
創刊以来 13０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開催します。 

本オークションは現在最強レヴェルのベルギー、オランダ、ドイツの２１鳩舎が、それぞれの最高鳩の直仔を８羽

ずつ厳選して参加します。現代最強鳩舎のプライドをかけて、鳩のクオリティを生のオークションで競うのです。 

ジノ・クリケの初参戦も決まり、２日間で２１鳩舎、計１６８羽の鳩がホテル会場で競売にかけられます。 

 今年、来る 11 月３、４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、昨年に引き続き、現地に赴き競りに参加する予定です。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。 

 
 ●指値締切 本年11月 2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13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。 

●落札鳩は検疫後、輸入し１１月末日本到着後、ゆうパック又は ANAかＪＡＬの航空貨物便にてお送り致します。 

 

 
 

 

競売鳩の指値ご依頼等お問い合わせ 

チャンピオン商事株式会社 
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【第１日目 11 月 3 日土曜日】 
 

 

 

 

 

【1】“ドリーム・ベイビー” Ｂ18-4233399 ＤＣＷ デスメイター＝レスチアン作  ※18年夢の交配 

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

合優勝(36.7度の高温下、２位を25分引き離す) アジャンＮ総合75位 

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

祖母)ヨーストの娘 Ｂ03-4456321  デスメイター＝レスチアン作 

母)フロールケ Ｂ16-4139838 Ｂ デスメイター＝レスチアン作翔 18年バルセロナＩＮ15,707羽中総合 

 ２位、同雌の部優勝 

祖父)ソン・グラン・クリュ Ｂ09-4051348 ＤＣ  デスメイター＝レスチアン作  

祖母)ワンダー・レディ Ｂ14-4270934 Ｂ デスメイター＝レスチアン作 ペルサップ×640・シスター・ 

ヨースト 

 

 

【2】Ｂ18-4051786 ＤＣ ♀  デスメイター＝レスチアン作 異父兄弟／カオールＰ優勝、ナルボンヌ

Ｎ総合9 位 

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

祖父)グラン・クリュ Ｂ05-4285531 ＤＣ ボルドー国際レース１才鳩優勝 最高種鳩 直仔／欧州杯エ 

ース鳩第2 位、孫／ペルピニャンＩＮ雌の部優勝、バルセロナＩＮ雌の部優勝 

祖母)スーパー・ヘルマンの母 Ｂ02-3060819 兄弟／カオールＮ総合優勝 直仔／Ｐ長距離エース鳩第2 

位、スーヤックＮ総合4 位 

 

 



【3】Ｂ18-4220190 Ｂ ♂  デスメイター＝レスチアン作 異父兄弟／18年バルセロナＩＮ雌の部優勝 

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  

祖父)Ｂ04-3002584 Ｓ Ｅ.デフォス作 ディディ・ジュニア×フローリーⅡ 

祖母)Ｂ02-3003060 

母)ワンダー・レディ Ｂ14-4270934 Ｂ   デスメイター＝レスチアン作 ヨーストの近親 

 祖父)ペルサップ Ｂ03-4456322 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 ヨースト×ヨーストの母同腹 

祖母)640・シスター・ヨースト Ｂ03-4247640  デスメイター＝レスチアン作 兄／ヨースト ペルピニ 

ャンＩＮ総合優勝 ド・95・フェルフィッシュ×スーパー・23・エルネスト 

 

 

【4】Ｂ18-4220192 ＤＣ ♂  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 

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 03年ペル 

ピニャンＩＮ1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 

ルドーＩＮ1才鳩の部優勝)×レディ・フィンス(サンバンサンＮ1才鳩優勝) 

母)ジタンの娘  Ｂ13-4267885 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 異父姉／ペギー 超長距離Ｎエース鳩 

第１位 孫／16年KBDB超長距離Ｎエース鳩第7位、第8位 

祖父)ジタン Ｂ07-4335449 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 スーパー種鳩 ナルボンヌ1×ペル 

ピニャン・キングの近親 

 祖母)ローステ・デフェルス ＤＶ05332-03-58 ＲＣ ウルリッヒ・デフェルス作 直仔／国際超長距離 

  エース鳩第１位 

 

 

 

【5】“ゴールド・レディ・ハリー” ＮＬ14-1208801 ＢＣ ♀ ヤン・ホーイマンス作  

※今は亡き超銘鳩ハリーの直仔最後のチャンス 

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(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)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 コープマン作のダーキー×00-178 スーパー種鳩 



祖母)アレクシア ＮＬ10-1864544 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作翔 DNA鑑定付 シャトローNPO5,620羽 

中総合優勝、サルブリNPO7,599羽中総合40位 兄弟／超銘鳩ハリー他  ブロアＮ546Ｋ5,653羽中 

総合優勝、3位、同37,728羽中最高分速 シャトローＮ611Ｋ5,979羽中総合優勝、同22,340羽中最高 

分速 シャトードゥン500ＫNU21,520羽中総合3位、モルリンコートP20,920羽中総合19位、シャ 

トローNPO5,496羽中総合21位、同NPO4,260羽中総合5位、同NPO4,604羽中総合4位、同NPO5,979 

羽中総合10位、ブロアＮ4,829羽中総合2位、サルブリNPO7,599羽中総合2位、ブールジュNPO7,299 

羽中総合6位他 WHZB長距離Ｎエース鳩第1位他エース鳩第1位  ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ 

 

 

【6】“ハリー・ダブル” ＮＬ18-5002818 Ｂ ♂ ヤン・ホーイマンス作 

父)ハリー・ディルクイェ ＮＬ14-1209422 Ｂ ヤン・ホーイマンス作 超銘鳩ハリー×ハリーの母 

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)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)ドーター・ハリー ＮＬ13-1394976  ＢＣ ヤン・ホーイマンス作 

 祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 上記参照 

 祖母)フェムケ ＮＬ07-2007850 Ｂ    ブールジュNPO7,356 羽中総合優勝、センス8,443羽中総合17位、 

サルブリ5,989羽中総合49位、同6,971羽中総合61位、同5,008羽中総合61位、ナントィル14,308 

羽中総合149位他 兄弟／ル・マン10,245羽中総合20位、ツール6,238羽中総合40位、ブールジ

ュ6,048羽中総合52位他 マリオ×スター・オーホ・66  

 

 

【7】“ミス・ハリー・トタール” ＮＬ18-5002763 ＢＣ ♀ ヤン・ホーイマンス作  

※超銘鳩ハリー４重近親 

父)アレックス・ハリー ＮＬ13-1394850 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作 直仔／シャトードゥンNPO総合8位    

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

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

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

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

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

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

ュNPO7,299羽中総合6位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ 

祖母)アレクシア ＮＬ10-1864544 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作翔 DNA鑑定付 シャトローNPO5,620羽 

中総合優勝、サルブリNPO7,599羽中総合40位 兄弟／超銘鳩ハリー他  ブロアＮ546Ｋ5,653羽中 

総合優勝、3位、同37,728羽中最高分速 シャトローＮ611Ｋ5,979羽中総合優勝、同22,340羽中最高 

分速 シャトードゥン500ＫNU21,520羽中総合3位、モルリンコートP20,920羽中総合19位、シャ 

トローNPO5,496羽中総合21位、同NPO4,260羽中総合5位、同NPO4,604羽中総合4位、同NPO5,979 

羽中総合10位、ブロアＮ4,829羽中総合2位、サルブリNPO7,599羽中総合2位、ブールジュNPO7,299 

羽中総合6位他 WHZB長距離Ｎエース鳩第1位他エース鳩第1位  ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ 

母)ドーター・ハリー ＮＬ15-1850281  ＢＣ  Ｊ.ホーイマンス作 



 祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 上記参照 

 祖母)システー・ビューティー・ハリー ＮＬ12-1783886 超銘鳩ハリー×ビューティ・576 

 

 

【8】“ドーター・ハリー・ジュニア” ＮＬ18-5002873 ＢＣ ♀ ヤン・ホーイマンス作 

父)ハリー・ジュニア ＮＬ16-1663140  Ｂ Ｊ.ホーイマンス作 直仔／アッセ8,257 羽中総合優勝、ブー 

ルジュＮ16,658 羽中総合4 位 ニールグニースＰ6,938 羽中総合4 位 

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

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

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

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

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

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

ュNPO7,299羽中総合6位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ 

 祖母)ステレイエ 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羽中優勝、 

        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455455455455羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝    両親バース作 フローム150×リヒテ・スーパーチェ 

母)ドーター・ハリー ＮＬ16-1663533 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作  兄弟／ポン・サン・マクサンス1,284 

羽中優勝、トロイNPO1,720 羽中総合2 位、同NPO6,372 羽中総合6 位 

 祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 上記参照 

 祖母)ニュー・ステレイエ ＮＬ13-1411487 Ｃ.ファンデヴェーテリング作 フローム150娘 

 

 

 

【9】Ｂ16-3141333 Ｂ ♂ ルク＆ヒルデ・シウン作 

父)アポロ・ジュニア ＮＬ11-1742472 ウィレム・ドブルイン作 直仔／アレクシア 14 年ポアチエＮ 

14,094 羽中総合9 位、15 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 ＮＬ01-1892694 Ｗ.ドブルイン作 直仔／優勝多数 

 祖母)ロザリンド ＮＬ08-1543464 オランダＮ最優秀雌鳩第3位 ペタッキ×ファヴォリー 

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 

 

 

【10】Ｂ16-3103703 Ｂ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作  ※同腹158)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Ｐ6,428羽中総合5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)アヌークＢ12-3142054 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 418 羽中優勝、ポアチエＮ13,135 羽中総合4 位、シャト 

ローＮゾーン4,107羽中9位、ツールＰ6,400羽中総合7位、、、、ラ・スーテレーヌＮ11,236羽中総合69位他 

祖父)ビッグ・タイム Ｂ11-6244606 リック・ヘルマンス作 リックのアテナの弟×ティンカーベル 

祖母)ビッグ・バブルズ ＮＬ11-1742824 Ｗ.ドブルイン作 セルジオ×ミネルヴァ 

 

 

【11】Ｂ18-3130942 ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作  ※同腹159)参照 

父)ウィリー Ｂ13-3138155 ルク＆ヒルデ・シウン作 直仔／Ｂ16-3103715 アルジャントン1,195羽中2 



位、同1,545羽中5位、シャトロー880羽中3位(何れもＮゾーン成績) 

祖父)スピデイ ＮＬ11-1742464 Ｗ.ドブルイン作 直仔／ウィレミナ 14年ポアチエＮ総合優勝 

 祖母)ケイト ＮＬ11-1742471 Ｗ.ドブルイン作 同腹／エクスプロシーフ タイタン×フェアリーテール 

母)ジェシー Ｂ16-3103792 ルク＆ヒルデ・シウン作翔 アルジャントンＰ1,794 羽中優勝、同Ｎ11,623 

羽中総合4 位、シャトロー1,856 羽中優勝、同Ｎ18,799 羽中総合58 位、同ＮⅡ8,640 羽中総合21 位、 

ブールジュＮ20,397 羽中総合61 位、クレルモンＰ7,364 羽中総合10 位、同Ｐ9,824 羽中総合28 位、同

Ｐ13,358 羽中総合30 位、ポントワーズＰ6,144 羽中総合18 位他で、KBDB 大中距離３Ｎエース鳩最優

秀鳩1 位 同Ｎエース鳩第8 位 同腹／ステフィ ブールジュＮ20,284 羽中総合22 位、 

 祖父)ナイロ Ｂ15-3058337 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 15年ラ・スーテレーヌＮ532Ｋ9,760羽中総合優勝 同 

12,308羽中最高分速、直仔／ブリオンヌＰ6,428羽中総合5位他 リゴベルト×エミ 

 祖母)アヌーク Ｂ12-3142054 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 418 羽中優勝、ポアチエＮ13,135 羽中総合4 位、 

シャトローＮゾーン4,107羽中9位、ツールＰ6,400羽中総合7位、ラ・スーテレーヌＮ11,236羽中総 

合69位他 ビッグ・タイム×ビッグ・バブルズ 

 

 

【12】Ｂ17-3070255 Ｂ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作 ※同腹160)参照 

父)Ｂ15-3058500 ルク＆ヒルデ・シウン作  

祖父)トップ・ブリーダー Ｂ06-3113193 ルク＆ヒルデ・シウン作 ジョン・ブルネール所有 直仔／ 

リブルヌＮ総合優勝、アジャンＮ総合2 位、ペルピニャンＮ総合6 位、ポーＮ総合6、11、183 位、 

サンバンサンＮ総合10 位 イル・グリオの甥  

 祖母)コロネルの妹 Ｂ09-3065848 ジョルジュ・ボレ作 直仔／ヨアヒム カオールＮ8,348 羽中総合13 

位、スーヤックＮ5,282 羽中総合52 位、リモージュＮ14,271 羽中総合135 位他、サガン ボルドー 

ＩＮ11,444 羽中総合7 位他 

母)ガボ Ｂ14-3034076 ルク＆ヒルデ・シウン作翔 リモージュＮ15,789 羽中総合27 位、同Ｎ14,922 羽 

中総合33 位、同Ｎ6,372 羽中総合44 位、同Ｎ9,149 羽中総合85 位、同Ｎ7,274羽中総合127位、同Ｎ 

13,493羽中総合164位、チュールＮ4,169羽中総合48位、ツールＰ4,939羽中総合55位他Ｎ上位入賞多数 

 祖父)Ｂ13-3056187 Ｇ.ファンデンアベール作 超銘鳩ブリクセン直仔×超銘鳩ハリー直娘 

 祖母)Ｂ12-3161995  ジョルジュ・ボレ作 ズンバ(バルセロナＩＮ25,750 羽中総合25 位、ペルピニャン

ＩＮ15,756 羽中総合57 位で超長距離Ｎエース鳩第3 位)×コロネルの妹 

 

 

 

 

 

【13】ＮＬ18-5167261 ＬＢＣ ♀ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作  

父)ヴォルケーノ ＮＬ14-1059635 ＢＣＷ フェルケルク父子作翔    15年シャトローＮ37,571羽中総合5 

位、16年同Ｎ47,539羽中総合2位他 

祖父)グーフィ ＮＬ09-1186402 ＬＢＣＷ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 パヴァロッティ×オプラー(ハル 

キーズ5,948羽中総合優勝) 

  祖母)フェンディ ＮＬ13-1654741 Ｃ.＆.コープマン作 マジックマン×パーフェクト・ドリーム    

母)ワンダー・ウーマン ＮＬ14-1059638 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 シャトローＮ47,539羽中総 

合23位、同14,602羽中総合19位、ブールジュ9,742羽中総合3位、同13,431羽中総合8位、ポン・サ 

ン・マクサンス6,984羽中総合23位、同13,116羽中総合71位他でオールラウンドＮエース鳩第１位 

 祖父)パーティ・アニマル ＮＬ04-2050343 ＫＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 メーネン5,390羽中総合

優勝、シャンティー16,824 羽中総合4 位、同6,762 羽中総合5 位他若鳩Ｎエース鳩第20 位 オリンピ

ック・サヴァイバー×インチュイーション    

 祖母)スニップ ＮＬ07-1817924 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 アルジャントンアルジャントンアルジャントンアルジャントン6,5956,5956,5956,595羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合40404040位位位位他 

 オリンピック・ソニョ×シャンタル 



 

 

【14】ＮＬ18-5167266 Ｂ ♂ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作 

父)オリンピック・ファイアー・アイズ ＮＬ14-1059627 ＬＢＣ フェルケルク父子作翔    17年ベルギー・ 

オリンピアード代表 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／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・アモレー 

母)ティンカーベル ＮＬ13-1239479 Ｂ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作翔 モー17,204 羽中総合優勝、同32,917 

羽中最高分速、ブールジュ4,961 羽中総合3 位、ペロンヌ19,537 羽中総合21 位他でオリンピアード第 

５位 

 祖父)キャプテン・フック ＮＬ10-1682215 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 センス6,492羽中総合 

5位、ヴィエルゾン10,571羽中総合27位、ニヴェユ6,366羽中総合20位、ツール11,759羽中総合71 

位他 ロヌンベル×バブルズ    

 祖母)ブリジェット ＮＬ07-1817921 両親共Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔  ペロンヌ4,876羽中3位他  

 

 

【15】ＮＬ18-5167267 ＬＢＣ ♂ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作 

父)イコール・ファースト ＮＬ15-1706301 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔    ルフェック NPO3,780 羽中同着 2

位 

  祖父)キャプテン・フック ＮＬ10-1682215 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 セセセセンス6,492羽中総合 

5位、ヴィエルゾン10,571羽中総合27位、ニヴェユ6,366羽中総合20位、ツール11,759羽中総合71 

位他    ロヌンベル×バブルズ    

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・アモレー(コープマン) 

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2,543

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 

 

 

【16】ＮＬ18-5167254 Ｂ ♀ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作 半姉妹／シャトローNPO3,769 羽中総合優勝 

父)ニュー・センセーション ＮＬ10-1682199 Ｂ フェルケルク父子作翔    10年の最高遅生まれ若鳩 直仔 

／オリンピック・ソフィー ストロームベーク5,108羽中11位、ツール10,490羽中総合56位    

祖父)スヴェン ＮＬ07-1817846 ＬＢＣ フェルケルク父子作翔    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6,5956,5956,5956,595羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合4444位、位、位、位、    

 ポメロイル2,194羽中4位、ブールジュ8,548羽中総合16位他 オリンピック・サヴァイバー×オプラー 

祖母)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、ミラクル他 マジックマン×アモーレ  

母)プリンセス ＮＬ15-1706407 Ｂ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作翔 アルジャントンNPO7,374羽中総合3位、 



ブールジュ NPO13,431 羽中総合 31 位、シャトローNPO14,602 羽中総合 69 位、キェブラン 4,971 羽中

21 位、ルフェックNPO3,780 羽中総合26 位で、EFS 長距離Ｎエース鳩第１位  

 祖父)コンピューター・ジョン ＮＬ12-1530469 Ｊ.ファンラール父子作翔 マンテス・ラ・ジョリー 

  6,571羽中総合9位、デュッフェル711羽中7位 グリューン×Ｗ.ドブルイン 

 祖母)モナ・リザ ＮＬ12-1619135 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ナントィル13,199 羽中総合7 位、同 

7,043 羽中総合5位、ペロンヌ11,269羽中総合22位、シャトロー11,572羽中総合38位他 

 

 

 

 

 

