
 

創業134年の伝統を誇る、世界で最も権威ある鳩界誌新聞社「ド・ダイフ」がその総力を結集し、世界最高ラン

クの若鳩オークションを実現しました。それがこの G10、ゴールデン・10 です。ゴールデン・10 は誰もが成しえな

かった夢の競売です。ベルギー、オランダの最強鳩舎がそれぞれの代表鳩の直仔や兄弟を各 8 羽ずつ厳選し

て参加する競売です。 

 今年は、11 月 5 日・6 日の土日両日に行われます。チャンピオン商事㈱では皆様の奮ってのご参加を募集致

します。本競売にご参加ご希望の方は、ご自由に指値下さい。為替レートの変動が不安定な時期ですので、指値

は（税・手数料・諸経費全てを含む）日本円の総額でお申し込み下さい。指値は、競売順であれば、第一、第二

希望等指定できます。 ご理解宜しくお願い致します。 

  ※落札鳩は本州であれば、ゆうパック（ドア・ツー・ドア）で発送可能です。本州以外は空港止めにて全国に

発送可能です。 
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                                        ご挨拶 

 

2013 年、ヤンとリックは、さまざまな種類の鳩を販売するための新しいコンセプトの模索に頭を悩ませました。

これらを一つのユニークなオークションにまとめることができたらどうでしょうか? 20 人の提供者が私たちと 一

つの場所に飛び込み、ゴールデン 10・オークションが誕生しました。 

 

10 年後、今やゴールデン 10・オークションは鳩レースに欠かせない風景となっています。私たちは格調を設

け、記録を破り、世界に多くの熱狂的フォロワーが出来ました。毎年、現時点で提供できる最高の鳩を提供して

おり、今後 10 年間も継続して提供させて頂く予定です。 

 

10周年記念である本競売では、19 人の愛好家が、所有する最高の鳩から 8 羽の (若) 鳩を提供致します。

これらには、N レース総合優勝鳩の直仔、兄弟姉妹、また N エース鳩や実績のある種鳩の直仔が含まれます。 

本競売には、来シーズンの作出の準備ができているほとんどの鳩だけでなく、2022 年シーズン欧州最高のレー

サーからの多くの夏/遅生まれの若鳩も登場します。 

 

本競売は、昨年と同様、ベスト・ウエスタン・ホテル・ノービス（アステン NL) で行われ、全ての提供側の鳩飼

いが参加し、自らの手で鳩を展示します。彼らとアイデアを交換する絶好の機会ですが、もちろん、全ての鳩質

を確認し評価することもできます! 

 

 

リック＆アンケ・ヘルマンス 

 

 

★ド・ダイフ社のウェブサイトでは全鳩の写真とオリジナル血統書を掲載します。 

 

 

https://www.deduif.be/ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【競売第１日】 11 月５日 土曜日 

 

 

 

【１】“ジ・オンリー・ワン” ＮＬ22-8560222 Ｂ ♀ ヤン・ホーイマンス作 

父)ブルー・ブラーヴェ ＮＬ13-1383352 Ｃ.ファンデヴェーテリング作翔 キェブラン 2,046 羽中優勝、 

サンカンタン 948 羽中優勝、セザンヌ 368 羽中優勝、ポン・サン・マクサンス 430 羽中優勝 

祖父)ヨンゲ・ディオン ＤＶ7983-09-0462 両親共レオ・ヘレマンス作 直仔孫／シャトードゥンＮ12,995 

羽中総合優勝、ニールグニース 12,644 羽中総合優勝、キェブラン 2,046 羽中優勝、ロワイエ 2,225 羽中

優勝、サンカンタン 948 羽中優勝、ヴォルセスター797 羽中優勝、アッセ 4,091 羽中2 位 

祖母)ブラーフイェ ＮＬ07-1917147 フェルスティーグ＝オウワーケルク作 スーパー種鳩 直仔孫／イソ 

ウドゥンＮ15,631 羽中総合優勝、シャトードゥン 12,995 羽中総合優勝、ナントィルＮ14,422 羽中総合優勝、 

ラ・スーテレーヌＮ6,761 羽中総合優勝、オルレアン NPO5,234 羽中総合優勝、アッセ 8,257 羽中優勝、レ 

シネス 8,027 羽中優勝、同3,385 羽中優勝他 

母)ディオン・ハリーの妹 ＮＬ18-5002128 Ｊ.ホーイマンス作 チーム・ホーイマンスＮＬ使翔 ニールグ 

ニース 12,644 羽中総合優勝他入賞多数 

 祖父)ヨンゲ・ディオン ＤＶ7983-09-0462 両親共レオ・ヘレマンス作 上記参照 

祖母)ＮＬ13-1394922 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作  超銘鳩ハリー×アレクシア 

 

 

【２】“ゴールデン・シルヴィウ” ＮＬ22-8560362 Ｂ ♂ ヤン・ホーイマンス作 

父)シルヴィウ ＮＬ19-1022619 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作翔 シャトードゥン NPO15,359 羽中総合優勝、 

シャトローＮ8,075 羽中総合5 位、ヴィエルゾンNPO2,363 羽中総合6 位、同NPO4,388 羽中総合20 位 

他で、21 年NPO 長距離Ｎエース鳩第12 位  

 祖父)ソン・ハリー ＮＬ15-1849890 Ｔ.Ｊ.エルズィンガ＝ホーイマンス共作 兄弟の直仔／18 年セン 

スＮ総合優勝 超銘鳩ハリー×エスメー(優勝3回) 

 祖母)グロリア・アレクシア ＮＬ17-1410090 Ｂ.ファンデンベルヘ＝Ｊ.ホーイマンス共作 

母)エヴァ ＮＬ18-5002140 J.ホーイマンス作翔 ロワイエ NPO5,996 羽中総合5 位、ポン・サン・マクサンス 

NPO5,748羽中総合6位他でTBOTB中距離Ｎエース鳩第1位 兄弟／メルンＰ5,644羽中総合優勝、センス 

Ｐ3,994 羽中総合優勝  

祖父)ブラーヴェ・スター ＮＬ15-1850809 両親共Ｃ.ファンデヴェーテリング作 直仔／センス 903 羽 

中優勝、モルリンコート 1,797 羽中優勝 ブルー・ブラーヴェ×ニュー・ハリーの母 

祖母)ヨンゲ・ジャミー ＮＬ11-1912557 Ｂ 両親共Ｊ.ホーイマンス作 ジェームス・ボンド×ラーチ 

ェ・56 

 

 

【３】“ブラーヴェ・ゴールド・ハリー” ＮＬ22-8560532 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマンス作 

父)ブラーヴェ・ハリー ＮＬ17-1410612 Ｊ.ホーイマンス作翔 シャトードゥンＮ12,995羽中総合優勝、 

同 NPO3,243 羽中総合 23 位他、ペロンヌ 4,093 羽中 3 位他、イソウドゥンＮ14,084 羽中総合 79 位他、メル

ン NPO6,025 羽中総合32 位、ポン・サン・マクサンスＰ5,748 羽中総合47 位他多数入賞 

祖父)ブルー・ブラーヴェ ＮＬ13-1383352 Ｃ.ファンデヴェーテリング作翔 キェブラン 2,046 羽中優 

勝、サンカンタン 948 羽中優勝、セザンヌ 368 羽中優勝、ポン・サン・マクサンス 430 羽中優勝 

 祖母)ＮＬ16-1663533 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 超銘鳩ハリー×ニュー・スター・アイ 

母)ウィットペン・127 ＮＬ18-5002127 Ｊ.ホーイマンス作翔 シャトードゥンＮ12,995 羽中総合3 位 



 ナントィルＮ14,422 羽中総合82 位、同NPO5,104 羽中総合66 位、レシーヌＰ7,429 羽中総合50 位、ロ 

ワイエNPO5,996 羽中総合67 位、同Ｐ6,208 羽中総合91 位他上位多数 

 祖父)ソン・ブラウエ・ビンク ＮＬ16-1663115 ＢＷ ホーイマンス作 Ｃ.ファンデヴェーテリング使 

翔 ギエン NPO4,607 羽中総合19 位、イソウドゥン NU6,604 羽中総合22 位、ブールジュＮ166,658 羽中 

総合83 位他 ブラウエ・ビンク×ブルー・バロンの妹 

 祖母)947・シスター・ニュー・ハリー ＮＬ15-4012947 ホーイマンス作 Ｃ.ファンデヴェーテリング使 

翔 ニールグニース 455 羽中優勝、ペロンヌ 329 羽中優勝、アッセ 8,257 羽中2 位他入賞多数 

 

 

【４】“ミス・ゴールド・ジュニア” ＮＬ22-8560590 Ｂ ♀ 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／NPO、N レース・シングル9 回入

賞、21 年中距離 N エース鳩第 6 位、アッセ 8,257 羽中総合優勝、レシネス 4,097 羽中優勝、レシネス

3,385 羽中優勝、レシネス2,421 羽中優勝、スタフォード1,191 羽中優勝、アルジャントンN42,847 羽中

総合2 位、ブールジュＮ16,658 羽中総合4 位 ニールグニースＰ6,938 羽中総合4 位 

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

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

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

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

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

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

ュNPO7,299羽中総合6位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ 

 祖母)スターアイＮＬ10-1881869 Ｃ.ファンデヴェーテリング作 直仔／アッセ・ゼリンク1,897羽中優勝、 

  ニールグニース455羽中優勝    両親バース作 フローム150×リヒテ・スーパーチェ 

  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)ミス・ガヴェンディッシュ ＮＬ18-5002201 Ｊ.ホーイマンス作翔 ペロンヌ 1,638 羽中優勝、スワソン 

15,127 羽中7 位他PIPA 短距離Ｎエース鳩7 位 

祖父)ガヴェンディッシュ ＮＬ08-1275448 Ｐ.バンバハト使翔 ポメロイル 4,604 羽中優勝、エピー4,518 

羽中優勝他09 年NPO＆WHZB 短距離Ｎエース鳩1 位  純ファンデンアベール系 

祖母)ＮＬ16-1663954 ＢＣ ホーイマンス作翔 メルン NPO3,000 羽中総合優勝、ペロンヌ 1,638 羽中優

勝他でクラブエース鳩1 位 ニュー・ハリー×ラーチェ・707 

 

 

【5】“サニー・ペプシ” Ｂ22-4085768 Ｂ ♂ ベニー・スティーフェニンク作 ※シポ近親 

父)ペプシ Ｂ14-4059809 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作翔 17 年シャトローＮ2,780 羽中優勝、モンリュソン 

Ｎ16,982 羽中総合7 位、ツール 24,097 羽中総合16 位、アルジャントン 9,228 羽中総合25 位、ブールジュ 

Ｎ19,736 羽中総合146 位、スープ 517 羽中優勝、グレＮ16,262 羽中総合271 位他で、16 年KBDBＮエース 

鳩第7 位、PIPA ランキング 6Ｎレース第1 位 

祖父)ペペラル Ｂ12-1077051 ＢＣ コープマン 直仔／ペプシ 17年シャトローＮ2,780羽中優勝他 

 祖母)Ｂ07-4216998 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作翔 ノワイヨン 348 羽中優勝、アルジャントン 2,007 羽 

中10 位、同4,526 羽中30 位他 シポの娘 

母)サンシャイン Ｂ14-4059861 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作翔 シャトロー5,877 羽中総合33 位、スープ 

428 羽中優勝、グレ 4,432 羽中総合43 位他 姉／サン 若で、アルジャントンＰ3,942 羽中総合3 位、シャト 

ローＰ2,728 羽中総合 7 位、ブールジュＮ18,478 羽中総合 44 位、ラ・スーテレーヌＰ3,343 羽中総合優勝の

成績で若鳩Ｎエース鳩第1 位他ラ・スーテレーヌ 1,993 羽中優勝 直仔孫／上位入賞多数 

祖父)Ｂ11-4007065 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作 ヌウ・98×エミン 

 祖母)シハウ・95 Ｂ09-4189995 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作 シポ×ドッベラーレ 



 

 

【６】“ユン・リモ” Ｂ22-4085772 Ｂ ♀ ベニー・スティーフェニンク作 異母兄弟／リモージュＮ17,356 羽

中総合20 位、ブールジュＮ33,410 羽中総合115 位、イソウドゥンＮ14,785 羽中総合124 位他 異父兄弟／ヤ

ン・820 KBDB1 才鳩6Ｎレース第1 位  

父)リモ Ｂ18-4149964 Ｂ.スティーフェニンク作翔 20 年最優秀リモージュ鳩 リモージュＮ10,319 羽中総 

合2 位、同4,335 羽中3 位、ブロア 183 羽中優勝他 異父兄弟／アルジャントンＮ18,391 羽中総合2 位  

祖父)ラッキー・14 Ｂ12-4048014 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作翔 モンリュソンＮ11,056羽中総合36位、 

シャトローＮ18,603羽中総合63位、アルジャントン3,671羽中総合94位、ヴィエルゾン562羽中優勝、ド

ールダン 418 羽中優勝 シハウ・98×ジッターケ 

祖母)ナショナル・ブリーダー Ｂ14-6241226 Ｂ ブラウエ・ガストンの娘 直仔／アルジャントンN18,391

羽中総合 2 位、リモージュＮ10,319 羽中総合 2 位、シャトローN12,846 羽中総合 12 位、シャトロー

N12,846 羽中総合13 位、リモージュN15,981 羽中総合13 位、アルジャントンN14,496 羽中総合17 位 

母)Ｂ17-4102993 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作翔 シャトロー5,209羽中125位他入賞多数 

 祖父)ＤＶ10-03022 ＰＢ 大レースで優勝2回、3、10、17位 シポの孫 

 祖母)ファンタシア Ｂ14-4059884 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作翔 若でツールＮ24,097 羽中総合優勝、 

同28,044 羽中最高分速 シポの近親    

    

    

【7】“ティング・725” Ｂ22-4085725 ＢＣ ♀ Ｂ.スティーフェニンク作 全姉／ティング・17 ヴィエルゾン

Ｐ7,416 羽中総合優勝、グレＰ1,970 羽中優勝、同Ｎ8,375 羽中総合 9 位、ラ・スーテレーヌＮ4,907 羽中総合 8

位、アルジャントンＮ21,282羽中総合41位、同Ｐ5,443羽中2位、シャトローＮ4,006羽中総合26位他で21年

1 才鳩KBDB 大中距離Ｎエース鳩13 位、22 年同成鳩Ｎエース鳩17 位  ティング・917 ブールジュＮゾーン

3,869 羽中優勝、同10,366 羽中総合11 位、同Ｎ24,496 羽中総合46 位、シャトローＮゾーン 1,390 羽中優勝、

セルメーズ 749 羽中優勝他 

父)クラッシュ・99 Ｂ15-4167899 両親共Ｂ.スティーフェニンク作翔 シポの近親 直仔／ラ・スーテレーヌ 

4,907 羽中総合8 位、グレ 8,375 羽中総合9 位、ヴィエルゾン 11,574 羽中総合10 位  

祖父)シハウ・98 Ｂ05-4323998 Ｂ.スティーフェニンク作翔 ドールダン優勝5回、ノワイヨン優勝他で、 

03 年中距離Ｎエース鳩第3 位 シポ×Ｂ03-432898 

祖母)クラック・56 Ｂ11-4007056 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作翔 ヴィエルゾン271羽中6位、シャト 

ロー1,019羽中27位他 クラック×ファレンティン 

母)インブレッド・サガン Ｂ14-6211143 ＢＣ Ｂ.スティーフェニンク作   

祖父)サガン Ｂ12-6108355 Ｂ.スティーフェニンク作翔 ノワイヨン 220Ｋ優勝3 回内1,042 羽中優勝、2 

位回他で、KBDB 短距離Ｎエース鳩第1 位 サガンの父×ルナ 

祖母)サガンの妹 Ｂ13-6077148 上記参照 

 

 

【8】“ドーター・ティング・17” Ｂ22-4037956 Ｂ  ♀ ベニー・スティーフェニンク作 

父)Ｂ17-4103834 Ｂ.スティーフェニンク作 兄弟／ティボ KBDB 大中距離Ｎエース鳩第13 位 異父兄弟 

／スマート・レディ KBDB 大中距離Ｎエース鳩第5 位   

 祖父)ゲノープテ・ハウトキット Ｂ08-4216913 Ｂ.スティーフェニンク作翔 ヴィエルゾン 1,743 羽中 3

位、ドールダン878羽中4位、同254羽中3位、同498羽中7位、グレ1,698羽中14位 兄弟の直／Ｐ 

優勝4 羽、Ｎ総合優勝3 羽 ファーレ×ブラウ 

 祖母)マザー・ティボ Ｂ10-4128055 ＢＷ Ｂ.スティーフェニンク作 シポの孫 クラック(中距離Ｐエ 

ース鳩1位)×ファレンティーン 

母)ティング・17 Ｂ20-4129917 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作翔 ヴィエルゾンＰ7,416 羽中総合優勝、グレ 



Ｐ1,970羽中優勝、同Ｎ8,375羽中総合9位、ラ・スーテレーヌＮ4,907羽中総合8位、アルジャントンＮ21,282 

羽中総合41位、同Ｐ5,443 羽中2 位、シャトローＮ4,006 羽中総合26 位他で 21 年1 才鳩KBDB 大中距離Ｎ 

エース鳩13 位、22 年同成鳩Ｎエース鳩17 位 

祖父)クラッシュ・99 Ｂ15-4167899 両親共Ｂ.スティーフェニンク作翔 シポの近親 直仔／ラ・スーテ 

レーヌ 4,907 羽中総合 8 位、グレ 8,375 羽中総合 9 位、ヴィエルゾン 11,574 羽中総合 10 位 シハウ・

98×クラック・56 

 祖母)インブレッド・サガン Ｂ14-6211143 ＢＣ サガン(ノワイヨン220Ｋ優勝3回内1,042羽中優勝、2 

位回他で、KBDB短距離Ｎエース鳩第1位)×サガンの妹 

 

 

【9】“リトル・カス” Ｂ22-4107678 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 全兄弟／14 年ＫＢＤＢ1 才鳩超長距離Ｎエース鳩第5 位 

直仔／ブールジュ228 羽中優勝、同Ｎ1 才鳩19,133 羽中総合95 位 孫／22 年KBDB 超長距離N エー 

ス鳩第2 位、20 年マルセイユN3,931 羽中総合優勝、同IN8,253 羽中総合5 位 20 年ペルピニャン 

IN11,237 羽中総合6 位他入賞多数    

 祖父)サン・ヨースト Ｂ03-4456329 ＤＣ 最高種鳩 両親共デスメイター＝レスチアン作 ヨースト 

×アスケ2001(01年若鳩長距離Ｎエース鳩第1位) 

 祖母)ヤンダーケ ＮＬ03-1344459 ＤＣＷ FPP 作 ダックスＮ18,323 羽中総合優勝ヤンダー×ワル

ポット・ローイマン  

母)895・オリンピアード Ｂ18-3016895 Ｂ ヨンケーレ＝デスメイター共作 

 祖父)シルヴァー・ヴィム Ｂ10-3101367 ＤＣ ボードワイン・ヨンケーレ作翔 17 年オリンピアード 

  超長距離代表第2 位 ヴィム×ズワルテ・ポー 

 祖母)ビューティ・ラヴァル・ペギー Ｂ15-4271063 ＢＣＷ デスメイター＝レスチアン作翔 ラヴァル(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)×ペギー(11111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) 

 

 

【10】“ラスト・ラヴァル” Ｂ20-4145903 ＢＣ ♀ デスメイター＝レスチアン作 半姉妹／22 年バルセロナ

Ｎ6,549 羽中総合3 位、同ＩＮ16,807 羽中総合5 位 ひ孫／21 年KBDB 超長距離N エース鳩第1 位 

父)ラヴァル Ｂ13-4285904 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 15 年ペルピニャンＮ5,254 羽中総合 

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)Ｂ14-4270956 ＤＣ デスメイター＝レスチアン作 

 祖父)ビューティ・タルベ Ｂ08-4181364 ＢＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作翔 タルベＮ4,818 羽 

中総合3位、同ＩＮ10,695羽中総合5位 兄弟／ジタン 11年KBDB超長距離Ｎエース鳩1位の父他 基

礎鳩ナルボンヌⅠ×クルヴェルス＝デヴィールトのペルピニャン・キング近親 

 祖母)ボルドーチェ Ｂ10-4281725 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 ボルドー優勝 ラヴァルの異 

母姉 ブロア・ヨースト×ファールチェ・ナイステン 

  

 



【11】“レッド・ラニヤ” Ｂ22-4202682 Ｒ ♀ 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 08－977（サンバンサンＮ総 

合8位×タルベＮ総合3位）×06－860（バルセロナＮ総合88位×ハーゲンス兄弟のサリナの近親） 

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

母)ビューティ・930 Ｂ19-4023930 ＢＷ デスメイター＝レスチアン作 全姉妹／21 年KBDB 超長距離Ｎエ 

ース鳩1 位の母 

祖父)デン・ドラーイアー Ｂ08-4000195 ＢＷ デスメイター＝レスチアン作 直仔／17 年リブルヌＮ総合 

4 位、13 年ナルボンヌＩＮ総合29 位、16 年モントーバンＮ総合9 位、カオールＮ総合41 位 ジェフケ・ 

ファン・モルティール(00年カオールＮ総合優勝、シャトロー優勝)×ヨス・ヨーセン  

 祖母)ラヴァルの娘 Ｂ16-4254326 Ｂ デスメイター＝レスチアン作 ラヴァル×モンセレ(KBDB超長距 

離Ｎエース鳩3位)の母 

 

 

【12】“アイヴァンホー・フロールケ・719” Ｂ22-4069719 ＤＢ ♀  デスメイター＝レスチアン作  

父)アイヴァンホー Ｂ18-4046035 Ｂ デスメイター＝レスチアン作翔 21 年バルセロナＮ6,913 羽中総合 

26位、ペルピニャンＮ総合49位 22年バルセロナＮ6,549羽中総合35位で、21～22年最優秀バルセロナ 

国際鳩1 位、21 年KBDB 超長距離N エース鳩第7 位 

祖父)メルダー・164 Ｂ12-4248164 Ｓ イヴァン・ヴォルテク・デライク作 

祖母)ヨースト・872 Ｂ13-4267872 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 クルヴェルス＝デヴィールトの 

ミストラル・キングの孫×ヨーストの娘 

母)フロールケ Ｂ16-4139838 Ｂ デスメイター＝レスチアン作翔 18 年バルセロナＩＮ15,707 羽中総合 2

位、同雌の部優勝 直仔／20 年アジャン優勝、ブリーブ優勝、2 位、ナルボンヌＮ総合26 位  

祖父)ソン・グラン・クリュ Ｂ09-4051348 ＤＣ デスメイター＝レスチアン作 直仔／サンバンサンＮ 

総合37位、ペルピニャンＮ総合98位 直仔／サンバンサンＮ総合37位、ペルピニャンＮ総合98位 

ソン・グラン・クリュ×シャネル  

祖母)ワンダー・レディ Ｂ14-4270934 Ｂ  デスメイター＝レスチアン作 基礎鳩ヨーストの超近親 

  ペルサップ×640・シスター・ヨースト 

 

 

【13】“ミスター・100” Ｂ22-6139100 Ｂ ♂ エディー・ヤンセン作 基礎交配直仔 兄弟／テルマ＆ルイ

ーズ 同腹で、Ｎエース鳩第12位、21位、カラート、スヌーカー(スコーン・マダムケの父)、ニュー・ルイ

ーズ、ブールジュN38,456羽中総合8位、シャトローN17,281羽中総合25位、ブールジュN38,456羽W中総

合62位他優勝入賞多数 

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

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

13,965羽中総合123位    直仔／ダニー・ファンダィク鳩舎基礎鳩 スコーネ・ファン・ド・ヤールリ 

ング×ブラウ・コラフレスケ 直系／Ｎエース鳩19 羽、Ｎ総合優入賞多数 最高種鳩 

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

ダルコ×マルティーン(ドールダン1,004羽中優勝) 

母)スーパー・53 の娘 ＮＬ13-1632624 アテマ共同鳩舎作 スーパー種鳩 

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

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

ド・オールラウンド部門第1 位 

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

 



 

【14】“ドーター・スコーン・マダムケ” Ｂ22-6139199 Ｂ ♀ エディー・ヤンセン作 レムスの娘 兄弟／21-

102 キェブラン1,395 羽中優勝他、21-101 入賞多数 

父)レムス Ｂ18-6085085 Ｂ Ｅ.ヤンセン作翔 若でシェブラン 1,179 羽中優勝、同 513 羽中優勝、メルン

851羽中3位他で若鳩小中距離Ｎチャンピオン2位の原動力 1 才でメルン3,974 羽中優勝(Ｐ7,769羽中最

高分速) 兄弟／ルーリク16-126 小中距離Ｎエース鳩20位他 17-088 シャトローＮ12,150羽中総合51位他 

祖父)デン・ブロードノイス Ｂ14-6239033 Ｅ.ヤンセン作翔 スープ393羽中優勝他 基礎鳩アンナの 

直仔×ヴィッテ・レーウヴィン（マルセル・ヴォウタース）  

祖母)Ｂ15-6091396 ディルク・ファンダィク作 有名なグラディエーターの直仔×スーパーケ(Ｄ.フ 

ァンダィクのカンニバールの孫) 

母)スコーン・マダムケ Ｂ16-6076059    Ｅ.ヤンセン作翔 メルン1,225 羽中優勝、アルジャントン3,322 

羽中6 位、ブールジュ3,621 羽中9 位他上位多数他で19 年オリンピアード・ポーランド大会第2 位 兄 

弟／ガイス 17-033 ブールジュ347 羽中優勝、同Ｎ37,957 羽中総合8 位、シャトローＮ18,499 羽中総 

合96 位他上位多数 18-030 メルン601 羽中優勝他兄弟多数上位入賞 

祖父)スヌーカー Ｂ15-6092147 エディー・ヤンセン作 プロパー・エミール×スーパー・53の娘 

祖母)ナンス Ｂ15-6059382 バルト＆ナンス・ファンネッケル作 ガストン・ジュニア×ヴィッティ（ゲ 

ーリンクス） 

 

 

【15】“ズス・ヴォウト” Ｂ22-6139212 Ｂ ♀ エディー・ヤンセン作 兄弟／19-512 グレ優勝、同Ｎ12,888

羽中総合7 位、イソウドゥンＮ18,176 羽中総合58 位、アルジャントンＮ26,085 羽中総合125 位他 20-112 

メルン627 羽中優勝、セルメーズ342 羽中優勝、シャトローＮ7,674 羽中総合23 位他 20-012 シャトロ

ーＮ7,674 羽中総合24 位、イソウドゥンＮ14,758 羽中総合31 位、セルメーズ1,350 羽中3 位他21-211、

21-212 各上位入賞多数 

父)ファーダー・ヴォウト Ｂ14-6239088 Ｂ Ｅ.ヤンセン作  

 祖父)ウィリー Ｂ08-6339459 両親共Ｅ.ヤンセン作 自身58 回入賞内ブールジュＮ24,676 羽中総合42 

位 デン・ディッケ×マヤ 孫／アスケ・51 小中距離Ｎエース鳩14位 

 祖母)ヘレネ Ｂ12-6140131 Ｂ Ｅ.ヤンセン作 両親Ｄ.ファンダィク作 ゾーン・ディカプリオ×基

礎鳩アンナ 孫／アスケ・51 小中距離Ｎエース鳩14位 

母)Ｂ16-6128432 Ｂ Ｄ.ファンダィク作翔 兄弟／スープ816羽中優勝、メルン490羽中優勝他 兄弟の 

直仔／ナショナル・ヴォンダー(フェルメールベルゲン鳩舎) 

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

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

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

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

キース・ボスア作ブロア・マギー×ルシアナ（フェルケルク） 

 

 

【16】“ドーター・プロパー・エミール・123” Ｂ21-6150598 ＢＣ ♀ エディー・ヤンセン作 ※プロパー・エミ

ールの近親 

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

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

13,965羽中総合123位    直仔／ダニー・ファンダィク鳩舎基礎鳩 スコーネ・ファン・ド・ヤールリ 

ング×ブラウ・コラフレスケ 直系／Ｎエース鳩19 羽、Ｎ総合優入賞多数 最高種鳩 

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



ダルコ×マルティーン(ドールダン1,004羽中優勝) 

母)ウノドエトレ Ｂ20-6100123 ＢＣ エディー・ヤンセン作翔 ブールジュＮ28,551 羽中総合9 位、ラ・ 

スーテレーヌＮ14,037 羽中総合18 位、シャトローＮ15,322 羽中総合19 位、アルジャントンＮ21,282 

羽中総合29 位、イソウドゥンＮ14,758 羽中総合185 位、ヴィエルゾン 11,952 羽中総合202 位他の成績 

で２Ｎレース最優秀若鳩 直仔／21-188 オーセーレＰ6,660 羽中総合11 位他 

祖父)ゾーン・リトル・クィーン Ｂ17-6147474 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 兄弟／ニーナ(18-242） 

優勝3回で、Ｎエース鳩10位内 ブラウエ・カンニバール・ジュニア×リトル・クィーン  

祖母)ラ・ママ Ｂ17-6148196 Ｂ Ｅ.ヤンセン作 直仔／入賞無数 プロパー・エミール×スーパー・ 

53の娘  

 

 

【17】“ゾーン・オリンピック・ジャネケ” ＮＬ20-1522807 ＢＣ ♂ リン共同鳩舎作翔  ※記録鳩 サルブ

リ2,485羽中2位、デュッフェル4,378羽中9位、レンニク 1,371羽中7位、ロワイエ6,356羽中59位、ニール

グニース 1,890 羽中43 位 異父兄弟／オリンピック・チャイナ 001 WHZBＮエース鳩1 位 

父)プロイセン・ドーファー ＮＬ18-1131048 ＤＣ リン共同鳩舎作委託 プロイセン委託最終3 レース 

 177Ｋ40 位、258Ｋ2 位、421Ｋ12 位でエース鳩1 位 

 祖父)チャンピオンの異母弟 Ｂ10-4327608 ＤＣ Ｃ.ヘバーレヒツ作 パンチョ×チャンピオンの母 

祖母)モネカ ＮＬ13-1961568 ＢＣ 両親Ｐ.フェーンストラ作 異母兄／オリンピック・404 

母)オリンピック・ジャネケ ＮＬ17-1310250 Ｂ リン共同鳩舎作翔 キェブラン3,277 羽中優勝、アラー 

ス2,346 羽中優勝、ポン・サン・マクサンス1,190 羽中優勝、デュッフェル3,905 羽中3 位、ペロンヌ 

2,798 羽中3 位他で、19 年国際オリンピアード1 才鳩第1 位 

祖父)ゴールデン・ドラゴン ＮＬ09-1214695 Ｂ Ｊ.オウワーケルク作翔 アルジャントン1,483 羽中 

優勝、ニヴェユ6,684羽中総合5位、オルレアン3,365羽中総合6位、ツール4,591羽中総合10位

他でWHZB 長距離Ｎエース鳩第 12 位 直仔／17-250 19 年ポーランド・オリンピアード1 才鳩国際

1 位 Ｋ.ボスア800(クライネ・フィーゴ直仔)×J.オウワーケルクのスーパー・484の娘  

 祖母)オリンピック・エラー・404 ＮＬ14-1094404 Ｂ リン共同鳩舎作翔 ペロンヌ1,150 羽中優勝、 

シャトロー2,095 羽中3 位、ナントィル5,363 羽中総合9 位、アッセ4,489 羽中8 位、ロワイエ1,906 

羽中4 位他で、WHZB 雌鳩Ｎエース鳩2 年連続6 位、NPO 長距離Ｎエース鳩7 位 Ｐ.フェーンスト 

ラのロレックス直仔×フェルケルク作オリンピック・ソランジェの異父妹 

 

  

【18】“ドーター・チャイナ・001” ＮＬ22-8483431 Ｂ ♀ リン共同鳩舎作 

父)オリンピック・チャイナ・001 ＮＬ19-1696001 Ｂ リン共同鳩舎作翔 ポントワーズ9,157 羽中総合

優勝、同2,001 羽中優勝、同15,351 羽中総合14 位、シャトロー1,633 羽中3 位、ペロンヌ2,218 羽中9

位、同2,271 羽中12 位、ポン・サン・マクサンス2,201 羽中12 位、同1,958 羽中15 位、ニールグニー

ス3,166 羽中13 位、ヴィエルゾン2,842 羽中総合13 位、レンニク2,805 羽中16 位、フォンテネイ5,725

羽中総合17 位他で20 年WHZB 短中距離N エース鳩第1 位、WHZBN エース鳩第1 位、20 年NPO 中距

離N エース鳩第1 位、21 年オリンピアード1 才鳩代表 

祖父)ド・L197  NL18-5171197 ＢＣ リン共同鳩舎作翔 フォンテネイ若鳩 480Ｋ12,440 羽中総合 11

位、同3,558 羽中2 位、ブロア1,0551 羽中優勝、ムラン2,581 羽中総合19 位、ポン・サン・マクサ

ンス2,601 羽中13 位、ハーゼルドンク1,069 羽中6 位他でWHZB 若鳩中距離エース鳩第2 位 イン

ブレッド・タイガー×コープマン作 

祖母)オリンピック・ジャネケ ＮＬ17-1310250 Ｂ リン共同鳩舎作翔 キェブラン3,277 羽中優勝、ア 

ラース2,346 羽中優勝、ポン・サン・マクサンス1,190 羽中優勝、デュッフェル3,905 羽中3 位、ペ 

ロンヌ2,798 羽中3 位他で、19 年国際オリンピアード1 才鳩第1 位 ゴールデン・ドラゴン×オリン 

ピック・エラー・404  



母)ＮＬ21-1193702 Ｂ ドブルイン＝リン共同鳩舎共作 全姉妹／21-603 WHZB 若鳩Ｎエース鳩6 位他直 

系入賞多数＋Ｎエース鳩多数 

祖父)マーフィーズ・ロー ＮＬ17-1279282 Ｂ Ｗ.ドブルイン作 ポントワーズ9,705 羽中総合優勝、 

  同26,648 羽中最高分速 フォンテネイ11,526 羽中総合3 位他でFCI1 才鳩Ｎエース鳩第1 位、PIPA 

  短中距離Ｎエース鳩第1 位他 ヘルマン×ブラウエ・63 

祖母)オリンピック・ジャネケ ＮＬ17-1310250 Ｂ リン共同鳩舎作翔 キェブラン3,277 羽中優勝、ア 

ラース2,346 羽中優勝、ポン・サン・マクサンス1,190 羽中優勝、デュッフェル3,905 羽中3 位、ペ 

ロンヌ2,798 羽中3 位他で、19 年国際オリンピアード1 才鳩第1 位 ゴールデン・ドラゴン×オリン 

ピック・エラー・404  

 

