖父)ドン・ミッシェル ＮＬ96-9659671 ＢＣ ペルピニャンＮペルピニャンＮペルピニャンＮペルピニャンＮ3333回入賞内回入賞内回入賞内回入賞内5,4795,4795,4795,479羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合17171717位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ7,1957,1957,1957,195    

羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合21212121位他、同ＩＮ位他、同ＩＮ位他、同ＩＮ位他、同ＩＮ18,42618,42618,42618,426羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合41414141位位位位、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、マルセイユ各ダックス、マルセイユ各ダックス、マルセイユ各ダックス、マルセイユ各3333年エース鳩第年エース鳩第年エース鳩第年エース鳩第1111位位位位 

祖母)ド・ペルピニャン・ドィビン ＮＬ03-0334500 Ｂ    ペルピニャンＮペルピニャンＮペルピニャンＮペルピニャンＮ4,7194,7194,7194,719羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合17171717位、同ＩＮ位、同ＩＮ位、同ＩＮ位、同ＩＮ14,81214,81214,81214,812羽羽羽羽    

中総合中総合中総合中総合90909090位位位位、バルセロナＮ7,520羽中総合88位    孫／ボル孫／ボル孫／ボル孫／ボルドーＮ総合優勝、カオールＮ総合優勝、ナドーＮ総合優勝、カオールＮ総合優勝、ナドーＮ総合優勝、カオールＮ総合優勝、ナドーＮ総合優勝、カオールＮ総合優勝、ナ

ルボンヌＮ総合ルボンヌＮ総合ルボンヌＮ総合ルボンヌＮ総合 6666 位位位位 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    

 

 

【52】“ドーター・コール” ＮＬ17-1360390 Ｂ ♀ コール・デハイデ作                  

同腹／120)参照 

父)ド・コール ＮＬ14-3430896 Ｂ Ｌ.プルイセン作翔 ベルジェラックＮ6,289 羽中総合優勝、ボルドーＮ

9,691羽中総合30位、他ＮＰＯ総合124、179、343位 

 祖父)ＮＬ13-1330902 Ｃ.デハイデ作 超超超超銘鳩ハリーの直仔×ドン・ミッシェルの直娘銘鳩ハリーの直仔×ドン・ミッシェルの直娘銘鳩ハリーの直仔×ドン・ミッシェルの直娘銘鳩ハリーの直仔×ドン・ミッシェルの直娘 

 祖母)ＮＬ12-3230380  Ｃ.デハイデ作 超銘鳩ハリー全兄弟フューチャー・ボーイの孫超銘鳩ハリー全兄弟フューチャー・ボーイの孫超銘鳩ハリー全兄弟フューチャー・ボーイの孫超銘鳩ハリー全兄弟フューチャー・ボーイの孫 

母)ニュー・ファヴォリー ＮＬ13-1394758 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作 種鳩 

祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮブロアＮブロアＮブロアＮ546546546546ＫＫＫＫ5,6535,6535,6535,653羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同37,72837,72837,72837,728羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速    シャシャシャシャ    

トローＮトローＮトローＮトローＮ611611611611ＫＫＫＫ5,9795,9795,9795,979羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同22,34022,34022,34022,340羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速    シャトードゥンシャトードゥンシャトードゥンシャトードゥン500500500500ＫＫＫＫNU21,520NU21,520NU21,520NU21,520羽中総羽中総羽中総羽中総    

合合合合3333位、モルリンコートＰ位、モルリンコートＰ位、モルリンコートＰ位、モルリンコートＰ20,92020,92020,92020,920羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合19191919位、シ位、シ位、シ位、シャトローャトローャトローャトローNPO5,496NPO5,496NPO5,496NPO5,496羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合21212121位位位位    WHZBWHZBWHZBWHZB長長長長    

距離Ｎエース鳩第距離Ｎエース鳩第距離Ｎエース鳩第距離Ｎエース鳩第1111位、位、位、位、TBOTBTBOTBTBOTBTBOTB同エース鳩第同エース鳩第同エース鳩第同エース鳩第1111位位位位 兄弟／シャトローNPO5,620羽中総合優勝、10 

位、同NPO4,260羽中総合5位、同NPO4,604羽中総合4位、同NPO5,979羽中総合10位、サルブ 

リNPO7,599羽中総合2位、ブロアＮ4,829羽中総合2位、同Ｎ5,653羽中総合3位、ブールジュ 

NPO7,299羽中総合6位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ 

 祖母)テラ・バルカ ＮＬ05-1601139 ＤＣ Ｊ.ホーイマンス作 純コール・デハイデ系 

  ゾーン・ドン・ミッシェル×ゴウデン・バルカ(ZLUバルセロナエース鳩第1位) 

 

 

【53】“ミスター・ムスタング”Ｂ16-6256166 ＤＣ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作             

同腹／113)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 

 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)ムスタング・レディ Ｂ16-6032306 ＤＣ ホック・ジョス・フェルカメン作 半半半半姉妹／リリー姉妹／リリー姉妹／リリー姉妹／リリー    アルジアルジアルジアルジ    

ャントンＮャントンＮャントンＮャントンＮ555555555555ＫＫＫＫ13,73013,73013,73013,730羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合3333位位位位    ブラック・ドラゴンブラック・ドラゴンブラック・ドラゴンブラック・ドラゴン    オーリャックＰオーリャックＰオーリャックＰオーリャックＰ712712712712ＫＫＫＫ727727727727羽中優勝、チュ羽中優勝、チュ羽中優勝、チュ羽中優勝、チュ    

ールＮールＮールＮールＮ8,0208,0208,0208,020羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合64646464位位位位    

祖父)ムスタング Ｂ14-6175237 フェルカメン作翔 シャトローＮ526Ｋ22,818 羽中総合優勝    上記参照 

祖母)アリアナ Ｂ14-6175056 ＢＣ フェルカメン作翔 シャトローＮシャトローＮシャトローＮシャトローＮ525252526666ＫＫＫＫ25,71025,71025,71025,710羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合9999位、グレ位、グレ位、グレ位、グレ    

ＮＮＮＮ16,26216,26216,26216,262羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合16161616位、モンリュソンＮ位、モンリュソンＮ位、モンリュソンＮ位、モンリュソンＮ555555555555ＫＫＫＫ9,4629,4629,4629,462羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合67676767位位位位 サルゴ×ラ・バンバ 

    

    

【54】“エレクトロズ・ムスタング・Ⅰ”Ｂ17-6025598 ＢＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作             

同腹／114)参照 

父)オリンピック・エレクトロ ＰＬ0264-13-400 ＢＣ フェルカメン＝トゥルザスカ共作 トゥルザスカ使翔  

 145Ｋ6,305 羽中優勝、320Ｋ3,601 羽中優勝、同2,078 羽中優勝、同1,892 羽中優勝、同1,623 羽中優勝、 

 同5,117羽中2位、556Ｋ5,184羽中7位他でブリュッセル・オリンピアード第1位、中距離Ｎエース鳩 

 第1位 

 祖父)ゴールド・メダル ＰＬ0264-06-9085 Ｂ トゥルザスカ作翔 11111年中距離Ｎエース鳩第年中距離Ｎエース鳩第年中距離Ｎエース鳩第年中距離Ｎエース鳩第1111位、ブ位、ブ位、ブ位、ブ    

ダペスト・プレ・オリンピアード第ダペスト・プレ・オリンピアード第ダペスト・プレ・オリンピアード第ダペスト・プレ・オリンピアード第1111位位位位    364364364364ＫＫＫＫ2,3592,3592,3592,359羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝他 フレデリック×クレメント 

 祖母)スィーティ Ｂ12-6196536 ＢＣ フェルカメン作 エレクトロ×グローリア(下記参照) 

母)レトロ Ｂ12-6196107 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔    直仔／ムスタング(別記参照) 甥／シャトローＮ 

33,018羽中最高分速総合優勝 

 祖父)エレクトロ Ｂ08-6174630 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 孫／孫／孫／孫／17171717年ブリュッセル・オリンピアー年ブリュッセル・オリンピアー年ブリュッセル・オリンピアー年ブリュッセル・オリンピアー    

ド長距離代表候補ド長距離代表候補ド長距離代表候補ド長距離代表候補    直仔／ブロア直仔／ブロア直仔／ブロア直仔／ブロア462462462462ＫＩＰＫＩＰＫＩＰＫＩＰ1,5191,5191,5191,519羽中優勝、モンリュソンＮ羽中優勝、モンリュソンＮ羽中優勝、モンリュソンＮ羽中優勝、モンリュソンＮ17,86517,86517,86517,865羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合9999位、位、位、位、    

エクストリーム×Ｂ05-6116293    

 祖母)グロリア Ｂ06-65270117 Ｂ 孫／パウロ ブロア1,519羽中優勝 ポルト×ビューティ    

 

 

【55】“ドーター・ミロス”Ｂ17-6256156 ＢＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作      同腹／115)参照 

父)ミロス Ｂ10-6251534 Ｂ フェルカメン作 直仔／オリジ リモージュ 675Ｋ634 羽中優勝 ブリーブ優

勝 孫／グスト ブールジュＮ477Ｋ59,253羽中最高分速総合優勝 ロキ チュールＮ657Ｋ6,972羽中総

合19位 

祖父)レーウ Ｂ03-6277418 ＢＷ マルセル・ヴォウタース作 アントワープ連盟エース鳩第アントワープ連盟エース鳩第アントワープ連盟エース鳩第アントワープ連盟エース鳩第1111位、位、位、位、KBDBKBDBKBDBKBDB    