【17】Ｂ16-3144177 ＤＣ ♂ ジノ・クリケ作 兄姉／ゴールデン・デヴィル シャトローＮ13,098羽中

総合優勝 イダ KBDB１才鳩長距離Ｎエース鳩２位の母 

父)ジャスト・アルジャントン・ボーイ Ｂ13-3160537 Ｂ Ｇ.クリケ作翔 ブリーブＮ5,951 羽中総合59 

位、リモージュＮ6,492羽中総合82位、クレルモンＰ8,607羽中総合16位、ブールジュ123羽中優勝他 

兄弟／アルジャントン・ボーイ ブールジュＮ9,781羽中総合4位、同Ｎ10,906羽中装具尾14位、アルジ 

ャントンＰ5,251羽中総合2位他で、KBDBＰエース鳩第3位  

祖父)トビアス Ｂ06-3004383 ＢＷ Ｇ.クリケ作 異母兄弟／ピラート Ｎエース鳩第3 位 ローベル 

ト×エヴァ 

祖母)ジェニー Ｂ06-3131096 Ｂ Ｇ.クリケ作 孫／ブールジュＮ41,783 羽中総合2 位 703×977  

母)イダ Ｂ15-3050622 ＢＣ Ｇ.クリケ作翔 シャトードゥンＰ4,579羽中総合4位 同Ｐ2,597羽中総合

7 位、ツールＰ6,083 羽中総合13 位、シャトロー247 羽中優勝、同Ｐ1,902 羽中26 位 

祖父)スーパー・ボルトの同腹 Ｂ10-3086721 ＢＣ Ｇ.クリケ作  クレルモンＰ8,347 羽中総合5 位、 

同Ｐ6,939 羽中総合14 位、アブリスＰ6,185 羽中総合29 位他 同腹／スーパー・ボルト アブリス 

Ｐ5,760 羽中総合優勝、クレルモンＰ10,259 羽中総合4 位 クールス×エヴァの姉妹 

祖母)ガビー・リファンド・ブリクセン Ｂ13-3056225 Ｇ.クリケ作 純Ｇ.ファンデンアベール 

 

 

【18】Ｂ18-3128875 Ｂ ♀ ジノ・クリケ作  ゴールデン・プリンス近親孫 

父)ソン・ゴールデン・プリンス・549 Ｂ17-3061540 ＢＣ Ｇ.クリケ作 

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

Ｎ5,731 羽中4 位、リモージュＮ6,907 羽中14 位で、KBDB 長距離Ｎエース鳩第１位 360,000ユーロ 

でトレード グッチ・プリンス×ティナ 

祖母)ソニア Ｂ16-3107375 ＢＣ ジノ・クリケ作 

母)ドーター・ゴールデン・プリンス・074 Ｂ16-3107074 Ｂ ジノ・クリケ作 

祖父)ゴールデン・プリンス Ｂ13-3031767 Ｂ Ｇ.クリケ作翔 上記参照 

祖母)アルゲンティーナ Ｂ13-3031784 Ｂ ジノ・クリケ作翔 モンリュソンＮ19,298羽中総合7位、ポ 

アチエＳＮ14,095羽中総合50位、ツールＰ2,964羽中総合2位他でＰエース鳩第１位 

 

 

【19】“オール・ナショナル・418” Ｂ18-3003418 Ｂ ♂ ジノ・クリケ作 

父)ゴールデン・ルディ・348 Ｂ17-3135348 Ｂ Ｇ.クリケ作  

祖父)プリンス・ルディ Ｂ14-3028072 Ｇ.クリケ作翔 リモージュＮ14,575 羽中最高分速総合優勝    

祖母)ゴールデン・プリンセス Ｂ16-3107401 Ｂ Ｇ.クリケ作翔 17 年１才鳩長距離Ｎエース鳩第１位 

母)デヴィル・ガブリエラ・763 Ｂ17-3061763 ＢＣ Ｇ.クリケ作 

祖父)デヴィル・プリンス Ｂ13-3031911 Ｇ.クリケ作 モンリュソンＮ19,298 羽中総合優勝し、126,000

ユーロで売却 孫／アルジャントンＮ16,000 余羽中総合2 位 直仔/KBDBＮエース鳩第11、 

13 位 スーパー・ガビー(81,000ユーロで譲渡)×ロベルティーナ 



祖母)ガブリエラ Ｂ15-3050570 ＢＷ Ｇ.クリケ作翔 アジャンＮ2,932 羽中総合優勝、同ＩＮ雌の部 

2,016 羽中優勝 ガビー・892×スパイダーマンの同腹 

 

 

【20】Ｂ18-3128936 Ｂ ♂ ジノ・クリケ作 

父)オール・ナショナル・327 Ｂ17-3135327 Ｂ Ｇ.クリケ作  

祖父)ダブル・ナショナル・144 Ｂ16-3144144 Ｂ ジノ・クリケ作 プリンス・ルディ(リモージュＮ 

14,575羽中最高分速総合優勝)×ガブリエラ（アジャンＮ2,932羽中総合優勝） 

祖母)オリンピック・デヴィル・プリンセス Ｂ16-3144141 Ｂ Ｇ.クリケ作 デヴィル・プリンス(モン 

リュソンＮ19,298羽中総合優勝)×オリンピック・プリンセス( ブールジュＮ45,730羽中最高分速総 

合優勝) 

母)オール・ナショナル・544 Ｂ17-3118554 Ｂ Ｇ.クリケ作 

祖父)オリンピック・150 Ｂ16-3142150 Ｂ Ｇ.クリケ作 デヴィル・プリンス(モンリュソンＮ19,298 

羽中総合優勝)×オリンピック・プリンセス( ブールジュＮ45,730羽中最高分速総合優勝) 

祖母)ダブル・ナショナル・143 Ｂ16-3144143 ＢＣ Ｇ.クリケ作 プリンス・ルディ(リモージュＮ 

14,575羽中最高分速総合優勝)×ガブリエラ(アジャンＮ2,932羽中総合優勝) 

 

 

 

【21】ＮＬ-381830164 ＢＣ ♀ コール・デハイデ作 

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 直仔/15 年バルセロナN 総合2 位、18 年同N 総合4 位 

祖父)ドン・ミッシェル ＮＬ96-9659671 ＢＣ ペペペペルピニャンＮ3 回入賞内5,479 羽中総合17 位、同Ｎ7,195 

羽中総合21 位他、同ＩＮ18,426 羽中総合41 位、同ＩＮ16,025羽中総合60位他、ダックスＮ3回入 

賞内3,755羽中総合39位、同Ｎ5,617羽中総合58位他 ダックス、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)ＮＬ16-3638404 ＤＣＷ ヨー・ファンシャインデル父子作 

 祖父)ゴールデン・ウィング Ｂ09-6370435 フランス・ブンゲニール作 バルセロナＩＮ総合9位のイ 

カルス×バルセロナＮ13,066羽中総合優勝のクィーン・トニー 

 祖母)Ｂ09-6369732 フランス・ブンゲニール作 バルセロナＩＮ総合9位のイカルス×同総合4位の 

  ペネロぺ 

 

 

【22】ＮＬ18-3830285 Ｂ ♂ コール・デハイデ作 

父)ＮＬ15-3526029 ＤＣ Ｃ.デハイデ作 種鳩 

 祖父)ＮＬ07-1928307 ＤＣ Ｃ.デハイデ作 バルセロナ・ダィフ孫×ルク・シウン作ブリュッヘマン近親 

祖母)ナオミ ＮＬ10-3054650 ＤＣＷ Ｃ．デハイデ作翔 バルセロナＩＮバルセロナＩＮバルセロナＩＮバルセロナＩＮ20,66920,66920,66920,669羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合6666位位位位    

母)ブルー・ドリーム ＮＬ12-3220448 Ｂ Ｃ．デハイデ作翔 15151515年バルセロナＩＮ年バルセロナＩＮ年バルセロナＩＮ年バルセロナＩＮ19,08919,08919,08919,089羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合4444位位位位 

祖父)ヨンゲ・ドン・ミッシェル ＮＬ08-3818593 ＢＣ Ｃ．デハイデ作翔 ペルピニャンＮ総合17位他 

 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  

 

 

【23】ＮＬ18-1179464 ＢＣ ♀ コール・デハイデ作 

父)クライネ・ブラウエ ＮＬ13-1330942 Ｂ Ｃ.デハイデ作翔 15年サンバンサンＮ15,918羽中最高分速総合 

 優勝、ベルジェラック3,675羽中総合84位  



祖父)ゾーン・ゲヤ ＮＬ06-0721332 Ｂ 種鳩 ダックスＮ3,600 羽中総合675位 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、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)ＮＬ12-3220585 ＤＷ 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)ＮＬ06-0721421 ＤＣ 両親共Ｃ.デハイデ作 ド・ペルピニャンの孫 基礎鳩クランパー近親 

 

 

【24】ＮＬ18-1179421 ＤＷ ♂ コール・デハイデ作 

父)ゾーン・ナディン ＮＬ16-1609763 ＢＣ Ｃ.デハイデ作 

祖父)ゾーン・ドン・ミッシェル ＮＬ14-1147292 ＤＣ Ｃ.デハイデ作 ドン・ミッシェル直仔 

 祖母)ナディン ＮＬ08-3813733 ＢＣ Ｃ.デハイデ作翔 バルセロナＮ総合34、37、267、737、1157 

  位 フラン・ヤンセン×Ｃ.デハイデ 

母)ＮＬ15-1793531 ＢＣ Ｃ.デハイデ作 

 祖父)ゾーン・ドン・ミッシェル ＮＬ09-3959107 ＢＣ Ｃ.デハイデ作 ドン・ミッシェル×ペルピニ 

ャン・ドィビン 直仔/バルセロナ、ペルピニャンN上位入賞多数 

祖母)ナオミ ＮＬ10-3054650 ＤＣＷ Ｃ．デハイデ作翔 バルセロナ385羽中優勝、同ＩＮ20,669羽中 

 総合6位、同566羽中優勝、同ＩＮ25,292羽中総合72位、ペルピニャンＮ雌の部2,181羽中21位、 

 同Ｎ5,616羽中総合107位、ボルドー572羽中51位他 ゾーン・ペルピニャン×シウン・ドィビン     

 

 

 

 

【25】Ｂ17-6148031 Ｂ ♀ エディー・ヤンセン作 

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 最高種鳩最高種鳩最高種鳩最高種鳩        

祖母)クライン・マルティーン Ｂ07-6364152 Ｅ．ヤンセンとの共同作出 

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 07 年オリンピアード第1 位    

祖母)ディ・カプリオ・751 Ｂ106297751 ディルク・ファンダィク作 ディ・カプリオ×カンニバール娘 

 

 

【26】Ｂ18-6085241 ♀ エディー・ヤンセン作  姉妹／スコーン・マダムケ 16-059 ブールジュ3,621

羽中 9 位他上位多数 ガイス 17-033 ブールジュ 347 羽中優勝、同Ｎ37,957 羽中総合 8 位、シャトロー

Ｎ18,499 羽中総合96 位他上位多数 他兄弟多数上位入賞    

父)スヌーカー Ｂ15-6092147 ダニー・ファンダィク作 

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

マルティーン 

 祖母)スーパー・53 の娘 ＮＬ13-1632624 アテマ共同鳩舎作 スーパー・53×ディ・カプリオ・751 

母)ナンス Ｂ15-6059382 バルト＆ナンス・ファンエッケル作 

 祖父)ガストン・ジュニア Ｂ08-6031121 Ｂ.＆Ｎ.ファンエッケル作翔 サルブリＰ優勝他上位多数 



 祖母)ヴィッティ Ｂ10-6143155 ゲーリンクス作 リモージュＮ11,869 羽中総合優勝×シャトローＮ 

  17,109 羽中総合2 位 

 

 

【27】Ｂ17-6258900 Ｂ ♂ エディー・ヤンセン作  姉妹／16-104 ノワイヨン1,092 羽中優勝、他上

位入賞鳩多数 

父)ゾーン・カノン Ｂ13-6215695 ダニー・ファンダィク作 

祖父)カノン Ｂ09-6323112  ドールダン1,245 羽中優勝、同1,938 羽中優勝、同1,962 羽中6 位、マル 

ネ3,040羽中優勝、10年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第1位、KBDB中距離若鳩Ｎエース鳩4位 

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

 羽中総合10位、アルジャントンＮ22,422羽中総合21位、同Ｎ4,123羽中総合36位、ブールジュＮ 

20,544羽中総合756位、ラ・スーテレーヌＮ17,017羽中総合765位他でＣＣ若鳩Ｎエース鳩第1位 

09-230 ブールジュＮ37,357羽中総合52位 09-657 アルジャントン優勝、同Ｎ23,921羽中総合105位 

 ブロア・マギー×ルシアナ 

母)ミス・100 Ｂ12-6140100 Ｅ.ヤンセン作 

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

  オ×ルナ(マルネ2,458羽中優勝、同Ｐ15,000羽中最高分速優勝) 

 祖母)基礎鳩アンナ Ｂ03-6086258 Ｄ.ファンダィク作 カンニバール×アブリス1,676羽中優勝 

 

 

【28】Ｂ18-6085272 ＢＣＷ ♀ エディー・ヤンセン作 兄弟／パワー・ガール、パワー・ボーイ ※姉妹142)

参照 

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 

 

 

【29】ＮＬ18-1158778 ＢＣ ♀ スヘーレ兄弟作 兄弟／ソニー・ボーイ 16年リモージュNPO総合優

勝、ルフェック NPO 総合 4 位、ソレン 16 年最優秀若鳩 チェリー(トミーの母)、15-880 シャトローＮ

11,922羽中総合23位 シェリル Ｐエース鳩オールラウンド部門第１位 

父)ソニー ＮＬ12-3254959 Ｂ 全兄弟／エース・ガール 12 年WHZB 長距離Ｎエース鳩第2 位、ポアチエ 

NPO2,183 羽中総合優勝、シャトローNPO3,846 羽中総合2 位、ラ・スーテレーヌNPO2,751 羽中総合 

2 位、ブールジュNPO4,847 羽中総合10 位 ピート 09 年若鳩Ｎエース鳩第6 位  

 祖父)スーパー・ボーイ ＮＬ02-0274336 直仔／マジック・ボーイ 長距離Ｎエース鳩第1位 

祖母)666 の娘 ＮＬ02-1713196 Ｂ 666(ヘンク・メリス)×ド・503(Ｒ．メリス) 

母)シェ ＮＬ13-1655026 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

 祖父)ＮＬ12-1077190 ＬＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ジェイソン×デイ・ドリーム 

 祖母)ザラ ＮＬ10-1109753 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 エルマーフェーン・ホープ×ヤング・ドリーム 

 

 

【30】“ソン・アルジャントン” ＮＬ18-1158734 ＢＷ ♂ 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)ベンジー ＮＬ17-3711244 ＢＣ スヘーレ兄弟作翔 ピティヴィエ4,738羽中総合6位、ペロンヌ7,507 

羽中総合28位他 

祖父)ベンジャミン ＮＬ15-3509890 ＢＣＷ スヘーレ兄弟作翔 ポン・サン・マクサンス388羽中優勝、 

 ロワイエ7,705羽中総合6位、ペロンヌ7,588羽中総合66位他 リヒテ・ディルク最後の直仔 

祖母)マリー ＮＬ14-3416391 Ｂ スヘーレ兄弟作 兄弟／ファスト・ボーイ  

 

 

【31】ＮＬ18-1158791 ＢＣ ♀ スヘーレ兄弟作 兄弟／セント 18-087 ギエンNPO2,166羽中総合優勝、

メルンNPO総合10、11位他で若鳩中距離Ｐエース鳩第１位 

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 

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)アシュレイ ＮＬ13-3310917 スヘーレ兄弟作翔  オルレアンＰ3,967 羽中総合優勝他 直仔／2,569 

羽中優勝 

祖父)スーパー・ディルク ＮＬ08-1621693 Ｂ スヘーレ兄弟作 兄弟／800 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 デミ Ｐエース鳩第1位 

10-372  ブレトイル1,719羽中優勝他 リヒテ・ディルク×スーパー・02 

祖母)ジャニー ＮＬ09-1375316 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作 直仔／アルジャントン アルジャントン 

NPO3,372 羽中総合優勝、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 位ルフェックNPO2,084 羽中総合11 位、ペロンヌ7,007 羽中3 位他 マリオ×ヤン・ホーイマンス 

    

    

【32】ＮＬ18-1158761 ♂ スヘーレ兄弟作 

父)アーロン ＮＬ13-1308186 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 

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 

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、 

ブールジュNPO4,847 羽中総合10 位 スーパー・ボーイ×666の娘  

母)ＮＬ13-1654893 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

祖父)ブルー・エナジー ＮＬ03-2324278 ロリス×イ・ミン(超銘鳩クライネ・ディルクの妹) 

祖母)ミス・ムックフック ＮＬ04-2013763 マライケ・フィンク作 兄弟／超銘鳩ファラ・ディバ、レー 

ザ 直仔／デイ・ドリーム アブリスNPO8,519 羽中総合優勝 

 

 

【33】Ｂ18-6015829 ＤＣ ♂ ジョス・フェルカメン作 

父)ムスタング Ｂ14-6175237 ホック・ジョス・フェルカメン作翔 シャトローＮ526Ｋ22,818 羽中総合優 

勝 同33,018 羽中最高分速 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)パンター・クィーン Ｂ15-6026021 ＤＣ Ｊ.フェルカメン作翔 アルジャントンＮゾーン5,133 羽中 

 83 位、同1,194 羽中49 位他  

祖父)ルカク Ｂ09-6249986 ＤＣ Ｊ.フェルカメン作 直仔／チュールＮゾーン3,448 羽中優勝 

祖母)ストロング・レディ Ｂ11-6282020 ＢＷ Ｊ.フェルカメン作翔 リモージュＮ675Ｋ17,731羽中 

総合95位、グレＮ590Ｋ2,656羽中40位 クライネ・スワ×ディヴァ 

 

 

【34】Ｂ18-6015789 ＤＣＷ ♀ ジョス・フェルカメン作 姉／18-077＋078 シャトローＮ526Ｋ17,281

羽中総合3、62位 

父)シルバー Ｂ16-6277216 ＢＣＷ Ｊ.フェルカメン作 異母姉妹／マイ・ガール ブールジュＮ19,736 

 羽中総合14位 

祖父)スパルタカス Ｂ12-6198049 Ｓ.マルテンス作翔 オルレアン413Ｋ1,111羽中優勝 ドールダン 

 371Ｋ1,245羽中優勝、同484羽中優勝他 

祖母)エマ Ｂ14-6175008 ＢＣＷ Ｊ.フェルカメン作 アルキス×シャキーラ  

母)ヌアン Ｂ15-6026396 ＤＣ Ｊ.フェルカメン作  

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

祖母)フィナ Ｂ13-6026169 ＢＣ Ｊ.フェルカメン作翔 シシシシャロン487Ｋ優勝、同ＳＮ1,821 羽中総合 

17 位、ドールダン1,810羽中13位 ウィノタイ×ニッサ  

 

 

【35】Ｂ18-6020482 ＤＣ ♀ ジョス・フェルカメン作 異母兄弟／ドン・ディエゴ 南アントワープ連

盟中距離若鳩エース鳩第１位他 

父)ゾロ Ｂ15-6026003 メルン310Ｋ1,288 羽中4 位、同1,464 羽中9 位、スープ357Ｋ1,351 羽中2 位、 

同1,595 羽中10 位の4 成績で、15 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 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)ムスタング・ベビー(旧ムスタング・レディ) Ｂ16-6032306 ＤＣ ホック・ジョス・フェルカメン作 半