 

【19】“ゾーン・トリプル・スター” ＮＬ22-8483457 Ｂ ♂ リン共同鳩舎作 

父)ブロア・オリンピック・ジャネケ ＮＬ18-5171278 Ｂリン共同鳩舎作翔 ポントワーズ 4,320 羽中13 位、 

ポン・サン・マクサンス 2,601 羽中14 位、ブロア 4,639 羽中総合47 位他上位多数 姉／オリンピック・ジ 

ャネケ キェブラン3,277 羽中優勝、アラース2,346 羽中優勝、ポン・サン・マクサンス1,190 羽中優 

勝、デュッフェル3,905羽中3位、ペロンヌ2,798羽中3位他で、19年国際オリンピアード1才鳩第1位 

祖父)ゴールデン・ドラゴン ＮＬ09-1214695 Ｂ Ｊ.オウワーケルク作翔 アルジャントン1,483 羽中 

優勝、ニヴェユ6,684羽中総合5位、オルレアン3,365羽中総合6位、ツール4,591羽中総合10位

他でWHZB 長距離Ｎエース鳩第 12 位 直仔／17-250 19 年ポーランド・オリンピアード1 才鳩国際

1 位 Ｋ.ボスア800(クライネ・フィーゴ直仔)×J.オウワーケルクのスーパー・484娘  

 祖母)オリンピック・エラー・404 ＮＬ14-1094404 Ｂ リン共同鳩舎作翔 ペロンヌ1,150 羽中優勝、 

シャトロー2,095 羽中3 位、ナントィル5,363 羽中総合9 位、アッセ4,489 羽中8 位、ロワイエ1,906 

羽中4 位他で、WHZB 雌鳩Ｎエース鳩2 年連続6 位、NPO 長距離Ｎエース鳩7 位 Ｐ.フェーンスト 

ラのロレックス直仔×フェルケルク作マジック・アモレー娘（オリンピック・ソランジェの異父妹） 

母)ＮＬ18-5171158 ＢＣ リン共同鳩舎作翔 キェブラン 1,269 羽中優勝、ヴィエルゾンⅡ10,052 羽中総合

9 位、イソウドゥン 5,531 羽中総合21 位、ポン・サン・マクサンス 5,119 羽中23 位他 直仔孫／イソウドゥン 

1,343 羽中2 位、同10,850 羽中総合9 位、同9,293 羽中総合21 位ポン・サン・マウサンス 699 羽中3 位、 

同5,811羽中総合5、7位、ポントワーズ1,018羽中4位、デュッフェル2,090羽中5位、同2,139羽中5位、 

ロワイエ 6,256 羽中総合29 位、ナントィル 4,961 羽中47 位、キェブラン 8,312 羽中49 位他 

祖父)インブレッド・ロレックス ＮＬ16-1817362 ＢＣ 両親共Ｐ.フェーンストラ作 

 祖母)ダィフ・カンピオーン・ファン・ドルプ ＮＬ13-1208001 ＢＣ 両親共Ｋ.ファンドルプ父子作 

  直仔／15-560 ナントィル 2,350 羽中優勝他で PIPA エース鳩6 位 

 

 

【20】“ゾーン・6000” ＮＬ22-8483509 Ｂ ♂ リン共同鳩舎作 全兄弟／タイ・パタヤ委託レース330 ㎞

31 位、ポルトガル・ゴールデン・アルガルヴェ委託30 位他入賞鳩多数 

父)ＮＬ20-1496817 ＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 直仔／上位入賞多数  

 祖父)ガヴィン ＮＬ11-1741041 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作翔 13年Ｎエース鳩第18位 ヴァレ 

ンチノ×ロナウズ・ラスト 

祖母)ハイライト  ＮＬ15-1706421 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ルフェック 700K3,780 羽中総

合優勝、ゼリク4,075 羽中4 位他でＮエース鳩 デンプシー×アイ・キャッチャー 

母)ザ・6000 ＮＬ19-1696000 Ｂ リン共同鳩舎作  直仔／上位入賞多数  

祖父)ＮＬ18-5171266 ＢＣ リン共同鳩舎作翔 ゴールデン・ドラゴン孫×オリンピック・ジャネケ 

祖母)ＮＬ18-5171219 ＬＢＣ リン共同鳩舎作翔 デュッフェル1,722羽中優勝他 09-233×コープマン 

 

 



【21】“ブロア・ダヴィニア” Ｂ22-2098147 ＢＣ ♂ アルベルト・デルヴァ作 全兄弟／超銘鳩ダヴィニア 

ラ・スーテレーヌＮ9,469 羽中総合4 位、イソウドウンＮ10,603 羽中総合6 位、アルジャントンＮ5,158 羽

中総合7 位、モンリュソンＮ14,104羽中総合10位、シャトローＮ6,377羽中総合19位他2回、ブールジュ

Ｎ23,195羽中総合58位、22 年ルーマニア・オリンピアード・オールラウンド部門ベルギー代表第1 位（20

～21 年シーズン）20 年KBDB 大中距離成鳩N エース鳩第2 位 

父)ＮＬ15-3506966 クーン・ミンダーハウト作 母子近親直仔 

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NPO 

3,077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)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作 ゲーローガーの母 

母)ＮＬ14-1209905 ヤン・ホーイマンス作 

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

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

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

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

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

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

ュNPO7,299羽中総合6位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ 

 祖母)Ｂ11-1522018 ヘルマン・パウ作 両親ディルク・ファンダィク作 カンニバールの近親 

 

 

【22】“ゾーン・ダヴィニア” Ｂ22-2098149 Ｂ ♂ アルベルト・デルヴァ作 

父)Ｂ19-2039100 Ａ.デルヴァ作翔 モミニー478 羽中優勝、モミニー319 羽中優勝 

 祖父)ＮＬ13-1957867 ヴィレム・ドブルイン作 オリンピック・ハリケーン×ルイーズ 

 祖母)Ｂ12-6142240 ディルク・ファンダィク作 兄弟／オリンピック・ニールス ディカプリオの娘 

母)超銘鳩ダヴィニア Ｂ18-2093024 Ａ.デルヴァ作翔 ラ・スーテレーヌＮ9,469 羽中総合4 位、イソウ 

ドウンＮ10,603 羽中総合6 位、アルジャントンＮ5,158 羽中総合7 位、モンリュソンＮ14,104 羽中総合 

10 位、シャトローＮ6,377 羽中総合19 位他2 回、ブールジュＮ23,195 羽中総合58 位 22 年ルーマニ 

ア・オリンピアード・オールラウンド部門ベルギー代表第1 位（20～21 年シーズン）、20 年KBDB 大中

距離成鳩N エース鳩第2 位 

 祖父)ＮＬ15-3506966 クーン・ミンダーハウト作 ゲーローガー×フランシスカ 

 祖母)ＮＬ14-1209905 ヤン・ホーイマンス作 超銘鳩ハリー×クライネ・ゲルトの孫 

 

 

【23】“ゾーン・イリナ” Ｂ22-2098145 ＢＣ ♂ アルベルト・デルヴァ作 

父)スーパー・ハリー ＮＬ19-1023191 J.ホーイマンス作 

 祖父)ブラザー・ニュー・ハリー ＮＬ11-1912507 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 他兄弟／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 

 祖母)ドーター・ニュー・ハリー ＮＬ17-1411294 ニュー・ハリー×ヨランテ 

母)イリナ Ｂ17-2065111 Ａ.デルヴァ作翔 アルジャントンＮ3,322 羽中総合優勝、他同ゾーン1,075 羽中 

優勝、ブロア2,953 羽中優勝、スワソン194 羽中優勝他 

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

1,535 羽中4位他上位入賞多数  パブロ×Ｂ12-2080086(ラ・スーテレーヌＮ19,155羽中総合68位) 

祖母)Ｂ11-3070106 純ガビー・ファンデンアベール 全姉妹／グローリア 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位他)×モナ 

 

 

【24】“ドーター・イリッサ” Ｂ22-2098125 Ｂ ♀ アルベルト・デルヴァ作 

父)ゾーン・インヴィクトゥス Ｂ16-2300342 Ａ.デルヴァ作 

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

1,535 羽中4位他上位入賞多数  パブロ×Ｂ12-2080086(ラ・スーテレーヌＮ19,155羽中総合68位) 

祖母)プリシラ Ｂ12-2080130 Ａ.デルヴァ作翔 優勝9回、グレＮ15,007羽中総合4位、同Ｎ16,988羽中 

総合33位、アルジャントンＮ6,795羽中総合5位、同Ｎ22,463羽中総合16位 兄弟／プリモ 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 位他、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Ｎ11,001羽中総合49位、シャトローＮ16,479羽中総合75 

位、シャトローＩＰ8,854羽中総合87位他優勝多数 ペリナ アルジャントンＮ20,844羽中総合11位、 

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Ｎ8,619羽中総合13位他優勝多数でKBDBＮエース鳩第8位 ド・ゾーン ブロアＰ2,413羽中総合 

11位、アルジャントンＮ22,442羽中総合94位、ブロア2,572羽中12位、ブールジュＮ30,748羽中総 

合218位他8回優勝 ペトロヴァ 優勝上位入賞多数 ヴァレンチノ×ポーライン 

母)イリッサ Ｂ18-2093077 Ａ．デルヴァ作翔 アルジャントンＮ4,606羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌＮ 

 946羽中総合5位、ブールジュＮ23,191羽中総合83位、シャトローＮ12,855羽中総合85位、同Ｎ2,080 

 羽中総合188位 

 祖父)オメ・ヴィレム ＮＬ10-1688331 ヴィレム・ドブルイン作 ブラウエ・モーリス×ミネルヴァ 

 祖母)イリナ Ｂ17-2065111 Ａ.デルヴァ作翔 アルジャントンＮ3,322 羽中総合優勝、他同ゾーン1,075 

羽中優勝、ブロア2,953 羽中優勝、スワソン194 羽中優勝他 インヴィクトゥス×ガビー・ファンデ 

ンアベール 

 

 

【25】“ゾーン・アルトゥス” ＮＬ22-8307402 ＢＣ ♂ Ｒ.Ａ.バッカー父子作 

父)アルトゥス ＮＬ17-1101069 Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 イソウドゥン NPO620K4,296 羽中総合優勝、

同Ｎ14,084 羽中総合優勝、シャトローNPO3,243 羽中総合9 位他 

 祖父)アルスロ ＮＬ13-1654999 バッカー＝コープマン共作 ヴァリタス×レディ・プロミス 

 祖父)811 ＮＬ13-1654811 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 ダヴィッズ・サン×デイ・ドリーム   

母)ＮＬ19-1506358  Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 

 祖父)ゲルミニ ＮＬ15-1522947 ＤＣ Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 ブロアNPO2,310 羽中総合優勝、同北

部同盟5,967 羽中総合7 位 ブールジュNPOⅠ4,118 羽中総合6 位、ブールジュNPOⅡ4,814 羽中総合

2 位、同北部同盟14,226 羽中総合3 位 直仔／8,605 羽中6 位、8,755 羽中8、25 位 兄弟／ゲネ NPO

シングル5 回入賞 

祖母)ナドラ ＮＬ09⁻1674369 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 孫／カイマン イソウドンＮＰＯ＆Ｎ

Ｕ6,604 羽中総合優勝回入賞 デン・リンズ・ファボリー×ニュー・ホープ 

 

 

【26】“ハーフズス・アルトゥス ＮＬ22-8307528 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 BＣ ♀ 異父兄弟／アルトゥス イ

ソウドゥン NPO620K4,296 羽中総合優勝、同Ｎ14,084 羽中総合優勝、シャトローNPO3,243 羽中総合 9

位他 

父)ゲルソン ＮＬ09-1674546  Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／イヴェッテ ブロアNPO 総合2 位、シ 

ャトローNPO総合2位、、ブールジュNPO総合2位 087 シャトロー8,623羽中総合4位 459 Ｎ14,084 

羽中総合13 位 メアンドロ 多くのトップ・レーサーの父であり祖父 

祖父)マイゴム ＮＬ07-1207575 ＢＣ 直仔／10-666 ブロイルNPO10,037羽中総合13位、エルマー 



フェーンズ・ホープ(03年オリンピアード第1位)×ゲラーズ・ファボリー(マジック・マンの妹) 

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 

母)811 ＮＬ13-1654811 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作  

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

  羽中総合優勝 ジルムール×ショウピース 

祖母)デイ・ドリーム ＮＬ07-5724626 ＢＣ アブリスNPO582Ｋ8,519 羽中総合優勝 シャンティー 

NPO12,742 羽中総合70 位他 直仔／ジェルソン 13 年ニトラ・オリンピア—ド代表 カシアス×ミ

ス・ムックフック ゴールデン・レディの超近親 

 

 

【27】“ゾーン・ゲルミニ” ＮＬ22-8307626 Ｂ ♂ Ｒ.Ａ.バッカー父子作 

父)ゲルミニ ＮＬ15-1522947 ＤＣ Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 ブロアNPO2,310 羽中総合優勝、同北部同 

盟5,967 羽中総合7 位 ブールジュNPOⅠ4,118 羽中総合6 位、ブールジュNPOⅡ4,814 羽中総合2 位、 

同北部同盟 14,226 羽中総合 3 位 直仔／8,605 羽中 6 位、8,755 羽中 8、25 位 兄弟／ジーン NPO シ

ングル5 回入賞  

祖父)ＮＬ13-1040688 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 ヴァリタス(NPO ブロア北部同盟9,586 羽中総合優勝他 

 NPO シングル4 回入賞)の孫 

祖母)ＮＬ11-1526078 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 兄弟／ロード・バリナ ミーンドロ×コープマン 

母)ナドラ ＮＬ09-1674369 ＢＣＷ コープマン作 孫／ケイマン イソウドゥンNU6,604 羽中総合優勝  

祖父)デン・リンズ・ファボリー ＮＬ03-5343024 04年アブリスNPO10.609 羽中総合優勝、ソールダンNPO  

13,426 羽中総合８位、、、、モルリンコート 2,228 羽中18位 クライネ・エンゲルス×Ｂ01-6041468 

祖母)ニュー・ホープ ＮＬ07-1207604 ＢＣ コープマン作 直仔／ベルト・ジュニア他 1,407羽中優 

勝、6,378羽中3位、9,746羽中5位、11,483羽中6位、7,749羽中6位、9,746羽中5位他 異父兄 

弟／超銘鳩クライネ・ディルク他 マディール×基礎鳩ゴールデン・レディ 

 

 

【28】“ゾーン・ゲルソン” ＮＬ22-8307753 BＣ ♂ Ｒ.Ａ.バッカー父子作 

父)ゲルソン ＮＬ09-1674546  Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／イヴェッテ ブロアNPO 総合2 位、シ 

ャトローNPO総合2位、、ブールジュNPO総合2位 087 シャトロー8,623羽中総合4位 459 Ｎ14,084 

羽中総合13 位 メアンドロ 多くのトップ・レーサーの父であり祖父 

祖父)マイゴム ＮＬ07-1207575 ＢＣ 直仔／10-666 ブロイルNPO10,037羽中総合13位、エルマー 

フェーンズ・ホープ(03年オリンピアード第1位)×ゲラーズ・ファボリー(マジック・マンの妹) 

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 

母)ＮＬ17-1101027 Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 ヴィエルゾンNPO2,362羽中2位、同10,138羽中総合10位、 

同 NPO2,671 羽中 4 位、同Ｎ26,141 羽中総合 58 位、シャトローNPO2,383 羽中 3 位、同Ｎ27,656 羽中総合

28 位他 

祖父)ＮＬ11-1526251 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 バッカー(イヴェッテ＝ブロアNPO2位の弟)×コープマン  

祖母)ＮＬ16-1358076 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 両親コープマン父子作 ボン・ソワール×パリドンの娘 

  

 

【29】“ビューティ・ニケ” Ｂ22-6208674 ＢＣ ♀ リック・ヘルマンス作 同腹／22-675 ブールジュＮ23,847

羽中総合14 位、アルジャントンＮ22,869羽中総合612位 

父)ブロア・ビューティ・フレンドシップ Ｂ20-6198601 Ｂ Ｒ.ヘルマンス作 兄弟／アルジャントンＮ23,258羽 

中総合77位、ブールジュＮ22,502羽中総合150位他で19年KBDB若鳩Ｎエース鳩第8位 姉ビューティ・ 

フレンドシップの直仔／クライネ・ヤン ラ・スーテレーヌＰ2,646 羽中優勝、同Ｎ14,315 羽中総合3 位、 

アルジャントンＮ23,124 羽中総合86 位他で、21 年KBDB 若鳩大中距離Ｎエース鳩第4 位    



祖父)ビューティ・92 Ｂ16-6128792 ヘルマンス＝フクストラ作 兄弟／16-527 ブールジュ8,989羽中37 

位、同7,364羽中75位、アルジャントン7,332羽中188位他 異母兄弟／チャッキー 18年KBDB中 

距離Ｎエース鳩第4位、19年イソウドゥンＮ11,465羽中総合優勝、同19,713羽中最高分速他 

  ゲノープテ・レーウ×プリンセス・プロパー 

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

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

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

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

ンダィクのオリンピック・ニールスの娘 

母)ニケ Ｂ16-6128508 Ｂ リック・ヘルマンス作翔 16年ブールジュ若鳩Ｎ28,078羽中総合優勝、直仔／シ

ャトローN8,122羽中総合優勝（S2）、ブールジュ483羽中優勝、同N23,847羽中総合14位、シメイ1,574羽

中優勝、オルレアン562羽中優勝、ノワイヨン3,043羽中優勝、イスネス1,961羽中優勝、エコウエン1,023

羽中優勝他N上位入賞多数 

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（オリンピアード鳩代表キアラの母） 

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 

 

 

【30】“ドーター・ニケ” Ｂ22-6208875  ＬＢＣ ♂ リック・ヘルマンス作 異母姉／ニケ16年ブールジュ

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

28,078羽中総合66位、アルジャントンＮ19,592羽中総合183位他上位入賞多数        

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

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

位、15年ブダペスト・オリンピアード中距離第2位 デン・リンズ・ファボリー×アンネリーズの近親 

 祖父)ヤルデル ＮＬ12-1076753  マイティーマン×マジック・ヴィクトリー 

祖母)ラジンダ ＮＬ08-2049135 Ｂ  ジェイソン×ジーナ  

母)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、兄弟姉妹・直系／スーパー種鳩多数 

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  

 

 

【31】“ドーター・チャッキー・ニュー・ガール” Ｂ22-6208677 Ｂ ♀ リック・ヘルマンス作 姉／22-617 ブー

ルジュＮ23,847 羽中総合348 位、アルジャントンＮ22,869 羽中総合842 位 

父)チャッキー Ｂ18-6194572 Ｒ.ヘルマンス作翔 19 年イソウドゥンＮ19,713 羽中最高分速総合優勝  

18 年メルン1,561 羽中優勝、同2,786 羽中最高分速、ブールジュＮ1 才鳩17,969 羽中総合8 位、シャ 

トローＮ12,855 羽中総合45 位他で、KBDB 若鳩小中距離Ｎエース鳩第4 位 

 祖父)ゾーン・スーパー・コッペル ＮＬ15-1710684 Ｋ.ボスア作 レオン×ノネチェ 兄弟姉妹／万羽

レースで総合優勝鳩多数 

祖母)プリンセス・プロパー B15-6063303 プロパー×アテナ 最高種鳩 



母)ニュー・ガール Ｂ18-6194516 Ｒ.ヘルマンス作翔 ラ・スーテレーヌＮ9,469 羽中総合 9 位、イソウドゥン

Ｎ11,465 羽中総合19 位、ブールジュＮ23,195 羽中総合22 位、同17,969羽中総合976位、シャトローＮ

6,377 羽中総合 127 位、同Ｎ17,281 羽中総合 443 位、同 24,617 羽中総合 2056 位、アルジャントンＮ

16,496羽中総合602位、同22,826羽中総合1132位、セルメーズ1,368羽中5位他多数入賞 兄弟／ラ・

スーテレーヌＮ16,613 羽中総合6 位、アルジャントンＮ2,418 羽中6 位、同11,223 羽中総合13 位、シャトロ

ーＮ22,476 羽中総合18 位 

 祖父)プロパー・アモレー Ｂ09-6041736 プロパー×アリソン（クライネ・ディルクの娘） 

 祖母)ドーター・カウ・ガール Ｂ12-6184142 スキッピー×カウ・ガール 

 

 

【32】“ゾーン・アミカ” Ｂ22-6208832 Ｂ ♂  リック・ヘルマンス作 兄弟／22-670 ブールジュＮ23,847

羽中総合43位、アルジャントンＮ22,869 羽中総合638 位 異母兄弟／チャッキー 18 年KBDB中距離Ｎエ

ース鳩第4 位、19 年イソウドゥンＮ11,465 羽中総合優勝、同19,713 羽中最高分速他 

父)ゾーン・スーパー・コッペル ＮＬ15-1710684 Ｋ.ボスア作 兄弟姉妹／万羽レースで総合優勝鳩多数 

祖父)レオン ＮＬ08-1549024  Ｋ.ボスア作 スーパー種鳩 オイロ（デン・ユーロ）×シャトロー・ダ

ィフイェ 

祖母)ノネチェ ＮＬ08-1549173 両親共Ｋ.ボスア作 タイムアウト×ケルク・ダィフイェ 

母)プリンセス・プロパー B15-6063303 Ｒ.ヘルマンス作   

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

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

ヤールリング×ブラウ・コラフレスケ 直系/N エース鳩19 羽、N 総合優入賞多数 最高種鳩 

母)アミカ Ｂ18-6194506 Ｒ.ヘルマンス作翔 ブールジュＮ23,195 羽中総合15 位、シャトローＮ20,800 羽 

中総合52 位、イソウドゥンＮ10,603 羽中総合67 位、シャトローＮ3,618 羽中総合41 位、同24,711 

羽中総合162 位他で、20 年KBDB 大中距離成鳩Ｎエース鳩第7 位 

祖父)ブロア・ブラウエ・アス Ｂ17-6129786 ダニー・ファンダィク作 兄弟／ブラウエ・アス 15-140 

スープ816 羽中優勝、メルン490 羽中優勝、ギエンＰ1,466 羽中6 位、シェブラン863 羽中4 位、ノ

ワイヨン3,329 羽中11 位他で、アントワープ連盟若鳩エース鳩第1 位 カノン×ミネルヴァの妹 

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 

 

 

【33】“ザ・ロシータ・341” Ｂ17-4231341 ＢＷ ♂ ドリデール＝ファンデンブランデ作 種鳩 直仔／

1,443 羽中優勝、1,410 羽中優勝、19,291 羽中4 位、1,132 羽中5 位、1,674 羽中8 位等 兄弟の仔／5,702 羽

中優勝  

父)ブラザー・グーデ・ローデ Ｂ108-6139992 ＢＷ ファンデンバルク作 直系／KBDBＮエース鳩1、1、2、 

4、6 位、KBDBＮチャンピオン 1、6、9、9、11 位 

 祖父)ファーザー・グーデ・ローデ Ｂ07-6218042 ファンデンバルク作 

祖母)ゴールデン・レディ・ヘレマンス Ｂ07-6387871 ＢＣ 両親共レオ・ヘレマンス作 ニューエ・ロッシ 

×エーンオーホスケ 直系／優勝32 回内5,182 羽中、3,205 羽中、3,173 羽中、3,044 羽中各優勝 

母)オリンピック・ロシータ Ｂ12-6254038 ＢＷ ファンデンバルク作翔 ノワイヨン 1,763 羽中優勝、同 1,248

羽中優勝、同555羽中優勝で、オリンピアード 1位、スーパーバードＮエース鳩1位、KBDBＮエース鳩4位 

祖父)オリンピック・ペアの父 Ｂ10-6291397 両親共Ｓ.ランブレヒツ作 

祖母)オリンピック・ペアの母 Ｂ10-6271300 両親共ファンデンバルク作 グーデ・ローデエ弟×ゴールデ 



ン・レオ40000 

 

 

【34】“ゾーン・ニュー・キテル” Ｂ19-4231404 ＢＷ ♂ ドリデール＝ファンデンブランデ作 異母兄弟／

1,879 羽中優勝、1,627 羽中優勝、687 羽中優勝、267 羽中優勝、自動車獲得他 

父)ニュー・キテル Ｂ14-5091710 ＢＷ ファンデンバルク作翔 14 年キエブラン 1,371 羽中優勝、同1,993 

羽中3 位、同1,571 羽空8 位他上位 同腹／キェブラン 4,044 羽中9 位 兄弟／キテル キェブラン 2,089 

羽中優勝、同  1,792 羽中優勝、同 2,023 羽中優勝、同 2,443 羽中 3 位で、KBDB 短距離Ｎエース鳩 1 位 

グレイペル KBDB 短距離Ｎエース鳩6 位、同Ｎチャンピオン 1 位  

祖父)グーデ・ローデ Ｂ08-6139996 Ｒ ファンデンバルク×レオ・ヘレマンス 直系／KBDBＮエース鳩 

1、1、1、2、4、6 位、KBDBＮチャンピオン 1、6、9、9、11 位 

祖母)オリンピック・ロシータ Ｂ12-625038 ＢＷ ファアンデンバルク作翔 ノワイヨン1,763羽中優勝、同 

1,248 羽中優勝、同555 羽中優勝他で、ニトラ・オリンピアード 1 位、Ｎエース鳩スーパー鳩1 位 

母)インブレッド・グーデ・ローデ Ｂ18-4237469 ＢＣＷ 異母兄妹交配直仔 

祖父)ニュー・キテル Ｂ14-5091710 ＢＷ ファンデンバルク作翔 14 年キエブラン 1,371 羽中優勝、同 

1,993 羽中3 位、同1,571 羽空8 位他上位 同腹／キェブラン 4,044 羽中9 位 兄弟／キテル 上記参照 

祖母)グーデ・ローデの娘  Ｂ16-4230006 ＢＣ 両親ファンデンバルク作 グーデ・ローデ×ビューテ 

ィ・クライネ・ローデ 

 

 

【35】“アイアン・ブリザード” Ｂ22-4207881 Ｇ ♀ ドリデール＝ファンデンブランデ作  

父)ブリザード・キング・キテル Ｂ21-2011289 Ｇ 21年KBDBＮエース鳩1位 

 祖父)ブリザード・030 Ｂ19-2015030 ＢＣ 両親共ピエール・ベイル作 

祖母)グリズル・キット・マシン Ｂ19-6253359 Ｇ 両親共ファンデンバルク作 

母)キテル・ロシータ・644 Ｂ19-4213644 ＢＷ ドリデール＝ファンデンブランデ作 世界一ペア直仔 

 祖父)キテル Ｂ13-6139803 ＢＷ 両親共ファンデンバルク作翔 自身キェブラン 2,089 羽中優勝、同 

  1,792 羽中優勝、同2,023 羽中優勝、同2,443 羽中3 位で、KBDB 短距離Ｎエース鳩1 位 

祖母) オリンピック・ロシータ Ｂ12-6254038 ＢＷ ファンデンバルク作翔 ノワイヨン 1,763 羽中優勝、同 

1,248 羽中優勝、同555 羽中優勝で、オリンピアード 1 位、スーパーバードＮエース鳩1 位、KBDBＮエー 

ス鳩第4 位 Ｓ.ランブレヒツ×ファンデンバルク 

 

 

【36】“ベーア・キット・401” Ｂ22-4208401 ＢＣＷ ♂ ドリデール＝ファンデンブランデ作 異母兄弟／

ファスト・キテル・233  35,266 羽中最高分速、33,568 羽中最高分速、3,329 羽中最高分速、1,228 羽中優勝、

767 羽中優勝、570 羽中優勝、434 羽中優勝、338 羽中優勝 ファスト・キテル・192  5,578 羽中最高分速、

1,156 羽中優勝、649 羽中優勝 ニュー・ロシータ 1,215 羽中優勝他優勝2 回鳩作出 

父)ソン・キテル・401 Ｂ17-4231401 ＢＷ 種鳩 

 祖父)キテル Ｂ13-6139803 ＢＷ 両親共ファンデンバルク作翔 自身キェブラン 2,089 羽中優勝、同 

  1,792 羽中優勝、同2,023 羽中優勝、同2,443 羽中3 位で、KBDB 短距離Ｎエース鳩1 位 

祖母) シスター・ロジータ Ｂ15-4100443 ＢＷ オリンピック・ペアの娘 

母)ゲシェルプト・ベールチェ・21 Ｂ18-4224221 ＢＣ ファンデンバルク作翔 優勝8 回(?)内1,066 羽中優 

勝、7,252羽中2番手、2,303羽中2位、462羽中4位 半姉妹／オリンピック・サフィキテル 18,148羽中最 

高分速、14,374 羽中最高分速、5,178 羽中最高分速、2,289 羽中優勝、1,745 羽中優勝、1,026 羽中優勝 

祖父)ブラウエ・ベーア・ファボリー Ｂ15-4100529 Ｂファンデンバルク作 グーデ・ローデ弟×ゴールデ 

ン・レオ40000 兄弟の直系／12 年KBDBＮエース鳩4 位、13 年同1 位、14 年同2 位、15 年同1 位、 

18 年同1、3 位、20 年同1 位 



 祖母)サフィラ・027 Ｂ15-4100027 ＢＣ 両親共レオ・ヘレマンス作 自身優勝3 回内668 羽中優勝、230

羽中優勝、2,205 羽中9 位他 

 

 

【37】“インテールト・テオ・651” ＮＬ22-8449651 Ｂ ♀ ゲロ・ダィク作 ※アジャンＩＮ総合優勝×同Ｎ総合

2 位父娘交配 

父)テオ ＮＬ14-1049775 Ｂ ゲロ・ダィク作翔 17 年ボルドーＩＮ904Ｋ25,328 羽中総合優勝 分速1169m 

祖父)オリンピック・サヴァイバーの孫 ＮＬ12-1623708 Ｂ キース・ボスア作 フェルケルク父子の超銘

鳩オリンピック・ソランジェの全兄弟バッシー×ボスアのオルレアンズダィフイェ 

 祖母)ボディ ＮＬ13-1650025 ＢＷ ゲロ・ダィク作 直仔／17-832 ブロアＮ15,515 羽中総合35 位、ミ 

スター・ブロア ブロア NPO4,810 羽中総合優勝 両親ニコ・イヴォ・ファンデフェーン作 純アリー・ 

ダィクストラ血統（デズメット＝マタイス、ヤンセン他） 

母)シャルロッテ ＮＬ21-1184224 Ｂ ゲロ・ダィク作翔 22 年アジャンＮ6,174 羽中総合2 位、同ＩＮ16,932 

羽中総合5 位 分速1336m 

祖父)テオ ＮＬ14-1049775 Ｂ ゲロ・ダィク作翔 17 年ボルドーＩＮ904Ｋ25,328 羽中総合優勝 上記参照 

祖母)リッツ ＮＬ19-1658903 Ｂ ゲロ・ダィク作翔 22 年アジャンＮ928Ｋ6,019 羽中総合優勝  分速

1327m ヘット・フェルヘイチェ×ビューティフル・ブルー 

 

 

【38】“テオドラ” ＮＬ21-1184244 Ｂ ♀ ゲロ・ダィク作  

父)ヘット・フェルヘイチェ ＮＬ14-1072306 Ｂ Ａ.フェルヘイ父子作翔 ヴィエルゾン1,138羽中4位、シャ 

トロー798 羽中21 位、同NPO5,907 羽中総合71 位 長距離エース鳩4 位  

祖父)フェルヘイチェ ＮＬ13-1352102 両親共ブラード＝ヨーデ作 

祖母)ＮＬ11-1757082 Ｂ    フェルヘイ父子作翔 両親マルティン・ファンゾン作 

母)ボディ ＮＬ13-1650025 ＢＷ ゲロ・ダィク作 直仔／17-832 ブロアＮ15,515 羽中総合 35 位、ミスタ

ー・ブロア ブロア NPO4,810 羽中総合優勝  

祖父)レオニダス ＮＬ10-1030184 ＢＷ ニコ・イヴォ・ファンデフェーン作 両親アリー・ダィクスト 

ラ作 委託レース他で大活躍のスーパー・カップル、レオナルド×ティンカーベル（デズメット＝マ

タイス、ヤンセン他血統） 

 祖母)レオノーラ ＮＬ10-1030185 ＢＷ 上記レオニダスの同腹 

 

 

【39】“ゴールデン・ボーイ・851” ＮＬ22-8675851 ＢＣＷ ♂ ゲロ・ダィク作  ※ゴールデン・ペア直仔 

【40】“ゴールデン・ガール・852” ＮＬ22-8675852 ＢＣＷ ♀ ゲロ・ダィク作  ※ゴールデン・ペア直仔 

父)トィン ＮＬ19-1607062 ＤＣ ケース・ファンデールプール作F.ファンフィアネン使翔 22 年ポー（※

放鳩地はボルドーに変更）Ｎ4,892 羽中総合優勝 分速1263m 

 祖父)ＮＬ18-5131378 ＢＣ Ｃ.ファンデールプール作 デスメイター＝レスチアンのド・ゴウデン・カ 

ス（ポーＩＮ総合優勝カスの直仔）×クライン・ブラウチェ 

 祖母)ＮＬ18-5131362 ＢＣ Ｃ.ファンデールプール作 J.イェレマのゼウスと超銘鳩エヴィの孫でガイ

スイェ・28の直仔×オリヴィア(14年ポーＮ3,019羽中総合優勝)  

母)リッツ ＮＬ19-1658903 Ｂ ゲロ・ダィク作翔 22 年アジャンＮ928Ｋ6,019 羽中総合優勝  分速1327m 

 祖父)ヘット・フェルヘイチェ ＮＬ14-1072306 Ｂ Ａ.フェルヘイ父子作翔 ヴィエルゾン 1,138 羽中4 位、 

シャトロー798 羽中21 位、同NPO5,907 羽中総合71 位 長距離エース鳩4 位 ブラード＝ヨーデ×フ 

ェルヘイ父子 

 祖母)ビューティフル・ブルー ＮＬ18-1781369 Ｂ ゲロ・ダィク作 ペーター・クランス×Ａ.ティンメルマン 

  アリー・ダイクストラのオキドキの近親 



 

