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【1】ディ・カプリオの娘Ｂ11-6240583 Ｂ ♀
※11 年度ゴウデン・ダィフ賞ベルギー第１位のディルク・ファンダィク作
父)ディ・カプリオＢ05-6045015 ＢＣ ヘレマンス＝コイスタース作翔 キェブラン 1,922 羽中優勝、同
1,580 羽中優勝、同 1,278 羽中優勝
祖父)ゾーン・オリンピアードＢ03-6192777 オリンピアード(02 年オリンピアード代表ＫＢＤＢ短距離Ｎ
エース鳩第１位)×ブラウ・カンピオーンチェ
祖母)Ｂ00-6141499 全兄弟／00-404 優勝７回 99-142 優勝４回 99-202 優勝３回 デン・オイ
ロの祖父×ド・700・ドィビン
母)ブラウ・ドホテル・カンニバールＢ04-6095801 ディルク・ファンダィク作
祖父)超銘鳩カンニバールＢ95-6246005 ファンダィク作翔 96 年ＫＢＤＢ中距離Ｎエース鳩第１位 優勝
４回 基礎鳩ランボー×ヘット・ラーチェ
祖母)Ｂ01-6380175Ｂ マリアンーロイベルフ×基礎鳩ランボーの兄弟の娘

【2】ゾーン・ブルー・ダイアモンドＮＬ11-1205352 Ｂ ♂ 11 年９月 3 日生
※11 年度ゴウデン・ダィフ賞オランダ第１位のヤン・キーン作
父)ブルー・ダイアモンドＮＬ09-5917245 Ｂ J.キーン作翔 FNN 当日長距離ＣＨ鳩第 8 位、第７地方部エース
鳩第 4 位、同オールウラウンド部門第 4 位
祖父)ジュリーズ・ボーイＮＬ01-4743656 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 ベアトリックス・ドーファー
の近親孫
祖母)ゲリーズ・ドホテル Ｂ08-6210546 ＢＣ Ｆ．マリアン作 Ｆ．マリアン×ゲリー(コープマン父子
作 超銘鳩クライネ・ディルクの妹)
母)ＮＬ10-5012672ＢＣ Ｊ．キーン作
祖父)バス ＮＬ01-5167464 ＤＣ Ｊ．キーン作 孫／当日長距離レース NPO 総合 100 位内５回入賞、
フォンド・シュピーゲル紙当日長距離過去 3 年エース鳩第 1、2 位 Ａ．ストライク×ギュンター・プラン
ゲ
祖母)ヘット・ラーチェＮＬ07-1227071 ＢＣ ファンダィクのカンニバールの筋×ファンルーン

【3】ＤＶ02098-11-102 Ｂ ♀
※11 年度ゴウデン・ダィフ賞ドイツ第１位にして５回目の受賞となるギュンター・プランゲ作
父)ＤＶ02098-06-321Ｇ．プランゲ作 種鳩 有名なリングローゼの異母弟
祖父)ＮＬ94-2227959Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／リングローゼ ベアトリックス・ドーファー×
サルタナ
祖母)Ｂ99-6552493 ファンルーン作 Ｂ93-649119(ファンルーン基礎鳩の孫)×Ｂ94-6434055(ファン
ルーン基礎雌鳩の娘)
母)ＤＶ02098-99-1000Ｇ．プランゲ作 多くのエース鳩の母
祖父)有名なリングローゼ(無環) ドイツ史上最高種鳩の１羽 上記 959×デルバール
祖母)ＮＬ94-2783577 コープマン父子作 オンズ・ルィーズ×ＮＬ88-4024671

【4】ＮＬ11-1213231 ＢＣＷ ♂
※11 年度ゴウデン・ダィフ賞国際長距離部門第１位のアルヤン・ビーンズ作

父)ザ・ビッグ・610ＮＬ04-1418610 ＢＷＡ．ビーンズ作翔 06 年ブリーブ NPO6,536 羽中総合 185 位、
ペリギューNPO6,303 羽中総合 490 位 07 年ペリギューNPO6,843 羽中総合 207 位、サンバンサンＮ
5,825 羽中総合 272 位 08 年ベルジェラックＮ14,372 羽中総合 60 位、サンバンサンＮ5,682 羽中総合 81
位、モントーバンＮ5,239 羽中総合 391 位 10 年ボルドー8,500 羽中総合 490 位他
祖父)ド・082ＮＬ02-2289082 ＤＣ Ａ．ビーンズ作翔 モン・デ・マルサンＮ4,537 羽中総合レッド・
サンダー×リンボ・ボーイの娘 両親リンブルグ兄弟作
祖母)デン・681ＮＬ03-1762681 ＢＣＷ 両親共Ａ．ビーンズ作
母)ド・スーパー・879ＮＬ05-1965879 ＢＣＷＡ．ビーンズ作翔 06 年ペリギューNPO6,303 羽中総合 137
位 07 年ベルジェラックＮ15,194 羽中総合 9 位、ブリーブ NPO6,857 羽中総合 140 位 08 年ボルドーＮ
5,575 羽中総合 31 位、
09 年サンバンサンＮ6,765 羽中総合 240 位、
10 年同Ｎ5,698 羽中総合 171 位 11
年カオールＮＵ12,712 羽中総合 408 位他
祖父)サミーＮＬ03-2289443 ＤＣＷ 両親共サム・デヨング作
祖母)ハルミナＮＬ03-1762061 ＤＣＷ Ｈ．ベルグマン作 直仔／ジャニン ブリーブ NPO7,408 羽中総
合 2 位、ペリギューNPO7,581 羽中総合 5 位、ベルジェラックＮ15,490 羽中総合 3 位 ニコ・フォルケン
ス×サム・デヨング

アルヤン・ビーンズ鳩舎供出鳩の父 “（ビッグ）・610”

アルヤン・ビーンズ鳩舎供出鳩の母“ド・スーパー・879”

【5】Ｂ11-2060721 Ｂ ♀ ※今年度長距離スーパー・スター次点 ジョニー＆イヴ・ヨンケルス作 全姉／
10-083 ラ・シャルテＩＰ3,362 羽中優勝、同Ｎ21,180 羽中総合 5 位、アルジャントンＩＰ若鳩 2,611 羽中 36
位、ナントィル 1,233 羽中 30 位、アルジャントンＮ19,782 羽中総合 140 位、ネフェルス 1,557 羽中 8 位、
ブールジュ 5,141 羽中 110 位他
父)ブラウエ・ヴィッテンブィクＢ07-3008335 Ｇ．ファンデンアベール作 孫／ファド 11-791 メシ 11-800
ラ・スーテレーヌＮ16,665羽中総合8、28位、グレＮ14,362羽中総合57位他で大中距離Ｎエース鳩第6位、
１才鳩Ｎチャンピオン第 3 位
祖父)クライネ・ヴィッテンブィク Ｂ01-3031065 種鳩 Ｇ．ファンデンアベール作 ヴィンテンブィク×ヘ
ット・プロヴィンシャールケ
祖母)ラウラＢ01-3031244 種鳩 Ｇ．ファンデンアベール作 異母兄弟／ブリクセン コロネル×ボン
ト・フロールケ
母)ザベルケ・202 Ｂ07-2249202 ヨンケルス作
祖父)ザベルケ Ｂ99-2093946 ヨンケルス作 スーパー種鳩 ブールジュＮ21,593 羽中総合46 位 ショ
ーネ・フォールィト(ブールジュＮ22,808 羽中総合優勝、２位の祖父)×アニー・カデッチェ(ゴメール・
フェルブリュッヘン作)
祖母)ビィーティＢ02-6121677 Ｊ.＆Ｊ.エンゲルス作 直仔／プレザンテ KBDBＰエース鳩第 5 位 孫
／クリフ ブールジュ・ゾーン 5,231 羽中優勝 マリーケの父×マリーケの母の妹

【6】ＮＬ11-1742275 ＢＣ ♂ ※ゴウデン・ダィフ賞オランダ過去３回、今年度次点のヴィレム・ドブルイン作
父)オリンピック・ハリケーンＮＬ10-1688185 ＢＣ Ｗ．ドブルイン作翔 ポメロイル 2,753 羽中優勝、アブリ
ス 2,132 羽中優勝、同 7,826 羽中総合 2 位他 TBOTB 若鳩Ｎエース鳩第 3 位、オリンピアード・ポーランド大
会第 3 位
祖父)ストームＮＬ06-1071836 ＢＷ．ドブルイン作翔 07 年 TBOTB１才鳩Ｎエース鳩第 5 位、同短中
距離エース鳩第10 位 直仔／09-170 ペロンヌ22,790 羽中総合13 位他 ドブルイン×ヘレマンス＝
コイスタース作
祖母)フェアリー・テールＮＬ06-1071928 ＢＷ Ｗ．ドブルイン作翔 ポメロイル 693 羽中優勝、 アブ
リスＰ2,764 羽中総合優勝 両親共ヘレマンス＝コイスタース作
母)オリンピック・シュヌルケＮＬ08-1543385 ＢＣ Ｗ．
ドブルイン作翔 NPO 当日長距離Ｎエース鳩、TBOTB
当日長距離Ｎエース鳩、WHZB 同Ｎエース鳩第５位、10 年ヨーロッパ杯第 4 位で同オランダ・エース鳩第 1 位、
オリンピアード・ポーランド世界第 3 位 オルレアン 6,951 羽中総合 3 位、
オルレアン 10,375 羽中総合 8 位、ツール 9,061 羽中総合 8 位、サンカンタン 8,851 羽中総合 17 位他
全兄弟／サスキア、ジェローン、ジャネケ、ヨープ他優勝鳩エース鳩多数
祖父)クライネ・ブラウケＢ05-6045556 Ｂ ヘレマンス＝コイスタース作 ブロア・ロッシー×ヴォンダ
ー・アスケの半妹
祖母)ガニエダＮＬ04-2056276 ＢＣドブルイン(オリンピック・ゼウスの祖父)×モンタルジー・ドィビ
ン(フリーリング兄弟)

【7】ゾーン・ダニークＮＬ11-1721162 ＢＣ ♂ ※11 年カオールＮ10,381 羽中総合優勝、14、74、89、90 位
ペルピニャンＮ5,607 羽中総合 5、65、84、94 位 バルセロナＮ7,046 羽中総合 9、97 位、サンバンサンＮ5,458
羽中総合 13、57、89 位 ボルドーＮ4,504 羽中総合 28、38、53 位 ナルボンヌＮ3,968 羽中総合 29、74、75、77
位のバーテンブルグ＝ファンデメルヴェ作
異母兄弟／ペルピニャン 1002ＫＮ5,607 羽中総合 5 位、同ＩＮ15,107 羽中総合 6 位 シャトローＮ595Ｋ18,459