姉妹／リリー アルジャントンＮ555Ｋ13,730 羽中総合3 位 ブラック・ドラゴン オーリャックＰ712

Ｋ727 羽中優勝、チュールＮ8,020 羽中総合64 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     

祖母)アリアナ Ｂ14-6175056 ＢＣ フェルカメン作翔 シャトローＮ526Ｋ25,710 羽中総合9 位、グレ 

Ｎ16,262 羽中総合16 位、モンリュソンＮ555Ｋ9,462 羽中総合67 位 サルゴ×ラ・バンバ 

 

 

【36】Ｂ18-6015773 ＤＣ ♂ ジョス・フェルカメン作 兄弟／ブールジュＮ479Ｋゾーン7,514羽中88

位、シャトローＮ526Ｋ17,281羽中総合120位 異母兄／イルケ シャトロー1,563羽中優勝、同Ｎ4,641羽

中総合2位他 

父)ヤング・ムスタング Ｂ15-6026285 ＤＣ Ｊ.フェルカメン作 

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

祖母)ミス・ユニバース Ｂ07-6221587 ＢＣ 孫／グスト ブールジュＮ477Ｋ5,9243羽中最高分速総合優 

勝他 ベッカム×レディ・デロレス 

母)ザーラ Ｂ15-6026038 ＤＣＷ Ｊ.フェルカメン作翔 ブールジュ377 羽中優勝、同Ｎ19,889 羽中総 

合18 位、シェブラン688 羽中優勝、アルジャントンＮ555Ｋ12,449 羽中総合47 位他 兄弟／ダナ モ 

ンリュソンＮ555Ｋ10,753 羽中総合13 位、スープ702 羽中優勝 



祖父)ルクシ Ｂ13-6026112 ＢＣ アルジャントンＮ4,498羽中総合81位 エレクトロ×グローリア 

祖母)エンジェル Ｂ09-6248545 ＤＣ フェルカメン作 バルコ×キティ 

 

 

 

 

【37】Ｂ18-6194395 ＤＣ ♂ 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 直系/N エース鳩１８羽、N総合優勝、総合シングル多数 

ショーネ・ファン・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  

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)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 全姉の仔/カノン 

 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 

    

    

【38】Ｂ18-6017260 ＢＷ ♂ ダニー・ファンダィク作 

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

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

コーゲルチェ KBDB中距離若鳩Ｎエース鳩第1位、 孫／同N 第7位   同腹／デン・11 KBDB中距離 

Ｎエース鳩第5位、直仔／コーゲルチェ KBDB中距離若鳩Ｎエース鳩第1位、 孫／同N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、ブールジュＮ20,544羽 

中総合756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 

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 

 ラ 

 

 

【39】Ｂ18-6017268 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 孫／１８年シャトローN 総合 

 優勝（クリス・クレルボー）、フィオナ11 年KBDB 中距離若鳩ース鳩第5 位、13 年ベルジアン・マスタ 

 －・エース鳩第1 位 

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

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

ルチェ 

母)Ｂ11-6332341 ファンダィク＝ヘルマンス共作 直仔／15-144 メルン1,779羽中2位、同2,552羽中 

 3位 孫／13-765 ベルジアン・マスター・エース鳩第１位 14-599 スープ1,548羽中優勝 

祖父)カノン Ｂ09-6323112  ドールダン1,245 羽中優勝、同1,938 羽中優勝、同1,962 羽中6 位、マル 

ネ3,040羽中優勝、10年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第1位、KBDB中距離若鳩Ｎエース鳩4位 

祖母)ビューティ・フライ Ｂ08-6297245 Ｂ ミール・ファンデンブランデン＝ヘルマンス作 Ｒ.ヘルマ 

ンス使翔    アルジャントン426 羽中優勝 同Ｎ25,583 羽中総合8 位、09 年同Ｎ21,095 羽中総合22 



位、ブールジュＮ22,476 羽中総合25 位、アルジャントンＮ5,763羽中総合383位、シャトローＮ 

17,109羽中総合633位、ブールジュＮ15,508羽中総合212位、同Ｎ10,906羽中総合452位、アルジ 

ャントンＰ1,064羽中総合24位、ノワイヨン1,389羽中優勝、ドールダン2,186羽中２位、エタンプ 

2,273羽中4位、同1,717羽中９位、ピティヴィエ1,728羽中12位 サイコ×ゴールド・ピース  

 

 

【40】Ｂ18-6194389 ＢＣ ♀ ダニー・ファンダィク作 

父)Ｂ15-6063167  Ｄ.ファンダィク作翔  スープ406羽中優勝、ポン・サン・マクサンス2,695羽中5位他 

 16年KBDB中距離Ｎエース鳩エース鳩第4位 全姉／フィオナ アントワープ連盟エース鳩第1位  KBDB 

中距離若鳩Ｎエース鳩第5位 

祖父)ニューエ・ゾーン Ｂ08-6338583 ディルク・ファンダィク作 直仔／12-960  11回参加10回上位 

10％内入賞 ディ・カプリオ×スーパーケ（カンニバール近親） 

祖母)Ｂ10-6284748 Ｂ デン・11×アス・ダィフケ・06 

母)コーゲルチェ Ｂ13-6215758 Ｄ．ファンダィク作翔 ノワイヨン1,449 羽中優勝、ドールダン1,487 

羽中優勝、同5,591 羽中最高分速、ドールダン2,433 羽中4 位他KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第１位 

祖父)カノン Ｂ09-6323112  ドールダン1,245 羽中優勝、同1,938 羽中優勝、同1,962 羽中6 位、マル 

ネ3,040羽中優勝、10年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第1位、KBDB中距離若鳩Ｎエース鳩4位    

祖母)ブークス Ｂ11-6342232 Ｂ カレル・ブークス作 Ｂ09-6185216(トゥルナウ合同レースエース鳩第 

1位 優勝5回)×Ｂ09-6185218 (キェブラン384羽中優勝、同314羽中優勝) 

 

 

 

 

【41】ＮＬ18-1620302 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 

母)ＮＬ14-1651354 Ｂ 

 祖父)ルコ ＮＬ13-1040138 Ｂ Ｒ.Ａ.バッカー父子作 直仔／ヴァリタ 8,586 羽中総合優勝、1,561 

羽中 優勝、1,035 羽中優勝他上位入賞鳩多数 ヴァリタス(ブロアNPO9,586 羽中総合優勝他NPO レ 

ース総合10 位内４回入賞)×フリルト 

 祖母)ユートピア ＮＬ10-1326486 Ｂ  フェルブリー共同鳩舎作翔  ノワイヨン1,818羽中優勝、同 

10,110羽中総合3位、ナイフェル348羽中優勝、ポメロイル299羽中優勝他 

 

 

【42】ＮＬ18-1620257 Ｂ ♂ フェルブリー共同鳩舎作 ※同腹126)参照 

父)ルコ ＮＬ13-1040138 Ｂ Ｒ.Ａ.バッカー父子作 直仔／ヴァリタ 8,586 羽中総合優勝、1,561 羽中 

 優勝、1,035 羽中優勝他上位入賞鳩多数 

祖父)ヴァリタス ＮＬ08-1304438 Ｓ Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 ブロアNPO9,586 羽中総合優勝他 

NPO レース総合10 位内４回入賞 スーパー・レーサー兼スーパー種鳩 

 祖母)フリルト ＮＬ11-1185881 ＢＣ コープマン作 ゴールデン・ディルクの娘 



母)ヨウリヤ ＮＬ14-1651340 ＢＷ フェルブリー共同鳩舎作翔 ヴィエルゾン616Ｋ131羽中優勝、同NPO 

5,053羽中総合7位、シャトロー668Ｋ114羽中優勝、同NPO3,587羽中総合9位、イソウドゥン646Ｋ106 

羽中優勝、同NPO4,492羽中総合8位、サンカンタン403羽中優勝、ブールジュNPO6,639羽中総合11位 

 祖父)フォルチュノ ＮＬ09-1889505 ＢＷ フェルブリー共同鳩舎作 オリンピック・フォーチュナ近親 

 祖母)フィラ ＮＬ08-1158442 ＢＣ  フェルブリー共同鳩舎作翔 北部同盟国際エース鳩第4位 

 

 

【43】ＮＬ18-1620237 ＢＷ ♀ フェルブリー共同鳩舎作 ※同腹127)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 羽中総合8 位、09 年同Ｎ21,095 羽中総合22 位、ブールジュＮ22,476 羽 

中総合25 位、アルジャントンＮ5,763羽中総合383位、シャトロー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 直仔／プラチノ  

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)ラピックス Ｂ16-3136586 ＢＷ Ａ.マース作 ラピヨン近親娘 

 祖父)ルディ・ラピヨン Ｂ15-3070300 Ｂ Ｇ.ファンデンアベールのルディ×ラピヨン 

 祖母)ラピヨン Ｂ13-3002971 Ａ.マース作翔 ブールジュ2,365 羽中優勝、同4,466 羽中最高分速、ツ 

ールＰ5,697 羽中総合2 位、シャトローＰ3,076 羽中総合優勝、フォンテネイ9,261 羽中総合7 位 

 

 

【44】ＮＬ18-1620234 ＢＣ ♂ フェルブリー共同鳩舎作 ※同腹128)参照 

父)エルコ ＮＬ17-1330349 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 NPO5,240 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(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 

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 1,928羽中優勝、1,580羽中優勝、 

  直仔／オリンピック・ニールス ひ孫／フレンドシップ（リック・ヘルマンス） 

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

 

 

 



【45】Ｂ18-5067879 ♀ ボスマンス＝リーケンス作  異父兄弟／オリンピック・トリプル・ニーナ Ｐ

エース鳩1、2 位 ブリュッセル・オリンピアード代表 

父)Ｂ11-5170290 ボスマンス＝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)Ｂ09-5062494 ボスマンス＝リーケンス作 スーパー・パパ×スーパー・ママの娘 

母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953 Ｄ.リーケンス作 直仔／優勝12 回 

 祖父)Ｂ07-5082347  Ｄ.リーケンス作 スーパー・ランス×カンニバールの孫 

 祖母)Ｂ08-5185745 直仔／09-382  ランス398羽中優勝、同1,247羽中4位 カンニバール近親 

 

 

【46】Ｂ18-5014919 ＢＬＫＣ ♂ ボスマンス＝リーケンス作 ※兄121)参照) 

父)Ｂ14-2090342 Ｇ ボスマンス＝リーケンス作 

祖父)Ｂ13-5100084 ボスマンス＝リーケンス作 ヴァイア・コンディオス他リーケンス最高筋 

 祖母)ミス・リンブルグ Ｂ13-5100049 ボスマンス＝リーケンス作翔 シャトローＮ5,901 羽中総合優 

勝、マルネ176 羽中優勝、同213 羽中優勝、ランス156 羽中優勝、ソールダン123 羽中優勝 ラッ 

キー・ルークの孫 

母)オリンピック・トリプル・ニーナ Ｂ14-2090027 ボスマンス＝リーケンス作翔 Ｐエース鳩1、2 位 

 ブリュッセル・オリンピアード代表 

 祖父)オリンピック・トリプル・エース Ｂ11-5143219 ボスマンス＝リーケンス作翔 ギエンＰ5,386 

羽中総合優勝、同8,044 羽中最高分速    グーデ・ヤールリング直仔×Ｇ.ファンデンアベール 

 祖母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953 ボスマンス＝リーケンス作 スーパー・ランスの孫 

 

 

【47】Ｂ18-5067871 Ｇ ♀ ボスマンス＝リーケンス作 全姉／ミス・リンブルグ シャトローＮ5,901羽中総

合優勝、マルネ176羽中優勝、同213羽中優勝、ランス156羽中優勝、ソールダン123羽中優勝    ※弟128)参照) 

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 基礎鳩 直系／優入賞多数 

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 ブールジュN総合10位 

 

 

【48】Ｂ18-5014917 Ｇ ♂ ボスマンス＝リーケンス作 兄弟／シャロン アルジャントンＮ8,006羽中総

合優勝、シャロンＰ1,359羽中優勝、シャトローＰ2,749羽中総合2位他でＰエース鳩第2位    ※姉123)参照)    

父)Ｂ11-5160832 ボスマンス＝リーケンス作 

祖父)Ｂ08-5165496 ボスマンス＝リーケンス作 ブラウエ・プリンス×スーパー・ママ 

 祖母)Ｂ09-5062384 ボスマンス＝リーケンス作 ラッキー・ルーク×マヤ 

母)Ｂ11-5170311 ボスマンス＝リーケンス作 

 祖父)172 カンニバール Ｂ10-5156172 ボスマンス＝リーケンス作 カンニバール孫×ミルトンの娘 

 祖母)Ｂ10-5156188 ボスマンス＝リーケンス作 ラッキー・ルーク直仔×カサノヴァの娘 

 

 

 



【49】“ヴィットシュタールト” ＮＬ17-1281661 ♂ キース・ボスア作翔    7 回入賞内アラース1,282 羽

中優勝  ※兄弟117)参照 兄弟・姉妹／ヘリコプター 他優勝,総合優勝多数    

父)レオン ＮＬ08-1549024 Ｋ．ボスア作 直仔／ヘリコプター 他優勝,総合優勝多数    

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羽中総合優勝他羽中総合優勝他羽中総合優勝他羽中総合優勝他    

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 

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 

   羽中総合２位、モスキート ペロンヌＰ21,725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99,104羽中総合優勝他 全姉妹／ペリー ペロンヌ 

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 

 

 

【50】ＮＬ17-1281688 ＢＣ ♂ 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 ツールＮ13,664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NPO5,503羽中総合3位、メーネン511羽中優 

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 

 

 

【51】ＮＬ18-5129980 ＢＣ ♀ キース・ボスア作 

父)ジョエイ ＮＬ15-1710637 Ｋ.ボスア作翔 ブールジュ10,321羽中総合優勝、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4,107羽中2位 14年GHFＮエース 

鳩1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1,603羽中2位、ペロンヌ5,059羽 

中2位 レオン×ノネチェ 

母)ポメチェ 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、ペ 

ロンヌ13,438 羽中総合16 位、シャトロー2回上位入賞 ファヴォリー×シゾ(姉／ジョイ ブロアＮ 

9,545羽中総合優勝) 

祖父)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 

  ウィムピー×グローテ・セミ 

 祖母)シゾ ＮＬ08-1549080 Ｋ．ボスア作 兄弟／ジョイ(ブロアＮ総合優勝) ゾーン・フィーゴ×シタ 

 

 

【52】ＮＬ18-5129988 ＢＣ ♀ キース・ボスア作 ※同腹119)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 ササササンカンタン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 

  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))))××××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／

ペロンヌ5,059羽中総合2位、ナイフェル17,183羽中最高分速 姉妹／優勝,総合優勝多数    

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 

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    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    タイム・アウト×ケルクダィフイェ 

 

 

【53】Ｂ18-3127975 Ｂ ♂ リック・クールス作 ※同腹113)参照 

父)レックス Ｂ12-3088046 Ｇ.ファンデンアベール作 兄弟／グローリア(Ｂ.ファンデンボッシュ使翔) 

 リモージュＮ14,721羽中総合4位 同ゾーン5,738羽中優勝、ボルドーＮ10,622羽中総合39位、カオー 

ル2,801羽中10位 

  祖父)ロイヤル・ブルー Ｂ05-3006583 Ｇ．ファンデンアベール作翔 アルジャントン242羽中優勝、同 

4,479羽中総合46位、スーヤック1,291羽中6位 ヴィッテンブイクの孫 

祖母)モナ Ｂ04-3069721 ブリクセン×フリダ 

母)フェムケ Ｂ11-3172352 Ｂ Ｒ.クールス作 

 祖父)GPSブリクセン Ｂ05-3224565 Ｇ.ファンデンアベール作 ブリクセン×ティナ 

 祖母)フィールケ Ｂ04-3069688 Ｒ.クールス作翔 ツール3,220羽中23位、シャトロー5,712羽中総合 

45位他 兄弟／ダーリン ブールジュＮ総合優勝 

 

 

【54】Ｂ18-3127014 Ｂ ♀ リック・クールス作 ※同腹114)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    

 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)フロランス Ｂ11-31233324 Ｂ Ｒ.クールス作翔 西フランドル若鳩エース鳩第１位 直仔／アミーゴ  

ツールＰ5,313羽中優勝、同6,083羽中優勝、16-008 シャトローＮ26,606羽中総合7位 

 祖父)ピル Ｂ09-3149980 兄弟／マリーケ ゾーン・ブリクセン×クールス作のブールジュＮ総合優勝妹 

 祖母)フロール Ｂ07-3129164 フロール×フレージア 

 

 

【55】Ｂ18-3127020 Ｂ ♀ リック・クールス作 ※同腹115)参照 

父)マスター Ｂ08-3037621 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)ボレケ Ｂ10-3020226 ＢＣＷ Ｒ.クールス作翔 シャトロー4,072 羽中総合6 位、ツール518 羽中5 

 位他 KBDBＰエース鳩第１位 

 祖父)ピポ Ｂ09-3040107 兄弟／108 ラ・スーテレーヌ優勝 

 祖母)モレケ Ｂ08-3037549 最高種鳩 ブールジュＮ22,499 羽中総合31 位、アルジャントンＮ10,549 

  羽中総合4 位、同5,251羽中39位、ブロア1,503羽中2位他 ＫＢＤＢエース鳩第3 位    

 



 

【56】Ｂ18-3030222 Ｂ ♀ リック・クールス作 異父兄弟／グレＮ8,473羽中総合優勝 ※同腹116)参

照 

父)スーパー・ボル Ｂ11-3169899 Ｒ.クールス作 兄弟／ボレケ ＫＢＤＢ中距離Ｐエース鳩第１位 

 祖父)ピポ Ｂ09-3040107 兄弟／108 ラ・スーテレーヌ優勝 

 祖母)モレケ Ｂ08-3037549 最高種鳩 ブールジュＮ22,499 羽中総合31 位、アルジャントンＮ10,549 

  羽中総合4 位、同5,251羽中39位、ブロア1,503羽中2位他 ＫＢＤＢエース鳩第ＫＢＤＢエース鳩第ＫＢＤＢエース鳩第ＫＢＤＢエース鳩第3333位位位位    

母)フェムケ Ｂ11-3172352 Ｂ Ｒ.クールス作 直仔／グレＮ8,473羽中総合優勝 

 祖父)GPSブリクセン Ｂ05-3224565 Ｇ.ファンデンアベール作 ブリクセン×ティナ 

 祖母)フィールケ Ｂ04-3069688 Ｒ.クールス作翔 ツール3,220羽中23位、シャトロー5,712羽中総合45 

  位他 兄弟／ダーリン ブールジュＮ総合優勝 

 

 

 

 

