ゴウデン・ダィフ賞授賞式が、来る 2014 年 2 月 22 日土曜日に行われます。毎年本競売には、一流鳩舎がその名
誉にかけて選りすぐりの若鳩を供出しております。過去に本競売で落札された鳩の中には、ファンダィク父子の有名
なゴールデン・レディや、コープマン父子供出でヴォンダー・ファン・ハーハトなどの偉大な種鳩が出ております。参加
ご希望の方は、保証金￥30,000 を添えて２月21 日までにチャンピオン商事宛、日本円限度額(国内発送時送料のみ
別)にて指値お申し込み下さい。
【ご注意】 １件の保証金で、何羽指値して頂いても結構です。第一希望、第二希望等の希望順位でも構いません。また生
体ですので、鳩の引き渡し後１週間を経過しての発病には保障出来ませんので、予めご了承下さい。ただし、過去の実績
から１羽日本着国内引き渡し価格最低￥85,000＋国内送料にて受付けさせて頂きます。
※このリストは、競売期日直前に原稿が到着した為、校正に時間がとれませんでした。多少の脚環番号等の違いはご容赦下さい。

指値、お問合せは・・・チャンピオン商事株式会社
〒353-0002 埼玉県志木市中宗岡 2-23-8
TEL：048-485-9671

島村携帯 090-3086-3176

FAX：048-485-9672

【1】 ゾーン・グーイエ・ファーレ Ｂ13-6106424 S ♂
2013 年度ゴウデン・ダィフ賞ベルギー第 1 位、中距離ス
ーパースター スティッカース＝ドンケルス作
父)グーイエ・ファーレ Ｂ08-6026528 Ｓ スティッカース＝ドンケルス作翔 優勝 5 回、上位 10％内入賞
43 回で、09 年 LCB 短距離エース鳩第 5 位 直仔／11-202 スティッカース＝ドンケルス作翔 優勝 1 回、
上位入賞 29 回で 11 年 KBDB 若鳩短距離エース鳩第 6 位 09-354 優勝 5 回、上位入賞 48 回で 09 年 LCB
若鳩短距離エース鳩第 4 位他直仔 3 羽優入賞多数
祖父)オード・ブラウエ Ｂ05-6107663 Ｂ スティッカース＝ドンケルス作翔 上位入賞 32 回 基礎鳩ドン
ケレ・プルダーボス×ブラウケ・ヘイレン
祖母)Ｂ07-6272606 スティッカース＝ドンケルス作 直仔／優入賞多数 弟妹／優入賞多数内ポリドーレ
ケ 11 年 KBDB 若鳩Ｎエース鳩第 11 位、LCB 成鳩短距離エース鳩第 5 位他、LCB 若鳩短距離エース
鳩第 1 位等ＣＨ鳩多数 基礎鳩 05-719(優勝 3 回、入賞多数)×基礎鳩ヴィットリングの同腹(優勝 5 回)
母)Ｂ12-6073058(夏仔) スティッカース＝ドンケルス作 兄弟／12-001 上位入賞 7 回 異父兄／ワンダー・
ボーイ 10-932 優勝 6 回、上位 28 回で 11 年 KBDB 短距離Ｎエース鳩第 1 位 オンズ・アスケ 09-296 優勝 2
回、上位 17 回で 10 年 KBDB 短距離Ｎエース鳩第 6 位他優入賞多数
祖父)Ｂ10-6345949 Ｂ スティッカース＝ドンケルス作 異母兄／ワンダー・ボーイ 10-932 優勝 6 回、
上位 28 回で 11 年 KBDB 短距離Ｎエース鳩第 1 位(上記参照) Ｂ07-6272714(ワンダー・ボーイの父)
×ドルトムント・ドィビン Ｂ08-6027869(09 年西欧杯ベルギー第１位)
祖母)フィール・フェルフォールト Ｂ02-6088194 Ｓ Ｊ.フェルフォールト作 直仔／ワンダー・ボーイ、
オンズ・アスケ 何れも上記参照

【2】ジュリア ＮＬ14-1616589 Ｂ ♀
2013 年度ゴウデン・ダィフ賞オランダ第１位、スーパー・スター中距離
ヘンク・シェッフェル作
兄弟／サンカンタン 1,1666 羽中優勝、ティルブルグ 8,509 羽中総合 2 位
父)ベンダー ＮＬ07-2139156 Ｂ Ｂ.ファンヘットヒュル作 最高種鳩 直仔孫／ペロンヌ NPO4,974 羽中
総合優勝、同 3,482 羽中優勝、同 1,350 羽中優勝、ナントィル 4,439 羽中優勝、同 NPO9,078 羽中総合 2 位、同
1,282 羽中優勝、同 NPO6,619 羽中総合 3 位、シメイ 4,046 羽中総合優勝、ポメロイル 2,991 羽中優勝、ティルブ
ルグ 5,817 羽中 2 位他
祖父)ゾーン・ミド ＮＬ03-1933419 Ｂ 両親共Ｊ.ファンドカンプ作 ファンヘットヒュル鳩舎最高種鳩
祖母)オード・リング ＮＬ02-1131625 Ｂ.ファンヘットヒュル作 アド・スカーラーケンスの 021 ウィン
ド・ファイターの孫
母)レディ・ダイアナ ＮＬ09-1861971 Ｂ Ｅ.ファンデホルスト作 直仔／モルリンコート NPO7,687 羽中総合 5
位、ポメロイル 2,991 羽中 2 位、同 1,165 羽中 2 位、ティルブルグ 8,509 羽中総合 3 位、シメイ 4,046 羽中総合
3 位、デュッフェル 3,317 羽中 3 位、ストロームベーク 7,535 羽中総合 6 位他上位無数 兄弟／ペロンヌ 2,009
羽中優勝、同 3,077 羽中総合 3 位、ストロームベーク 8,179 羽中総合 2 位、エンゲレン 6,372 羽中総合 2 位
祖父)ド・オルレアン ＮＬ96-1666218 Ｂ 両親共Ｅ.ファンンデホルスト作
祖母)ローラ ＮＬ01-2056078 Ｂ アド・スカーラーケンス作 ヨンゲ・アドニスの娘