羽中総合 16 位
父)ゾーン・ユーロ・ダイアモンドＤＶ06720-07-959 ハンス＝ペーター・ブローカンプ作
祖父)ユーロ・ダイアモンド ＤＶ06720-02-537 ＢＣＨ.=Ｐ.ブローカンプ作翔 カルカゾンヌＮ2,717 羽中
総合優勝、同ＩＮ10,446 羽中総合 2 位、ペルピニャンＩＮ14,900 羽中総合 5 位 ベルジェラックＮ総合 4 位
他 オリンピアード１位 両親ジョルジュ・カルトィス作
祖母)ＤＶ06720-02-381 アームストロング(ペルピニャンＩＮ17,584 羽中総合優勝)×アンジェロの妹
(ペルピニャンＮ総合優勝の祖母)
母)ダニークＮＬ07-1765741 ＢＣＷ バーテンブルグ＝ファンデメルヴェ作翔 10 年ペルピニャンＮ
5,409 羽中総合 12 位、同ＩＮ15,756 羽中総合 58 位(1002Ｋ超当日唯１羽帰還) 異母兄弟／ジン・パオ
ボルドーＮ850Ｋ13,574 羽中総合 2 位、全 41,801 羽中分速第 3 位
祖父)ゾーン・ケルストマンＮＬ04-0436856 ＢＣＷケルストマン(サンバンサンＮ16,515 羽中総合優勝)×
ヘット・モーイケ(ケルストマンの半妹)
祖母)ＮＬ02-1764832ＤＣ ブロア・05×ミス・ベルジェラック(サンバンサンＮ7,999 羽中総合 13 位他)

バーテンブルグ＝ファンデメルヴェ供出鳩の父“ゾーン・ユーロ・ダイアモンド”

バーテンブルグ＝ファンデメルヴェ供出鳩の母“ダニーク”

【8】Ｂ10-6345982 Ｇ ♂※11 年KBDB 短距離若鳩Ｎチャンピン第1 位、同Ｎエース鳩第１位にしてスーパー・
スター賞短距離第１位のスティッカース＝ドンケルス作
父)Ｂ08-6026493Ｇ 08年遅生れ レースせず 異父兄弟／11-279 若鳩Ｎエース鳩第11位 10-013 上
位 10％内 31 回入賞他 異母兄弟／ホット・レディ優勝４回上位 10％内 38 回入賞、フォルセラール・
エース鳩第１位他
祖父)グーイエ・ズワルテＢ03-6341826 ＢＬＫＣ 03 年最優秀若鳩 優勝１回 上位入賞 16 回
ドンケレ・プルダーボス×ホッペル・プルダーボス
祖母)ヴィットリング同腹Ｂ03-6341887 Ｂ 素晴らしいレーサー兼種鳩 優勝５回 上位 31 回
基礎交配の娘
母)Ｂ08-6027857Ｂ 515 羽中 9 位、313 羽中 9 位他上位 12 回入賞 異父兄弟／ワンダー・ボーイ 11
年短距離Ｎエース鳩第１位 オンズ・アスケ 10 年短距離Ｎエース鳩第６位、ポーランド・オリンピア
ード第３位他
祖父)Ｂ03-6192642Ｇ ヘレマンス＝コイスタース作 孫／ワンダー・ボーイ、オンズ・アスケ他
00-6141512×01-6094237(2,687 羽中優勝他 デン・オイロの半妹)
祖母)フィール・フェルフォールトＢ02-6088194 Ｓ ジェフ・フェルフォールト作 最高種鳩
直仔／ワンダー・ボーイ、オンズ・アスケ他

【９】Ｂ11-9065371 ♀ ※今年度スーパー・スター賞中距離第１位のカザール＝セネシャル作
異母兄弟／ヴィエルゾンＩＰ6,659 羽中総合 6 位、シャトローＮ20,517 羽中総合 108 位、リモージュＮ
10,448 羽中総合 86 位他上位多数
父)ソウルＢ06-9130877 ＢＣカザール＝セネシャル作 素晴らしい種鳩 兄弟／スリム シャトローＳＮ
7,495 羽中総合優勝、同 19,021 羽中最高分速
祖父)基礎鳩スタンＢ04-9134039 ＢＣ スーパー種鳩 スペンサー(Ｅ．リンブール作)×グラディス
祖母)シンビＢ02-9064070 ＢＣ セバン(ブールジュ CFW10,585 羽中総合優勝で、上記スペンサー

の直仔)×Ｅ．リンブール
母)カチャ Ｂ09-9079448 ＢＣ カザール＝セネシャル作 スーヤックＮ総合優勝のナスダック近親孫
※ナスダックの孫／アルジャントンＮ7,390 羽中総合優勝(パオラ)、ブロアＩＰ2,974 羽中総合優勝、ブリーブＮ
7,446 羽中総合優勝(マルセル) 同曾孫／シャトローＮ20,139 羽中総合優勝(11 年)、ダウ・ジョーンズ(シャ
トローＳＮ11,526 羽中総合優勝、ヴィエルゾンＳＮ7,839 羽中総合 3 位)、セクシー・ボーイ(ブールジュＮ
22,499 羽中総合 4 位、アルジャントンＮ10,571 羽中総合 26 位)他曾々孫でも総合優勝あり。
祖父)カリックスＢ06-9123205 Ｂ カザール＝セネシャル作 直仔／カンディス トゥレＰ2,579 羽中総合
優勝、同Ｎ7,467 羽中総合 15 位、イソウドゥン 5,848 羽中総合 39 位 ナスダック×アイアンⅡの娘
祖母)基礎鳩シャネル Ｂ02-9071615 ＢＣナスダック×ブルー・ビューティ(シャトローＳＮ15,507 羽中
総合優勝の妹でディオールの母)

【10】12 年生若鳩 キース・ボスア作※新スーパー・ペア直仔 全兄弟／10-7936 ナイフェル 1,703 羽中優
勝、同 17,183 羽中最高分速 10-7937 クライル 591 羽中優勝、ナイフェル 1,032 羽中優勝 11-7258 ポ
メロイル 3,635 羽中優勝、同 32,229 羽中最高分速 11-7259 ペロンヌ 13,438 羽中優勝、同 32,360 羽中
最高分速 09-5400 メーネン 511 羽中優勝、オルレアン 127 羽中優勝、同 NPO5,503 羽中総合 3 位
父)レオンＮＬ08-1549024 ＢＣ Ｋ．ボスア作
祖父)ブラウエ・レオＢ05-6233900 レオ・ヘレマンス作 デン・オイロ(西ヨーロッパ・エース鳩第１位、
2,687 羽中優勝、2,516 羽中優勝他)×ド・521(2,258 羽中優勝他アヴェ・レジナＮエース鳩第 3 位) 直
仔／ユーロ・ガール（リック・ヘルマンス使翔）
祖母)シャトロー・ダィフイェＮＬ96-5665986 Ｋ．ボスア作翔 シャトロー9,337 羽中総合優勝、デュッフェル
1,473 羽中優勝 ポーキー(ロワイエ 9,182 羽中総合優勝、ストロームベーク 5,330 羽中総合優勝)×ミ
ス・マルベラ(センス 24,033 羽中総合優勝)
母)ノネチェＮＬ08-1549173 ＢＷＫ．ボスア作
祖父)タイム・アウトＮＬ04-2062002 両親共Ｋ．ボスア作翔 NPO 若鳩Ｎエース鳩第 1 位ベルス×トスカ
祖母)ケルク・ダィフイェＮＬ03-5301440 Ｋ．ボスア作翔 ル・マン 99,104 羽中総合優勝 13 万羽中最高
分速 同腹／カンニバール クライネ・フィーゴ×ウィットコップイェ

【11】Ｂ11-6061320 ＢＷ ♀ ファンデルザッカー＝イェプセン作
父)スピーディ・ゴンザレスＢ08-6092226 ファンエルザッカー＝イェプセン作翔 エタンプ 2,843 羽中優勝、
同Ｐ15,061 羽中最高分速 ノワイヨン 218 羽中優勝、ドールダン 951 羽中優勝他上位多数
09 年ＫＢＤＢ小中距離Ｎエース鳩第 2 位、11 年オリンピアード代表
祖父)ファントムＢ06-3201619 リック・クールス作 純Ｇ．ファンデンアベール ロード・ヴィッテンブ
ィク２×エルス
祖母)オレンカＢ05-6307202 ファンエルザッカー＝イェプセン作翔 メルン 588 羽中優勝、アルジャン
トン 198 羽中優勝他２位４回 インクトフィス×ミス・サイゴン
母)セリーンＢ07-4212709 Ａ．フェルゴット作翔 ブロアＰ1,335 羽中優勝、同 651 羽中優勝、アルジャント
ン 189 羽中優勝、同Ｐ2,489 羽中総合 2 位、アブリス 271 羽中優勝他
祖父)ハレストラＢ01-4263121 両親共Ａ．フェルゴット作 ディアド×ピッコ
祖母)ティタニアＢ06-4060756 両親共Ａ．フェルゴット作 同腹／ブルー・ワンダー 優勝８回
デン・アレンド×ティタ

【12】Ｂ12-3088244 Ｂ ♂？ ガビー・ファンデンアベール作
※ブリクセンの近親孫
父)ルディＢ06-3008003 Ｂ Ｇ．ファンデンアベール作翔 アルジャントンＰ5,134 羽中総合 28 位、同
2,401 羽中 18 位、同 407 羽中 4 位、ツールＰ2,791 羽中総合 76 位、同 162 羽中 8 位、ブールジュＰ1,279
羽中総合 19 位、ポアチエＰ1,687 羽中総合 14 位 スーパー種鳩
祖父)有名なブリクセンＢ98-3158062 Ｂ Ｇ．ファンデンアベール作翔 ポアチエＰ1,448 羽中総合優勝、
シャトローＰ4,662 羽中総合 2 位、ルフェックＰ1,778 羽中総合 4 位、ペリギューＰ1,119 羽中総合 5 位、ポ
アチエＰ2,975 羽中総合 8 位他 00 年ベルギー最優秀中距離鳩 コロネル×リタ
祖母)カーチェＢ00-3195099 Ｂ Ｇ．ファンデンアベール作 種鳩 ガビー×フランセーズ
母)シャナＢ08-3197988 ＰＢ Ｇ．ファンデンアベール作 全兄弟／ミスター・マジック、カリンカ他 ス
ーパー種鳩
祖父)ショーネ・ブリクセンＢ05-3224593 Ｂ Ｇ．ファンデンアベール作 ブリクセン×ヴィッテンブィ
クの娘
祖母)マリーＢ06-2452361 ＢＧ．ファンデンアベール作 基礎鳩クライネンの近親 ゾーン・ヴィッテ
ンブィク×ターボの娘