【57】Ｂ17-6057494 ＢＣＷ ♂ バルト＆ナンス・ファンエッケル作 

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・スーテレーヌ 

Ｎ総合優勝、10、11、13位、ブールジュＮ総合5位、シャトローＮ総合20位、アルジャントンＮ総合24、 

27位他 

祖父)ブラウ・アイゼレン Ｂ96-6618311 Ｌ.Ｂ.＆Ｊ.ゲーリンクス作 

祖母)リヒト・ゲシェルプト・アス Ｂ96-6618305 Ｌ.Ｂ.＆Ｊ.ゲーリンクス作 

母)ナシー Ｂ14-6049666 Ｂ Ｂ.＆Ｎ.ファンエッケル作  

祖父)ゾーン・アド Ｂ13-6179938 マルセル・ヴォウタース作 直仔／シャトロー優勝、アルジャントン 

優勝 

祖母)ティーンチェ・Ｆ16 Ｂ12-6130686 Ｆ16の娘 

 

 

【58】Ｂ18-6058115 Ｂ ♀ バルト＆ナンス・ファンエッケル作  Ｆ16近親 

父)Ｆ16 Ｂ09-6107016 Ｂ.＆Ｎ.ファンエッケル作翔 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 

ーヌＮ総合11、13位、シャトローＮ総合20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)Ｆマルレーヌ Ｂ16-6056641 Ｂ Ｂ.＆Ｎ.ファンエッケル作 直仔／シャトロー優勝他 

祖父)Ｆ16 Ｂ09-6107016 Ｂ.＆Ｎ.ファンエッケル作翔 上記参照 

祖母)ビッグ・マルレーヌ Ｂ14-6031474 ブルックス・ニールス作 Ｎエース鳩第11位の娘 

 

 

【59】Ｂ18-6058392 ＢＣ ♀ バルト＆ナンス・ファンエッケル作 兄弟／17-266 シャトローＮ556Ｋ

4,641羽中総合優勝、17-702 シャトローＰ1,482羽中総合優勝他でＰエース鳩第１位 ※同腹111)参照    

父)ガストン・ジュニア Ｂ08-6031121 ＢＣＷ Ｂ.＆Ｎ.ファンエッケル作翔 サルブリＰ優勝 直仔／ス

ーパー・ワン、スーパー・トゥー他 シャトローＮ総合優勝、3、9位、アルジャントンＮ総合3位 孫／ 

 ブールジュＮ総合8位、シャトローＮ総合14位他 

祖父)ガストネッチェ Ｂ06-6034891 Ｂ 両親共ガストン・ファンデヴァウワー作 

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

母)グッチ Ｂ11-6126059 ＢＣ Ｂ.＆Ｎ.ファンエッケル作 

祖父)ショーネ・クリス Ｂ07-6398151 ＢＣ 両親共クリス・クレルボウ作 



祖母)ミス・ターボ Ｂ05-6217616 Ｂ Ｂ.＆Ｎ.ファンエッケル作翔 トゥルナウ３年エース鳩1位 

 

 

【60】Ｂ18-6058394 ＢＣ ♀ バルト＆ナンス・ファンエッケル作 ※同腹112)参照 

父)ガストン・ジュニア Ｂ08-6031121 ＢＣＷ Ｂ.＆Ｎ.ファンエッケル作翔 サルブリＰ優勝 直仔／ス

ーパー・ワン、スーパー・トゥー他 シャトローＮ総合優勝、3、9位、アルジャントンＮ総合3位 孫／ 

 ブールジュＮ総合8位、シャトローＮ総合14位他 

祖父)ガストネッチェ Ｂ06-6034891 Ｂ 両親共ガストン・ファンデヴァウワー作 

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

母)ヘレナ・ディアマント Ｂ14-6030102 ＢＣ  Ｂ.＆Ｎ.ファンエッケル作  兄弟／ミス・ポツナム 10年

オリンピアード第1位、マジック・ディアマント 半兄弟／Ｆ16 

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 

 ーヌＮ総合11、13位、シャトローＮ総合20位 ブラウ・アイゼレン×リヒト・ゲシェルプト・アス 

 祖母)ズスイェ・ゴウドハーンチェ Ｂ05-6453223 ＢＣ ルディ・ディールス作 兄弟／ゴウドハーンチェ 

 

 

 

 

【61】ＮＬ16-1423605 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 11116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29位の娘 

母)クィーン・オブ・ザ・ナイト ＮＬ13-1112226 ＢＣ Ｋ.ドローグ作翔 16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総合優勝他の超銘鳩ゴウデン・10×ニコ・フォルケン

ス作のボルドーＮ総合3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 ズワルト・ゴウドの近親 

 

 

【62】ＮＬ18-1787201 ＢＣ ♂ キース・ドローグ作 ※同腹105)参照 

父)ＡＤレム ＮＬ11-1606308 ＢＣ フレ・ド・ブーア作 直仔／クィーン・オブ・ザ・ナイト、パコ 

祖父)ド・ゴウデン・10 ＮＬ08-1396710 カオールＮ総合優勝、同Ｎ総合53位、ボルドーＮ総合7位、モ 

ントーバンＮ総合12位  

祖母)ＮＬ10-1533876 Ｂ ニコ・フォルケンス作 即種鳩 ボルドーＮ総合3位のダルトン×トランプ 

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68、263、955位、ポーＮ総合195位、タルベＮ総合263、 

285位、マルセイユＮ総合305位他実距離1000K以上11回入賞 

 祖父)ＮＬ00-1791801 上記99-2168105の全弟 ダックス・ドーファー×ド・401 

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

 

 

【63】ＮＬ18-1787229 ＢＣＷ ♀ キース・ドローグ作 ※同腹106)参照 

父)ファースト・クラス ＮＬ15-1590545 ＢＣＷ Ｋ.ドローグ作 

祖父)04-1898188 ＢＣ Ｋ.ドローグ作 基礎鳩ダックス・ドーファーの父娘交配直仔 

祖母)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68、263、955位、ポーＮ総合195位、タルベＮ総合263、 



285位、マルセイユＮ総合305位他実距離1000K以上11回入賞 基礎鳩ダックス・ドーファーの孫 

母)サン・ライフ ＮＬ16-1509323 ＢＣＷ Ｋ.ドローグ＝バーテンブルグ共同作 

 祖父)ニュー・ロレアート ＮＬ08-2222675  ルク・ヴィールス作翔 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 15年バルセロナＮ1281Ｋ5,182羽中総合優勝、 

 ＩＮ19,083羽中総合3位 他カオールＮ総合68、263、955位、ポーＮ総合195位、タルベＮ総合263、 

285位、マルセイユＮ総合305位他実距離1000K以上11回入賞 

 

 

【64】ＮＬ18-1787226 ＢＣ ♂ キース・ドローグ作 ※同腹107)参照 

父)ＮＬ17-1732721 ＢＣ イェレ・イェレマ作  

祖父)ＮＬ13-1755969 ＤＣ Ｊ.イェレマ作 基礎鳩ズワルト・ゴウド×ソフィー 

 祖母)クライネ・ヤーデ ＮＬ11-1292679 ＢＣ Ｊ.イェレマ作翔 14 年バルセロナＩＮ総合優勝 

母)サン・ダンス ＮＬ16-1509200 ＢＣ Ｋ.ドローグ＝バーテンブルグ共同作 

 祖父)ニュー・ロレアート ＮＬ08-2222675  ルク・ヴィールス作翔 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 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68、263、955位、ポーＮ総合195位、タルベＮ総合 

263、285位、マルセイユＮ総合305位、サンバンサンＮ総合1099、1110位 

 

 

 

【65】Ｂ17-6259518 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／16-527 ブールジュ8,989羽中37位、 

同7,364羽中75位、アルジャントン7,332羽中188位他 

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

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

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)いおぷ９おｐ 

 祖父)ミステリー・ヴォウタース Ｂ06-6415262 フィーネケ5000直仔×レーウの姉妹 

 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 フィーネケ5000の全兄弟の孫 

 

 

【66】Ｂ18-6194854 ♀ 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2,031羽中11位他 兄弟／ブールジュＮ28,078羽中総合35位、ツールＮ24,097羽中総合99位    

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NPO605Ｋ2,300 羽中

優勝 スネーウマン×ムーダー・シャトロー    

祖母)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) 

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  

 

 

 

【67】Ｂ18-6194803 ♀ リック・ヘルマンス作 半兄姉／半兄姉／半兄姉／半兄姉／17171717----219 219 219 219 エコウエンエコウエンエコウエンエコウエン1,0231,0231,0231,023羽中優勝他羽中優勝他羽中優勝他羽中優勝他    17171717----218218218218

ブールジュＮブールジュＮブールジュＮブールジュＮ38,45638,45638,45638,456羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合309309309309位位位位    

父)ブロア・カノン Ｂ14-6311921 ダニー・ファンダィク作 兄弟／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)ニケ Ｂ16-6128508 Ｂ リック・ヘルマンス作翔 16年ブールジュ若鳩Ｎ28,078羽中総合優勝 

祖父)ＮＬ14-1462354 Ｇ.コープマン作 異父兄弟／センスNPO6,386羽中総合3位、ブロイルNPO4,564 

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

ダペスト・オリンピアード中距離第2位    ヤルデル×ラジンダ    

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

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

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

ラ・シャルテ552Ｋ479羽中優勝、同Ｎ21,189羽中総合33位 基礎鳩ヤールリング・ドンダーステ 

ィーン×バブルスの娘 兄弟の孫／ラ・スーテレーヌN 総合優勝 

 

 

【68】Ｂ18-6194864 Ｂ ♂ リック・ヘルマンス作 兄弟／18-572  メルン1,561 羽中優勝、同2,786

羽中最高分速 シャトロー291 羽中優勝、同Ｎ12,855 羽中総合45 位、ブロア315 羽中2 位、シェブラン

1,727 羽中3 位、全兄弟／KBDB 中距離N エース鳩第5 位（候補） 

父)ゾーン・スーパー・コッペル ＮＬ15-1710684キース・ボスア作 兄弟／ヘリコプター(11-258) 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3,738 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、ジョンズ(10-936) ナイ 

フェル1,703 羽中優勝、同17,183 羽中最高分速 11-259 ペロンヌ13,438 羽中総合優勝 

祖父)レオン ＮＬ08-1549024 Ｋ．ボスア作 ブラウエ・レオ×シャトロー・ダィフイェ(シャトロー 

NPO9,337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)  

祖母)ノネチェ ＮＬ08-1549173 ＢＷ Ｋ.ボスア作 タイム・アウト(04 年Ｎエース鳩若鳩第１位)×ケ 

ルクダィフイェ(ル・マン99,104羽中総合優勝他) 

母)プロパー・アテナ・303 Ｂ15-6063303  ヘルマンス＝フクストラ作 

祖父)プロパー Ｂ06-6212441 最高種鳩 直系／Ｎエース鳩18 羽、Ｎ総合優勝、シングル多数、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)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3位 直仔／ニケ ブールジュＮ総合優勝 

 

 

 

 

【69】ＤＶ02098-18-2323 Ｓ ♂ ギュンター・プランゲ作 

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 

 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)ＤＶ02098-16-279 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 

 

 

【70】ＤＶ02098-18-2391 ＢＣ ♂ ギュンター・プランゲ作 ※同腹98)参照 

父)ＤＶ02098-08-480 Ｇ.プランゲ作 兄弟／超銘鳩デア・261 下記参照 

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)ＤＶ02098-14-1459  Ｂ Ｇ.プランゲ作 

 祖父)超銘鳩デア・261 ＤＶ02098-07-261 ＬＢＣ Ｇ.プランゲ作翔 319Ｋ4,379羽中優勝、543Ｋ4,016 

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

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

 祖母)ＤＶ02098-10-1666 ＢＣ Ｇ．プランゲ作 リングローゼの孫 

 

 

【71】ＤＶ02098-18-2521 Ｂ ♀ ギュンター・プランゲ作 ※同腹99)参照 

父)ゾーン・261 ＤＶ02098-15-1100 Ｇ.プランゲ作 

祖父)超銘鳩デア・261 ＤＶ02098-07-261 ＬＢＣ Ｇ.プランゲ作翔 333319Ｋ4,379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 

 祖母)ＤＶ02098-09-1919 Ｇ．プランゲ作 リングローゼ×1000の妹 

母)261 の妹 ＤＶ02098-12-500 ＢＣ Ｇ.プランゲ作 全兄／超銘鳩デア・261 319Ｋ4,379羽中優勝、543 

Ｋ4,016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) 

 

 

【72】ＤＶ02098-18-2479 ＢＣ ♀ ギュンター・プランゲ作 ※同腹100)参照 



父)ＤＶ02098-08-480 Ｇ.プランゲ作 兄弟／超銘鳩デア・261 下記参照 

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)ＤＶ02098-15-103 Ｇ.プランゲ作 

 祖父)超銘鳩デア・261 ＤＶ02098-07-261 ＬＢＣ Ｇ.プランゲ作翔 319Ｋ4,379羽中優勝、543Ｋ4,016 

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

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

 祖母)ＤＶ02098-06-500  Ｇ.プランゲ作   基礎鳩リングローゼの娘 

 

 

 

 

【73】Ｂ18-6084305 Ｂ ♂ ディルク・ファンダィク作 ※同腹93)参照 

父)オリンピック・ニールスＢ08-6338005 Ｄ．ファンダィク作翔 08年13回入賞内キェブラン1088羽中7

位、ノワイヨン1,193羽中11位、09年９回入賞内エタンプ1,717羽中3位、オルレアン918 

羽中6位、10年８回入賞、11年13回入賞内キェブラン490羽中4位、ドールダン2,231羽中13位、 

同1,258羽中4位、同793羽中優勝、メッルン629羽中5位、12年10回入賞内メルン1,693羽中8 

位、ドールダン1808羽中3位 12 年ニトラ・オリンピアードベルギー代表第2 位 孫／フレンドシッ 

プ シャトローＮ最高分速総合優勝 

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1,922 羽中 

優勝、 同1,580 羽中優勝、同1,278 羽中優勝 ゾーン・オリンピアード×Ｂ00-6141499(兄弟優 

勝延13 回) 

祖母)Ｂ08-6210110 ＢＣ デン・ブールジュの近親曾孫 

母)トムの娘 Ｂ16-6235907 Ｄ.ファンダィク作 

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     96-463×036の妹 

祖母)ザ・マザー Ｂ11-6025093 フフケンス×アエルブレヒト Ｍ.アエルブレヒトのマルセイユ孫×上 

記トムの妹 

 

 

【74】Ｂ18-6084379 ＢＣ ♀ ディルク・ファンダィク作 ※同腹94)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 

 

 

【75】Ｂ18-6084413 Ｂ ♀ ディルク・ファンダィク作 ※同腹95)参照 

父)ブラウエ・スタッフ Ｂ14-6091403 Ｄ.ファンダィク作翔 ノワイヨン有鬚2回、2 位2回、3 位他で、

成鳩短距離Ｎエース鳩第1位 

祖父)Ｂ12-6323661 Ｄ.ファンダィク作 8回入賞 ファーレ・ディルク×プライムプートの娘 



祖母)Ｂ10-6234966 テオ・ヤンセン作 ブールジュマン直仔×リック・フローマンス 

母)デニース Ｂ14-6241161 ブールジュＰ優勝、同Ｎ総合5 位他 両親Ｂ.Ｌ.＆Ｊ.ゲーリンクス作 

祖父)Ｂ05-6054300 グラディエーター×ミス・ブロアの母 

祖母)Ｂ10-6213111 直仔／ナターリア ブールジュＮ総合優勝 

 

 

【76】Ｂ18-6084351 Ｂ ♀ ディルク・ファンダィク作 

父)Ｂ12-6142243 Ｂ ディルク・ファンダィク作 

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

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

 祖母)スーパーケ Ｂ06-6210001 ゾーン・カンニバール×ブールジュの娘 

母)16-6075783 Ｂ Ｄ.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)フルウェール Ｂ14-6174015 Ｂ モンリュソン9,462羽中総合4位他 ラピード2の娘 

 

 

 

 

【77】Ｂ18-2093163  ♀  アルベルト・デルヴァ作 ※同腹89)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 別記参照 

母)Ｂ13-2110005 Ａ．デルヴァ作翔 スワソン554羽中優勝、メルン278羽中優勝、同284羽中優勝、ブ 

 ロア271羽中優勝、グレ1,491羽中8位、アルジャントン4,505羽中37位、ブールジュ7,479羽中59位他 

祖父)Ｂ11-6082792 Ｊ.＆Ｊ.バーク作 直仔／モ・ナミ 

祖母)ペリナ Ｂ07-2061097 Ａ．デルヴァ作翔 ヴァレンチノ×ポーライン アルジャントンＮ20,844

羽中総合11位、モンリュソンＳＮ8,619羽中総合13位他でＮエース鳩第8位  

    

 

【78】Ｂ18-2095100  ♂  アルベルト・デルヴァ作 ※同腹90)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／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)Ｂ11-3070106  ガビー・ファンデンアベール作 

  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 

    

    

【【【【79】Ｂ18-2093148 ♂  アルベルト・デルヴァ作  兄弟／13年イソウドゥンＮ1,831羽中総合優勝 ※同腹91)

参照    

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 

祖父)ヴァレンチノ    ＢＢＢＢ03030303----2182096 2182096 2182096 2182096 ＢＢＢＢ    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    ＢＢＢＢ06060606----2090139209013920901392090139    Ａ.デルヴァ作翔 シャトローＳＮ8,218羽中総合優勝、グレＢＵ1,298 

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

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

Ｎエース鳩第8位 全姉兄／ポルティア イソウドゥンＩＰ4,627羽中総合17位、アルジャントンＮ 

5,927羽中総合15位、ブロアＰ2,836羽中総合11位、アルジャントン2,527羽中15位、モンリュソン 

7,776羽中総合74位、ポーレット モンリュソンＳＮ8,619羽中総合優勝、ナントイル中優勝、ラ・ス 

ーテレーヌＮ18,973羽中総合265位、ブールジュＮ16,771羽中総合99位、イソウドゥンＩＰ5,815羽 

中総合15位他 ポーロ シャトローＳＮ8,218羽中総合9位、ラ・スーテレーヌＮ13,965羽中総38位、

イソウドゥン4,627羽中総合48位、アルジャントンＩＰ7,353羽中総合62位、ブロア2,836羽中17位 

母)Ｂ12-2080086 Ａ.デルヴァ作翔 ラ・スーテレーヌＮ19,155羽中総合68位他 

祖父)Ｂ11-2090101 Ａ.デルヴァ作翔 ブロア161 羽中優勝、同1,721羽中2位、同2,156羽中17位、 

 ピティヴィエ629羽中9位、アルジャントンＮ20,389羽中総合57位、ミンダーハウト×ペリナ 

祖母)ド・ゾーンの娘  Ｂ11-2090081  Ａ.デルヴァ作翔  アルジャントンＮ20,383羽中総合42位    

 

 