中距離Ｎエース鳩第中距離Ｎエース鳩第中距離Ｎエース鳩第中距離Ｎエース鳩第8888位位位位    

祖母)リディア Ｂ05-6234092 Ｂ フェルカメン作 デコ×マリスカ 

母)ラ・ペルラ Ｂ12-6196185 ＢＣ フェルカメン作翔 グレＮ590Ｋ2,656羽中総合優勝 異父妹／アリア 

ナ シャトローＮシャトローＮシャトローＮシャトローＮ526526526526ＫＫＫＫ25,71025,71025,71025,710羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合9999位、グレＮ位、グレＮ位、グレＮ位、グレＮ16,26216,26216,26216,262羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合16161616位、モンリュソンＮ位、モンリュソンＮ位、モンリュソンＮ位、モンリュソンＮ555555555555ＫＫＫＫ9,4629,4629,4629,462    

羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合67676767位位位位 

 祖父)ハンター Ｂ10-6052176 ＢＣ フェルカメン作翔 ブールジュブールジュブールジュブールジュ479479479479ＫＫＫＫ20,54420,54420,54420,544羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合38383838位、アル位、アル位、アル位、アル    

ジャントンジャントンジャントンジャントン555555555555ＫＫＫＫ120120120120羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝他 トレド×リジー 

 祖母)ラ・バンバ Ｂ106052045 ＢＣ 両親共フェルカメン作 メルンメルンメルンメルン3,2783,2783,2783,278羽中最高分羽中最高分羽中最高分羽中最高分速速速速    ドールダンドールダンドールダンドールダン    

5,6885,6885,6885,688羽中第羽中第羽中第羽中第2222分速分速分速分速 ヴィエルゾンＳＮ6,257羽中総合6位 シモン×シェリル 

 

 

【56】“ゾーン・エレクトロ・ジュニア”Ｂ17-6259725 ＤＣ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作             

同腹／116)参照 

父)エレクトロ・ジュニア Ｂ16-6032012 ＢＣ フェルカメン作翔 シェヴラン354Ｋ480羽中優勝、同418羽 

中優勝、ノワイヨン208Ｋ393羽中優勝、同278羽中優勝他でKBDB中距離Ｎエース鳩候補 



 祖父)エレクトロ Ｂ08-6174630 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 孫／孫／孫／孫／17171717年ブリュッセル・オリンピアー年ブリュッセル・オリンピアー年ブリュッセル・オリンピアー年ブリュッセル・オリンピアー    

ド長距離代表候補ド長距離代表候補ド長距離代表候補ド長距離代表候補    直仔／ブロア直仔／ブロア直仔／ブロア直仔／ブロア462462462462ＫＩＰＫＩＰＫＩＰＫＩＰ1,5191,5191,5191,519羽中優勝、モンリュソンＮ羽中優勝、モンリュソンＮ羽中優勝、モンリュソンＮ羽中優勝、モンリュソンＮ17,86517,86517,86517,865羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合9999位、位、位、位、    

エクストリーム×Ｂ05-6116293    

祖母)デルフィーネ Ｂ11-6282004 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 モンリュソンＮモンリュソンＮモンリュソンＮモンリュソンＮ22,87522,87522,87522,875羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合62626262    

    位位位位    直仔／スープ直仔／スープ直仔／スープ直仔／スープ1,5951,5951,5951,595羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同1,0511,0511,0511,051羽中優勝、アルジャントンＮ羽中優勝、アルジャントンＮ羽中優勝、アルジャントンＮ羽中優勝、アルジャントンＮ4,5824,5824,5824,582羽中羽中羽中羽中20202020位、シャトロ位、シャトロ位、シャトロ位、シャトロ    

ーＮーＮーＮーＮ19,69119,69119,69119,691羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合53535353位、他優勝鳩２羽位、他優勝鳩２羽位、他優勝鳩２羽位、他優勝鳩２羽        マンボ(アルジャントン555Ｋ419羽中優勝、同Ｎ21,092 

羽中総合14位)×ビューティ(アルジャントンＮ555Ｋ30,045羽中総合第2分速2位) 

母)ビューティ・アヴリル Ｂ12-6196073 ＢＣ フェルカメン作翔 ブールジュIP479Ｋ5,156 羽中総合3 

位、同9,716 羽中第3 分速他上位入賞多数 

 祖父)オルランド ＤＶ00825-05-170 Ｂ 直仔／リモージュ直仔／リモージュ直仔／リモージュ直仔／リモージュ640640640640Ｋ優勝、チュールＫ優勝、チュールＫ優勝、チュールＫ優勝、チュール657657657657ＫＮＫＮＫＮＫＮ5,1245,1245,1245,124羽中総羽中総羽中総羽中総    

合合合合11111111位他位他位他位他 ラケッチェ×スーパー・ラケッチェ 

 祖母)アヴリル Ｂ10-6052443 ＢＣ フェルカメン作 ベッカム(アルジャントン3,973羽中最高分速)× 

  シリ 

 

 

【57】“ハリー・ヒルデ” ＮＬ15-1849771 ＢＣ ♀ ヤン・ホーイマンス作 

父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ5,653羽中総合優勝、同37,728羽中最高分速 シャトロー 

 Ｎ611Ｋ5,979羽中総合優勝、同22,340羽中最高分速 シャトードゥン500ＫNU21,520羽中総合3位、モ 

ルリンコートＰ20,920羽中総合19位、シャトローNPO5,496羽中総合21位 WHZB長距離Ｎエース鳩 

第1位、TBOTB同エース鳩第1位 兄弟／シャトローNPO5,620羽中総合優勝、10位、同NPO4,260 

羽中総合5位、同NPO4,604羽中総合4位、同NPO5,979羽中総合10位、サルブリNPO7,599羽中総 

合2位、ブロアＮ4,829羽中総合2位、同Ｎ5,653羽中総合3位、ブールジュNPO7,299羽中総合6位 

 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 ブリクセンブリクセンブリクセンブリクセン((((ポアチエポアチエポアチエポアチエ1,4481,4481,4481,448    

        羽中優勝、シャトロー羽中優勝、シャトロー羽中優勝、シャトロー羽中優勝、シャトロー4,6624,6624,6624,662 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合2222 位他位他位他位他    コロネル×リコロネル×リコロネル×リコロネル×リタタタタ))))×ドロレス×ドロレス×ドロレス×ドロレス((((基礎鳩ヴィッテンブィクの基礎鳩ヴィッテンブィクの基礎鳩ヴィッテンブィクの基礎鳩ヴィッテンブィクの

娘娘娘娘))))    

 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エース鳩第１位 NPO トロイ 17.884 羽中総合優勝、NPO ブールジュＮ7.165 羽中

総合優勝、マーゼイク3,522羽中優勝、ロンメル495羽中優勝、ベーク443羽中優勝)×アモーレ(03年

オリンピアード代表 長距離Ｎエース鳩第1位) 

母)ダヴィンチの娘 ＮＬ13-1395089 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 

 祖父)ダヴィンチ ＮＬ04-5435151 ピーター・フェーンストラ作翔 DNA鑑定付 アブリスアブリスアブリスアブリスNPO7,946NPO7,946NPO7,946NPO7,946    

羽中総合優勝、メーネン羽中総合優勝、メーネン羽中総合優勝、メーネン羽中総合優勝、メーネン16,75316,75316,75316,753 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合2222 位位位位    直仔／ドルチェ・ヴィタ、ゲネップ直仔／ドルチェ・ヴィタ、ゲネップ直仔／ドルチェ・ヴィタ、ゲネップ直仔／ドルチェ・ヴィタ、ゲネップ7,8907,8907,8907,890 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合

優勝、ハーゼルドンク優勝、ハーゼルドンク優勝、ハーゼルドンク優勝、ハーゼルドンク2,6572,6572,6572,657羽中優勝、ポメロイル羽中優勝、ポメロイル羽中優勝、ポメロイル羽中優勝、ポメロイル1,4561,4561,4561,456羽中優勝、シャトロー羽中優勝、シャトロー羽中優勝、シャトロー羽中優勝、シャトロー1,4181,4181,4181,418羽中総合優勝、羽中総合優勝、羽中総合優勝、羽中総合優勝、

フィルフォールデフィルフォールデフィルフォールデフィルフォールデ 1,1251,1251,1251,125 羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝、セザンヌ、セザンヌ、セザンヌ、セザンヌ 1,0471,0471,0471,047 羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝 シャネルシャネルシャネルシャネル Nr.5Nr.5Nr.5Nr.5 コープマン×フェー

ンストラ    

 祖母)ヒルデ ＮＬ11-1912492 ＢＣＷ 兄／超銘鳩ハリー兄／超銘鳩ハリー兄／超銘鳩ハリー兄／超銘鳩ハリー 上記参照 

 

 

【58】“ゾーン・ビューティ・ハリー”ＮＬ17-1409899 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマンス作 

父)ビューティ・ハリー ＮＬ12-1784621 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 直仔／ニュー・ハリー PIPAランク若鳩 