【13】ＮＬ11-1587719 ＲＣ ♂ ブリュッヘマン兄弟作
父)タルカンＮＬ99-2141201 ブリュッヘマン兄弟作翔 バルセロナＮ総合 47 位、2019 位 ペルピニャンＮ
総合 104 位 直仔／イェンティラ 10 年ポーＮ総合 39 位 11 年ボルドーＰ総合優勝
祖父)ＮＬ96-2044630 ブリュッヘマン兄弟作 超銘鳩オルハン×ミラ
祖母)デ・ハイデ・ドィビンＮＬ95-9538694 コール・デハイデ作 ブロア・ペルピニャン×超銘鳩バルセロ
ナ・ドィビン 直仔／ルアナ、タルカン、ウィンストンでバルセロナＮ総合 40、47、56 位
母)レディンハＮＬ03-2243998 ＲＣ ブリュッヘマン兄弟作 06 年ナルボンヌＮ2,563 羽中総合 12 位、同
雌の部優勝他マルセイユ、ダックス、バルセロナ入賞
祖父)ＮＬ02-1440020 ブリュッヘマン兄弟作 ハウトカマー×ブリュッヘマン
祖母)ＮＬ02-1440066 両親共ハーゲンス兄弟作 バウワー・014 兄弟の直仔

【14】Ｂ11-6126236 ＢＣＷ ♀バルト＆ナンス・ファンエッケル作
異父兄弟／Ｆ16 09-016 ブールジュＮ17,138 羽中総合 206 位、シャトロー214 羽中 2 位、アルジャントン
Ｎ19,816 羽中総合 860 位、
ラ・スーテレーヌＮ4,778 羽中総合 10 位、ヴィエルゾンＩＰ11,062 羽中総合 41 位、
ブールジュＮ24,676 羽中総合 5 位、ラ・シャルテＮ15,780 羽中総合 354 位、アルジャントンＮ11,001 羽中
総合 216 位、ラ・スーテレーヌＮ3,562 羽中総合優勝他上位入賞多数 ガストン・ジュニア シャトロー196 羽中優
勝、同ＩＰ7,871 羽中総合 49 位、アルジャントンＮ21,092 羽中総合 112 位、ラ・スーテレーヌＮ4,459 羽中
総合 64 位、サルブリＰ342 羽中優勝、ブールジュＮ22,476 羽中総合 747 位、アルジャントンＰ1,064 羽中
総合 14 位他 異母兄弟／11 年アルジャントンＮ総合 11 位
父)イヴァン・ヴィシーＢ03-6261391 Ｂ Ｂ．ファンエッケル作翔 04 年ヴィシーＰ総合優勝、05 年アルジ
ャントンＮ総合 14 位
祖父)ボーイ・エルマーフェーンＢ00-6067767 ＤＣ Ｆ．マリアン作 ルスティゲ・バッカー×レディ・
エルマーフェーン(コープマン作)
祖母)ブラウエ・パトリックＢ01-6528497 Ｂ パトリック・クラース作 ステルケ・ブラウエの直仔×ア
ス・ドィビンの孫
母)Ｂ02-6030644ＢＣ ジェフ・デホウヴァー作

【15】Ｂ10-4210146 ＤＣ ♂ ※11 年ＫＢＤＢゼネラルＣＨ第１位ラオール＆クサヴィール・フェルストラーテ作
父)エクストラ Ｂ06-4296522 ＢＣ フェルストラーテ父子作翔 カオールＮ5,425 羽中総合優勝、ブリーブ
Ｎ14,521 羽中総合 21 位 08 年ＤＢ紙長距離Ｎエース鳩第 1 位 直仔／11-041 ノワイヨン 177Ｋ優勝し、
Ｎレースのエース鳩第 1 位
祖父)トップスターＢ03-4343129 フェルストラーテ父子作翔 ベズィエ 900Ｋ228 羽中優勝、同Ｎ6,191
羽中総合 68 位、モントーバン 850Ｋ239 羽中優勝、同Ｎ7,303 羽中総合 77 位 シャトロー 500Ｋ691
羽中 15 位他 基礎鳩キャディラック(300Ｋと 1000Ｋで優勝)×カティ
祖母)ディヴァＢ03-4343099 ＢＣ フェルストラーテ父子作翔 ダックスＩＮ1,930 羽中 2 位 ヴィエ
ルゾン 1,143 羽中 54 位他 フィリップ×グラヴィン(カス・ファンデグラーフ父子)
母)パーフェクト・パンター Ｂ08-2058080 ＤＣ メルン 1,068 羽中優勝、センス 311 羽中 2 位
祖父)マックスＢ05-2176023 リモージュ 269 羽中優勝、ル・マン 319 羽中優勝、トゥーリー2,898 羽中 15
位、モンリュソン 7,366 羽中総合 103 位他 Ｅ．リンブール・Ｍ．アエルブレヒト
祖母)Ｂ04-2249112 オールラウンド(Ｅ．リンブール)×Ｍ．アエルブレヒトのクラックの孫

【16】ＮＬ11-1816885 Ｂ ♂ ※11 年オランダ当日長距離Ｎエース鳩第 1、4、10 位のスケーレ兄弟作
父)ボーイ・ジュニア・700ＮＬ08-1621700 Ｂ最高種鳩 直仔／ファースト・ボーイ アルジャントン NPO 総合優勝、
マライア ラ・スーテレーヌ NPO 総合優勝 兄弟／エース・ガール 09-653 ポアチエ NPO 総合優勝、スーパー・
02 地方部エース鳩第 1 位、リーケ 地方部エース鳩第 1 位、ブラウエ・オルレアン オルレアン NPO5000 総
合優勝、アミー 6,793 羽中総合優勝、キム 5,149 羽中総合優勝、ピート Ｎエース鳩第 6 位、アイラ(オルレ
アン 6,842 羽中総合優勝の母)、イェレ、エルケ他
祖父)スーパー・ボーイＮＬ02-0274336 Ｂ スケール兄弟作 モルリンコート 2,478 羽中 11 位、アブリ
ス 6,969 羽中総合 60 位、オルレアン 967 羽中 9 位他 リヒテ・85×ルイテンベルグ
祖母)666 の娘ＮＬ02-1713196 Ｂ ヘンク・メリス作 ド・666(Ｐ当日長距離エース鳩第 1 位)の娘
母)サニーＮＬ07-4103244 Ｂ マルティン・ファンゾン作 直仔／ヴィッテン・パトリック 11 年マンテス・ラ・
ヴァレー 8,151 羽中総合 8 位、モルリンコート 8,754 羽中総合 4 位、ルフェック NPO 総合 21 位、ラ・スー
テレーヌ NPO 総合 32 位、シャトローNPO 総合 61 位、ツール NPO 総合 83 位 エース鳩第２位 シ
ャニラ 09-612 ペロンヌ 2,938 羽中優勝、ゼネラル・エース鳩第 1 位
祖父)06ＮＬ99-2363806 Ｂ Ｍ．ファンゾン作翔 ポン 2,588 羽中優勝、モルリンコート 2,676 羽中
優勝、サンギスライン 3,301 羽中 2 位、ヘンシース 4,116 羽中 2 位他 ブロア/79(フェルストープ)×
ミッキーの娘(Ｈ＆Ｏ共同鳩舎)
祖母)ロッシー・1 ＮＬ00-2009994 Ｂ ロス共同鳩舎 兄弟／モントーバン 950Ｋ当日自動車獲得、ボル
ドーＮ総合 6 位 ランメ(キース・ボスア)×ラーテ・ファン・ド・04(キース・ボスア)

【17】Ｂ11-6341396 ガストン・ファンデヴァウワー作 ※大ブレイクしたスーパー種鳩カースブーアの孫
父)Ｂ03-6257098Ｇ．ファンデヴァウワー作
祖父)カースブーアＢ98-6335690 Ｂスーパー種鳩 Ｂ92-6235626×Ｂ96-6404318 直系ＣＨ多数
祖母)スーパー種鳩Ｂ97-6407575 Ｂ バルト・ヘンドリックス作 コルテンス×ディッケ・ブラウ・
ガストン
母)Ｂ10-3169150 ノルベール・アリー作 グルデン・スポーレン・コッペルの直仔 全兄弟／グルデン・
スポーレン・ウィナー、ツール・フォールィト
祖父)グルデン・スポーレン・ブリクセンＢ00-3272760 Ｇ．ファンデンアベール作 ブリクセン×ＫＢＤＢ
Ｐエース鳩第２位の雌 直仔／Ｐ総合優勝 2 羽

祖母)ボレケＢ05-3083812 ド・ボルドー(ブラーヴェの直仔)×レナ

【18】Ｂ11-4312619 ＢＣ ♂ クリス・ヘバーレヒツ作
※サントスの直仔
父)サントスＢ05-4260399 Ｃ．ヘバーレヒツ作翔 06 年２回入賞内リモージュＮ613Ｋ15,507 羽中総合
598 位、07 年３回入賞内ヴィエルゾンＳＮ456Ｋ19,103 羽中総合 622 位、ナルボンヌＩＮ885Ｋ9,326
羽中総合 262 位、08 年３回入賞内ポアチエＰ560Ｋ2,571 羽中総合 204 位、09 年長距離５回入賞内ブリ
ーブＮ684Ｋ17,456 羽中総合 96 位、カオールＮ753Ｋ7,347 羽中総合 23 位、スーヤックＮ710Ｋ7,597
羽中総合 135 位、
トゥレＮ635Ｋ5,676 羽中総合 73 位他でベルギー長距離Ｎトロフィー・エース鳩第１位、PIPA
ランキング長距離Ｎエース鳩第４位 ＫＢＤＢ長距離Ｐエース鳩第５位
祖父)ターザンＢ00-4317119 ブールジュＮ15,581 羽中総合 99 位、ベズィエ 126 羽中優勝他 04 年ＫＢ
ＤＢ長距離Ｎエース鳩第 5 位 ギャランテン×プリンセスケの娘
祖母)Ｂ03-4135799 ＢＣ 同腹／デン・800 リモージュＮ21,929 羽中総合 110 位他
母)Ｂ09-4170399ＢＣ Ｃ．ヘバーレヒツ作
祖父)チャンピオンＢ01-4094638 ＢＣ Ｃ．ヘバーレヒツ作翔 スーヤックＰ1,276 羽中総合優勝カオール
Ｎ9,275 羽中総合 7 位、リモージュＮ12,266 羽中総合 60 位他 ＫＢＤＢ長距離Ｎエース鳩第 2 位 ショー
ネ・ズワルテン×ゲシェルプト・クロンメン
祖母)Ｂ04-4217115 ヘバーレヒツ作 直仔／ソロリモージュＮ15,507 羽中総合3 位 グロルダー×フ
ェデッテの娘

Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク鳩舎 “オリンピック・サヴァイバー×マジック・アモレー” ファミリー
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1,585 羽中優勝、同Ｐ7,510 羽中総合 5 位、ブールジュＮ37,357 羽中総合 55 位 半兄弟／ロイヤル・ジ
ェット・ジュニア、プラカス、スペンサー
祖父)サムソナイトＢ04-6460098 マリーナ・ファンデフェルデ作 直仔／06-382 優勝 3 回他 サムソン
(アルジャントンＮ23,419 羽中総合優勝、同 33,097 羽中最高分速)×デュシェイン＝シェールス
祖母)300Ｂ02-6035300 オプ・ドベーク＝バーテンス作 基礎鳩ゾット×ファンダィク作カンニバー
ルの娘