【3】 キント・261 ＤＶ02098-13-763 Ｂ 2013 年度ゴウデン・ダィフ賞受賞ドイツ第 1 位（６回目）、短距離・中距
離スーパースター ギュンター・プランゲ作
父)超銘鳩ド・261 ＤＶ02098-07-261 ＬＢＣ Ｇ．
プランゲ作翔 319Ｋ4,379 羽中優勝、543Ｋ4,016 羽中優勝、
261Ｋ2,345 羽中優勝、370Ｋ2,111 羽中優勝、169Ｋ1,934 羽中優勝、262Ｋ1,906 羽中優勝、342Ｋ1,491 羽中優
勝、366Ｋ1,386 羽中優勝、455Ｋ903 羽中優勝、288Ｋ770 羽中優勝他
祖父)ＤＶ02098-06-801 Ｇ．プランゲ作 優勝８回の 330 直仔×Ｂ99-6552493

祖母)ＤＶ02098-99-1000 Ｇ．プランゲ作 リングローゼ×コープマン(ブランコも妹)
リングローゼ
母)ＤＶ02098-09-1919 Ｇ．プランゲ作
祖父)有名なリングローゼ(コープマン・デルバール)
祖母)ＤＶ02098-03-1111 Ｇ．プランゲ作 リングローゼの娘
リングローゼ

【4】 ＮＬ13-1682699 ＢＣ ♀ 2013 年度国際超長距離部門第１位 アルヤン・ビーンズ作
父)シュネレ・イェレ ＮＬ08-2075752 Ｂ 10 年オレンジ NU949Ｋ4,023 羽中総合 6 位、11 年同 NU8,457 羽中
総合 204 位、12 年同 NPO2,058 羽中総合 23 位、オーリャック 896ＫNPO3,661 羽中総合 81 位、ペルピニャンＮ
1137Ｋ5,608 羽中総合 2 位
祖父)スウィート・ファンタジー ＮＬ04-1418634 ＢＣ 06 年ペリギューNPO914Ｋ6,303 羽中総合 80 位、07
年同 NPO6,843 羽中総合 75 位、ベルジェラックＮ955Ｋ15,490 羽中総合 488 位 イェレマ×Ａ．ビーンズ
祖母)リカ ＮＬ04-1418619 Ｂ 07 年ブリーブ NPO6,857 羽中総合 80 位、ペリギューNPO7,581 羽中総合
優勝、08 年リモージュ 824ＫＮ13,239 羽中総合 67 位 両親Ｊ．イェレマ作 スーパー種鳩
母)ミス・スヤーン ＮＬ08-2075800 ＬＢＣ 10 年オレンジ NPO4,023 羽中総合 28 位、11 年同 NU8,453 羽 31
位、12 年同 NPO2,058 羽中総合 55 位、ペルピニャン FU1,233 羽中総合 42 位、13 年オレンジ NU5,895 羽中総
合 77 位他
祖父)ドリー・アハチェス ＮＬ05-1349888 ＢＣ ハーゲンス兄弟作 サリナの孫
祖母)ヤンダーの娘 ＮＬ04-1029577 ＢＣ ヤンダー(Ｈ．キヴィットのダックスＮ18,323 羽中総合優勝鳩)の娘

【5】 Ｂ13-5061552 Ｂ ♀ 2013 年度ゴウデン・ダィフ賞ベルギー次点、長距離スーパースター ファンヘルテム
＝シュールマンス作
父)ゲルト Ｂ10-5120034 ＢＷ ファンヘルテム＝シュールマンス＝ヘンドリックス共作 ファンヘルテム
＝シュールマンス使翔 モンリュソンＰ5,491 羽中総合 3 位、ギエンＰ6,872 羽中総合 4 位、シャトローＰ4,386
羽中総合 3 位、アルジャントンＰ3,695 羽中総合 3 位、ブールジュＰ5,141 羽中総合 5 位他で 13 年オリンピアー
ド・ニトラ・カテゴリーＣベルギー第 1 位
祖父)スタイン Ｂ05-5110369 Ｂ ファンヘルテム＝シュールマンス作翔 トゥーリー204 羽中優勝、オル
レアン 202 羽中優勝他 直仔／10-131 ラ・シャルテＮ21,180 羽中総合 15 位 ド・ヴィッテ×クライン・
フリーグヴォンダー
祖母)ヘンリカ Ｂ06-5000093 Ｂ 両親共ヘンドリックス作 数多くの優秀なレーサーの母
母)ラ・シャルテ Ｂ10-5120100 Ｂ ファンヘルテム＝シュールマンス作翔 10 年ラ・シャルテＮ21,180 羽中総
合 2 位、メルン 517 羽中優勝、シメイ 1,250 羽中 2 位、シャトロー1,509 羽中 2 位、ギエンＰ6,872 羽中総合 8 位
(以上が若鳩での参加全レース成績)
祖父)ドークス Ｂ07-50100444 ファンヘルテム＝シュールマンス作翔 ランス 1,151 羽中優勝、同 1,155
羽中優勝、クーヴァン 2,022 羽中 2 位、シメイ 1,058 羽中 2 位、同 888 羽中 2 位、同 1,126 羽中 4 位、
ヴェルヴィン 1,036 羽中 2 位他、07 年上位入賞 12 回、08 年上位入賞 9 回、09 年上位入賞 10 回 ディ
ルク×ド・シャトロー
祖母)フォンスケ Ｂ08-5049491 ＢＣ Ａ.スカーレーケンス作 センス 354 羽中優勝、ラオン 348 羽中優
勝他 直仔／シャトロー3,888 羽中 8 位 スカーレーカンス×ファンリースト＝ペーテルス

