●2012 年度
度ゴウデン・ダ
ダィフ賞授賞式
式記念オーク
クション

今
今年も凄
凄い！ゴウデ
デン・ダ
ダイフ賞
賞記念オ
オークシ
ション参
参加鳩
【競
競売参加
加方法】
ゴ
ゴウデン・ダ
ダィフ賞授賞
賞式が、２月
月 23 日（土
土）に行われ
れます。毎年
年本
競売
売には、一流
流鳩舎がその
の名誉にかけて選りす
すぐりの若鳩
鳩を供出して
てお
りま
ます。過去に
に本競売で落
落札された鳩
鳩の中には
は、ファンダ
ダィク父子の
の有
名な
なゴールデン
ン・レディや
や、コープマ
マン父子供出
出でヴォンダ
ダー・ファン
ン・
ハー
ーハトなどの
の偉大な種鳩
鳩が出ております。参
参加ご希望の
の方は、保証
証金
￥30,000 を添えて２月 22
2 日（金）までにチャンピオン商
商事宛、日本
本円
限度
度額(国内発
発送時送料の
のみ別)にて指
指値お申し
し込み下さい
い。
ご注
注意：１件の
の保証金で、何
何羽指値して
て頂いても結構
構です。第一希
希望、第二希
希望等の希望順
順位でも構い
いません。また
た生
体で
ですので、鳩
鳩の引き渡し後
後１週間を経
経過しての発病
病には保障出来
来ませんので
で、予めご了承
承下さい。※
※このリストは
は、
競売
売期日直前に
に原稿が到着し
した為、校正
正に時間がとれ
れませんでした
た。多少の脚
脚環番号等の違
違いはご容赦
赦下さい。

指
指値、お問合
合せは・・・チャンピ
ピオン商事
事株式会
会社
〒3
353-0002 埼玉県志木市中
埼
中宗岡 2-23-8 TEL：048-485-9671 島村携帯 090-3086-317
76 FAX：048
8-485-9672

【1】2012 年度
度ゴウデン・ダ
ダィフ賞ベル
ルギー ギド・ロークス作
作 「2012 年度のゴウデ
年
デン・ダィフ賞
賞を獲得したこ
こと
は、非常な誇り
りです。何故
故ならゴウデ
デン・ダィフ賞
賞こそは、最も
最も素晴らしく
く(また最も獲
獲得が困難な
な)チャンピオ
オン
シッ
ップ賞だから
らです。そこ
こでこの競売
売には特別な
な鳩を贈らせて
て貰います。
。B12-5060730 の雄は
は、レースに出
出さ
ず
ずにおりました
た。〜血統解
解説等中略〜
〜血統的にも
も素晴らしい
いですが、手
手に持っても非
非常に素晴ら
らしい鳩です
す。
これ
れ以上の鳩
鳩はウチには
はおりません。
。この鳩を贈
贈らせていた
ただくことで、貴ゴウデン
ン・ダィフ賞祭
祭典の成功に
に少
しで
でも役立てれ
れば有難く思
思います」
B12-5060730 B ♂ 異父
父兄弟／11-0
056 アルジャ
ャントン N ゾーン
ゾ
6,099
9 羽中優勝、同 P1,653 羽中優勝、ピ
羽
ピテ
ィヴ
ヴィエ 505 羽中
羽 2 位、ナ
ナントィル 80
08 羽中 4 位、ラオン
位
2,4
491 羽中９位
位他 超銘鳩
鳩パンタニの
の７重近親
父)
父)ゾーン・カイ
イ・ムック B1
10-5110850
0G.ロークス
ス作 種鳩 カイ・ムックの直仔
仔
祖父)B08-5
5002137 G.ロークス作
G
作 種鳩 インブレッ
ッド・パンタ
タニ(パンタニ
ニ×パンタニ
ニ妹)×スー
ーヤ
ックとプ
プリンセスの
の娘
祖母)カイ・
・ムック B0
08-5002089
9 ブールジュ P2,181 羽中総合優勝
羽
勝、ギエン P673 羽中優
優勝他 11
1年
オリンピ
ピアード中距
距離代表第１
１位 LBC 中距離 N エース鳩第
エ
ニバール・パンタニ・プ
1 位 カンニ
リンセス
スの筋
母)
母)B07-5037
129 G.ロー
ークス作翔 ギエン P2,221
P
羽中総
総合 2 位、ブールジュ
ュ P2,365 羽中総合
羽
7 位他
位
記 11-056 異母兄弟／ジ
異
ジュリエンヌ
ヌ ブール
ルジュ N10,8
829 羽中総合
合 3 位、サタン モン
ンリ
直仔／上記
ュソンＮゾ
ゾーン 17,43
32 羽中総合
合 2 位、同ゾ
ゾーン優勝、同Ｐ1,911 羽中優勝、ピティヴィ
ィエ 1,099 羽中
羽
優勝、ギエ
エン 2,877 羽中優勝、同
羽
同 5,062 羽中
中最高分速
祖父)ジュリ
リエンヌの父
父Ｂ00-5143518 Ｇ．ロークス作
作 同腹／プ
プリンセスの
の父、兄弟／
／アスケの母
母、
フォール
ルィト・パン
ンタニ
パ
パンタニ×ズ
ズワルテ・ポ
ポル（スーパ
パー種鳩で
でプリンセス
スの祖父）
祖母)Ｂ04-5
5005326 Ｇ．ロークス
Ｇ
ス作 フォー
ールィト・パ
パンタニ×Ｍ．フラン
ンセンのＮ総
総合優勝

【2】2012 年度ゴウデン・ダィフ賞オランダ カス＆カレル・メイヤース作 ＮＬ12-1199019 Ｂ♂
父)デュークＮＬ11-1305908
祖父)ボンテ・フェルケルクＮＬ08-1537974 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 直仔／1,097 羽中優勝、1,062
羽中優勝、552 羽中優勝内ブロア 33,709 羽中総合 15 位 Ｐエース鳩第 2 位 グローベトロッタ
ー（ＷＨＺＢ最優秀雄鳩 2 位）×オプラー（ＷＨＺＢ最優秀雌鳩 3 位）
祖母)ニュー・ファポールＢ10-4320719 Ｆ．ファンデンヘーデ作兄弟／09 年ブールジュＮ22,499
羽中総合優勝、トゥレＮ6,345 羽中総合優勝
母)エクセナＮＬ09-1797880 Ｋ.＆Ｋ.メイヤース作翔 10 年 WHZB 最優秀雌鳩 オフ・シーズン・エース
鳩第 1 位 2 回 優勝７回内フェンロー6,889 羽中総合優勝、ハッセルト 1,550 羽中優勝、ポメロイル 648 羽
中優勝、同 4,116 羽中総合 2 位他上位多数
祖父)Ｂ07-6379868 レオ・ヘレマンス作 ディノ(Ｎエース鳩第 3 位)×Ｎエース鳩 2 位の妹
祖母)Ｂ08-6368065 ヘレマンスとの共作 純レオ・ヘレマンス デン・オイロ×ヤンの娘

【3】2012 年度ゴウデン・ダィフ賞ドイツ ヴォルフガング・ルーパー作 ＤＶ01274-12-227Ｂ ♀
父)アス・フォーゲル・269 ＤＶ01274-10-269Ｂ Ｗ．ルーパー作翔 2013 年ニトラ・オリンピアード中距離
第3 位、Ｎエース鳩第6位 429Ｋ5,183 羽中優勝、429Ｋ3,159 羽中優勝、615Ｋ2,127 羽中2位、
544Ｋ4,168
羽中 5 位、313Ｋ1,237 羽中 6 位他
祖父)ＤＶ04962-06-47 Ｂ 両親共Ｗ．ルーパー作
祖母)Ｂ09-6268859 Ｂ 兄弟プロヴィンシャル・チャンピオン
母)ＤＶ01274-09-509Ｂ Ｗ．ルーパー作 兄弟／09-575 10 年レース 12 回参加 12 回入賞で連合会
最優秀雄鳩第 1 位、Ｎエース鳩第 5 位
祖父)ＤＶ01274-07-366 Ｂ Ｗ．ルーパー作 208 直仔×Nr.2 の妹
祖母)ＤＶ04962-07-239 Ｂ 両親共Ｗ．ルーパー作 エース×エース鳩１位の娘

【4】2012 年度国際超長距離部門第１位 ヨス・ファンオルメン作 Ｂ12-6325195Ｂ ♂
父)デン・ナルボンヌＢ11-6058572 ＢＪ．ファンオルメン作翔 12 年国際１才鳩ボルドー・ナルボンヌ
エース鳩第１位 ナルボンヌＮ11,000 羽中総合３位、ボルドーＮ10,622 羽中総合 24 位
祖父)デン・025 Ｂ04-6139025 Ｂ Ｊ．オルメン作 種鳩 Ａ．ファンデンプラス
祖母)リーザＢ06-6200876 Ｂ Ｃ.Ｒ.デニーゼ作 ナルボンヌＮ総合 2 位の娘
母)Ｂ05-6255697 Ｂ Ｊ．ファンオルメン作
祖父)ルイＢ03-6248736 ＬＢＣ Ｊ．ファンオルメン作
祖母)Ｂ04-6139102 代々Ｊ．ファンオルメン血統

【5】ＤＶ02098-12-608Ｂゴウデン・ダィフ賞ドイツ５回受賞ギュンター・プランゲ作
超銘鳩 261 の近親直仔 リングローゼの３重近親
父)超銘鳩ド・２６１ ＤＶ02098-07-261ＬＢＣ Ｇ．プランゲ作翔 319Ｋ4,379 羽中優勝、543Ｋ4,016 羽中
優勝、261Ｋ2,345 羽中優勝、370Ｋ2,111 羽中優勝、169Ｋ1,934 羽中優勝、262Ｋ1,906 羽中優勝、342Ｋ
1,491 羽中優勝、366Ｋ1,386 羽中優勝、455Ｋ903 羽中優勝、288Ｋ770 羽中優勝他