【80】Ｂ18-2094700   ♀ アルベルト・デルヴァ作 ※同腹92)参照 

父)Ｂ16-2060002 Ａ．デルヴァ作 

祖父)Ｂ13-2110030 Ａ．デルヴァ＝Ｊ.ホーイマンス共作 超銘鳩ハリー×ポーライン  

祖母)Ｂ11-2090081 Ａ．デルヴァ作翔 アルジャントンＮ20,383 羽中総合42 位     ド・ゾーン×ポルテ 

ィアの娘 

母)モ・ナミ Ｂ16-2060047 Ａ．デルヴァ作翔 アルジャントンＮ3,917 羽中総合8 位、ヴィエルゾンＰ 

2,258 羽中総合9 位、ブロアＰ380 羽中優勝他でLBCエース鳩で3 部門第1 位 

祖父)Ｂ11-6082792 Ｊ.＆Ｊ.バーク作 

祖母)ＮＬ14-1209819 Ｊ.ホーイマンス作 超銘鳩ハリーの孫 

 

 

 

 

【81】ＮＬ18-1456018  BC ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

父)ロイヤル・ドリーム ＮＬ12-1076982 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 種鳩 

祖父)カシアス ＮＬ02-2373002 ＢＣ 直仔／ヴァキール 09 年ブロアNPO6,279 羽中総合3 位兄妹近親

交配直仔 超銘鳩クライネ・ディルク(トロイＮ17,8831 羽中総合優勝、ブールジュＮ7,155 羽中総合

優勝、マーゼイク3,522 羽中優勝、Ｎエース鳩第1 位)×超銘鳩アンネリーズ(シメイ15,438 羽中総合

優勝、同10,000 羽中総合2 位、トロイＮ13,137 羽中総合2 位で、クライネ・ディルクの実妹) 



 祖母)レディ・プロミス ＮＬ08-2049038 ＢＣ エルマーフェーンズ・ホープ×マライケ 

母)アマディ ＮＬ16-1072675 ＢＣ  Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 センス 4,118 羽中 3 位他上位多数 全姉

妹／マヌー 18 年ブールジュ（703km）N5,877 羽中優勝（S4、シャトロー（754km）N3,647 羽中優勝

（S4）、同N27,593 羽中総合8 位、19,192 羽中最高分速（S2,3,4）センス（563km）1,069 羽中優勝、 

 祖父)スーパー・クラック・リック Ｂ05-6394218 Ｂ Ｈ.ファンザンデ作翔  

 祖母)ゴウドバンド ＮＬ10-1109882 ＢＣ  Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 カシアス×ジカラ  

 

 

【82】ＮＬ18-1455766 ＢＣ  ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ※同腹86)参照 

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羽中総合優勝、同Ｐ3,988羽中 

総合2位、トゥーリー1,863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NPO582Ｋ8,519 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)ミス・モラコット ＮＬ09-4773372 ＢＣ  Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 ラーヴェンシュタイン11,509 

 羽中総合優勝、ストロームベーク11,586羽中総合23位 

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)ゼンダ ＮＬ04-2031770 ＢＣ マライケ・フィンク作 兄弟／超銘鳩レーザ、ファラ・ディバ 

 

 

【83】ＮＬ18-1455839 ＢＣ  ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 異父兄弟／リ・ミン、ベンソン(各Ｎエース鳩

2、4位) 

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 ヘレマンス＝コイスタース作翔 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)ラヴィータ ＮＬ12-5210704 ＤＣ  Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

 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)ヘバーレヒト・941 Ｂ05-4391941 ＢＣ Ｃ.ヘバーレヒト作 パンチョ＝イェレの娘 

 

  

【84】ＮＬ18-1456020   ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ※ニュー・ホープ近親孫 

父)ベルト・ジュニア ＮＬ16-4783962 ＢＣ  Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 シャトードゥン918 羽中優勝、 

シャトロー1,268 羽中総合5 位、ブールジュ2,216 羽中総合9 位他 兄弟の直仔／パタヤ委託レース・ 

エース鳩第3 位 

祖父)ベルト ＮＬ10-4789721 Ｂ Ｂ.キーン作翔 キェブラン1,215 羽中2 位、同255 羽中優勝、シャ 

ロン521 羽中優勝他でフォンドシュピーゲル紙当日長距離Ｎエース鳩第１位 

祖母)ニュー・ホープ ＮＬ07-1207604 ＢＣ コープマン作 マディール×ゴールデン・レディ 

母)アラワ ＮＬ17-4704064 ＢＣ  Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 レイテル NPO4,692 羽中総合 3 位、ブール

ジュNPO2,216 羽中総合3 位、シャトローNPO1,268 羽中総合3 位 

 祖父)プリクス Ｂ12-6323131 Ｂ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作 グラディエーター×ミス・アルジャントン 



  直仔／オノラ センスNPO 総合3 位、ギエンNPO 総合7 位他 

 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 上記参照 

 

 

 

 

第 2 日 11 月 4 日 日曜日 

 
 

 

【85】ＮＬ18-1455988  ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作  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) 

 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)マヌー ＮＬ16-4784182 Ｂ  Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 18 年ブールジュ（703km）N5,877 羽中優勝

（S4、シャトロー（754km）N3,647 羽中優勝（S4）、同N27,593 羽中総合8 位、19,192 羽中最高分速（S2,3,4）

センス（563km）1,069 羽中優勝、 

 祖父)スーパー・クラック・リック Ｂ05-6394218 Ｂ Ｈ.ファンザンデ作翔 P2 回優勝 

 祖母)ゴウドバンド ＮＬ10-1109882 ＢＣ  Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 カシアス×ジカラ  

 

 

【86】ＮＬ18-1455765 ＢＣ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作  ※同腹82)参照 

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 

 フレンド(ブールジュＰ3,456羽中総合優勝、同Ｐ3,988羽中総合2位、トゥーリー1,863羽中優勝他)××××    

デイ・ドリーム(アブリスNPO582Ｋ8,519 羽中総合優勝) 

母)ミス・モラコット ＮＬ09-4773372 ＢＣ  Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 ラーヴェンシュタイン11,509 

 羽中総合優勝、ストロームベーク11,586羽中総合23位他 ゴールデン・ディルク×ゼンダ 

 

 

【87】ＮＬ18-1455868 Ｂ  ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

父)サンドロ ＮＬ15-1230793 Ｂ  Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 父娘交配直仔 

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 直系多数上位 

 祖母)ビヨルク ＮＬ14-1462289 Ｂ  Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 上記ビヤルネ直仔 

母)ガリシア ＮＬ13-1654919 ＬＢＣ  Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／パタヤ委託最終レース優勝 

 祖父)ゴールド・マイン ＮＬ08-2049374 ＬＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 半兄弟／ロイヤル・リベンジ 

  エルマーフェーンズ・ホープ×ミス・ムクダハン 

 祖母)ラファエラ ＮＬ04-2248600 ＬＢＣ  Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 超銘鳩クライネ・ディルク×ゴー

ルデン・レディ母子交配の娘 

 

 

【88】ＮＬ18-1455929  ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 



父)ダンディー ＮＬ12-1076981 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 異母兄弟／デイドリーム アブリスNPO8,519 

羽中総合優勝、ヴァキール 09 年ブロア NPO6,279 羽中総合 3 位 異父兄弟／エステファン ポメロイ

ルNPO7,345 羽中総合優勝、孫／ファーサイ センスNPO4,237 羽中総合優勝 

祖父)カシアス ＮＬ02-2373002 ＢＣ 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)ニュー・ホープ ＮＬ07-1207604 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 基礎鳩ゴールデン・レディの直娘 

 祖父)マディール ＮＬ04-1389385 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 エルマーフェーンズ・ホープ×アモ 

―レ 

 祖母)ゴールデン・レディ Ｂ96-6286060 Ｄ．ファンディク作 有名なカンニバール×ランボー姉 

 

 

【89】Ｂ18-2093164   ♂ アルベルト・デルヴァ作 ※同腹77)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、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ＩＰ7,871羽中総合72位、パオリ 

ーニ 22回入賞内アルジャントンＩＰ5,871羽中総合15位    ヴァレンチノ×ポーライン 

母)Ｂ13-2110005 Ａ．デルヴァ作翔 スワソン554羽中優勝、メルン278羽中優勝、同284羽中優勝、ブ 

 ロア271羽中優勝、グレ1,491羽中8位、アルジャントン4,505羽中37位、ブールジュ7,479羽中59位他 

Ｂ11-6082792×ペリナ  

 

 

【90】Ｂ18-2095099  ♀  アルベルト・デルヴァ作 ※同腹78)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  パブロ×Ｂ12-2080086 (ラ・スーテレーヌＮ19,155羽中総合68位) 

母)Ｂ11-3070106 純ガビー・ファンデンアベール ロイヤル・ブルー(リモージュＮ15,507羽中総合87位、 

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

    

【91】Ｂ18-2093147 ♂ アルベルト・デルヴァ作  兄弟／兄弟／兄弟／兄弟／13131313年イソウドゥンＮ年イソウドゥンＮ年イソウドゥンＮ年イソウドゥンＮ1,8311,8311,8311,831羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝 ※同腹79)参

照    

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(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Ｉ 

Ｐ3,969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) 

母)Ｂ12-2080086 Ａ.デルヴァ作翔 ラ・スーテレーヌＮ19,155羽中総合68位他 

Ｂ11-2090101(ブロア161羽中優勝)×ド・ゾーンの娘 (アルジャントンＮ20,383羽中総合42位)))) 

 

 

【92】Ｂ18-2094699   ♂ アルベルト・デルヴァ作 ※同腹80)参照 

父)Ｂ16-2060002 Ａ．デルヴァ作 Ｂ13-2110030×Ｂ11-209008(アルジャントンＮアルジャントンＮアルジャントンＮアルジャントンＮ20,38320,38320,38320,383羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合42424242位位位位)))) 



母)モ・ナミ Ｂ16-2060047 Ａ．デルヴァ作翔 アルジャントンＮ3,917 羽中総合8 位、ヴィエルゾンＰ 

2,258 羽中総合9 位、ブロアＰ380 羽中優勝他でLBCエース鳩で3 部門第1 位 

Ｊ.＆Ｊ.バーク作×Ｊ.ホーイマンス作 超銘鳩ハリーの孫 

 

 

【93】Ｂ18-6084306 Ｂ ♀ ディルク・ファンダィク作 ※同腹73)参照 

父)オリンピック・ニールスＢ08-6338005 Ｄ．ファンダィク作翔 08年13回入賞内キェブラン1088羽中7

位、ノワイヨン1,193羽中11位、09年９回入賞内エタンプ1,717羽中3位、オルレアン918 

羽中6位、10年８回入賞、11年13回入賞内キェブラン490羽中4位、ドールダン2,231羽中13位、 

同1,258羽中4位、同793羽中優勝、メッルン629羽中5位、12年10回入賞内メルン1,693羽中8 

位、ドールダン1808羽中3位 12 年ニトラ・オリンピアードベルギー代表第2 位 

ディ・カプリオＢ05-6045015×デン・ブールジュの近親曾孫 

母)トムの娘 Ｂ16-6235907 Ｄ.ファンダィク作 

トム(Ａ.ロートホーフト作翔 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 羽中優勝他)××××ザ・マザー  

 

 

【94】Ｂ18-6084380 Ｂ ♀ ディルク・ファンダィク作 ※同腹74)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        

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 

 

 

【95】Ｂ18-6084414 ＢＣ ♀ ディルク・ファンダィク作 ※同腹75)参照 

父)ブラウエ・スタッフ Ｂ14-6091403 Ｄ.ファンダィク作翔 ノワイヨン優勝2回、2 位2回、3 位他で、

成鳩短距離Ｎエース鳩第1位 

Ｄ.ファンダィク作(8回入賞)×テオ・ヤンセン作(ブールジュマン直仔×リック・フローマンス) 

母)デニース Ｂ14-6241161 ブールジュＰ優勝、同Ｎ総合5 位他 両親Ｂ.Ｌ.＆Ｊ.ゲーリンクス作 

グラディエーター直仔×ブールジュＮ総合優勝のナターリアの母 

 

 

【96】Ｂ18-6084391 ＢＣ ♂ ディルク・ファンダィク作 

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 ＮＬ11-1912222575 ＤＣ ヤン・ホーイマンス作 スヘーレ・88×超銘鳩ハリーの妹 

母)Ｂ12-6042517 ＢＣ Ｂ.Ｌ.＆Ｊ.ゲーリンクス作  

祖父)ゲシフテ・グラディエーター Ｂ09-6326105 グラディエーター直仔 

祖母)Ｂ10-6359080 ＢＣ Ｄ.ファンダィクのカンニバールの近親孫 

 

 

【97】ＤＶ02098-18-2338 Ｓ ？ ギュンター・プランゲ作 

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 

 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)ＤＶ02098-11-200 Ｓ Ｇ.プランゲ作 

 祖父)ＤＶ04186-07-510 Ｓ 地区エース鳩４位 デルバール系 

 祖母)ＤＶ02098-07-333 Ｂ Ｇ.プランゲ作 リングローゼ近親直娘 

 

 

【98】ＤＶ02098-18-2392 ＢＣ ♀ ギュンター・プランゲ作 ※同腹70)参照 

父)ＤＶ02098-08-480 Ｇ.プランゲ作 兄弟／超銘鳩デア・261 下記参照 

母)ＤＶ02098-14-1459  Ｂ Ｇ.プランゲ作 

 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)×ＤＶ02098-10-1666(リングローゼの孫) 

 

 

【99】ＤＶ02098-18-2522 ＢＣ ♂ ギュンター・プランゲ作 ※同腹71)参照 

父)ゾーン・261 ＤＶ02098-15-1100 Ｇ.プランゲ作 

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)×ＤＶ02098-09-1919 (リングローゼ娘)    

母)261 の妹 ＤＶ02098-12-500 ＢＣ Ｇ.プランゲ作 全兄／超銘鳩デア・261(上記参照)    

 ＤＶ02098-06-801×ＤＶ02098-99-1000(リングローゼ娘) 

 

【100】ＤＶ02098-18-2480 ＢＣ ♂ ギュンター・プランゲ作 ※同腹72)参照 

父)ＤＶ02098-08-480 Ｇ.プランゲ作 兄弟／超銘鳩デア・261 前記参照 

ＤＶ02098-06-801×ＤＶ02098-99-1000(リングローゼ娘) 

母)ＤＶ02098-15-103 Ｇ.プランゲ作 

 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)×ＤＶ02098-06-500( 基礎鳩リングローゼの娘)    

 

 

【101】Ｂ18-694679  ♂ リック・ヘルマンス作  全姉／フレンドシップ 15 年シャトローⅠ１才鳩Ｎ

535Ｋ25,617 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 

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Ｎ546Ｋ5,653 羽中総合優勝、同37,728 羽中最高分速 シ 

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

中総合3 位他    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 

 

 

【102】Ｂ18-6194690 ♀ リック・ヘルマンス作 



父)ブロア・ブラウエ・アス Ｂ17-6129786  ヘルマンス＝フクストラ作 

祖父)カノン Ｂ09-6323112  ドールダン1,245羽中優勝、同1,938羽中優勝、同1,962羽中6位、マル 

ネ3,040羽中優勝、10年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第1位、KBDB中距離若鳩Ｎエース鳩4位 

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

 羽中総合10位、アルジャントンＮ22,422羽中総合21位、同Ｎ4,123羽中総合36位、ブールジュＮ 

20,544羽中総合756位、ラ・スーテレーヌＮ17,017羽中総合765位他でＣＣ若鳩Ｎエース鳩第1位 

09-230 ブールジュＮ37,357羽中総合52位 09-657 アルジャントン優勝、同Ｎ23,921羽中総合105位 

 ブロア・マギー×ルシアナ 

母)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  

 

 

【103】Ｂ18-6194773  ♂ リック・ヘルマンス作 

父)Ｂ15-6202869  ヘルマンス＝フクストラ作 直仔／17-261 ブールジュＮ38,456 羽中総合84 位、キェ

ブラン1,098 羽中2 位 

 祖父)プロパー・42 Ｂ10-6298442 直仔／クライネ・プロパー グレＮ16,988 羽中総合14 位、オルレアン 

Ｐ10,163 羽中総合13 位 プロパー ×クライン・マルティーン    

祖母)フレンドシップ Ｂ14-6058777 Ｂ ヘルマンス＝フクストラ作 リック・ヘルマンス使翔 14年スー 

 プ2,127羽中5位、ノワイヨン3,205羽中32位、ツールＮ24,097羽中総合738位他２回入賞 15 年 

シャトローⅠ１才鳩Ｎ535Ｋ25,617 羽中総合優勝、同 44,293 羽中最高分速鳩 スープ 1,987 羽中優

勝、同１才鳩6,134 羽中最高分速、ノワイヨン1,799羽中5位他数回入賞 ゾーン・ハリー×ディル

ク・ファンダィクのオリンピック・ニールス×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ベルギー代表第１ 

位 

 祖父)ブロア・エル・タイド Ｂ08-63346256 ウィリアム・ロイテン作 直仔／ブールジュＮ22,663 羽中 

総合6 位 グレＮ16,988 羽中総合31 位 フロール・600×ラーチェ 兄弟／エル・タイド 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 

 

 

【104】Ｂ18-6194830 ♂ リック・ヘルマンス作  全兄弟／レジナ 16-505 ラ・スーテレーヌＮ16,613

羽中総合2 位、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 16-506 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 

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 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)    

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・ 



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 

  ラ 

 

 

 

【105】ＮＬ18-1787202 ＢＣ ♀ キース・ドローグ作 ※同腹62)参照 

父)ＡＤレム ＮＬ11-1606308 ＢＣ フレ・ド・ブーア作 直仔／クィーン・オブ・ザ・ナイト、パコ 

ド・ゴウデン・10(カオールＮ総合優勝、同Ｎ総合53位、ボルドーＮ総合7位、モントーバンＮ総合12 

位)××××ＮＬ10-1533876 Ｂ ニコ・フォルケンス    

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 他超長距離多数入賞 

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

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

 

 

【106】ＮＬ18-1787228 ＢＣＷ ♂ キース・ドローグ作 ※同腹63)参照 

父)ファースト・クラス ＮＬ15-1590545 ＢＣＷ Ｋ.ドローグ作翔 ダックス・ドーファーの３重近親 

祖父)04-1898188 ＢＣ Ｋ.ドローグ作 基礎鳩ダックス・ドーファーの父娘交配直仔 

祖母)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68、263、955位、ポーＮ総合195位、タルベＮ総合 

263、285位、マルセイユＮ総合305位、サンバンサンＮ総合1099、1110位 

母)サン・ライフ ＮＬ16-1509323 ＢＣＷ Ｋ.ドローグ=バーテンブルグ共同作 

 祖父)ニュー・ロレアート ルク・ヴィールス作翔 13年バルセロナＮ10,685羽中総合優勝、同ＩＮ25,382

羽中総合優勝  

祖母)ロザンナ 15年バルセロナＮ1281Ｋ5,182羽中総合優勝、同ＩＮ19,083羽中総合3位 上記参照 

 

 