【6】 ラブリー・ブルー ＮＬ13-4734097 Ｂ ♀ 2013 年度ゴウデン・ダィフ賞オランダ次点 ヤン・キーン作
父)ブルー・ヴォンダー ＮＬ08-5822638 Ｂ Ｊ.キーン作翔 ゲネップ 14,139 羽中総合 4 位、センス NPO3,807 羽
中総合 8 位、ブロィル NPO5,039 羽中総合 11 位、ピティヴィエ NPO4,034 羽中総合 11 位、同 NPO3,343 羽中総
合 22 位他で、各タイトル受賞 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Ｎ16,860 羽中総合 26 位、ヴァイチェン 3,204 羽中 17 位、ブロアＮ5,737 羽中総合 45 位 ブル
ー・アロー(エタンプＮ9,679 羽中総合優勝)×ゴウド・クロンプイェ(Ｇ．プランゲ)
祖母)ブルー・アローの妹 ＮＬ02-5253453 Ｂ エクセレント・ボーイ・ルイ×ファンルーン
母)ＮＬ09-5917203 Ｂ 兄弟／ブルー・ダイアモンド 当日長距離Ｎエース鳩第 6 位
祖父)ジュリーズ・ボーイ ＮＬ01-4743656 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 ジュリーの直仔
祖母)ゲリーの娘 Ｂ08-6210546 ＢＣ Ｆ.＆Ｋ.マリアン作 マリアン×ゲリー(コープマン作 超銘鳩クラ
イネ・ディルクの妹)

【7】 インテールト・サフィール ＮＬ13-1756084 ＢＣ ♂ 2013 年度国際超長距離部門第 2 位 イェレ・イェレ
マ作 基礎鳩サフィールの５重近親
父)ＮＬ09-1783789 ＢＣ Ｊ.イェレマ作翔 ブリーブ NPO 総合 77 位、カオール NPO 総合 85、297 位、ペルピニ
ャンＮ総合 555、1089 位、バルセロナＮ総合 747、1562 位 異母兄弟／オレンジＮ総合 3 位、ベルジェラッ
クＮ総合 3 位、オーリャック NPO 総合 6 位、サンバンサンＮ総合 18、61 位、ベルジェラックＮ総合 45 位、ルフェ
ックＮ総合 55 位、ペリギューNPO 総合 63 位他
祖父)インテールト・サフィール ＮＬ04-1369337 ＢＣ 両親共Ｊ.イェレマ作 偉大な種鳩 サフィール直仔
×サフィール(ルフェック NPO 総合優勝で 3,285 羽中最高分速)
祖母)インテールト・オルハン ＮＬ06-1576855 ＢＷ Ｗ.デルクセン作 ブリュッヘマン系(7／8)
母)インテールト・サフィール ＮＬ08-2027103 ＢＣ Ｊ.イェレマ作翔 マルセイユＮ総合 59 位、カオール NPO
総合 124、287 位、ペルピニャンＮ総合 283 位、バルセロナＮ総合 337、440 位、ボルドーＮ総合 548
位、ブリーブ NPO 総合 710 位、サンバンサンＮ総合 1289 位
祖父)ゾーン・サフィール ＮＬ06-1576715 ＢＣ 両親共Ｊ.イェレマ作翔 ミュンヘンＮ総合 176 位、リモー
ジュ NPO 総合 553 位 ボカス×サフィール
祖母)サフィールの孫 ＮＬ05-1915728 ＢＣ Ｊ.イェレマ作翔 リモージュ NPO 総合 195、817 位、サンバンサ
ンＮ総合 295 位、ベルジェラックＮ総合 323 位、ペルピニャンＮ総合 523 位、ペリギューNPO 総
合 396 位 インテールト・サフィール×モナ・リザ(デルクセン作)

【8】 ドーター・ギルバート Ｂ12-3142175 Ｂ ♀ 2013 年度ゴウデン・ダィフ賞オランダ次々点 ルク＆ヒルデ・
シウン作
父)ギルバート Ｂ07-3204407 デゾット＝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 33 位(以上 4 レース
分速 1013～1296 メートル)
祖父)Ｂ02-3107839 純ジョルジュ・ボレ ジャスパー(有名なチュール、コンドルの孫)ライン×ロード・
ポラン・ラッペンの娘のライン
祖母)Ｂ04-3226256 ジョルジュ・リドウのマルセル×ボレ(上記 839 の母の同腹雌)
母)Ｂ11-3088196 Ｌ.＆Ｈ.シウン作 兄弟／11 年ナルボンヌＰ1,137 羽中総合 64 位
祖父)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 基礎鳩クリオネー×アルジャントン・ヘン
祖母)イローナ Ｂ07-1031330 08 年サンバンサンＩＮ8,628 羽中総合優勝他ボルドー、ジャルナック入賞
両親共ジョルジュ・ボレ血統

【9】 ゾーン・アケフ Ｂ13-2160787 ＢＣ ♂ 2013 年度中距離スーパースター フランソワ・トバック作
父)アケフ Ｂ08-2113122 Ｂ Ｆ.トバック作 アンジェルヴィル 350Ｋ11 回優勝 30 回上位 10％内入賞
祖父)Ｂ07-6363485 ディルク・ファンダィク作 有名なカンニバールの孫

祖母)Ｂ06-2061913 ファンデンアベール・Ｅ．ヤンセン
母)Ｂ07-2189402 Ｂ Ｆ.トバック作
祖父)Ｂ02-2123362 ＢＣ トバック作
祖母)Ｂ04-4126718 サムソン＝ボワイエ作