Ｎエース鳩第1位 ニールグニース14,737羽中総合優勝、ポン・サン・マクサンス12,894羽中総合優勝、

メルン1,046羽中優勝他 キェブラン11,337羽中総合優勝、同3,513羽中優勝、セザンヌ740羽中優勝他    

祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮブロアＮブロアＮブロアＮ546546546546ＫＫＫＫ5,6535,6535,6535,653羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同37,72837,72837,72837,728羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速    シシシシ    

ャトローＮャトローＮャトローＮャトローＮ611611611611ＫＫＫＫ5,9795,9795,9795,979羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同22,34022,34022,34022,340羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速    シャトードゥンシャトードゥンシャトードゥンシャトードゥン500500500500ＫＫＫＫNU21,520NU21,520NU21,520NU21,520羽羽羽羽    

中総合中総合中総合中総合3333位、モルリンコートＰ位、モルリンコートＰ位、モルリンコートＰ位、モルリンコートＰ20,92020,92020,92020,920羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合19191919位、シャトロー位、シャトロー位、シャトロー位、シャトローNPO5,496NPO5,496NPO5,496NPO5,496羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合21212121位位位位    WHZBWHZBWHZBWHZB    

長距離Ｎエース鳩第長距離Ｎエース鳩第長距離Ｎエース鳩第長距離Ｎエース鳩第1111位、位、位、位、TBOTBTBOTBTBOTBTBOTB同エース鳩第同エース鳩第同エース鳩第同エース鳩第1111位位位位 兄弟／シャトロー兄弟／シャトロー兄弟／シャトロー兄弟／シャトローNPO5,620NPO5,620NPO5,620NPO5,620羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝、 

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)シスター・ハリー ＮＬ12-1783891 Ｂ 直仔／サムダー委託直仔／サムダー委託直仔／サムダー委託直仔／サムダー委託((((南ア南ア南ア南ア)3,251)3,251)3,251)3,251羽中羽中羽中羽中32323232位、位、位、位、2,1612,1612,1612,161羽中羽中羽中羽中39393939位位位位    

 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 ブリクセンブリクセンブリクセンブリクセン((((ポアチエポアチエポアチエポアチエ1,4481,4481,4481,448    

羽中優勝、シャトロー羽中優勝、シャトロー羽中優勝、シャトロー羽中優勝、シャトロー4,6624,6624,6624,662羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合2222位他位他位他位他    コロネル×リタコロネル×リタコロネル×リタコロネル×リタ))))×ドロレス×ドロレス×ドロレス×ドロレス((((基礎鳩ヴィッテンブィクの基礎鳩ヴィッテンブィクの基礎鳩ヴィッテンブィクの基礎鳩ヴィッテンブィクの    

娘娘娘娘))))    

 祖母)ディルクイェ ＮＬ05-1936558 ＢＣ Ｇ.コープマン作 超銘鳩超銘鳩超銘鳩超銘鳩クライネ・ディルククライネ・ディルククライネ・ディルククライネ・ディルク((((98989898年世界選手権年世界選手権年世界選手権年世界選手権    

若鳩第若鳩第若鳩第若鳩第５５５５位、位、位、位、99999999年年年年ＮＮＮＮエースピジョン第エースピジョン第エースピジョン第エースピジョン第１１１１位位位位    NPONPONPONPOトロイトロイトロイトロイ17.884 17.884 17.884 17.884 羽中総合優勝、羽中総合優勝、羽中総合優勝、羽中総合優勝、NPONPONPONPOブールジュブールジュブールジュブールジュＮＮＮＮ        

7.165 7.165 7.165 7.165 羽中総合優勝、マーゼイク羽中総合優勝、マーゼイク羽中総合優勝、マーゼイク羽中総合優勝、マーゼイク3,5223,5223,5223,522羽中優勝、ロンメル羽中優勝、ロンメル羽中優勝、ロンメル羽中優勝、ロンメル495495495495羽中優勝、ベーク羽中優勝、ベーク羽中優勝、ベーク羽中優勝、ベーク443443443443羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝))))×ア×ア×ア×ア    

モレーモレーモレーモレー(03(03(03(03年オリンピアード代表年オリンピアード代表年オリンピアード代表年オリンピアード代表    長距離Ｎエース鳩第長距離Ｎエース鳩第長距離Ｎエース鳩第長距離Ｎエース鳩第1111位位位位))))    

 

 

【59】“ドーター・ヴィレム・ヤンティーヌ” ＮＬ17-1411096 ＢＣ ♀ ヤン・ホーイマンス作 

父)ヴィレム ＮＬ11-1912554 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 直仔／イェオビル846羽中優勝、サンカンタン 

NPO7,407羽中総合9位、同2,511羽中5位他上位多数入賞 

祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮブロアＮブロアＮブロアＮ546546546546ＫＫＫＫ5,6535,6535,6535,653羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同37,72837,72837,72837,728羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速    シシシシ    

ャトローＮャトローＮャトローＮャトローＮ611611611611ＫＫＫＫ5,9795,9795,9795,979羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同22,34022,34022,34022,340羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速    シャトードゥンシャトードゥンシャトードゥンシャトードゥン500500500500ＫＫＫＫNU21,520NU21,520NU21,520NU21,520羽羽羽羽    

中総合中総合中総合中総合3333位、位、位、位、モルリンコートＰモルリンコートＰモルリンコートＰモルリンコートＰ20,92020,92020,92020,920羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合19191919位、シャトロー位、シャトロー位、シャトロー位、シャトローNPO5,496NPO5,496NPO5,496NPO5,496羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合21212121位位位位    WHZBWHZBWHZBWHZB    

長距離Ｎエース鳩第長距離Ｎエース鳩第長距離Ｎエース鳩第長距離Ｎエース鳩第1111位、位、位、位、TBOTBTBOTBTBOTBTBOTB同エース鳩第同エース鳩第同エース鳩第同エース鳩第1111位位位位 兄弟／シャトロー兄弟／シャトロー兄弟／シャトロー兄弟／シャトローNPO5,620NPO5,620NPO5,620NPO5,620羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝、 

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)オリンピック・シャヌルケ ＮＬ08-1543385 ＢＣ Ｗ．ドブルイン作翔 NPONPONPONPO当日長距離Ｎエース当日長距離Ｎエース当日長距離Ｎエース当日長距離Ｎエース    

鳩、鳩、鳩、鳩、TBOTBTBOTBTBOTBTBOTB当日長距離Ｎエース鳩、当日長距離Ｎエース鳩、当日長距離Ｎエース鳩、当日長距離Ｎエース鳩、WHZBWHZBWHZBWHZB同Ｎエース鳩第５位、同Ｎエース鳩第５位、同Ｎエース鳩第５位、同Ｎエース鳩第５位、10101010年ヨーロッパ杯第年ヨーロッパ杯第年ヨーロッパ杯第年ヨーロッパ杯第4444位で同オ位で同オ位で同オ位で同オ    

ランダ・エース鳩第ランダ・エース鳩第ランダ・エース鳩第ランダ・エース鳩第1111位、オリンピアード・ポーランド世界第位、オリンピアード・ポーランド世界第位、オリンピアード・ポーランド世界第位、オリンピアード・ポーランド世界第3333位位位位    オルレアンオルレアンオルレアンオルレアン6,9516,9516,9516,951羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合3333位、位、位、位、    

オルレアンオルレアンオルレアンオルレアン10,37510,37510,37510,375羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合8888位、ツール位、ツール位、ツール位、ツール9,0619,0619,0619,061羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合8888位、サンカンタン位、サンカンタン位、サンカンタン位、サンカンタン8,8518,8518,8518,851羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合17171717位位位位他 

 全兄弟／サスキア、ジェローン、ジャネケ、ヨープ他優勝鳩エース鳩多数 クライネ・ブラウケ×ガクライネ・ブラウケ×ガクライネ・ブラウケ×ガクライネ・ブラウケ×ガ    

ニエダニエダニエダニエダ    

母)ヤンティーヌ ＮＬ10-1864538 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作翔 ブールジュNPO7,356 羽中総合9 位  

 シャトローNPO4,604 羽中総合16 位他上位入賞多数で、Ｐエース鳩第4 位 

祖父)ジェームス・ボンド ＮＬ06-1267007 Ｂ 弟／超銘鳩ハリ弟／超銘鳩ハリ弟／超銘鳩ハリ弟／超銘鳩ハリー他ー他ー他ー他    ブロアＮブロアＮブロアＮブロアＮ546546546546ＫＫＫＫ5,6535,6535,6535,653 羽中総合優勝、羽中総合優勝、羽中総合優勝、羽中総合優勝、    

    同同同同37,72837,72837,72837,728羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速    シャトローＮシャトローＮシャトローＮシャトローＮ611611611611ＫＫＫＫ5,9795,9795,9795,979羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同22,34022,34022,34022,340羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速    シャトシャトシャトシャト    

ードゥンードゥンードゥンードゥン500500500500ＫＫＫＫNU21,520NU21,520NU21,520NU21,520羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合3333位、シャトロー位、シャトロー位、シャトロー位、シャトローNPO5,620NPO5,620NPO5,620NPO5,620羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝、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)ティネケ ＮＬ01-2087399 ＢＣ Ｗ.ゾーンチェンス作翔 直仔／ブロア直仔／ブロア直仔／ブロア直仔／ブロアNPO7,415NPO7,415NPO7,415NPO7,415羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合4444    