祖父)ＤＶ02098-06-801 Ｇ．プランゲ作 優勝８回の 330 直仔×Ｂ99-6552493 （ファンルーン）
祖母)ＤＶ02098-99-1000 Ｇ．プランゲ作 リングローゼ×コープマン(ブランコの妹)
母)ＤＶ02098-10-1477 Ｇ．プランゲ作
祖父)ド・２６１ ＤＶ02098-07-261 上記参照
祖母)ＤＶ02098-03-1111 全姉妹／上記 1000、1009、36 他

【6】 2012 年度国際超長距離第 2 位で、長年の強豪、ヨス・ヨーセン作 Ｂ12-63236252 ＢＷ 飛び筋最
高近親
父)ド・モンテリマールＢ10-6217260 Ｊ．ヨーセン作翔 モンテリマールＮ6,713 羽中総合優勝
祖父)Ｂ07-6140215 ヨーセン作 兄弟／06 年ペルピニャンＩＮ14,812 羽中総合優勝、基礎鳩ボンガ(10
年マルセイユＩＮ10,343 羽中総合優勝、ボルドーＮ総合 4 位、オレンジＮ総合 2 位)の孫
祖母)Ｂ09-6240841 オレンジ・161(オレンジＮ6,035 羽中総合 26 位、同Ｎ4,584 羽中総合 28 位、ナ
ルボンヌＮ6,033 羽中総合 96 位で基礎鳩ボンガの孫×曾孫)×ブラウケ・618(スーパー鳩 191 娘)
母)Ｂ07-6140076 ヨーセン作
祖父)Ｂ98-4130811 ヨーセン作 ペルピニャンＩＮ総合 3 位(ボンガの孫で、マルセイユＩＮ総合優勝の曽
祖父)×基礎鳩ボンガの娘
祖母)161 の娘Ｂ06-61885416 オレンジ・161(オレンジＮ6,035 羽中総合 26 位、同Ｎ4,584 羽中総
合 28 位、ナルボンヌＮ6,033 羽中総合 96 位で基礎鳩ボンガの孫×曾孫)×スーパー鳩 191 娘

【7】Ｂ12-4196307 ＢＣ ♀ 2012 年度スーパー・スター・ベルギー中距離第 1 位スタイン・ファンラーレ作
異母兄弟／ベンダー 12 年 KBDB 大中距離Ｎエース鳩第１位 ツール 445Ｋ2,533 羽中優勝、同 3,634 羽中
7 位、ブロア 406Ｋ1,636 羽中優勝、同 1,142 羽中 3 位
父)リトル・ファン Ｂ07-4029004(オールド環) Ｂ 兄弟／ファニー ブロアＩＰ総合優勝他優勝３回、
シスター・ファニー 優勝５回
祖父)ゲネラール Ｂ04-4151538 Ｓ アブリス 294Ｋ361 羽中優勝、エペイ 106Ｋ220 羽中優勝、兄弟／
リヴェンデル オリンピアード代表 11 回優勝 Ｇ．イングレヒツ系
祖母)ローラ Ｂ07-4029117 Ｂ レムス 47Ｋ323 羽中優勝、クルモン 191Ｋ201 羽中８位他、Ｆ．ファ
ンデンヘーデ ラッキー・ルシアンの娘
母)シスカ Ｂ08-4231050 ＢＣ クレルモン 191Ｋ345 羽中優勝、アブリス 294Ｋ432 羽中優勝他
祖父)ラッキー・ルシアン Ｂ04-4151519 アブリス 294Ｋ233 羽中優勝他 ルシアン・ファンスティー
ンブルグの筋
祖母)Ｂ02-4376541 Ｓ 即種鳩 ホワイト・クィーンの娘

8)ＮＬ13-1121430 又は 431 2012 年度スーパー・スター・オランダ短距離第 1 位 イェルガー・クリンケンベル
グ作 異父兄弟／メシラ メール 3,398 羽中 2 位、同 2,477 羽中 2 位、同 2,172 羽中 2 位、ナイフェル
259 羽中 2 位、ベルゲン・オプ・ゾーム 3,843 羽中 3 位他
父)ソン・メシーＮＬ08-1368144 ＢＣ カンプハィス 直仔／上位入賞多数
祖父)メシーＮＬ06-2049359 ＢＣ 両親共カンプハィス作 ストロームベーク 2,633 羽中優勝、メ
ール 2,397 羽中優勝 08 年 NPO エース鳩第 11 位、48×オリンピック・クィーン

祖母)オリンピック・クィーン妹ＮＬ07-1644105 ＢＣ カンプハィス作 カンプハィス・ファンル
ーン メール 3,168 羽中 13 位、シメイ 2,454 羽中 12 位 直仔／ストロームベーク 1,739 羽中優勝他
母)ＮＬ07-1644106 ＢＣ 兄弟／WHZB 遅レース 4 位 半兄弟／2,646 羽中優勝、1,776 羽中優勝
祖父)ＮＬ01-1672053 ＢＣ カンプハイィス
祖母)スーパー・ヴィテッサーＮＬ03-2236557 Ｂ 03 年Ｐエース鳩第 3 位 ファンホーヴェ＝アィ
ターホーヴェン

【9】ＮＬ13-1852602Ｂ フェルブリー共同鳩舎作 偉大な種鳩リモの最高直仔同士近親孫
父)マルチノＮＬ08-1158499 Ｂフェルブリー共同鳩舎作翔 モルリンコート 2,339 羽中 10 位、エペイ
4,057 羽中 25 位、ナントィル 474 羽中優勝、同 2,819 羽中 2 位 サルブリ 8,899 羽中総合 27 位 11
年 WHZB(対象 18 レースで)最優秀雄鳩第１位 全蘭最優秀鳩 2 位 直仔／11-128 1,799 羽中優勝
祖父)リモＮＬ03-1287765 Ｂ Ａ．スカーラーケンス作 スーパー種鳩 直仔／トニア ブールジ
ュＰ5,974 羽中総合優勝、メルン 1,109 羽中優勝他 ＮＬ95-2067230(144、145 の兄弟)×ＮＬ
01-2055992
祖母)コルネラＮＬ01-1135504 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 コ（ウルトラカップルの仔）×フィ
エロ（クライネ・ディルクの妹）
母)アニータＮＬ10-1326490 Ｂ フェルブリー共同鳩舎作翔 ブロアＮ605Ｋ25,597 羽中総合 20 位、
同Ｎ17,206 羽中総合 227 位、
ブールジュ 620Ｋ8,579 羽中総合 12 位、
ナントィル 2,466 羽中 9 位 11
年 WHZB 最優秀雌鳩第１位 全蘭最優秀鳩第１位(20 万羽中)
祖父)リモＮＬ03-1287765 Ｂ Ａ．スカーラーケンス作 上記参照
祖母)コーラＮＬ05-1574879 Ｂ Ｃ．レイテンス作 ランメールの娘 直仔／サリノ ブールジュ
NPO4,800 羽中総合 6 位、ブロア NPO5,186 羽中総合 8 位、サビナ他

【10】シェーンの半兄弟ＮＬ12-1620248 ＢＣ♂ ペーター・ファンデメルヴェ作 半兄弟／シェーン アル
ジャントン NPO10,432 羽中総合優勝、ストロームベーク 2,303 羽中優勝、同 4,563 羽中総合 2 位、アブリスＮ
18,911 羽中総合 6 位、ペロンヌＰ23,022 羽中総合 8 位
父)ユナイテッドＮＬ09-1192935 ＢＣＰ．ファンデメルヴェ作翔 ペロンヌ 1,967 羽中優勝、同 23,022
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 TBOTB 若鳩Ｎエース鳩第 2 位
祖父)アドＮＬ04-2197361 Ｂ Ａ．スカーラーケンス作 セカンド・エース×サマー・ブレッド
祖母)オヴィータＮＬ00-5054139 Ｐ．ファンデメルヴェ作翔シャトロー1,019 羽中優勝他 スー
パー・種鳩 048×ゴールデン・アイ
母)ナタリー ＮＬ06-1073255 ＢＣ Ｐ．ファンデメルヴェ作翔 シャンティーNPO30,074 羽中総合優勝、
兄妹／アブリスＰ40,268 羽中総合優勝、アブリス 4,568 羽中総合 2 位、ペロンヌＰ44,240 羽中総合 4 位、
アブリス 3,484 羽中総合優勝、ヘンシース 3,130 羽中優勝、トロイＮ9,981 羽中総合 4 位、シャトローＮ
12,074 羽中総合 7 位
祖父)最高種鳩リプレイＮＬ04-2057095 ＢＣ Ｍ．サンガース作 純コープマン系
祖母)プリティー・ウーマンＮＬ00-20041151 ＢＣ Ｂ.＆Ｗ.共同鳩舎作

【11】Ｂ12-6327839ＢＣＷ ♀ ディルク・ファンダィク作
父)オリンピック・ニールズＢ08-6338005 Ｄ．ファンダィク作翔 08 年 13 回入賞内キェブラン 1088 羽
中 7 位、ノワイヨン 1,193 羽中 11 位、09 年９回入賞内エタンプ 1,717 羽中 3 位、オルレアン 918
羽中 6 位、10 年８回入賞、11 年 13 回入賞内キェブラン 490 羽中 4 位、ドールダン 2,231 羽中 13 位、
同 1,258 羽中 4 位、同 793 羽中優勝、メッルン 629 羽中 5 位、12 年 10 回入賞内メルン 1,693 羽中 8
位、ドールダン 1808 羽中 3 位 12 年ニトラ・オリンピアードベルギー代表第 2 位
祖父)ディ・カプリオＢ05-6045015 ＢＣ ヘレマンス＝コイスタース作翔 キェブラン 1,922 羽中
優勝、 同 1,580 羽中優勝、同 1,278 羽中優勝 ゾーン・オリンピアード×Ｂ00-6141499(兄弟優
勝延 13 回)
祖母)Ｂ08-6210110 ＢＣ デン・ブールジュの近親曾孫
母)Ｂ09-6040169 Ｂ Ｄ．ファンダィク作
祖父)Ｂ02-6257072 Ｂ Ｄ．ファンダィク作 基礎鳩ランボーの直仔
祖母)Ｂ05-6453372 ＢＣ Ｄ．ファンダィク作 ゾーン・カンニバール×カンニバールの妹