【41】“ゾーン・ナショナル・ペア” Ｂ22-5087630 Ｂ ♂ ボスマンス＝リーケンス作 

父)トリプル・バス Ｂ19-5037186 ボスマンス＝リーケンス作翔グレ1 才鳩Ｎ600Ｋ12,888 羽中総合優勝  

 祖父)トリプル・73 Ｂ15-2181273 姉妹／オリンピック・トリプル・ニーナ 17 年ブリュッセル・オリ

ンピアード・オールラウンド部門代表 オリンピック・トリプル・エース×ブラック・ママ 

 祖母)ＮＬ17-1277592 Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作 オリンピック・ファイアー・アイズ×ソランジェの娘 

母)Ｏ.Ｔ. Ｂ20-5091621 ボスマンス＝リーケンス作翔 シャトロー若鳩Ｎ15,322 羽中総合優勝 同腹 

 ／イトー アルジャントンＮ23,280 羽中総合6 位他でゲントのＮエース鳩1 位 姉妹／ルーシー シ 

ャトローＩＰ3,026 羽中総合優勝他で20 年KBDB オールラウンド部門Ｎエース鳩14 位、優入賞鳩多数 

  祖父)Ｂ16-2256947  ビューティ・カンニバール×スーパー・ママ 

 祖母)トリプル・029 Ｂ14-2090029 オリンピック・トリプル・エース×ブラック・ママ 

 

 

【42】“ブロア・O.T” Ｂ22-5087623 ＢＬＫＣ ♂ ボスマンス＝リーケンス作 

全兄弟／Ｏ.Ｔ. シャトロー若鳩Ｎ15,322 羽中総合優勝 Ｏ.Ｊ.622 アルジャントンＮ23,280 羽中総合 6

位他でゲントのＮエース鳩 1 位 ルーシー シャトローＩＰ3,026 羽中総合優勝他で 20 年 KBDB オール

ラウンド部門Ｎエース鳩14 位他優入賞鳩多数 

  祖父)Ｂ16-2256947  ビューティ・カンニバール×スーパー・ママ 

父)Ｂ16-2256947 ボスマンス＝リーケンス作 

祖父)ビューティ・カンニバール Ｂ11-5170241 カンニバール近親×ラッキー・ルークの娘 

 祖母)Ｂ11-5170218 スーパー・パパ×スーパー・ママ 

母)トリプル・029 Ｂ14-2090029 ボスマンス＝リーケンス作 

祖父)オリンピアード・トリプル・エース Ｂ11-5143219 12年KBDB中距離Ｎエース鳩第１位、オリンピ 

アード代表 ギエンＰ5,386羽中総合優勝、同8,044羽中最高分速 直仔／優勝６羽 Ｂ04-093(グーデ・ 

ヤールリング直仔)×Ｂ06-694(Ｇ.ファンデンアベール近親×プロス・ローザン) 

祖母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953直仔／優勝12回 Ｂ07-5082347×Ｂ08-5185745  

 

 

【43】“ズス・トリプル・バス” Ｂ22-5087698 ＢＷ ♀ ボスマンス＝リーケンス作 兄弟／トリプル・バス 

グレ1 才鳩Ｎ600K12,888 羽中総合優勝 

父)トリプル・73 Ｂ15-2181273 ボスマンス＝リーケンス作 全姉／トリプル・ニーナ・027 優勝5 回 15 

年KBDB 中距離Ｐエース鳩第1 位 

祖父)オリンピアード・トリプル・エース Ｂ11-5143219 12 年KBDB 中距離Ｎエース鳩第１位、オリン 

 ピアード代表 ギエンＰ5,386 羽中総合優勝、同 8,044 羽中最高分速 直仔／優勝６羽 Ｂ04-093(グ

ーデ・ヤールリング直仔)×Ｂ06-694(Ｇ.ファンデンアベール近親×プロス・ローザン) 

祖母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953直仔／優勝12回 Ｂ07-5082347×Ｂ08-5185745  

母)ＮＬ17-1277592 Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作 

祖父)オリンピック・ファイアー・アイズ ＮＬ14-1059627 ＬＢＣ フェルケルク父子作翔    17年ブリュ

ッセル・オリンピアード長距離代表世界第1 位 16 年同Ｎ47,539 羽中総合4 位、ポン・サン・マクサ

ンス3,2967羽中第3分速他 ドナルド×アイ・キャッチャー 

 祖母)イサ ＮＬ12-1619131 フェルケルク作 ブルドーザー×オリンピック・ソランジェ 

 

 

【44】“ゾーン・オリンピック・ペア” Ｂ22-5089971 ＢＣ ♂  ボスマンス＝リーケンス作 

父)オリンピック・サプライズ Ｂ18-5014726 ボスマンス＝リーケンス作翔 リモージュＮ10,319 羽中総合26

位、スーヤックＰ585 羽中5 位、ブリーブＰ411 羽中6 位他で、20 年KBDBＮエース鳩10 位、オリンピアード



補欠3 位、22 年ルーマニア・オリンピアード長距離1 才鳩代表第3 位 

 祖父)ベルジェラック Ｂ14-2042528 ベルジェラックＩＰ1,678 羽中総合2 位、リブルヌＮゾーン2,550 

羽中38位、ブリーブＰ402羽中8位(3レースで2,251Ｋ) 

 祖母)Ｂ11-5011585 ディルク・リーケンスのヴァイア・コンディオスの近親孫 

母)オリンピック・エリー Ｂ16-2188933 ボスマンス＝リーケンス作翔 カオールＩＰ総合優勝、リモー 

ジュＰ3 位、リブルヌＰ8 位、シャトローＰ8 位他で19 年KBDB 長距離エース鳩第8 位、同Ｐ1 位 22

年ルーマニア・オリンピアード長距離代表第3 位 

 祖父)Ｂ14-2099532 ボスマンス＝リーケンス作 兄弟／ラッキー13-13 ラッキー・ルーク近親の仔 

 祖母)Ｂ14-2099510  ボスマンス＝リーケンス作 オリンピック・トリプル・エースの直仔×ラッキー・ルー 

ク娘 

 

 

【45】“ファースト・マヌー・ポガカー” ＮＬ22-8072198 Ｂ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作  

父)ナショナル・ポガカー ＮＬ20-4215319 Ｒ.＆Ｓ.フォッキンガ作翔 イソウドゥン NPO753Ｋ2,720 羽中

総合優勝、ロリス NPO2,021 羽中総合3 位、同NPO2,991 羽中総合16 位、センス NPO5,706 羽中総合33 位

他で、2 年当日長距離Ｎエース鳩第1 位WHZB・ド・アーレアベステ・フォンド・シュピーゲル誌3 タイトル同

時受賞 22 年ルーマニア・オリンピアード当日長距離代表第3 位 

祖父)インブレッド・ホープ ＮＬ18-1392199 Ｂ Ｒ.＆Ｓ.フォッキンガ作 両親エルズィンガ作 

 祖母)ミス・ビューティ・ワン ＮＬ17-1577926 エルズィンガ作 ホーイマンス系 超銘鳩ハリー・ライン 

母)マヌー ＮＬ16-4784182 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 シャトローＮ754Ｋ3,647羽中総合優勝（第2～ 

４セクター19,192羽中最高分速）、ブールジュＮ第4Ｓ703Ｋ5,877羽中総合優勝、センス1,069羽中優勝、、、、    

アッセ736羽中4位、ラオン6,371羽中総合60位 兄弟／アマディ センスＮ8,780羽中総合4位他で 

WHZB=TBOTB長距離Ｎエース鳩第4位、パコ ブールジュＮ5,877羽中総合2位他    

 祖父)スーパー・クラック・リック B05-6394218 B H.ファンサンデ作翔 アントワープP2 回優勝鳩 直 

  仔／サピーア 自動車獲得  

 祖母)ゴウドバンド ＮＬ10-1109882 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／マヌー＋パコ ブールジュ 

P(第4セクター)5,877羽中総合優勝、2位 カシアス×ジカラ ゴールデン・レディ近親 

 

 

【46】“ドーター・アマディ” ＮＬ22-8071880 ＢＣ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 異母兄弟／ワン・ロフト・

ドリーム 18 年パタヤ委託エース鳩1 位、ザムベジ ヴィクトリア・フォールズ委託最終レース5 位、孫

／パタヤ委託330Ｋ優勝 

父)キェルズ・チョイス ＮＬ16-1072829 Ｂ  

祖父)フリドゥス ＮＬ10-1109626 Ｂ ベルギーのノルベール・デシュライヴァーとの共作 ビヤルネ×モ

ニーク 

祖母)ラジンダ ＮＬ08-2049135 Ｂ  ジェイソン×ジーナ 

母)アマディ ＮＬ16-1072675 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 18 年WHZB/TBOTB 当日長距離Ｎエース 

 鳩第4 位 センスNPO4,410 羽中総合2 位他 姉妹／マヌー ブールジュNPO(704Ｋm)5,877 羽中総合 

 優勝他 全兄弟／パコ ブールジュNPO(第4セクター)5,877羽中総合優勝 

 祖父)スーパー・クラック・リック B05-6394218 B H.ファンサンデ作翔 アントワープＰ2 回優勝鳩 

直仔／サピーア 自動車獲得 マヌー＋パコ ブールジュNPO(第4セクター)5,877羽中総合優勝、 

2位 

 祖母)ゴウドバンド ＮＬ10-1109882 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／マヌー＋パコ ブールジュ 

NPO(第4 セクター)5,877 羽中総合優勝、2 位 カシアス×ジカラ ゴールデン・レディ近親 

 

 



【47】“ゾーン・アルナルド・アルビナ” ＮＬ22-8071995 ＢＣ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作  

父)アルナルド ＮＬ19-1244604 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／ラナ イソウドゥン NPO2,082 羽中総 

合7位、ソウリウNPO3,317羽中総合2位 バーニー ヴィエルゾンNPO5,962羽中総合6位 半兄弟／マヌ

ー、パコ、アマディ、ベルト・ジュニア、アラワ、エヴァ、サフィーハ、ビリーバー 

祖父)スーパー・クラック・リック B05-6394218 B H.ファンサンデ作翔 アントワープＰ2 回優勝鳩   

直仔／サピーア 自動車獲得 マヌー＋パコ ブールジュNPO(第4セクター)5,877羽中総合優勝、2位、 

シャトローNPO3,647羽中総合優勝他 

祖母)ニュー・ホープ ＮＬ07-1207604 ＢＣ コープマン作 直仔／ベルト・ジュニア他 1,407 羽中優 

勝、6,378 羽中3 位、9,746 羽中5 位、11,483 羽中6 位、7,749 羽中6 位、9,746 羽中5 位他 異父兄 

弟／超銘鳩クライネ・ディルク他 マディール×基礎鳩ゴールデン・レディ 

母)アルビナ ＮＬ16-1072838 ＢＣ コープマン作 直仔／シファン センス NPO4,995 羽中総合優勝、クマ

ノソールダン NPO5,475 羽中総合 3 位、シグリド 大レース総合 9 位内 4 回入賞他 半兄弟／ベルト・ジュ

ニア、ビリーバー、ファーサイ 

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

カシアス×レディ・プロミス 

祖母)ニュー・ホープ ＮＬ07-1207604 ＢＣ コープマン作 直仔／ベルト・ジュニア他 1,407 羽中優 

勝、6,378 羽中3 位、9,746 羽中5 位、11,483 羽中6 位、7,749 羽中6 位、9,746 羽中5 位他 異父兄 

弟／超銘鳩クライネ・ディルク他 マディール×基礎鳩ゴールデン・レディ 

 

 

【48】“ブロア・コビー” ＮＬ22-8072397 BP ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 兄弟／コビー  ドレイス＝ブリュッ

ク P17,461 羽中総合優勝(南コース)、ソールダン NPO5,475 羽中総合優勝、同 5,502 羽中総合 8 位、センス

1,290羽中優勝、アーロン8,934羽中総合8位他で、PIPAランキング長距離Ｎエース鳩第1位 他兄弟パタヤ

委託最終レース 530Ｋ3,653 羽中 9 位、ラティ センス NPO4,995 羽中総合 4 位、ロリス NPO5,053 羽中総合 8

位 

父)オベリクス Ｂ17-3000086 マルク・ポラン作  

祖父)ブルース Ｂ13-3016047  両親共Ｍ.＆Ｇ.ポラン作 自身サンバンサンＮ896Ｋ3,045 羽中総合優勝 

祖母)アストリックス娘 Ｂ13-3016150 両親共Ｍ.＆Ｇ.ポラン作 兄弟／ハミルトン シャトローＮ18,725羽 

中総合3 位、アロンソ シャトローＮ17,109 羽中総合4 位 

母)アルジナ ＮＬ13-1654987 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／コビー、オール・イン・ワン 20年

ヴィクトリア・フォールズ委託最終レース優勝 姉妹／ファラー 半姉妹／ラジンダ、マジック・アモー

レ、パメラ、ザーラ、ゴールデン・サン、パーフェクト・ドリーム、マジック・ヴィクトリー 

祖父)マジック・マン ＮＬ04-5430805 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作翔 ル・マンＮ15,252羽中総合優 

勝、同120,000羽中第3位 ロリス×超銘鳩アンネリーズ 

 祖母)ジーナ ＮＬ06-1597157 Ｂ 07年当日長距離Ｎエース鳩第2位 シャンティー13,008羽中総合2位、 

  オルレアンNPO9,670羽中総合2位他上位多数 デン・リンズ・ファヴォリー×超銘鳩アンネリーズ 

 

 

【49】“ハーフブロア・サラ・ナディン”Ｂ22-6041741 ＢＣＷ ♂  ウィリー・ダニエルス作 異母姉／サラ 

15 年イソウドゥンＮ11,984 羽中総合5 位、16 年KBDB1 才鳩大中距離Ｎエース鳩第1 位 ナディン ヴィ

エルゾン4,854 羽中総合優勝、同13,031 羽中最高分速他で17 年KBDB 大中距離1 才鳩Ｎエース鳩第1 位 

全兄弟／アルジャントンN13,393 羽中総合10 位 

父)フロールス Ｂ17-6038562 Ｗ.ダニエルス作 直仔／サラ、ナディン 

 祖父)Ｂ11-6191099 ＤＣＷ ド・ズッテ×ヴィットノイス 異父兄弟／アイスコップ FCAエース鳩1位 

 祖母)リヒテ・リモ Ｂ06-6108513 Ｗ.ダニエルス作 リモ(リモージュＮ17,546羽中総合4位、ブールジュ 

Ｎ21,940羽中総合74位)×ナショナールチェ(ラ・スーテレーヌＮ16,297羽中総合35位) 



母)フィネ Ｂ19-6030104 Ｗ.ダニエルス作翔 ブールジュＮ22,502羽中総合1365位、シャトローＮ33,833 

羽中総合702位、アルジャントンＮ26,085 羽中総合28 位、イソウドゥンＮ18,176 羽中総合11 位、ラ・ 

スーテレーヌＮ15,939 羽中総合優勝、グレＮ12,888 羽中総合60 位他で、20 年Ｎエース鳩第1 位 

 祖父)ジャスパー Ｂ16-6263842 Ｗ.ダニエルス作 ウィット・コップ×リンダ 

 祖母)ブレンダ Ｂ17-6038585 Ｗ.ダニエルス作 ケリーの孫 

 

 

【50】“ハーフズス・フィン” Ｂ22-6041747 Ｂ ♀ ウィリー・ダニエルス作 

父)ジャスパー Ｂ16-6263842 Ｗ.ダニエルス作 直仔／フィネ アルジャントンＮ26,085 羽中総合 28 位、 

イソウドゥンＮ18,176 羽中総合11 位、ラ・スーテレーヌＮ15,939 羽中総合優勝、グレＮ12,888 羽中総 

合60 位他で、20 年Ｎエース鳩第1 位 

祖父)ウィット・コップ Ｂ15-6035952 ＢＷ ヨス・フェルベルク作翔 アルジャントンＮ12,449羽中総合 

3位、シャトローＮゾーン8,663羽中26位 

祖母)リンダ Ｂ11-6218046 Ｗ.ダニエルス作 直仔／ケリー カースブール曽孫 

母)フロール Ｂ20-6052003 メルン1,407羽中57位、同2,581羽中72位、セルメーズ1,986羽中21位他 全 

姉／サラ 15年イソウドゥンＮ11,984羽中総合5位、16年KBDB1才鳩大中距離Ｎエース鳩第1位 ナデ 

ィン ヴィエルゾン4,854 羽中総合優勝、同13,031 羽中最高分速他で、17 年Ｎエース鳩第1 位 

祖父)フロールス Ｂ13-6314344 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6191099×リヒテ・リモ  

祖母)サキーラ Ｂ13-6051147 Ｗ.ダニエルス作  シャトローＮ総合優勝の弟×022(優勝3回)の娘 

 

 

【51】“ズス・オリー” Ｂ22-6041744 ＢＣ ♀ ウィリー・ダニエルス作 兄弟／オリー シャトローＮ22,196

羽中総合2 位、アルジャントンＮ21282 羽中総合24 位、ブールジュ 4,728 羽中30 位、シャトロー1,668 羽中2

位他で、KBDB 大中距離Ｎエース鳩第2 位 

父)ジャイルス Ｂ17-6038562  

  祖父)イカルス Ｂ11-6140809 兄弟／ニキ シャトローＮ総合優勝 ゾット(優勝14回)の孫 

祖母)アスケ1 Ｂ12-6201845 Ｗ.ダニエルス作翔 グレＮ7,681羽中総合55位、同Ｎ16,988羽中総合165 

位、ブールジュＮ22,663羽中総合77位他 アントワープ連盟若鳩長距離エース鳩第1位、全姉妹／ア 

スケ3、ステファニー  

母)ヴァネッサ Ｂ19-6244100 ゲリー・デンアプト作 

 祖父)Ｂ18-6017266 ダニー・ファンダィク作 ディ・カプリオの直仔×コーゲルチェ（カノンの娘） 

 祖母)Ｂ16-6100476 ゲールト・ランブレヒツ作翔 若で優勝、2位2回 

 

 

【52】“ゾーン・フィン” Ｂ22-6041752 Ｂ ♂ ウィリー・ダニエルス作 

父)ヴィム Ｂ21-2125391 カイアー・ヨーロッパ作 

 祖父)ユニーク・アルマンド・68 Ｂ20-3108068 リリアン・デメリーのミスター・ユニーク(リモージュ 

Ｎ14,510 羽中最高分速総合優勝、ブリーブＮ9,278 羽中総合2 位)×アルマンドとキャメロンの娘 

 祖母)Ｂ20-2065408 カイアー・ヨーロッパ作 アルマンド(Ｊ.フェルスコートの18 年長距離Ｎエース鳩 

第1 位)×ナディン(ヴィエルゾン13,031 羽中最高分速総合優勝他で17 年Ｎエース鳩第1 位) 

母)フィン Ｂ19-6030104 Ｗ.ダニエルス作翔 ブールジュＮ22,502羽中総合1365位、シャトローＮ33,833 

羽中総合702位、アルジャントンＮ26,085 羽中総合28 位、イソウドゥンＮ18,176 羽中総合11 位、ラ・ 

スーテレーヌＮ15,939 羽中総合優勝、グレＮ12,888 羽中総合60 位他で、20 年Ｎエース鳩第1 位 

 祖父)ジャスパー Ｂ16-6263842 Ｗ.ダニエルス作 ウィット・コップ×リンダ 

 祖母)ブレンダ Ｂ17-6038585 Ｗ.ダニエルス作 ケリーの孫 

 



 

【53】“ドーター・オリンピック・ミス・ファイ” Ｂ22-5118405 Ｂ ♀ サブリナ・ブルグマンス作  

父)ヴォウト Ｂ21-5030038 Ｓ.ブルグマン作翔 センスＰ2,969羽中総合優勝、アルジャントンＮ23,124羽中 

 総合71位、オルレアンＰ1,211羽中3位他で、21年KBDB若鳩オールラウンドＮエース鳩9位 兄弟／ 

 同Ｎエース鳩17位   

祖父)ゾーン・シャルロッテ Ｂ14-2341693 Ｂ 両親共Ｓ.ブルグマンス作 ウィリー×シャルロッテ(14 

年1才鳩大中距離Ｎエース鳩第1位) 

祖母)クライン・ブラウ・ブーフェンス Ｂ16-2172817 Ｂ 両親共ロジェ・ブーフェンス作 

母)オリンピック・ミス・ファイ Ｂ19-2084414 Ｂ Ｓ.ブルグマンス作翔 ファイ・オー・ロジュ（オル

レアンの東）3,972 羽中 3 位、同 5,556 羽中総合優勝、セザンヌ 2,331 羽中優勝(同 18,867 羽中最高分

速)、メルン12,123 羽中総合7 位、同3,600羽中5位、同1,174羽中3位他上位入賞多数で22 年ルーマ

ニア・オリンピアード短距離代表第1 位 

祖父)ブラウエ・バルト Ｂ16-6056900(18年生) Ｂ 両親共バルト・ギレス作 ゲーリンクスのグラデ 

ィエーターの孫×グレＮ16,262羽中総合44位  

祖母)ハーフ・ズス・シャルロッテ Ｂ14-2146237 Ｂ サブリナ・ブルグマンス作 異父姉／シャルロッ 

テ 14年1才鳩大中距離Ｎエース鳩第1位 

 

 

【54】“ドーター・サブリナ” Ｂ22-5034358 ＢＣ ♀ サブリナ・ブルグマンス作 

父)デン・001 Ｂ21-5030001 ＤＣ Ｓ.ブルグマンス作翔 ラオン211羽中2位、モミニー1,004羽中16位、 

アルジャントンＮ23,124 羽中総合47 位、シャトローＮ18,741 羽中総合125 位他で、21 年KBDB 若鳩大中距 

離Ｎエース鳩9 位 異母兄／18 年同Ｎエース鳩7 位 

祖父)ゲノプテ Ｂ14-2005407 Ｂ 両親共Ｓ.ブルグマンス作 ゾーン・ウィリー×Ｐエース鳩1位 

 祖母)ラート・2019 Ｂ19-5082833 ＤＣ Ｓ.ブルグマンス作 ゾーン・アンア×ロジェ・ブーフェンス 

母)サブリナ Ｂ19-5082780 Ｂ Ｓ.ブルグマン作翔 21 年ラ・スーテレーヌＮ8,383 羽中総合優勝、19 年 

チュールＮ4,451 羽中総合60 位、アルジャントンＰ2 位他で、大中距離Ｐエース鳩第3 位、兄弟／ブラ 

ック・パンサー 20 年大中距離Ｐエース鳩1 位、同Ｎエース鳩第4 位、サブリナの妹 ソールダン優勝 

祖父)サブリナの父 Ｂ18-5028598 ＢＬＫＣ  Ｓ.ブルグマンス作 ハルフブロア・ウィリー ×スーパ 

ー・コッペルの娘 

祖母)ミス・ベルサー Ｂ13-6060454 Ｂ ヨハン・ド・ベルサー作翔 アルジャントンＮ7,534 羽中総合 

28 位、同Ｎ19,303 羽中総合72 位、ブールジュ2,966 羽中15 位、モンリュソン1,900 羽中13 位他 

  デン・エンゲルス 1×アランカ 

 

 

【55】“ブロア・サブリナ” Ｂ22-5034449 ＢＬＫＣ ♂ サブリナ・ブルグマンス作 兄弟／サブリナ 21 年

ラ・スーテレーヌＮ8,383 羽中総合優勝、19 年チュールＮ4,451 羽中総合60 位、アルジャントンＰ2 位他

で、大中距離Ｐエース鳩第 3 位、ブラック・パンサー 20 年大中距離Ｐエース鳩 1 位、同Ｎエース鳩第 4

位、サブリナの妹 ソールダン優勝 

父)サブリナの父 Ｂ18-5028598 ＢＬＫＣ  Ｓ.ブルグマンス作 

 祖父)ハルフブロア・ウィリー Ｂ13-5024962 Ｂ Ｓ.ブルグマンス作 基礎鳩ブラウエ・ファリエーレ 

(ファレーレ・マヒールス作)×シルヴィアの妹(Ｓ.ブルグマンス作) 

 祖母)Ｂ13-5025756 ＤＣ 両親共ロジェ・ブーフェンス作翔 スーパー・コッペルの娘 兄弟／KBDB 

大中距離Ｎエース鳩第２，11 位 

母)ミス・ベルサー Ｂ13-6060454 Ｂ ヨハン・ド・ベルサー作翔 スワソン441 羽中2 位、ピティヴィ 

エ956 羽中2 位、アルジャントンＮ7,534 羽中総合28 位、同Ｎ19,303 羽中総合72 位、ブールジュ2,966 

羽中15 位、モンリュソン1,900 羽中13 位他 



 祖父)デン・エンゲルス 1 Ｂ01-6346044 Ｂ Ｊ. ド・ベルサー作翔 アントワープ長距離クラブ1 才

鳩エース鳩1 位 ブロア・ヴィッテケ×基礎鳩 

  祖母)アランカ Ｂ06-6033780 ゴールドウィンの娘 

 

 

【56】“ゾーン･フロール” Ｂ22-5034430 Ｂ ♂ サブリナ・ブルグマンス作 異母兄弟／ハンネ 21-

5030027 アルジャントンＮ23,124 羽中総合優勝、同32,971 羽中最高分速、ヴィエルゾン18,710羽中総合

261位他入賞多数 

父)ハンネの父 Ｂ20-5086547 Ｂ サブリナ・ブルグマンス作 兄弟／ミラ 19-737 センスＰ4,664 羽中総 

合優勝、メルンＰ1,060 羽中総合優勝、同Ｐ5,943 羽中総合3 位他兄弟上位入賞多数 

 祖父)ランゲ・ブラウエ Ｂ13-5027749 Ｂ Ｓ.ブルグマンス作 基礎鳩ブラウエ・ファリエーレ(ファレ 

ーレ・マヒールス作)×グード・グライス(ロジェ・ブーフェンス) 

 祖母)ミランダ Ｂ15-2185859 Ｂ Ｓ.ブルグマンス作翔 ヴィエルゾン1,854 羽中優勝、ラ・スーテレ 

ーヌＮ2,930 羽中総合15 位、同Ｎ9,584 羽中総合30 位、シャトローＮ2,109羽中19位 ストーン(ガ

ストン・ファンデヴァウワー)×ブラウ・プッズィス(マリオ・プッズィス) 

母)フロール Ｂ19-5082771 Ｂ Ｓ.ブルグマン作翔 ブールジュＮ28,319 羽中総合8 位、同Ｎ22,506 羽中 

総合203 位、シャトロー3,338 羽中総合16 位、同3,026羽中64位、ラ・スーテレーヌＮ15,939 羽中総 

合88 位、アルジャントンＮ26,085 羽中総合131 位、イソウドゥン18,176 羽中総合171 位他で、19 年 

KBDB 大中距離Ｎエース鳩第10 位、20 年同第25 位、オリンピアード推定5 位  

 祖父)ゾーン・ウィリー Ｂ15-2185882 Ｂ 両親共Ｓ.ブルグマンス作 ウィリー×424・ドィビン 

 祖母)ズス・ブラック・エース Ｂ17-5024774 ＢＣ 両親共Ｓ.ブルグマンス作 ブロア・ファレーレ× 

シャルロッテの娘 

 

 

【57】“ダーク・ヨセフ” ＮＬ22-8229983 ＢＣ ♂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 

父)オリンピック・ヨセフ ＮＬ19-7007134 ＰＢ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 シャトードゥンNPO 

  4,058羽中総合5位、ファイ＝オー＝ロジェNPO5,735羽中総合7位(同Ｎ14,036羽中総合11位)、同NPO9,218 

羽中総合13位、ニールグニース6,400羽中総合11位、同10,065羽中総合21位、セザンヌ4,195羽中総合 

14位、キエブラン6,209羽中総合46位他で、WHZB長距離Ｎエース鳩第1位、オリンピアード第2位 

 祖父)ソランジュ・ジュニア ＮＬ15-1706611 Ｂ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作 タイソン×オリンピック・ 

ソランジュ 直仔／サブリスNPO4,671 羽中総合2 位、ヴィエルゾンNPO3,993 羽中総合7 位他 

 祖母)テガン ＮＬ15-1363411 ＢＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 ヴェルヴォン6,240羽中総合優勝、 

  ナントィル2,784羽中3位他上位多数 イブラヒム×ドーア(3,970羽中優勝、6,240羽中優勝) 

母)マジック・ローヤ ＮＬ19-1411192 ＢＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 ファイ＝オー＝ロジェNPO 

9,218羽中総合優勝、同5,735羽中総合28位、ブッデル4,332羽中9位他NPO上位多数 

祖父)タンガイ ＮＬ15-1706564 ＢＣ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作 直仔／クセノン シャトードゥンＳＮ 

5,989羽中総合優勝、同Ｎ12,511 羽中総合6 位、ファイ＝オー＝ロジュ(オルレアン傍)NPO6,957 羽中 

総合7 位、シャトローNPO3,989 羽中総合8 位他で、フォンド・シュピーゲル誌18～19 年長距離Ｎエ

ース鳩第１位 両親フェルケルク作 ガヴィン×ボニータ  

祖母)ミス・マジック ＮＬ15-1365028 ＢＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 直仔／トロイNPO3,836羽中 

総合優勝、ペロンヌNPO5,900羽中総合9位、ブッデル4,373羽中8位、ヴィエルゾンNPO3,345羽中総合 

24位 孫／エトロイングト8,300羽中総合優勝 クラウディオ・シェ×カイラ  

 

 

【58】“スモーキー・ソランジェ” ＮＬ22-8230085  Ｂ ♀ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 

父)ソランジェ・ジュニア ＮＬ15-1706611 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 直仔／オリンピック・ヨセフ シ



ャトードゥンNPO4,058 羽中総合5 位、ファイ＝オー＝ロジュ(オルレアン傍)NPO5,735 羽中総合7 位、

同Ｎ14,036 羽中総合11 位、同NPO9,218 羽中総合13 位、セザンヌ4,195 羽中総合14 位他で、WHZB 長

距離Ｎエース鳩第1 位、ド・アーレアベステ中距離Ｎエース鳩第1 位、オリンピアード1 才鳩代表第2

位 他サルブリNPO4,671 羽中総合2 位、ヴィエルゾンNPO3,993 羽中総合5 位、トロイNPO3,836 羽中

総合7 位、ペロンヌNPO5,900 羽中総合8 位、イソウドゥンNPO1,776 羽中総合9 位他上位入賞多数 

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 

ルジャントン7,796 羽中総合7 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)オリンピック・ソランジェ ＮＬ07-1817923 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 09 年オリンピアー

ド・オールラウンド代表第 1 位 08 年 NPO、WHZB で４部門Ｎエース鳩第 1 位 アルジャントン

NPO6,595 羽中総合優勝、ペロンヌ2,543 羽中総合2 位、クライル3,761羽中総合3位他 兄弟／フー

ディニ 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)ディアナ ＮＬ17-1820281 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 ファイ＝オー＝ロジュ(オルレアン傍) 

548ｋNPO9,218 羽中総合 2 位 同 NPO6,657 羽中総合 22 位、同 NPO5,734 羽中総合 55 位、ナントィＰ

9,034 羽中総合3 位、ブッデル4,373 羽中3 位他 

 祖父)ファーレ・バッカー ＮＬ16-1358017 Ｓ Ｒ.Ａ.バッカー父子作 ヴァリタス×ド・811 

 祖母)アンティ ＮＬ16-1254538 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 カリコ×インディ  

 

 

【59】“ユーロ・ジェット” ＮＬ22-8229225 Ｂ ♂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 

父)マジック・ユーロ ＮＬ16-1253836 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 直仔孫／シメイ 14,805 羽中総合 

優勝、同28,919羽中最高分速、デュッフェル9,819羽中総合優勝、キェブラン6,209羽中総合優勝他優勝多 

数、22 年ルーマニア・オリンピアード 1 才鳩オランダ代表第1 位、Ｎエース鳩第6 位 

祖父)ユーロ Ｂ03-6192564 Ｂ ヘレマンス＝コイスタース作翔 キェブラン2,687羽中優勝、同2,516羽

中優勝他で、Ｎエース鳩若鳩1 位、西欧杯エース鳩04 年1 位 スーパー種鳩 

祖母)パーラ・ロッシ Ｂ12-6321411 ＬＢＣ レオ・ヘレマンス作 スーパー種鳩 直仔・孫／ゲネプ3,422 

羽中優勝、ポルトガル・アルガルヴェ委託エース鳩第1、6 位 ニューエ・ロッシ×エーン・オーホスケ 

母)グリズル・ジェット ＮＬ20-1085818 Ｇ ライデマン兄弟作翔 シャロンズ3,347羽中5位、ティーネン2,438 

羽中12 位、同5,780 羽中33 位、ニールグニース 2,708 羽中16 位、同5,765 羽中55 位、メルンＰ7,291 羽 

中総合24位、ビールジス3,901羽中28位、同4,925羽中36位他でＰエース鳩1位、Ｎエース鳩1才鳩3位 

祖父)アンクル・グード・グライス Ｂ12-6054283 Ｇ ファンデンブランデ兄弟作 ラオン NPO6,371 羽中総 

合優勝、デュッフェル 5,821 羽中優勝、ホイスデン 2,775 羽中優勝 多くのトップ・レーサーの父 

 祖母)ジェット ＮＬ15-1234091 Ｂ ライデマン兄弟作翔 アッセ11,343 羽中総合優勝、ギエン7,768 

羽中総合優勝、レイテル4,692 羽中優勝、ラオン6,571 羽中総合6 位他 トルステン(Ｗ.ルーパー) 

×シルバー・ドリーム(Ｗ.ステラーマン)  

 

 

【60】“ミスター・ルカ” ＮＬ22-8229735 Ｂ ♂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作  

父)ルカ・モドリッチ ＮＬ18-1627863 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 ニールグニース2,748 羽中 