オプ・ドベークバーテン作翔の“ミスティーク”（供出鳩の母）

【21】ＮＬ11-1345043 ♀ Ｈ．ヴァイナンツ父子作
父)ＡＡＡ(トリプルＡ) ＮＬ09-2086135 Ｈ．ヴァイナンツ父子作翔 ボルドーＮ4,504 羽中総合 3 位、マルセ
イユＮ3,486 羽中総合 14 位他 Ｎ２レースＮエース鳩第 1 位、11 年国際エース鳩第 3 位
祖父)ＮＬ06-1437301Ｈ．ヴァイナンツ父子作 スーパー種鳩 基礎鳩ブラウエ・ファンオッペン最後の
直仔 ブラウエ・ファンオッペン×ボンチェ・サヤ
祖母)ラート・84ＮＬ08-1872484 フレッシュ＝メイヤース作
母)ＮＬ10-2010490Ｈ．ヴァイナンツ父子作翔 ボルドーＮ4,084 羽中総合 63 位、マルセイユＮ3,486
羽中総合 429 位
祖父)ＮＬ07-1053764Ｈ．ヴァイナンツ父子作 兄弟／ブラウエ・ロジェ ブラウエ・ブラウルス×ブ
ラウエ・ファンオッペンの娘
祖母)プリマ・ドンナの娘ＮＬ05-1752764 フォンス・ファンオプハィゼン＝マレル作 兄弟／05 年ナルボ
ンヌＩＮ5,870 羽中総合 26 位 ランボー・57×プリマ・ドンナ(ペルピニャンＮ総合 11 位、マルセイ
ユＮ総合 36 位他)

【22】Ｂ11-6265185Ｊ.Ｌ.＆Ｎ.フーベン作
父)ジャック・ダニエルＢ08-6314622 Ｂ Ｊ.Ｌ.＆Ｎ.フーベン作翔 ブールジュＰ476Ｋ792 羽中総合優勝、
同Ｎ15,508 羽中総合 39 位、シャトローＰ526Ｋ2,412 羽中総合 11 位、同ＩＰ4,255 羽中総合 81 位他 姉

／シャーリー最高種鳩兼レーサー アルジャントンＮ554Ｋ21,092 羽中総合 110 位他
祖父)ドネートＢ01-6516466 Ｄ．ファンダィク作 有名なカンニバール×ランボーの姉 全兄弟／
ゴールデン・レディ他
祖母)モウリツカＢ06-6267044 Ｂ Ｊ.Ｌ.＆Ｎ.フーベン作翔 ブールジュＩＰ4,852 羽中総合 150 位
全兄弟／ホメロス アルジャントンＩＰ1,872 羽中総合優勝、オルレアンＰ407Ｋ3,631 羽中総合 82 位 ギ
ルバート オルレアンＰ4,281 羽中総合 9 位 リヴァウド(ノワイヨン 326 羽中優勝、トゥーリー381
Ｋ180 羽中優勝、同 368 羽中優勝、同 10,311 羽中最高分速 ピティヴィエ 370Ｋ948 羽中優勝、同Ｐ
5,986 羽中総合 3 位、ドールダン 357Ｋ1,032 羽中 2 位)×イリナ
母)エレクトラＢ07-6076351 ＢＷＪ.Ｌ.＆Ｎ.フーベン作翔 イソウドゥンＰ501Ｋ25,815 羽中総合優勝 ヴィ
エルゾン 472ＫＰ1,314 羽中総合 5 位 兄弟／アンジェリーナ、リーアム、クサンドラ 半姉妹／ベッ
ツィー、ヴィットノイス、マギー他
祖父)ロナウドＢ98-6210169 ＢＷＪ.Ｌ.＆Ｎ.フーベン作翔 トゥーリー369 羽中優勝、マルネ 293Ｋ839 羽
中優勝 ヴィエルゾンＰ2,610 羽中総合 2 位、同Ｉ14,596 羽中総合 21 位、シャトローＰ1,661 羽中総合 7
位、リモージュ 639ＫＩＰ8,256 羽中総合 57 位リコ(基礎鳩ヨンゲ・アーティースト×クレツコップ
イェ)×フィアラ(ディッケンの娘)
祖母)サマナＢ05-6448135 ＤＣ Ｊ.Ｌ.＆Ｎ.フーベン作 直仔／09 年ベルジアン・マスター・エース鳩
10 位 10 年同２位 09-543 シャトローＩＰ526Ｋ4,056 羽中総合32 位他 兄弟／ソレイユ異母兄弟
／コリンダ ラ・スーテレーヌＮ総合 3 位、ジャッキーレノ(センス 340Ｋ707 羽中優勝、同 6,109 羽
中最高分速) トゥーリー381Ｋ9,247 羽中第 3 分速)×クィーン・Ｌ(ラ・スーテレーヌＮ590Ｋ16,297
羽中総合優勝で、偉大な雌種鳩 孫曾孫で、06 年ブールジュＮ26,984 羽中総合 7 位 07 年ブールジュＮ
ゾーン 13,049 羽中優勝、ブールジュＮ1,824 羽中 2 位、ラ・スーテレーヌＮ18,973 羽中総合 6 位、グレＮ
12,586 羽中総合 9 位他 08 年北京 485Ｋ委託最終レース優勝、イソウドゥンＰ2,300 羽中総合優勝、同Ｓ
Ｎ5,815 羽中総合優勝、09 年ポメロイル 1,321 羽中最高分速 オルレアンＮ(オ)19,692 羽中総合 3 位、
ブールジュＮ37,357 羽中総合 9 位、10 年ダービー・ジュニアーズＮ(オ)56,613 羽中総合優勝、マルネ・ラ・
ヴァレー13,016 羽中最高分速、オルレアンＮ(オ)13,186 羽中総合優勝、アルジャントンＮ22,721 羽中総
合 7 位他Ｎレース上位入賞無数 アンジェロ×ナターリア)

【23】ＮＬ12-1283768 B フェルブリー共同鳩舎作
※リモの直仔
全姉妹／アニータ WHZB 最優秀Ｎ雌鳩及び対 200,000 羽中最優秀鳩、Ｐエース鳩第 1 位、地区エース鳩第 1
位、異母兄弟／マルチノ WHZB 最優秀Ｎ雄鳩及び対 200,000 羽中最優秀鳩第 5 位 Ｐエース鳩第 3 位 異父
兄弟／サリノ ブールジュＮ620Ｋ4,800 羽中総合 6 位、ブロア NPO604Ｋ5,186 羽中総合 8 位、サブリナ
3,693 羽中 2 位、4,430 羽中 11 位、2,359 羽中 6 位他 ココラ ３年間で 45 回入賞
父)リモ ＮＬ03-1287765 Ｂ Ａ．スカーラーケンス作 スーパー種鳩 直仔／マルチノ、アニータ
祖父)ＮＬ95-2067230 Ｂ Ａ．スカーラーケンス作 同鳩舎最高種鳩 ブラウエ・ゲーローホ×ビュ
−ティ
祖母)ＮＬ01-2055992Ｂ スカーラーケンス作 夏仔 インヴィンシブル×スーパーチェ
母)コーラＮＬ05-1574879 Ｂ Ｃ．レイテンス作 直仔／サリノ、サブリナ、アニータ
祖父)ランメールＮＬ98-1436441 Ｂ Ｃ．レイテンス作 01 年オリンピアード南ア短距離部門第 1 位 世
界選手権第 7 位 シャンティー3,353 羽中優勝、エタンプ 1,373 羽中優勝、ボハイン 4,780 羽中優勝、ペロ
ンヌ 4,710 羽中優勝他 レイテンス・スカーラーケンス
祖母)ＮＬ02-1834266Ｂ Ｃ．
レイテンス作翔 ホウデン 1,775 羽中優勝、サンギスライン 1,630 羽中優
勝、ハースロード 708 羽中優勝、モルリンコート 1,216 羽中優勝他上位多数 エンゲルス・レイテンス

【24】Ｂ11-2055832 Ｂ ♀ アルベルト・デルヴァ作 全兄弟／11 年同鳩舎最高若鳩 11-2090101 ブロ
ア 161 羽中優勝、同Ｐ1,721 羽中総合 2 位、アルジャントン 7,608 羽中総合 17 位、
ブロア 2,156 羽中 17 位、
ラ・スーテレーヌ 6,055 羽中総合 316 位他
父)ＮＬ10-3011239 クーン・ミンダーホウト作
祖父)ブラウエ・ウィットペン・665Ｂ06-6154665 Ｊ.＆Ｊ.エンゲルス作 ド・178×231 の孫
祖母)ＮＬ05-0508670 Ｋ．ミンダーホウト作 ブラウ・522×バーニー・742
母)ペリナ Ｂ07-2061097 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 ルクス・ペアの最高直仔４羽の中の最高鳩 アルジャントン
172 羽中優勝、同Ｎ20,844 羽中総合 11 位、ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108 羽中優勝、アルジャン
トン 142 羽中優勝、同Ｎ6,177 羽中総合 14 位、
ブールジュＮ13,354 羽中総合 101 位、
モンリュソン 5,052
羽中総合 9 位、同ＳＮ8,619 羽中総合 13 位他 兄弟／プリモ アルジャントン 348 羽中優勝、シャトロー
2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、アルジャントン 2,018 羽中 9 位、同 7,132 羽中 35 位、シャ
トローＳＮ7,613 羽中総合 49 位、同ＳＮ9,026 羽中総合 73 位ド・ゾーン ブロアＰ2,413 羽中総合 11 位、ア
ルジャントンＰ3,395 羽中総合 12 位、ブロア 2,572 羽中 12 位、アルジャントンＮ22,442 羽中総合 94 位、
ブールジュＮ30,748 羽中総合 218 位他 ペトロヴァ モミニー125 羽中優勝、シャトロー550 羽中 2 位、同ＩＰ
7,871 羽中総合 72 位、アルジャントン 1,171 羽中 11 位、同Ｎ21,092 羽中総合 508 位、同Ｎ10,549 羽中
総合 174 位、ル・マン 1,312 羽中 12 位、ラ・スーテレーヌＮ21,258 羽中総合 578 位 パオリーニ 22
回入賞内アルジャントンＩＰ5,871 羽中総合 15 位、アルジャントンＩＰ5,883 羽中総合 61 位
祖父)ヴァレンチノＢ03-2182096 ＢＡ．デルヴァ作翔 センス 346 羽中優勝、スワソン 2,168 羽中 5 位、
ラ・スーテレーヌＩＰ7,682 羽中総合 43 位他 ヴァレンティン×1/2 フェルフォールト
祖母)ポーラインＢ06-2090139 シャトローＳＮ8,218 羽中総合優勝、グレＢＵ1,298 羽中優勝、シャトローＩＰ
3,969 羽中総合優勝、ブロア 540 羽中優勝、アルジャントン 432 羽中優勝、センス 195 羽中優勝、ブロア
Ｐ2,836 羽中総合２位、アルジャントンＰ1,854 羽中総合３位他で中距離Ｎエース鳩第 8 位 全姉妹兄／ポ
ルティアイソウドゥンＩＰ4,627 羽中総合 17 位、アルジャントンＮ5,927 羽中総合 15 位、ブロアＰ2,836 羽中
総合 11 位、アルジャントン 2,527 羽中 15 位、モンリュソン 7,776 羽中総合 74 位、 ポーレット モンリュソ
ンＳＮ8,619 羽中総合優勝、ナントイル中優勝、ラ・スーテレーヌＮ18,973 羽中総合 265 位、ブールジュＮ
16,771 羽中総合 99 位、イソウドゥンＩＰ5,815 羽中総合 15 位、他 ポーロ シャトローＳＮ8,218 羽中総合
9 位、ラ・スーテレーヌＮ13,965 羽中総 38 位、イソウドゥン 4,627 羽中総合 48 位、アルジャントンＩＰ7,353
羽中総合 62 位、ブロア 2,836 羽中 17 位他 ※全鳩オリンピック・スペシャル 09 年版参照 99-5027(１
／2 フェルフォールト)×ファレスカ