【12】ド・370 ＮＬ12-1108370 ＢＣ ♀ 今年度オリンピアード超長距離第 1 位 アルヤン・ビーンズ作
父)ﾄﾞ・058 ＮＬ11-1213058 ＤＣ Ａ．ビーンズ作翔 アルビー（1013 ㎞）Ｎ5,949 羽中総合 327 位他
祖父)ゾーン・ラケットＦＰＰ ＮＬ10-1856672 ラケット(クレッセン・ドレッパーのバルセロナＮ
6,777 羽中総合 6 位、同 7,491 羽中総合 30 位鳩)×サンバンサン総合優勝の娘
祖母)ＮＬ10-1488637 ＤＣ ヘルスディンゲン兄弟作 兄弟／フェノメーン ボルドーＮ10,239 羽
中総合優勝 Ｃ．ファンデールフェルデン×Ａ.Ｐ.オーヴァーヴァーター
母)ロード・メイスイェ ＮＬ11-1213095 ＲＣ Ａ．ビーンズ作翔 アルビー（1013 ㎞）Ｎ5,949 羽中総合 14
位 全姉妹／オリンピック・ミス・ハイシェ ２０１３年ニトラ・オリンピアード・超長距離オランダ代表
祖父)ミスター・ベルジェラック ＮＬ04-1418542 ＲＣ Ａ．ビーンズ作翔 ベルジェラックＮ15,194
羽中総合 6 位、同Ｎ17,483 羽中総合 114 位他 両親リンブルグ兄弟作 ファンヘール
祖母)リカ ＮＬ04-1418619 Ｂ Ａ．ビーンズ作翔 07 年ペリギューNPO7,581 羽中総合優勝、リモー
ジュＮ13,239 羽中総合 67 位、ブリーブ NPO6,872 羽中総合 80 位他 両親共Ｊ．イェレマ作

【13】ＮＬ12-1098714 ＬＢＣＷ ♀ ヤン・キーン作
父)ブルー・ワンダーＮＬ08-5822638 Ｂ Ｊ．キーン作翔 当日長距離エース鳩 4 位、兄弟／スーパ
ーマン 若鳩Ｎエース鳩第 1 位
祖父)ブルー・アロー・ジュニアＮＬ05-5534234 ＢＣ Ｊ．キーン作翔 デュッフェル NPO4,176
羽中総合 2 位、ロンメル 19,897 羽中総合 15 位、ナイフェル 18,258 羽中総合 25 位 ボクステル
2,397 羽中 6 位、
モルリンコート 16,860 羽中総合 25 位、ブロアＮ5,737 羽中総合 45 位他 ブルー・
アロー×ゴウド・クロンプイェ
祖母)ＮＬ02-5253453 Ｂ Ｊ．キーン作 兄弟／ブルー・アロー Ｈ．ヘンドリックス×Ｌ．ファン
ルーン
母)ＮＬ11-1205334 ＢＣＷ Ｊ．キーン作
祖父)ＮＬ10-1132471 ＢＣ Ｊ．キーン作 ジェリーズ・ボーイ・ジュニア×ゴウド・クロンプイェ
祖母)ＮＬ10-51012687 ＬＢＣ Ｊ．キーン作 ブルー・ボーイ×Ｈ．フクス

【14】ＮＬ12-1916999ＢＣ♂ヴァイナンツ父子作
父)スーパー・クヴェーカー・301 ＮＬ06-1437301 ヴァイナンツ父子作 直仔／11 年トリプルＡ Ｎエース
鳩第 1 位、サンバンサンＮ総合 85 位、ボルドーＮ総合 140、224 位、ナルボンヌＮ総合 269、334 位、ペル
ピニャンＮ総合 126、733 位、バルセロナＮ総合 511、795 位 全兄／ヴィットノイス他、マルセイユ・325 他
祖父)基礎鳩ド・ブラウエ・ファンオッペンＢ88-5127833 Ｃ．ファンオッペン作 兄／87 年バ
ルセロナＮ総合優勝、多くのチャンピオンの父であり祖父 カイパー兄弟×ファンデウェーゲン
祖母)ヘット・ボンチェ・サヤＮＬ95-5588291 サヤ兄弟作 スーパー・68×オーステンラィク
母)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 直仔／12 年ペルピニャンＮ総合 6 位
祖父)ランボー・57 ＮＬ03-1556457 フォンス・ファンオプハィゼン＝マレル作翔 ダックスＮ総合
57 位 基礎鳩ランボー×ブラウエ・ファンオッペンの娘
祖母)プリマ・ドンナＮＬ99-1351346 ペルピニャンＮ総合 11 位、マルセイユＮ総合 36、101 位、
ダックスＮ総合 52 位 ランメ×ブリンド・アスイェ

【15】Ｂ12-6317691ＢＣＷ♂ダニー・ファンダィク作 兄弟／カノン Ｂ09-6323112 09 年ＫＢＤＢ中距離若鳩
Ｎエース鳩第４位 ドールダン 1,245 羽中優勝(2 位を９分引き離す)、ドールダン 1,938 羽中優勝、マルネ
3,040 羽中優勝、ドールダン 1,962 羽中６位、
ノワイヨン 1,481 羽中 23 位、
ドールダン 1,478 羽中 44 位、
キェブラン 1,654 羽中 65 位 デン・11（カノンの同腹 ）中距離若鳩Ｎエース鳩第５位
父)Ｂ08-6299348 ヘルマンス＝フクストラ＝Ｍ．ファンデンブランデ作 同鳩舎最高種鳩の直仔
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
Ｎ13,469 羽中総合 132 位 ショーネ・ファンド・ヤールリング(ドンダースティーン×ヤンセン・
ドィビン)×エディ・ヤンセン(ファンダィクの筋)
祖母)フランシーン Ｂ05-6445543 ドールダン 831 羽中優勝 フィーネケ・5000 の弟×ヤールリング
ドンダースティーンとヤンセン・ドィビンの娘
母)タム・ズワルチェ Ｂ08-6297117 08 年アントワープ連盟若鳩エース鳩第１位
祖父)フェヒター Ｂ03-6290114 Ｊ．ドンカース作
祖母)ズワルチェ Ｂ06-6370829 06 年アントワープ連盟若鳩エース鳩５位 クランパー×ヨス・クー
ルス

【16】ＮＬ12-1679690 Ｂ ♀ クーン・ミンダーホウト作
父)ブラウ・522 ＮＬ04-0421522 Ｋ．ミンダーホウト作翔 ツール 6,144 羽中総合優勝、ペロンヌ 10,041
羽中総合2 位、同10,681 羽中総合6 位、シャンティー1,474 羽中優勝、ポメロイル 10,225 羽中12 位他 直
仔・孫／ピティヴィエ NPO5,015 羽中総合優勝、シャトローNPO3,832 羽中総合優勝、ナントィル NPO17,465
羽中総合優勝、ペロンヌ 11,724 羽中総合優勝、ブレトィル 7,228 羽中総合優勝、センス 1,412 羽中優勝他
兄弟／シャンティー1,474 羽中優勝、
祖父)ゾーン・ダニエル ＮＬ99-9948568 直仔／ポメロイル3,452 羽中優勝、
アウビー1,744 羽中優勝、
シメイ 409 羽中優勝 ダニエル×純Ｇ．ファンデンアベール
祖母)マキシモ Ｂ99-4011879 Ｅ．ロイテネ作 直仔／アラース388 羽中優勝 プレジデント×ニキータ
母)ＮＬ10-30011246 Ｂ Ｋ．ミンダーホウト作
祖父)ド・017 ＮＬ02-0209017 Ｋ．ミンダーホウト作翔 優勝４回 100％自血統

祖母)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 ド・178×Ｂ99-6151873

【17】アトランティック・ブルー ＮＬ12-1833282 Ｂ ♂ ディックマン＝ストロージス作 全兄弟／11 年アロー
ナ(委託レース)国際エース鳩第１位、国際ダービー第8 位、12 年同国際ダービー総合5 位、国際アルガルヴ
ェ黄金レース 15 位
※アローナはカナリー諸島でのアフリカからの海上委託レース
父)ブルースター ＮＬ08-1821721 ディックマン＝ストロージス作 種鳩
祖父)ＮＬ97-1929323 Ｂ 両親共カイパー兄弟の基礎交配近親
祖母)ＮＬ03-2323393 Ｂ リンデラウフ作 ワンダー・ボーイ(11,500 羽中総合優勝、5,359 羽中
総合優勝)×ローレライ
母)ＮＬ08-1821880 ディックマン＝ストロージス作 同腹／モーガン 09 年アローナ国際ダービー総
合優勝 同エース鳩 1,601 羽中第 4 位で 12,000 ユーロ獲得
祖父)ESP07-203939 Ｂ カルラ・ロベルト・ルロッカ作 08 年セミ・ファイナル優勝、ファイナル総
合 46 位、エース鳩第 10 位 ノエル・リペンス×Ｅ．デフォス
祖母)ＮＬ07-2097526 ディックマン＝ストロージス作 カイパー兄弟のベアトリックス近親(マザレ
ーラ作)×ゴールデン・アイ・ヘン(ディックマン＝ストロージス作)

【18】Ｂ12-4140514ＢＣ ♂ 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)カスターＢ11-4211180ＢＣ フェルストラーテ父子作翔 異母兄／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 カティ近親
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Ｎ
6,191 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 基礎鳩キャデラック(300Ｋと 1000Ｋで優勝)×カティ
祖母)Ｂ02-4202129 フリッポ×カティ
母)Ｂ11-4211238 Ｂ アエルブレヒト近親
祖父)キャプテン・ワン・アイＢ09-4269002 Ｂ ラ・スーテレーヌＮ17,814 羽中総合 17 位、トゥ
レＮ8,323 羽中総合 87 位 全姉妹／シャトロー優勝、同Ｎゾーン 4,571 羽中 3 位 ブルー・サンバ
ンサン×ブラウエ・カティ
祖母)Ｂ10-4210277 Ｂ オーララ(ブールジュ優勝、ブリーブ優勝)×ボルドー優勝