優勝、ビールジュス833 羽中優勝、ペロンヌNPO5,900 羽中総合3 位、トロイNPO3,836 羽中総合8 位 

他で、NPO、ド・アーレアベステ、PIPA、フォンド・シュピーゲル紙の４若鳩Ｎエース鳩第1位タイトル

獲得 ヘレマンス＝コイスタース×ヤンセン系 

祖父)ジャックポット・ジュニア ＮＬ09-1836481 Ｂ ヘレマンス＝コイスタース作 直仔孫／優勝エー

ス鳩多数 ジャックポット×アルテミス 異母兄弟／ディ・カプリオ（Ｄ．ファンダイク種鳩） 

 祖母)ホンダ ＮＬ11-1342886 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 オリンピック・ラッキー・13×カルメン 

母)ミス・ルシル ＮＬ15-1897799 Ｂ  



祖父)ユーロ Ｂ03-6192564 Ｂ ヘレマンス＝コイスタース作翔 キェブラン2,687羽中優勝、同2,516羽

中優勝他で、Ｎエース鳩若鳩1 位、西欧杯エース鳩04 年1 位 

祖母)リアンヌ ＮＬ11-1341752 ＢＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 デュッフェル 1,368 羽中優勝、 

キェブラン 1,592 羽中優勝、ヘール 5,835 羽中 2 位、ナントィル NPO8,663 羽中総合 7 位他でオリンピア

ード第2 補欠 両親ヘレマンス＝コイスタース作 ヘラクレス×ヘラ 

 

 

【61】“スペシャル・インパクト・732” Ｂ22-6125732 Ｂ ♂ ギー・ファンデールオウエラ作 兄弟／ファヴォ

リーチェ 22-762 メルン 399 羽中優勝 スペシャル・インパクト・101 シャトローＮ22,196 羽中総合 2 位、アル

ジャントンＮ21,282 羽中総合69 位、イソウドゥンＮ14,758 羽中総合23 位、シャトローＮ10,317 羽中総合300

位、ブールジュＮ11,952 羽中総合359 位他入賞多数で、連盟長距離エース鳩1 位 

父)スーパー・インパクト・497 Ｂ18-6040497 Ｇ. ファンデールオウエラ作 カースブール最高ライン 

 祖父)ディープ・インパクト Ｂ11-6295933 Ｇ. ファンデールオウエラ作 スーパー種鳩 両親ヨセ 

フ・ゴーファールツ作 カースブール 直仔／スペシャル・ブルー メルンＰ14,955 羽中総合優勝、 

スペシャル・34 リモージュＮ15,981 羽中総合25 位 

 祖母)基礎鳩Ｂ06-6302558 Ｂ ヨセフ・ゴーファールツ作 シャトローＰ優勝の娘 

母)スペシャル・ブラック Ｂ18-6039642 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 イソウドゥンＮ522Ｋ11,480 羽 

中総合 3 位、モンリュソン 573Ｋ545 羽中優勝、ブールジュＮ14,104 羽中総合 29 位、シャトローＮ

10,393 羽中総合 26 位、シャトローＮⅡ6,314 羽中総合 54 位で、KBDB 大中距離Ｎエース鳩第 1 位 直

仔／ノウィヨン優勝他 両親共ファンデールオウエラ×ゲーリンクス父子 

 祖父)ブラック・ホーク Ｂ15-6051416 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 ヴィエルゾンＩＰ8,105 羽中総合 

優勝 ラ・スーテレーヌＮゾーン2,695 羽中24 位 上記ブラック・シュガー×フォヴォリー・ルク 

祖母)Ｂスペシャル Ｂ13-6220564 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 モンリュソンＮゾーン3,494 羽中優 

勝、ブールジュＮゾーン4,130 羽中8 位 マッチョ×グラディ 

 

 

【62】“ダブル・スペシャル” Ｂ22-6125804  ＢＣ ♂ ギー・ファンデールオウエラ作  

父)デュア・スペシャル Ｂ18-6040334 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 18 年若鳩で、キェブラン563 羽中 

優勝、ノワイヨン252 羽中優勝、同1,189 羽中5 位後、即種鳩 直仔／20 年Ｎエース鳩若鳩14 位 兄 

弟／スペシャル・ブラック  

祖父)ブラック・ホーク Ｂ15-6051416 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 ヴィエルゾンＩＰ8,105 羽中総合 

優勝 ラ・スーテレーヌＮゾーン2,695 羽中24 位 上記ブラック・シュガー×フォヴォリー・ルク 

祖母)Ｂスペシャル Ｂ13-6220564 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 モンリュソンＮゾーン3,494 羽中優 

勝、ブールジュＮゾーン4,130 羽中8 位 マッチョ×グラディ 

母)スペシャル・ブルー Ｂ17-6105087 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 メルン328Ｋ3,970 羽中優勝、同Ｐ 

16,671 羽中最高分速 シェブラン328 羽中優勝他  

祖父)ディープ・インパクト Ｂ11-6295933  Ｇ.ファンデールオウエラ作 Ｊ.ゴーファールツのスーパ 

ー・481・カースブール×シャトロー(カースブール)の娘 

祖母)Ｂスペシャル Ｂ13-6220564 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 モンリュソンＮゾーン3,494 羽中優 

勝、ブールジュＮゾーン4,130 羽中8 位 マッチョ×グラディ 

 

 

【63】“ズス・オブセッション” Ｂ22-6125788 ＢＣ ♀ ギー・ファンデールオウエラ作 全兄弟／オブセ

ッション メルン330Ｋ436 羽中優勝、同3,464 羽中最高分速 同335 羽中優勝、同193 羽中優勝、ノヨ

ン 225Ｋ1,659 羽中優勝、同 456 羽中優勝、セルメーズ 380K1,752 羽中優勝、シュガー・キング トウーリー

1,135羽中優勝、同555羽中優勝他 19-240 メルン733羽中優勝他で若鳩中距離連盟エース鳩1位 異母兄

弟／ブラック・ホーク ヴィエルゾンＳＮ8,105 羽中総合優勝 



父)ブラック・シュガー Ｂ11-6115169 ＤＣ スーパー種鳩 直仔孫／ファボリー・963 ノワイヨン1,659 

羽中優勝他 スペシャル・ブラック・642 イソウドゥンＮ19,842 羽中総合3 位他で19 年KBDB 大中距 

離Ｎエース鳩第1 位、ホーク・417 ラ・スーテレーヌＮ総合9 位、スーパー・ルーシー・043 リモージ 

ュＮ5,115 羽中総合10 位、アルジャントンＮ総合22 位、ミス・スーテレーヌ ラ・スーテレーヌＮ7,631 

羽中総合16 位 ドゥア・スペシャル 連盟最高分速2 回他 

 祖父)ドミネーター Ｂ10-6220256 Ｂ Ｇ.ファンデールオウエラ作 両親Ｊ.ゴーファールツ作 カース 

ブール近親 

 祖母)ブラック・ディアマンチェ Ｂ06-6052305 ファンホーヴェ＝アィターホーヴェン作 兄弟／ミスタ 

ー・マックス ヴィエルゾン 1,647 羽中優勝、ブールジュＮ21,940 羽中総合 53 位 直仔／ゴールデ

ン・ホワイト 優勝3回 ブラック・ダイアモンド×ブールジュケ・バンガ 

母)シスター・クィーン・ジェームス Ｂ17-6024399 Ｂ.ゲーリンクス作 兄弟／クィーン・ジェームス 

 KBDBＮエース鳩5位、ブラザー・クィーン・ジェームス リモージュＮゾーン優勝、アルジャントンＰ優勝 

 祖父)ルク Ｂ09-6326192  ゲーリンクス作翔 アルジャントンＮ12,446 羽中総合優勝、モンリュソンＮ 

17,865 羽中総合69 位他 ブラウエン・アイゼレン×エーンウィットペン・ウィリーケ 

 祖母)ジャスト・ウェイト Ｂ11-6226277  ゲーリンクス作翔 アルジャントンＮ16,363 羽中総合優勝、 

  モンリュソンＰ2,545 羽中2 位、ブロアＰ1,108羽中4位 ラピドⅠ×クセナ 

 

 

【64】“ドーター・オブセッション” Ｂ22-6125786 Ｂ ♀ ギー・ファンデールオウエラ作 半兄弟／21-405 ノ

ワイヨン686羽中優勝、同483羽中優勝、同1,199羽中7位他 21-307 ブールジュ580羽中3位、同Ｎ24,221

羽中総合224位、セルメーズ 636羽中3位、同388羽中2位、同1,752羽中9位、同872羽中5位他上位入

賞多数 

父)ミスター・シャトロー Ｂ17-2096773 レオン・ヤコブス作 Ｇ.ファンデールオウエラ使翔 シャトロー 

Ｎゾーン3,850 羽中優勝、同Ｎ12,149 羽中総合7 位、ポン・サン・マクサンス267Ｋ1,140 羽中5 位他 

入賞多数 

 祖父)ブラザー・リトル・クィーン Ｂ16-6075421 ディルク・ファンダィク作 姉／リトル・クィーン 優 

勝3回他で、Ｎエース鳩第3位 デン・ディレン×メレス 

 祖母)トップ・ブリーダー・211 Ｂ12-2008211 レオン・ヤコブス作 Ｎ13,965羽中総合6位の孫 

母)オブセッション Ｂ20-6129963 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 セルメーズ 380Ｋ1,752 羽中優勝、同 

759 羽中優勝、メルン 330Ｋ436 羽中優勝、同3,464 羽中最高分速 同335 羽中優勝、同193 羽中優勝、 

ノヨン225Ｋ1,659 羽中優勝、同456 羽中優勝 兄弟／19-240 メルン733 羽中優勝他で若鳩中距離連盟 

エース鳩1 位 

祖父)ブラック・シュガー Ｂ11-6115169 ＤＣ スーパー種鳩 直仔孫／ スペシャル・ブラック・642  

イソウドゥンＮ19,842 羽中総合3 位他で19 年KBDB 大中距離Ｎエース鳩第1 位、ホーク・417 ラ・ 

スーテレーヌＮ総合9 位、スーパー・ルーシー・043 リモージュＮ5,115 羽中総合10 位、アルジャン 

トンＮ総合22 位、ミス・スーテレーヌ ラ・スーテレーヌＮ7,631 羽中総合16 位 ドゥア・スペシャ 

ル 連盟最高分速2 回他 ドミネーター×ブラック・ディアマンチェ 

祖母)シスター・クィーン・ジェームス Ｂ17-6024399 Ｂ.ゲーリンクス作 姉／クィーン・ジェームス 

KBDBＮエース鳩5位、ブラザー・クィーン・ジェームス リモージュＮゾーン優勝、アルジャントンＰ優 

勝 ルク(アルジャントンＮ12,446羽中総合優勝)×ジャスト・ウェイト(アルジャントンＮ16,363羽中総合優勝) 

 

 

【65】“バルカ・スマーラグド・144” ＮＬ22-2229144 ＢＣ ♂ コール・デハイデ作 

父)スーパー・バルカ・986 ＮＬ15-3515986  ＢＣ Ｃ．デハイデ作翔 バルセロナＮ4,477羽中総合17位、

同ＩＮ12,315羽中総合25位、バルセロナＮ4,920羽中総合8位、同ＩＮ16,485羽中総合48位で、20～21

年バルセロナ国際エース鳩第1位 

 祖父)ＮＬ05-0522541 ＢＣ Ｃ．デハイデ作 異父姉／クィーン・トニー バルセロナＮ13,066羽中総 



合優勝、同25,835羽中総合4位 ゾーン・バルセロナ・ダィフ×ルク・シウン／デハイデ 

 祖母)エリー ＮＬ10-3039409 ＤＣ Ｌ.プルイゼン作翔 ベルジェラック 1,191 羽中優勝、同 NPO4,096

羽中6 位、カオールN10,624羽中総合255位（S） Ｃ．デハイデのカルカゾンヌ直仔×プルイゼン作

デハイデ血統 

母)スマーラグド ＮＬ15-3516018 Ｂ Ｃ．デハイデ作翔 ペリギューN’(S1)4,921羽中総合10位、全13,348 

羽中総合17位(分速851メートル)、バルセロナＩＮ15,981羽中総合22位他 異母姉／ブルー・ドリーム 

15年バルセロナＮ5,183羽中総合2位、同ＩＮ19,089羽中総合4位、マルセイユＮ4,899羽中総合155位 

祖父)ヨンゲ・ドン・ミッシェル ＮＬ08-3818593 ＢＣ Ｃ．デハイデ作翔 バルセロナＮ7,046羽中総合94 

位、同Ｎ6,392羽中総合100位、ペルピニャン381羽中優勝、同Ｎ4,978羽中総合17位他ベルジェラ 

ック入賞 バルセロナZLU3 年間のN エース鳩第1 位 ドン・ミッシェル×ＮＬ07-1838400    

  祖母ＮＬ08-3818699 ＢＣ  Ｃ．デハイデ作 種鳩 姉妹／500 ペルピニャンＮ総合17、59位 孫／ 

ボルドーＮ総合優勝 カオール4,939羽中総合優勝、ナルボンヌＮ総合6位 コック(デヴィールト・コ 

ール・デハイデ系)×ペルピニャンの娘 

 

 

【66】“ヨング・ディアンチェ” ＮＬ22-8522378 ＢＣＷ ♀ コール・デハイデ作 

父)ゾーン・ミッシェリーナ ＮＬ21-2131449 Ｃ.デハイデ作 

 祖父)ＮＬ17-3731015 ＢＣ Ｃ.デハイデ作翔 アジャンＮ5,214 羽中総合52 位、ベルジェラックＮ9,010 羽 

中総合175 位、ペルピニャンＮ4,873 羽中総合51 位、バルセロナＮ4,842 羽中総合148 位他 ゾーン・ 

ドン・ミッシェル×ファボリーの娘 

祖母)ミッシェリーナ ＮＬ17-3731112 ＢＣ Ｃ.デハイデ作翔 バルセロナＩＮ12,315 羽中総合16 位 

 同N4,447 羽中総合11 位 ゾーン・ヨンゲ・ドン・ミッシェル×ドン・ミッシェルの娘 

母)ディアマンチェ ＮＬ14-3423376 ＢＣ Ｃ．デハイデ作翔 バルセロナＩＮ15,700羽中総合9位、同N3,912

羽中総合4位、ボルドーＮ9,687羽中総合33位、ナルボンヌＮ5,042羽中総合136位他 異母姉／ブルー・ド

リーム 15年バルセロナＮ5,183羽中総合2位、同ＩＮ19,089羽中総合4位、マルセイユＮ4,899羽中総合

155位 

祖父)ヨンゲ・ドン・ミッシェル ＮＬ08-3818593 ＢＣ Ｃ．デハイデ作翔 バルセロナＮ7,046羽中総合94 

位、同Ｎ6,392羽中総合100位、ペルピニャン381羽中優勝、同Ｎ4,978羽中総合17位他ベルジェラ 

ック入賞 バルセロナZLU3 年間のN エース鳩第1 位 ドン・ミッシェル×ＮＬ07-1838400    

祖母)ファボリーの娘 ＮＬ11-3025102 ＤＣＷ Ｃ．デハイデ作 ファボリー×超銘鳩マルメルダ 

 

 

【67】“ゾーン・ヴァイオレット” ＮＬ22-8522377 ＢＣＷ ♂ コール・デハイデ作 

父)ＮＬ21-2131316 Ｂ Ｃ．デハイデ作  

祖父)インテールト・ヨンゲ・ドン・ミッシェル ＮＬ17-3731066 Ｂ ヨンゲ・ドン・ミッシェル×ブルー・ド 

リーム 

 祖母)メデューサの娘 ＮＬ16-3640575 ＢＣ ゾーン・ドン・ミッシェル×メデューサ(A.ビーンズ作驚異

のペア、ミスター・ビューティフル×超銘鳩オリンピック・ミス・ガイスイェ) 

母)ヴァイオレット・バルセロナ ＮＬ15-3515965 Ｂ Ｃ．デハイデ作翔 リモージュ478羽中12位、バル 

セロナＮ4,477 羽中総合26 位、同ＩＮ12,315 羽中総合39 位他同Ｎ3,912 羽中総合135 位、同Ｎ4,129 羽

中総合183 位、ペルピニャンＮ3,778 羽中総合116 位、同Ｎ4,278 羽中総合222 位で、2 年バルセロナＮ

エース鳩第2位 異父兄／ヨンゲ・ドン・ミッシェル 最高レーサー＆最高種鳩 

祖父)ゾーン・ドン・ミッシェル ＮＬ09-3959107 ＢＣ Ｃ.デハイデ作 直仔／バルセロナＮ5,423 羽中総 

合24 位、同ＩＮ30,669 羽中総合31 位、ペルピニャンＮ6,414 羽中総合42 位位位位、同Ｎ6,414羽中総合 

227位他直仔／15年バルセロナＩＮ19,089羽中総合95位 ドン・ミッシェル×ド・ペルピニャン・ド 

ィビン・500    



祖母)ＮＬ07-1838400 ＤＣ 種鳩 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) 

 

 

【68】“ドーター・スーパー・フーデン・クラック” ＮＬ21-1261837 ＢＷ ♀ コール・デハイデ作 

父)スーパー・フーデン・クラック ＮＬ16-3621473 ＢＣ Ｃ．デハイデ作翔 ペリギューN4,921 羽中 28 位

（S）、同Ｎ13,348羽中総合59位、サンバンサンN5,451羽中総合75位（S）、サンバンサンＮ12,070羽中

総合125位、サンバンサンZLUN2222,696羽中総合15位他でFZN フーデン・クラック第1位 

 祖父)ゾーン・グライスイェ・500 ＮＬ14-3423488 Ｇ Ｃ．デハイデ作翔 アジャンＮ5,055羽中総合34 

位 Ｎマラトン8位の直仔 超銘鳩ハリーの近親孫×グライスィェ・500 

 祖母)インテールト・ドン・ミッシェル ＮＬ14-3423467 ＬＢＣ Ｃ．デハイデ作 ドン・ミッシェル直仔 

同士近親交配の娘 

母)ディアマンチェの妹 ＮＬ19-3933590 ＢＣＷ Ｃ．デハイデ作 姉／ディアマンチェ バルセロナＩＮ 

15,700 羽中総合9 位、ボルドーＮ9,687 羽中総合33 位、同2,772 羽中総合14 位他 異母姉／ブルー・ 

ドリーム 15 年バルセロナＮ5,183 羽中総合2 位、同ＩＮ19,089 羽中総合4 位 

祖父)ヨンゲ・ドン・ミッシェル ＮＬ08-3818593 ＢＣ Ｃ.デハイデ作翔 バルセロナＮ7,046 羽中総合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N エース鳩第1 位 ドン・ミッシェル×ＮＬ07-1838400 

祖母)ファボリーの娘 ＮＬ11-3025102 ＤＣＷ 即種鳩 コール・デハイデ作 ド・ファボリー(ダックスＮ 

11,753羽中総合4位他)×超銘鳩マルメルダ(オリンピック・マラトン・クイーン ファンデールマッテン兄弟作 

翔 ボルドーＮ18,023 羽中総合7 位、同Ｎ13,242 羽中総合 22 位、カオールＮ13,185 羽中総合 7 位、モン

トーバンＮ18,668 羽中総合45 位他ポーランド・オリンピアード幻代表) 

 

 

【69】“フライング･ソランジェ” ＮＬ22-8459754 Ｂ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作  異父兄弟／ニキエ 19-

433 ブリーブ 2,484 羽中優勝、ポントワース 8,068 羽中8 位、ポン・サン・マクサンス 33,636 羽中総合74 位、

ヴィエルゾン9,031羽中総合31位他 ムスタング 19-674 ペロンヌ16,670羽中総合67位、キエブラン2,276

羽中2 位他、19-575 ペロンヌ 8,044 羽中4 位、ポン・サン・マクサンス 6,570 羽中33 位、ポントワーズ 6,621

羽中40位他 19-621 ポントワーズ9,662羽中86位他、19-622 ポントワーズ15,351羽中135位、シャトロー

4,973羽中総合44位、21-343 ニールグニース36,590羽中総合150位、ポントワーズ3,060羽中6位他、21-

489 ポン・サン・マクサンス 35,038 羽中総合38 位、キェブラン 36,405 羽中総合151 位他、21-611 キエブラ

ン 36,405 羽中総合10 位、モルリンコート 9,559 羽中12 位他無数 

父)フライング・ダッチマン ＮＬ20-1496607 Ｂ  Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ヴィエルゾンＮグランプリ

11,257 羽中総合優勝 異父兄弟／フライング・ワンダー セザンヌ NPO4,719 羽中総合優勝他13,628 羽中最

高分速 1才鳩Ｎエース鳩第1位、オールラウンドＮエース鳩第1位 

祖父)ファビオ ＮＬ17-1647734 Ｂ 両親共ライデマン兄弟作翔 シャトードゥンＮ3,647 羽中総合2 位、ロ 

リスＮ6,086 羽中総合14 位、トロイPO2,485羽中総合78位、オーセールNPO2,611羽中総合83位 

祖母)ホット・ショット ＮＬ14-1059567 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 13,628羽中最高分速他 

母)ニュー・オリンピック・ソランジェ ＮＬ16-1526026 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 メルン 4,511

羽中2 位、シャトローNPO3,769 羽中同着2 位、アルジャントンN8,702羽中総合8位（S2）、シャトロ

ーN7,151羽中総合16位、ギエンNPO12,689羽中総合19位、フォンテネイP11,526羽中総合 19位、

ブールジュNPO10,321羽中総合22位、ラオン8,578羽中総合23位、ポントワーズ27,327羽中総合30

位他で、19 年オリンピアード成鳩代表第1 位 NPO 長距離Ｎエース鳩第1 位、PIPA 中長距離N エース

鳩第1 位 孫／モルリンコート19,899 羽中総合優勝、4 位 

祖父)ニュー・オリンピック・ソランジェの父ＮＬ15-1706434 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 ミラ 



クル×リーケ  

 祖母)ファンタジー ＮＬ14-1059602    Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 シャトローＮ37,571 羽中総合3 位、 

  ヴィエルゾンNPO11,506 羽中総合6 位他で15 年長距離Ｎエース鳩第5 位    フリントストーン×レプ 

リカ(オリンピック・ソランジェの娘） 

 

 

【70】“ドーター・ブルズ・アイ・ニッキー” ＮＬ22-8459736 Ｂ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 異父兄弟／20-

445 ポン 19,399 羽中総合 28 位他、21-380 自身ナントィル 19,066 羽中総合 28 位、ニールグニース 36,590

羽中 168 位で、モルリンコート 19,899 羽中総合優勝の母 21-560 ポン 35,038 羽中 73 位、22-438 モルリン

コート 19,899 羽中84 位 

父)ブルズ・アイ ＮＬ20-1496601 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブリーブＩＰ2,687 羽中総合2 位、シャトロ 

ーＮ7,962 羽中総合4 位、同NPO6,068 羽中総合3 位、ペロンヌ 16,670 羽中26 位、イソウドゥン N34,214 羽

中総合125 位 

 祖父)レイ ＮＬ16-1408396 Ｂ 両親共Ｊ,＆Ｊ.カマン作翔 シャトローNPO2,217羽中総合優勝、アルジャ 

ントン NPO2,853 羽中総合3 位、ギエン NPO8,513 羽中総合13 位、ポン・サン・マクサンス 754 羽中優勝

他でＰエース鳩6 位  

祖母)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、エフォリア、ソロ・スター、ノック・アウト ブルドーザー ×オリンピ 

ック・ソランジュ 

母)ニッキー ＮＬ19-1666433 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブリーブ IP（NPO 第5＋6）803 K2,484 羽中総

合優勝、ポントワースNPO8,068羽中総合8位、ポン・サン・マクサンスP33,636羽中総合74位、同NPO6,570

羽中総合38 位、ヴィエルゾン NPO9,031 羽中総合31 位他  

祖父)ソロ・スター ＮＬ12-1619132 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 直仔／ポントワーズＮPO8,068 羽

中総合8位で12,545羽中同着2位、NPO8,029羽中同着2位  ブルドーザー×オリンピック・ソランジ

ェ  

祖母)ニュー・オリンピック・ソランジェ ＮＬ16-1526026 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 メルン 4,511 羽

中2位、シャトロー3,769羽中同着2位他で、19年オリンピアード成鳩代表第1位 NPO長距離Ｎエー

ス鳩第1位、PIPA中長距離N エース鳩第1位 ファンタジー(シャトローＮ37,571羽中総合3位、ヴィ

エルゾンNPO11,506羽中総合6位他で長距離Ｎエース鳩第5位)の娘 

 

 

【71】“ゾーン・ソランジェズ・プレイボーイ” ＮＬ22-8459746 ＬＢＣ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作  異母兄

弟／キェブラン 36,405 羽中141 位、ニールグニース 36,590 羽中95 位、同4,055 羽中3 位、同25,125 羽中

14、57 位、フォンテネイ P12,375 羽中44 位、ポン・サン・マクサンス 15,526 羽中73、124 位、同12,729 羽中

94 位、モルリンコート 19,899 羽中56 位、 

異父兄弟／モルリンコート 19,899 羽中43 位、キェブラン 27,343 羽中273 位 

父)ソランジェズ・プレイボーイ ＮＬ19-1666439 ＬＢＣ フェルケルク作翔 フォンテネイ450羽中優勝  

同P17,530羽中総合15位の1週間後、ヴィエルゾンNPO9,031羽中総合優勝、ペロンヌ13,510羽中135位 

 祖父)ダンカン ＮＬ16-1525854 Ｂ フェルケルク作翔 アッセ 3,6363 羽中優勝、ラ・スーテレーヌ

NPO4,783 羽中総合5位、ペロンヌ3,307 羽中11 位、ポントワーズNPO14,688羽中総合59位他 エリ

ーゼズ・ラスト×ティンカーベル 

祖母)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、エフォリア、ソロ・スター、ノック・アウト ブルドーザー ×オリンピ 

ック・ソランジュ 

母)リサ ＮＬ19-1666612 ＬＢＣ フェルケルク作翔 イソウドゥン NPO10,850 羽中総合 2 位、シャトローＮ

7,962羽中総合17位（S2 ）、ペロンヌ13,510羽中5位、同16,670羽中22位、ポン・サン・マクサンスP33,636



羽中23位、ポントワーズ NPO26,514羽中27位他で、長距離Ｎエース鳩第10位、 ※21年最高のレーサー 

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

ー・オリンピアード長距離代表世界第1 位 16 年同Ｎ47,539 羽中総合4 位、ポン・サン・マクサンス

P32,967 羽中第 3 分速他 ドナルド×アイ・キャッチャー(オリンピック・ソランジェの全妹でマンテ

ス・ラ・ジョリー10,446羽中総合優勝)   

祖母)エース・イザベル ＮＬ15-1706463 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブロアNPO6,333 羽中総 

合56 位、アルジャントンNPO7,374 羽中総合39 位、ポン・サン・マクサンスNPO6,984 羽中総合62

位、シャトローNPO14,602 羽中総合142 位他で、フォンド・シュピーゲル誌当日長距離Ｎエース鳩第

1 位 アトランティス×オリンピック・ビビ 

 

 

【72】“ブガッティ・ソランジェ” ＮＬ22-8459725 ＬＢＣ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作  全姉妹／ニールグ

ニース 25,125 羽中総合8 位、モルリンコート 19,899 羽中総合15 位、ポン・サン・マクサンス P12,214 羽中総

合 11 位、キェブラン 27,343 羽中総合 111 位、ナントィル 17,711 羽中総合 90 位 異母兄弟／モルリンコート

9,559 羽中13 位、キェブラン 36,405 羽中157 位、ナントィル 17,711 羽中14、94 位 異父兄弟／モルリンコー

ト 9,559羽中4位他で連盟若鳩エース鳩2位、フォンテネイ2,611羽中6位他で合同レース中距離エース鳩2

位、ニールグニース4,055羽中5位、モルリンコート9,559羽中15位、フォンテネイP10,534羽中26位、ポン

トワーズ P3,060 羽中9 位、シャトロー3,934 羽中総合32 位 ※長距離以外は上位0.5%内のみ 

父)ブガッティ ＮＬ19-1666553 ＢＣ フェルケルク作翔 ポントワーズ 15,351 羽中総合 58 位、フォンテネ

イ 17,630 羽中70 位、同12,920 羽中61 位、ブロア 11,576 羽中総合51 位、ポン・サン・マクサンス 33,636

羽中289 位他、21 年PIPA 中距離N エース鳩第4 位 

祖父)ヴォルケーノ ＮＬ14-1059635 ＢＣＷ フェルケルク父子作翔    11115 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 グーフィ×エフェンディ 

祖母)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 ブルドーザー ×オリンピ 

ック・ソランジェ 

母)ベラ・ソランジェ ＮＬ17-1277281 Ｂ フェルケルク作翔 ブロア NPO15,362 羽中総合優勝、ポント

ワーズNPO26,548 羽中総合2 位他で、短距離エース鳩4 位 

 祖父)ＮＬ15-1706464 Ｂ フェルケルク作翔 シャルレヴィル2,552羽中9位他 ブルドーザー×フェリン  

祖母)エース・イザベル ＮＬ15-1706463 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブロアNPO6,333 羽中総 

合56 位、アルジャントンNPO7,374 羽中総合39 位、ポン・サン・マクサンス6,984 羽中総合62 位、 

シャトローNPO14,602 羽中総合142 位他で、フォンド・シュピーゲル誌当日長距離Ｎエース鳩第1 位 

アトランティス×オリンピック・ビビ 

 

 

【73】“ズス・ムスタング・クイーン” Ｂ22-6020519 ＢＣＷ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作 兄弟／ム

スタング・クィーン ブールジュＰ479Ｋ9,041 羽中最高分速優勝、同Ｎ34,311 羽中総合60 位 シャトロ

ーＮ7,099 羽中総合6 位 同Ｐ2,780 羽中最高分速、シェブラン354Ｋ869 羽中優勝、メルン2,897 羽中9

位他 

父)ダイアモンド・エレクトロ Ｂ16-6032331 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作  

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 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)ドリー Ｂ14-6175134 ＢＣ 両親共Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 ラ・スーテレーヌＮ593Ｋ総合 10

位、ブールジュＮ479Ｋ19,736 羽中総合 73 位、同Ｎゾーン 2,197 羽中 20 位(別レース)、シャトロー

Ｎゾーン7,877 羽中41 位 マンボ×ビューティ  



母)ムスタング・プリンセス Ｂ17-6026617 Ｂ Ｈ.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)マイ・ガール Ｂ14-6176883 Ｂ スタッフ・マルテンス作翔 ブールジュＮ19,736羽中総合14位、 

シャトローＰ2,644羽中総合4位、スープ362Ｋ1,706羽中4位  

 

 

【74】“ブロア・マーテ” Ｂ22-6020406 Ｂ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作 兄弟／マーテ メルンＰ

310Ｋ6,017 羽中最高分速 同Ｐ5,703 羽中優勝、同626 羽中3 位、同1,202 羽中4 位 

父)ゴールデン・エレクトロ Ｂ19-6016058 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 ブールジュ1,303 羽中20位、

メルン1,647羽中2位、セルメーズ362K 2、2、5、7位他 

 祖父)エレクトロ・ジュニア Ｂ16-6032012 ＢＣ フェルカメン作翔 シェブラン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5位 同腹／ 

ディディ メルン310Ｋ832羽中優勝他 エレクトロ×デルフィーネ  

祖母)リリー Ｂ15-6026002 Ｂ 両親共Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 自身／アルジャントンＮ555Ｋ13,730 

羽中総合3位、同Ｎゾーン3,961羽中優勝 ノワイヨン208Ｋ810羽中優勝、同492羽中優勝 ムスタ 

ング×ポリーナ 

母)パンダ Ｂ19-6016017 Ｂ フェルカメン作翔 ラ・スーテレーヌＮ593Ｋ15,939羽中総合24位、イソウドゥ 

ンＮ505Ｋ9,777 羽中総合 74 位、アルジャントンＮ552Ｋ14,787 羽中総合 91 位、シェブラン 354Ｋ1,156 羽中

優勝、シャトローＮゾーン526Ｋ982羽中12位、ブールジュＮゾーン472Ｋ1,303羽中15位他 

 祖父)スパルタカス・999 Ｂ16-6272999 Ｂ フェルカメン作 直仔／エル・ムロ メルン7,006羽中最高分速、 

同7,238羽中2番、ノワイヨンＰ9,176羽中4番 スパルタカス×ラ・ストラーダ 

 祖母)パンダ・エレクトラ Ｂ17-6025010 Ｂ フェルカメン作 エレクトロ×デルフィーネ  

 

 

【75】“ゾーン・オリンピック・ラ・ドンナ” Ｂ22-6020525 Ｂ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作 異母兄弟

／サニー シャトローＮ526Ｋ2,850 羽中総合3 位、ゾーン 819 羽中優勝 

父)オリギ Ｂ13-6026050 Ｂ Ｊ.フェルカメン作翔 リモージュＰ672Ｋ634羽中優勝、ブリーブ704Ｋ168羽 

中優勝、チュールＮゾーン 2,037 羽中90 位他で、アントワープ連盟長距離エース鳩1 位 兄弟／ロキ チュ 

ールＮ657Ｋ6,972 羽中総合19 位  

祖父)ミロス Ｂ10-6251534 Ｂ フェルカメン作 孫／グスト ブールジュＮ477Ｋ59,253羽中最高分速総合優 

勝 レーウ×リディア 

 祖母)マニラ Ｂ09-6248383 ＤＣ Ｊ.フェルカメン作 直仔／ドールダン366Ｋ2,545羽中優勝、リモージ 

ュＰ534 羽中優勝 バルコ×キティ 

母)オリンピック・ラ・ドンナ Ｂ18-6020283 Ｂ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 リモージュＮ672Ｋ15,979 羽 

中総合3 位、メルン310Ｋ2,759 羽中優勝、同4,423 羽中10 位、同762 羽中7 位、シャトローＮ526Ｋ 

3,618 羽中総合10 位、イソウドゥンＮ504Ｋ3,127 羽中17 位、同Ｐ2,147 羽中17 位(別レース)、シェブ

ラン354Ｋ848羽中4位他で21年オリンピアード・オールラウンド代表鳩 20年ベルギー最優秀オールラ

ウンド鳩 

 祖父)ボレロ Ｂ15-6026441 ＤＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 ダッジ×ラ・ストラーダ 