【107】ＮＬ18-1787227 ＢＣ ♂ キース・ドローグ作 ※同腹64)参照 

父)ＮＬ17-1732721 ＢＣ イェレ・イェレマ作  

祖父)ＮＬ13-1755969 ＤＣ Ｊ.イェレマ作 基礎鳩ズワルト・ゴウド×ソフィー 

 祖母)クライネ・ヤーデ ＮＬ11-1292679 ＢＣ Ｊ.イェレマ作翔 14 年バルセロナＩＮ総合優勝 

母)サン・ダンス ＮＬ16-1509200 ＢＣ Ｋ.ドローグ作 

 祖父)ニュー・ロレアート ルク・ヴィールス作翔 13年バルセロナＮ10,685羽中総合優勝、同ＩＮ25,382

羽中総合優勝  

祖母)ロザンナ 15年バルセロナＮ1281Ｋ5,182羽中総合優勝、同ＩＮ19,083羽中総合3位 上記参照 

    

 

【108】ＮＬ18-1787240 ＢＣＷ ♂ キース・ドローグ作 

父)サニー・プリンス ＮＬ16-1509414 ＢＣＷ Ｋ.ドローグ=バーテンブルグ共同作 

祖父)ニュー・ロレアート ルク・ヴィールス作翔 13年バルセロナＮ10,685羽中総合優勝、同ＩＮ25,382



羽中総合優勝  

祖母)ロザンナ 15年バルセロナＮ1281Ｋ5,182羽中総合優勝、同ＩＮ19,083羽中総合3位 前記参照 

母)ＮＬ16-1423614 ＢＣＷ Ｋ.ドローグ作 

 祖父)エスケープ ＮＬ13-1755949 ＢＣ 両親共Ｊ.イェレマ作 

 祖母)ＮＬ13-1219281 バルセロナＮ6,392 羽中総合優勝のニュー・ヴィットブィクの娘 

 

 

 

 

【109】Ｂ18-6058016 Ｂ ♀ バルト＆ナンス・ファンエッケル作 

父)Ｆ16 Ｂ09-6107016 Ｂ.＆Ｎ.ファンエッケル作翔 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 

ーヌＮ総合11、13位、シャトローＮ総合20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)シスター・オリンピック・306 Ｂ16-6272408 Ｂ Ｂ.＆Ｎ.ファンエッケル作 兄弟／オリンピック・ 

306  モンリュソンＮ総合3位、シャトローＮ総合14、15位、グレＮ総合14位他で、オリンピアード第 

１位 

祖父)Ｂ10-6031825 ガストン・ファンデヴァウワー作  

祖母)Ｂ11-6125831 ポール・フーテン作 

 

 

【110】Ｂ18-6058014 ＢＣ ♂ バルト＆ナンス・ファンエッケル作 

父)ブラザー・レディ・ディアマント Ｂ13-6309932 Ｂ.＆Ｎ.ファンエッケル作  直仔／インブレッド・デ 

ィアマント他 

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

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

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

祖母)ゴールデン・レディＢ08-6031083 Ｂ.＆Ｎ.ファンエッケル作翔 ラ・スーテレーヌＮ総合4 位他

上位入賞多数 

母)ナショナル1・リモ Ｂ16-2146311 ＢＣ ヘルボッツ兄弟作 リモージュＮ700Ｋ10,554羽中総合優勝 

祖父)インブレッド・ナショナル・1 Ｂ14-2338770 ヘルボッツ兄弟作 

祖母)マグナス・ベスト Ｂ10-2192870 ＢＣ ヘルボッツ兄弟作 

    

    

【111】Ｂ18-6058393 Ｂ ♂ バルト＆ナンス・ファンエッケル作 兄弟／17-266 シャトローＮ556Ｋ

4,641羽中総合優勝、17-702 シャトローＰ1,482羽中総合優勝他でＰエース鳩第１位 ※同腹59)参照    

父)ガストン・ジュニア Ｂ08-6031121 ＢＣＷ Ｂ.＆Ｎ.ファンエッケル作翔 サルブリＰ優勝 直仔／ス 

 －パー・ワン、スーパー・トゥー他 シャトローＮ総合優勝、3、9位、アルジャントンＮ総合3位 孫／ 

 ブールジュＮ総合8位、シャトローＮ総合14位他 

ガストネッチェ(両親共Ｇ.ファンデヴァウワー作)×スーパー・クラインチェ 

母)グッチ Ｂ11-6126059 ＢＣ Ｂ.＆Ｎ.ファンエッケル作 

ショーネ・クリス (両親共クリス・クレルボウ作)×ミス・ターボ (トゥルナウ３年エース鳩1位) 

 

 

【112】Ｂ18-6058395 Ｂ ♀ バルト＆ナンス・ファンエッケル作 ※同腹60)参照 

父)ガストン・ジュニア Ｂ08-6031121 ＢＣＷ Ｂ.＆Ｎ.ファンエッケル作翔 サルブリＰ優勝 直仔／スー



パー・ワン、スーパー・トゥー他 シャトローＮ総合優勝、3、9位、アルジャントンＮ総合3位 孫／ 

 ブールジュＮ総合 8 位、シャトローＮ総合 14 位他    ガストネッチェ(両親共Ｇ.ファンデヴァウワー作)×ス

ーパー・クラインチェ     

母)ヘレナ・ディアマント Ｂ14-6030102 ＢＣ  Ｂ.＆Ｎ.ファンエッケル作  兄弟／ミス・ポツナム マジッ 

ク・ディアマント 半兄弟／Ｆ16    ズワルテ・ディアマント×ズスイェ・ゴウドハーンチェ     

 

 

 

 

【113】Ｂ18-3127976 Ｂ ♂ リック・クールス作 ※同腹53)参照 

父)レックス Ｂ12-3088046 Ｇ.ファンデンアベール作 兄弟／グローリア(Ｂ.ファンデンボッシュ使翔) 

 リモージュＮ14,721羽中総合4位 同ゾーン5,738羽中優勝、ボルドーＮ10,622羽中総合39位 

  ロイヤル・ブルー×モナ  

母)フェムケ Ｂ11-3172352 Ｂ Ｒ.クールス作 GPSブリクセン×フィールケ (兄弟／ダーリン ブールジ 

ュＮ総合優勝) 

 

 

【114】Ｂ18-3127013 Ｂ ♂ リック・クールス作 ※同腹54)参照 

父)ド・クライネン  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(ブリクセン孫)    

母)フロランス 西フランドル若鳩エース鳩第１位 直仔／アミーゴ ツールＰ5,313羽中優勝、同6,083羽 

中優勝、16-008 シャトローＮ26,606羽中総合7位 ピル×フロール  

 

 

【115】Ｂ18-3127019 Ｂ ♀ リック・クールス作 ※同腹55)参照 

父)マスター Ｂ08-3037621 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)ボレケ Ｂ10-3020226 ＢＣＷ Ｒ.クールス作翔 シャトロー4,072羽中総合6位、ツール518羽中5 

 位他 KBDBＰエース鳩第１位    ピポ×モレケ (ブールジュＮ22,499 羽中総合31 位、アルジャントンＮ 

10,549 羽中総合4 位他でＫＢＤＢエース鳩第3 位) 

 

 

【116】Ｂ18-3030221 Ｂ ♀ リック・クールス作 異父兄弟／グレＮ8,473 羽中総合優勝 ※同腹 56)

参照 

父)スーパー・ボル Ｂ11-3169899 Ｒ.クールス作 兄弟／ボレケ ＫＢＤＢ中距離Ｐエース鳩第１位(前記) 

 ピポ×モレケ (ブールジュＮ22,499 羽中総合31 位、アルジャントンＮ10,549 羽中総合4 位他でＫＢＤ 

Ｂエース鳩第3 位) 

母)フェムケ Ｂ11-3172352 Ｂ Ｒ.クールス作 GPSブリクセン×フィールケ (兄弟／ダーリン ブールジ 

ュＮ総合優勝) 

 

 

 

 

【117】“スパイカー” ＮＬ17-1281698 ＢＣ ♂ キース・ボスア作翔 2 回入賞内アッセ1,315 羽中5

位他 ※兄弟49)参照 

父)レオン ＮＬ08-1549024 Ｋ．ボスア作 直仔／ヘリコプター 他万羽レース優勝多数    

ブラウエ・レオ×シャトロー・ダィフイェ(シャトローNPOＮ9,337羽中総合優勝他他他他)))) 

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 

タイム・アウト(04年Ｎエース鳩若鳩第１位 全姉妹／マギー ル・マンＮ99,104羽中総合２位、モスキ 

ート ペロンヌＰ21,725羽中総合優勝)×ケルクダィフイェ(ル・マン99,104羽中総合優勝) 

 

 

【118】ＮＬ18-1105690 Ｂ ♀ キース・ボスア作 

父)ジョエイ ＮＬ15-1710637 Ｋ.ボスア作翔 ブールジュ10,321羽中総合優勝、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4,107羽中2位 14年GHFＮエース 

鳩1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1,603羽中2位、ペロンヌ5,059羽 

中2位 レオン×ノネチェ 

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 

 直仔／リコ キェブラン3,948羽中優勝、セザンヌ1,253羽中優勝、ペロンヌ350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、ペロンヌ 13,438 羽中総合 16 位、シャトロー2 回上位入賞 ファヴォリー×シゾ(姉／ジョイ 

ブロアＮ9,545羽中総合優勝) 

 

 

【119】ＮＬ18-5129989 Ｂ ♂ キース・ボスア作 ※同腹52)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 

ファヴォリー×ボント・ピーチェ    

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／

ペロンヌ5,059羽中総合2位、ナイフェル17,183羽中最高分速 兄弟／ヘリコプター、フェンナ他 

レオン(直仔／優勝、総合優勝多数)×ノネチェ(直仔／優勝、総合優勝多数) 

 

 

【120】ＮＬ18-5129990 ＢＣ ♀ 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 ツールＮ13,664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NPO5,503羽中総合3位、メーネン511羽中優 

勝 レオン×クラウディア 

母)モー  ＮＬ13-1243776 ＢＷ Ｋ．ボスア作翔 モー2,114羽中優勝 

 祖父)ルカ Ｂ12-3161555 Ｋ．ボスア作 フィリッペ・ギルバート×ベアトリス 

 祖母)トムポース ＮＬ08-1549176 Ｋ．ボスア作 クライネ・フィーゴ×トミー・23 

 

 

 

 

【121】Ｂ18-5014901 Ｇ ♂ ボスマンス＝リーケンス作 ※弟46)参照) 

父)Ｂ14-2090342 Ｇ ボスマンス＝リーケンス作  

Ｂ13-5100084×ミス・リンブルグ(シャトローＮ5,901 羽中総合優勝他優勝多数) 

母)オリンピック・トリプル・ニーナ Ｂ14-2090027 ボスマンス＝リーケンス作翔 Ｐエース鳩1、2 位 

 ブリュッセル・オリンピアード代表 オリンピック・トリプル・エース×ブラック・ママ    

 



【122】Ｂ18-5067892 Ｇ ♀ ボスマンス＝リーケンス作 全姉／ミス・リンブルグ シャトローＮ5,901 羽

中総合優勝、マルネ176羽中優勝、同213羽中優勝、ランス156羽中優勝、ソールダン123羽中優勝    ※兄47)

参照) 

父)サン・ラッキー・ルーク Ｂ11-5011683  

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

604 羽中優勝 ルイス・デロイス×スケレンス 

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

母)Ｂ11-5170270 ブールジュＮ総合10位の娘  

 

 

【123】Ｂ18-5014868 Ｇ ♂ ボスマンス＝リーケンス作 兄弟／シャロン アルジャントンＮ8,006 羽中

総合優勝、シャロンＰ1,359 羽中優勝、シャトローＰ2,749 羽中総合2 位他でＰエース鳩第2 位     ※弟48)参

照) 

父)Ｂ11-5160832 ボスマンス＝リーケンス作 

祖父)Ｂ08-5165496 ボスマンス＝リーケンス作 ブラウエ・プリンス×スーパー・ママ 

 祖母)Ｂ09-5062384 ボスマンス＝リーケンス作 ラッキー・ルーク×マヤ 

母)Ｂ11-5170311 ボスマンス＝リーケンス作 

 祖父)172 カンニバール Ｂ10-5156172 ボスマンス＝リーケンス作 カンニバール孫×ミルトンの娘 

 祖母)Ｂ10-5156188 ボスマンス＝リーケンス作 ラッキー・ルーク直仔×カサノヴァの娘 

 

 

【124】Ｂ17-5082274 ＢＣ ♂ ボスマンス＝リーケンス作 兄弟／ベビーＮエース鳩10 位 

父)Ｂ11-5170310 ボスマンス＝リーケンス作 直仔／14-095 Ｐエース鳩3位 

祖父)Ｂ10-5156002 ボスマンス＝リーケンス作翔 10年KBDB最優秀若鳩 カンニバール近親×ラッ 

 キー・ルークの娘 

 祖母)ウェスティーの同腹 Ｂ09-5062266 ボスマンス＝リーケンス作 スーパー・パパ×ママ 

母)Ｂ11-5011649 ボスマンス＝リーケンス作 

 祖父)Ｂ05-5148226 ボスマンス＝リーケンス作 プレイボーイ・エンゲルス×ヴァイア・コンディオス 

 祖母)グリズル・カンニバール Ｂ05-6045839 ディルク・ファンダィク作 姉／ナショナル・チャンプ 

 ドールダン1,560羽中優勝、キェブラン382羽中7位 

 

 

 

 

【125】ＮＬ18-1620301 Ｂ ♂ フェルブリー共同鳩舎作 ※同腹41)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 

リコ(全兄弟／ビューティー・フライ)×スヴェトラーナ(Ｊ.ホーイマンス ジェームス・ボンド×ツールス 

ケ)    

母)ＮＬ14-1651354 Ｂ 

 ルコ(Ｒ.Ａ.バッカー父子作 直仔多数総合優勝、優勝、1,035羽中優勝他)×ユートピア(ノワイヨン 

1,818羽中優勝、10,110羽中総合3位、ナイフェル348羽中優勝、ポメロイル299羽中優勝他) 

 

 

【126】ＮＬ18-1620258 Ｂ ♀ フェルブリー共同鳩舎作 ※同腹42)参照 

父)ルコ ＮＬ13-1040138 Ｂ Ｒ.Ａ.バッカー父子作 直仔／ヴァリタ 8,586 羽中総合優勝、1,561 羽中 

 優勝、1,035 羽中優勝他上位入賞鳩多数  ヴァリタス(Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 ブロアNPO9,586 羽中 



総合優勝他NPO レース総合10 位内４回入賞)×フリルト(コープマン作 ゴールデン・ディルク娘) 

母)ヨウリヤ ＮＬ14-1651340 ＢＷ フェルブリー共同鳩舎作翔 ヴィエルゾンNPO5,053 羽中総合7 位、

シャトローNPO3,587羽中総合9位、イソウドゥンNPO4,492羽中総合8位、サンカンタン403羽中優勝、

ブールジュNPO6,639羽中総合11位     フォルチュノ×フィラ(北部同盟国際エース鳩第4位    

 

 

【127】ＮＬ18-1620238 ＢＷ ♂ フェルブリー共同鳩舎作 ※同腹43)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 羽中総合8 位、09 年同Ｎ21,095 羽中総合22 位、ブールジュＮ22,476 

羽中総合25 位、アルジャントンＮ5,763羽中総合383位、シャトロー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 

母)ラピックス Ｂ16-3136586 ＢＷ Ａ.マース作 ラピヨン近親娘 ルディ・ラピヨン(Ｇ.ファンデンア 

ベールのルディ×ラピヨン)×ラピヨン(Ａ.マース作翔 ブールジュ 2,365 羽中優勝、同 4,466 羽中最高

分速、ツールＰ5,697羽中総合2位、シャトローＰ3,076羽中総合優勝、フォンテネイ9,261羽中総合7位) 

 

 

【128】ＮＬ18-1620233 ＢＣ ♀ フェルブリー共同鳩舎作 ※同腹44)参照 

父)エルコ ＮＬ17-1330349 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 ゲーローガー(ピティヴィエ5,240羽中総合優勝、ラ・ス 

ーテレーヌNPO3,077羽中総合優勝、シャトローNPO2,227羽中総合優勝)×ロード・オーホイェ(ピティヴ 

ィエ5,015 羽中総合優勝) 

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  ディ・カプリオ×カンニバールの娘 

 

 

【129】Ｂ18-6194392 ＢＣ ♂ ダニー・ファンダィク作 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／コーゲルチェ（上記） 

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 

 

 



【130】Ｂ18-6194248 Ｂ ♂ ダニー・ファンダィク作 

父)Ｂ15-6063140 Ｄ.ファンダィク作翔 スープ816羽中優勝、メルン490羽中優勝、ノワイヨン2,620羽 

中9位他 兄弟の直仔／ナショナル・ヴォンダー(フェルメールベルゲン鳩舎) 

祖父)カノン Ｂ09-6323112  ドールダン1,245羽中優勝、同1,938羽中優勝、同1,962羽中6位、マル 

ネ3,040羽中優勝、10年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第1位、KBDB中距離若鳩Ｎエース鳩4位 

祖母)ミネルヴァの妹 Ｂ11-6238573 Ｒ．ヘルマンス作 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位他でＣＣｋ。。ｌｋ

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

Ｎ23,921羽中総合105位 ブロア・マギー×ルシアナ 

母)アスケ・784 Ｂ13-6215784 Ｄ.ファンダィク作翔 3年間でグレ277羽中優勝他38レース参加36回入 

 賞 

祖父)ニューエ・ゾーン Ｂ08-6338583 ディルク・ファンダィク作 スーパー種鳩 直仔／ファイオナ 

他 ディ・カプリオ×スーパーケ 

祖母)Ｂ10-6284702 Ｄ.ファンダィク作翔 ドールダン1,610羽中13位他 デン・11×アス・ダィフ 

 

 

【131】Ｂ18-6019389 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 孫／１８年シャトローN 総合 

優勝（クリス・クレルボー）、フィオナ 11 年 KBDB 中距離若鳩ース鳩第 5 位、13 年ベルジアン・マスタ

ー・エース鳩第1 位 

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

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

ルチェ 

母)Ｂ15-6285783 ダニー・ファンダィク＝ディルク・ファンダィク共作 

  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    

祖母)コーゲルチェ Ｂ13-6215758 Ｄ．ファンダィク作翔 ノワイヨン1,449 羽中優勝、ドールダン1,487 

羽中優勝、同5,591 羽中最高分速、ドールダン2,433 羽中4 位他KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第１位 

カノン×ブークス    

 

 

【132】Ｂ18-6194388 Ｂ ♀ ダニー・ファンダィク作 

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)Ｂ10-6284702 Ｂ Ｄ.ファンダィク作 

 祖父)デン・11 Ｂ09-6323111 KBDB 中距離Ｎエース鳩第5 位 同腹／カノン 

 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 

 

 

【133】Ｂ18-6020576 ＢＣ ♀ ジョス・フェルカメン作 

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

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

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

 第1位 

 祖父)ゴールド・メダル ＰＬ0264-06-9085 Ｂ トゥルザスカ作翔 11 年中距離Ｎエース鳩第1 位、ブ 



ダペスト・プレ・オリンピアード第1 位 364Ｋ2,359 羽中優勝他 フレデリック×クレメント 

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

母)コブラ Ｂ14-6175418 ＢＣ Ｊ.フェルカメン作 ポーランド委託レースで、最終レース８位、前送レ 

ース3位で、エース鳩5位 兄弟／ムスタング シャトローＮ526Ｋ22,818 羽中総合優勝 同33,018 羽 

中最高分速 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 

 