【19】ＮＬ12-1077198 Ｂ ♂
Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作
父)ジェルソン ＮＬ10-5011833 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作翔 13 年オリンピアード代表 オルレア
ン 3,480 羽中総合 2 位、ピティヴィエ 6,452 羽中総合 6 位、ボクステル 10,698 羽中総合 10 位、同 9,932
羽中総合 9 位他
祖父)フレンド Ｂ03-6254818 ＢＣＷ Ｊ．マリス作翔 ブールジュＰ3,456 羽中総合優勝、同Ｐ3,988
羽中総合 2 位、トゥーリー1,863 羽中優勝、オルレアンＰ2,219 羽中総合 2 位、同 8,255 羽中総合 7 位
祖母)デイ・ドリーム ＮＬ07-5724626 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作翔 アブリス NPO582Ｋ8,519 羽

中総合優勝、シャンティー12,742 羽中総合 70 位他 カシアス×ミス・ムックフック
母)ミス・サマム ＮＬ11-5012642 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作翔 トロイ NPO8,079 羽中総合4 位、ブレト
ィル優勝、同 10,037 羽中総合 11 位他 半兄弟／ビッグ・サプライズ ブロア NPO1,956 羽中総合 2 位、
デュッフェル 12,744 羽中総合 3 位
祖父)デヴィッズ・ソン ＮＬ07-1207620 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 ジルムール×ショーピース
祖母)ジナ ＮＬ06-1597157 Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作翔 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Ｎ9,670 羽中総合 9 位他 デン・リンズ・ファヴォリー
×超銘鳩アンネリーズ

【20】ヤメルダの直仔 ＮＬ12-1468740 ＢＣＷ ♂ ブリュッヘマン兄弟作
父)ブラウエ・ステイヤー ＮＬ10-2091157 ピート・デフォーゲル作 直仔／12 年ボルドーＮ総合 58 位
祖父)ヨンゲ・ステイヤー ＮＬ97-9703695 Ｐ．デフォーゲルの種鳩 直仔／ポーＮ総合５位、バルセ
ロナマン、ブルー・サンダー他 両親ジャック・ステケテー作 ステイヤー(96 年超長距離国際エ
ース鳩第 1 位)×ベルジェラックＮ総合 3 位の娘
祖母)ベーア・394・ドィビン ＮＬ03-10894 Ｐ．デフォーゲル作 ファーレ・ベーア×ボンテ・パレル
母)ヤメルダ ＮＬ08-1375067 ブリュッヘマン兄弟作翔 09 年ボルドーＮ総合 652 位、11 年バルセロナ
ＩＮ総合６位
祖父)ゾーン・オルハン ＮＬ96-2044630 ブリュッヘマン兄弟作 超銘鳩オルハン×ミラ
祖母)ラヴィエータ ＮＬ97-1290007 ブリュッヘマン兄弟作翔 サンバンサンＮ総合４位、ダックスＮ総
合 43 位 96-611×モルノウスキー

【21】Ｂ12-6317889 ＬＢＣ ♂
Ｊ＆Ｊ．バーク作
父)ヴェーアリヒトＢ07-6048534 Ｊ＆Ｊ．バーク作翔 ドールダン 1,097 羽中優勝、ノワイヨン 721 羽中優
勝、ドールダン 683 羽中優勝、同 9,631 羽中最高分速、キェブラン 509 羽中優勝、ノワイヨン 347 羽中優
勝、マルネ 312 羽中優勝、ノワイヨン 308 羽中優勝、11 年ポーランド・オリンピアード短距離第 3 位 直仔
／ブルセイエ ノワイヨン 1,104 羽中優勝、同 382 羽中優勝、ドールダン 554 羽中優勝 ハイランダー近
親孫
祖父)フルカーンＢ06-6048422 Ｊ.＆Ｊ.バーク作 直仔／チャンピオン 10-271 ノワイヨン 840 羽中
優勝、同 719 羽中優勝、マルネ 347 羽中優勝他 ハイランダー×モーイ
祖母)フレディッヒＢ06-6048384 Ｊ＆Ｊ．バーク作トレーナー×テレパティッシュ
母)チャンピオネッテ Ｂ10-6062390 Ｊ＆Ｊ．バーク作翔 ベルジアン・マスター４回入賞 姉／ベラ オリ
ンアピアード・ポーランド・オールラウンド第 1 位 シャトロー618 羽中優勝、ノワイヨン 868 羽中優勝、アル
ジャントン 476 羽中優勝、同 362 羽中優勝他 ディクタトール ノワイヨン 963 羽中優勝他
祖父)ウェルステエィゲ・アームストロングＢ07-5195063 フェルレクト＝アリアン作 アームスト
ロング×カミラ
祖母)アデムロースＢ08-6037385 ハイランダー直仔×モーイ

【22】ＮＬ12-1618501 ＢＣ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 異母兄弟／ボニータ、エウフォリア、アヴィエータ
ー、イカルス、タイソン、アイラール他

父)スーパー種鳩 ブルドーザー ＮＬ03-1135475 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ヴィエルゾン 21,984
羽中総合 7 位、同 5,615 羽中総合 3 位、ツール 4,420 羽中総合 2 位、ペロンヌ 18,869 羽中総合 28 位他
祖父)ビッグ・サンダー ＮＬ95-1941948 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ポン 3,725 羽中優勝サン・カ
トリーヌ・ウェーバー3,439 羽中 3 位他 エース鳩 5 位 両親オウワーケルク作
祖母)スーパー種鳩 バブルズ ＮＬ02-1635264 Ｂ Ａ．スカーラーケンス作 直仔／ナダラ 長距離
Ｎエース鳩第 3 位、フェデラー ブロアＮ総合 7 位、オリヴィア ツール NPO11,759 羽中総合優勝
他、孫／アテナ（リック・ヘルマンス）
母)スナップ ＮＬ08-1537232 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブールジュ 1,604 羽中 2 位、ブロア
2,138 羽中 18 位、クライル 20,534 羽中総合 185 位他
祖父)オリンピック・ソニョ ＮＬ01-1886536 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 シャンティー5,117羽中総合
優勝、ポン 4,420 羽中総合４位他 03 年オリンピアード中距離第 3 位 マグナム×アイス・クィーン
祖母)ピューマ ＮＬ05-1394725 ＤＣＷ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ペロンヌ 4,860 羽中総合優勝
他 半兄弟／スポンジ・ボブ リトル・タイガー×パティ

【23】Ｂ12-6050359 Ｂ オプ・ド・ベーク＝バーテンス作
父)スーパー種鳩ミスター・カンニバール Ｂ06-6210297 ディルク・ファンダィク作 直仔・孫／
ブールジュＮ9,146 羽中総合 2 位、ブロアＰ2,275 羽中 5 位、リモージュＮ5,150 羽中総合 6 位、ラ・スーテレー
ヌＮ4,459 羽中総合 13 位、シャトローＮ9,112 羽中総合 23 位、ブールジュＮ37,357 羽中総合 31 位、ブールジ
ュＮ33,524 羽中総合 37 位、アルジャントンＮ7,358 羽中総合 44 位、アルジャントンＮ25,583 羽中総合 37 位
ラ・スーテレーヌＮ17,814 羽中総合 49 位、ラ・スーテレーヌＮ17,814 羽中総合 70 位、グレＮ16,988 羽中総合
85 位他、他鳩舎において少なくとも 5 羽のエース鳩
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)Ｂ97-6466984 基礎鳩ランボーの父×ランボーの母の同腹
母)アミーラ Ｂ11-6103364 兄弟／ラーパ・ゾット ブールジュＮ１才鳩 15,508 羽中総合優勝、エックィェ 委
託2 位
祖父)ウィットペン・ゾットＢ06-6408265 基礎鳩ゾット(優勝 5 回)×プリンセス(ゾットの娘)
祖母)ファイン・チャーリーＢ07-6207385 チャーリー×ウィットペン・ブルドーザー

【24】Ｂ12-4313653 Ｂ ♀ クリス・ヘバーレヒツ作
父)ＶＩＰ Ｂ06-4081774 Ｃ．ヘバーレヒツ作翔 タルベＮ920Ｋ4,812 羽中総合 4 位、同ＩＮ12,849 羽中総合
10 位、モントーバンＮ806Ｋ6,809 羽中総合 5 位、同Ｎ9,091 羽中総合 17 位他
祖父)パンチョ・スター Ｂ04-4437276 種鳩 パンチョ×ポケモンの妹
祖母)Ｂ04-4417743 兄弟／アルトール リモージュ 1,208 羽中優勝 ディック×ビヨルンの娘
母)ブラウケ Ｂ11-4302391 ナルボンヌＮ6,330 羽中総合 3 位、同ＩＮ15,883 羽中総合 4 位、同Ｎ7,156 羽中総
合 22 位、同ＩＮ14,505 羽中総合 22 位、ブリーブＮ17,456 羽中総合 17 位他
祖父)スパーキー Ｂ05-4391946 ナルボンヌＮ6,801 羽中総合 282 位 クラインン・フェヒターケ直仔
祖母)Ｂ10-4095200 ＢＣ チャンピオン×ショーン・ブレークイェ

【25】アンナの娘 Ｂ12-6140399 ＢＷ ♀ エディ・ヤンセン作
父)ゾーン・ディ・カプリオＢ08-6339499 Ｄ．ファンダィク＝Ｅ．ヤンセン共同作
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 超銘鳩カンニバールの親・孫近親直仔
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×ゼーローバーの娘