【25】ＮＬ11-1842863 ＢＣ ♂ コール・デハイデ作 ※基礎鳩クランパー近親
父)ＮＬ06-0721399 ＤＣ Ｃ．デハイデ作 直仔／ベルジェラック 4,096 羽中総合 5 位
祖父)ゾーン・バルセロナ・ダィフ ＮＬ96-2434460 ＤＣ ブロア・ペルピニャン×超銘鳩バルセロナ・ダ
ィフ(ペルピニャンＮ総合優勝、7、15 位、バルセロナＮ総合 21 位)
祖母)ＮＬ05-1601144ＤＣＷ Ｃ．デハイデ作 クランパー・ペルピニャンの３重近親 ドンケレ・
ベルジェラック(ベルジェラックＮ総合 2 位)×ペルピニャンの孫(ベルジェラックＮ17,160 羽中総合
７位)
母)ディアマンチェの孫Ｂ07-6164087 ＢＣＷ 直仔／ボルドーＮ総合 17 位 姉／バルセロナＮ13,066 羽中総
合優勝、同ＩＮ25,835 羽中総合 4 位
祖父)ディアマンチェの直仔ＮＬ00-2117637 ＢＣＷ 孫／バルセロナＮ総合 2、4 位
兄弟／ニック
ボルドーＮ5,478 羽中総合優勝 ゾーン・サムライ×ディアマンチェ(クランパー近親孫)
祖母)Ｂ00-3040218ＢＣ ルク・シウン作 超銘鳩ブレヒト×クランパーの娘の直仔同腹同士近親娘

【26】ＮＬ11-1806287 Ｂ ♂ クーン・ミンダーホウト作 兄弟／08-3811968 モルリンコート 7,962 羽中
総合優勝、ピティヴィエ 6,701 羽中総合 8 位、オルレアンＮ6,734 羽中総合 6 位 08-3812041 シャトロー560
羽中優勝、ラ・スーテレーヌ 502 羽中優勝、同 NPO2,899 羽中総合 4 位他
父)ゲブローケン・フリューヘルＮＬ05-0514804 ミンダーホウト作翔 クライル 10,083 羽中総合 7 位、モンリ
ュソン 4,196 羽中総合 4 位他上位多数 兄弟とその直仔／エース鳩１位３羽、総合優勝と優勝鳩多数
祖父)550ＮＬ01-0108550 兄弟／32 回優勝内ブレトイル 12,360 羽中総合優勝、モルリンコート
13,902 羽中総合優勝 Ｇ．ファンデンアベール・ミンダーホウト
祖母)ブールジュ・ダィフイェＮＬ99-9948602 レオ・ブルックス×スーパー・ヨング・075
母)エンゲルス・ダィフイェ・552Ｂ05-6447552 Ｊ.＆Ｊ.エンゲルス作 直仔／優勝 11 羽、オルレアンＮ6,855
羽中総合 2 位、同Ｎ4,911 羽中総合 4 位、同Ｎ6,734 羽中総合 6 位、ピティヴィエ 6,707 羽中総合 6 位他
祖父)ド・178Ｂ94-6495178 ＢＷ エンゲルス作 直仔／シャトローＰ総合優勝、アルジャントンＰ総合優勝、
ブールジュＰ総合優勝 有名な 231×エンゲルスのＮエース鳩第 5 位の雌
祖母)Ｂ99-6151873Ｂエンゲルス作 半姉妹／マリーケ Ｎ総合優勝、2 位

【27】ゾーン・ケースＮＬ11-1912573 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマン作 ※超銘鳩ハリーの近親
父)ケースＮＬ07-2007622 ＢＣ Ｊ．ホーイマン作翔 ブロア 4,829 羽中総合 2 位、シャトロー5,979 羽中
総合 5 位、サルブリ 7,599 羽中総合 11 位、同 6,971 羽中総合 63 位他上位入賞多数 同腹／超銘鳩ハリ
ー(下記参照) 他サルブリ 7,573 羽中総合 2 位、ブロア 5,653 羽中総合 3 位、シャトロー4,801 羽中総合
4位
祖父)ヨンゲ・ブリクセン Ｂ01-3266512 ＢＧ．ファンデンアベール作 直仔(上記以外)／オッフェンブル
グ 7,151 羽中総合 6 位 ブリクセン×ドロレス
祖母)ディルクイェＮＬ05-1936558 ＢＣ Ｇ．コープマン作 超銘鳩クライネ・ディルク×アモレー
母)超銘鳩ハリーの娘ＮＬ10-1864881 ＢＣＪ．ホーイマン＝コープマン共作
祖父)超銘鳩ハリーＮＬ07-2007621 ＢＣ Ｊ．ホーイマン作翔 ブロア 37,728 羽中総合優勝、シャトロー
22,340 羽中総合優勝、同 21,520 羽中総合 3 位、モルリンコート 4,418 羽中総合 6 位他
祖母)マライケＮＬ04-2031628 ＢＣ マライケ・フィンク作 直仔／ドランオルレアン NPO9,670 羽中
総合優勝(2 位を 13 分引き離す) ヴァレラ 07 年当日長距離Ｎエース鳩第 1 位 アラジン×超銘鳩フ
ァラ・ディバ

【28】Ｂ11-6048302 ＢＣ ♂ エディ・グローチャンス作
父)ポックスＢ08-6164389 Ｅ．グローチャンス作 10 年ヨーロッパ杯 KBDB オールラウンド部門Ｎエース鳩第
2位
祖父)Ｂ06-6411898Ｅ．グローチャンス作 異父兄弟／スープラ 07 年ＫＢＤＢセミ長距離Ｎエース
鳩第 9 位 ハニービーの仔
祖母)マリッサＢ06-6411879 モーリス(01 年エース鳩１位)×ズワルト・パンターケ
母)エゼナドゥＢ07-5035380 フェルレクト＝アリアン作 モンリュソンＰ1,674 羽中総合優勝、同ＳＮ7,516
羽中総合 3 位、アルジャントンＮ5,034 羽中総合 120 位、アルジャントンＰ786 羽中総合 60 位 兄弟／
モンリュソンＰ1,838 羽中総合優勝
祖父)レオン Ｂ96-6183096 フェルレクト＝アリアン作 直仔／ブールジュＰ3,737 羽中総合優勝、同
Ｐ3,165 羽中総合優勝他
祖母)Ｂ02-6268030 フェルレクト＝アリアン作 ゴールデン・ペアの娘 デン・ディッケ・ロヴェ×
ラング・ロヴェ

エディ・グローチャンス作翔

“ポックス”（供出鳩の父）

【29】ＮＬ11-1761411 ＢＣ ♀ ペーター・ファンデメルヴェ作
※ジョイの娘
父)ユナイテッドＮＬ09-1192935 ＢＣ Ｐ．ファンデメルヴェ作翔 TBOTB 若鳩Ｎエース鳩第 2 位ペロンヌ
1,967 羽中優勝、同Ｐ23,022 羽中総合 3 位 ストロームベーク 608 羽中優勝、同 283 羽中優勝他
祖父)アドＮＬ04-2179361 Ｂ Ａ．
スカーラーケンス作 直仔／ペロンヌＰ11,346 羽中総合優勝~4 位、
同 30,371 羽中最高分速 サンカンタン 1,685 羽中優勝、ハルキーズ 1,207 羽中優勝、ペロンヌ 1,967
羽中優勝、クライルＰ25,745 羽中総合 3 位、アブリスＮ17,730 羽中総合 18 位他 セコンド・エース
×夏仔 01-992
祖母)オヴィタＮＬ00-5054139 ＢＣＰ．ファンデメルヴェ作翔 シャトロー1,019 羽中優勝、同Ｎ12,520
羽中総合 11 位、ポン 5,137 羽中 2 位、ストロームベーク 4,421 羽中 2 位、リブラモン 3,666 羽中 2
位 デヴィット兄弟のスーパー・ブリーダー・048×Ｂ＆Ｗ共同鳩舎作ゴールデン・アイ
母)ジョイＮＬ08-1545445Ｂ Ｐ．ファンデメルヴェ作 Ｂアブリス NPO15,871 羽中総合優勝、同 78,219
羽中自動車獲得 兄弟／セザンヌ NPO21,720 羽中総合 2 位、シャトローNPO7,335 羽中総合 19 位 直
仔／ストロームベーク 302 羽中優勝
祖父)アミーゴ ＮＬ05-1400951 ＢＣ Ｐ．ファンデメルヴェ作翔 優勝 3 回 アブリス 4,568 羽中総合
2 位、ペロンヌ 44,240 羽中総合 4 位、クライル 38,401 羽中総合 16 位他 リプレイ×ブラック・872
祖母)セネＮＬ05-1400857 ＢＣ Ｐ．ファンデメルヴェ作翔 マリエンブール 3,283 羽中優勝、ポメロイ
ル 2,515 羽中優勝、シャンティー2,225 羽中 2 位、シャトローＰ22,571 羽中総合 58 位 バウワー×
ファヴォリーチェ

ペーター・ファンデメルヴェ供出鳩“ジョイの娘”