 

【134】Ｂ18-6020343 ＤＣ ジョス・フェルカメン作 

父)エレクトロ・ジュニア Ｂ16-6032012 ＢＣ フェルカメン作翔 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／17 年ブリュッセル・オリンピアー 

ド長距離代表候補 直仔／ブロア462ＫＩＰ1,519 羽中優勝、モンリュソンＮ17,865 羽中総合9 位、、、、    

エクストリーム×Ｂ05-6116293    

祖母)デルフィーネ Ｂ11-6282004 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 モンリュソンＮ22,875 羽中総合62 

 位 直仔／スープ1,595 羽中優勝、同1,051 羽中優勝、アルジャントンＮ4,582 羽中20 位、シャトロ 

ーＮ19,691 羽中総合53 位、他優勝鳩２羽  マンボ(アルジャントン555Ｋ419羽中優勝、同Ｎ21,092 

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

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

ャントンＮ555Ｋ13,730 羽中総合3 位 ブラック・ドラゴン オーリャックＰ712Ｋ727 羽中優勝、チュ 

ールＮ8,020 羽中総合64 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     

祖母)アリアナ Ｂ14-6175056 ＢＣ フェルカメン作翔 シャトローＮ526Ｋ25,710 羽中総合9 位、グレ 

Ｎ16,262 羽中総合16 位、モンリュソンＮ555Ｋ9,462 羽中総合67 位 サルゴ×ラ・バンバ 

 

 

【135】Ｂ18-6020373 ＢＣ ♀ ジョス・フェルカメン作 姉／18-108 メルン310Ｋ650羽中優勝    

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 アントワープ連盟エース鳩第1位、KBDB中距離Ｎエース鳩第1位 

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

母)エレクトロ・レディ・68 Ｂ16-6032068 ＢＣ Ｊ.フェルカメン作翔 シャトローＮ1,712羽中総合20 

 位、ノワイヨン692羽中2位、ポン2位他 

 祖父)エレクトロ Ｂ08-6174630 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 孫／17 年ブリュッセル・オリンピアー 

ド長距離代表候補 直仔／ブロア462ＫＩＰ1,519 羽中優勝、モンリュソンＮ17,865 羽中総合9 位、    

エクストリーム×Ｂ05-6116293    

祖母)デルフィーネ Ｂ11-6282004 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 モンリュソンＮ22,875 羽中総合62 

 位 直仔／スープ1,595 羽中優勝、同1,051 羽中優勝、アルジャントンＮ4,582 羽中20 位、シャトロ 

ーＮ19,691 羽中総合53 位、他優勝鳩２羽        マンボ(アルジャントン555Ｋ419羽中優勝、同Ｎ21,092 

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

 

 

【136】Ｂ18-6015811 Ｂ (推定)♂ ジョス・フェルカメン作 

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

ャントンＮ4,582 羽中総合20 位 

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



総合優勝、他17 年ブリュッセル・オリンピアード長距離代表候補 直仔／ブロア462ＫＩＰ1,519 羽 

中優勝、モンリュソンＮ17,865 羽中総合9 位、、、、エクストリーム×293    

祖母)デルフィーネ Ｂ11-6282004 ＢＣ Ｊ.フェルカメン作翔 モンリュソンＮ22,875 羽中総合62 

 位 直仔／スープ1,595 羽中優勝、同1,051 羽中優勝、アルジャントンＮ4,582 羽中20 位、シャトロ 

ーＮ19,691 羽中総合53 位、他優勝鳩２羽    マンボ×ビューティ    

母)ラ・バンバ Ｂ106052045 ＢＣ 両親共フェルカメン作 メルン3,278羽中最高分速 ドールダン5,688 

羽中第2分速 ヴィエルゾンＳＮ6,257羽中総合6位 

祖父)シモン Ｂ07-6221572 Ｂ Ｊ.フェルカメン作 デコ×マリスカ 

祖母)シェリル Ｂ03-6287192 ＢＣ Ｊ.フェルカメン作 ラウル×ルィーズ 

    

    

【137】ＮＬ18-1158783 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・ス

アン・マックス546 羽中優勝、センス1,036 羽中優勝、同6,129 羽中総合3 位、シャトローNPO2,549 羽中総

合14 位  他兄弟2 羽で、ポントワーズNPO3,720 羽中総合2 位、ギエンNPO 総合7 位、オウビー1,373 羽中

優勝、シャトローＮ11,922羽中総合59位他 

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 基礎鳩クライ

ネ・ブラウエ×ガニエダ 直仔がルク・シウン鳩舎でスーパー種鳩 

 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 

レマンス＝コィスタース作 ファンジオ×フィナ 

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 

 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 

 

 

【138】ＮＬ18-1158788 ♀ スヘーレ兄弟作 兄弟／スーパー・ツィンズ(スーパー双子)17-273＋274 エー

ス鳩1、3位 

父)ファスト・ボーイ ＮＬ10-3056436 Ｂ スヘーレ兄弟作翔    アルジャントンNPO総合優勝、同Ｎ23,597 

羽中総合3位、ペロンヌ7,007羽中総合優勝、オルレアン4,515羽中総合3位他        

祖父)ボーイ・ジュニア・700 ＮＬ08-1621700 Ｂ 直仔／ファスト・ボーイ アルジャントンNPO4,000羽 

中総合優勝、ペロンヌ7,007羽中総合優勝、オルレアンNPO4,515羽中総合3位 スーパー・ボーイ×666の娘 

祖母)マライケ ＮＬ04-2136275 マライケ・フィンク作 

母)ゴールデン・アイ  ＮＬ14-1059682 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 第2回Ｇ10導入鳩 

祖父)ドナルド ＮＬ07-1817864 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブールジュ8,548 羽中総合46 位、ア 

ルジャントン6,595 羽中総合63 位、ポメロイル5,627 羽中総合55 位他他他他    マグナム×バブルズ     

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

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

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

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

ペロンヌ2,543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  

 

 

【139】ＮＬ18-1158747 Ｂ ♂ スヘーレ兄弟作 異母兄弟／16-413 アルジャントンNPO2,761羽中総合

7位、シャトローNPO1,954羽中総合5位他 異父兄弟／マックス シャトローNPO2,549羽中総合2位、リモ

ージュNPO1,698羽中総合2位他でゴウデン・クラック第1位 



父)ブラザー・マジックス Ｂ14-2151259 ＬＢＣ Ｅ.リンブール作 兄弟／ニュー・エース他 チュール 

Ｎ6,972羽中総合2位、ポアチエＮ総合17位、ヴィエルゾンＳＮ総合7位、ブールジュＮ総合85、86位 

祖父)ニュー・スーパー・スプリント Ｂ09-2214881 Ｂ Ｅ.リンブール作 スーパー・スプリント直仔 

祖母)クィーン・ブルー・エース Ｂ09-2119372 ＬＢＣ Ｅ.リンブール作 ブルー・エース×ブールジ 

ュスケ 

母)メッチェ ＮＬ12-3213750 Ｂ スヘーレ兄弟作 全兄弟／エース・ガール 12 年 WHZB 長距離Ｎエース

鳩第 2 位、ポアチエ NPO2,183 羽中総合優勝、シャトローNPO3,846 羽中総合 2 位、ラ・スーテレーヌ

NPO2,751 羽中総合2 位、ブールジュNPO4,847 羽中総合10 位 ピート 09 年若鳩Ｎエース鳩第6 位     

 祖父)スーパー・ボーイ ＮＬ02-0274336 直仔／マジック・ボーイ 長距離Ｎエース鳩第1位 

祖母)666 の娘 ＮＬ02-1713196 Ｂ 666(ヘンク・メリス)×ド・503(Ｒ．メリス) 

  

 

【140】ＮＬ18-1158773 ＢＣ ♂ スヘーレ兄弟作 異父兄弟／リコ 1,487羽中優勝、2,101羽中2位他上

位 

父)ルディーズ・ゾロ Ｂ13-3148776 Ｂ ガビー・ファンデンアベール作 

祖父)ルディ Ｂ06-3008003 Ｂ Ｇ.ファンデンアベール作翔 上位多数 ブリクセン×カーチェ 

祖母)ナオミ Ｂ07-3153257 ＢＣ Ｇ.ファンデンアベール作 ヨンゲ・ゾロ×クレオパトラ 

母)エリン ＮＬ16-1587981 スレート スヘーレ兄弟作 兄弟／ソニー・ボーイ(リモージュNPO総合優勝 

他)、シェリル(Ｐエース鳩第１位他)他  

祖父)ソニー ＮＬ12-3254959 Ｂ 全兄弟／エース・ガール 12 年WHZB 長距離Ｎエース鳩第2 位、ポア

チエNPO2,183 羽中総合優勝、シャトローNPO3,846 羽中総合2 位、ラ・スーテレーヌNPO2,751 羽中

総合2 位、ブールジュNPO4,847 羽中総合10 位 ピート 09 年若鳩Ｎエース鳩第6 位 スーパー・ボ

ーイ×666の娘  

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

 

 

【141】Ｂ18-6085310 Ｂ ♂ エディー・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           

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 Ｂ106297751 ディルク・ファンダィク作 ディ・カプリオ×カンニバール娘 

 

 

【142】Ｂ18-6085223 ＢＣ ♀ エディー・ヤンセン作 兄弟／パワー・ガール、パワー・ボーイ    ※姉妹28)参

照 

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 

 

 

【143】Ｂ18-6085190 Ｂ ♂ エディー・ヤンセン作 兄弟／ルーリク16-126 小中距離Ｎエース鳩20位他 

17-088 シャトローＮ12,150羽中総合51位他 18-085 シェブラン1,179羽中優勝、キェブラン513羽中優勝他    

父)デン・ブロードノイス Ｂ14-6239033 Ｅ.ヤンセン作翔 スープ393羽中優勝他 

祖父)Ｂ09-6041278 Ｅ.ヤンセン作 基礎鳩アンナの直仔 

 祖母)ヴィッテ・レーウヴィン Ｂ08-6174937 マルセル・ヴォウタース作 ド・レーウの娘 

母)Ｂ15-6091396 ディルク・ファンダィク作 

 祖父)Ｂ05-6054300 ゲーリンクス父子作 有名なグラディエーターの直仔 

祖母)スーパーケ Ｂ06-6210001 Ｄ.ファンダィク作 カンニバールの孫 

 

 

【144】Ｂ18-6085187 ＢＷ ♀ エディー・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 

 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・ 

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 19回入賞×ディ・カプリオの娘 

 

 

【145】ＮＬ18-1179438 ＢＷ ♀ コール・デハイデ作 

父)ＮＬ14-3423432 ＢＣ Ｃ.デハイデ作 即種鳩 

祖父)ＮＬ03-0334541 ＢＣ Ｃ.デハイデ作 ゾーン・ディアマンチェ×グリューンオーホイェ(ニッ 

ピウス) 

 祖母)ＮＬ07-1838400 ＤＣ Ｃ.デハイデ作 ゾーン・クランパー×アンネット(バルセロナＮ優勝) 

母)ナオミ ＮＬ10-3054650 ＤＣＷ Ｃ．デハイデ作翔 バルセロナ385 羽中優勝、同ＩＮ20,669 羽中総合 

6 位、同 566 羽中優勝、同ＩＮ25,292 羽中総合 72 位、ペルピニャンＮ雌の部 2,181 羽中 21 位、同Ｎ

5,616 羽中総合107 位、ボルドー572 羽中51 位他 

祖父)ゾーン・ペルピニャン ＮＬ01-0127577 ＤＣＷ Ｃ.デハイデ作 直仔／ダックスＮ13,555 羽中総

合22 位 ペルピニャン・ドーファー×モニーク    

  祖母)シウン・ドィビン Ｂ05-3100189 ＤＣＷ ルク・シウン作 オルハン・66×オルハン・44 

 

 

【146】“ゾーン・マリアンヌ” ＮＬ18-1179422 Ｂ ♂ コール・デハイデ作 

父)ゾーン・ドン・ミッシェル ＮＬ15-1899120 ＢＣ Ｃ.デハイデ作 

祖父)ドン・ミッシェル ＮＬ96-9659671 ＢＣ ペルピニャンＮ3回入賞内5,479羽中総合17位、同Ｎ7,195 

羽中総合21位他、同ＩＮ18,426羽中総合41位、同ＩＮ16,025羽中総合60位他、ダックスＮ3回入 

賞内3,755羽中総合39位、同Ｎ5,617羽中総合58位他 ダックス、マルセイユ各3年エース鳩第1位 

 祖母)ニュー・ファボリー ＮＬ13-1394788 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 超銘鳩ハリー×ドン・ミッシェル孫 



母)マリアンヌ ＮＬ12-3220480 ＢＣ Ｃ.デハイデ作翔 11114 年サンバンサンＮ9,745 羽中総合優勝、リモー 

ジュ2,762 羽中総合210 位 

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・500 の娘 ＮＬ07-1928341  

 

 

【147】ＮＬ18-1179398 ＤＣ ♀ コール・デハイデ作 

父)ゾーン・ドン・ミッシェル ＮＬ14-1147292 ＤＣ 

祖父)ドン・ミッシェル ＮＬ96-9659671 ＢＣ ペルピニャンＮ3回入賞内5,479羽中総合17位、同Ｎ7,195 

羽中総合21位他、同ＩＮ18,426羽中総合41位、同ＩＮ16,025羽中総合60位他、ダックスＮ3回入 

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

位 

 祖母)ＮＬ10-3021354 ＤＣ Ｃ.デハイデ作 ブーメラン×モーイ・ズワルトの娘 

母)ＮＬ14-1147316 ＤＣ Ｃ.デハイデ作 

 祖父)ドン・ミッシェル ＮＬ96-9659671 ＢＣ Ｃ.デハイデ作翔 ペルピニャンＮ3回入賞内5,479羽中 

  総合17位、同Ｎ7,195羽中総合21位他、同ＩＮ18,426羽中総合41位、同ＩＮ16,025羽中総合60 

位他、ダックスＮ3回入賞内3,755羽中総合39位、同Ｎ5,617羽中総合58位他 ダックス、ペルピ

ニャン各3年エース鳩第1位 

 祖母)ニュー・ファヴォリー ＮＬ13-1394788 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 超銘鳩ハリー×テラ・バルカ 

  (基礎鳩クランパーの近親) 

 

 

【148】ＮＬ18-1179425 ＢＣ ♂ コール・デハイデ作 

父)ゾーン・ドン・ミッシェル ＮＬ15-1793562 Ｃ.デハイデ作 

祖父)ドン・ミッシェル ＮＬ96-9659671 ＢＣ ペルピニャンＮ3回入賞内5,479羽中総合17位、同Ｎ7,195 

羽中総合21位他、同ＩＮ18,426羽中総合41位、同ＩＮ16,025羽中総合60位他、ダックスＮ3回入 

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

位 

 祖母)ＮＬ10-3021354 ＤＣ Ｃ.デハイデ作 ブーメラン×モーイ・ズワルトの娘 

母)ＮＬ14-1147332 ＢＣ Ｃ.デハイデ作 

 祖父)ゾーン・ドン・ミッシェル ＮＬ09-3959107 ＢＣ Ｃ.デハイデ作 ドン・ミッシェル×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 サンバンサンＮ18,295 羽中総合優勝他 

 

 

【149】“インブレッド・スーパー・プリンス・566” Ｂ18-3003566 ＢＷ ♂ ジノ・クリケ作 近親直孫 

父)ブラザー・ブルー・プリンス Ｂ12-3050024 Ｂ Ｇ.クリケ作 

祖父)スーパー・プリンス Ｂ08-3172902 Ｇ.クリケ作翔 アルジャントンＮアルジャントンＮアルジャントンＮアルジャントンＮ10,54910,54910,54910,549羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合6666位、ブ位、ブ位、ブ位、ブ    

ールジュＮールジュＮールジュＮールジュＮ22,47622,47622,47622,476羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合5555位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ10,90610,90610,90610,906羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合4444位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ22,49922,49922,49922,499羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合12121212位位位位 ソン・プリ 

ンス×フィーゴの孫 

祖母)クリス・ドィビン Ｂ07-3038761 ＢＣ Ｇ.クリケ作 直仔／シャトローＮ直仔／シャトローＮ直仔／シャトローＮ直仔／シャトローＮ22,17822,17822,17822,178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)ジェーン・ボンド Ｂ12-3050007 Ｂ Ｇ.クリケ作 

 祖父)スーパー・プリンス Ｂ08-3172902 Ｎエース鳩第2位 上記参照 

祖母)Ｂ09-3187640 ＢＷ Ｇ.クリケ作 ピラート×デフォス 

 

 

【150】“オール・ナショナル・899” Ｂ18-3128899 ＢＷ ♀ ジノ・クリケ作 ガブリエラ近親孫 

父)ダブル・ナショナル・144 Ｂ16-3144144 Ｂ ジノ・クリケ作 



祖父)プリンス・ルディ Ｂ14-3028072 Ｇ.クリケ作翔 リモージュＮ14,575 羽中最高分速総合優勝    

祖母)ガブリエラ Ｂ15-3050570 ＢＷ Ｇ.クリケ作翔 アジャンＮ2,932 羽中総合優勝、同ＩＮ雌の部 

2,016 羽中優勝 ガビー・892×スパイダーマンの同腹 

母)ゴールデン・ガブリエラ・060 Ｂ16-3142060 ＢＷ Ｇ.クリケ作  

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

Ｎ5,731 羽中4 位、リモージュＮ6,907 羽中14 位で、KBDB 長距離Ｎエース鳩第１位 360,000ユーロ 

でトレード グッチ・プリンス×ティナ 

祖母)ガブリエラ Ｂ15-3050570 ＢＷ Ｇ.クリケ作翔 アジャンＮ2,932 羽中総合優勝    上記参照 

 

 

【151】“オール・ナショナル・916” Ｂ18-3128916 Ｂ ♂ ジノ・クリケ作 

父)オリンピック・150 Ｂ16-3142150 Ｂ Ｇ.クリケ作 

祖父)デヴィル・プリンス Ｂ13-3031911 Ｇ.クリケ作 モンリュソンＮ19,298羽中総合優勝し、126,000

ユーロで売却 孫／アルジャントンＮ16,000 余羽中総合2 位 直仔/KBDBＮエース鳩第11、 

13 位 スーパー・ガビー(81,000ユーロで譲渡)×ロベルティーナ 

祖母)オリンピック・プリンセス Ｂ15-3050843 Ｂ Ｇ.クリケ作翔 ブールジュＮ10,173 羽中総合優勝 

 同45,730 羽中最高分速、ラ・スーテレーヌＮ9,580 羽中総合16 位 

母)ゴールデン・ガブリエラ・022 Ｂ17-3131022 Ｂ Ｇ.クリケ作 

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

Ｎ5,731 羽中4 位、リモージュＮ6,907 羽中14 位で、KBDB 長距離Ｎエース鳩第１位 360,000ユーロ 

でトレード グッチ・プリンス×ティナ 

祖母)ガブリエラ Ｂ15-3050570 ＢＷ Ｇ.クリケ作翔 アジャンＮ2,932 羽中総合優勝 

 