【10】 ハーフザス・ジャクリーヌ ＮＬ13-1959445 ＢＣ ♀ ペーター・ファンデメルヴェ作
姉／ジャクリーヌ センス NPO29,164 羽中総合優勝、シャトードゥン NPO11,572 羽中総合 5 位
父)フェルケルク・ドーファー ＮＬ09-1186084 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 直仔／ロンキエレ 2,082 羽中優勝、マ
ンテス・ラ・ジョリー1,371 羽中優勝、デュッフェル 483 羽中優勝他
祖父)パヴァロッティ ＮＬ01-1886550 Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 1 才鳩Ｎエース鳩第 10 位、オールラウン
ドＮエース鳩第 12 位 カサノヴァ×ディヴァージョン 孫／ミネルヴァ（リック・ヘルマンス）
祖母)オプラー ＮＬ04-20050252 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ハルシーズ 5,948 羽中総合優勝、ペロンヌ
2,127 羽中優勝 直仔／スヴェン、シーケ、カテ、シーネ、ミス・トゥヴィンケル マグナム×アモリナ
母)ゲルチェ ＮＬ10-3053556 ＢＣ Ｇ.ボイテ作翔 シャトードゥン NPO11,572 羽中総合優勝、ゴールデン・クラ
シック１位、ポメロイル 3,733 羽中 5 位、リル NPO16,450 羽中総合 83 位、ナントィル 3,924 羽中 13 位、
ペロンヌ 5,184 羽中総合 17 位、ペロンＰ9,695 羽中総合 38 位、クライル 2,711 羽中 13 位他 メーネン
2,330 羽中 14 位 兄弟／10 年当日長距離Ｎエース鳩第 1 位
祖父)フェヒトマシーン ＮＬ09-1652988 Ｂ アイアーカンフ父子×コープマン
祖母)ジア・リ ＮＬ05-1916508 ＢＣ Ｇ.ボイテ作 ロイヤル・エクスプロージャー×ポール・ポジション

【11】 インテールト・クランパー ＮＬ13-1330988 ＢＣＷ ♂ コール・デハイデ作
父)ＮＬ12-1714151 ＤＣＷ Ｃ.デハイデ作 即種鳩
祖父)ド・ファヴォリー ＮＬ08-3818648 ＤＣ ダックスＰ2,543 羽中優勝、同Ｎ11,753 羽中総合 4 位他、カオー
ルＮ13,185 羽中総合 33 位、サンバンサンＰ3,842 羽中 11 位、ボルドー4,602 羽中 26 位 クィーン・
トニー(バルセロナＮ13,066 羽中総合優勝)直仔×Ｊ．ホーイマン作 超銘鳩クライネ・ディルクの孫
祖母)ＮＬ11-3039837 ＤＣ Ｃ.デハイデ作 ドン・ミッシェル×ペルピニャン・ドーファーの孫
母)ＮＬ09-39599149 ＢＣＷ 種鳩 異母兄弟／クィーン・トニー バルセロナＮ13,066 羽中総合優勝、同ＩＮ25,835 羽中
総合 4 位 直仔／652 ベルジェラックＮ4,096 羽中総合 12 位
祖父)ＮＬ00-2117637 ＢＣＷ Ｃ．デハイデ作 孫／バルセロナＮ総合 2、4 位 兄弟／ニック ボルドー5,478
羽中総合優勝 ゾーン・サムライ×ディアマンチェ
祖母)ＮＬ08-3818698 Ｂ 種鳩 ドン・ミッシェル×ペルピニャン・ドィビン

【12】 ドーター・ディカプリオ Ｂ13-6122414 ＢＣ ♀ ディルク・ファンダィク作
父)ディ・カプリオ Ｂ05-6045015 レオ・ヘレマンス作翔 1,928 羽中優勝、1,580 羽中優勝、1,278 羽中優勝、
1,267 羽中 3 位、658 羽中 3 位、2,688 羽中 8 位、1,583 羽中 12 位他
祖父)ゾーン・オリンピアード・02 Ｂ03-6192777 Ｂ01-003(02 年オリンピアード代表、KBDB 短距離Ｎエース
鳩第 2 位)×ブラウ・カンピオーンチェ
祖母)Ｂ00-6151499 兄弟 3 羽で、優勝 14 回 Ｂ98-799(デン・オイロの祖父)×700・ドィビン
母)Ｂ11-6240746 ＢＣ Ｄ.ファンダィク作
祖父)ド・ステルケ Ｂ07-6363175 Ｄ.ファンダィク作翔 中距離 2,038 羽中優勝、869 羽中優勝、604 羽中 2 位、
493 羽中 3 位、1,444 羽中 6 位 ゾーン・カンニバール×デン・ブールジュの娘
祖母)Ｂ08-6338162 Ｂ Ｄ.ファンダィク作 カンニバールの曾孫

【13】 ザス・ターボス ＮＬ13-3351904 Ｂ ♀ クーン・ミンダーホウト作
兄弟／ラーテ・ターボ・608 ギエンＰ3,348 羽中総合 2 位、シャトローNPO2,227 羽中総合 2 位、同 NPO3,238 羽中
総合 4 位、ルフェック NPO2,084 羽中総合 8 位他で 13 年Ｐ当日長距離エース鳩第 1 位 ニューエ・ターボ・705
シャトローNPO2,227 羽中総合 7 位、モルリンコート 1,465 羽中 14 位、ピティヴィエ 1.345 羽中 13 位、ツ
ール NPO4,100 羽中総合 39 位他で 13 年Ｐ当日長距離エース鳩第 4 位
父)ブラウ・170 ＮＬ10-3011170 Ｂ シャトロー5,223 羽中総合 2 位、同 2,628 羽中 12 位、ラ・スーテレーヌ 3,077
羽中総合 2 位、マンテス・ラ・ヴァレー6,554 羽中総合 26 位、センス 1,412 羽中 6 位他
祖父)ド・17 ＮＬ02-0209017 優勝 4 回、2 位 2 回他 純Ｋ．ミンダーホウト ゾーン・ダニエルの半兄弟
×01-0108226
祖母)522 の娘 ＮＬ05-0508670 Ｂ 大種鳩 ブラウ・522×バーニー・742
母)ブラウエ・041 ＮＬ08-3812041 Ｂ シャトローNPO3,677 羽中総合 20 位、
同 NPO2,884 羽中総合 38 位、
アルジャントン NPO4,441 羽中総合 22 位、ルフェック NPO2,499 羽中総合 56 位、ツール NPO5,482 羽
中総合 70 位 ペロンヌ 696 羽中優勝、アラース 1,784 羽中 17 位、ポメロイル 3,740 羽中 24 位、同 1,463
羽中 11 位、オルレアン 4,927 羽中総合 36 位、ブロイル 4,298 羽中総合 42 位、ラ・スーテレーヌ 2,899
羽中総合 4 位、モルリンコート 9,008 羽中 18 位他で２年連続連盟エース鳩
祖父)ゲブローケン・フリューヘル ＮＬ05-0514804 直仔／モルリンコート 7,962 羽中総合優勝、ピティヴィエ
NPO6,340 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ NPO3,077 羽中総合優勝、シャトローNPO2,227 羽中総合優勝、モ
ルリンコート 1,465 羽中優勝、クライル 10,0083 羽中総合 7 位、同 5,015 羽中総合 23 位、モンリュソン 4,196
羽中総合 4 位 550・ファン・スーパー・コッペル×ブールジュ・ダィフイェ
祖母)エンゲルス・ダイフイェ・552 Ｂ05-6447552 Ｊ.＆Ｊ.エンゲルス作 直仔／モルリンコート 7,692 羽中総
合優勝、同 1,664 羽中優勝、オルレアン 889 羽中優勝、同 736 羽中優勝、ペロンヌ 696 羽中優勝、キェブラン
637 羽中優勝、シャトロー560 羽中優勝、ラ・スーテレーヌ 502 羽中優勝、ツール 306 羽中優勝、アラース 326
羽中優勝 ド・178×マリーケの半妹