【30】ＮＬ11-1986834 ＢＣ ♂ カイパー兄弟作
父)ＮＬ01-2246092ＢＣ カイパー兄弟作 種鳩 直仔／ポー・ドィビン 08年ポーＮ2,682羽中総合２位他
05~08 年ポーＮエース鳩第１位
祖父)ブロア・ズワルチェＮＬ97-1929115 姉／ズワルチェ 96 年バルセロナＩＮ20,191 羽中総合 3 位
祖母)ＮＬ96-1105112ＢＣ カイパー兄弟作 ゾーン・ブラークハィス×バルセロナⅡの孫
母)ＮＬ06-1358222ＢＣ カイパー兄弟作
祖父)ゾーン・ナハトフリーガーＮＬ04-1136783 Ｂ07 年サンバンサンＮ総合 5 位他超長距離上位入賞多数
ナハトフリーガー×ロース
祖母)ボンチェ・フィルプイェＮＬ05-0567732 ＢＣＷＰ．ステケテー作 ド・ダックス(ダックスＮ総合優
勝、同Ｎ総合 5 位)の娘

【31】ＮＬ11-1185887 ＬＢＣ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作
父)ブランドンＮＬ01-1135568 ＢＣ コープマン父子作 兄弟／ジェイソン(ヴァレラ、ミスター・アレニ
ッヒの父) 異母兄弟／ブランコ 異父兄弟／ミス・ワンダフル 直仔／06-797 オッフェンブルグ
6,774 羽中総合 2 位
祖父)オンズ・ルィーズ ＮＬ88-2763913 ＢＣ コープマン父子作翔 ブールジュ NPO7,688 羽中総合優勝
ジッター×プレジデントの娘
祖母)クィーン・オブ・ザ・ネザーランズＮＬ00-2479400 Ｂコープマン父子作 異母兄弟／マジックマン ノ
ーブル・ブルー×超銘鳩アンネリーズ
母)ミス・ムクダハンＮＬ07-1207577 Ｂコープマン父子作翔 ラオン 1,479 羽中優勝、ポメロイル 3,078 羽
中 14 位、デュッフェル 7,061 羽中総合 35 位、アラース 5,495 羽中 60 位他
祖父)ブルー・エナジー ＮＬ03-2324276 Ｂ コープマン父子作 異母兄弟／マジックマン ロリス(ロリ
ス NPO5,256 羽中総合優勝)×イ・ミン(超銘鳩クライネ・ディルク、同アンネリーズの妹)
祖母)チョニＮＬ06-1597413 ＢＣ コープマン父子作 直仔／ミスター・アレニッヒ ブロア NPO6,279 羽
中総合優勝、同 7,541 羽中最高分速 ヨンゲ・スプリント×ゴールデン・レディ

【32】Ｂ11-6340225 ＢＣ ♀
※11 年 KBDB 小中距離若鳩Ｎエース鳩第１位のルディ・ディールス作 ゴウド・ハーンチェの近親孫
父)Ｂ09-6225255ＤＣ Ｒ．ディールス作
祖父)ゴウド・ハーンチェ Ｂ04-6105159 ＤＣ 両親共Ｒ．ディールス作翔 07 年オリンピアード短距離第１
位 05 年ＫＢＤＢ短距離Ｎエース鳩第 3 位、06 年同第 4 位 ピート×ブラウ・クライン
祖母)アルジャントネケＢ05-6040327 ＢＷ両親共Ｒ．ディールス作翔 アルジャントンＮ21,299 羽中総
合 3 位他
母)Ｂ09-6225273ＬＢＣ Ｒ．ディールス作
祖父)ゴウド・ハーンチェＢ04-6105159 ＤＣ 両親共Ｒ．ディールス作翔 上記参照
祖母)Ｂ08-2242345ＤＣ Ｊ.＆Ｙ.ヨンケルス作 両親Ｊ.＆Ｊ.エンゲルス

【33】Ｂ11-6330017 ＢＣＷ ♂ マルセル・ヴォウタース作
父)デン･エクストリームＢ03-6277483 Ｍ．ヴォウタース作翔 アルジャントン 721 羽中優勝、同Ｐ2,057 羽中
総合 2 位、同 309 羽中優勝、ブロア 174 羽中優勝、同Ｐ586 羽中総合優勝、ヴィエルゾン 220 羽中優勝、
同Ｐ1,564 羽中総合 2 位、シャトローＰ1,401 羽中総合 3 位、オルレアン連盟 1,289 羽中総合 24 位 直仔
／06-065 アルジャントンＰ2,617 羽中 3 位、同Ｎ5,927 羽中総合 71 位、ル・マンＰ772 羽中総合 7 位
他 07 年アントワープ連盟小中距離エース鳩第 1 位 06-009 ブロア 497 羽中優勝、同Ｐ2,418 羽中総合
4 位、モンリュソンＰ1,700 羽中総合 2 位、メルン 929 羽中 4 位他 07-471 シャトロー206 羽中 3 位、
グレ 432 羽中 6 位、モンリュソンＰ2,152 羽中総合 36 位、ブールジュＮ1 才鳩 6,222 羽中総合 93 位他
エレクトロ(Ｊ．フェルカメン鳩舎最高種鳩の１羽)、08-263 ピティヴィエ 920 羽中優勝、ブールジュＰ
3,491 羽中総合 23 位、同Ｎ22,447 羽中総合 45 位他 10-546 ブールジュＰ1,705 羽中総合 16 位他、
10-545 ラ・スーテレーヌＮ17,017 羽中総合 127 位他 孫／10-542 リモージュＮ14,679 羽中総合 135
位他 09-721(Ｗ．ドブルイン鳩舎で 10 年地方部 2000 人会員中エース鳩第 1 位)
祖父)Ｂ00-6175870Ｍ．ヴォウタース作 優勝７回の孫
祖母)Ｂ00-6175805 両親共Ｍ．ヴォウタース作
母)Ｂ09-6076635Ｍ．ヴォウタース作 兄弟／11 年ブールジュＮ1 才鳩 20,544 羽中総合 2、7 位 エース
鳩２位
祖父)ゾーン・レーウＢ04-6472084 Ｍ．ヴォウタース作 直仔／オルレアンＰ4,877 羽中総合 3 位他
ド・レーウ(優勝 3 回他Ｎエース鳩第 8 位)×Ｄ．ファンダィク作ランボーの兄弟の孫
祖母)Ｂ06-6255026Ｍ．ヴォウタース作翔 ドールダン 1,198 羽中 5 位、ノワイヨン 261 羽中 2 位他
孫／09 年ブールジュＮ37,090 羽中総合優勝 レーウの兄弟×コップ＝ヘイゼルブレヒト

※ビューティフルの親仔近親
【34】Ｂ11-6333773 Ｂ ♂ レオ・ヘレマンス作
父)ビューティフルＢ06-6148128 ヘレマンス＝コィスタース作 兄弟／デン・オイロ キェブラン 2,687 羽中
優勝、同 2,516 羽中優勝、同 4,924 羽中 2 位、同 360 羽中 2 位、同 2,120 羽中 4 位他 05-070 ツール
1,200 羽中優勝、キェブラン 851 羽中 9 位、ドールダン 832 羽中 10 位他 04-669 ツール 214 羽中優
勝、ドールダン 116 羽中優勝他 04-670 1,909 羽中優勝他
祖父)Ｂ00-6549276 ヘレマンス＝コイスタース作 兄弟／優勝延 15 回 Ｄ．ファンダィクのの兄弟
の直仔×モーリス・ハーセンドンク
祖母)Ｂ00-6141430 異父姉／ヴォンダーアスケ 01 年アヴェ・レジナ全部門エース鳩第 1 位 異母妹
／ナターリア 04 年アントワープ連盟１才鳩中距離エース鳩第 1 位 ファヴォリー×ゴウドクロンプ
イェ

母)Ｂ10-6146368Ｌ．ヘレマンス作
祖父)ビューティフルＢ06-6148128 ヘレマンス＝コイスタース作上記参照
祖母)Ｂ09-6348461 オリンピアード(02 年オリンピアード・フランス大会第 2 位、グスト・ヤンセン
系)×Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク父子作スプリントの娘

【35】Ｂ11-6244760 ＢＣＷ ♀ ダニー・ファンダィク作 全兄弟／カノン、カノンの兄弟 ２羽で 09 年ＫＢＤＢ
中距離若鳩Ｎエース鳩第 4、5 位、優勝４回 ヨーロッパ杯ベルギー第１位
父)カノンの父Ｂ08-6298348 ヘルマンス＝ファンデンブランデン作
祖父)プロパーＢ06-6212441 ヘルマンス＝ファンデンブランデン作 兄弟／ペプシ ブールジュＮ
9,021 羽中総合 47 位、ラ・スーテレーヌＮ13,469 羽中総合 132 位 スコーネ・ファンド・ヤールリ
ング×Ｅ．ヤンセン作カンニバールの曾孫
祖母)フランシーンＢ05-6445543 ドールダン 831 羽中優勝 Ｆ．フェルフォールトの超銘鳩フィーネ
ケ・500 の直仔×ヤールリング・ヤンセンの娘
母)タム・ズワルチェＢ08-6297117 Ｄ．ファンダィク作翔 08 年アントワープ連盟若鳩エース鳩第 1 位
祖父)フェヒター Ｂ03-6290114 ヨハン・ドンケルス作 ドンケレ・フェルメイレの直仔
祖母)ズワルチェＢ06-6370829 Ｄ．ファンダィク作翔 アントワープ連盟東若鳩エース鳩第 5 位、グー
イエ・クヴェーカー×ヨス・クールス

【36】Ｂ11-6340808 ＢＬＫＣ ♀ ジョス・フェルカメン作
父)ブロークン・パンターＢ06-6173123 Ｊ．フェルカメン作 直仔／リアナ ピティヴィエ 360Ｋ1,728 羽中総
合優勝、アルジャントンＮ555Ｋ25,583 羽中総合 58 位、ミッシェル アントワープ連盟若鳩長距離エース鳩第
4 位、ブロアＳＮ462Ｋ5,000 羽中総合 11 位、ノワイヨン 208Ｋ809 羽中 10 位、ブールジュ 479Ｋ637
羽中 21 位他 プレデタードールダン 366Ｋ1,938 羽中 3 位、ノワイヨン 335 羽中 5 位、10-083 ブロア
IP2,746 羽中総合 19 位、ブールジュ 529 羽中 7 位 兄弟／ブラック・ウィドー グレＮ12,587 羽中総合 24
位、ブールジュＮ31,824 羽中総合78 位、アルジャントンＮ20,844 羽中総合106 位 バイター グレＮゾ
ーン 3,891 羽中 45 位
祖父)ダーク・フェルカメン Ｂ05-6452509 両親共Ｊ．フェルカメン作 バカルディ×パソア
祖母)ラブリー・ガールＢ03-6152671 ダークⅡ×840
母)マキシマ Ｂ08-6144100 Ｊ．フェルカメン作翔 グレＮ588Ｋ2,953 羽中総合 19 位、ヴィエルゾンＳＮ
476Ｋ7,030 羽中総合 18 位、シャトローＮ526Ｋゾーン 6,149 羽中 46 位、イソウドゥンＳＮ504Ｋ5,848 羽中
総合 92 位、スーヤックＮ733Ｋゾーン 2,296 羽中 77 位、マルネ 296Ｋ673 羽中 2 位、同 1,279 羽中 3
位他 アントワープＰ長距離エース鳩 450~750Ｋ)第 2 位
祖父)ベッカムＢ01-6387174 両親共Ｊ．フェルカメン作翔 アルジャントンＰ2,166 羽中総合優勝、同
3,973 羽中最高分速 リモージュ 640Ｋ301 羽中 12 位 直仔／ビューティ アルジャントンＮ30,045
羽中第 2 分速、ロレックス 328×ルーシー
祖母)シリＢ06-6411619 Ｊ．フェルカメン作 直仔／ミネルヴァ ブールジュＮ20,544 羽中総合 19 位、
ドールダン 2,545 羽中 2 位他 バルコ×キティ