位、サルブリ位、サルブリ位、サルブリ位、サルブリNPO5,333NPO5,333NPO5,333NPO5,333羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合8888位位位位    コニミクスコニミクスコニミクスコニミクス((((ボクスメールボクスメールボクスメールボクスメール))))の娘の娘の娘の娘    純ゾーンチェン純ゾーンチェン純ゾーンチェン純ゾーンチェンスススス 

 

 

【60】“ブロア・オリンピック・ヤン” ＮＬ17-1411089 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマンス作  兄弟／オリンピック・

ヤンと同腹のザ・プロディジーの２羽英国でオリンピアード代表 テウケスバーニー3,224 羽中優勝、同

3,250 羽中優勝、同1,240 羽中2 位、同3,224 羽中2 位、ウォラストン1,911 羽中優勝、2 位他 

父)サン・800 ＮＬ11-1912626 Ｂ Ｊ.ホーイマンス作  

 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、アブリス7,889羽

中総合2位(自舎で優勝の後)、ブロアＮＰＯ総合10位 全兄弟／ラスト・ディルク参照 



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)シスター・ハリー ＮＬ11-1912423 ＢＣ 直仔／上記参照 兄弟／超銘鳩ハリー  ブロアＮ546Ｋ5,653羽 

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

シャトードゥン500ＫNU21,520羽中総合3位 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ガビー・ファンデンアベール作ガビー・ファンデンアベール作ガビー・ファンデンアベール作    ブリクセンブリクセンブリクセンブリクセン((((ポアチエポアチエポアチエポアチエ1,4481,4481,4481,448    

「「「「娘娘娘娘))))    

 祖母)ディルクイェ ＮＬ05-1936558 ＢＣ Ｇ.コープマン作 超銘鳩超銘鳩超銘鳩超銘鳩クライネ・ディルククライネ・ディルククライネ・ディルククライネ・ディルク((((98989898年世界選手権年世界選手権年世界選手権年世界選手権    

若鳩第若鳩第若鳩第若鳩第５５５５位、位、位、位、99999999年年年年ＮＮＮＮエースピジョン第エースピジョン第エースピジョン第エースピジョン第１１１１位位位位    NPONPONPONPOトロイトロイトロイトロイ17.884 17.884 17.884 17.884 羽中総合優勝、羽中総合優勝、羽中総合優勝、羽中総合優勝、NPONPONPONPOブールジュブールジュブールジュブールジュＮＮＮＮ        

7.165 7.165 7.165 7.165 羽中総合優勝、マーゼイク羽中総合優勝、マーゼイク羽中総合優勝、マーゼイク羽中総合優勝、マーゼイク3,5223,5223,5223,522羽中優勝、ロンメル羽中優勝、ロンメル羽中優勝、ロンメル羽中優勝、ロンメル495495495495羽中優勝、ベーク羽中優勝、ベーク羽中優勝、ベーク羽中優勝、ベーク443443443443羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝))))×ア×ア×ア×ア    

モレーモレーモレーモレー(03(03(03(03年オリンピアード代表年オリンピアード代表年オリンピアード代表年オリンピアード代表    長距離Ｎエース鳩第長距離Ｎエース鳩第長距離Ｎエース鳩第長距離Ｎエース鳩第1111位位位位))))    

 

 

【61】“ブロア・ミス・リンブルグ”Ｂ17-5082272 ＢＣ ♂ ボスマンス＝リーケンス作                             

兄弟／108)参照 

全兄弟／ミス・リンブルグ Ｂ13-5100049 シャトローＮ5,901 羽中優勝、、、、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総合ブールジュＮ総合ブールジュＮ総合ブールジュＮ総合10101010位の娘位の娘位の娘位の娘  

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 

 

 

【62】“ドーター・トリプル・ニーナ”Ｂ17-5082121 Ｂ ♀ ボスマンス＝リーケンス作               

同腹／105)参照 

父)ウィリー・ウィリー ＢＢＢＢ15151515----6034050  6034050  6034050  6034050  ウイリー・ダニエルズ作翔15年CC若鳩Ｎエース鳩第2位 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羽中総合106位    

祖父)Ｂ14-6082136  Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6140874×Ｂ13-6051602  

祖母)Ｂ12-6201815 Ｗ.ダニエルス作 ゾーン・37×Ｂ08-6259526  

母)トリプル・ニーナ・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、オリンピアード・オールラウンド代表 

祖父)オリンピアード・トリプル・エース Ｂ11-5143219 12121212年年年年KBDBKBDBKBDBKBDB中距離Ｎエース鳩第１位、オリンピ中距離Ｎエース鳩第１位、オリンピ中距離Ｎエース鳩第１位、オリンピ中距離Ｎエース鳩第１位、オリンピ    

アード代表アード代表アード代表アード代表    ギエンＰギエンＰギエンＰギエンＰ5,3865,3865,3865,386羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同8,0448,0448,0448,044羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速 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  

 

 

【63】“ハーフブロア・ニーナ”Ｂ17-5082260 ＢＬＫＣＷ ♂ ボスマンス＝リーケンス作           

同腹／107)参照 

父)ソン・ミス・リンブルグ Ｂ15-2265064 ボスマンス＝リーケンス作 

祖父)オリンピアード・トリプル・エース Ｂ11-5143219 12121212年年年年KBDBKBDBKBDBKBDB中距離Ｎエース鳩第１位、オリンピ中距離Ｎエース鳩第１位、オリンピ中距離Ｎエース鳩第１位、オリンピ中距離Ｎエース鳩第１位、オリンピ    

アード代表アード代表アード代表アード代表    ギエンＰギエンＰギエンＰギエンＰ5,3865,3865,3865,386羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同8,0448,0448,0448,044羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速 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)ミス・リンブルグ Ｂ13-5100049 ボスマンス＝リーケンス作翔 シャトローＮシャトローＮシャトローＮシャトローＮ5,9015,9015,9015,901羽中優勝、マ羽中優勝、マ羽中優勝、マ羽中優勝、マ    



ルネルネルネルネ176176176176羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同213213213213羽中優勝、ランス羽中優勝、ランス羽中優勝、ランス羽中優勝、ランス917917917917羽中優勝、ソールダン羽中優勝、ソールダン羽中優勝、ソールダン羽中優勝、ソールダン123123123123羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝    サン・ラッキ 

ー・ルク×ブールジュＮ総合10位の娘     

母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953 直仔／優勝12 回。トリプル・ニーナ・027 

 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 

 

 

【64】“ドーター・シャロン”Ｂ17-5082313 G ♀ ボスマンス＝リーケンス作 

父)サン・ミス・リンブルグ Ｂ14-2090342 基礎種鳩基礎種鳩基礎種鳩基礎種鳩 

 祖父)Ｂ13-5100084 Ｄ.リーケンス作 ヴァイヤ・コンディオスの曽孫 

 祖母)ミス・リンブルグ Ｂ13-5100049 シャトローＮシャトローＮシャトローＮシャトローＮ5,9015,9015,9015,901羽中優勝、マルネ羽中優勝、マルネ羽中優勝、マルネ羽中優勝、マルネ176176176176羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同213213213213羽羽羽羽    

中優勝、ランス中優勝、ランス中優勝、ランス中優勝、ランス917917917917 羽中優勝、ソールダン羽中優勝、ソールダン羽中優勝、ソールダン羽中優勝、ソールダン123123123123 羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝    サン・ラッキー・ルーク×ブールジュＮ総

合10位の娘  

母)シャロン Ｂ14-2090097 ボスマンス＝リーケンス作翔 アルジャントンＮ7,843羽中総合優勝、シャロ 

ンＰ1,730羽中２位を10分引き離して優勝、同ＳＮ6,746羽中総合２位 

祖父)Ｂ11-5160832 ディルク・リーケンス作 サン・ブラウエ・プリンス×ラッキー・ルークの娘  

祖母)Ｂ11-5170311 ディルク・リーケンス作 172・カンニバール・ミルトン×ラッキー・ルークの孫 

 

 

【65】 “オノーラ”  ＮＬ14-4750788 ＢＣ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 モルリンコート441Ｋ3,079羽中優

勝、ヴァイチェン129Ｋ493 羽中優勝、センスNPO563Ｋ4,237 羽中総合3 位、ギエンNPO635Ｋ3,137 羽中

総合3位他シャトロー754Ｋ2,943羽中250位迄延べ19,646Ｋ入賞し、NPO当日長距離Ｎエース鳩第4位 

父)プリクス Ｂ12-6323131 Ｂ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作 

 祖父)グラディエーター Ｂ03-6460062 ＢＷ KBDBKBDBKBDBKBDBＮエース鳩第Ｎエース鳩第Ｎエース鳩第Ｎエース鳩第3333位、オリンピアード代表第位、オリンピアード代表第位、オリンピアード代表第位、オリンピアード代表第2222位位位位 

 祖母)ミス・アルジャントン Ｂ07-6229162 Ｂ 両親共Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作翔 アルジャントンアルジャントンアルジャントンアルジャントン971971971971羽羽羽羽

中中中中優勝、同Ｎ優勝、同Ｎ優勝、同Ｎ優勝、同Ｎ6,1776,1776,1776,177羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合3333位、モンリュソン位、モンリュソン位、モンリュソン位、モンリュソン469469469469羽中優勝、同Ｐ羽中優勝、同Ｐ羽中優勝、同Ｐ羽中優勝、同Ｐ2,1522,1522,1522,152羽中羽中羽中羽中2222位位位位、シャトロー1,605    