【14】 ハーフザス・ヴァレンシア Ｂ13-5064616 Ｂ ♀ ギド・ロークス作 異母兄弟／ヴァレンシア 13 年Ｐエー
ス鳩第 1 位
父)Ｂ10-5110930 直仔／ヴァレンシア グレＮ15,007 羽中総合 48 位、アルジャントンＮⅠ22,463 羽中総合
108 位、モンリュソン 21,827 羽中総合 90 位、ブールジュＰ2,904 羽中 20 位他で１才鳩Ｎエース鳩 12 位
祖父)カイ＝ムックの父 Ｂ03-2245352 直仔／グリンタ トゥレＮゾーン 3,330 羽中優勝 兄弟／スーパー
(Ｐ.フェルハーゲン) グリジェ・カンニバール×ジャックポット・ドィビン
祖母)Ｂ05-5124339 同腹／カイ＝ムックの母 Ｂ05-340 リヒテ・パンタニ×プリンセス
母)ビューティ・スーヤック Ｂ07-5037015 シャトローＰ2,424 羽中 3 位、ラ・スーテレーヌＰ2,038 羽中 4 位、
同Ｐ4,659 羽中 40 位、センス 2,397 羽中 5 位、ピティヴィエ 925 羽中 8 位、ギエン 2,221 羽中 15 位、同
2,763 羽中 22 位、ナントイル 12,502 羽中総合 16 位他
祖父)スーヤック Ｂ00-5143629 スーヤックＰ318 羽中総合優勝、シャトローＰ920 羽中総合優勝、同Ｎ12,422
羽中総合 13 位、ブールジュＮ10,199 羽中総合 10 位、同Ｎ23,952 羽中総合 33 位、ピティヴィエ 565 羽中 3
位 Ｇ.ファンデンアベール作ヴィッテンブイク直仔×ラート・ホッペル・スラーツ
祖母)パンザニ Ｂ02-5030069 ブールジュＰ3,407 羽中総合優勝、スワソン 346 羽中優勝、同 1,196 羽中 2 位、
ラ・フェルテ 2,682 羽中 5 位他 兄弟／プリンセスの父、アスケ、フォールィト・パンタニ パンタニ×
ズワルテ・ポル

【15】 コンヘニアル ＮＬ13-1953962 ＢＣ ♂ ヴィレム・ドブルイン作
父)インテールト・ハリー ＮＬ11-1912641 ヤン・ホーイマンス作 直仔／12-147 ナイフェル 3,687 羽中優
勝、同 28,297 羽中最高分速
祖父)ゾーン・ハリー ＮＬ10-1864750 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 超銘鳩ハリー×超銘鳩クライネ・ディルク孫

祖母)ＮＬ09-1375442 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 兄弟／超銘鳩ハリー ブロア 548Ｋ37,728 羽中最高分速
総合優勝、シャトロー611Ｋ22,340 羽中最高分速総合優勝、シャトードゥン 500Ｋ21,520 羽中分速第 3 位他 ア
レクシア シャトローNPO5,620 羽中総合優勝他
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)

【16】 ゾーン・ベン Ｂ13-2179875 Ｂ ♂ ジョニー＆イヴ・ヨンケルス
父)ベン Ｂ11-2060859 種鳩 兄弟／トルネード ブールジュＮ16,802 羽中総合 2 位
祖父)リトル・ジョー Ｂ04-6231810 エンゲルス作 異母兄弟／マリーケ 直仔／ジョー ブールジュＮ15,877 羽
中総合 3 位
祖母)646・ドィビン Ｂ05-2204646 直仔／ベンジャミン ブールジュＮ16,771 羽中総合 16 位 アルジャントン
Ｐ668 羽中総合優勝
母)ヤナ Ｂ09-3095013 ガビー・ファンデンアベール作 直仔／10-076 トゥーリー915 羽中優勝 孫／11-748
アルジャントンＮ20383 羽中総合 15 位、グレＮ14,362 羽中総合 139 位
祖父)ジェイソン Ｂ05-3006503 アブリスとブロアで上位入賞多数 ブリクセン×スーパー・レア
祖母)ロマーナ Ｂ02-3222185 ＢＷ 種鳩 全姉妹／ポレケ ピカノールの孫

【17】 ドーター・ヴァリタス ＮＬ12-1410722 Ｂ ♀ Ｒ.Ａ.バッカー父子作
直仔／13 年マンテス・ラ・ジョリーNPO 総合 4 位
父)ヴァリタス ＮＬ08-1304438 Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 NPO 総合 10 位内 4 回優入賞内ブロア NPO9,586 羽
中総合優勝、ブールジュ NPO7,356 羽中総合 2 位、サルブリ NPO10,430 羽中総合 7 位、ツール NPO5,812 羽中
総合 10 位、サンカンタン 295 羽中優勝 祖父セラマンテス・ラ・ジョリーNPO 総合優勝
母)ＮＬ11-1526041 Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 ポメロイル 9,548 羽中総合 6 位、同 486 羽中優勝、同 1,087 羽
中 3 位、同 2,784 羽中 4 位、サルブリ 231 羽中 7 位、モルリンコート 10,110 羽中総合 537 位、ブロア 9,586
羽中総合 864 位
祖父)ブルー・ボーイ ＮＬ07-1207536 Ｂ 両親共Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 ブランコ直仔×マダリ(エル
マーフェーンズ・ホープ×ゴールデン・レディ)
祖母)ブルー・スカイ ＮＬ07-1207524 Ｂ 両親共Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 バルナ(マジックマン弟＝ロ
リス×アンネリーズ)×イザベル(エミーラ妹＝マイティマン×ガメーラ)