【26】ゾーン・ファスト・ボーイＮＬ12-1689711 ＢＷ♂ スヘーレ兄弟作
父)ファスト・ボーイＮＬ10-3056436 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 アルジャントン NPO4,000 羽中総合優勝
(23,597 羽中総合 3 位)、ペロンヌ 7,007 羽中総合優勝、オルレアン NPO4,515 羽中総合 3 位、シャトロー
3,238 羽中総合 8 位、ポメロイル 4,629 羽中総合 19 位
祖父)ボーイ・ジュニア・700 ＮＬ08-1621700 Ｂ スヘーレ兄弟作 直仔／マリアー ラ・スーテレ
ーヌ NPO 総合優勝、シャトロー845 羽中優勝、オルレアン 832 羽中優勝 全妹／エース・ガール
ポアチエ NPO 総合優勝、シャトローNPO 総合 2 位、ラ・スーテレーヌ NPO 総合 2 位、ブールジ
ュ NPO 総合 10 位 兄弟／オルレアン NPO5,000 羽中総合優勝 異母兄弟／11 年長距離Ｎエー
ス鳩第 1 位、スーパー・ボーイ×ヘンク・メリスのド・666 の娘
祖母)マライケＮＬ04-2136275 Ｂ マライケ・フィンク作 ド・427×ド・425
母)デミＮＬ10-3056412 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 12 年オフ・シーズン・レース・エース鳩第 1 位 ニールグ
ニース 2,064 羽中優勝、ブロイル 169 羽中優勝、同 9,324 羽中総合 8 位、マンテ・ラ・ジョリー5,678 羽中総
合 6 位、モルリンコート 4,628 羽中総合 12 位、ペロンヌ 7,007 羽中総合 27 位、ポメロイル 1,102 羽中 6 位
全兄弟／08-800 オルレアンＰ4,927 羽中総合優勝、アブリスＰ7,889 羽中総合 2 位、ブロア NPO5,336 羽
中総合 11 位 エライネ 1,719 羽中優勝、エルフィェ他 半兄弟／シネレ・ヤピー(フーヴェ兄弟使翔)
ブロアＮ46,000 羽中総合 5 位他で WHZBＮエース鳩第 8 位
祖父)リヒテ・ディルクＢ02-6503551 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 ゾーン・ブールジュ×エ
ディー・ヤンセン
祖母)スーパー・02 ＮＬ04-0451802 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 ソールダン11,475羽中総合10位他 上
記ボーイ・ジュニア・700 の全姉 スーパー・ボーイ×ヘンク・メリスのド・666 の娘

27)Ｂ12-63527448 Ｂ ♂ マルセル・ヴォウタース作 有名なレーウの近親孫でデン・アドの直仔
父)デン・アド Ｂ10-6251541 Ｍ．
ヴォウタース作翔 マルネ 276 羽中優勝、ドールダン 1,678 羽中優勝、
同833 羽中優勝、同466 羽中優勝、同1482 羽中2 位、同1,332 羽中2 位、メルン 1,221 羽中2 位他 2013
年ニトラ・オリンピアードベルギー代表、 ＫＢＤＢＮエース鳩中距離第 1 位
祖父)ド・レーウ Ｂ03-6277418 Ｍ．ヴォウタース作翔 04 年Ｎエース鳩第 8 位、ドールダン優勝 3 回
祖母)ＮＬ08-1628683 アド・スカーラーケンス作 同腹／ベルギー最優秀雌鳩第 3 位
母)レーウの娘 Ｂ09-6-76642 Ｍ．ヴォウタース作翔 ドールダン 653 羽中 2 位、同 2,369 羽中 12 位、
アルジャントンＰ2,113 羽中総合 10 位、ブールジュＮ24,676 羽中総合 30 位他 エース鳩第 1 位
祖父)ド・レーウ Ｂ03-6277418 Ｍ．ヴォウタース作翔 上記参照
祖母)Ｂ03-6277405 Ｍ．ヴォウタース作翔 直仔／リモージュＮ11,689 羽中総合 30 位、スーヤック

Ｎ7,315 羽中総合 77 位他 ヴォウタース×Ｐ．ヤンセン

【28】ユーロ・ダィアモンドの孫 ＮＬ12-1598519 ＢＣ ♂ バーテンブルグ＝ファンデメルヴェ作
父)ゾーン・ユーロ・ダィアモンド ＤＶ06720-07-959 ＢＣ 直仔／ペルピニャンＮ5,607 羽中総合５位、
同ＩＮ15,107 羽中総合 6 位、同Ｎ5,616 羽中総合 14 位、シャトローＮ18,459 羽中総合 16 位、サンバンサン
Ｎ3,163 羽中総合 112 位、カオールＮ8,832 羽中総合 131 位他
祖父)超銘鳩ユーロ・ダィアモンド ＤＶ06720-02-537 ＢＣ 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Ｎ1,452 羽中総合 3 位、同ＩＮ14,900 羽中総合 5 位、ベル
ジェラックＮ総合４位他でオリンピアード代表 両親共Ｇ．カルトィス作
祖母)アームストロングの娘 ＤＶ06720-02-381 ペルピニャンＩＮ17,584 羽中総合優勝×アンジェ
ロの妹
母)ＮＬ04-1993090 ＢＣＷ バーテンブルグ＝ファンデメルヴェ作 直仔／カオールＮ873Ｋ10,325 羽
中総合 14 位
祖父)ヴィットブィク・153 ＮＬ94-1340153 ＢＣＷ 直仔孫／モン・デ・マルサンＮ総合 2 位、ボル
ドーＮ総合 16 位、ペルピニャンＮ総合 19、21 位、ナルボンヌＮ総合 24、31 位、タルベＮ総合 29
位他 基礎鳩ヴィットブィク×05 の娘
祖母)ＮＬ00-1908308 ＤＣ ヴィットブィクの近親でボンテ・クヴェーカーの孫 直仔／ベルジェラ
ック 1,500 羽中優勝(フランス)

【29】Ｂ12-3113509 Ｂ ♂ リック・クールス作
父)Ｂ11-3172353 Ｒ．クールス作
祖父)ショーネ・ブリクセン Ｂ04-3001609 直仔／06 年ブールジュＰ優勝 異父兄弟／シャトローＰ
優勝、アルジャントンＮ総合優勝、ブリーブＮ総合 2 位 ブリクセン(純Ｇ．ファンデンアベール)
×フリーダ(アスケの妹)
祖母)リースイェ Ｂ07-3129242 ブールジュ 1,484 羽中 17 位、アルジャントン 4,544 羽中 64 位、シャ
トロー4,793 羽中 94 位、アブリス 684 羽中 17 位 ブラウ・ヴィッテンブィク×ビクター娘
母)ポウ・ポウの娘 Ｂ10-3182324 Ｒ．クールス作
祖父)エリックⅡ Ｂ08-3115840 Ｒ．クールス作 直仔／シャトローＰ優勝、12 年最優秀成鳩雌
祖母)ポウ・ポウ Ｂ07-3129267 Ｒ．クールス作翔 アルジャントンＰ優勝、アブリス 287 羽中優勝、オル
レアン 145 羽中優勝、ラ・スーテレーヌＰ2,261 羽中総合 11 位、ブールジュＰ2,763 羽中総合優勝
他 ナショナルⅡの直仔×ダーリン

【30】ＮＬ11-1742716 Ｂ ♂ 11 年遅生まれ ヴィレム・ドブルイン作
自身の写真参照
父)タイタン ＮＬ07-1822466 Ｗ．ドブルイン作 直仔／08-380 若鳩エース鳩、ナイラ 10-012 ナントィ
ル 14,669 羽中総合優勝、同 30,019 羽中最高分速 マンテス 14,861 羽中総合 20 位他優勝鳩５羽
祖父)アポロ ＮＬ01-1892694 ＢＣ Ｗ．ドブルイン作翔 NPO 中距離第 4 位 ポン・サン・マクサ
ンス 3,777 羽中優勝、同 4,274 羽中 4 位、ストロームベ−ク 4,492 羽中 4 位他 スーパー・シャー
リー×Ｓ．ファンブレーメン
祖母)レアＮＬ01-1892402 Ｂ スカーラーケンス＝ドブルイン共作 直仔／オリンピック・アニータ

ヴィシーＮ総合優勝(何れもベルギー)他
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 直仔／オリンピック・ハリケーン ポメロイル 2,753 羽中優勝、アブリス 2,132 羽
中優勝他オリンピアード・ポーランド代表 他アブリス 2,764 羽中優勝、メーネン 1,890 羽中優勝、メール
305 羽中優勝、ストロームベーク 455 羽中優勝
祖父)ファンタスト Ｂ05-6045582 ＢＣ ヘレマンス＝コイスタース作
祖母)フィナＢ05-6045579 Ｂ ヘレマンス＝コイスタース作 直仔／ブルー・フレーム 若鳩Ｎエ
ース鳩第 5 位、ペロンヌ 18,774 羽中総合 12 位、ストロームベーク 2,249 羽中 2 位他 ロッシー×
スピネケ

【30】ＮＬ11-1742716 Ｂ ♂ 11 年遅生まれ ヴィレム・ドブルイン作

【31】ドン・ミッシェルの孫 ＮＬ12-1714135 ＢＣ ♂ コール・デハイデ作
父)ＮＬ09-3959107 ＢＣ Ｃ．デハイデ作 種鳩
祖父)ドン・ミッシェル ＮＬ96-9659671 ＢＣ Ｃ．デハイデ作翔 ペルピニャンＮ5,479 羽中総合 17 位、
同Ｎ7,195 羽中総合 21 位、同ＩＮ18,426 羽中総合 41 位他 ダックスＮ3,755 羽中総合 39 位、同Ｎ5,617
羽中総合 58 位他 ペルピニャン・ドーファー×テーレン・ダィフ
祖母)ド・ペルピニャン・ドィビン ＮＬ05-0334500 Ｂ Ｃ．デハイデ作翔 ペルピニャンＮ4,719 羽中総合
17 位、他同Ｎ総合 50 位、同ＩＮ14,812 羽中総合 90 位、バルセロナＮ7,520 羽中総合 88 位、孫／ボルド
ーＮ総合優勝、カオールＮ総合優勝、ナルボンヌＮ総合 6 位 コルネリッセン×ペルピニャン・ドーフ
ァーの娘