羽中3位 エルフペンダー・レーウ×ディアマンチェ 

母)マジック・ヴィクトリー ＮＬ09-1674343 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

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エースピ鳩当日長距離Ｎエースピ鳩当日長距離Ｎエースピ鳩当日長距離Ｎエースピ鳩    

第２位、オリンピアード代表第２位、オリンピアード代表第２位、オリンピアード代表第２位、オリンピアード代表    オルレアンＮオルレアンＮオルレアンＮオルレアンＮ9,1819,1819,1819,181羽中総合優勝、アブリス羽中総合優勝、アブリス羽中総合優勝、アブリス羽中総合優勝、アブリスNPO13,020NPO13,020NPO13,020NPO13,020羽中総合２位、羽中総合２位、羽中総合２位、羽中総合２位、    

ボクステルボクステルボクステルボクステル2,3972,3972,3972,397羽中優勝、ハヌー羽中優勝、ハヌー羽中優勝、ハヌー羽中優勝、ハヌー4,3934,3934,3934,393羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合２位２位２位２位    

 祖母)ジーナ ＮＬ06-1597157 Ｂ 07070707年当日長距離Ｎエース鳩第年当日長距離Ｎエース鳩第年当日長距離Ｎエース鳩第年当日長距離Ｎエース鳩第2222位位位位 シャンティーシャンティーシャンティーシャンティー13,00813,00813,00813,008羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合2222位、位、位、位、    

        オルレアンオルレアンオルレアンオルレアンNPO9,670NPO9,670NPO9,670NPO9,670羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合2222位位位位他上位多数 デン・リンズ・ファヴォリー×超銘鳩アンネリーズデン・リンズ・ファヴォリー×超銘鳩アンネリーズデン・リンズ・ファヴォリー×超銘鳩アンネリーズデン・リンズ・ファヴォリー×超銘鳩アンネリーズ 

 

 

【66】“ゾーン・ジェルソン” ＮＬ17-4704134 ＢＣ ♂ 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ＰブールジュＰブールジュＰブールジュＰ3,4563,4563,4563,456羽中総合優勝、同Ｐ羽中総合優勝、同Ｐ羽中総合優勝、同Ｐ羽中総合優勝、同Ｐ3,9883,9883,9883,988羽中羽中羽中羽中    

総合総合総合総合2222位、トゥーリー位、トゥーリー位、トゥーリー位、トゥーリー1,8631,8631,8631,863羽中優勝、オルレアンＰ羽中優勝、オルレアンＰ羽中優勝、オルレアンＰ羽中優勝、オルレアンＰ2,2192,2192,2192,219羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合2222位、同位、同位、同位、同8,2558,2558,2558,255羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合7777位位位位    ヨヨヨヨ    

ハン×ヴィットグライスハン×ヴィットグライスハン×ヴィットグライスハン×ヴィットグライス 

祖母)デイ・ドリーム ＮＬ07-5724626 ＢＣ アブリスアブリスアブリスアブリスNPO582NPO582NPO582NPO582ＫＫＫＫ8,5198,5198,5198,519羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝 シャンティー 

12,742羽中総合70位他 カシアス×ミス・ムックフックカシアス×ミス・ムックフックカシアス×ミス・ムックフックカシアス×ミス・ムックフック    

母)マラ ＮＬ14-4750791 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

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

  羽中総合優勝 ギルモア×ショウピース 

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



 

 

【67】“ブロア・キアラ” ＮＬ17-4704131 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、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 

 祖父)ジェイソン ＮＬ01-1135413 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／ヴァレラ直仔／ヴァレラ直仔／ヴァレラ直仔／ヴァレラ    当日長距離エース鳩第当日長距離エース鳩第当日長距離エース鳩第当日長距離エース鳩第

1111位位位位 ミスター・アレンニッヒ オンズ・ルイーズ×オランダの女王    

 祖母)ジーナ ＮＬ06-1597157 Ｂ 07070707年当日長距離Ｎエース鳩第年当日長距離Ｎエース鳩第年当日長距離Ｎエース鳩第年当日長距離Ｎエース鳩第2222位位位位 シャンティーシャンティーシャンティーシャンティー13,00813,00813,00813,008羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合2222位、位、位、位、    

        オルレアンオルレアンオルレアンオルレアンNPO9,670NPO9,670NPO9,670NPO9,670羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合2222位位位位他上位多数 デン・リンズ・ファヴォリー×超銘鳩アンネリーズ 

 

 

【68】“ザス・ミス・オーヴェレッゲ” ＮＬ17-1643956 Ｂ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 全姉／ミス・オーヴェレ

ゲ キェブランP12,996羽中総合優勝、センスNPO8,211羽中総合優勝、スープNPO6,892羽中総合優勝、キ

ェブラン683羽中優勝、ラ・ルフィール635羽中優勝他(以上2015年のみ) 

父)ＮＬ08-1353907 Ｂ Ｈ.ラグラウ作  

  祖父)ゾーン・アモーラ ＮＬ00-1469688 ＢＣ フェルブリー共同鳩舎作 オリンピック・オルランドーオリンピック・オルランドーオリンピック・オルランドーオリンピック・オルランドー    

        ×アモーラ×アモーラ×アモーラ×アモーラ((((サンカンティンサンカンティンサンカンティンサンカンティン3,4793,4793,4793,479羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、オルレアンオルレアンオルレアンオルレアン1,9291,9291,9291,929羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同2,5152,5152,5152,515羽中優勝、ニール羽中優勝、ニール羽中優勝、ニール羽中優勝、ニール

グニースグニースグニースグニース3,1473,1473,1473,147羽中優勝、エタンプ羽中優勝、エタンプ羽中優勝、エタンプ羽中優勝、エタンプ3,5913,5913,5913,591羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝))))    

 祖母)レディ・シャトロー ＮＬ00-1736274 Ｂ Ｈ.ラグラウ作翔 シャトローシャトローシャトローシャトローNPO7,112NPO7,112NPO7,112NPO7,112羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝 

母)メガ・ヴォルク ＮＬ06-1099749 Ｂ Ｊ.オウワーケルク作 

 祖父)ド・315 ＮＬ04-2074315 両親オウワーケルク／コック・グリューン経由 孫／ブロアNPO総合優勝 

 祖母)ド・05・ドィビン ＮＬ01-1922505 Ｂ Ｊ.オウワーケルク作翔 ヘンシースヘンシースヘンシースヘンシース 7,9217,9217,9217,921 羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝 

G.&S.フェルケルク父子のアンクル・ソランジェ×ド・50・フーツ 

    

 

【69】“ビューティ・F－１”Ｂ17-6057215 ＢＣ ♂ バルト＆ナンス・ファネッケル作 

父)Ｆ16 Ｂ09-6107016 Ｂ.＆Ｎ.ファネッケル作翔 ラ・スーテレーヌＮ総合優勝、総合10位、ブールジュ 

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

ーＮ総合5位他上位入賞多数 

祖父)ズワルテ・ディアマント Ｂ05-6054296 ＤＣＷ Ｌ.Ｂ.＆Ｊ.ゲーリンクス作 直仔／ラ・スーテレ直仔／ラ・スーテレ直仔／ラ・スーテレ直仔／ラ・スーテレ

ーヌＮ総合ーヌＮ総合ーヌＮ総合ーヌＮ総合11111111、、、、13131313位、シャトローＮ総合位、シャトローＮ総合位、シャトローＮ総合位、シャトローＮ総合20202020位位位位 ブラウ・アイゼレン×リヒト・ゲシェルプト・アス    

 祖母)スーパー・クラインチェ Ｂ02-6330844 ＢＣ ジェフ・デホウワー作 

母)ビューティ・001 Ｂ16-6277001 ＢＣ Ｂ.＆Ｎ.ファネッケル作 

 祖父)ガストン・ジュニア Ｂ08-6031121 ＢＣＷ Ｂ.＆Ｎ.ファネッケル作翔 サルブリＰ優勝サルブリＰ優勝サルブリＰ優勝サルブリＰ優勝    直仔／直仔／直仔／直仔／    

        スーパー・ワン、スーパー・トゥースーパー・ワン、スーパー・トゥースーパー・ワン、スーパー・トゥースーパー・ワン、スーパー・トゥー    ガストネッチェ×スーパー・クラインチェガストネッチェ×スーパー・クラインチェガストネッチェ×スーパー・クラインチェガストネッチェ×スーパー・クラインチェ((((上記上記上記上記))))    

 祖母)グスト・ディアマンチェ Ｂ13-6309916 ＢＣ Ｂ.＆Ｎ.ファネッケル作 16・ディアマント×10-528 

 

 

【70】“ゾーン・ナショナル・1・リモ” Ｂ17-6057675 ＢＣ ♂ バルト＆ナンス・ファネッケル作  
※この鳩に指値される方には要通知インブレッド・ナショナルⅠ Ｂ14-2338770 ヘルボッツ兄弟作    

父)インブレッド・ナショナルⅠ Ｂ14-2338770 ヘルボッツ兄弟作 直仔／17年リモージュＮ総合優勝    

祖父)Ｂ11-2186140 ヘルボッツ作 ナショナルⅠの孫 

 祖母)インブレッド・ナショナル・Ⅰ Ｂ11-2186756 ＢＣ ヘルボッツ兄弟作 ナショナルⅠ 



母)ナショナルⅠ・リモ Ｂ16-2146311 ＢＣ Ｂ.＆Ｎ.ファネッケル作翔 17年リモージュＮ10,554羽中総

合優勝 

祖父)インブレッド・ナショナルⅠ Ｂ14-2338770 ヘルボッツ兄弟作    

 祖母)マグナムズ・ベスト Ｂ10-2192870 ヘルボッツ作 

 