【18】 ゾーン・セレナ Ｂ13-6320536 ＬＢＣ ♂ ガストン・ファンデヴァウワー作
父)160 Ｂ11-6119160 夏仔 Ｇ.ファンデヴァウワー作兄／10-6031765 アントワープ連盟長距離エース鳩
祖父)ゾーン・カースブール Ｂ05-6176146 Ｇ.ファンデヴァウワー作 直仔／09-508 ブールジュＮ37,357
羽中総合 64 位、同Ｎ17,138 羽中総合 149 位、グレＮ2,953 羽中総合 64 位、ドールダン 1,275 羽中 10
位 カースブール×Ｂ.ヘンドリクス
祖母)Ｂ06-6404429 夏仔 Ｗ.ロズィールス作 インテレジェンテ×ナイキ
母)セレナ Ｂ12-6023303 ポアチエ 2,538 羽中優勝、同Ｐ1,853 羽中総合優勝 兄弟／10 年ブールジュＮ総合優勝

祖父)Ｂ07-6033129 夏仔 Ｇ18 ンデヴァウワー作 カースブール×04 年のエース鳩
祖母)Ｂ08-6259169 ＢＣ Ｌ.Ｂ.＆Ｊ.ゲーリンクス父子作 ラーテ・ヴィッテ・ウィリー×シャトローケ

【19】 ゾーン・アンス ＮＬ13-3347277 ＢＣ ♂ ファンヴァンローイ共同鳩舎作
父) 184ＮＬ08-4112184 ＢＣ ファンヴァンローイ共同鳩舎作翔 ナントィル 1,116 羽中優勝、同10,195 羽中
総合 3 位 同 1,718 羽中 2 位、同 27,856 羽中総合 18 位、同、2,963 羽中 4 位、ヴェルヴィン
759 羽中 2 位、ヒュイ 475 羽中 2 位、ストロームベーク 436 羽中 2 位、同 995 羽中 4 位、レシネス 1,128
羽中 3 位、ブロア 676 羽中 4 位、同 NPO5,186 羽中総合 24 位、イスネス 1,126 羽中 6 位、シメイ 769
羽中 7 位、ペロンヌ 2,751 羽中 9 位、ポメロイル 3,056 羽中 10 位、同 3,055 羽中 10 位
祖父)チャーリー Ｂ04-6177517 ＢＣ ギュンター・プランゲ(330 弟)×シャーリーケ・700
祖母)ＮＬ03-0378422 ＢＣ ファンヴァンローイ共同鳩舎 兄弟／メーネン 952 羽中優勝 ファンヴァン
ローイ×シュルチェス
母)アンス ＮＬ05-1603399 ＢＣ 直仔／シャトローNPO7,360 羽中総合優勝、同 NPO4,802 羽中総合 8 位、同
NPO7,637 羽中総合 16 位、同 1,195 羽中優勝、ポアチエ NPO4,052 羽中総合 3 位、ツール NPO9,744 羽中総合
5、10、16 位、ペロンヌ 19,450 羽中総合 6 位、ラ・スーテレーヌ NPO6,873 羽中総合 9 位、ブロア NPO7,158 羽中
総合 12 位、同 NPO8,164 羽中総合 16 位、ハースロード 5,210 羽中優勝、オルレアン NPO4,771 羽中総合 11 位、
クライル 9,629 羽中総合 13 位他
祖父)ＮＬ00-0082512 ＢＣ マリアン×ファンヴァンローイ共同
祖母)ＮＬ01-0187499 Ｂ ファンヴァンローイ共同×シュルチェンス

【20】 Ｂ13-2111999 Ｂ ♀ アルベルト・デルヴァ作 兄弟／インヴィクタス イソウドゥンＮ16,615 羽中総合優勝
父)パブロ Ｂ12-2080129 Ａ.デルヴァ作 兄弟／プリモ アルジャントン 348 羽中優勝、シャトロー2,043 羽中 7
位、同ＳＮ4,056 羽中総合 22 位、シャトローＳＮ9,026 羽中総合 73 位他、スワソン 224 羽中優勝、488 羽中優勝、
ナントィル 471 羽中優勝、ピティヴィエ 149 羽中優勝(以上は４週連続優勝)、同 941 羽中優勝、シャトローＰ1,039
羽中優勝、同ＳＮ6,281 羽中総合 3 位、アルジャントン 231 羽中優勝、同Ｎ11,001 羽中総合 49 位、シャトロー823
羽中優勝、同Ｎ16,479 羽中総合 75 位、シャトローＩＰ8,854 羽中総合 87 位 ペリナ アルジャントン 172 羽中優勝、
同Ｎ20,844 羽中総合 11 位、ピティヴィエ 261 羽中優勝、モミニー108 羽中優勝、アルジャントン 142 羽中優勝、
同Ｎ6,177 羽中総合 14 位、ブールジュＮ13,354 羽中総合 101 位、モンリュソン 5,052 羽中総合 9 位、同ＳＮ8,619
羽中総合 13 位他で 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、ル・マン 1,312 羽中 12 位、パオリーニ 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 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Ｐ
2,836 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
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、ナントイル優勝、ブールジュＮ16,771 羽中総合 99 位、イソウドゥンＩＰ
5,815 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
母)Ｂ12-2080086 Ａ.デルヴァ作作翔 ラ・スーテレーヌＮ19,155 羽中総合 68 位、モンリュソン 428 羽中