母)基礎鳩クランパーの孫 ＮＬ07-1838400 ＤＣ Ｃ．デハイデ作 種鳩 直仔／バルセロナＮ7,046 羽
中総合 94 位、ペルピニャンＮ5,607 羽中総合 74 位
祖父)ゾーン・クランパー ＮＬ96-9659744 ＤＣ Ｃ．デハイデ作 基礎鳩クランパー×マダム・ラ・
クレシェ(Ｈ．シモンズのラ・クレシェＮ総合優勝鳩)
祖母)アンネット ＮＬ02-1660808 ＢＷ Ｗ．ファンデールフェルデン作翔 バルセロナＮ7,489 羽中
優勝、同ＩＮ25,835 羽中総合 2 位

【32】Ｂ12-6042376 ＢＬＫＣ ♀ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作
父)ブロア Ｂ04-6202033 ＢＷ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作翔 スーパー・レーサー兼スーパー種鳩 ブロ
アＰ979 羽中総合優勝、シャトロー2,500 羽中 7 位、同 2,505 羽中 8 位、同 1,422 羽中 10 位 直仔／
ブルー・ラグーン ブロアＩＰ762 羽中総合優勝、モンリュソン 17,865 羽中総合 15 位
祖父)バンガ・ウィットペン Ｂ98-6588958 ＢＷ ファーレ・フリューヘル×ウィットペン・オルレ
アン
祖母)ブラウ・シュロイエン Ｂ01-5022426 Ｂ Ｆ．シュロイエン作翔 ラ・フェルテ 689 羽中優勝、
ピティヴィエ 116 羽中優勝 直仔／ブロア、フェルナンド
母)ブラック・シルバー Ｂ11-6226342 ＢＬＫＣ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作
祖父)ウィットペン・シルヴェスター Ｂ02-6354241 ＢＬＫＣＷ 最高種鳩 直仔／スーパー・ウィリ
ー、アルジェント、ミス・リモージュ、ブラック＆ホワイト、ミス・ル・マン、ヴィット・ウィリ
ーケ、ウィロー ズワルテ・スラーツ×ヴィッテコップ・プーチェ
祖母)ウィットペン・ヴォウタース Ｂ05-6118235 Ｂ マルセル・ヴォウタース作 兄弟／レーウ Ｎ
エース鳩第 8 位、直仔／クセナ アルジャントンＮ総合 2 位、ナショナル・トレジャー シャトロ
ーＮ総合 2 位、ブルー・ラグーン ブロアＩＰ762 羽中優勝

【33】ゾーン・ローニー ＮＬ12-1784614 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマン作
父)ローニー ＮＬ06-1267000Ｂ Ｊ．ホーイマン作翔 種鳩 直仔／サルブリ 7,599 羽中総合 3 位、ナン
トィル 16,500 羽中総合 4 位、サルブリ 5,333 羽中総合 7 位他上位入賞多数 全弟／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
他チャンピオン多数
祖父)ヨンゲ・ブリクセン Ｂ01-3266512 Ｂ Ｇ．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 ＢＣ Ｊ．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)ドルチェ・ヴィタの妹 ＮＬ10-1083069 ＢＣ ピーター・フェーンストラ作 兄弟／ドルチェ・
ヴィタ ゲネップ 7,890 羽中総合優勝他５回 1000 羽以上のレースで優勝 ダヴィンチ×スペシャ
ル・ブルー、クライネ・ディルク、カンニバールのライン
【34】ＮＬ12-1857700 Ｂ ♀ カイパー兄弟作
父)ＮＬ07-2095040 Ｂ カイパー兄弟作
祖父)ゾーン・ナハトフリーガーＮＬ04-1136783 Ｂ 超長距離レース９回入賞内 07 年サンバンサン

5 位他当日長距離優勝 ナハトフリーガー(超長距離９回入賞)×ロース
祖母)ＮＬ04-1136779 Ｂ 祖父母迄カイパー兄弟作 Ｎ超長距離５回入賞の娘
母)ＮＬ08-1817662 Ｂ カイパー兄弟作
祖父)ＮＬ00-2344536 祖父母迄カイパー兄弟作
祖母)ポーのエース鳩ＮＬ03-1460699 Ｂ カイパー兄弟作翔 ポーＮ総合２位他 ポー５回入賞国際エ
ース鳩 超長距離 10 回入賞

【35】ド・400 Ｂ12-2189400 Ｂ ♀ Ｊ.＆Ｙ.ヨンケルス作
父)801 Ｂ09-2002801 Ｊ.＆Ｙ.ヨンケルス作翔 西欧長距離エース鳩第 1 位 9 年スワソン 531 羽中 3
位、10 年 8 回入賞内ピティヴィエ 386 羽中優勝、11 年 6 回入賞内ピティヴィエ 372 羽中優勝、ラ・シャトレ
Ｎ15,780 羽中総合 21 位、モンリュソン 712 羽中優勝、同ＳＮ6,185 羽中総合 5 位、アルジャントンＮゾーン
3,155 羽中優勝、同Ｎ11,011 羽中総合 11 位、12 年５回入賞内トゥーリー2,134 羽中 112 位、トゥーリー222
羽中 2 位、モンリュソンＩＰ3,180 羽中優勝、同Ｎ17,865 羽中総合 11 位
祖父)リトル・ジョー Ｂ04-6231810 エンゲルス作 半兄弟／マリーケ
祖母)646・ドィビン Ｂ05-2204646 直仔／ブールジュＮ16,771 羽中総合 2、16 位 アルジャントン
Ｐ668 羽中優勝 ザベル・393×ジェフの妹
母)ウィットペネケ・フェヒター Ｂ11-2060736 兄弟／11-787 モンリュソンＩＰ3,586 羽中総合優勝
祖父)フェヒター Ｂ03-2104210 直仔／クリフ ブールジュＮ12,394 羽中総合 3 位他 ザベル直仔
祖母)チハウ・98 の娘 Ｂ08-4216063 Ｂ．スティーフェニンク作

【36】ＮＬ12-1758005 ＢＣ ♂ コール・レイテンス作
父)クライネ・ブラム ＮＬ06-4070064 ＢＣ Ｃ．レイテンス作翔 ブロア 1,102 羽中優勝、同 952 羽中 2
位、同 NPO8,164 羽中総合 10 位、同 NPO7,158 羽中総合 11 位、モンリュソン NPO,926 羽中総合 4 位、ア
ルジャントン NPO8,046 羽中総合 18 位 09 年当日長距離Ｎエース鳩第 6 位
祖父)ブラム ＮＬ02-4145193 Ｃ．レイテンス作 エンゲルス×レイテンス
祖母)クラインンチェ ＮＬ03-4101005 ＢＣ 両親共Ｃ．レイテンス作 リモージュ NPO6,081 羽中総
合 7 位、モンリュソン NPO5,178 羽中総合 4 位 短距離エース鳩第 1 位
母)ジャッキー・ブルー ＮＬ05-4004811 Ｂ Ｃ．レイテンス作翔 ブロアＮ6,451 羽中総合優勝、クライル
2,257 羽中 2 位 直仔／ナントィル 2,827 羽中優勝、ラ・スーテレーヌ 986 羽中優勝、エペイ 1,070 羽中優勝
祖父)ブラック・ジャック ＮＬ97-2005600 Ｂ ブラウルス＝コダマ作 ニューエ・ラケット直仔
祖母)ド・モーイ ＮＬ02-4145135 ＢＣ 両親共Ｃ．
レイテンス作 ヴェルヴィン 4,438 羽中総合優勝、
同 1,784 羽中優勝、サンイスライン 1,543 羽中優勝

【37】Ｂ12-6307256 ＬＢＣ ♂ ガストン・ファンデヴァウワー作カースブール近親曾孫
父)Ｂ07-6033105 Ｇ．ファンデヴァウワー作翔 07 年４回入賞内トゥーリー1,649 羽中 32 位、ブール
ジュＮ 31,824 羽中総合 1827 位 08 年メルン 890 羽中 20 位、メルン 1,032 羽中 16 位、ブールジュ
Ｐ2,532 羽中 195 位、シャトローＰ2,179 羽中総合 15 位、モンリュソンＰ2,152 羽中総合 32 位、メル
ン 287 羽中 24 位(参加 6 レース全上位) 10 年ブールジュＮ30,748 羽中総合 28 位、ブロアＰ1,041 羽
中総合 41 位、グレＰ1,871 羽中総合 24 位

祖父)Ｂ01-6345099 Ｇ．ファンデヴァウワー作 夏仔 98 年のスーパー種鳩カースブール直仔
祖母)Ｂ02-6183145 ＤＣＷ Ｇ．ファンデヴァウワー作 直仔／デン・トム アントワープ連盟エー
ス鳩第 2 位、KBDB 中距離Ｎエース鳩第９位 孫／ブラウ・ガストン(ノワイヨン 442 羽中優勝他)、
ブラウケ・416
母)ディナ Ｂ10-6031731 Ｇ．ファンデヴァウワー作 兄弟／キム グレＮ総合優勝、アルジャントンＮ
23,921 羽中総合 38 位、ブールジュＮ37,357 羽中総合 87 位、サルブリＰ1,080 羽中総合 4 位 ＣＣ若鳩エ
ース鳩第１位
祖父)Ｂ03-6257240 Ｇ．ファンデヴァウワー作 カースブールの直仔
祖母)Ｂ06-6034734 フランス・ライメナンズ×テオ・ハイゼゴムス