 祖母)ラ・ペルラ Ｂ12-6196185 ＢＣ 両親共Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 グレＮ2,656 羽中優勝 ハンタ 

ー(ブールジュＮ479Ｋ20,544 羽中総合38 位)×ラ・ボンバ(メルン3,278 羽中最高分速) 

 

 

【76】“シュガー・エレクトロ” Ｂ22-6020503 ＢＣ ♀ ジョス・フェルカメン作 

父)グリーン・エレクトロ Ｂ16-6032101 ＢＣＷ Ｊ.フェルカメン作 直仔／シャトローＮ526Ｋ2,850 羽中総 

合 10 位、同 2,731 羽中総合 30 位、イソウドゥンＮ505Ｋ14,758 羽中総合 49 位、メルンＰ1,279 羽中最高分



速、同2,013 羽中最高分速、シェブラン 848 羽中優勝他 

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

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

ストリーム×Ｂ05-6116293    

 祖母)イザベル Ｂ10-6346646 Ｂ マンボー×ムラン 

母)シュガー Ｂ18-6020227 ＢＣＷ Ｊ.フェルカメン作翔 リモージュＮ672Ｋ15,979 羽中総合2 位、同Ｎ 

10,319 羽中総合18 位 チュール 657Ｋ790 羽中2 位、同P969 羽中3 位、同N ゾーン 2,085 羽中9 位 

祖父)レクサス Ｂ13-6026091 ＢＣＷ Ｊ.フェルカメン作翔 ソールダン 305Ｋ1,051 羽中優勝、ドール 

ダン1,147羽中5位、同1,487羽中7位、ノワイヨン2、5位 フィガロ×デルフィーネ 

 祖母)シュガー・ママ Ｂ17-2149688 ＢＷ Ｊ.フェルカメン作 ブラック・マジック×エマ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【競売第 2 日】 11 月 6 日 日曜日 

 

 

【77】“エクスクルーシブ・ムスタング” Ｂ22-6020497 ＤＣ ♂  ジョス・フェルカメン作 異母兄弟／リリ

ー アルジャントン 555ＫＮゾーン 3,961 羽中優勝、同13,730 羽中総合3 位 ミス・ムスタング シャトローＮゾ

ーン 1,563 羽中2 位、同Ｎ4,641 羽中総合3 位他 

父)ムスタング Ｂ14-6175237 シャトローＮ526Ｋ22,818 羽中総合優勝 同 33,018 羽中最高分速 シャトロー

Ｎゾーン 4,935 羽中優勝 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)シャネル Ｂ16-6032196 ＢＣ ジョス・フェルカメン作翔 ノワイヨン 419 羽中優勝、シャトローＮ18,793 

羽中総合100 位他入賞多数 

祖父)ヘルキュール Ｂ10-6052441 Ｂ ジョス・フェルカメン作 直仔／カーゴ イソウドゥンＮ5,670 羽 

 中総合6 位、ノワイヨン 1,149 羽中最高分速、アルジャントン 201 羽中優勝他 ボロ×ポリーナ 

 祖母)パリス Ｂ11-6340842 ＢＣ ジョス・フェルカメン作 ベッカム×パンター・レディ  

 

 

【78】“ズス・キューバ” Ｂ22-6020517 ＢＣ ♀ ホック・フェルカメン作 兄弟／キューバ アルジャントン

Ｎ555Ｋ9,851 羽中総合15 位、グレＮ590Ｋ8,375 羽中総合15 位、シャトローＮ526Ｋ4,003 羽中総合50 位、ブ

ールジュＮ485Ｋ7,606 羽中総合56 位、同Ｎゾーン 5,148 羽中69 位他で、KBDB 大中距離Ｎエース鳩12 位 

父)ロンドン Ｂ16-6032120 ＤＣ Ｊ.フェルカメン作 直仔／マドリッド リモージュＮ672Ｋ9,756羽中総合5 

位、ローマ アルジャントン 555Ｋ836 羽中最高分速 

祖父)パパ・ロンドン Ｂ15-6026319 ＤＣ Ｊ.フェルカメン作翔 リモージュＮ672Ｋ9,162 羽中総合50 位 

他でアントワープ連盟長距離エース鳩2 位 アルキス×ティガ 

 祖母)ママ・ロンドン Ｂ11-6332484 Ｂ Ｊ.フェルカメン作翔 リモージュＮゾーン 3,551 羽中35 位他 

  エクストリーム×メッシズ・ガール 

母)アイアン・ラブ Ｂ19-6016360 ＢＣ Ｊ.フェルカメン作 

祖父)アイアンマン Ｂ17-6025089 ＢＣ ホック・ジョス・フェルカメン作翔 メルン310Ｋ10,781 羽中 

最高分速優勝、シェブラン354Ｋ907 羽中最高分速優勝、同654 羽中優勝、同974 羽中同着2 位、メ 

ルン616 羽中優勝、ノワイヨン208Ｋ669 羽中優勝 ブルース・リー×ムラン 

祖母)エレクトロ・プリンセス Ｂ17-6025201 ＤＣ Ｊ.フェルカメン作 直仔／サニー、ブランカ エレク 

トロ×ドリー  

 

 

【79】“ブロア・ムスタング・ディズニー” Ｂ22-6020488 ＢＷ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作 兄弟／

ムスタング・ディズニー イソウドゥンＮ505Ｋ9,777 羽中総合 7 位、アルジャントンＮ552Ｋ14,787 羽中総合 25

位、ブールジュＮ485Ｋ33,410 羽中総合91 位、シャトローＮ526Ｋ24,617 羽中総合64 位、メルン 1,670 羽中2

位 

父)バンビ・ムスタング Ｂ17-6025162 ＤＣ Ｊ.フェルカメン作 姉／ミス・ムスタング シャトローＮゾ 

ーン526Ｋ1,563 羽中2 位、同Ｎ4,641 羽中総合3 位、ノワイヨン208Ｋ805 羽中4 位、メルン495 羽中 

6 位、メルン710 羽中10 位、シェブラン357Ｋ687羽中9位  

祖父)ムスタング Ｂ14-6175237 フェルカメン作翔 シャトローＮ526Ｋ22,818 羽中総合優勝, 同 33,018

羽中最高分速速速速 



 

Ｋ1,051羽中2位、ドールダン1,487羽中2位、スープ357Ｋ1,427羽中3位、モンリュソンＮゾーン3,631 

羽中5 位 ボロ×ポリナ    

母)シルヴァー・エンマ B16-6277215 ＢＣ  Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 直仔／タイ委託最終530 K12位 

 祖父)スパルタカス Ｂ12-6198049 ＢＷ スタッフ・メルテンス作翔 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 直仔／マイ・ガール ブールジュＮ19,376羽中総合14位 

祖母)エンマ Ｂ14-6175008 ＢＣＷ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 孫／ローズ シャトローＮ526Ｋ17,281 羽 

中総合3 位、シュガー Ｎ総合2 位 アルキス×シャキーラ 

 

 

【80】“ゾーン・アイアン・マン” Ｂ22-6020427 Ｂ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作  

父)アイアンマン Ｂ17-6025089 ＢＣ ホック・ジョス・フェルカメン作翔 メルン310Ｋ10,781 羽中最高 

分速優勝、シェブラン354Ｋ907 羽中最高分速優勝、同654 羽中優勝、同974 羽中同着2 位、メルン616 

羽中優勝、ノワイヨン208Ｋ669 羽中優勝 

祖父)ブルース・リー ＮＬ16-1526371 ＢＣ フェルケルク作 アンディ・マレー×ユートピア 

祖母)ムラン Ｂ09-6248277 Ｂ ホック・ジョス・フェルカメン作 ボロ×ポリーナ 

母)ムスタング・レディ B17-6026460 ＢＣ  Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 直仔／16 年パイオニア委託エース鳩第

2 位、、チュールＮ657Ｋ7,267 羽中総合27 位、スーヤックＮゾーン734Ｋ1,458 羽中31 位、ノワイヨン優

勝 2 回 全兄弟／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 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 

 

 

【81】“ゾーン・ファイヤー・アイズ×フライング・ワンダー” ＮＬ22-8459751 ＬＢＣ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケル

ク作  異母兄弟／ポン・サン・マクサンス7,507 羽中12、52 位、同15,526 羽中総合91 位、同12,214 羽中

総合14位、ラオン8,578羽中総合優勝、78位、ペロンヌ 3,307羽中22位、同4,830羽中36位、同11,815羽

中17 位、同11,428 羽中108 位、同13,510 羽中5、43 位、同16,670 羽中22 位、メルン 8,144 羽中42 位、ポ

ントワーズ NPO26,514 羽中総合 241 位、シャトローNPO8,122 羽中総合 17 位、ニールグニース 25,125 羽中

93、125 位、ナントィル P17,711 羽中総合 5、15、170 位、デュッフェル 5,171 羽中 5 位、キェブラン 27,343 羽

中36、101 位、PIPA ランクＮエース鳩2 位 異父兄弟／ポン・サン・マクサンス6,570 羽中32 位、同P33,636

羽中総合23、44位、同19,399羽中38位、同35,038羽中総合74位、ポントワーズ8,068羽中49位、同52,03

羽中50 位、同3,060 羽中18 位、同6,621 羽中53 位、同26,514 羽中27 位、イソウドゥン NPO10,805 羽中総

合2 位、レンニク 4,851 羽中3 位、モルリンコート 19,899 羽中12 位他無数 

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

オリンピアード長距離代表第1 位 16 年シャトローN624K14,602 羽中総合3 位（S2）、同Ｎ47,539 羽中

総合4 位、ブールジュNPO580K9,742 羽中総合6 位、アルジャントンNPO650K7,374 羽中総合6 位、ポ

ン・サン・マクサンス 344K2,454 羽中優勝、同 32,967 羽中第 3 分速他 孫／トリプル・バス（ボスマ

ンス＝リーケンス）グレ N1 才鳩 12,888 羽中総合優勝、オルカイ ラオン P8,578 羽中総合優勝 リサ 

イソウドンNPO599K10,850 羽中総合2 位、ペロンヌP13,510 羽中5 位他入賞多数 

祖父)ドナルド ＮＬ07-1817864 フェルケルク作 直仔／ベッカム 中長距離Nエース鳩第5位 PIPA

オールラウンドN エース鳩第6 位チャレンジャー P 長距離エース鳩第2 位他 マグナム（ヤン・オ

ウワーケルク）×バブルス（スカーラーケンス） 

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 P20,506 羽中最高分速  ツール NPO11,759 羽中総合 13 位、ペロンヌ 5,481

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

ード・オールラウンド部門 08 年 NPO、WHZB４部門Ｎエース鳩第 1 位 アルジャントン NPO650K 



6,595 羽中総合優勝、ペロンヌ,543羽中総合2位、フーディニ他 直仔／オリンピック・ファイアー・

アイズ 17 年ブリュッセル・オリンピアード長距離代表第 1 位、デディケーション ナントイル

31,438 羽中最高分速優勝、ハイライト ルフェックNPO 746K3,780 羽中総合優勝 オリンピック・サ

ヴァイバー×マジッ 

ク・アモーレ 

母)フライング・ワンダー ＮＬ17-1277355 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 セザンヌ400K4,719羽中総合

優勝、同NPO13,628 羽中最高分速、ラオンP8,578 羽中総合4 位、ポン・サン・マクサンス7,507 羽中5

位、キェブラン3,312羽中5位、メルン4,511羽中11位他 PIPA1才鳩Ｎエース鳩第1位、オールラウン

ドＮエース鳩第1位 

祖父)ブラッドレー ＮＬ10-1682193 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 デュッフェル4,212羽中11位、スト 

ロームベーク5,108羽中22位、同4,854羽中47位、ヴィエルゾンNPO14,964羽中総合113位    異母 

兄弟／オリンピック・ヴァレリー ルフェックNPO749K 3,506羽中総合優勝、、、、同NPO3,839 羽中総合20

位、ヴィエルゾンNPO57０K 4,425 羽中総合16 位、ナントィル17,186羽中総合49位、同6,905羽中

総合 25 位他 ブダペスト・オリンピアード長距離代表    直仔／直仔／直仔／直仔／デディケーション ナントイル

355K31,438 羽中最高分速優勝 ブルー・チャンプ×オプラー 

 祖母)ホット・ショット ＮＬ14-1059567 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 13,628羽中最高分速他 ブル

ドーザー×アイ・キャッチャー 

 

 

【82】“ドーター・エクスペクテーション” ＮＬ22-8459752 ＬＢＣ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作  異父兄弟／

センス NPO6,302 羽中総合 42 位、ペロンヌ 2,210 羽中 8 位、同 2,149 羽中 7 位、同 8,044 羽中 13 位、同

P13,510 羽中135 位、同P16,670 羽中総合26 位、ポントワーズ P12,351 羽中110 位、同P9,705 羽中53 位、

同P15,351 羽中58、77 位、同6,621 羽中34 位、デュッフェル 5,379 羽中52 位、アラース 5,087 羽中11 位、

アッセ 5,385 羽中 41 位、同 3,636 羽中 10 位、同 2278 羽中 3 位、アルジャントン NPO650K 8,702 羽中総合

10 位、シャトローNPO12,511 羽中総合125 位、同NPO6,068 羽中総合3 位、ヴィエルゾン NPO57０K10,052 羽

中総合3位、同NPO9,031羽中総合優勝、フォンテネイP17,630羽中15位、ブロアNPO562K11,576羽中総合

13、51 位、ポン 5,775 羽中11 位、ナントィル 17,711 羽中88 位、ブリーブ IP2,484 羽中総合2 位、 イソウドゥ

ン N599K34,214 羽中総合 125 位 異母兄弟／ポン 35,038 羽中総合 22 位、同 12,729 羽中 27、102 位、同

12,214 羽中38、83 位、ニールグニース 36,590 羽中総合39 位、同4,055 羽中9 位、モルリンコート P9,559 羽

中45、52位、レンニク 4,292羽中27位、同4,851羽中4位、ナントィル17,711羽中45、46位、他若鳩中距離

Ｎエース鳩総合8 位他 

父)アル・カポネ ＮＬ18-1065556 ＬＢＣ Ｗ.Ｊ.ノールランダー作翔 19年NPO中距離Ｎエース鳩第1位、 

WHZB 中距離Ｎエース鳩第3 位、短距離Ｎエース鳩第4 位 

 祖父)スーパー・ペアの雄 ＮＬ11-1696535 ＢＣ 両親共Ｗ.Ｊ.ノールランダー作翔 アルジャントン 531 

羽中優勝、同NPO7,796 羽中総合6 位、ヴィエルゾン 418 羽中優勝、同NPO10,571 羽中総合30 位、同 

NPO7,586羽中総合57位、シャトローNPO6,609羽中総合61位他 オルレアン1,116羽中優勝×マンテ 

ス・ラ・ジョリー957羽中優勝、シャトローNPO10,871羽中総合8位の雌 

 祖母)スーパー・ペアの雌 ＮＬ10-1639105 ＢＷ 両親共Ｗ.Ｊ.ノールランダー作翔 カオール 292 羽中 

優勝、同Ｎ7,195 羽中総合26 位、ペロンヌ 232 羽中2 位  

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 NPO570K11,506 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 直仔／ソランジェズ・プレイ

ボーイ ヴィエルゾンNPO9,031羽中総合優勝、フォンテネイ450羽中優勝 

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

ヴィエルゾンNPO570K21,984羽中総合7 位、同5,615 羽中総合3位、ツールNPO4,420羽中総合2 位、

ペロンヌP18,869羽中総合28位他 スーパー種鳩 ビッグ・サンダー×バブルズ 

祖母)超銘鳩オリンピック・ソランジェ ＮＬ07-1817923 ＬＢＣ 09 年オリンピアード・オールラウンド部



門 08 年NPO、WHZB で４部門Ｎエース鳩第1 位 アルジャントンNPO650K 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) 

 

 

【83】“ゾーン・ヴォルケーノ×トリプル・ファ—スト” ＮＬ22-8459730 ＬＢＣ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作  

全兄弟／22-650 ニールグニース 25,125 羽中65 位 異母兄弟／ポントワーズ P15,351 羽中総合58 位、ペロ

ンヌ 2,210 羽中 11 位、同 8,044 羽中 13 位、アッセ 5,012 羽中 7 位、シャトローN12,511 羽中総合 40 位、同

3,769 羽中16 位、同3,934 羽中12 位、同8,122 羽中総合4 位、ポン 5,775 羽中11 位、同P35,038 羽中総合

6 位、ブロア NPO562K 11,576 羽中総合13、51 位、フォンテネイ P10,534 羽中27 位、同17,630 羽中70 位、

同12,920 羽中61 位、ニールグニース 36,590 羽中総合91 位、モルリンコート P300K19,899 羽中84 位、異父

兄弟／ニールグニース 36,590 羽中総合41 位、ポン P35,038 羽中54 位、ポン 15,526 羽中35 位 ※余りに

も数が多いので上位0.5%内入賞のみ 

父)ヴォルケーノ ＮＬ14-1059635 ＢＣＷ フェルケルク父子作翔    11115 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)エフェンディ 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)トリプル・ファースト ＮＬ17-1277484 Ｂ フェルケルク作翔 デュッフェル3,569 羽中優勝、キェブ 

ラン3,255 羽中優勝、同2,222 羽中優勝 

祖父)イカルス ＮＬ07-1817891 Ｂ フェルケルク作翔 アルジャントンNPO6,595 羽中総合3 位、ブロ

アN43,064 羽中総合37 位、モースクロン4,132 羽中4 位、同3,337 羽中7 位、ブールジュNPO8,548

羽中総合19 位 ブルドーザー×超銘鳩オリンピック・アンビリーバブル 

    祖母)ローラ・リリー ＮＬ13-1239488 Ｂ フェルケルク作翔 ブールジュNPO580K 9,742 羽中総合優

勝、アルジャントン NPO650K 6,926 羽中総合12 位、モーP17,204 羽中総合 28 位他でWHZB 長距離

Ｎエース鳩第14 位  アトランティス×フェリン（エフォリアの仔） 

 

 

【84】“キキ・タンガー” ＮＬ22-8459723 Ｂ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 兄弟／22-592 ナントィル 17,711

羽中93 位 異父兄弟／アッセ 3,158 羽中10 位、同849 羽中優勝、ブールジュ NPO580K 10,321 羽中総合4

位、デュッフェル 5,379 羽中14 位、同3,694 羽中6 位、同3,800 羽中5 位、アルジャントン NPO650K 8,125 羽

中総合39 位、キエブラン 6,900 羽中優勝、同36,405 羽中60 位、ブロア NPO562K11,576 羽中総合23 位、ポ

ン 6,570 羽中14 位、同P33,636 羽中総合37、104 位、同19,399 羽中19 位、同P35,038 羽中148 位、ポント

ワーズ P8,068 羽中27 位、同28,754 羽中104 位、フォンテネイ P12,920 羽中31、47 位、ペロンヌ P16,670 羽

中18、65位、同13,510羽中30位、シャトローNPO4,973羽中総合11位、サルブリNPO550K17,448羽中総合

96位、レンニク2,153羽中5位、ヴィエルゾンNPO7,956羽中総合75位、イソウドゥンNPO599K5,866羽中11

位、モルリンコート P9,559 羽中45 位 異母兄弟／レンニク 1,590 羽中6 位、ポントワーズ 28,754 羽中23 位、

ニールグニース 4,055 羽中4、5 位、シャトロー3,934 羽中総合5、32 位、ポン 35,038羽中142 位他、フォンテ

ネイ 2,611 羽中6 位、同P10,534 羽中26 位、ポントワーズ 3,060 羽中9 位、モルリンコート P300K9,559 羽中

15位、同P19,899羽中55位他 合同会中距離エース鳩1、2位 ※長距離以外は上位0.5％内のみ 

父)タンガー ＮＬ17-1277695 Ｂ フェルケルク作 直仔／若鳩Ｎエース鳩第5位 兄弟／タンガイ NPO 

総合10 位以内2 回入賞、アイアーカンフ鳩舎トップ・ブリーダー他 

  祖父)ギャビン ＮＬ11-1741041 ＬＢＣ 両親共フェルケルク作翔 13 年WHZB雄鳩エース鳩第18 位 

 ペロンヌP11,269 羽中総合17 位、同P19,278 羽中総合49 位、ルフェックNPO749K3,875 羽中総合13

位、ツールNPO11,759 羽中総合60 位他 ヴァレンチノ×ロナウズ・ラスト 

祖母)ボニータ ＮＬ09-1186437 ＬＢＣ シーズン後レース最優秀若鳩 全姉妹／エフォリア ブルドー 



ザー×超銘鳩オリンピック・ソランジェ    

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Ｎ624K 37,571 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NPO580K 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NPO57０K 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 

 

 

【85】“ゾーン・ブリリアンチェ” ＮＬ22-8522324 ＢＣ ♂ コール・デハイデ作 

父)ゾーン・スーパー・バルカ ＮＬ21-1261809 ＢＣ 種鳩 

祖父)スーパー・バルカ・986 ＮＬ15-3515986  ＢＣ Ｃ．デハイデ作翔 バルセロナＮ4,477羽中総合

17 位、同ＩＮ12,315 羽中総合25 位、バルセロナＮ4,920 羽中総合8 位、同ＩＮ16,485 羽中総合48 位

で、20～21 年バルセロナ国際エース鳩第 1 位 ＮＬ05-0522541(バルセロナＮ13,066 羽中総合優勝、

同 25,835 羽中総合 4 位のクィーン・トニー異父弟)×エリー(ベルジェラック 1,191 羽中優勝、同

NPO4,096羽中総合6位) 

祖母)ヴァイオレット・バルセロナ ＮＬ15-3515965 Ｂ Ｃ．デハイデ作翔 リモージュ478 羽中12 位、 

バルセロナＮ4,477 羽中総合 26 位、同ＩＮ12,315 羽中総合 39 位他同Ｎ3,912 羽中総合 135 位、同Ｎ

4,129羽中総合183位、ペルピニャンＮ3,778羽中総合116位、同Ｎ4,278羽中総合222位で、2年バル

セロナＮエース鳩第2位 異父兄／最高種鳩ヨンゲ・ドン・ミッシェル ゾーン・ドン・ミッシェル・

107×ＮＬ07-1838400（ゾーン・クランパー×アンネット） 

母)ブリリアンチェ ＮＬ18-3830193 ＢＣ Ｃ.デハイデ作翔 アジャン14位、ナルボンヌＮ6,725羽中総合 

22位、同ＩＮ12,848羽中総合112位、バルセロナＮ4,920羽中総合2位、同ＩＮ16,595羽中総合34位  

  祖父)ゾーン・マリアンヌ ＮＬ16-1609698 ＢＣ Ｃ．デハイデ作 ゾーン・ブルー・ドリーム×マリア

ンヌ(サンバンサンＮ9,745羽中総合優勝) 

  祖母)ＮＬ10-3054672 Ｂ Ｃ．デハイデ作 兄弟／695 ボルドーＮ総合総合25位 ドン・ミッシェル× 

ペルピニャン・ドィビン 

 

 

【86】“ゾーン・スマーラグド”ＮＬ22-8522362 Ｂ ♂ コール・デハイデ作 

父)ゾーン・バルセロナ・ベン  Ｂ21-6235928 Ｂ ヤン・ヘルマンス作 

 祖父)バルセロナ・ベン Ｆ16-187003 ＤＣ 両親共ロベール・ベン作翔 18 年サンバンサンＩＮ9,544 羽中総

合209 位、19 年同ＩＮ10,623 羽中総合121 位、ナルボンヌＩＮ9,813 羽中総合243 位、21 年バルセロナＩＮ

1043Ｋ16,595 羽中総合優勝 

 祖母)Ｂ20-6198901 

母)スマーラグド ＮＬ15-3516018 Ｂ Ｃ．デハイデ作翔 ペリギューN(S1)4,921羽中総合10位、全13,348 

羽中総合17位(分速851メートル)、バルセロナＩＮ15,981羽中総合22位他 異母姉／ブルー・ドリーム 

15年バルセロナＮ5,183羽中総合2位、同ＩＮ19,089羽中総合4位、ディアマンチェ・376 バルセロナ

N3,912羽中総合4位、同IN 総合9位  

祖父)ヨンゲ・ドン・ミッシェル ＮＬ08-3818593 ＢＣ Ｃ．デハイデ作翔 バルセロナＮ7,046羽中総合94 

位、同Ｎ6,392羽中総合100位、ペルピニャン381羽中優勝、同Ｎ4,978羽中総合17位他ベルジェラ 

ック入賞 バルセロナZLU3 年間のN エース鳩第1 位 ドン・ミッシェル×ＮＬ07-1838400    

  祖母ＮＬ08-3818699 ＢＣ  Ｃ．デハイデ作 種鳩 姉妹／500 ペルピニャンＮ総合 17、59 位 500



の孫／ド・ボルドー ボルドーＮ総合優勝、P2 年連続優勝 カオール・ドィビン カオールNPO4,939

羽中総合優勝、ナルボンヌＮ総合6 位 コック(デヴィールト・コール・デハイデ系)×ペルピニャンの

娘 

 

 

【87】“ドーター・アジャン” ＮＬ21-1261799 ＤＣ ♀ Ｃ．デハイデ作 

父)ド・アジャン ＮＬ16-3621456 ＢＣ コール・デハイデ作翔 アジャンＮ6,379 羽中総合優勝 ボルド 

ー1,380 羽中優勝 

 祖父)ゾーン・ドン・ミッシェル ＮＬ14-1147254 ＤＣ Ｃ.デハイデ作 ドン・ミッシェル×超銘鳩ブ 

ーメランの娘（下記NL10-354 ） 

 祖母)ミス・オレンジ ＮＬ09-4775716 ＢＣ Ｈ.ムルダー父子作翔 オレンジＮ4,307 羽中総合優勝 

母)ドホテル・ドン・ミッシェル ＮＬ14-1147255 ＤＣ 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、ペルピニャン各3年エース鳩第1  

 位 直仔／バルセロナZLU3年間のN エース鳩第1位ヨンゲ・ドン・ミッシェル 

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

 

 

【88】“インテールト･ヨンゲ･ドン･ミッシェル” ＮＬ21-1261848 Ｂ ♀ Ｃ．デハイデ作 

父)ゾーン・ブルー・ドリーム ＮＬ15-6040291 Ｂ コール・デハイデ作  ※Ｗ.ｖ.ｄ.ムイセンベルク鳩舎

から戻した鳩 

祖父)ＮＬ10-3054666 ＢＣＷ Ｃ.デハイデ作 ゾーン・ドン・ミッシェル×ドン・ミッシェル孫 

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

    同ＩＮ19,089 羽中総合4 位、マルセイユＮ4,899羽中総合155位 ヨンゲ・ドン・ミッシェル×ＮＬ 

09-3959144  

母)ＮＬ18-1179454 ＤＣ Ｃ．デハイデ作 即種鳩 

祖父)ヨンゲ・ドン・ミッシェル ＮＬ08-3818593 ＢＣ Ｃ．デハイデ作翔 バルセロナＮ7,046羽中総合94 

位、同Ｎ6,392羽中総合100位、ペルピニャン381羽中優勝、同Ｎ4,978羽中総合17位他ベルジェラ 

ック入賞 バルセロナZLU3 年間のN エース鳩第1 位 ドン・ミッシェル×ＮＬ07-1838400    

祖母)マリアンヌ ＮＬ12-3220480 ＢＣ Ｃ.デハイデ作翔 14 年サンバンサンＮ9,745 羽中総合優勝、

リモージュMPO2,762 羽中総合210 位 インテールト・クランパー×ペルピニャン・ドィビンの娘  

 

 

【89】“ドーター・スペシャル・ブラック” Ｂ22-6125793 ＢＣ ♀ ギー・ファンデールオウエラ作 兄弟／21-

405 ノワイヨン 686 羽中優勝、同483 羽中優勝、同1,199 羽中7 位他 21-307 ブールジュ 580 羽中3 位、同

Ｎ24,221 羽中総合224位、セルメーズ 636 羽中3 位、同388羽中2 位、同1,752 羽中9 位、同872 羽中5 位

他上位入賞多数 

父)ミスター・シャトロー Ｂ17-2096773 レオン・ヤコブス作 Ｇ.ファンデールオウエラ使翔 シャトロー 

Ｎゾーン3,850 羽中優勝、同Ｎ12,149 羽中総合7 位、ポン・サン・マクサンス267Ｋ1,140 羽中5 位他 

入賞多数 

 祖父)ブラザー・リトル・クィーン Ｂ16-6075421 ディルク・ファンダィク作 姉／リトル・クィーン 優 

勝3回他で、Ｎエース鳩第3位 デン・ディレン×メレス 

 祖母)トップ・ブリーダー・211 Ｂ12-2008211 レオン・ヤコブス作 Ｎ13,965羽中総合6位の孫 

母)スペシャル・ブラック Ｂ18-6039642 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 イソウドゥンＮ522Ｋ11,480 羽 

中総合 3 位、モンリュソン 573Ｋ545 羽中優勝、ブールジュＮ14,104 羽中総合 29 位、シャトローＮ

10,393 羽中総合 26 位、シャトローＮⅡ6,314 羽中総合 54 位で、KBDB 大中距離Ｎエース鳩第 1 位 直



仔／ノワイヨン優勝他 両親共ファンデールオウエラ×ゲーリンクス父子 

 祖父)ブラック・ホーク Ｂ15-6051416 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 ヴィエルゾンＩＰ8,105 羽中総合 

優勝 ラ・スーテレーヌＮゾーン2,695 羽中24 位 上記ブラック・シュガー×フォヴォリー・ルク 

祖母)Ｂスペシャル Ｂ13-6220564 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 モンリュソンＮゾーン3,494 羽中優 

勝、ブールジュＮゾーン4,130 羽中8 位 マッチョ×グラディ 

 

 

【90】“ブロア・オブセッション” Ｂ22-6125787 BLKC ♂ ギー・ファンデールオウエラ作 全兄弟／オブセ

ッション メルン330Ｋ436 羽中優勝、同3,464 羽中最高分速 同335 羽中優勝、同193 羽中優勝、ノワ

イヨン225Ｋ1,659 羽中優勝、同456 羽中優勝、セルメーズ 380K1,752 羽中優勝、シュガー・キング トウー

リー1,135 羽中優勝、同555 羽中優勝他 19-240 メルン 733 羽中優勝他で若鳩中距離連盟エース鳩1 位 異

母兄弟／ブラック・ホーク ヴィエルゾンＳＮ8,105 羽中総合優勝 

父)ブラック・シュガー Ｂ11-6115169 ＤＣ スーパー種鳩 直仔孫／ファボリー・963 ノワイヨン1,659 

羽中優勝他 スペシャル・ブラック・642 イソウドゥンＮ19,842 羽中総合3 位他で19 年KBDB 大中距 

離Ｎエース鳩第1 位、ホーク・417 ラ・スーテレーヌＮ総合9 位、スーパー・ルーシー・043 リモージ 

ュＮ5,115 羽中総合10 位、アルジャントンＮ総合22 位、ミス・スーテレーヌ ラ・スーテレーヌＮ7,631 

羽中総合16 位 ドゥア・スペシャル 連盟最高分速2 回他 

 祖父)ドミネーター Ｂ10-6220256 Ｂ Ｇ.ファンデールオウエラ作 両親Ｊ.ゴーファールト作 カース 

ブールの近親 

 祖母)ブラック・ディアマンチェ Ｂ06-6052305 ファンホーヴェ＝アィターホーヴェン作 兄弟／ミスタ 

ー・マックス ヴィエルゾン 1,647 羽中優勝、ブールジュＮ21,940 羽中総合 53 位 直仔／ゴールデ

ン・ホワイト 優勝3回 ブラック・ダイアモンド×ブールジュケ・バンガ 

母)シスター・クィーン・ジェームス Ｂ17-6024399 Ｂ.ゲーリンクス作 兄弟／クィーン・ジェームス 

 KBDBＮエース鳩5位、ブラザー・クィーン・ジェームス リモージュＮゾーン優勝、アルジャントンＰ優勝 

 祖父)ルク Ｂ09-6326192  ゲーリンクス作翔 アルジャントンＮ12,446 羽中総合優勝、モンリュソンＮ 

17,865 羽中総合69 位他 ブラウエン・アイゼレン×エーンウィットペン・ウィリーケ 

 祖母)ジャスト・ウェイト Ｂ11-6226277  ゲーリンクス作翔 アルジャントンＮ16,363 羽中総合優勝、 

  モンリュソンＰ2,545 羽中2 位、ブロアＰ1,108羽中4位 ラピドⅠ×クセナ 

 

 

【91】“スペシャル・フリーダム” Ｂ22-6125826 Ｇ ♀ ギー・ファンデールオウエラ作   

父)ホワイト・フリーダム Ｂ20-6129187 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔  メルン4,008 羽中優勝、同1,587 

羽中優勝、同871 羽中優勝、シャトローＮ7,674 羽中総合33 位、イソウドゥンＮ14,758 羽中総合92 位、 

アルジャントンＮ21,282 羽中総合400 位他 

 祖父)アーリー・グレイ Ｂ12-6228603 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔  ノワイヨン 876 羽中優勝 スー 

パー・481の孫  

 祖母)ブラック・オーキッド Ｂ17-6105098 ブラック・ホーク×Ｂスペシャル 

母)スペシャル・ブルー Ｂ17-6105087 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 メルン328Ｋ3,970 羽中優勝、同Ｐ 

16,671 羽中最高分速 シェブラン328 羽中優勝他  

祖父)ディープ・インパクト Ｂ11-6295933  Ｇ.ファンデールオウエラ作 Ｊ.ゴーファールトのスーパ 

ー・481・カースブール×シャトロー(カースブール)の娘 

祖母)Ｂスペシャル Ｂ13-6220564 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 モンリュソンＮゾーン3,494 羽中優 

勝、ブールジュＮゾーン4,130 羽中8 位 マッチョ×グラディ 

 

 

【92】“ドーター・レオンティーンチェ” Ｂ22-6125789 ＢＣ ♀ ギー・ファンデールオウエラ作 

父)Ｂ20-4158285 共同作出 



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)スペシャル・ブラック Ｂ18-6039642 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 イソウドゥンＮ522Ｋ11,480 羽 