9 位、同Ｎ21,027 羽中総合 179 位、アルジャントンＮ22,463 羽中総合 244 位他
祖父)Ｂ11-2090101 Ａ.デルヴァ作翔 ブロア 161 羽中優勝、同 1,721 羽中 2 位、同 2,156 羽中 17 位、ア
ルジャントンＮ20,369 羽中総合 57 位、ピティヴィエ 629 羽中 9 位 ミンダーホウト×ペリナ(上記)
祖母)Ｂ11-2090081 Ａ.デルヴァ作翔 アスジャントンＮ20,383 羽中総合 42 位他 上記ド・ゾーンの娘

【21】 ブロア・マルティン ＮＬ13-1655190 ＢＣ ♂ C&G.コープマン作 兄弟／マルティン 6,386 羽中総合 2
位、7,848 羽中総合 3 位、5,247 羽中総合 6 位、4,494 羽中総合 9 位
父)フリドゥス ＮＬ10-1109626
祖父)ビヤルネ Ｂ02-4247563 Ｂ ドラウ＝サブロン作 ドローマー×ラッキー・848 直仔／グッド・エ
イム 09 年 100 万ドルレース 3 位
祖母)モニーク Ｂ06-4368520 Ｂ マルセル・アエルブレヒト作 直仔／09-4020046 リモージュＮ14,211
羽中総合 36 位、09-0047 チュールＮ8,322 羽中総合 207 位 100 万ドル最終レース 44、84 位
母)ヘンナ ＮＬ10-1109802 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 半姉妹／ゴールデン・エナジー、ミス・ムク
ダハン、ミスター・アレンニッヒ
祖父)ブルー・エナジー ＮＬ03-2324278 Ｂ 異母兄／マジックマン ル・マン北部地区 15.252 羽中優勝
(自動車獲得) 同全蘭 99.104 羽中分速第３位 ゲラーズ・ファボリー アブリス 10.609 羽中総合４位、
サン・ギスライン 13.574 羽中総合５位、ソールダン 13.426 羽中総合９位 ド・ロリス(02 年ロリスＮ
5.256 羽中総合優勝)×イ・ミン(兄弟／超銘鳩クライネ・ディルク、ゴールデンレデイ)
祖母)チョニ ＮＬ06-1597413 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 ヨンゲ・スプリント×ゴールデン・レディ

【22】 Ｂ13-4096828 ＰＢ ♂ ベニー・スティーフェニンク作 兄弟／グレッグ ブールジュＮ13,588 羽中総合
59 位、同Ｐ3,492 羽中総合 2 位、ポアチエＮ13,135 羽中総合 22 位、同ゾーン 2,688 羽中優勝
父)グレ Ｂ08-4216930 Ｂ ベニー・スティーフェニンク作翔 リモージュＮ１才鳩 16,896 羽中総合優勝、グレ
3,067 羽中優勝、同Ｎ総合 19 位、エコウエン 499 羽中 2 位
祖父)シポの弟 Ｂ07-4216994 Ｂ.スティーフェニンク作
祖母)Ｂ07-4372474 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作 姉の仔／Ｎエース鳩第 3 位 両親Ｍ.ハウトキート作
母)ニーナ Ｂ08-4216906 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作 エコウエン 499 羽中 37 位他アルジャントン、
グレ、
ラ・スーテレーヌ、ドールダン入賞
祖父)Ｂ01-4237461 Ｂ.スティーフェニンク作翔 数回入賞
祖母)シャウト 9000 Ｂ04-4139000 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作 直仔／ヒルデ 13 年 KBDB エース鳩第
15 位 シポ(アルジャントンＰ総合優勝)の娘

【23】 ＮＬ13-1465699 Ｂ ♀ カイパー兄弟作
父)ゾーン・ナハトフリーガー ＮＬ04-1136783 Ｂ カイパー兄弟作翔 06 年オルレアン優勝、サンバンサンＮ総
合 5、231、307 位、タルベＮ総合 172、416、
、1,937 位、ダックスＮ総合 1,196、1,877 位、モントーバンＮ252、
1,714 位他
祖父)ナハトフリーガー ＮＬ95-2377617 ＢＣ カイパー兄弟作 Ｎ総合 22、286、348 位他超長距離 9 回ヘン
ク・シモンズ作純ステケテー×マテルヌ
祖母)ロース ＮＬ96-1104940 Ｂ カイパー兄弟作 超長距離７回入賞 ヤン・テーレンの超銘鳩ド・10 の
近親曾孫
母)ＮＬ09-1456987 ＢＣ カイパー兄弟作
祖父)ＮＬ00-2344536 ＢＣ カイパー兄弟作 ベアトリックスの異母兄弟の直仔
祖母)国際エース鳩 ＮＬ03-1460699 Ｂ カイパー兄弟作 ポーＮ総合 2、119、128、193、510 位、ナルボ
ンヌＮ総合 172 位、マルセイユＮ総合 289 位、ペルピニャンＮ総合 403、534 位、ダックス入賞 ズワルチェ

の甥×バルセロナ・113 の孫

【24】 ゾーン・アド Ｂ13-6179855 ＤＣＷ ♂ マルセル・ヴォウタース作
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 1,482 羽中 2 位、同 1,322 羽中 2 位、同 1,059 羽中 3 位他 メルン 1,221 羽中
2 位他で 12 年小中距離Ｎエース鳩第 1 位、オリンピアード・ニトラ代表第 1 位
祖父)レーウ Ｂ03-6277418 Ｍ.ヴォウタース作翔 オルレアン 1,289 羽中 2 位、同Ｐ12,961 羽中総合 27 位、
ドールダン 530 羽中優勝、同 1,376 羽中優勝、同 712 羽中優勝トゥーリー319 羽中優勝、同 446 羽中優勝で
04 年Ｎエース鳩第 8 位 孫／09 年ブールジュＮ37,090 羽中総合優勝、11 年ブールジュＮ20,544 羽中総合 2、
7、21 位
祖母)ＮＬ08-1628683 両親共アド・スカーラーケンス作 同腹 682 はヴォウタース鳩舎で上位入賞多数
母)Ｂ12-6157208 Ｍ.ヴォウタース作翔 ブールジュＮ11,883 羽中総合 39 位、シャトローＮ6,005 羽中総合 12
位、アルジャントンＮ1 才鳩 6,801 羽中総合 58 位他上位多数
祖父)エクストリーム Ｂ03-6277483 Ｍ.ヴォウタース作翔 ブロアＰ586 羽中総合優勝、ヴィエルゾンＰ1,564
羽中総合 2 位、シャトローＰ1,401 羽中総合 3 位他
祖母)Ｂ10-6251643 兄弟／ブールジュＮ20,541 羽中総合 2、7 位他優勝やエース鳩 ブールジュ(レーウの
直仔)×レーウの弟の娘