 

【71】“テニス・ボーイ” Ｂ16-6277003 Ｂ ♂ バルト＆ナンス・ファネッケル作 兄弟／ジョコヴィッチ 15-

103 ブールジュＮ36,307 羽中総合8 位、ナダル選手11-250 アルジャントンＮ16,325 羽中総合14 位、同Ｎ

22,384羽中総合44位、モンテリマールＮ22,875羽中総合35位、同Ｐ2,222羽中総合3位でブルノ・プレ・

オリンピック第1位、シャラポワ 11-022 アルジャントンＮ16,325羽中総合26位、ブールジュＮ19,655羽

中総合33位、グレＮ2,956羽中24位 

父)レンドル Ｂ09-6349640 Ｂ Ｂ.＆Ｎ.ファネッケル作    

祖父)ハイランダーの孫 Ｂ05-6448972 Ｂ Ｂ.＆Ｎ.ファネッケル作 モーイエ・ラッカー×Ｊ.Ｊ.バーク 

 祖母)ミス・ゴールデン・ボーイ Ｂ05-6217695 Ｂ.＆Ｎ.ファネッケル作 ファンホーヴェ＝アィターホー 

ヴェン作のゴールデン・ボーイ２×スカーラーケンス作ターボの娘 

母)ナブラチロワ Ｂ09-6350470 ＢＣ Ｂ.＆Ｎ.ファネッケル作  

祖父)ビヨルン・ボルグ Ｂ08-6337068 Ｌ.モイレマン作 ルイ・モイレマン×ラフ・ルイクス    

 祖母)ナブラチロワの母 Ｂ02-6477103 両親共Ｌ.モイレマン作     

 

 

【72】“ブロア・クレイジー・28” Ｂ16-6277050 Ｂ(3引き) ♂ バルト＆ナンス・ファネッケル作 兄弟／クレー

ジー・28 シャトロー557Ｋ1,547 羽中優勝、ブールジュ507Ｋ4,831 羽中33 位、ラ・スーテレーヌＮ622Ｋ

16,613羽中総合195位他で17年KBDB大中距離Ｎエース鳩第12位 

父)クレージー・ボーイ Ｂ11-2014215 Ｓ エリック・リンブール作翔 スーヤックＮ5,282 羽中総合2 位、 

シャトローＰ1,580羽中2位、ボルドーＩＮ10,622羽中総合12位他 

祖父)ド・リブルネ Ｂ09-2119370 Ｂ Ｅ.リンブール作翔 リブルヌＮ6,767羽中総合16位 Ｍ.アエル 

ブレヒト×リンブール 

 祖母)マザー・クレージー・ボーイ Ｂ09-2119403  Ｅ.リンブール作 ニューエ・アス孫×ラッキー・77 

母)Ｆ－スーパー・ワン Ｂ14-2199513 ＢＷ Ｂ.＆Ｎ.ファネッケル作  

祖父)Ｆ16 Ｂ09-6107016 Ｂ.＆Ｎ.ファネッケル作翔 ラ・スーテレーヌＮ総合優勝、総合ラ・スーテレーヌＮ総合優勝、総合ラ・スーテレーヌＮ総合優勝、総合ラ・スーテレーヌＮ総合優勝、総合10101010位、ブール位、ブール位、ブール位、ブール    

ジュＮ総合ジュＮ総合ジュＮ総合ジュＮ総合5555位位位位    直仔／ヴィエルゾンＰ総合優勝、同直仔／ヴィエルゾンＰ総合優勝、同直仔／ヴィエルゾンＰ総合優勝、同直仔／ヴィエルゾンＰ総合優勝、同IPIPIPIP総合総合総合総合7777位、ラ・スーテレーヌＮ総合位、ラ・スーテレーヌＮ総合位、ラ・スーテレーヌＮ総合位、ラ・スーテレーヌＮ総合2222位、シ位、シ位、シ位、シ    

ャトローＮ総合ャトローＮ総合ャトローＮ総合ャトローＮ総合5555位位位位他上位入賞多数 ズワルテ・ディアマント×スーパー・クラインチェ 

 祖母)スーパー・ワン Ｂ13-6070610 ＢＣＷ Ｂ.＆Ｎ.ファネッケル作 モミニーモミニーモミニーモミニー66666666羽中優勝、スワソン羽中優勝、スワソン羽中優勝、スワソン羽中優勝、スワソン    

167167167167羽中優勝、アルジャントンＮ羽中優勝、アルジャントンＮ羽中優勝、アルジャントンＮ羽中優勝、アルジャントンＮ19,30319,30319,30319,303羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合44444444位他でＮエース鳩位他でＮエース鳩位他でＮエース鳩位他でＮエース鳩4444位位位位 ガストン・ジュニア×ヘ 

レマンス＝コイスタース 

 

 

【73】“レッド・プライド” Ｂ17-4229106 ＲＣ ♀  デスメイター＝レスチアン作 

父)レッド・エース Ｂ13-6202996 ＲＣ クリストフ・モルテルマンス作翔 11116666年ナルボンヌ年ナルボンヌ年ナルボンヌ年ナルボンヌＮ総合Ｎ総合Ｎ総合Ｎ総合    

2222位、バルセロナＮ総合位、バルセロナＮ総合位、バルセロナＮ総合位、バルセロナＮ総合22222222位で、同位で、同位で、同位で、同年年年年KBDBKBDBKBDBKBDB超長距離Ｎエース鳩第超長距離Ｎエース鳩第超長距離Ｎエース鳩第超長距離Ｎエース鳩第1111位位位位    

 祖父)ロード・クラマース ＮＬ11-1066309 ＲＣ ウィール・クラマース作 サンバンサンＮ総合8位× 

  タルベＮ総合3位    

 祖母)レッド・エースの母 Ｂ11-4010716 ラームスドンク＝ルイス作 

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 14141414 年バルセロ年バルセロ年バルセロ年バルセロ    

ナ優勝、ナ優勝、ナ優勝、ナ優勝、15151515 年年年年同負傷帰還同負傷帰還同負傷帰還同負傷帰還    16161616年同優勝、同Ｎ総合年同優勝、同Ｎ総合年同優勝、同Ｎ総合年同優勝、同Ｎ総合19191919位、同ＩＮ総合位、同ＩＮ総合位、同ＩＮ総合位、同ＩＮ総合30303030位他で同年位他で同年位他で同年位他で同年KBDBKBDBKBDBKBDB超長距離超長距離超長距離超長距離    

Ｎエース鳩第Ｎエース鳩第Ｎエース鳩第Ｎエース鳩第3333位位位位 

 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／サンバンサン異母兄／サンバンサン異母兄／サンバンサン異母兄／サンバンサン    

ＳＮ総合優勝、同Ｎ総合ＳＮ総合優勝、同Ｎ総合ＳＮ総合優勝、同Ｎ総合ＳＮ総合優勝、同Ｎ総合23232323位、ボルドーＩＮ総合位、ボルドーＩＮ総合位、ボルドーＩＮ総合位、ボルドーＩＮ総合3333位、ペルピニャンＮ総合位、ペルピニャンＮ総合位、ペルピニャンＮ総合位、ペルピニャンＮ総合32323232位位位位 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 

 

 

【74】“ハーフブロア・スーパー・バルカ”Ｂ17-4229146 デスメイター＝レスチアン作 異母兄弟／スーパー・

バルカ 14年バルセロナ地区優勝、15年同レース負傷、16年同Ｎ総合30位、ペルピニャンＮ総合19位、

KBDB超長距離Ｎエース鳩第3位 

父)インブレッド・スス Ｂ10-4312263 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 異母兄弟／サンバンサンＳＮ 

総合優勝、同Ｎ総合23 位、ボルドーＮ総合2 位、同ＩＮ総合3 位、ペルピニャンＮ総合32 位 

 祖父)ショーネ・スス Ｂ02-4458098 ＢＣ ヤン・エルネスト作 ブラウエ・スストーン×コウタース・ド 

ィビン 

 祖母)クランスケ・スス ＮＬ05-0531907 ＤＣ ヤン・エルネスト作 ショーネ・ススの全妹 

母)グーイエ・ズワルテの娘 Ｂ15-4088133 ＢＬＫＣ デスメイター＝レスチアン作翔 16 年ナルボンヌＮ 

総合9 位、17 年カオールＰ優勝 

 祖父)ド・グーデ・ズワルテン Ｂ06-4190072 ＢＬＫＣ デスメイター＝レスチアン作 ヨーストの妹の 

  直仔 

 祖母)グラン・クリュの娘 Ｂ11-4274463 Ｂ デスメイター＝レスチアン作 

 

 

【75】“ドーター・カス” Ｂ17-4017232 ＢＣ ♀ デスメイター＝レスチアン作  ヨーストの3重近親 

父)カス Ｂ10-4281712  ＤＣＷ デスメイター＝レスチアン作翔 14 年リブルヌＰ551 羽中優勝、ジャ 

 ルナックＮ3,741 羽中総合18 位で1 才鳩長距離Ｎエース鳩第5 位、15 年ポーＮ1,980 羽中当日只1 羽 

帰り総合優勝、同ＩＮ9,052 羽中総合優勝 

 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)ヴィクトーレ Ｂ14-1053206 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 15 年ラ・スーテレーヌＮ総合優勝 