中総合3位、モンリュソン573Ｋ545羽中優勝、ブールジュＮ14,104羽中総合29位、シャトローＮ10,393 

羽中総合26位、シャトローＮⅡ6,314羽中総合54位で、KBDB大中距離Ｎエース鳩第1位 直仔／ノワ 

ィヨン優勝他 両親共ファンデールオウエラ×ゲーリンクス父子 ブラック・ホー×Ｂスペシャル  

母)レオンティーンチェ Ｂ17-2096782 レオン・ヤコブス作 Ｇ.ファンデールオウエラ使翔 リモージュＮⅡ 

10,319羽中総合36位、リモージュＮ9,661羽中総合51位、スーヤックＮ2,658羽中総合7位、メルン149羽 

中優勝他入賞多数で、KBDB 長距離Ｐエース鳩1 位 

祖父)ド・スーパー Ｂ16-2018682 スーパー種鳩 カースブール系 直仔／レディ・シャトロー シャトロー 

P3,527 羽中優勝 

 祖母)ヴィエルゾネケ Ｂ13-2097322 ヴィエルゾンＰ5,715羽中総合優勝、ブールジュＮ24,019羽中総合37位 

 06-0645×11-5831 

 

 

【93】“ビューティー・ニュー・シェ” ＮＬ22-8229794 ＢＣ ♀ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 異母兄弟／フ

ァイ＝オー＝ロジュ NPO5,735 羽中総合 2 位、サルブリ NPO4,671 羽中総合 3 位、メルン NPO2,659 羽中総合

７位、イソウドゥンNPO4,462羽中総合8位、ディズィ・ル・グロスNPO5,363羽中総合9位、シャトローNPO3,304

羽中総合10 位他 

父)ニュー・シェ ＮＬ15-1037627 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 シャトローNPO613Ｋ1,767羽中総 

合優勝、アルジャントンNPO641Ｋ4,121羽中総合優勝、センスＰ17,032羽中総合31位、同Ｐ11,527羽中 

総合81位、直仔／Ｐ短距離エース鳩2位、メルンＮ6,383羽中総合18位他  

 祖父)ブロア・レディ・ディ ＮＬ13-1445397 ＢＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 兄弟／レディ・ディ  

12年長距離Ｎエース鳩第2位  

 祖母)ＮＬ11-1219069 Ｂ Ｇ.ファンドベルク作 

母)アレクシス ＮＬ17-1819983 ＤＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 シャトードゥンＳＮ5,989羽中総 

合8位、ギエンNPO5,615羽中総合9位他上位入賞多数で、WHZB/TBOTB長距離Ｎエース鳩第8位 

祖父)イブラヒム ＮＬ09-1961435 Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 ヴェルヴィンス6,240羽中総合優勝、 

 ヘール3,970羽中優勝、シャトードゥンＳＮ4,709羽中総合2位他 ファンルーン 

祖母)クラウディオ・シェの母 ＮＬ10-1369244 ＢＣ 両親共Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 ゲラード× 

ド・クラック(2回優勝)    

 

 

【94】“ルカ・570” ＮＬ22-8229570 Ｂ ♀ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 

父)ルカ・モドリッチ ＮＬ18-1627863 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 ニールグニース2,748 羽中 

優勝、ビールジュス833 羽中優勝、ペロンヌNPO5,900 羽中総合3 位、トロイNPO3,836 羽中総合8 位 

他で、NPO、ド・アーレアベステ、PIPA、フォンド・シュピーゲル紙の４若鳩Ｎエース鳩第1位タイトル

獲得 ヘレマンス＝コイスタース×ヤンセン系 

祖父)ジャックポット・ジュニア ＮＬ09-1836481 Ｂ ヘレマンス＝コイスタース作 直仔孫／優勝エー

ス鳩多数 ジャックポット×アルテミス 異母兄弟／ディ・カプリオ（Ｄ．ファンダイク種鳩） 

 祖母)ホンダ ＮＬ11-1342886 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 オリンピック・ラッキー・13×カルメン 

母)アディナ ＮＬ19-7007097 ＢＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 ビルジエ1,548羽中7位、ファイ＝ 

オー＝ロジュ(オルレアン傍)NPO9,218 羽中総合12 位、同NPO5,734 羽中総合22 位他 

 祖父)スペシャル・カイン ＮＬ12-1232773 ＢＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 スーパー種鳩 直仔／ 

18 年エース鳩第2 位、パタヤ委託最終レース9 位、ナントィルNPO7,331 羽中総合優勝、キェブラン 

2,135 羽中優勝他 カイン×プリマ・ハットーホ 



 祖母)フェットブラウエ・ヨーケ ＮＬ17-1150623 Ｂ 両親共Ｊ.＆Ｊ.カマン作 トップ・クヴェークスタ 

ーの娘 

    

    
【95】“ロッシ・761” NL22-8229761 ＢＣ ♀ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 

父)ターボ・ロッシ ＮＬ13-1829067 ＢＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 ラ・ルビエール4,483 羽中総 

合優勝、ヘネプ1,953 羽中優勝、ザントフリート1,832 羽中優勝、トンゲレン1,191 羽中優勝、同811 

羽中優勝 孫／シメイ11,156 羽中総合優勝、リヌ8,079 羽中総合優勝、ニエルニー6,400 羽中総合優勝、 

ブッデル4,373 羽中優勝  

 祖父)ターボ・ロッシの父 Ｂ11-6091802 ＢＣ レオ・ヘレマンス作 ジュニア・426×フェルケルク 

 祖母)レディ・ロッシ Ｂ11-6091767 ＢＣ レオ・ヘレマンス作 ニューエ・ロッシ×エーン・オーホスケ 

母)カジノ ＮＬ20-1248787 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 シメイ1,085 羽中優勝、ニールグニー

ス2,781羽中15位、ビエジ3,901羽中22位、モルリンコートＰ6,385 羽中総合 24 位、メルン P7,291

羽中総合28 位 ※21 年シーズン16 回入賞 

 祖父)フェットブラウエ・ジャックポット ＮＬ12-4148200 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 スー

パー種鳩 直仔孫／19 年ド・アーレアベステ1 才鳩Ｎエース鳩第1 位、ルーマニア長距離Ｎエース鳩

第1位、モルリンコート23,392羽中総合優勝、同8903羽中優勝、ニールグニース7,042羽中優勝、ア

ブダ5,910 羽中優勝、スワッソン5,392 羽中優勝、タボール2,285 羽中優勝、ニールグニース1,597 羽

中優勝、ヘール1,292羽中優勝 異母兄弟／ディ・カプリオ（Ｄ．ファンダイク種鳩）ジャックポット

×カドーチェ 

 祖母)カプチーノＮＬ15-1897878 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 偉大な種鳩 直仔／ＰＩＰＡ・ラ

ンキング中距離若鳩Ｎエース鳩第 8 位 モルリンコートＮＰＯ8,903 羽中総合優勝、シメイ1,085 羽

中優勝、トロイＮＰＯ3,836羽中総合5位、メルンＮＰＯ1,295羽中総合5位、キェブラン3,325羽中

7位他ヘレマンス＝コイスタース系 ロッシ×カレン 

 

 

【96】“ハーフブロア・オリンピック・ヨセフ・714” ＮＬ22-8229714 Ｂ ♂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作   

父)ソランジュ・ジュニア ＮＬ15-1706611 Ｂ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作 直仔／オリンピック・ヨセフ シ

ャトードゥンNPO4,058 羽中総合5 位、ファイ＝オー＝ロジュ(オルレアン傍)NPO5,735 羽中総合7 位、

同Ｎ14,036 羽中総合11 位、同NPO9,218 羽中総合13 位、セザンヌ4,195 羽中総合14 位他で、WHZB 長

距離Ｎエース鳩第 1 位、ド・アーレアベステ中距離Ｎエース鳩第 1 位、オリンピアード 1 才鳩第 2 位 

他サルブリNPO4,671 羽中総合2 位、ヴィエルゾンNPO3,993 羽中総合5 位、トロイNPO3,836 羽中総合

7 位、ペロンヌNPO5,900 羽中総合8 位、イソウドゥンNPO1,776 羽中総合9 位他上位入賞多数 

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 

ルジャントン7,796 羽中総合7 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)オリンピック・ソランジェ ＮＬ07-1817923 ＬＢＣ 09年オリンピアード・オールラウンド部門 08 

 年NPO、WHZBで４部門Ｎエース鳩第1位 アルジャントン6,595羽中総合優勝、ペロンヌ2,543 

羽中総合2位、クライル3,761羽中総合3位他 兄弟／フーディニ 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)アニー ＮＬ19-1244951 ＢＣ Ｃ.&Ｇ.コープマン作 

祖父)パコ ＮＬ16-4783976 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 シャトローNPO3,647羽中総合2位 兄弟／ 

マヌー シャトローNPO3,647羽中総合優勝、ブールジュNPO5,877羽中総合優勝、センス1,069羽中優 

勝 アマディ 18年WHZB/TBOTB当日長距離Ｎエース鳩第4位 センスNPO4,410羽中総合2位 

  スーパー・クラック・リック(アントワープP2回優勝鳩)×ゴウドバンド 



祖母)ワンディー ＮＬ12-1077169 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 スープNPO585Ｋ3,607羽中総合優勝、 

 アッセ11,474羽中総合18位、キェブラン1,994羽中4位、同8,902羽中18位他NPO当日長距離Ｎエ 

 ース鳩第20位 ミスター・ＢＰ(優勝7回内ナントィル11,807羽中優勝、ペロンヌ2,383羽中優勝他 

11年NPO中距離Ｎエース鳩第1位)×カンタレル(超銘鳩ハリー×マライケ) 

 

 

【97】“ズス・オリンピック・ミス・ファイ” Ｂ22-5034507 Ｂ ♀ サブリナ・ブルグマンス作 

姉／ミス・ファイ ファイ・オー・ロジュ 3,972 羽中 3 位、同 5,556 羽中総合優勝、セザンヌ 2,331 羽中

優勝(同18,867 羽中最高分速)、メルン12,123 羽中総合7 位、同3,600羽中5位、同1,174羽中3位他上

位入賞多数で22 年オリンピアード・カテゴリーA（100～400K）第1 位 

父)ブラウエ・バルト Ｂ16-6056900(18年生) Ｂ バルト・ギレス作 

 祖父)Ｂ13-6072461 ＢＣ Ｂ.ギレス作 両親ゲーリンクス作 グラディエーターの孫 半兄弟／シャ 

トローＮ1,987 羽中総合19 位、同Ｎ20,613 羽中総合7 位、ラ・スーテレーヌＮ総合39 位 

 祖母)Ｂ14-6031930 ＢＣ Ｂ.ギレス作翔 グレＮ16,262羽中総合44位 ビッグ・リリ(Ｂ.ギレス)× 

ディルク・ファンダィクのカンニバール近親 

母)ハーフ・ズス・シャルロッテ Ｂ14-2146237 Ｂ サブリナ・ブルグマンス作 異父姉／シャルロッテ  

 14年1才鳩大中距離Ｎエース鳩第1位 

 祖父)Ｂ09-5021151 ＢＣ 両親共Ｓ.ブルグマンス作 兄弟／Ｐエース鳩第1 位 シャルロッテの父× 

クライン・ファレーレ 

 祖母)シャルロッテの母 Ｂ11-5155896 ＢＣＷ 両親共ロジェ・ブーフェンス作 

 

 

【98】“ゾーン・ハンネ” Ｂ22-5034374 Ｂ ♂ サブリナ・ブルグマンス作 異母兄弟／オリンピック・ルイー

ズ セルメーズ 4,267 羽中優勝、同6,804 羽中2位、シャトロー3,026 羽中56 位他で、20 年KBDB 小中距離Ｎ

エース鳩1 位、20 年オリンピアード補欠1 位、22 年オリンピアード・1 才鳩代表第1 位 

父)クライン・ゾーン・シャルロッテ Ｂ16-2173105 Ｂ サブリナ・ブルグマンス作 直仔／ルイーズ  

 祖父)ゾーン・シャルロッテ Ｂ14-2341693 Ｂ 両親共Ｓ.ブルグマンス作 直仔／ヴォウト センスＰ  

2,969羽中総合優勝 ウィリー×シャルロッテ(14年1才鳩大中距離Ｎエース鳩第1位) 

 祖母)ハーフ・ズス・シャルロッテ Ｂ14-2005431 ＢＣＷ Ｓ.ブルグマンス作 直仔／キム シャトロー 

Ｐ1,090羽中総合優勝、ソールダン1,493羽中優勝 Ｓ.ブルグマンス×シャルロッテの母 

母)ハンネ  Ｂ21-5030027 Ｓ.ブルグマンス作翔 アルジャントンＮ23,124羽中総合優勝、同32,971羽中最 

高分速、ヴィエルゾン18,710羽中総合261位他入賞多数 

祖父)ハンネの父 Ｂ20-5086547 Ｂ サブリナ・ブルグマンス作 兄弟／ミラ 19-737 センスＰ4,664 羽 

中総合優勝、メルンＰ1,060 羽中総合優勝、同Ｐ5,943 羽中総合3 位他兄弟上位入賞多数 ランゲ・ブ 

ラウエ×ミランダ(ヴィエルゾン1,854羽中優勝、ラ・スーテレーヌＮ2,930羽中総合15位、同Ｎ9,584 

羽中総合30位) 

祖母)ハンネの母 Ｂ19-2034014 Ｂ レオン・ヤコブス作 直仔／20-603 シャトローＮ15,322羽中177位 

他 スコーン・オーホ・ファン・ド・ディッケ×Ｂ13-2097322(ヴィエルゾンＩＰ5,719羽中総合優勝) 

 

 

【99】“ブロア・ハンネ” Ｂ22-5034363 Ｂ ♂ サブリナ・ブルグマンス作  兄弟／ハンネ 21-5030027 ア

ルジャントンＮ23,124羽中総合優勝、同32,971羽中最高分速、ヴィエルゾン18,710羽中総合261位他入賞多

数 Ｂ22‐351 ロリス428羽中優勝、IP2,318羽中6位 Ｂ21－067メルン、スワッソン優勝他入賞多数 

父)ハンネの父 Ｂ20-5086547 Ｂ サブリナ・ブルグマンス作 兄弟／ミラ 19-737 センスＰ4,664 羽中総 

合優勝、メルンＰ1,060 羽中総合優勝、同Ｐ5,943 羽中総合3 位他兄弟上位入賞多数 

 祖父)ランゲ・ブラウエ Ｂ13-5027749 Ｂ Ｓ.ブルグマンス作 基礎鳩ブラウエ・ファリエーレ(ファレ 



ーレ・マヒールス作)×グード・グライス(ロジェ・ブーフェンス) 

 祖母)ミランダ Ｂ15-2185859 Ｂ Ｓ.ブルグマンス作翔 ヴィエルゾン1,854 羽中優勝、ラ・スーテレ 

ーヌＮ2,930 羽中総合15 位、同Ｎ9,584 羽中総合30 位、シャトローＮ2,109 羽中19 位 ストーン(Ｇ. 

ファンデヴァウワー)×ブラウ・プッズィス(マリオ・プッズィス) 

母)ハンネの母 Ｂ19-2034014 Ｂ レオン・ヤコブス作 直仔／20-603 シャトローＮ15,322羽中177位他 

 祖父)スコーン・オーホ・ファン・ド・ディッケ Ｂ18-2106818 Ｂ 両親共Ｌ.ヤコブス作 

 祖母)Ｂ13-2097322 Ｂ 両親共Ｌ.ヤコブス作翔 自身ヴィエルゾンＩＰ5,719羽中総合優勝 

 

 

【100】“ブルー・サンドラ” Ｂ22-5034450 Ｂ ♀ サブリナ・ブルグマンス作 

父)ゾーン・ブラック・パンサー Ｂ21-5030200 ＢＬＫＣ Ｓ.ブルグマンス作 

 祖父)ブラック・パンサー Ｂ20-5086541 ＢＬＫＣ Ｓ.ブルグマン作翔 シャトローＮ20,789 羽中総合 

  60 位、アルジャントンＮ23,280 羽中総合81 位他で、20 年大中距離Ｎエース鳩第4 位 Ｓ.ブルグマ 

ンス×ヨハン・ベルサー 

祖母)ミス・ベルサー Ｂ13-6060454 Ｂ ヨハン・ド・ベルサー作翔 スワソン441 羽中2 位、ピティ 

ヴィエ956 羽中2 位、アルジャントンＮ7,534 羽中総合28 位、同Ｎ19,303 羽中総合72 位、ブールジ 

ュ2,966 羽中15 位、モンリュソン1,900 羽中13 位他 デン・エンゲルス 1×アランカ  

母)ブラック・サンドラ Ｂ19-5091333 ＤＣ Ｓ.ブルグマン作翔 シャトローＮ33,833 羽中総合3 位、グ 

レＮ12,888 羽中総合2 位、ラ・スーテレーヌＮ15,939 羽中総合153 位、ブールジュＮ28,319 羽中総合 

273 位他上位入賞多数 

 祖父)デン・822 B14-2130822 Ｂ Ｊ.レナールス作 両親Ｓ.ブルグマン作 

祖母)ハーフ・ズス・シャルロッテ Ｂ14-2005431 ＢＣＷ Ｓ.ブルグマンス作 直仔／キム シャトロー 

Ｐ1,090羽中総合優勝、ソールダン1,493羽中優勝 Ｓ.ブルグマンス×シャルロッテの母 

 

 

【101】“ハーフズス・フィン” Ｂ22-6041734 ＢＣ ♀ ウィリー・ダニエルス作 

父)ジャスパー Ｂ16-6263842 Ｗ.ダニエルス作 直仔／フィネ アルジャントンＮ26,085 羽中総合 28 位、 

イソウドゥンＮ18,176 羽中総合11 位、ラ・スーテレーヌＮ15,939 羽中総合優勝、グレＮ12,888 羽中総 

合60 位他で、20 年Ｎエース鳩第1 位 

祖父)ウィット・コップ Ｂ15-6035952 ＢＷ ヨス・フェルベルク作翔 アルジャントンＮ12,449羽中総合 

3位、シャトローＮゾーン8,663羽中26位 

祖母)リンダ Ｂ11-6218046 Ｗ.ダニエルス作 直仔／ケリー ブールジュ N30,180 羽中総合 2 位、アル

ヤントンN27,254羽中総合50位、ツールN24,097羽中総合47位他 カースブール曽孫 

母)フロール Ｂ20-6052003 メルン1,407羽中57位、同2,581羽中72位、セルメーズ1,986羽中21位他 全 

姉／サラ 15年イソウドゥンＮ11,984羽中総合5位、16年KBDB1才鳩大中距離Ｎエース鳩第1位 ナデ 

ィン ヴィエルゾン4,854 羽中総合優勝、同13,031 羽中最高分速他で、17 年Ｎエース鳩第1 位 

祖父)フロールス Ｂ13-6314344 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ11-6191099×リヒテ・リモ  

祖母)サキーラ Ｂ13-6051147 Ｗ.ダニエルス作  シャトローＮ総合優勝の弟×022(優勝3回)の娘 

 

 

【102】“ドーター・フィン” Ｂ22-6041753 ＢＷ ♀ ウィリー・ダニエルス作 

父)ヴィム Ｂ21-2125391 カイアー・ヨーロッパ作 

 祖父)ユニーク・アルマンド・68 Ｂ20-3108068 リリアン・デメリーのミスター・ユニーク(リモージュ 

Ｎ14,510 羽中最高分速総合優勝、ブリーブＮ9,278 羽中総合 2 位)×アルマンド(J.フェルスコート)

とキャメロン（ルク＆ヒルデ・シウン）の娘 

 祖母)Ｂ20-2065408 カイアー・ヨーロッパ作 アルマンド(Ｊ.フェルスコートの18年長距離Ｎエース鳩 



第1位)×ナディン(ヴィエルゾン13,031羽中最高分速総合優勝他で17年Ｎエース鳩第1位) 

母)フィネ Ｂ19-6030104 Ｗ.ダニエルス作翔 ブールジュＮ22,502羽中総合1365位、シャトローＮ33,833 

羽中総合702位、アルジャントンＮ26,085 羽中総合28 位、イソウドゥンＮ18,176 羽中総合11 位、ラ・ 

スーテレーヌＮ15,939 羽中総合優勝、グレＮ12,888 羽中総合60 位他で、20 年KBDB 大中距離1 才鳩Ｎ

エース鳩第1 位 

 祖父)ジャスパー Ｂ16-6263842 Ｗ.ダニエルス作 ウィット・コップ×リンダ 

 祖母)ブレンダ Ｂ17-6038585 Ｗ.ダニエルス作 ケリーの孫 

 

 

【103】“ズス・ロウカ” Ｂ22-6041736 Ｂ ♀ ウィリー・ダニエルス作 兄弟／ロウカ ブールジュＮ22,502

羽中総合 4 位、シャトローＮ33,833 羽中総合205 位、アルジャントンＮ26,085 羽中総合 174 位、イソウ

ドゥンＮ18,176 羽中総合 61 位、ラ・スーテレーヌＮ15,939 羽中総合 111 位、グレＮ12,888 羽中総合 21

位で、フィネの次点で 20 年KBDB 大中距離1 才鳩Ｎエース鳩第2 位 

父)ゼノ Ｂ17-5015250 

 祖父)アミーゴ Ｂ16-6075776 Ｄ.ファンダィク作 ブラウエ・カンニバール・ジュニア×ナターリア 

 祖母)ミス・ボルト Ｂ12-6123199 レオ・ヘレマンス作 同腹／ボルト 12年Ｎエース鳩第1位 

母)アスケ1 Ｂ12-6201845 Ｗ.ダニエルス作翔 グレＮ7,681羽中総合55位、同Ｎ16,988羽中総合165位、 

ブールジュＮ22,663羽中総合77位、同Ｎ13,588羽中総合136位他 アントワープ連盟若鳩長距離エース 

鳩第1位、全姉妹／アスケ3 シャトローＮ12,071羽中総合54位、ブールジュＮ18,478羽中総合62位 

アントワープ連盟若鳩長距離エース鳩第2位、ステファニー ブールジュＮゾーン5,691羽中2位、ヴィ 

エルゾンＩＰ9,004羽中総合6位、シャトローＮ18,604羽中総合11位、同Ｎ19,691羽中総合66位、グレ 

Ｎ7,681羽中総合14位、アルジャントンＮ12,187羽中総合100位他 15年KBDB大中距離Ｎエース鳩 

 祖父)ストーセス・38Ｂ05-6231038 37の同腹 ストーセス Ｂ04-6217290×Ｂ04-6217299 

祖母)ダフネＢ09-6219144 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ05-6230022×Ｂ06-6073005 

 

 

【104】“ブロア・オリー” Ｂ22-6041745  ＢＣ ♂ ウィリー・ダニエルス作 兄弟／オリー シャトローＮ

22,196 羽中総合2 位、アルジャントンＮ21282 羽中総合24 位、ブールジュ 4,728 羽中30 位、シャトロー1,668

羽中2 位他で、KBDB 大中距離Ｎエース鳩第2 位 

父)ジャイルス Ｂ17-6038562  

  祖父)イカルス Ｂ11-6140809 兄弟／ニッキ シャトローＮ総合優勝 ゾット(優勝14回)の孫 

祖母)アスケ1 Ｂ12-6201845 Ｗ.ダニエルス作翔 グレＮ7,681羽中総合55位、同Ｎ16,988羽中総合165 

位、ブールジュＮ22,663羽中総合77位他 アントワープ連盟若鳩長距離エース鳩第1位、全姉妹／ア 

スケ3、ステファニー  

母)ヴァネッサ Ｂ19-6244100 ゲリー・デンアプト作 

 祖父)Ｂ18-6017266 ダニー・ファンダィク作 ディ・カプリオ直仔×コーゲルチェ（カノンの娘） 

 祖母)Ｂ16-6100476 ゲールト・ランブレヒツ作翔 若で優勝、2位2回 

 

 

【105】“ゾーン・パコ・ガウラ” ＮＬ22-8072036 Ｂ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープＨＧＦマン作  

父)パコ ＮＬ16-4783976 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 シャトローNPO746K3,647 羽中総合 2 位 兄弟

／マヌー シャトローNPO746K3,647 羽中総合優勝、ブールジュ NPO704K5,877 羽中総合優勝、センス

1,069 羽中優勝 アマディ 18 年 WHZB/TBOTB 当日長距離Ｎエース鳩第 4 位 センス NPO4,410 羽中

総合2 位 

 祖父)スーパー・クラック・リック B05-6394218 B H.ファンサンデ作翔 アントワープP2 回優勝鳩 直 

  仔／サピーア 自動車獲得 マヌー＋パコ ブールジュNPO(第4セクター)5,771羽中総合優勝、総合2位 



 祖母)ゴウドバンド ＮＬ10-1109882 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／マヌー＋パコ ブールジュ 

NPO(第4 セクター)5,877 羽中総合優勝、2 位 

母)ガウラ ＮＬ18-1455908 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 シャトードゥン NPO648Ｋ2,580 羽中総合優勝、 

ファイ＝オー＝ロジュ N8,578 羽中総合 17 位（S４）、アーロン 8,411 羽中総合 46 位、トロイ NPO6,357 羽中

総合70 位他で 22 年ルーマニア・オリンピアード当日長距離第2 位 姉／ミス・オーヴァレゲ 

祖父)アウグスト ＮＬ16-1072680 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ブラウエ・カレル（ヘンリー・ラグロウ）

×メガ・ヴォルク（ヤン・オウワーケルク）  

祖母)ヘンナ ＮＬ10-1109802 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ブルー・エナジー×チョニ 直仔／マルテ 

ィン 総合9位内4回他、エルナ、ローザ、パティ  

 

 

【106】“ドーター・ゴンザロ・アドラ” ＮＬ22-8071961 Ｂ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 異母兄弟／マグク ブ

ルディンヌ 1,084 羽中優勝 

父)ゴンザロ ＮＬ19-1244562 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 異母兄弟／ファーサイ センス NPO566K4,237

羽中総合優勝 半兄弟／ジャスミン NPO 総合8 位内3 回入賞、ルーベン センス 4,995 羽中10 位、ロリス

3,455 

羽中8 位  

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

カシアス×レディ・プロミス 

祖母)マヌー ＮＬ16-4784182 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 シャトローＮ754Ｋ3,647羽中総合優勝（第

2～４セクター19,192羽中最高分速）、ブールジュＮ704K 第4Ｓ703Ｋ5,877羽中総合優勝、センス1,069

羽中優勝、、、、アッセ736羽中4位、ラオン6,371羽中総合60位    スーパー・クラック・リック×ゴウドバ

ンド     

母)アドーラ ＮＬ12-4703552 ＢＣ コープマン父子作翔 ピティヴィエNPO604K4,494 羽中総合優勝、シ

ャトローNPO3,112 羽中総合2 位 オルレアンNPO560K4,533 羽中総合58 位、ボクステルP10,270 羽中

総合39 位、ペロンヌ4,647 羽中34 位他 直仔／タイシャ シメイ340K9,460 羽中総合優勝(17,862 羽中

最高分速) カリスト センス3,160 羽中優勝、ボアズ CH 鳩第2 位他 スーパー種鳩 

祖父)ド・ブロア ＮＬ04-1919872 レオ・ヤンセン作翔 ブロアNPO5,971 羽中総合優勝 

祖母)ミス・ダイナマイト ＮＬ00-1211111 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 兄弟／超銘鳩クライネ・ディ 

ルク(トロイＮ17,8831 羽中総合優勝、ブールジュＮ7,155 羽中総合優勝、マーゼイク3,522 羽中優勝、 

Ｎエース鳩第1 位)，アンネリーズ他 

 

 

【107】“ドーター・コビー” ＮＬ22-8072389 BＣ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作  

父)コビー ＮＬ20-4753982 ＢＷ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 ドレイス＝ブリュックP17,461羽中総合優勝(南 

コース)、ソールダン NPO5,475 羽中総合優勝、同 5,502 羽中総合 8 位、センス 1,290 羽中優勝、NPO4,672

羽中総合 11 位、アーロン 8,934 羽中総合 8 位他で、PIPA ランキング長距離Ｎ第 1 位 兄弟／タイ・パタヤ

委託最終530Ｋ3,653 羽中9 位、ラティ センス NPO4,995 羽中総合4 位、ロリス NPO5,053 羽中総合8 位 

祖父)オベリクス Ｂ17-3000086 マルク・ポラン作 ブルース×アストリックス娘 

祖母)アルジナ ＮＬ13-1654987 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 マジック・マン×ジーナ(07年当日長距 

離Ｎエース鳩第2位) 

母)レディ・サンシャイン ＮＬ20-4753863 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 ヴィエルゾン NPO700K5,962 羽

中総合優勝、ソールダン NPO5,475 羽中総合11 位、アーロン16,182羽中総合39位、同2,135羽中16位 

ドレイス＝ブリュッケP17,461羽中148位 

 祖父)ポラン 208 Ｂ18-3040208 ＢＷ Ｍ.＆Ｇ.ポラン作 ジョスケ×リモージュ娘 

 祖母)ダニエラ ＮＬ15-1230904 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ジェルソン×トップ・ガール 直仔／マ 



ウラ WHZBエース鳩第9位  

 

 

【108】“ゾーン・ガリシア” ＮＬ22-8071923 Ｂ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 異母兄／ヤン ランス NPO6,036

羽中総合3 位 異父兄弟／タイ・パタヤ委託最終レース 530Ｋ優勝  

父)ジルベルト ＮＬ19-4737603 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 異父兄弟／タイサ シメイ340K17,862羽中

最高分速総合優勝、カリスト センス NPO566K3,160 羽中優勝他 

祖父)プリンス・エスメー ＮＬ17-4289807 Ｂ ＴＪ.＆Ｊ.エルジンガ作翔 センスＮ(S4)8,762 羽中総合 

優勝、モルリンコートNPO8,939羽中総合優勝、同Ｎ(S4)17,506羽中総合2位、アッセ4,122羽中総合2位  

兄弟／モルリンコート NPO 総合3 位 ハレルヤ(センスＮ(S4)8,762羽中総合優勝)×センスNPO4,666 

羽中総合優勝 ホーイマンス・エルジンガ×エルジンガ 

祖母)アドーラ ＮＬ12-4703552 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／タイシャ 9,460 羽中総合優勝、

同17,862羽中最高分速 カリスト ピティヴィエ4,494羽中総合優勝、3,160羽中優勝他    

母)ガリシア ＮＬ13-1654919 

  祖父)ゴールド・マイン ＮＬ08-2049374 Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 半兄弟／ロイヤル・リベンジ 10年南

ア・ミリオン・ダラー・レース最終レース5位 エルマフェーンズ・ホープ×ミス・ムクダハン 

  祖母)ラファエラ ＮＬ04-2248600  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 

 

 

【109】“ゾーン・バス・O.T” Ｂ22-5087631 ＢＬＫＣ ♂ ボスマンス＝リーケンス作 

父)トリプル・バス Ｂ19-5037186 ボスマンス＝リーケンス作翔 グレ1 才鳩Ｎ12,888 羽中総合優勝  

 祖父)トリプル・73 Ｂ15-2181273 姉妹／トリプル・ニーナ 17 年ブリュッセル・オリンピアード・オ 

ールラウンド部門 オリンピック・トリプル・エース×ブラック・ママ 

 祖母)ＮＬ17-1277592 Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作 オリンピック・ファイアー・アイズ×ソランジェの娘 

母)Ｏ.Ｔ. Ｂ20-5091621 ボスマンス＝リーケンス作翔 シャトロー若鳩Ｎ15,322 羽中総合優勝 同腹 

 ／イトー アルジャントンＮ23,280 羽中総合6 位他でゲントのＮエース鳩1 位 姉妹／ルーシー シ 

ャトローＩＰ3,026 羽中総合優勝他で20 年KBDB オールラウンド部門 Ｎエース鳩14 位 

  祖父)Ｂ16-2256947  ビューティ・カンニバール×スーパー・ママ 

 祖母)トリプル・029 Ｂ14-2090029 オリンピック・トリプル・エース×ブラック・ママ 

 

 

【110】“ズス・O.T” Ｂ22-5087622 ＢＬＫＣ ♀ ボスマンス＝リーケンス作 

全兄弟／Ｏ.Ｔ. シャトロー若鳩Ｎ15,322 羽中総合優勝 Ｏ.Ｊ.622 アルジャントンＮ23,280 羽中総合 6 位

他でゲントのＮエース鳩 1 位 ルーシー シャトローＩＰ3,026 羽中総合優勝他で 20 年 KBDB オールラ

ウンド部門 Ｎエース鳩14 位 

父)Ｂ16-2256947 ボスマンス＝リーケンス作 

祖父)ビューティ・カンニバール Ｂ11-5170241 カンニバール近親×ラッキー・ルクの娘 

 祖母)Ｂ11-5170218 スーパー・パパ×スーパー・ママ 

母)トリプル・029 Ｂ14-2090029 ボスマンス＝リーケンス作 

祖父)オリンピアード・トリプル・エース Ｂ11-5143219 12年KBDB中距離Ｎエース鳩第１位、オリンピ 

アード代表 ギエンＰ5,386羽中総合優勝、同8,044羽中最高分速 直仔／優勝６羽 Ｂ04-093(グーデ・ 

ヤールリング直仔)×Ｂ06-694(Ｇ.ファンデンアベール近親×プロス・ローザン) 

祖母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953直仔／優勝12回 Ｂ07-5082347×Ｂ08-5185745  

 

 



【111】“エリーズ・サプライズ” Ｂ22-5089972 Ｂ ♂  ボスマンス＝リーケンス作 

父)オリンピック・サプライズ Ｂ18-5014726 ボスマンス＝リーケンス作翔 リモージュＮ10,319 羽中総合26

位、スーヤックＰ585 羽中 5 位、ブリーブＰ411 羽中 6 位他で、20 年 KBDBＮエース鳩第 10 位、オリンピア

ード補欠3 位、22 年ルーマニア・オリンピアード長距離1 才鳩代表第3 位 

 祖父)ベルジェラック Ｂ14-2042528 ベルジェラックＩＰ1,678羽中総合2位、リブルヌＮゾーン2,550 

羽中38位、ブリーブＰ402羽中8位(3レースで2,251Ｋ) 