ジョス・フェルカメン供出鳩の父“ブロークン・パンター”

ジョス・フェルカメン供出鳩の母“マキシマ”

【37】レジナ Ｂ11-2021975 ＢＣ ♀ デビュクワ兄弟作
父)ロジェ・バルセロナ Ｂ03-2010062 ＢＬＫＣデビュクワ兄弟作翔 06 年バルセロナＮ11,802 羽中総合 2
位、同ＩＮ22,887 羽中総合 2 位他同ＩＮ25,815 羽中総合 334 位、ペルピニャンＮ7,611 羽中総合 65 位、
同ＩＮ17,653 羽中総合 226 位 05 年ＫＢＤＢ長距離Ｎエース鳩第 7 位
祖父)デン・エミールＢ98-2448595 ＢＬＫＣ 両親共デビュクワ兄弟作
祖母)Ｂ98-2216043 デビュクワ兄弟作 異父兄弟／タリスバルセロナＮ２回総合 37 位 ロジェ・シ
ュヴェルスのフリッツ(バルセロナ 3 回)の筋×デビュクワ兄弟
母)ジュリアスの妹Ｂ08-2142577 ＢＬＫＣＷ デビュクワ兄弟作 兄弟／11 年バルセロナＮ12,281 羽中総
合優勝、09 年トゥレＮ7,467 羽中総合 63 位、10 年ペルピニャンＩＮ15,756 羽中総合 519 位他タルベ、
スストーン入賞
祖父)ショーネン・ドルＢ01-2010282 デビュクワ兄弟作 孫／シャネル・Nr.5 バルセロナ 481 羽中優勝、同Ｉ
Ｎ27,669 羽中総合 18 位 ファンヘール
祖母)Ｂ03-2015347ＢＬＫＣＷ デビュクワ兄弟作 エンゲルスマンの筋×Ｅ．リンブール

【38】ＮＬ11-1161917 ＢＷ ♀？アテマ共同鳩舎作 全兄弟／07-311 レシネス 7,585 羽中総合優勝、
07-312 ハッセルト 436 羽中優勝、07-353 ヘーテレン 417 羽中優勝、同 28,595 羽中総合４位、北部連盟
成鳩エース鳩第３位、09-521 ハッセルト 424 羽中優勝 兄弟の直仔／08-459 ヘーテレン 528 羽中優勝、
同 3,113 羽中２位
父)スーパー・53 Ｂ04-6177653 Ｂ Ｆ＆Ｋ．マリアン作 アテマ共同鳩舎使翔 07 年オリンピアード・オール
ラウンド部門第１位 優勝 10 回内デュッフェル 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、オルレアン 807 羽中優勝、オルレアン 717 羽中優勝、ヴァイチェン
334 羽中優勝、デュッフェル 303 羽中優勝、メーネン 254 羽中優勝、メーネン 207 羽中優勝他 06 年 WHZB
成鳩Ｎエース鳩第３位、同短距離Ｎエース鳩第３位
祖父)フローリアン Ｂ99-6396264 フェルカメン作 優勝７回、10 位内 33 回入賞 ルネ・レメンス血統
祖母)イザベル ＤＶ0987-02-590 Ｔ．フォンラ−ヴァンシュタイン作 ヨンゲ・コロネル(Ｇ．ファン
デンアベール)×ヘット・214(Ｆ．エンゲルス)
母)フロールチェ Ｂ02-6175791 ＢＣＷ 直仔／04-023 9,250 羽中優勝、04-022 5,331 羽中優勝、
06-789(他鳩舎で) 925 羽中優勝他日本のＦＣＩグランプリ 300Ｋレースを含め優勝鳩８羽作出
祖父)ファウスト Ｂ99-6381018 Ｂ Ｆ．フェルフォールト作 ド・ショーネ×超銘鳩フィーネケ・5000
祖母)サビーナ Ｂ01-6523348 ＢＣＷ Ｄ＆Ｌ．ファンダィク作 有名なカンニバール×基礎鳩ランボー
の妹

【39】Ｂ11-6238321 ＢＣ ♀エディー・ヤンセン作
※スーパー種鳩アンナの直仔
父)ゾーン・ディ・カプリオＢ08-6339499 Ｄ．ファンダィク作
祖父)ディ・カプリオＢ05-6045015 ヘレマンス＝コイスタース作翔 キェブラン 1,922 羽中優勝、同 1,580
羽中優勝、同 1,278 羽中優勝 ゾーン・オリンピアード×00-499
祖母)ルナＢ06-6211149 マルネ 2,458 羽中優勝、ラ・スーテレーヌＮ13,965 羽中総合 8 位
母)基礎鳩アンナＢ03-6086258 Ｄ．ファンダィク作
祖父)超銘鳩カンニバールＢ95-6246005 ファンダィク作翔 96 年ＫＢＤＢ中距離Ｎエース鳩第１位 優勝
４回 基礎鳩ランボー×ヘット・ラーチェ
祖母)ブラウＢ99-6438033 アブリス 1,676 羽中優勝 ゾーン・カンニバール×ゼーローバー(ランボーの
兄弟)の娘

【40】Ｂ11-5093220 ＢＣ ♂ ヴィレム＝ヴァイナンツ作
父)インテールト・マルセイユ・ヨーセンＢ10-5179189 ヴィレム＝ヴァイナンツ作
祖父)Ｂ07-5055817 両親共ヨス・ヨーセン作 10 年マルセイユＩＮ10,343 羽中総合優勝の直仔
祖母)Ｂ07-5055818 上記 817 の同腹
同上
母)マイテＢ07-5026629 ＢＣヴィレム＝ヴァイナンツ作翔 バルセロナ２回入賞内 10 年ＩＮ25,878 中総合
10 位他サンバンサン入賞
祖父)Ｂ06-3177705 両親共ヴァイナンツ父子作 ジモンディの孫 孫／スストーンＮ総合９位
祖母)ＮＬ06-1437108 ヴァイナンツ父子作 ピカソ(基礎鳩ブラウエ・ファンオッペン直仔)×ハイン
ツ・ゼーグミューラーのダックス総合優勝の娘

【41】Ｂ11-6226492 ＢＷ ♀ Ｌ.Ｂ.＆Ｊ.ゲーリンクス作
※スーパー・ウィリーの近親
父)ナイス・ワンＢ09-6354568 Ｌ.Ｂ.＆Ｊ.ゲーリンクス作
祖父)ウィローＢ05-6052212 Ｌ.Ｂ.＆Ｊ.ゲーリンクス作翔 キェブラン 161 羽中優勝、
同674 羽中2 位、
ブロアＰ2,135 羽中総合18 位、オルレアンＰ4,253 羽中総合51 位他 全姉／スーパー・ウィリー(下記参照)
他 ウィットコップ・シルヴェスター×ウィリーケ
祖母)ミス・スーヤックＢ04-6202091 Ｌ.Ｂ.＆Ｊ.ゲーリンクス作翔 06 年ＫＢＤＢ中距離Ｎエース鳩第
9 位 ゲシェルプテ・アエルブレヒト×シュプルートコップイェ(Ｄ．ファンダィク)
母)スーパー・ウィリーＢ03-6460054 Ｌ.Ｂ.＆Ｊ.ゲーリンクス作翔 シャトローＩＰ2,576 羽中総合優勝、同Ｐ
1,400 羽中総合優勝、モンリュソンＰ1,800 羽中総合 2 位、同Ｎ11,568 羽中総合 94 位、トゥーリー307 羽中
優勝、若鳩長距離エース鳩第２位 兄弟／ミス・リモージュ、ヴィット・ウィリーケ、ミス・ル・マン、
アルジェント、ウィロー、ブラック＆ホワイト、クライン・ウィリーケ
祖父)ウィットコップ・シルヴェスター Ｂ02-6354241 ズワルテ・スラーツ×ウィットコップ・プーチェ
祖母)ウィリーケ Ｂ98-6185637 ブールジュＰ雌の部 605 羽中優勝、同Ｎ9,091 羽中総合 63 位、ノワイヨン
156 羽中優勝キェブラン 257 羽中優勝、シャトローＰ雌の部 499 羽中 4 位、両親共ジェフ・ケイルスマ
ーカース作

【42】ＮＬ11-1887747 ＢＣ ♀ コール・レイテンス作
父)レネリスＮＬ99-1107523 ＢＣ Ｃ．
レイテンス作翔 シメイ 4,358 羽中優勝、セザンヌ 2,136 羽中優勝、
ホウデン 2,065 羽中優勝、トロイ 1,840 羽中優勝、ホウデン 2,232 羽中 2 位 ペロンヌ 5,429 羽中 4 位他
上位入賞多数 直仔／03-1114 05 年中距離Ｎエース鳩第 1 位 00-582 セザンヌ 2,668 羽中 2 位、サン
ギスライン 3,101 羽中 3 位、01-664 ハースロード 2,136 羽中 2 位他
祖父)ペドロＮＬ93-1203173 ＢＣ 両親共Ｃ．レイテンス作翔 シメイ 7,144 羽中総合優勝、サンギス
ライン 4,676 羽中 2 位、ボハイン 4,892 羽中 2 位他上位多数 90-947×90-949
祖母)ＮＬ95-2192875ＢＣ 直仔／ホウデン 4,070 羽中優勝、ストロームベーク 7,450 羽中 2 位他
母)ＮＬ04-1389781ＬＢＣ コープマン父子作 直仔／07-615 アルジャントン 1,012 羽中 4 位、同
NPO6,046 羽中総合 19 位、オルレアン 661 羽中優勝、同 NPO9,042 羽中総合 18 位、クライル 3,730 羽
中 22 位他上位多数 09-067 ペロンヌ 1,463 羽中 3 位、ナントイル 2,827 羽中 3 位、エピー1,561 羽中
13 位、ポメロイル 3,437 羽中 14 位、ナントイル 3,516 羽中 17 位他 09-026 ポメロイル 3,091 羽中 6
位他上位多数
祖父)超銘鳩クライネ・ディルクＮＬ98-5821416 ＢＣ Ｃ＆Ｇ．コープマン父子作翔 オランダ最高のスー
パーＣＨ鳩で最高種鳩。99 年オランダＮエース鳩第１位、世界選手権若鳩第５位、ブールジュ NPOＮ700Ｋ