【38】ゴウデン・ダィフイェＮＬ12-1114354 ＢＷ♀ マルク・ファンデンベルク作
父)ブロア・フレッチャ ＮＬ09-1705638 Ｂ Ｍ．ファンデンンベルク作翔 ３回上位入賞 兄弟／フ
レッチャ ベルジェラックＮ15,490 羽中総合 12 位、同 7,304 羽中総合 126 位、リモージュ 6,041 羽
中総合 147 位、ブリーブ 6,857 羽中総合 217 位、ペリギュー5,801 羽中総合 476 位他の成績でＣＨ鳩
第１位
祖父)ブリーブ 1 ＮＬ03-2326353 ＢＣＷ Ｍ．ファンデンベルク作 直系／09 年ベルジェラック
ＩＮ17,238 羽中総合優勝、アルビＮ5,949 羽中総合 29、36 位、カオールＮ4,117 羽中総合 48 位他
ブリーブ(ブリーブ NPO 総合優勝)×ファンデウェーゲン系
祖母)ヨンゲ・ヘンキーの娘ＮＬ04-1399282 ＢＫ.キーケベルト作 直仔／リモージュＮ3,024
羽中総合 36 位 ヨンゲ・ヘンキー(ルフェックＮ総合 4 位、ベルジェラックＮ総合 10 位)の娘
母)アンナ ＮＬ08-2080164 ＢＷ Ｍ．ファンデンベルク作翔 ペリギュー6,330 羽中総合 3 位、同 4,789
羽中総合 148 位、オーリャック 4,955 羽中総合 3 位、ベルジェラック 4,379 羽中総合 47 位、同Ｎ13,051
羽中総合 49 位、カオールＮ11,054 羽中総合 81 位、直仔／イヴァンナ アブリＮ5,949 羽中総合 36
位 姉／オリンピック・ザラ オリンピアード 2 位、モントーバン 8,005 羽中総合優勝、ブリーブ 5,097 羽中
総合 2 位、カオールＮ11,054 羽中総合 14 位、ペリギュー6,493 羽中総合 20 位
祖父)ブリーブ 2 ＮＬ05-1592543 ＢＷ Ｍ．ファンデンベルク作翔 最高種鳩 上記ブリーブ 1 の
異母弟 ブリーブ(ブリーブ NPO 総合優勝)×リヒテンベルグ・アールデン
祖母)ヴォンダー・ファン・ドライバールＮＬ04-4785791 Ｂ Ｍ．ファンデンベルク作 最高種鳩
両親共Ｋ．キーケベルト作 ルフェックＮ総合優勝弟×ベルジェラックＮ総合 2 位の母

【39】Ｂ12-2080214 Ｂ ♀ アルベルト・デルヴァ作
父)プリモＢ09-2027029 Ａ．デルヴァ作翔 09 年 10 回入賞、10 年 11 回入賞内アルジャントン 348 羽
中優勝、同Ｎ19,816 羽中祖総合 229 位、シャトロー2,043 羽中 7 位、同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、シ
ャトローＳＮ9,026 羽中総合 73 位 ヴィエルゾンＩＰ3826 羽中総合 42 位、11 年 13 回入賞内スワソ
ン 224 羽中優勝、488 羽中優勝、ナントィル 471 羽中優勝、ピティヴィエ 149 羽中優勝(以上は４週連続優
勝)、同 941 羽中優勝、シャトローＰ1,039 羽中優勝、同ＳＮ6,281 羽中総合 3 位、アルジャントン 231 羽中優
勝、同Ｎ11,001 羽中総合 49 位、12 年 9 回入賞内シャトロー823 羽中優勝、同Ｎ16,479 羽中総合 75 位、
シャトローＩＰ8,854 羽中総合 87 位 兄弟／ペリナ アルジャントン 172 羽中優勝、同Ｎ20,844 羽中総
合 11 位、ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108 羽中優勝、アルジャントン 142 羽中優勝、同Ｎ6,177 羽
中総合 14 位、ブールジュＮ13,354 羽中総合 101 位、モンリュソン 5,052 羽中総合 9 位、同ＳＮ8,619
羽中総合13 位他 ド・ゾーン ブロアＰ2,413 羽中総合11 位、
アルジャントンＰ3,395 羽中総合12 位、

ブロア 2,572 羽中 12 位、アルジャントンＮ22,442 羽中総合 94 位、ブールジュＮ30,748 羽中総合 218
位他 ペトロヴァ モミニー125 羽中優勝、シャトロー550 羽中 2 位、同ＩＰ7,871 羽中総合 72 位、アル
ジャントン 1,171 羽中 11 位、同Ｎ21,092 羽中総合 508 位、同Ｎ10,549 羽中総合 174 位、ル・マン 1,312
羽中 12 位、ラ・スーテレーヌＮ21,258 羽中総合 578 位 パオリーニ 22 回入賞内アルジャントンＩ
Ｐ5,871 羽中総合 15 位、アルジャントンＩＰ5,883 羽中総合 61 位
祖父)ヴァレンチノ Ｂ03-2182096 Ｂ Ａ．デルヴァ作翔 センス 346 羽中優勝、スワソン 2,168 羽中
5 位、ラ・スーテレーヌＩＰ7,682 羽中総合 43 位他 ヴァレンティン×1/2 フェルフォールト
祖母)ポーライン Ｂ06-2090139 シャトローＳＮ8,218 羽中総合優勝、グレＢＵ1,298 羽中優勝、シャトローＩ
Ｐ3,969 羽中総合優勝、ブロア 540 羽中優勝、アルジャントン 432 羽中優勝、センス 195 羽中優勝、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Ｎ
18,973 羽中総合 265 位、ブールジュＮ16,771 羽中総合 99 位、イソウドゥンＩＰ5,815 羽中総合 15
位、他 ポーロ シャトローＳＮ8,218 羽中総合 9 位、ラ・スーテレーヌＮ13,965 羽中総 38 位、イ
ソウドゥン 4,627 羽中総合 48 位、アルジャントンＩＰ7,353 羽中総合 62 位、ブロア 2,836 羽中 17
位他 ※オリンピック・スペシャル参照 99-5027(1/2 フェルフォールト)×ファレスカ(下記)
母)ファラリー Ｂ10-2007128 Ａ．デルヴァ作翔 10 年 9 回入賞内ブールジュＮ30,748 羽中総合 210 位、
11 年 18 回入賞内ピティヴィエ 1,200 羽中 6 位、ブールジュＮ20,544 羽中総合 465 位、シャトローＳＮ8,092
羽中総合 39 位、ラ・シェルテＮ21,180 羽中総合 515 位、アルジャントン 407 羽中優勝、同Ｎ19,782 羽中総
合 50 位、ピティヴィエ 103 羽中優勝、ブールジュＮ12,607 羽中総合 123 位、ラ・スーテレーヌＰ514 羽中優
勝、同Ｎ3,562 羽中総合 11 位、12 年 10 回入賞内ピティヴィエ 64 羽中優勝、同 440 羽中 2 位、同 837 羽
中 4 位、アルジャントンＮ12,390 羽中総合 64 位他 ＬＢＣエース鳩 2、3 位
祖父)Ｂ09-5183348 Ｂ ポール・ヒュルズ作 デン・ターザン×ヘット・トムダィフイェ
祖母)ファレスカ Ｂ04-2180106 Ａ．デルヴァ作 直仔／ポーライン(上記)、ヴァルデス ドリーム・
チームの娘 Ｇ．ファンデンアベール・Ｐ．ヒュルズ

【40】Ｂ12-6130785 Ｂ ♂ バルト＆ナンス・ファンエケル作
父)スーパー・レーサー ドリース Ｂ11-6126071 Ｂ Ｂ.＆Ｎ.ファンエケル作翔 モンリュソンＰ2,222
羽中総合優勝、シャトローＰ2,478 羽中総合 2 位、ブロアＳＮ5,000 羽中総合 4 位、グレＰ2,222 羽中
総合 13 位他
祖父)ジェローム・ファン・ガストン Ｂ09-6111725 Ｂ ガストン・ファンデヴァウワー作 兄弟／05134 アントワープ連盟エース鳩第 1 位 アス・ジェローム直仔×カースブールの孫
祖母)ヒルデガルド Ｂ09-6350464 Ｂ ルイ・モイレマン×ラフ・ルイクス
母)ビッグ・ママ Ｂ11-6126099 ＢＷ Ｂ.＆Ｎ.ファンエケル作 異父兄弟／キェブラン優勝他
祖父)ガストン・ジュニア Ｂ08-6031121 ＢＣＷ Ｂ.＆Ｎ.ファンエケル作翔 サルブリＰ優勝、アル
ジャントンＰ14 位他 異父兄弟／Ｆ16 ラ・スーテレーヌＮ総合優勝、全欧エース鳩第 2 位
祖母)ロザンナ Ｂ09-6269343 Ｂ レオ・ヘレマンス作 オリンピアードの近親

【41】ＮＬ12-1053628 Ｂ ♂ アテマ共同鳩舎作
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 直仔／07-311 レシネス 7,585 羽中総合優
勝、11-123 セントロイデン 6,076 羽中総合優勝07-353 ヘーテレン 417 羽中優勝(28,595 羽中総合4 位)、
09-561 ドゥイヴェン 4,043 羽中優勝、ヴァイチェン 2,787 羽中優勝他で地区エース鳩第 1 位 他優勝鳩２
羽エース鳩１位１羽 孫／優勝鳩 26 羽内万羽以上での優勝３羽、エース鳩第 1 位６羽
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)ディ・カプリオ・751 Ｂ10-6297751 Ｂ ディルク・ファンダィク作
祖父)ディ・カプリオＢ05-6045015 ＢＣ ヘレマンス＝コイスタース作翔 キェブラン 1,922 羽中
優勝、同 1,580 羽中優勝、同 1,278 羽中優勝 ゾーン・オリンピアード×Ｂ00-6141499(兄弟優勝
延 13 回)
祖母)005・ファンカンニバール Ｂ06-6210005 Ｄ．ファンダィク作 有名なカンニバール×基礎鳩
ランボーの異母妹