 

【152】Ｂ18-3128818 ＢＣ ♂ ジノ・クリケ作 

父)ゴールデン・075 Ｂ16-3142075 Ｂ Ｇ.クリケ作 

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

Ｎ5,731 羽中4 位、リモージュＮ6,907 羽中14 位で、KBDB 長距離Ｎエース鳩第１位 360,000ユーロ 

でトレード グッチ・プリンス×ティナ 

祖母)ゾーラ Ｂ10-3163723 ＤＣＷ Ｇ.クリケ作 直仔／アレクサンドラ KBDB 若鳩長距離Ｎエース

鳩第8 位他 雄鳩 イソウドゥンＮ11,984 羽中総合15 位、、、、14-075 ツール７位他 

母)Ｂ17-3061875 ＢＣ Ｇ.クリケ作 兄弟／デヴィル・プリンス モンリュソンＮ19,298 羽中総合優勝 

祖父)スーパー・ガビー Ｂ12-3162870 純Ｇ.ファンデンアベール ブリクセンの孫 81,000ユーロで譲渡 

祖母)ロベルティーナ Ｂ11-3008127 ＢＣ Ｇ.クリケ作 

 

 

【153】ＮＬ18-5167307 ♂ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作 

父)リッジ ＮＬ15-1706479 Ｂ ＧＧＧＧ....＆Ｂ＆Ｂ＆Ｂ＆Ｂ....フェルケルク作翔フェルケルク作翔フェルケルク作翔フェルケルク作翔    シャトローＮ47,539 羽中総合15 位  

祖父)アンディ・マレー ＮＬ11-1740957 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 シャトロー8,864 羽中総合 6

位、ブールジュ13,592羽中総合30位、同4,961羽中総合12位、同9,896羽中総合60位、アルジャン

トン7,796羽中総合30位 13年長距離Ｎエース鳩第2位 グーフィ×シャイン 

祖母)マジック・アモーレ ＮＬ06-4720774 ＬＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／オリンピック・

ソランジェ、フーディニ、イタロ、リッツ、ミラクル他 マジック・マン×アモーレ  

母)フェリン ＮＬ10-1682306 Ｂ 13 年オリンピアード第4 位    マンテス・ラ・ヴァレー10,446 羽中 

 総合5 位、同2,058羽中総合4位、ヴィエルゾン14,964羽中総合52位他 

 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 



 

 

【154】ＮＬ18-5167265 ♀ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作  

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 

 祖父)ピカソ ＮＬ01-1886517 Ｂ 03年Ｎ最優秀雄鳩第5位 アブリス10,571羽中総合3位、ツール2,940 

羽中総合5位、ラ・スーテレーヌ6,830羽中総合15位他 カッパー×レオンティン 

 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) ウンデット・ニー×オルレアンＮ総 

合8位の半姉妹 

母)キキ＝ケイト ＮＬ13-1239602 Ｂ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作翔 15年シャトローＮ3,7571羽中総合4位 

他で、PIPA中距離Ｎエース鳩第1位  姉／ローラ＝リリー  ブールジュ9,742羽中総合優勝、モー17,204 

羽中総合28位 アルジャントン6,926羽中総合12位、ヴィエルゾン11,506羽中総合49位、ペロンヌ 

19,537羽中総合129位 

祖父)アトランティス ＮＬ10-1682265 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 シャトロー11,096 羽中総合 42

位、オルレアン5,503 羽中総合21 位、マンテス・ラ・ヴァレー5,222 羽中総合26 位、ストロームベー

ク4,854羽中総合18位、モースクロン3,833羽中35位 Ｐ最優秀当日長距離鳩 フリントストーン×

ボンド・ガール     

祖母)フェリン ＮＬ10-1682306 Ｂ 13 年オリンピアード第4 位 マンテス・ラ・ヴァレー10,446 羽 

中総合5位、同2,058羽中総合4位、ヴィエルゾン14,964羽中総合52位他 プリンス×エフォリア  

 

 

【155】ＮＬ18-5167268 ♂ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作 

父)トッパー・ハーレー ＮＬ13-1239600 ＢＣ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作翔 15 年ルフェック 4,133 羽 

中総合2 位、ニッヴェユ5,616 羽中総合5 位、ブロア15,515 羽中総合21 位、ヴィエルゾン11,506 羽 

中総合18 位、ペロンヌ19,537 羽中総合49 位他等でＮ最優秀長距離鳩、TW 長距離Ｎエース鳩第１位 

祖父)タイソン ＮＬ10-1682373 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ストローメベーク4,854羽中3位、アアアア    

ルジャントンルジャントンルジャントンルジャントン7,7967,7967,7967,796羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合7777位位位位、デュッフェル4,212羽中9位、グリンベルゲ1,780羽中6位、ペ 

ロンヌ1,527羽中15位で短距離エース鳩第1位 ブルドーザー×ビヨンセ    

 祖母)ドリーム・ガール ＮＬ08-2049116 ＢＣ コープマン作 超銘鳩アンネリーズ直仔×ヤング・ドリーム 

母)ハイライト ＮＬ15-1706421 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作翔 ルフェック NPO3,780 羽中優勝他 

オリンピアード・オールラウンド部門8 位 

 祖父)デンプシー ＮＬ11-1736818 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 イカルス×クィーン・ウラウディア  

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

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

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

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

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

 

 

【156】ＮＬ18-5167292 ♂ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作 

父)キャプテン・フック ＮＬ10-1682215 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 センス6,492羽中総合5位、 

ヴィエルゾン10,571羽中総合27位、ニヴェユ6,366羽中総合20位、ツール11,759羽中総合71位他 

祖父)ロヌンベル ＮＬ05-1394794 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 シャンティー6,762羽中総合8位、 

同390羽中3位、ハルキーズ5,948羽中総合20位、クライル45,639羽中総合261位、ペロンヌ6,990 

羽中43位 オリンピック・ロナウド×オリンピック・アンビリーバブル    

祖母)バブルズ 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) ウンデット・ニー×オルレア 

ンＮ総合8位の半姉妹 

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／ボニータ、エフロリア、ソロ・スター、ノック・アウト 

祖父)ブルドーザー ＮＬ03-1135475 Ｂ 00004年WHZB最優秀雄鳩第6位 05年長距離Ｎエース鳩第4位  

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

18,869羽中総合28位他 ビッグ・サンダー×バブルズ 

祖母)オリンピック・ソランジェＬ07-1817923 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) 

 

 

【157】Ｂ16-3103713 ＢＣＷ ♂(推定) ルク＆ヒルデ・シウン作 兄弟／15年ラ・スーテレーヌＮ532

Ｋ9,760 羽中総合優勝 同12,308 羽中最高分速、直仔／ブリオンヌＰ6,428 羽中総合5 位，ポントワーズＰ

10,712羽中総合33位 

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 

祖父)エクスプロシーフ ＮＬ11-1742470  Ｗ.ドブルイン作 半兄弟／ナイラ ナントィル30,019羽中最 

高分速、マンテス23,851羽中最高分速、オリンピック・ハリケーン他 

 祖母)ジプシー Ｂ11-6244601 Ｒ.ヘルマンス作 ディッケ・ファン・ド・ヤールリング（アテナ全兄弟） 

  ×プロパーの直仔 

母)エミリア Ｂ11-3088148 直仔／ルカ アルジャントンＮゾーン優勝  

 祖父)Ｂ08-6339521 エディ・ヤンセン作 アンナの直仔 

 祖母)ＮＬ09-1425583 Ｒ.ヘルマンス作 スタールトの妹 

 

 

【158】Ｂ17-3070089 Ｂ ♂ ルク＆ヒルデ・シウン作  ※同腹10)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Ｐ6,428羽中総合5位，ポントワーズＰ10,712羽中総合33位 

リゴベルト×エミリア（上記） 

母)アヌークＢ12-3142054 Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 418 羽中優勝、ポアチエＮ13,135 羽中総合4 位、シャト 

ローＮゾーン4,107羽中9位、ツールＰ6,400羽中総合7位、、、、ラ・スーテレーヌＮ11,236羽中総合69位他 

ビッグ・タイム(Ｒ.ヘルマンス作 リック・ヘルマンスのアテナの弟×ティンカーベル)×ビッグ・バブ

ルズ(Ｗ.ドブルイン作)  

 

 

【159】Ｂ18-3130941 ルク＆ヒルデ・シウン作  ※同腹11)参照 

父)ウィリー Ｂ13-3138155 ルク＆ヒルデ・シウン作 直仔／Ｂ16-3103715 アルジャントン1,195 羽中2 

位、同1,545 羽中5 位、シャトロー880 羽中3 位(何れもＮゾーン成績) 

スピデイ(Ｗ.ドブルイン作 ウィレミナポアチエＮ総合優勝の父)×ケイト(Ｗ.ドブルイン作) 

母)ジェシー Ｂ16-3103792 ルク＆ヒルデ・シウン作翔 アルジャントンＰ1,794 羽中優勝、同Ｎ11,623 

羽中総合4 位、シャトロー1,856 羽中優勝、同Ｎ18,799 羽中総合58 位、同ＮⅡ8,640 羽中総合21 位、 

ブールジュＮ20,397 羽中総合61 位、クレルモンＰ7,364 羽中総合10 位、同Ｐ9,824 羽中総合28 位、同

Ｐ13,358 羽中総合30 位、ポントワーズＰ6,144 羽中総合18 位他で、KBDB 大中距離３Ｎエース鳩最優

秀鳩1 位 同Ｎエース鳩第8 位 同腹／ステフィ ブールジュＮ20,284 羽中総合22 位、、、、    

 ナイロ(Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 15年ラ・スーテレーヌＮ532Ｋ9,760羽中総合優勝 同12,308羽中最高分 

速    リゴベルト×エミリア)×アヌーク(Ｌ.＆Ｈ.シウン作翔 418 羽中優勝、ポアチエＮ13,135 羽中総



合4 位、ツールＰ6,400羽中総合7位他 ビッグ・タイム×ビッグ・バブルズ)    

 

 

【160】Ｂ17-3070256 Ｂ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作 ※同腹12)参照 

父)Ｂ15-3058500 ルク＆ヒルデ・シウン作  

トップ・ブリーダー(直仔／リブルヌＮ総合優勝、アジャンＮ総合2 位、ペルピニャンＮ総合6 位、ポ 

ーＮ総合6、11、183 位、サンバンサンＮ総合10 位 イル・グリオの甥)×コロネルの妹 Ｇ.ボレ作 直 

仔／ヨアヒム カオールＮ8,348 羽中総合 13 位、スーヤックＮ5,282 羽中総合 52 位、リモージュＮ

14,271 羽中総合135 位他、サガン ボルドーＩＮ11,444 羽中総合7 位他    

母)ガボ Ｂ14-3034076 ルク＆ヒルデ・シウン作翔 リモージュＮ15,789 羽中総合27 位、同Ｎ14,922 羽 

中総合33 位、同Ｎ6,372 羽中総合44 位、同Ｎ9,149 羽中総合85 位、同Ｎ7,274羽中総合127位、同Ｎ 

13,493羽中総合164位、チュールＮ4,169羽中総合48位、ツールＰ4,939羽中総合55位他Ｎ上位入賞多数 

 Ｇ.ファンデンアベール(超銘鳩ブリクセン直仔×超銘鳩ハリー直娘)×Ｂ12-3161995  Ｇ.ボレ    

 

 

【161】“ニキー・ハリー” ＮＬ18-1227070 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／キェブラン11,337羽中総合優勝、同3,513羽中優勝、セザンヌ 

740羽中優勝他    

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

 超銘鳩ハリー×ビューティ・576 

 祖母)ステレイエ 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)ニキー ＮＬ17-1275604 Ｂ Ｊ.ホーイマンス作 Ｊ.デヨング使翔 オルレアンNPO5,228羽中総合優 

勝、ペロンヌＰ14,829羽中総合16位 

 祖父)ＮＬ13-1410971 Ｂ 両親共Ｄ.ファノールト作翔    ブールジュNPO4,830 羽中総合18 位他 

 祖母)ＮＬ15-1850807 Ｃ.ファンドヴェーテリング作 Ｊ.ホーイマンスのブルー・ブラーヴェの娘 

  直仔／レシネス8,027 羽中総合優勝 

 

 

【162】“ブルー・ハリー” ＮＬ18-1227004 Ｂ ？ ヤン・ホーイマンス作 

父)ブラザー・ニューハリー ＮＬ17-1411114 ヤン・ホーイマンス作 兄弟／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 トロイ6,390羽中総合9位 兄弟／キェブラン11,337羽中総合優勝、同 

3,513羽中優勝、セザンヌ740羽中優勝他    

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

超銘鳩ハリー×ビューティ・576 

 祖母)ステレイエ 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羽中優勝、 

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

母)システー・ビューティー・ハリー ＮＬ12-1784591 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 直仔／アーリー 

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

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

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

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

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

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

ュNPO7,299羽中総合6位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ 



祖母)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 

 

 

【163】“ヨランセス・ハリー” ＮＬ18-5002795 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作 

父)ウェズレイ ＮＬ16-1662955 Ｂ ヤン・ホーイマンス作 兄弟／ハリー・ジュニア 兄弟半兄弟／ 

 ニールグニース14,737 羽中優勝、ポン・サン・マクサンス12,894 羽中優勝、キェブラン11,337 羽中 

優勝、アッセ4,544 羽中優勝、同1,897 羽中優勝、キェブラン3,513 羽中優勝 

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

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

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

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

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

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

ュNPO7,299羽中総合6位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ 

 祖母)ステレイエ 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羽中優勝、 

        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455455455455羽中優勝羽中優勝羽中優勝羽中優勝    両親バース作 フローム150×リヒテ・スーパーチェ 

母)ヨランセ ＮＬ16-1342102 ハンス・ハック作翔 ブールジュNPO14,226羽中総合優勝、ギエンNPO9,395 

羽中総合優勝他他他他    

 祖父)ＮＬ13-1960251 ＢＣ 両親共Ｈ.ハック作 直仔／アッセ2,145羽中優勝、フェルイ1,989羽中優勝 

 祖母)エリカ ＮＬ14-1753656 Ｂ 両親共Ｈ.ハック作 自身オレンジＮ4,874羽中総合6位    

 

 

【164】“ハリー＆ケース・825” ＮＬ18-5002825 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)オリンピック・シャヌルケ ＮＬ08-1543385 ＢＣ Ｗ．ドブルイン作翔 NPO 当日長距離Ｎエース鳩、 

TBOTB 当日長距離Ｎエース鳩、WHZB 同Ｎエース鳩第５位、10 年ヨーロッパ杯第4 位で同オランダ・

エース鳩第1 位、オリンピアード・ポーランド世界第3 位 オルレアン6,951 羽中総合3 位、オルレ

アン10,375 羽中総合8 位、ツール9,061 羽中総合8 位、サンカンタン8,851 羽中総合17 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×ガニエ

ダ 

母)ドーター・ケース ＮＬ16-1663951 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 

 祖父)ケース ＮＬ07-2007622 Ｊ．ホーイマンス作 同腹／超銘鳩ハリー他 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 

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)Ｂ14-6231636 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 ディ・カプリオ×カンニバールの孫 

 



 

【165】Ｂ18-4233350  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 

 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)フロールケ Ｂ16-4139838 Ｂ デスメイター＝レスチアン作翔 18年バルセロナＩＮ15,707羽中総合 

 ２位、同雌の部優勝 

祖父)ソン・グラン・クリュ Ｂ09-4051348 ＤＣ  デスメイター＝レスチアン作  

祖母)ワンダー・レディ Ｂ14-4270934 Ｂ デスメイター＝レスチアン作 ペルサップ×640・シスター・ 

ヨースト 

 

【166】Ｂ18-4220133 ＢＣＷ ♂  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 

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 03年ペル 

ピニャンＩＮ1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 

ルドーＩＮ1才鳩の部優勝)×レディ・フィンス(サンバンサンＮ1才鳩優勝) 

母)シスター・ペギー Ｂ13-4267885  ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 兄弟／ペギー 11年バルセロナ 

 Ｎ12,170羽中総合37位、ペルピニャンＮ5,591羽中総合13位でKBDB超長距離Ｎエース鳩第1位他 モ 

ントーバンＮゾーン14位、スーヤックＮ総合38位、バルセロナＮ総合47位、スストーンＩＮ総合76位 

 祖父)ジタン Ｂ07-4335449 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 スーパー種鳩 ナルボンヌ1×ペル 

ピニャン・キングの近親 

 祖母)ミス・ペルピニャン Ｂ02-2215506 ＢＣ デクレルク＝フェルファーレン作翔 ペルピニャンＰ 

  優勝、同ＩＮ総合30 位 Ｆ.ファンデンブランデ×Ｍ.＆Ｇ.サンテンス 

 

 

【167】Ｂ18-4233374 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 16 年ナルボンヌＮ総合 

2 位、バルセロナＮ総合22 位で、同年KBDB 超長距離Ｎエース鳩第1 位 

 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)Ｂ15-4088293  デスメイター＝レスチアン作 

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

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

 羽帰り総合優勝、同ＩＮ9,052 羽中総合優勝 サン・ヨースト×ヤンダーケ    

 祖母)ペギー Ｂ09-2045788 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 11年バルセロナＮ12,170羽中総合 

37位、ペルピニャンＮ5,591羽中総合13位でKBDB超長距離Ｎエース鳩第1位 兄弟／モントーバ 

ンＮゾーン14位、スーヤックＮ総合38位、バルセロナＮ総合47位、スストーンＩＮ総合76位 

 

 

【168】Ｂ18-4128342 ＲＣ ♂  デスメイター＝レスチアン作 兄弟／ナルボンヌＮ総合３位    



父)ヒューゴー Ｆ12-304018 ＢＷ クロード・ルドー作翔 15 年サンバンサンＩＮ10,737 羽中総合優 

 勝 

祖父)マルセイユ Ｆ09-418797 ロイヤル・シルヴェスター(ダックスＩＮ11,898 羽中総合4 位、ポーＩ 

Ｎ8,438 羽中総合22 位で、ヨーロッパエース鳩第１位)の孫 

祖母)Ｆ08-212278 ロイヤル・シルヴェスター直仔×デスメイター＝レスチアンのヨーストの孫娘 

母)ビューティ・レミー Ｂ15-4263602 ＲＣ  

祖父)レミー Ｂ07-2060539 Ｓ スペルトドールン作 モンテリマールＮ総合４位、オレンジＮ総合17 

位、マルセイユＮ総合28 位他で、ローン・バリーＮエース鳩第１位        

祖母)Ｂ11-4305077 Ｄ.ファンコーレブルック作 ファーレ・ポー(タルベＮ4,576 羽中総合2 位、ポー 

Ｎ2,157 羽中総合11 位、同Ｎ1,828 羽中総合13 位)の娘 

 

    