 祖父)サム Ｂ09-9058966 ＢＣ カザール＝セネシャル作 直仔／ブリーヴＮ総合5、35位、チュールＮ 

  総合12位 スターフ×ガブリエラ 

 祖母)ブラウ・バーナビー Ｂ12-2015278 Ｂ デノ＝ヘルボッツ作 Ｇ.ファンデンアベール系 

 

 

【76】“ラヴァラス・263” Ｂ17-4241263 B ♀ デスメイター＝レスチアン作 ヨーストの近親 

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 

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 

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／ヨースト兄弟／ヨースト兄弟／ヨースト兄弟／ヨースト 03030303年ペル年ペル年ペル年ペル    

ピニャンＩＮピニャンＩＮピニャンＩＮピニャンＩＮ1111才鳩優勝才鳩優勝才鳩優勝才鳩優勝 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・クリュグラン・クリュグラン・クリュグラン・クリュ((((ボボボボ    

ルドールドールドールドーＩＮＩＮＩＮＩＮ1111才鳩の部優勝才鳩の部優勝才鳩の部優勝才鳩の部優勝))))×レディ・フィンス×レディ・フィンス×レディ・フィンス×レディ・フィンス((((サンバンサンＮサンバンサンＮサンバンサンＮサンバンサンＮ1111才鳩優勝才鳩優勝才鳩優勝才鳩優勝))))    

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 

羽中総合18 位で1 才鳩長距離Ｎエース鳩第5 位、15 年ポーＮ1,980 羽中当日只1 羽帰り総合優勝、同 

ＩＮ9,052 羽中総合優勝 

 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 

 

 

【77】“ゾーン・レオン”ＮＬ17-1281856 ＢP ♂ キース・ボスア作                 

同腹／89)参照 

父)レオン ＮＬ08-1549024 Ｋ．ボスア作 スーパー種鳩 直仔／超銘鳩フェンナ ロワイエ 5,821 羽中優

勝、15,749 羽中最高分速優、メネン2,598 羽中優勝27,453 羽中最高分速（2 週連続）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 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、ノラ 

 オルレアン NPO5,503 羽中総合 3 位 孫／ジョーイ ブールジュ NPO10,321 羽中総合優勝、ナントイル

NPO7,763羽中総合12位 

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NPONPONPONPOＮＮＮＮ9,3379,3379,3379,337羽中総合優勝、ミンダーハウト羽中総合優勝、ミンダーハウト羽中総合優勝、ミンダーハウト羽中総合優勝、ミンダーハウト1,4901,4901,4901,490    

羽中優勝、デュッフェル羽中優勝、デュッフェル羽中優勝、デュッフェル羽中優勝、デュッフェル1,4731,4731,4731,473羽中優勝、ブールジュ羽中優勝、ブールジュ羽中優勝、ブールジュ羽中優勝、ブールジュ177177177177羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝 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)クラウディア ＮＬ08-1549077 全姉／ノネチェ 直仔／ノラ オルレアンNPO5,503羽中総合3位 

祖父)タイム・アウト ＮＬ04-2062002  04040404年Ｎエース鳩若鳩第１位年Ｎエース鳩若鳩第１位年Ｎエース鳩若鳩第１位年Ｎエース鳩若鳩第１位    全姉妹／マギー全姉妹／マギー全姉妹／マギー全姉妹／マギー    ル・マンＮル・マンＮル・マンＮル・マンＮ99,10499,10499,10499,104    

    羽中総合２位、モスキート羽中総合２位、モスキート羽中総合２位、モスキート羽中総合２位、モスキート    ペロンヌＰペロンヌＰペロンヌＰペロンヌＰ21,72521,72521,72521,725羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝     ド・ベルス×トスカ 

祖母)ケルクダィフイェ ＮＬ03-5301440 ル・マンル・マンル・マンル・マン99,1099,1099,1099,104444羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝他 全姉妹／ペリー全姉妹／ペリー全姉妹／ペリー全姉妹／ペリー    ペロンヌペロンヌペロンヌペロンヌ    

6,3946,3946,3946,394羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同47,42447,42447,42447,424羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速    同腹／ド・カンニバール同腹／ド・カンニバール同腹／ド・カンニバール同腹／ド・カンニバール    

    

    

【78】“ドーター・トゥルク”ＮＬ17-1281859 ＢＣ ♀ キース・ボスア作                 

兄弟／90)参照 

父)トゥルク ＮＬ13-1243782 Ｋ.ボスア作翔 ナントィルＮ8,709羽中総合優勝、同21,853羽中最高分速 

祖父)ファヴォリー ＮＬ08-1548922 Ｋ.ボスア作翔 サンカンタンサンカンタンサンカンタンサンカンタン456456456456羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同8,8518,8518,8518,851羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合5555位、位、位、位、    

    アブリスアブリスアブリスアブリス9,19,19,19,103030303羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合29292929位、エペルネイ位、エペルネイ位、エペルネイ位、エペルネイ5,9535,9535,9535,953羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合3333位位位位他 直仔／ポメチェ 2回優勝 

  ウィムピー×グローテ・セミ 

祖母)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 

ド・カンニバール(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))))××××ピーターチェ(優勝10 

回のスーパー・53娘)    

母)ニッキ ＮＬ15-1710550 Ｋ.ボスア作翔 ロワイエ5,821羽中2位、同15,749羽中同着第二分速 兄弟／

超銘鳩フェンナ、ヘリコプター、ジョンズ他CH多数 

祖父)レオン ＮＬ08-1549024 Ｋ．ボスア作 直仔／ヘリコプター直仔／ヘリコプター直仔／ヘリコプター直仔／ヘリコプター    ポメロイルポメロイルポメロイルポメロイル3,6353,6353,6353,635羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同32,22932,22932,22932,229    

    羽中最高分速、ナイフェル羽中最高分速、ナイフェル羽中最高分速、ナイフェル羽中最高分速、ナイフェル3,6353,6353,6353,635羽中優勝、デュッフェル羽中優勝、デュッフェル羽中優勝、デュッフェル羽中優勝、デュッフェル491491491491羽中優勝、クーパー羽中優勝、クーパー羽中優勝、クーパー羽中優勝、クーパー(10(10(10(10----937) 937) 937) 937) ナイフェナイフェナイフェナイフェ    

ルルルル1,0321,0321,0321,032羽中優勝、クライル羽中優勝、クライル羽中優勝、クライル羽中優勝、クライル591591591591羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、10101010----936 936 936 936 ナイフェルナイフェルナイフェルナイフェル1,7031,7031,7031,703羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同17,18317,18317,18317,183羽中最高羽中最高羽中最高羽中最高    

分速、分速、分速、分速、11111111----250 250 250 250 ペロンヌペロンヌペロンヌペロンヌ13,43813,43813,43813,438羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同32,36032,36032,36032,360羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速羽中最高分速    ブラウエ・レオ×シャトロー・ 

ダィフイェ （上記参照） 

祖母)ノネチェ ＮＬ08-1549173 ＢＷ Ｋ.ボスア作 直仔／ナイフェル直仔／ナイフェル直仔／ナイフェル直仔／ナイフェル1,7031,7031,7031,703羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同17,18317,18317,18317,183羽中最羽中最羽中最羽中最    

高分速、同高分速、同高分速、同高分速、同1,0321,0321,0321,032羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同羽中優勝、同3,7383,7383,7383,738羽中優勝、クライル羽中優勝、クライル羽中優勝、クライル羽中優勝、クライル591591591591羽中優勝、ポメロイル羽中優勝、ポメロイル羽中優勝、ポメロイル羽中優勝、ポメロイル3,6353,6353,6353,635羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、羽中優勝、    

同同同同3,2293,2293,2293,229羽中最高分速、デュッフェル羽中最高分速、デュッフェル羽中最高分速、デュッフェル羽中最高分速、デュッフェル491491491491羽中優勝、ペロンヌ羽中優勝、ペロンヌ羽中優勝、ペロンヌ羽中優勝、ペロンヌ13,43813,43813,43813,438羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同羽中総合優勝、同32,36032,36032,36032,360羽中最羽中最羽中最羽中最    

高分速高分速高分速高分速    タイム・アウト×ケルクダィフイェ 

 

 

【79】“ゾーン・ジョーイ” ＮＬ17-1281831 Ｂ ♂ キース・ボスア作   



父)ジョーイ ＮＬ15-1710637 Ｋ.ボスア作翔 ブールジュNPO10,321羽中総合優勝、ナントイルNPO7,763羽

中総合12位 17年長距離Ｎエース鳩第4位 

祖父)チャーリー Ｚ12-3039213 Ｋ.ボスア作翔 シャトローＮゾーンシャトローＮゾーンシャトローＮゾーンシャトローＮゾーン4,1074,1074,1074,107羽中羽中羽中羽中2222位位位位    14141414年年年年GHFGHFGHFGHFＮエースＮエースＮエースＮエース    

鳩鳩鳩鳩1111位位位位        ギルバート・フィリッペ×ルク・クリスチャーンス 

祖母)コンチータ ＮＬ13-1243779 ＢＷ Ｋ.ボスア作翔 ナントィルナントィルナントィルナントィル1,6031,6031,6031,603羽中羽中羽中羽中2222位、ペロンヌ位、ペロンヌ位、ペロンヌ位、ペロンヌ5,0595,0595,0595,059羽羽羽羽    