【42】 Ｂ12-2200021 ＢＬＫＣ ♂ デビュクワ兄弟作
父)ブラック・パワー Ｂ09-2177100 ＢＬＫＣ デビュクワ兄弟作翔 10 年ボルドーＮ808Ｋ2,309 羽中総
合 471 位、11 年バルセロナＮ1079Ｋ12,170 羽中総合 516 位、ペルピニャンＩＮ918Ｋ15,107 羽中総合
47 位、同Ｎ5,572 羽中総合 8 位、12 年バルセロナＩＮ25,348 羽中総合 2059 位
祖父)オンケル・ディナ Ｂ01-2210095 エリック・リンブール作 直仔／バルセロナＮ11,484 羽中総
合 81 位 兄弟の直仔／ディナ 下記参照
祖母)Ｂ08-2092001 ＢＬＫＣ デビュクワ兄弟作 異母兄弟／ロジェ・バルセロナ 06 年バルセロナ
Ｎ11,802 羽中総合優勝 同ＩＮ22,887 羽中総合 2 位 KBDB 長距離Ｎエース鳩第 7 位 デビュクワ
のデン・エミール×ヨースト・デスメーターのペルピニャンＩＮ総合優勝妹
母)Ｂ09-2177250 ＢＣ デビュクワ兄弟作
祖父)ド・ポール Ｂ07-2253173 デン・エミール×ポーリーン 異母兄弟／ロジェ・バルセロナ 06
年バルセロナＮ11,802 羽中総合優勝 同ＩＮ22,887 羽中総合 2 位 KBDB 長距離Ｎエース鳩第 7 位
祖母)ダナ Ｂ03-2010212 ＢＬＫＣ Ｅ．
リンブール作 姉／ディナ 05 年 KBDB 長距離Ｎエース鳩第 5
位 ペルピニャンＮ4,086 羽中総合 264 位、同 7,611 羽中総合 55 位、バルセロナＮ12,998 羽中総合
134 位、ベズィエＮ総合 3 位×ブラック・オピウムの娘

【43】Ｂ12-6196437 ＢＬＫＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作 兄弟／プリムス 12-6196030 アルジャ
ントンＰ555Ｋ3,264 羽中総合優勝、同Ｎ25,949 羽中総合 57 位、ノワイヨン 208Ｋ667 羽中優勝
父)カラー・パンター Ｂ06-6270462 フェルカメン作 直仔／マネーメーカー ノワイヨン 335 羽中 2 位、
ドールダン 366Ｋ565 羽中 3 位、メンザ トゥレ 2,657 羽中 58 位 兄弟／ミロ シャトロー526Ｋ862
羽中優勝、同Ｐ4,249 羽中総合 3 位、ヴィエルゾンＳＮ719 羽中 5 位
祖父)ルイ Ｂ98-6350218 直仔／リーン シャトローＰ優勝 基礎鳩パンター×カロライン
祖母)ハイジ 02-00825411 直仔／ステラ メルン 2 位、ドールダン 3 位 エルフペンダーの孫
母)キャシー Ｂ10-6346674 ホック・ジョス・フェルカメン作

祖父)パウロ Ｂ09-6248171 ブロアＰ1,519 羽中優勝、ドールダン 1,747 羽中 2 位(6,927 羽中分速 3
番手)、アルジャントンＮゾーン 7,132 羽中 44 位 エレクトロ×グローリア
祖母)パンター・レディ Ｂ09-6248530 フェルカメン作 ニュー・パンター×ラート・パンターチェ

【44】ＮＬ13-3346820 Ｂ ファンヴァンローイ共同鳩舎作
父)グース ＮＬ09-3941165 Ｂ ファンヴァンローイ共同鳩舎作翔 ポメロイル 28,000 羽中優勝、同3,056
羽中優勝、クライル 1,937 羽中優勝、同 5,079 羽中 2 位、ペロンヌ 1,259 羽中優勝、ポメロイル 674 羽中優勝
祖父)ルージェ Ｂ00-6067753 Ｂ Ｆ.＆Ｃ.マリアン作
祖母)コーニンギネッケ Ｂ06-6330540 ＢＣ Ｆ.＆Ｃ.マリアン作
母)ブリリアント ＮＬ09-5919615 ファンヴァンローイ共同鳩舎作翔 メール 2,667 羽中優勝、ハッセルト
2,217 羽中優勝、ストロームベーク 1,308 羽中優勝他上位入賞多数
祖父)ＮＬ07-5720112 半兄弟／アンネ・リンデ イスネス 1,232 羽中優勝他
直仔／キェブラン
12,194 羽中総合優勝、ワルヴェ 3,301 羽中優勝 Ｊ．グラーツエンフェルド×ヘレマンス＝コイス
タース
祖母)ド・ディアマント ＮＬ08-5818785 アドリー・コルス作翔 優勝４回 Ｄ．ファンダィク×Ｂ．
ベレンス

【45】ＮＬ12-1551066 ＢＣＷ ♀ フォレブレヒト兄弟作
キロメーター・フレーター直仔
父)ド・キロメーター・フレーター ＮＬ07-2144114 ＢＣ フォレブレヒト兄弟作翔 2009 年国際レース
エース鳩第 1 位（4 回入賞）バルセロナＮ総合 97 位他 09〜11 年バルセロナＩＮ最優秀鳩第 11 位、09
〜12 年同第 5 位、
祖父)ゾーン・ヤパーナー ＮＬ04-1136885 ＢＣ カイパー兄弟作 ヨープ×ベアトリックスの孫
祖母)ＮＬ98-1281075 ＢＣＷ Ｃ．ファンデグラーフ父子作 基礎鳩ド・273 の孫
母)レーンチェ ＮＬ10-1590758 ＢＣ Ｊ．Ｊ．クネッシュ作
祖父)ド・ディッケ ＮＬ03-1017947 ＢＬＫＣ クネッシュ作翔 長距離７回上位 10％内入賞
サンバンサンＮ総合 33 位×ナルボンヌＮ総合７位の半妹
祖母)ボンテ・バール ＮＬ04-1966010(08 年生) ＢＣＷ Ｊ．バルンホールン作 サンバンサンＮ総
合 2 位、バルセロナＮ総合 11、40 位の姪 両親クネッシュ作

【46】Ｂ12-5034690 Ｂ ♂ BIFS(ドクター・フレディ・ファンデールザンデン)作
父)ル・マルセイユ Ｂ05-1004834 ＢＣ Ｇ.＆Ｍ.アダム作翔 マルセイユＩＮ10,343 羽中総合 2 位、同ＩＮ
13,938 羽中総合 38 位、同ＩＮ11,833 羽中総合 84 位 08〜10 年マルセイユＩＮエース鳩第 1 位
祖父)Ｂ01-1045970 半兄弟／ペリギューＮ総合 3 位、ル・アルジャントン×フェドーラ
祖母)Ｂ00-3100831 Ｅ．デニス作 バルセロナ２回×ラ・トラモンテーン
母)Ｂ11-5113276
祖父)レオン ＮＬ07-1229238 ハッセルト 10,276 羽中優勝、ボクステル 7,651 羽中優勝、セントロイデン
715 羽中優勝、ポメロイル 12,126 羽中 2 位他 11 年オリンピアード短距離第 3 位、両親共Ｍ.オーステ
ンブリンク作翔
祖母)ＮＬ10-2008439 Ｈ．ヴィンケンス作

【47】Ｂ12-3142165Ｂ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作
父)スーパーＣＨ・ギルバートＢ07-3204407 デソット＝デクルイ使翔 10年モントーバンＮ6,654羽中総合
15 位、11 年同Ｎ9,091 羽中総合 16 位、リモージュＮ19,373 羽中総合 23 位、シャトローＩＰ5,500 羽中総合
36 位
祖父)Ｂ02-3107839 純Ｇ．ボレ 有名なトゥレとコンドルの孫
祖母)Ｂ04-3226256 Ｇ．リドーのマルセル×純Ｇ．ボレ
母)インテールト・ルーザック・147Ｂ08-3062147 異父兄弟／サンバンサンＩＮ総合優勝、３位 異母
兄弟／ナルボンヌＮ7,027 羽中総合 25 位
祖父)ルーザックＢ02-3028293 ルク・シウン作翔 05 年 KBDB 超長距離Ｎエース鳩第 3 位 ポー
Ｎ総合 23、30 位、ペルピニャンＮ総合 26、147 位 孫／カウ・ガール(Ｒ．ヘルマンス)
クリオネー×アルジャントンＮ総合９位
祖母)ゴウド・クロンプイェＢ02-3028283 クリオネー×ラ・スーテレーヌＮ総合優勝

【48】Ｂ12-6325886ＢＷ ♂ リック・ヘルマンス作
カウ・ガールの直仔
父)ゾーン・ヴィットノィスＮＬ06-1321985 ヘルマンス＝フクストラ作
祖父)ヴィットノイス Ｂ96-6620807 Ｄ.＆Ｌ.ファンダィク作 全姉妹／ゴールデン・レディ 有名な
カンニバール×基礎鳩ランボーの姉
祖母)ユリア ＮＬ04-0461454 サン・ギスライン 1,420 羽中優勝、同 4,067 羽中最高分速 ヴェルヴィン
1,149 羽中同着 2 位 基礎交配ヤールリング・ヤンセンの娘
母)カウ・ガールＢ09-6323201 Ｂミール・ファンデンブランデ＝ヘルマンス作 リック・ヘルマン
ス使翔 アルジャントンＰ990 羽中優勝 同Ｎ7,358 羽中総合8 位、ブールジュ494 羽中2 位 同Ｎ17,061
羽中総合 68 位、ドールダン 2,369 羽中 4 位 ドールダン 2,356 羽中 7 位 メルン 2,265 羽中 4 位、ア
ルジャントン 289 羽中 9 位 同Ｐ2,118 羽中総合 65 位、シャトロー512 羽中 19 位 同Ｎゾーン 8,353
羽中 424 位、ブールジュＩＰ1,143 羽中総合 33 位、ブールジュ 319 羽中 28 位 同Ｐ1,822 羽中総合
229 位、※以上の成績で 11 年オリンピアード・ベルギー代表 1 才鳩第 1 位、10 年ヨーロッパ杯ベルギー
中距離エース鳩第２位 2011:メルン 2,402 羽中 24 位、ノワイヨン 1,250 羽中 46 位、同 1,170 羽中 383
位、ドールダン 2,231 羽中 78 位 同 1,258 羽中 391 位、ブールジュ成鳩Ｎ24,651 羽中総合優勝
祖父)ミステリー・ヴォウタースＢ06-6415262
祖母)エル・タイドの妹Ｂ06-6166694 ウィリアム・ロイテン作 兄弟／エル・タイド 07 年ＦＣ
Ｉグランプリ総合優勝 下記参照