 祖母)Ｂ11-5011585 ディルク・リーケンスのヴァイア・コンディオスの近親孫 

母)オリンピック・エリー Ｂ16-2188933 ボスマンス＝リーケンス作翔 カオールＩＰ総合優勝、リモー 

ジュＰ3 位、リブルヌＰ8 位、シャトローＰ8 位他で19 年KBDB 長距離エース鳩第8 位、同Ｐ1 位 22

年ルーマニア・オリンピアード長距離代表第3 位  

 祖父)Ｂ14-2099532 ボスマンス＝リーケンス作 兄弟／ラッキー13-13  

 祖母)Ｂ14-2099510  ボスマンス＝リーケンス作 オリンピック・トリプル・エース直仔×ラッキー・ルク娘 

 

 

【112】“シルヴァー・ヴィンス” Ｂ22-5089974 Ｂ ♂ ボスマンス＝リーケンス作 

父)ヴィンス・ザ・プリンス Ｂ18-5014603 ボスマンス＝リーケンス作翔 チュールＰ868 羽中優勝、リ 

モージュＰ1,105 羽中優勝、同Ｎ15,594 羽中総合9 位、同Ｐ628 羽中4 位 19 年KBDBＮエース鳩第10 位、

同KBDBP エース鳩第1 位 

 祖父)Ｂ13-5127991 両親共ボスマンス＝リーケンス作 オリンピック・トリプル・エース×ワンダー・プ

ロスイェ・182(スーパー・パパ×スーパー・ママ) 

 祖母)ジミーズ・ガール Ｂ16-2257079 ブルー・ハリー×レーンチェ(ラオン1,612羽中優勝) 

母)シルヴァー Ｂ17-5082180 ボスマンス＝リーケンス作翔 チュールＮ3,064 羽中総合4 位、ギエンＰ 

3,006羽中総合2位、シャトロー優勝、同Ｎ4,641羽中総合34位、ヴィエルゾンＮ20,912羽中総合54位  

 祖父)Ｂ13-5127898 オリンピック・トリプル・エース×Ｂ08-147(モンリュソンＮ総合69位他) 

 祖母)Ｂ13-5127988 ラッキー・ルーク×ブルー・ヴァイアグラの妹 

 

 

【113】“インテールト・テオ・652” ＮＬ22-8449652 Ｂ ♀ ゲロ・ダィク作 ※アジャンＩＮ総合優勝×同Ｎ総

合2 位父娘交配 

父)テオ ＮＬ14-1049775 Ｂ ゲロ・ダィク作翔 17 年ボルドーＩＮ904Ｋ25,328 羽中総合優勝 分速1169m 

祖父)オリンピック・サヴァイバーの孫 ＮＬ12-1623708 Ｂ キース・ボスア作 フェルケルク父子の超銘

鳩オリンピック・ソランジェの全兄弟バッシー×キース・ボスアのオルレアンダイフイェ 

 祖母)ボディ ＮＬ13-1650025 ＢＷ ゲロ・ダィク作 直仔／17-832 ブロアＮ15,515 羽中総合35 位、ミ 

スター・ブロア ブロア NPO4,810 羽中総合優勝 両親ニコ・イヴォ・ファンデフェーン作 純アリー・ 

ダィクストラ血統 

母)シャルロッテ ＮＬ21-1184224 Ｂ ゲロ・ダィク作翔 22 年アジャンＮ6,174 羽中総合2 位、同ＩＮ16,932 

羽中総合5 位 分速1336m 

祖父)テオ ＮＬ14-1049775 Ｂ ゲロ・ダィク作翔 17 年ボルドーＩＮ904Ｋ25,328 羽中総合優勝 上記参照 

祖母)リッツ ＮＬ19-1658903 Ｂ ゲロ・ダィク作翔 22 年アジャンＮ928Ｋ6,019 羽中総合優勝  分速

1327m ヘット・フェルヘイチェ×ビューティフル・ブルー 

 

 

【114】“ゴールデン・ボーイ・643” ＮＬ22-8675643 ＢＣ ♂ ゲロ・ダィク作  ※ゴールデン・ペア直仔 

【115】“ゾーン・テオ・288” ＮＬ22-8450288は、（注）次参照 

【116】“ゴールデン・ガール・644” ＮＬ22-8675644 ＢＣ ♀ ゲロ・ダィク作  ※ゴールデン・ペア直仔 

父)トィン ＮＬ19-1607062 ＤＣ ケース・ファンデールプール作・Fファンフィアネン使翔 22 年ポー（※



悪天の為、放鳩地はボルドーに変更）Ｎ4,892 羽中総合優勝 分速1263m 

 祖父)ＮＬ18-5131378 ＢＣ Ｃ.ファンデールプール作 デスメイター＝レスチアンのド・ゴウデン・カ

ス(ポーＩＮ総合優勝カスの直仔)×クライン・ブラウチェ 

 祖母)ＮＬ18-5131362 ＢＣ Ｃ.ファンデールプール作  J.イェレマのゼウスと超銘鳩エヴィの孫でガイ

スイェ・28 の直仔×オリヴィア(14 年ポーＮ3,019 羽中総合優勝) 

母)リッツ ＮＬ19-1658903 Ｂ ゲロ・ダィク作翔 22 年アジャンＮ928Ｋ6,019 羽中総合優勝  分速1327m 

 祖父)ヘット・フェルヘイチェ ＮＬ14-1072306 Ｂ Ａ.フェルヘイ父子作翔 ヴィエルゾン 1,138 羽中4 位、 

シャトロー798 羽中21 位、同NPO5,907 羽中総合71 位 長距離エース鳩4 位 ブラード＝ヨード×フ 

ェルヘイ父子 

 祖母)ビューティフル・ブルー ＮＬ18-1781369 Ｂ ゲロ・ダィク作 ペーター・クランス×Ａ.ティンメルマン 

  アリー・ダイクストラのオキドキの近親 

 

 

【115】“ゾーン・テオ・288” ＮＬ22-8450288 ＢＣ ♂ ゲロ・ダィク作 異母兄弟／22 年アジャンＮ総合 2

位 

父)テオ ＮＬ14-1049775 Ｂ ゲロ・ダィク作翔 17 年ボルドーＩＮ904Ｋ25,328 羽中総合優勝 分速1169m 

祖父)オリンピック・サヴァイバーの孫 ＮＬ12-1623708 Ｂ キース・ボスア作 フェルケルク×ボスア 

 祖母)ボディ ＮＬ13-1650025 ＢＷ ゲロ・ダィク作 直仔／17-832 ブロアＮ15,515 羽中総合35 位、ミ 

スター・ブロア ブロア NPO4,810 羽中総合優勝 両親ニコ・イヴォ・ファンデフェーン作 純アリー・ 

ダィクストラ血統 

母)タルザンナ ＮＬ20-1440074 ＢＣ チーム・フォレブレヒト作 

祖父)ド・ニューエ・ターザン ＮＬ10-1615137 ＢＣ チーム・フォレブレヒト作翔 12 年バルセロナＮ1211 

Ｋ6,392 羽中総合308 位、13 年同Ｎ6,909 羽中総合99 位、14 年同Ｎ5,423 羽中総合130 位、15 年同Ｎ 

5,183 羽中総合599 位、16 年同Ｎ5,239 羽中総合21 位他で、14 年バルセロナ・マスターズ優勝、12～15 

年オランダ最優秀バルセロナ鳩第1 位 12～16 年オランダ最優秀バルセロナ鳩第1 位 

祖母)ＮＬ13-1172977 Ｂチーム・フォレブレヒト作 兄弟／ヴィットノイス・006 マルセイユＮ総合優勝 

 フォレブレヒト×ヴァイナンツ 

 

 

【117】“ドーター・キテル・959” Ｂ19-4213959 Ｂ ♀ ドリデール＝ファンデンブランデ作 

父)キテル Ｂ13-6139803 ＢＷ 両親共ファンデンバルク作翔 キェブラン 2,089 羽中優勝、同 1,792 羽中

優 

勝、同2,023羽中優勝、同2,443羽中3位で、KBDB短距離Ｎエース鳩1位  兄弟／ニュー・キテル 14年 

キエブラン 1,371 羽中優勝、同1,993 羽中3 位、同1,571 羽空8 位他上位 キェブラン 4,044 羽中9 位 グ 

レイペル KBDB 短距離Ｎエース鳩6 位、同Ｎチャンピオン 1 位  

祖父)グーデ・ローデ Ｂ08-6139996 Ｒ ファンデンバルク×レオ・ヘレマンス 直系／KBDBＮエース鳩 

1、1、1、2、4、6 位、KBDBＮチャンピオン 1、6、9、9、11 位 

祖母)オリンピック・ロシータ Ｂ12-625038 ＢＷ ファアンデンバルク作翔 ノワイヨン1,763羽中優勝、同 

1,248 羽中優勝、同555 羽中優勝他で、ニトラ・オリンピアード 1 位、Ｎエース鳩スーパー鳩1 位 

母)スーパー・インブレッド・996 Ｂ18-4237452 Ｂ グーデ・ローデの超近親 

祖父)コピー・キテル Ｂ14-6091994 ＢＷ ファンデンバルク作 兄弟／キテル他 上記参照 

祖母)サガンネ・プロヴィンシャル Ｂ12-6069563 Ｂ ファンデンバルク作 イヴォの孫×サガンナ 

 

 

 

 



【118】“レッド・グライペル・676” Ｂ20-4205676 Ｒ ♂ ドリデール＝ファンデンブランデ作 ※超近親 

父)グレイペル Ｂ13-6139849 ＲＷ 両親共ファンデンバルク作翔 ノワイヨン1,559羽中2位他KBDB短距 

離Ｎエース鳩6 位、同Ｎチャンピオン 1 位 兄弟／キテル キェブラン 2,089 羽中優勝、同1,792 羽中優勝、 

同2,023羽中優勝、同2,443羽中3位で、KBDB短距離Ｎエース鳩1位  ニュー・キテル 14年キエブラン 

1,371 羽中優勝、同1,993 羽中3 位、同1,571 羽空8 位他上位 キェブラン 4,044 羽中9 位 

祖父)グーデ・ローデ Ｂ08-6139996 Ｒ ファンデンバルク×レオ・ヘレマンス 直系／KBDBＮエース鳩 

1、1、1、2、4、6 位、KBDBＮチャンピオン 1、6、9、9、11 位 

祖母)オリンピック・ロシータ Ｂ12-625038 ＢＷ ファアンデンバルク作翔 ノワイヨン1,763羽中優勝、同 

1,248 羽中優勝、同555 羽中優勝他で、ニトラ・オリンピアード 1 位、Ｎエース鳩スーパー鳩1 位 

母)ドーター・グレイペル・389 Ｂ18-4237389 Ｒ Ｄ.ファンデンバルク作 

 祖父)グレイペル Ｂ13-6139849 ＲＷ 両親共ファンデンバルク作翔 KBDB短距離Ｎエース鳩6位、同Ｎ 

チャンピオン 1 位 兄弟／キテル他 

  祖母)ダイアモンド・キテル Ｂ15-4100514 ＢＷ 両親共ファンデンバルク作翔 兄弟／キテル、グレイ 

ペル他  

 

 

【119】“ブリザード・キテル・ゴールド”  Ｂ22-4215968 Ｇ ♂ ドリデール＝ファンデンブランデ作 異父兄

弟／1,228 羽中2 位、2,081 羽中11 位他 

父)ブリザード・キング・キテル Ｂ21-2011289 Ｇ 21年KBDBＮエース鳩1位 

 祖父)ブリザード・030 Ｂ19-2015030 ＢＣ 両親共ピエール・ベイル作 

祖母)グリズル・キット・マシン Ｂ19-6253359 Ｇ 両親共ファンデンバルク作 

母)ニュー・ゴールデン・キテル・19 Ｂ17-4231419 ＢＷ ファンデンバルク作 

祖父)キテル Ｂ13-6139803 ＢＷ 両親共ファンデンバルク作翔 自身キェブラン2,089羽中優勝、同1,792 

中優勝、同2,023羽中優勝、同2,443羽中3位で、KBDB短距離Ｎエース鳩1位 直仔／4,123羽中優勝、 

3,137羽中優勝、2,732羽中優勝他 子孫／＋18.000羽中優勝、＋17,000羽中優勝、＋16,000羽中優勝、 

＋14,000 羽中優勝、＋10,000 羽中優勝3 羽 15～19 年で優勝175 回、 

 祖母)ニュー・ゴールデン・レディ Ｂ11-6269997 ＢＷ 両親共ファンデンバルク作翔 キェブラン1,080羽 

中優勝、同1,612 羽中2 位 直仔／ノワイヨン 1,571 羽中優勝 ダブル・アス×ゴールデン・レディ・ヘ 

レマンス 

  

【120】“スィート・キテル” Ｂ22-4208435 ＢＷ ♀ ドリデール＝ファンデンブランデ作 全兄弟／キテル・

カプリ 881羽中4位、2,081羽中9位、3,829羽中12位他多数入賞 キテル・カプロ 1,178羽中9位 異母兄

弟／スピーディ・キット・529 22 年オランダＮエース鳩8 位を作出 スピーディ・キット 640 17,711 

羽中総合4 位、3,757 羽中2 位を作出 

父)ビューティ・キテル ＮＬ17-4231849 Ｂ ファンデンバルク作 同腹／種鳩して6,462羽中優勝、4,243羽 

中優勝、2,599 羽中優勝、2014 羽中優勝他を作出 

 祖父)キテル Ｂ13-6139803 ＢＷ 両親共ファンデンバルク作翔 自身キェブラン2,089羽中優勝、同1,792 

羽中優勝、同2,023 羽中優勝、同2,443 羽中3 位で、KBDB 短距離Ｎエース鳩1 位 

 祖母)スピーディ・ロシータ Ｂ16-6092374 ＢＷ 優勝１回、10位内15回入賞 ブラザー・ボルト(レオ・ 

ヘレマンス)×シスター・ロシータ 

母)カンポス・チョイス Ｂ18-4224535 ＢＣ レオ・ヘレマンス 兄弟／プロヴィンシャル・レジナ 250Ｋ7,432 

羽中優勝、同6,761羽中優勝、同3,243羽中優勝、253Ｋ3,521羽中優勝、311Ｋ6,801羽中3位、同3,357羽 

中3 位他 350Ｋ7,085 羽中8 位他  

祖父)カプリオ・レジ Ｂ13-6307918 Ｂ 両親共レオ・ヘレマンス作翔 レジ×パワーの娘 

 祖母)ユーロ・ロシータ Ｂ13-6305678 ＢＣ 両親共レオ・ヘレマンス作翔 ユーロの孫(優勝鳩)×ファ

ボリー・ペアの娘 



  

 

【121】“ドーター・ニケ” Ｂ22-6208830 Ｂ ♀ リック・ヘルマンス作 兄弟／22-675 ブールジュＮ23,847 羽

中総合14 位、アルジャントンＮ22,869 羽中総合612 位 

父)ブロア・ビューティ・フレンドシップ Ｂ20-6198601 Ｂ Ｒ.ヘルマンス作 兄弟／ビューティ・フレンドシッ

プ 21 年 KBDB 大中距離Ｎエース鳩 4 位のクライネ・ヤンの母 19-382 アルジャントンＮ23,258 羽中総

合77位、ブールジュＮ22,502羽中総合150位他で19年KBDB若鳩Ｎエース鳩第8位     

祖父)ビューティ・92 Ｂ16-6128792 ヘルマンス＝フクストラ作 兄弟／16-527 ブールジュ8,989羽中37 

位、同7,364羽中75位、アルジャントン7,332羽中188位他 異母兄弟／チャッキー 18年KBDB中 

距離Ｎエース鳩第4位、19年イソウドゥンＮ11,465羽中総合優勝、同19,713羽中最高分速他 

  ゲノープテ・レーウ×プリンセス・プロパー 

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

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

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

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

ンダィク 

母)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 

 

 

【122】“ブロア・アミカ” Ｂ22-6208668 Ｂ ♂ リック・ヘルマンス作 全姉妹／アミカ 18-506 ブールジ

ュＮ23,220 羽中総合16 位、シャトローＮ20,800 羽中総合52 位、イッソウドゥンＮ10,603 羽中総合67 位

他で、20 年KBDB 大中距離成鳩Ｎエース鳩第7 位 

父)ブロア・ブラウエ・アス Ｂ17-6129786 ダニー・ファンダィク作 兄弟／ブラウエ・アス 15-140 スー 

プ816 羽中優勝、メルン490 羽中優勝、ギエンＰ1,466 羽中6 位、シェブラン863 羽中4 位、ノワイヨ 

ン3,329 羽中11 位他で、アントワープ連盟若鳩エース鳩第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)ミネルヴァの妹 Ｂ11-6238573 Ｒ．ヘルマンス作 兄弟／ミネルヴァ グレグレグレグレ474474474474羽中優勝、同Ｎ羽中優勝、同Ｎ羽中優勝、同Ｎ羽中優勝、同Ｎ13,88513,88513,88513,885    

    羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合10101010位、アルジャントンＮ位、アルジャントンＮ位、アルジャントンＮ位、アルジャントンＮ22,42222,42222,42222,422羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合21212121位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ4,1234,1234,1234,123羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合36363636位位位位、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  



 

 

【123】“ドーター・プリンセス・プロパー” Ｂ22-6208794 Ｂ ♀ リック・ヘルマンス作 

父)ブロア・フレンドシップ Ｂ15-6202885 Ｒ.＆Ｊ.ヘリマンス作 兄弟／フレンドシップ 14年スープ2,127 

羽中5位、ノワイヨン3,205羽中32位、ツールＮ24,097羽中総合738位他２回入賞 15 年シャトローⅠ

１才鳩Ｎ535Ｋ25,617羽中総合優勝、同44,293羽中最高分速鳩 スープ1,987羽中優勝、同１才鳩6,134羽中

最高分速、ノワイヨン1,799羽中5位他数回入賞 

祖父)ゾーン・ハリー ＮＬ12-1783897 ヤン・ホーイマン作 兄弟／ブロアNPO4,413羽中総合6位 

  超銘鳩ハリー×ラスト・ワン    

祖母)Ｂ12-6327841 ディルク・ファンダィク作 オリンピック・ニールス×インテールト・ランボー  

母)プリンセス・プロパー B15-6063303 Ｒ.ヘルマンス作   

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

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

ヤールリング×ブラウ・コラフレスケ 直系/N エース鳩19 羽、N 総合優入賞多数 最高種鳩 

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

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

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

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

ィーン×バブルスの娘 

 

 

【124】“ゾーン・バルセロナ・ベン” Ｂ22-6208494 ＤＣ ♂ リック・ヘルマンス作 

父)バルセロナ・ベン Ｆ16-187003 ＤＣ 両親共ロベール・ベン作翔 18 年ナルボンヌＩＮ9,154 羽中総合762

位、サンバンサンＩＮ9,544 羽中総合209 位、19 年同ＩＮ10,623 羽中総合121 位、ナルボンヌＩＮ9,813 羽中総

合243 位、ポーＩＮ12,119 羽中総合929 位、21 年バルセロナＩＮ1043Ｋ16,595 羽中総合優勝 

祖父)Ｆ11-502541 ロベール・ベン作翔 長距離13 回入賞内バルセロナ 3 回、ペルピニャン 4 回 

  両親共ニコ・フォルケンス血統 

祖母)Ｆ12-198750 ロベール・ベン作 超銘鳩スーパー・ベン直仔×669(バルセロナ7回、ペルピニャン4

回)娘 

母)ＮＬ16-3647986 ヘルマンス＝フクストラ作 種鳩 直仔／サンバンサンＮ11,617 羽中総合29 位 同Ｎ 

5,290 羽中総合97、225 位他上位多数 孫／ボルドーＮ8,228 羽中総合36 位他 

 祖父)バルセロナ・515 ＮＬ12-1874515 フレンケン兄弟作翔 14年バルセロナＮ5,423羽中総合15位、同 

ＩＮ21,169 羽中総合16 位、15 年同Ｎ5,183 羽中総合58 位、同ＩＮ19,089 羽中総合128 位他で 14～15 年 

バルセロナ国際エース鳩第1 位 

 祖母)ＮＬ14-1147317 Ｃ.デハイデ作 ドン・ミッシェル×ニュー・ファボリー(Ｊ.ホーイマンス作 超銘 

鳩ハリー×テラ・バルカ) 

 

 

【125】“ファヴォリーチェ・アルトゥス” ＮＬ22-8307710 Ｂ ♀ Ｒ.Ａ.バッカー父子作 

父)アルトゥス ＮＬ17-1101069 Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 イソウドゥン NPO620K4,296 羽中総合優勝、

同Ｎ14,084 羽中総合優勝、シャトローNPO3,243 羽中総合9 位他 

 祖父)アルスロ ＮＬ13-1654999 バッカー＝コープマン共作 ヴァリタス×レディ・プロミス 

 祖父)811 ＮＬ13-1654811 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 ダヴィッズ・サン×デイ・ドリーム   

母)ＮＬ17-1101027 Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 ヴィエルゾンNPO2,362羽中2位、同10,138羽中総合10位、 

同 NPO2,671 羽中 4 位、同Ｎ26,141 羽中総合 58 位、シャトローNPO2,383 羽中 3 位、同Ｎ27,656 羽中総合

28 位他 



祖父)ＮＬ11-1526251 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 バッカー(イヴェッテ＝ブロアNPO2位の弟)×コープマン  

祖母)ＮＬ16-1358076 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 両親コープマン父子作 ボン・ソワール×パリドンの娘 

  

 

【126】“ハーフズス・アルトゥス” ＮＬ22-8307625  BＣ ♀ Ｒ.Ａ.バッカー父子作 異父兄弟／アルトゥ

ス イソウドゥンNPO620K4,296 羽中総 

合優勝、同Ｎ14,084 羽中総合優勝、シャトローNPO3,243 羽中総合9 位他 

父)ゲルソン ＮＬ09-1674546  Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／イヴェッテ ブロアNPO 総合2 位、シ 

ャトローNPO総合2位、、ブールジュNPO総合2位 087 シャトロー8,623羽中総合4位 459 Ｎ14,084 

羽中総合13 位 メアンドロ 多くのトップ・レーアーの父であり祖父 

祖父)マイゴム ＮＬ07-1207575 ＢＣ 直仔／10-666 ブロイルNPO10,037羽中総合13位、エルマー 

フェーンズ・ホープ(03年オリンピアード第1位)×ゲラーズ・ファボリー(マジック・マンの妹) 

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 

母)811 ＮＬ13-1654811 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 

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

  羽中総合優勝 ジルムール×ショウピース 

祖母)デイ・ドリーム ＮＬ07-5724626 ＢＣ アブリスNPO582Ｋ8,519 羽中総合優勝 シャンティー 

NPO12,742羽中総合70位他 直仔/ジェイソン 13年ニトラ・オリンピアード代表 カシアス×ミ 

ス・ムックフック ゴールデン・レディの超近親 

 

 

【127】“ドーター・ゲルミニ” ＮＬ22-8307676 ＢＣＷ ♀ Ｒ.Ａ.バッカー父子作  

父)ゲルミニ ＮＬ15-1522947 ＤＣ Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 ブロアNPO2,310 羽中総合優勝、同北部同 

盟5,967 羽中総合7 位 ブールジュNPOⅠ4,118 羽中総合6 位、ブールジュNPOⅡ4,814 羽中総合2 位、 

同北部同盟14,226 羽中総合3 位 直仔／8,605 羽中6 位、8,755 羽中8、25 位 兄弟／ゲネ NPO シン 

グル5 回入賞  

祖父)ＮＬ13-1040688 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 ヴァリタス(NPO ブロア北部同盟9,586 羽中総合優勝他 

 NPO シングル4 回入賞)の孫 

祖母)ＮＬ11-1526078 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 兄弟／ロード・バリナ ミーンドロ×コープマン 

母)ナドラ ＮＬ09-1674369 ＢＣＷ コープマン作 孫／ケイマン イソウドゥンNU6,604 羽中総合優勝  

祖父)デン・リンズ・ファボリー ＮＬ03-5343024 04040404年年年年アブリスアブリスアブリスアブリスNPONPONPONPO10.609 10.609 10.609 10.609 羽中総合優勝、羽中総合優勝、羽中総合優勝、羽中総合優勝、ソールダンソールダンソールダンソールダンNPONPONPONPO        

13,13,13,13,426 426 426 426 羽中総合８位、羽中総合８位、羽中総合８位、羽中総合８位、モルリンコート 2,228 羽中18位 クライネ・エンゲルス×Ｂ01-6041468 

祖母)ニュー・ホープ ＮＬ07-1207604 ＢＣ コープマン作 直仔／ベルト・ジュニア他 1,407羽中優 

勝、6,378羽中3位、9,746羽中5位、11,483羽中6位、7,749羽中6位、9,746羽中5位他 異父兄 

弟／超銘鳩クライネ・ディルク他 マディール×基礎鳩ゴールデン・レディ 

 

 

【128】“ゾーン・ジーン” ＮＬ22-8307722 ＢＣ ♂ Ｒ.Ａ.バッカー父子作 

父)ジーン ＮＬ15-1576743 Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 ヴィエルソンNU11,193 羽中総合3 位、同Ｎ26,141 

羽中総合36 位、ギエンNPO4,607 羽中総合3 位、シャトードゥンNPO1,974 羽中総合6 位、ブールジュ 

NPO2,923羽中総合6位、同NU5,967羽中総合40位他オリンピアード6位 兄弟／ゲルミニ ブロアNPO 

2,310 羽中総合優勝、同北部同盟5,967 羽中総合7 位 ブールジュNPOⅠ4,118 羽中総合6 位、ブールジ 

ュNPOⅡ4,814 羽中総合2 位 同北部同盟14,226 羽中総合3 位 直仔／8,605 羽中6 位、8,755 羽中8、 

25 位 

 祖父)ＮＬ13-1040688 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 ヴァリタス(NPO ブロア北部同盟9,586 羽中総合優勝他 

NPO シングル4 回入賞)の孫 



 祖母)ＮＬ11-1526078 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 兄弟／ロード・バリナ ミーンドロ×コープマン 

母)ＮＬ20-1339131 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 

祖父)ソン・ヴァリタス ＮＬ12-1410973 Ｓ Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 直仔／074 19 年ヴィエルゾン 

NPO2,671 羽中総合 2 位、8,065 羽中総合 2 位(S3)NU11,211 羽中総合 2 位、Ｎ26,141 羽中総合 22 位 

同／484 18 年シャトローNPO2,330 羽中総合 5 位、8,623 羽中総合 10 位(S3)NU12,313 羽中総合 11

位、Ｎ27,656 羽中総合32 位 ヴァリタス×フリート 

祖母)811 ＮＬ13-1654811 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／アルトゥス イソウドゥンNPO 

4,296 中総合優勝、Ｎ4,084 羽中総合優勝、シャトローNPO3,243 羽中総合9 位他  ダヴィッズ・サン 

×デイ・ドリーム(アブリスNPO582Ｋ8,519羽中総合優勝) 

 

 

【129】“ズス・ダヴィニア” Ｂ22-2098148 ＢＣ ♀ アルベルト・デルヴァ作 全兄弟／超銘鳩ダヴィニア 

ラ・スーテレーヌＮ9,469 羽中総合4 位、イソウドウンＮ10,603 羽中総合6 位、アルジャントンＮ5,158 羽

中総合7 位、モンリュソンＮ14,104羽中総合10位、シャトローＮ6,377羽中総合19位他2回、ブールジュ

Ｎ23,195羽中総合58位 22 年ルーマニア・オリンピアード・オールラウンド部門ベルギー代表第1 位（20

～21 年シーズン）20 年KBDB 大中距離成鳩N エース鳩第2 位 

父)ＮＬ15-3506966 クーン・ミンダーハウト作 母子近親直仔 

祖父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ    ピティヴィエ5,240 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌNPO 

3,077羽中総合優勝、シャトローNPO2,227羽中総合優勝、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)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作 ゲーローガーの母 

母)ＮＬ14-1209905 ヤン・ホーイマンス作 

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

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

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

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

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

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

ュNPO7,299羽中総合6位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ 

 祖母)Ｂ11-1522018 ヘルマン・パウ作 両親ディルク・ファンダィク作 カンニバールの近親 

 

 

【130】“ゾーン・ダヴィニア” Ｂ22-2098150 ＢＣ ♀ アルベルト・デルヴァ作 

父)Ｂ19-2039100 Ａ.デルヴァ作 

 祖父)ＮＬ13-1957867 ヴィレム・ドブルイン作 オリンピック・ハリケーン×ルイーズ 

 祖母)Ｂ12-6142240 ディルク・ファンダィク作 兄弟／オリンピック・ニールス ディカプリオの娘 

母)超銘鳩ダヴィニア Ｂ18-2093024 Ａ.デルヴァ作翔 ラ・スーテレーヌＮ9,469 羽中総合4 位、イソウ 

ドウンＮ10,603 羽中総合6 位、アルジャントンＮ5,158 羽中総合7 位、モンリュソンＮ14,104 羽中総合 

10 位、シャトローＮ6,377 羽中総合 19 位他 2 回、ブールジュＮ23,195 羽中総合 58 位 22 年ルーマニ

ア・オリンピアード・オールラウンド部門ベルギー代表第1 位（20～21 年シーズン）20 年KBDB 大中

距離成鳩N エース鳩第2 位 

 祖父)ＮＬ15-3506966 クーン・ミンダーハウト作 ゲーローガー×フランシスカ 

 祖母)ＮＬ14-1209905 ヤン・ホーイマンス作 超銘鳩ハリー×クライネ・ゲルトの孫 

 

 

【131】“ゾーン・イリナ” Ｂ22-2098146 ＢＣ ♂ アルベルト・デルヴァ作 



父)スーパー・ハリー ＮＬ19-1023191 J.ホーイマンス作 

 祖父)ブラザー・ニュー・ハリー ＮＬ11-1912507 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 他兄弟／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 

 祖母)ドーター・ニュー・ハリー ＮＬ17-1411294 ニュー・ハリー×ヨランテ 

母)イリナ Ｂ17-2065111 Ａ.デルヴァ作翔 アルジャントンＮ3,322 羽中総合優勝、他同ゾーン1,075 羽中 

優勝、ブロア2,953 羽中優勝、スワソン194 羽中優勝他 

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

1,535 羽中4位他上位入賞多数  パブロ×Ｂ12-2080086(ラ・スーテレーヌＮ19,155羽中総合68位) 

祖母)Ｂ11-3070106 純ガビー・ファンデンアベール 全姉妹／グローリア 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位他)×モナ 

 

 

【132】“ゾーン・イリッサ” Ｂ22-2098126 Ｂ ♂ アルベルト・デルヴァ作 

父)ゾーン・インヴィクトゥス Ｂ16-2300342 Ａ.デルヴァ作 

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

1,535 羽中4位他上位入賞多数  パブロ×Ｂ12-2080086(ラ・スーテレーヌＮ19,155羽中総合68位) 

祖母)プリシラ Ｂ12-2080130 Ａ.デルヴァ作翔 優勝9回、グレＮ15,007羽中総合4位、同Ｎ16,988羽中 

総合33位、アルジャントンＮ6,795羽中総合5位、同Ｎ22,463羽中総合16位 兄弟／プリモ 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 位他、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Ｎ11,001羽中総合49位、シャトローＮ16,479羽中総合75 

位、シャトローＩＰ8,854羽中総合87位他優勝多数 ペリナ アルジャントンＮ20,844羽中総合11位、 

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Ｎ8,619羽中総合13位他優勝多数でKBDBＮエース鳩第8位 ド・ゾーン ブロアＰ2,413羽中総合 

11位、アルジャントンＮ22,442羽中総合94位、ブロア2,572羽中12位、ブールジュＮ30,748羽中総 

合218位他8回優勝 ペトロヴァ 優勝上位入賞多数 ヴァレンチノ×ポーライン 

母)イリッサ Ｂ18-2093077 Ａ．デルヴァ作翔 アルジャントンＮ4,606羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌＮ 

 946羽中総合5位、ブールジュＮ23,191羽中総合83位、シャトローＮ12,855羽中総合85位、同Ｎ2,080 

 羽中総合188位 

 祖父)オメ・ヴィレム ＮＬ10-1688331 ヴィレム・ドブルイン作 ブラウエ・モーリス×ミネルヴァ 

 祖母)イリナ Ｂ17-2065111 Ａ.デルヴァ作翔 アルジャントンＮ3,322 羽中総合優勝、他同ゾーン1,075 

羽中優勝、ブロア2,953 羽中優勝、スワソン194 羽中優勝他 インヴィクトゥス×ガビー・ファンデ 

ンアベール 

 

 

【133】“ドーター・チャイナ・001” ＮＬ22-8483432 Ｂ ♀ リン共同鳩舎作 

父)オリンピック・チャイナ・001 ＮＬ19-1696001 Ｂ リン共同鳩舎作翔 ポントワーズ9,157 羽中総合

優勝、同2,001 羽中優勝、同15,351 羽中総合14 位、シャトロー1,633 羽中3 位、ペロンヌ2,218 羽中9

位、同2,271 羽中12 位、ポン・サン・マクサンス2,201 羽中12 位、同1,958 羽中15 位、ニールグニー

ス3,166 羽中13 位、ヴィエルゾン2,842 羽中総合13 位、レンニク2,805 羽中16 位、フォンテネイ5,725

羽中総合17 位他でWHZB 短中距離N エース鳩第1 位WHZBN エース鳩第1 位、20 年NPO 中距離N エ

ース鳩第1 位、21 年オリンピアード1 才鳩代表 

祖父)ド・L197  ＮＬ18-5171197 ＢＣ リン共同鳩舎作翔 フォンテネイ若鳩 480Ｋ12,440 羽中総合

11 位、同3,558 羽中2 位、ブロア1,0551 羽中優勝、ムラン2,581 羽中総合19 位、ポン・サン・マク

サンス2,601 羽中13 位、ハーゼルドンク1,069 羽中6 位他でWHZB 若鳩中距離エース鳩第2 位 イ



ンブレッド・タイガー×コープマン作 

祖母)オリンピック・ジャネケ ＮＬ17-1310250 Ｂ リン共同鳩舎作翔 キェブラン3,277 羽中優勝、ア 

ラース2,346 羽中優勝、ポン・サン・マクサンス1,190 羽中優勝、デュッフェル3,905 羽中3 位、ペ 

ロンヌ2,798 羽中3 位他で、19 年国際オリンピアード1 才鳩第1 位 ゴールデン・ドラゴン×オリン 

ピック・エラー・404  

母)ＮＬ21-1193702 Ｂ ドブルイン＝リン共同鳩舎共作 全姉妹／21-603 WHZB 若鳩Ｎエース鳩6 位他直 

系入賞多数＋Ｎエース鳩多数 

祖父)マーフィーズ・ロー ＮＬ17-1279282 Ｂ Ｗ.ドブルイン作 ポントワーズ9,705 羽中総合優勝、 

  同26,648 羽中最高分速 フォンテネイ11,526 羽中総合3 位他でFCI1 才鳩Ｎエース鳩第1 位、PIPA 

  短中距離Ｎエース鳩第1 位他 ヘルマン×ブラウエ・63 

祖母)オリンピック・ジャネケ ＮＬ17-1310250 Ｂ リン共同鳩舎作翔 キェブラン3,277 羽中優勝、ア 

ラース2,346 羽中優勝、ポン・サン・マクサンス1,190 羽中優勝、デュッフェル3,905 羽中3 位、ペ 

ロンヌ2,798 羽中3 位他で、19 年国際オリンピアード1 才鳩第1 位 ゴールデン・ドラゴン×オリン 

ピック・エラー・404  

 