中中中中2222位位位位    スーパーペア、スーパーペア、スーパーペア、スーパーペア、レオン×ノネチェレオン×ノネチェレオン×ノネチェレオン×ノネチェ    

母)マクシー ＮＬ15-1710524 Ｋ.ボスア作翔 ポン・サン・マクサンス12,189 羽中総合優勝、同34,093 羽

中最高分速 

祖父)ラッキー ＮＬ12-1623760 Ｋ．ボスア作 半兄弟／モレノ ツールＮ13,664羽中総合優勝 オー 

ト・ウィナー×ノラ 

祖母)クエンタ ＮＬ13-3160027 兄弟／ウルトラ・ボーイ ポアチエＮ13,813羽中総合2位 

 

 

【80】ＮＬ17-128131 ♂ キース・ボスア作   

父)ラッキー ＮＬ12-1623760 Ｋ．ボスア作 半兄弟／モレノ半兄弟／モレノ半兄弟／モレノ半兄弟／モレノ    ツールＮツールＮツールＮツールＮ13,66413,66413,66413,664羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝  

祖父)オート・ウィナー ＮＬ09-1195372 Ｋ.ボスア作翔 アブリス18,991羽中総合4位、ペロンヌ2,485 

羽中3位 クライネ・フィーゴ×パニーニ 

祖母)ノラ ＮＬ09-1195400 Ｋ.ボスア作翔 オルレアンオルレアンオルレアンオルレアンNPO5,503NPO5,503NPO5,503NPO5,503羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合3333位、メーネン位、メーネン位、メーネン位、メーネン511511511511羽中優羽中優羽中優羽中優    

勝勝勝勝 レオン×クラウディア 

母)ピンダ Ｂ13-3160028 ＢＣ クリス・デバッカー作 

 祖父)クエンティン Ｂ07-3101889 ツールＰ1,970羽中優勝 同Ｐ2,394羽中5位 クライネ・ブラッキー 

  ×ネリカ(エリック・フェルマンダー) 

 祖母)ピーナツ Ｂ06-3145092 ニック×ナターチャ 

 

 

【81】“ニケの同腹” Ｂ16-6128507 Ｂ ♀ リック・ヘルマンス作翔 ブールジュＮ28,078 羽中総合66 位、

同Ｎ20,759羽中総合432位、アルジャントンＮ19,592羽中総合183位他上位入賞多数 同腹／ニケ16年ブ

ールジュ若鳩Ｎ28,078羽中総合優勝、兄弟／16-507 同Ｎ総合66位、アルジャントンＮ19,592羽中総合183位 

父)クライネ・コープマンＮＬ14-1462354 Ｇ.コープマン作 異父兄弟／センスNPO6,386羽中総合3位、ブ

ロイルNPO4,564 羽中総合6 位、セザンヌNPO9,806 羽中総合19 位他で、NPO 当日長距離エース鳩第15

位、15 年ブダペスト・オリンピアード中距離第 2 位 デン・リンズ・ファヴォリー×超銘鳩アンネリーデン・リンズ・ファヴォリー×超銘鳩アンネリーデン・リンズ・ファヴォリー×超銘鳩アンネリーデン・リンズ・ファヴォリー×超銘鳩アンネリー

ズの近親ズの近親ズの近親ズの近親    

 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 

母)アテナ Ｂ10-6284987 Ｂ 10 年２Ｎレース最優秀若鳩第３位 ラ・スーテレーヌ601Ｋ681 羽中優勝、 

同Ｎ17,017 羽中総合12 位、グレＮ596Ｋ13,885 羽中総合12 位、11年ドールダン376Ｋ2,974羽中優 

勝、同5,205羽中最高分速 アルジャントン564Ｋ400羽中優勝、同Ｎ19,782羽中総合18位 ラ・シ 

ャルテ552Ｋ479羽中優勝、同Ｎ21,189羽中総合33位 

祖父)基礎鳩ヤールリング・ドンダースティーン Ｂ98-6522539 Ｄ.＆Ｌ.ファンダィク作 ドンダーステ 

ィーン×ドールダンケ 

 祖母)バブルスの娘 ＮＬ08-1537990 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク父子作  

 

 

【82】“ドーター・カウ・ガール” Ｂ17-6129588 Ｂ ♀ リック・ヘルマンス作 

父)ビューティ・92 Ｂ16-6128792 ヘルマンス＝フクストラ作 兄弟／兄弟／兄弟／兄弟／16161616----527 527 527 527 ブールジュブールジュブールジュブールジュ8,9898,9898,9898,989羽中羽中羽中羽中37373737位、位、位、位、    

同同同同7,3647,3647,3647,364羽中羽中羽中羽中75757575位、アルジャントン位、アルジャントン位、アルジャントン位、アルジャントン7,3327,3327,3327,332羽中羽中羽中羽中188188188188位他位他位他位他    

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

 祖母)プロパー・アテナ・303 B15-6063303 プロパー×アテナプロパー×アテナプロパー×アテナプロパー×アテナ 



母)超銘鳩カウ・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羽中優勝 同Ｎ7,358羽中総合8位、ブールジュ494羽中2位 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 

 

 

【83】“ドーター・フレンドシップ” Ｂ17-6129379 ＢＷ  ♂  リック・ヘルマンス作 

父)カウ・ボーイ・05 Ｂ15--6063305 リック・ヘルマンス作翔 アルジャントンＮ11,223 羽中総合15 位、、、、    

スープスープスープスープ2,0312,0312,0312,031羽中羽中羽中羽中11111111位他位他位他位他    兄弟／ブールジュＮ兄弟／ブールジュＮ兄弟／ブールジュＮ兄弟／ブールジュＮ28,07828,07828,07828,078羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合35353535位、ツールＮ位、ツールＮ位、ツールＮ位、ツールＮ24,09724,09724,09724,097羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合99999999位位位位    

他他他他    

祖父)ド・シャトロー ＮＬ12-1537573 ジャイダーヴァイク兄弟作翔 シャトローシャトローシャトローシャトローNPO605NPO605NPO605NPO605ＫＫＫＫ2,3002,3002,3002,300羽中優羽中優羽中優羽中優    

    勝勝勝勝 スネーウマン×ムーダー・シャトロー 

祖母)超銘鳩カウ・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 羽中優勝 同Ｎ7,358 羽中総合8 位、ブールジュ494 羽中2 位 同

Ｎ17,061 羽中総合68 位、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 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) 

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 14141414年スープ年スープ年スープ年スープ    

2,1272,1272,1272,127羽中羽中羽中羽中5555位、ノワイヨン位、ノワイヨン位、ノワイヨン位、ノワイヨン3333,205,205,205,205羽中羽中羽中羽中32323232位、ツールＮ位、ツールＮ位、ツールＮ位、ツールＮ24,09724,09724,09724,097羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合738738738738位他２回入賞位他２回入賞位他２回入賞位他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、ノワイヨンノワイヨンノワイヨンノワイヨン1,7991,7991,7991,799羽中羽中羽中羽中5555位他数回入賞位他数回入賞位他数回入賞位他数回入賞 

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  

 

 

【84】“ゾーン・ゴディバ” Ｂ16-6128924 ＤＣ  ♂  リック・ヘルマンス作 

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Ｎ11,223 羽中総合28 位、 

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 羽中総合5 位、同125 羽中優勝、同Ｎ4,782 羽中総合27 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 羽中総合18 位、同Ｎ9,228 羽 

中総合56 位、ブールジュＮ7,479 羽中総合28 位、同Ｎ9,256 羽中総合59 位、モンリュソンＮ19,298 羽

中総合31 位、同Ｎ9,462 羽中総合63 位、ラ・スーテレーヌＮ9,136 羽中総合35 位他  16 年KBDB 大 

中距離Ｎエース鳩第2 位、5Ｎレース最優秀成鳩第1 位、17 年オリンピアード成鳩代表第1 位  

祖父)ブロア・エル・タイド Ｂ08-6346256 ウィリアム・ロイテン作 直仔／ブールジュＮ直仔／ブールジュＮ直仔／ブールジュＮ直仔／ブールジュＮ22,66322,66322,66322,663羽中羽中羽中羽中    



    総合総合総合総合6666位グレＮ位グレＮ位グレＮ位グレＮ16,98816,98816,98816,988羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合31313131位位位位    フロール・フロール・フロール・フロール・600600600600×ラーチェ×ラーチェ×ラーチェ×ラーチェ    兄弟／エル・タイド兄弟／エル・タイド兄弟／エル・タイド兄弟／エル・タイド    FCIFCIFCIFCI委託委託委託委託世世世世

界選手権第界選手権第界選手権第界選手権第1111位位位位    全姉妹の直仔／超銘鳩カウ・ガール全姉妹の直仔／超銘鳩カウ・ガール全姉妹の直仔／超銘鳩カウ・ガール全姉妹の直仔／超銘鳩カウ・ガール    11111111年年年年オリンピアード代表オリンピアード代表オリンピアード代表オリンピアード代表1111才鳩第才鳩第才鳩第才鳩第1111位位位位    

 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・デン・デン・デン・11111111×ヘット・ブラウケ×ヘット・ブラウケ×ヘット・ブラウケ×ヘット・ブラウケ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