7,155 羽中総合優勝、トロイ NPOＮ529Ｋ17,883 羽中総合優勝、マーゼイク 3,522 羽中優勝他最高分速
優勝５回 直仔／カントリー・ガール シメイ 3,246 羽中優勝、ソールドゥン 13,426 羽中総合４位、ヤング・ド
リーム オルレアン 640Ｋ10,825 羽中総合 9 位、アブリス 588Ｋ13,020 羽中総合 15 位 その直仔アダー
ラ ヴァイチェン 12,046 羽中総合優勝、アラジン／マライケ・フィンク鳩舎で、11 羽の優勝鳩の父。孫には
長距離Ｎエース鳩第１位のファラ・ディバ、万羽レース総合優勝３回のレーザあり。ヴォンダー・ファン・ハーハト
／フランク・サンダー鳩舎で、4 羽のエース鳩の父(04-560 エペルネイ 9,210 羽中総合優勝、エペルネイ
13,106羽中総合2位、センス523Ｋ13,137羽中総合9位、04-995 エペルネイ11,862羽中総合優勝、
エペルネイ 13,106 羽中総合 4 位他等々) ダリル／Ｐ．フェーンストラ鳩舎で、直仔が、ホウデン NPOＮ
22,537 羽中総合 4 位、ゲネップ 1,656 羽中優勝、ツットフェン 2,916 羽中優勝、連盟当日長距離エース鳩
第 1 位他。チャーリー／Ｍ．サンガース鳩舎で、直仔がヘヴェルリー9,076 羽中総合優勝、ル・マンＮオランダ
東部地区 25,000 羽中総合 7 位、オルレアン NPOＮ18,127 羽中総合 8 位、ブールジュ 1,834 羽中優勝、
アルキーズ 3,769 羽中優勝他等々・・・。全兄弟／アンネリーズ シメイ 295Ｋ15,438 羽中総合優勝、トロイ
NPOＮ13,137 羽中総合２位、シメイ 10,001 羽中総合２位他 フィエラ(ホウデン 13,839 羽中総合優勝の
アラノードの父)、フィエロ、ジュディ(エルマーフェーン・ホープの母)、マイティ・マン(エミーラ、アザー
ラ、マチュリン、マブリス、マリスキの父)、イ・ミン(アモレー 02 年当日長距離Ｎエース鳩第１位、オリ
ンピアード代表、パワー・ボーイ 02 年当日長距離Ｎエース鳩第 12 位の母)等々
祖母)ゲラーズ・ファボリートＮＬ03-5343028 サンギスライン 13,574 羽中総合５位、アブリス 10,609 羽中総
合４位、ソールダン 13,426 羽中総合９位 全兄弟／マジックマン ル・マン北部地区 15,252 羽中優勝(自
動車獲得) 同全オランダ 99,104 羽中分速第３位 ド・ロリス(Ｇ.リンデラウフ父子 02 年ロリスＮ5.256 羽
中総合優勝)×超銘鳩アンネリーズ(上記超銘鳩クライネ・ディルクの妹)

【43】Ｂ12-3113617 Ｂ ♂ リック・クールス作
父)トルネードＢ11-3123486 全姉／ペトロシュカ アルジャントンＰ512ＫＮゾーン 8,003 羽中優勝、同Ｎ23,921
羽中総合 4 位、クレルモン 200Ｋ230 羽中優勝、シャトローＰ485Ｋ5,500 羽中 14 位他、2011 年 KBDB 中
距離Ｐエース鳩第５位 両親共Ｇ．ファンデンアベール系
祖父)カンマＢ07-3129165 Ｇ．ファンデンアベールのブリクセンの孫
祖母)ヘット・セリナＢ01-3117095 Ａ.＆Ｒ.デザール作 ゾーン・ドクス×ツールゲケ
母)シスカ Ｂ10-3020204 姉／マリーケ 08 年若鳩長距離Ｐエース鳩第１位、グレＮゾーン 5,166 羽中優勝
ブロア 362 羽中優勝他 両親共Ｇ．ファンデンアベール血統
祖父)ガビーズ・ブリクセンＢ05-3006794 Ｇ．ファンデンアベールのブリクセン直仔
祖母)フリッカＢ04-3238531 デン・100×アスケ

【44】Ｂ10-3026097 Ｂ ♀ ルク・シウン作
父)ルーザックＢ02-3028293 ルク・シウン作翔 ポーＮ総合 23、30 位、ペルピニャンＮ総合 26 位で、05 年
KBDB 超長距離Ｎエース鳩第３位
祖父)基礎鳩クリオネー Ｂ95-3177174 モントーバンＮ総合91 位、ナルボンヌＮ総合95 位、ポーＮ総合 97 位、
超銘鳩ブレヒトの孫 孫／サンバンサンＩＮ総合優勝、3 位、オリンピック・スペシャル参照
祖母)アルジャントン・ヘンＢ99-3025047 00 年アルジャントンＮ総合９位 98 年ブールジュＮ21,170 羽中総
合８位×ボレ・ヘン(カオールＮ総合優勝のゲネラール×コニャックＮ総合優勝のミス・コニャック)
母)Ｂ09-3065848 ジョルジュ・ボレ作 兄弟／有名なコロネル 07-208 カオールＮ7,347 羽中総合 5 位、
ナルボンヌＮ7,174 羽中総合 7 位、同ＩＮ14,457 羽中総合 8 位、ブリーブＮ17,456 羽中総合 154 位、ペ
ルピニャンＮ6,257 羽中総合 206 位、リモージュＮダービー6,136 羽中総合 257 位他上位入賞多数直仔
／11 年ボルドー199 羽中優勝、同ＩＮ11,444 羽中総合 10 位他

祖父)リンコＢ02-3037204 ノエル・リッペンス作 ベニー×タイラー ヴィタル(93 年 KBDB 長距離Ｎ
エース鳩第 1 位で、Ｇ．ファンデンアベールの有名なブリクセンの祖父)の孫
祖母)Ｂ05-3064207 異父兄弟／アルビＮ総合優勝 アルノ(ボルドーＮ総合 19 位で、ルク・シウンの
基礎鳩ブレヒトの孫)×エルシー

【45】Ｂ11-5170288 ＢＣ ♀ ディルク・リーケンス作
父)ウィリーＢ08-5062128 Ｄ．リーケンス作翔 11 年ブリーブＮ10,089 羽中総合優勝、ヴィエルゾンＳＮ
3,124 羽中総合優勝 ジャルナックＳＮ4,827 羽中総合 32 位、トゥレＮ6,695 羽中総合 39 位、ブールジュＮ
15,508 羽中総合 386 位、ラ・スーテレーヌＮゾーン 2,038 羽中 104 位、ギエンＰ5,113 羽中 226 位、
アルジャントンＮゾーン 2,719 羽中 257 位、モンリュソンＳＮ6,185 羽中総合 512 位、グレＮ14,784
羽中総合 1145 位他 17 回入賞
祖父)ファンデンアベール・271Ｂ05-5148271 純ガビー・ファンデンアベール
祖母)ファンデンアベール・437ＮＬ05-1656437 Ｊ.＆Ｒ.ヘルマンス作 純ファンデンアベール
母)リリー・399Ｂ07-5081399 ＢＣ ♀ 41 回入賞内ブリーブＮ10,089 羽中総合 38 位、アルジャントンＮ
5,763 羽中総合 135 位、
同Ｎゾーン 3,286 羽中 258 位、
ブールジュＮ16,771 羽中総合 172 位、同Ｎ10,906
羽中総合 348 位、同Ｎゾーン 7,176 羽中 340 位、シャトローＮゾーン 4,706 羽中 55 位、同ＳＮ4,103
羽中総合 155 位、モンリュソンＳＮ6,185 羽中総合 353 位、ギエンＰ5,950 羽中 33 位、同Ｐ4,295 羽中
80 位他
祖父)ゾーン・ストルパルＢ03-5074181 全兄弟／スーパー・ランス ＬＦＣＰエース鳩第 1 位
祖母)トルテリの娘Ｂ01-5012363 孫／トゥレ・031 トルテリ(ラ・スーテレーヌＮ総合優勝、サンドニ 401
羽中優勝、同 130 羽中優勝、ドールダン 298 羽中優勝、同 143 羽中優勝他)×ヴァイア・コンディオス

リック・ヘルマンス使翔 カウ・ガールの直仔

“ゾーン・カウ・ガール”

【46】ゾーン・カウ・ガール Ｂ11-6332535 ♂ヘルマンス＝ファンデンブランデン作 ※同腹は、昨年末の同鳩舎

若鳩オークションで 5400 ユーロの価格で落札された。
父)クライネ・ヤールリング ＮＬ04-1098515 ＣＣアイントホーフェン中距離チャンピオン鳩第 1 位 クライル
4,173 羽中総合 7 位他
祖父)基礎鳩ヤールリング・ドンダースティーン Ｂ98-6522539 Ｄ.＆Ｌ.ファンダィク作 ドンダースティー
ン×ドールダンケ
祖母)基礎鳩ヤンセン・ドィビン Ｂ96-6376190 ヤンセン兄弟作
母)カウ・ガールＢ09-6323201 Ｂミール・ファンデンブランデ＝ヘルマンス作 リック・ヘルマンス使翔
アルジャントンＰ990 羽中優勝 同Ｎ7,358 羽中総合 8 位、ブールジュ 494 羽中 2 位 同Ｎ17,061 羽中総合
68 位、ドールダン 2,369 羽中 4 位 ドールダン 2,356 羽中 7 位 メルン 2,265 羽中 4 位、アルジャントン
289 羽中 9 位 同Ｐ2,118 羽中総合 65 位、シャトロー512 羽中 19 位 同Ｎゾーン 8,353 羽中 424 位、ブ
ールジュＩＰ1,143 羽中総合 33 位、ブールジュ 319 羽中 28 位 同Ｐ1,822 羽中総合 229 位、※以上の成
績で 11 年オリンピアード・ベルギー代表 1 才鳩第 1 位、10 年ヨーロッパ杯ベルギー中距離エース鳩第２位
2011:メルン 2,402 羽中 24 位、ノワイヨン 1,250 羽中 46 位、同 1,170 羽中 383 位、ドールダン 2,231
羽中 78 位 同 1,258 羽中 391 位、ブールジュＮ成鳩 24,651 羽中総合優勝
祖父)ミステリー・ヴォウタースＢ06-6415262 超銘鳩フィーネケ・5000 の直仔×マルセル・ヴォウタース
のド・レーウの妹
祖母)エル・タイドの妹Ｂ06-6166694 ウィリアム・ロイテン作 兄弟／エル・タイド 07 年ＦＣＩグラン
プリ総合優勝 フロール・600×ラーチェ