 

【134】“ズス・166” ＮＬ22-8438477 Ｂ ♀ リン共同鳩舎作 兄弟／22-166 レース 6 回参加で、モルリン

コート5,329羽中優勝、ナントィル4,961羽中33位、デュッフェル2,139羽中29位、キェブラン8,312羽中180

位 

父)アンウォンテッド ＮＬ20－1522888 

 祖父)ＮＬ14-1059489 ＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 半兄弟／ルフェック 3,780 羽中優勝他上位多数 

  ブルドーザー×アイ・キャッチャー 

 祖母)ＮＬ11-1736817 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 直仔／デュッフェル 4,200 羽中優勝、モルリンコート 

2,254 羽中7 位、モルリンコート 1,026 羽中優勝 イカルス×クィーン・クラウディア 

母)シスター・チャイナ・001 ＮＬ20-1523410 Ｂ リン共同鳩舎作 兄／チャイナ・001 ポントワーズ9,157 

羽中総合優勝、同2,001 羽中優勝、同15,351 羽中総合14 位、シャトロー1,633 羽中3 位、ペロンヌ2,218 

羽中9 位、同2,271 羽中12 位、ポン・サン・マクサンス2,201 羽中12 位、同1,958 羽中15 位、ニール 

グニース3,166 羽中13 位、ヴィエルゾン2,842 羽中総合13 位、レンニク2,805 羽中16 位、フォンテネ 

イ5,725 羽中総合17 位他でWHZB 短中距離N エース鳩第1 位 

祖父)ド・L197 ＮＬ18-5171197 ＢＣ リン共同鳩舎作翔 フォンテネイ若鳩480Ｋ12,440 羽中総合11 

位、同3,558 羽中2 位、ブロア1,0551 羽中優勝、ムラン2,581 羽中総合19 位、ポン・サン・マクサ 

ンス2,601 羽中13 位、ハーゼルドンク1,069 羽中6 位他でWHZB 若鳩中距離エース鳩第2 位 イン 

ブレッド・タイガー×コープマン作 

祖母)オリンピック・ジャネケ ＮＬ17-1310250 Ｂ リン共同鳩舎作翔 キェブラン3,277 羽中優勝、ア 

ラース2,346 羽中優勝、ポン・サン・マクサンス1,190 羽中優勝、デュッフェル3,905 羽中3 位、ペ 

ロンヌ2,798 羽中3 位他で、19 年国際オリンピアード1 才鳩第1 位 ゴールデン・ドラゴン×オリン 

ピック・エラー・404  

 

 

【135】“ハーフズス・トリプル・スター” ＮＬ22-8483587 Ｂ ♀ リン共同鳩舎作  

父)インブレッド・ロレックス ＮＬ16-1817362 ＢＣ Ｐ.フェーンストラ作 直仔／キェブラン 1,269 羽中優 

勝、ヴィエルゾンⅡ10,052 羽中総合9 位、イソウドゥン 5,531 羽中総合21 位、ポン・サン・マクサンス 5,119 

羽中23 位他 

祖父)キング・ロレックス ＮＬ11-1160001 ＢＣ 両親共Ｐ.フェーンストラ作 ロレックス(09年Ｎエー 

ス鳩1位)×シャネル・No.5 

祖母)シスター・エスメー ＮＬ14-1373588 ＢＣ 両親共Ｐ.フェーンストラ作 兄弟／エスメー Ｎエー 



  ス鳩1 位、オリンピアード・オールラウンド セイコー×エンク  

母)インブレッド・ゴールデン・ドラゴン ＮＬ19-1695707 Ｂ リン共同鳩舎作 父娘交配近親  

祖父)ゴールデン・ドラゴン ＮＬ09-1214695 Ｂ Ｊ.オウワーケルク作翔 アルジャントン1,483 羽中 

優勝、ニヴェユ6,684羽中総合5位、オルレアン3,365羽中総合6位、ツール4,591羽中総合10位

他でWHZB 長距離Ｎエース鳩第 12 位 直仔／17-250 19 年ポーランド・オリンピアード1 才鳩国際

1 位 Ｋ.ボスア800(クライネ・フィーゴ直仔)×スーパー・484娘  

祖母)オリンピック・ジャネケ ＮＬ17-1310250 Ｂ リン共同鳩舎作翔 キェブラン3,277 羽中優勝、ア 

ラース2,346 羽中優勝、ポン・サン・マクサンス1,190 羽中優勝、デュッフェル3,905 羽中3 位、ペ 

ロンヌ2,798 羽中3 位他で、19 年国際オリンピアード1 才鳩第1 位 ゴールデン・ドラゴン×オリン 

ピック・エラー・404  

 

 

【136】“ゾーン・6000” ＮＬ22-8483510 Ｂ ♂ リン共同鳩舎作 

父)ＮＬ20-1496817 ＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 直仔／上位入賞多数  

 祖父)ガヴィン ＮＬ11-1741041 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作翔 13 年WHZB雄の部Ｎエース鳩第

18 位 孫／クセノン フォンド・シュピーゲル紙長距離N エース鳩第１位（アイアーカンプ）ヴァレ

ンチノ×ロナウズ・ラスト 

祖母)ハイライト  ＮＬ15-1706421 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ルフェックNPO740K3,780羽中

総合優勝、ゼリク4,075 羽中4 位他でＮエース鳩 デンプシー×アイ・キャッチャー 

母)ザ・6000 ＮＬ19-1696000 Ｂ リン共同鳩舎作  直仔／上位入賞多数  

祖父)ＮＬ18-5171266 ＢＣ リン共同鳩舎作翔 ゴールデン・ドラゴンの孫×オリンピック・ジャネケ 

祖母)ＮＬ18-5171219 ＬＢＣ リン共同鳩舎作翔 デュッフェル1,722羽中優勝他 09-233×コープマン 

 

 

【137】“ゾーン・スーパー・コッペル” Ｂ22-6139221 Ｂ ♂ エディー・ヤンセン作 基礎交配直仔 兄弟／

テルマ＆ルイーズ 同腹で、Ｎエース鳩第12位、21位、カラート、スヌーカー(スコーン・マダムケの父)、ニ

ュー・ルイーズ他優勝入賞多数 

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

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

13,965羽中総合123位    直仔／ダニー・ファンダィク鳩舎基礎鳩 スコーネ・ファン・ド・ヤールリ 

ング×ブラウ・コラフレスケ 直系／Ｎエース鳩19 羽、Ｎ総合優入賞多数 最高種鳩 

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

ダルコ×マルティーン(ドールダン1,004羽中優勝) 

母)スーパー・53 の娘 ＮＬ13-1632624 アテマ共同鳩舎作  

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

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

ド・オールラウンド部門代表第1 位 

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

 

 

【138】“ゾーン・ウノドエトレ”Ｂ22-6139202 Ｂ ♂ エディー・ヤンセン作 

父)ルーリクの同腹 Ｂ16-6076125 Ｂ Ｅ.ヤンセン作 ルーリクは、小中距離Ｎエース鳩20位他 兄弟／レ 

ムス 若でシェブラン1,179羽中優勝、同513羽中優勝、メルン851羽中3位他で若鳩小中距離Ｎチャンピ 

オン 2 位の原動力 1 才でメルン 3,974 羽中優勝(Ｐ7,769 羽中最高分速)他ウィットペン・ブロードノィス

(Ｎレース100位内4回)、ロミュルス他 

祖父)デン・ブロードノイス Ｂ14-6239033 Ｅ.ヤンセン作翔 スープ393羽中優勝他 基礎鳩アンナの 



直仔×ヴィッテ・レーウヴィン  

祖母)Ｂ15-6091396 ディルク・ファンダィク作 有名なグラディエーターの直仔×スーパーケ(Ｄ.フ 

ァンダィクのカンニバールの孫) 

母)ウノドエトレ Ｂ20-6100123 ＢＣ エディー・ヤンセン作翔 ブールジュＮ28,551 羽中総合9 位、ラ・ 

スーテレーヌＮ14,037 羽中総合18 位、シャトローＮ15,322 羽中総合19 位、アルジャントンＮ21,282 

羽中総合29 位、イソウドゥンＮ14,758 羽中総合185 位、ヴィエルゾン 11,952 羽中総合202 位他の成績 

で２Ｎレース最優秀若鳩 直仔／21-188 オーセーレＰ6,660 羽中総合11 位他 

祖父)ゾーン・リトル・クィーン Ｂ17-6147474 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 兄弟／ニーナ(18-242） 

優勝3回で、Ｎエース鳩10位内 ブラウエ・カンニバール・ジュニア×リトル・クィーン  

祖母)ラ・ママ Ｂ17-6148196 Ｂ Ｅ.ヤンセン作 直仔／入賞無数 プロパー・エミール×スーパー・ 

53の娘  

 

 

【139】“ゾーン・パワー・ボーイ” 22-6139197 Ｂ ♂ エディー・ヤンセン作 

父)パワー・ボーイ Ｂ17-6148085 ＢＣ Ｅ.ヤンセン作翔 若で 6 回上位10％内入賞内シャトローＮ18,499 

羽中総合 31 位他でクラブ若鳩エース鳩第 1 位 1 才で 12 回上位 10％内入賞内アルジャントンＮ8,818 羽

中総合 29 位他で 1 才鳩大中距離ＣＨシップ。成鳩でもブールジュＮ24,055 羽中総合 119 位 全姉／パワ

ー・ガール 若で 8 回入賞中ノワイヨン 489 羽中優勝、ブールジュＮ38,456 羽中総合80 位、1 才で14 回

入賞中ノワイヨン82 羽中優勝、アルジャントン224 羽中優勝、同Ｎ8,818 羽中総合24 位。シャトロー

Ｎ4,631 羽中総合23 位、成鳩でブールジュＮ24,055 羽中総合2 位、同全44,000 羽中第2 位 

祖父)アリババ Ｂ14-6239376 Ｅ.ヤンセン作 ウィットペン・アルベルト×ルナ(マルネ 2,458 羽中優

勝、同Ｐ15,000羽中最高分速優勝) 

祖母)モルジアーナ Ｂ13-6215692 ダニー・ファンダィク作 ニュー・ゾーン(ディルク・ファンダィク 

作 ディ・カプリオ×スーパーケ)×Ｄ.ファンダィク作デン・11の娘 

母)ラート・マダムケ Ｂ17-6258892    Ｅ.ヤンセン作 全兄弟／スコーン・マダムケ メルン 1,225 羽中優勝、 

 アルジャントン 3,322 羽中 6 位、ブールジュ 3,621 羽中 9 位他上位多数他で 19 年オリンピアード・ポ

ーランド大会第 2 位 ガイス 17-033 ブールジュ 347 羽中優勝、同Ｎ37,957 羽中総合 8 位、シャトロ

ーＮ18,499 羽中総合96 位他上位多数 18-030 メルン601 羽中優勝他兄弟多数上位入賞 

祖父)スヌーカー Ｂ15-6092147 エディー・ヤンセン作 プロパー・エミール×スーパー・53の娘 

祖母)ナンス Ｂ15-6059382 バルト＆ナンス・ファンネッケル作 ガストン・ジュニア×ヴィッティ 

 

 

【140】“ズス・ロッテ” 22-6139216 Ｂ ♀ エディー・ヤンセン作 兄弟／ロッテ 

父)ゾーン・カンニバール・ジュニア Ｂ20-6103098 ＢＣ ディルク・ファンダィク作  

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

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

2,687羽中最高分速、キェブラン1,361羽中優勝、ノワイヨン156羽中優勝、同251羽中優勝 シャト 

ロー2,478 羽中総合 21 位 カンニバール 8 重近親 兄弟の直仔／優入賞鳩多数 有名なカンニバール

の近親系 

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

3 位 エミール・ディレン(2,252羽中優勝鳩×ポル・ファンゴーレン)×ミレス・ファン・グーイ・ 

ドィビン  

母)ロッテの母 Ｂ18-6085172 Ｂ Ｅ.ヤンセン作 直仔／ブールジュＮ28,551 羽中総合4、9 位 兄弟／ 

 スヌーカー他優入賞多数 

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 



 

 

【141】“アイヴァンホー・フロールケ・720” Ｂ22-4069720 Ｂ目刺し ♀  デスメイター＝レスチアン作  

父)アイヴァンホー Ｂ18-4046035 Ｂ デスメイター＝レスチアン作翔 21 年バルセロナＮ6,913 羽中総合 

26位、ペルピニャンＮ総合49位 22年バルセロナＮ6,549羽中総合35位で、21～22年最優秀バルセロナ 

国際鳩1 位、21 年KBDB 超長距離N エース鳩第7 位 

祖父)メルダー・164 Ｂ12-4248164 Ｓ イヴァン・ヴォルテク・デライク作 

祖母)ヨースト・872 Ｂ13-4267872 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 クルヴェルス＝デヴィールトの 

ミストラル・キングの孫×ヨーストの娘 

母)フロールケ Ｂ16-4139838 Ｂ デスメイター＝レスチアン作翔 18 年バルセロナＩＮ15,707 羽中総合 2

位、同雌の部優勝 直仔／20 年アジャン優勝、ブリーブ優勝、2 位、ナルボンヌＮ総合26 位  

祖父)ソン・グラン・クリュ Ｂ09-4051348 ＤＣ デスメイター＝レスチアン作 直仔／サンバンサンＮ 

総合37位、ペルピニャンＮ総合98位 直仔／サンバンサンＮ総合37位、ペルピニャンＮ総合98位 

ソン・グラン・クリュ×シャネル  

祖母)ワンダー・レディ Ｂ14-4270934 Ｂ  デスメイター＝レスチアン作 基礎鳩ヨーストの超近親 

  ペルサップ×640・シスター・ヨースト 

 

 

【142】“ウィナー・ガール” Ｂ22-4202583 ＤＢ ♀ デスメイター＝レスチアン作 

父)タディ Ｂ18-4051930 Ｂ デスメイター＝レスチアン作翔 20 年ポーＮ2,797 羽中総合63 位、同ペル 

ピニャンＮ2,643 羽中総合98 位、21 年ポーＮ3,154 羽中総合188 位、サンバンサンＮ3,090 羽中総合優 

勝、同ＩＮ8,269 羽中総合11 位 

 祖父)オディオン・ジュニア Ｂ09-4337062 ＤＣ オディオン(07 年バルセロナＩＮ23,708 羽中総合10 

位、08 年同ＩＮ25,716 羽中総合58 位、09 年同ＩＮ27,669 羽中総合62 位で、バルセロナ3 年国際エ 

ース鳩第1 位)×ファースト・レディ(スストーンＩＮ総合優勝の祖母) 

 祖母)ジタル Ｂ16-4139696 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 ジタン×・グラン・クリュ―の娘 

母)カス・フロールケ・349 Ｂ18-4233349  ＢＣ 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)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 ソン・グラン・クリュ×ワンダー・レディ  

 

 

【143】“ビューティ・556” Ｂ22-4202556 ＢＣ ♂ デスメイター＝レスチアン作 

父)インヴィクトゥス・クアトロ Ｂ17-4017026 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 19 年ポーＮ2,767 羽中 

総合27 位、20 年同Ｎ2,797 羽中総合20 位、ペルピニャンＮ2,643 羽中総合15 位で KBDB 超長距離Ｎエー 

ス鳩第4 位 19～20 年ポーＮエース鳩3 位 21 年サンバンサンＮ3,090 羽中総合45 位 

 祖父)インヴィクトゥス Ｆ12-294562 ＢＣ ミッシェル・デュボア作翔 15 年ポーＩＮ9,052 羽中総合5 位、 

サンバンサンＩＮ10,737 羽中総合 15 位、ペルピニャンＩＮ15,954 羽中総合 21 位で、欧州超長距離エース

鳩第1 位 イグナス×イェレマ  

 祖母)クアトロ 4 Ｂ11-4274444 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 国際地中海杯 1 位、13～14 年バ

ルセロナ＋ペルピニャン国際最優秀鳩 1 位、同 13～15 年 1 位、13～15 年バルセロナ国際最優秀鳩 1

位 コロネル・ジュニア×コール・デハイデ  

母)アラントクサ・バルセロナＢ16-4139860 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 19 年バルセロナ N 総

合9 位、21 年バルセロナ N 総合19 位、18 年ペルピニャン N 総合64 位、20 年ポーIN 雌の部73 位 



 祖父)ジタン・スヴイネン Ｂ13-4200846 BCW デスメイター＝レスチアン作 ジタン（11年ＫＢＤＢ超

超距離Ｎエース鳩第1位ペギーの父）×マグダ（13年ＫＢＤＢ超長距離Ｎエース鳩第2位） 

祖母)ハーフシスター・クアトロ 4 Ｂ09-4307922 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 ＢＣ 半姉妹／

クアトロ―４ 国際地中海杯 1 位、13～14 年バルセロナ＋ペルピニャン国際最優秀鳩1 位、同13～

15年1位、13～15年バルセロナ国際最優秀鳩1位 コロネル・ジュニア×Ｃ．デハイデ作ドン・ミッ

シェルの孫 

 

 

【144】“レッド・ロブ” Ｂ22-4202681 Ｒ ♂ 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 08－977（サンバンサンＮ総 

合8位×タルベＮ総合3位）×06－860（バルセロナＮ総合88位×ハーゲンス兄弟のサリナの近親） 

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

母)ビューティ・930 Ｂ19-4023930 ＢＷ  デスメイター＝レスチアン作 姉妹／21 年KBDB 超長距離Ｎエ 

ース鳩1 位の母 

祖父)デン・ドラーイアー Ｂ08-4000195 ＢＷ デスメイター＝レスチアン作 直仔／17 年リブルヌＮ総合 

4 位、13 年ナルボンヌＩＮ総合29 位、16 年モントーバンＮ総合9 位、カオールＮ総合41 位 ジェフケ・ 

ファン・モルティール(00年カオールＮ総合優勝、シャトロー優勝)×ヨス・ヨーセン  

 祖母)ラヴァルの娘 Ｂ16-4254326 Ｂ デスメイター＝レスチアン作 ラヴァル×モンセレ(KBDB超長距 

離Ｎエース鳩3位)の母 

 

 

【145】“リモ・サン” Ｂ22-4085744 Ｂ ♂ Ｂ.スティーフェニンク作 異母兄弟／リモージュＮ17,356 羽中

総合20位、ブールジュＮ33,410羽中総合115位、イソウドゥンＮ14,785羽中総合124位他 異父兄弟／ヤン・

820 KBDB1 才鳩6Ｎレース第1 位  

父)リモ Ｂ18-4149964 Ｂ.スティーフェニンク作翔 20 年最優秀リモージュ鳩 リモージュＮ10,319 羽中総 

合2 位、同4,335 羽中3 位、ブロア 183 羽中優勝他 異父兄弟／アルジャントンＮ18,391 羽中総合2 位  

祖父)ラッキー・14 Ｂ12-4048014 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作翔 モンリュソンＮ11,056羽中総合36位、 

シャトローＮ18,603羽中総合63位、アルジャントン3,671羽中総合94位、ヴィエルゾン562羽中優勝、ド

ールダン 418 羽中優勝 シハウ・98×ジッターケ 

祖母)ナショナル・ブリーダー Ｂ14-6241226 Ｂ ブラウエ・ガストンの娘 

母)サン Ｂ13-4096962 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作翔 若で、アルジャントンＰ3,942 羽中総合3 位、シャ 

トローＰ2,728羽中総合7位、ブールジュＮ18,478羽中総合44位、ラ・スーテレーヌＰ3,343羽中総合優勝の 

成績で若鳩Ｎエース鳩第1 位他ラ・スーテレーヌ 1,993 羽中優勝 直仔孫／上位入賞多数 

祖父)Ｂ11-4007065 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作 ヌウ・98×エミン 

 祖母)シハウ・95 Ｂ09-4189995 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作 シポ×ドッベラーレ 

 

 

【146】“ハーフズス・ミス・マジック” Ｂ22-4085721 Ｂ ♀ ベニー・スティーフェニンク作 異母兄弟／マ

ジック・ガール 20 年オリンピアード 2 位、大中距離Ｐエース鳩1 位、スマート・レディ 15 年KBDB 大中距離Ｎ

エース鳩1 才5 位 

父)ソン・ミス・マジック Ｂ11-6049894 ＢＣ Ｂ.スティーフェニンク作 

 祖父)ヴィッテ Ｂ07-6229060 Ｗ 兄弟／ミス・アルジャントン エルフペンダー・レーウ(KBDBＮエース 

鳩8位)×ディアマンチェ(ヴィエルゾン優勝他) 

祖母)ミス・マジック Ｂ10-6143162 ＢＣ Ｂ.スティーフェニンク作翔 モンリッチＰ4,049羽中総合優勝、 



ノワイヨン 509 羽中優勝、ブロアＰ1,357 羽中2 位、同Ｐ2,144 羽中12 位、アルジャントンＮ19,782 羽中総 

合41 位、ヴィエルゾンＰ6,659 羽中総合79 位 ラピドⅠ×ブラウ・ディアマンチェ 

母)Ｂ20-4219274 ＤＢ Ｂ.スティーフェニンク作 シポの超近親   

 祖父)リモ Ｂ18-4149964 Ｂ.スティーフェニンク作翔 20 年最優秀リモージュ鳩 リモージュＮ10,319 羽 

中総合2 位、同4,335 羽中3 位、ブロア 183 羽中優勝他 異父兄弟／アルジャントンＮ18,391 羽中総合2 

位 ラッキー・14×ナショナル・ブリーダー 

 祖母)Ｂ17-4102970 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作翔 シポの近親 ブールジュ 277 羽中優勝、アルジャ 

ントンＮ21,915 羽中総合67 位、エタンプ 241 羽中2 位、シャトロー3,618 羽中47 位ラ・スーテレーヌＮ 

15,939 羽中総合178 位他  

 

 

【147】“ゾーン・ミス・マジック・ガール” Ｂ22-4087492 ＢＷ ♂ ベニー・スティーフェニンク作  ※シポの

近親 

父)シプグロ Ｂ16-4025998 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作 直仔／リモージュＮ9,756羽中総合156位、ブールジュ 

Ｎ8,424羽中総合193位、アルジャントンＮ23,258羽中総合235位で、KBDB長距離1才鳩Ｐエース鳩10位 

 祖父)Ｂ08-4351757 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作 兄弟／シハウ・98 Ｎエース鳩第3 位  

 祖母)Ｂ15-4013197 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作 フィザー(アジャンＮ5,507羽中総合優勝、同ＩＮ 

12,942羽中総合5位)×グローリア(リモージュＮゾーン5,738羽中優勝し、13年長距離Ｎエース鳩2 

位のファンデンアベール系) 

母)マジック・ガール Ｂ18-4149922 ＢＷ Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作翔 アルジャントンＮ14,787 羽中 

総合31 位、同Ｎ5,128 羽中総合49 位、同Ｎ16,762 羽中総合178 位、イソウドゥンＮ9,777 羽中総合59 位、 

同Ｎ10,603 羽中総合62 位他Ｎレース上位入賞多数で、22 年オリンピアード 2 位、20 年Ｐエース鳩1 位 

祖父)ソン・ミス・マジック Ｂ11-6049894 ＢＣ Ｂ.スティーフェニンク作 ミス・アルジャントンの弟× 

ミス・マジック(Ｎエース鳩5位) 

 祖母)Ｂ15-4167898 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作 兄弟／クラッシュ・99他 シハウ・98×クラック・56 

 

 

【148】“ドーター・ティング・917” Ｂ22-4037953 Ｂ ♀ ベニー・スティーフェニンク作 

父)Ｂ17-4103890 ＤＢＢ.スティーフェニンク作 直仔／エクアン 811 羽中優勝、トゥーリー372 羽中 4、5

位、同638羽中34位 

 祖父)ヌウ・98 Ｂ08-4216998 シポの直仔 孫／サン ブールジュＮ19,655 羽中総合36 位、同Ｐ3,492 羽中

4 位、同3,153 羽中4 位、ヴィエルゾン 1,743 羽中優勝他 

 祖母)Ｂ11-4007091 シポ×ナショナルの母 シポ最後の直娘 直仔／チュールＰ優勝 

母)ティング・917 Ｂ21-4074917 ＤＢ Ｂ.スティーフェニンク作翔 ブールジュＮゾーン 3,869 羽中優勝、 

同10,366羽中総合11位、同Ｎ24,496羽中総合46位、シャトローＮゾーン1,390羽中優勝、セルメーズ749 

羽中優勝他 

祖父)クラッシュ・99 Ｂ15-4167899 両親共Ｂ.スティーフェニンク作翔 シポの近親 直仔／ラ・スーテ 

レーヌ 4,907 羽中総合 8 位、グレ 8,375 羽中総合 9 位、ヴィエルゾン 11,574 羽中総合 10 位 シハウ・

98×クラック・56 

 祖母)インブレッド・サガン Ｂ14-6211143 ＢＣ サガン(ノワイヨン220Ｋ優勝3回内1,042羽中優勝、2 

位回他で、KBDB短距離Ｎエース鳩第1位)×サガンの妹 

 

 

【149】“ニュー・ハリーズ・ゴールド” ＮＬ22-8560430 Ｂ ♀ ヤン・ホーイマンス作 

父)ニュー・ハリー ＮＬ14-1219811 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作  PIPAランク若鳩Ｎエース鳩第1位 ニ 

ールグニース14,737羽中総合優勝、ポン・サン・マクサンス12,894羽中総合優勝、メルン1,046羽中優 



勝他 トロイ6,390羽中総合9位 兄弟／キェブラン11,337羽中総合優勝、同3,513羽中優勝、セザンヌ 

740羽中優勝他 直仔孫／優入賞鳩多数    

祖父)ビューティ・ハリー ＮＬ12-1784621 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 直仔／ニューハリー、マックス 

 超銘鳩ハリー×ビューティ・576 

 祖母)スターアイ ＮＬ10-1881869 Ｃ.ファンデヴェーテリング作 直仔／アッセ・ゼリンク1,897羽中優勝、 

  ニールグニース455羽中優勝    両親バース作 フローム150×リヒテ・スーパーチェ 

母)シスター・ニュー・プリンス ＮＬ18-3816184 ヴォウト・スピーリングス作 兄弟／ニュー・プリンス ラ・ 

スーテレーヌＮ11,691羽中総合優勝、イソウドゥンNPO7,183羽中総合3位 直仔／ブールジュＰ5,780羽中 

総合2位、イソウドゥン1,879羽中2位、チュール 2,003羽中7位、ラ・スーテレーヌＮ3,118羽中総合8位、 

シャトローＮ4,003羽中総合11位、ブールジュＮ7,610羽中総合34位、アルジャントンＮ20,467羽中総合90位 

直仔／22年大中距離Ｎエース鳩第2位 ブールジュＰ5,780羽中総合2位、イソウドンＮゾーン1,879羽中2位 

チュレＮゾーン 2,003 羽中7 位、ラ・スーテレーヌＮ3,118 羽中総合8 位、シャトローＮ4,003 羽中総合11 位、ブ

ールジュＮ7,610羽中総合34位、アルジャントンＮ20,467羽中総合90位 

 祖父)プリンス・フューチャー ＮＬ17-3728870 両親共ヴォウト・スピーリングス作 フォンテネイNPO9,425 

羽中総合優勝 兄弟／フォンテネイ NPO9,425 羽中総合3 位 プリンス・ジュニア×アレクシア・フュ 

ーチャー 

 祖母)マザー・ニュー・プリンス ＮＬ14-3402951  両親共ヴォウト・スピーリングス作 センス 599 羽中優 

勝、メルン 1,727 羽中2 位他 ペーター・スペシャル×ロイヤル・アポル ダヴィンチ、ミスター・ブ

ルー（P.フェーンストラ）、アラジン（コープマン）血統他 

 

 

【150】“ファースト・ブラーヴェ・アレックス” ＮＬ22-8560738 ＢＣＷ ♂ ヤン・ホーイマンス作 ※ブラーヴ

ェ・アレックスの初仔 

父)ブラーヴェ・アレックス ＮＬ21-1301144  Ｊ.ホーイマンス作  チーム・ホーイマンス・ベルギー使翔 

 ラ・スーテレーヌ 1 才鳩Ｎ615Ｋ6,761 羽中総合優勝、グレＮ610Ｋ12,208 羽中総合 5 位、全 20,583 羽

中第8 位 

祖父)ブルー・ブラーヴェ ＮＬ13-1383352 Ｃ.ファンデヴェーテリング作翔 キェブラン 2,046 羽中優 

勝、サンカンタン 948 羽中優勝、セザンヌ 368 羽中優勝、ポン・サン・マクサンス 430 羽中優勝 ※レオ・

ヘレマンス、ヤン・オウワーケルク、フーベン他血統 

祖母)ドーター・アレクシア ＮＬ12-1783985 ドルチェ・ビューティ（P.フェーンストラ）×アレクシア（超

銘鳩ハリーの全姉妹） 

母)ブレンダ ＮＬ19-1022194 Ｊ.ホーイマンス作 チーム・ホーイマンス・ベルギー使翔 アルジャント 

ンＮ１才鳩26,085 羽中総合優勝、同42,847 羽中最高分速、アルジャントンＮゾーン4,796 羽中14 位 

祖父)ド・400 ＮＬ13-3343400 Ｈ.ケネス作翔 セザンヌ6,572羽中総合優勝、同2,397羽中2位、ギエン 

510羽中優勝、センス2,290羽中2位他でNPO中距離Ｎエース鳩第1位 トゥイーチェ×スーパー・ 

110の娘 両親ハリー・ ケネス  スーパー・599直仔×スーパー・110娘 

祖母)ドーター・ハリー ＮＬ14-1208806 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 超銘鳩ハリー×ビューティ・ダヴィ 

ンチ 

 

 

【151】“ゴールド・ボスウォッチャー”ＮＬ22-8560727 Ｂ ♀ ヤン・ホーイマンス作 

父)デン・ボスウォッチャー ＮＬ17-1410366 Ｂ.ファンデンベルヘ作翔 ポーＩＮ13,176 羽中総合2 位、 

 アジャンＩＮ11,572 羽中総合6 位、ペルピニャンＮ3,915 羽中総合16 位、イソウドゥンＰ総合5位 

 祖父)ブラザー・ハリー ＮＬ13-1394358 ＢＣ 兄弟／超銘鳩ハリー他 別記参照 

 祖母)ドリーム・ペアの娘 ＮＬ13-1390395 シネレン夫人母子作 クライネ・フィーゴの孫（Ｋ.ボスア）

×コープマン  

母)ＮＬ19-1023699 Ｂ ヤン・ホーイマンス作 直仔／セルメーズ 1,242 羽中 2 位 兄弟の直仔／イソウド



ゥンＮ15,631羽中総合優勝、アッセ3,577羽中優勝 兄弟／アッセＰ8,257羽中総合優勝、レシネス4,097羽

中優勝、同3,385 羽中優勝、デュッフェル 3,198 羽中優勝、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 位他 

祖父)ハリー・ジュニア ＮＬ16-1663140  Ｂ Ｊ.ホーイマンス作 直仔／レシネス2,421 羽中優勝、スタ 

ッフォード1.191 羽中優勝、アルジャントンＮ42,847 羽中総合2 位、エトロイングト18,760 羽中2 

位 超銘鳩ハリー×スターアイ  

 祖母)ＮＬ15-1850817 直仔／アッセ 2,091 羽中 2 位、メルン NPO7,140 羽中総合 7 位、ニールグニースＰ

6,938 羽中総合4 位他無数 ブルー・ブラーヴェ×リトル・ブラーヴェ 

 

 

【152】“ゴールド・ヴィクター・ハリー” ＮＬ22-8560228 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマンス作 

父)ヴィクター・ハリー・274 ＮＬ20-1608274 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作翔 シャトローＮ8,075 羽中総合 

 優勝、アッセ10,863 羽中総合5 位他  

 祖父)ダーク・ヴィクター・ハリー ＮＬ16-1663251 チーム・ホーイマンス作翔 ポン203羽中優勝他 

  クラブ中距離エース鳩1位 ビューティ・ハリーの全姉妹の仔 

 祖母)ブルー・ブラーヴェ・ドリーム・アイ ＮＬ17-1411146 Ｂ ブルー・ブラーヴェ×ドリーム・アイ（ビ

ューティ・ハリーの直仔） 

母)ニュー・ハリー＆エスメー ＮＬ17-1410115 Ｂ Ｊ.ホーイマンス作 

 祖父)ニュー・ハリー ＮＬ14-1219811 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作  PIPAランク若鳩Ｎエース鳩第1 

位 ニールグニース14,737羽中総合優勝、ポン・サン・マクサンス12,894羽中総合優勝、メルン1,046 

羽中優勝他 トロイ6,390羽中総合9位 兄弟／キェブラン11,337羽中総合優勝、同3,513羽中優勝、 

セザンヌ740羽中優勝他    ビューティ・ハリー×ステレイエ    

祖母)エスメー ＮＬ12-1005204 スーパー・レーサー兼種鳩 WHZB とTBOTB で、Ｎエース鳩第1 位、

NPO 長距離Ｎエース鳩第2 位、15 年ブダペスト・オリンピアード代表 カロンスNPO 総合優勝 Ｐ.

フェーンストラ×ドクター・シュヴィルデ(ド) のレファーマン／ヤンセン 

 