【25】 Ｂ13-6309524 Ｂ ♀ バルト＆ルク・ゲーリンクス作 兄弟／アゼルティ シャトロー6,005 羽中総合 78 位
父)ゲシフテ・ウィリー Ｂ06-6407361 Ｂ 直仔／ブールジュＮ総合 48 位、シャトローＮ総合 70 位
兄弟／スーパー・ウィリー、ミス・リモージュ、ミス・ル・マン、ヴィット・ウィリーケ
祖父)ウィットコップ・シルヴェスター Ｂ02-6354241 ＢＬＫＣＷ 直仔／ブラック＆ホワイト、ウィロー
祖母)ウィリーケ Ｂ98-6185637 ＢＣＷ 最高レーサー兼種鳩 ブールジュＰ605 羽中総合優勝、ノワイヨン
156 羽中優勝、キェブラン 257 羽中優勝、ブールジュＮ9,091 羽中総合 63 位、シャトロー499 羽中 4 位、両
親共Ｊ.ケイルスマーカース作
母)ビューティフル・シスター Ｂ10-6342787 Ｂ 全姉妹／プリメラ シャトローＰ3,147 羽中総合優勝、モンリシャー
ル 3,047 羽中総合 5 位
祖父)フルヴェレン・18 Ｂ05-6052018 Ｂ 一級種鳩 キェブラン 563 羽中優勝 直仔／ファースト・レデ
ィ ベルギー4Ｎレース最優秀若鳩第 2 位 ファーレ・009×オルレアンスケ
祖母)ダィアマンチェ Ｂ02-6354135 ヴィエルゾン 3,240 羽中総合 5 位、ラ・スーテレーヌ 2,026 羽中 5 位、アル
ジャントン 1,707 羽中 12 位、モンリュソン 9,300 羽中総合 72 位

【26】 Ｂ13-4264628 ＢＣ ♀ クリス・ヘバーレヒツ作
父)エドウ Ｂ10-4302423 Ｃ.ヘバーレヒツ作翔 リブルヌＮ6,658 羽中総合 25 位、カオールＮゾーン 2,801 羽中
17 位、リモージュＮゾーン 5,742 羽中 101 位、モンリシャール 4,049 羽中 66 位で 13 年 KBDB 長距離Ｎエ
ース鳩第 7 位
祖父)チャンピオン Ｂ01-4094638 05 年 KBDB 長距離Ｎエース鳩第 2 位 スーヤックＰ1,276 羽中優勝、同Ｎ
8,327 羽中総合 8 位、同Ｎ5,985 羽中総合 50 位、リモージュＮ12,266 羽中総合 60 位、カオールＮ9,275 羽中総合 7
位、ブリーブＮ7,446 羽中総合 80 位
祖母)Ｂ07-4081956 Ｒ Ｆ.＆Ｎ.ノルマンのトップ・ブリーダーゾロの直仔
母)Ｂ12-4302330 ＢＣ
祖父)サントス Ｂ05-4250399 Ｃ.ヘバーレヒツ作翔 ヴィエルゾン 1,255 羽中 46 位、ブリーヴＮ17,456 羽
中総合 96 位、カオールＮ7,343 羽中総合 23 位、チュール 139 羽中 4 位でベルギー長距離Ｎトロフィー・
エース鳩第 1 位 ターザン×フェデッテの娘

祖母)ショーン・ズワルチェ Ｂ11-4090220 兄弟／ジェンピ(10 年 KBDB 長距離Ｎエース鳩第 1 位となったイケの
父) パンチョ×ゲシェルプト・クロンメン

【27】 ゾーン・クライネ・マリオ ＮＬ13-1962103 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマンス作
父)クライネ・マリオ ＮＬ10-1864452 Ｂ Ｊ.ホーイマンス作翔 ブロア NPO4,413 羽中総合優勝
祖父)マリオ Ｂ02-3003522 Ｂ Ｇ．ファンデンアベール作 直仔／ブールジュ 7,299 羽中総合優勝 ヴィ
ッテンブィク直仔同士近親孫 デン・アール×ヤスミン
祖母)ジャネッテ ＮＬ09-1375301 Ｂ Ｊ.ホーイマンス作 兄弟／超銘鳩ハリー他 下記参照
母)シスター・ハリー ＮＬ11-1912492 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 兄弟／超銘鳩ハリー ブロア 548Ｋ37,728 羽中
最高分速総合優勝、シャトロー611Ｋ22,340 羽中最高分速総合優勝、シャトードゥン 500Ｋ21,520 羽中分速第 3
位他 WHZB 長距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB 同エース鳩第 1 位 アレクシア シャトローNPO5,620 羽中総合
優勝他、10 位、同 NPO4,260 羽中総合 5 位、同 NPO4,604 羽中総合 4 位、同 NPO5,979 羽中総合 10 位、サル
ブリ NPO7,599 羽中総合 2 位、ブロアＮ4,829 羽中総合 2 位、同Ｎ5,653 羽中総合 3 位、ブールジュ NPO7,299 羽
中総合 6 位
祖父)ヨンゲ・ブリクセン Ｂ01-3266512 ＰＢ ガビー・ファンデンアベール作 ブリクセン(ポアチエ 1,448
羽中優勝、シャトロー4,662 羽中総合 2 位他 コロネル×リタ)×ドロレス(基礎鳩ヴィッテンブィクの娘)
祖母)ディルクイェ ＮＬ05-1936558 ＢＣ Ｇ.コープマン作 超銘鳩クライネ・ディルク(98 年世界選手権
若鳩第５位、99 年Ｎエースピジョン第１位 NPO トロイ 17.884 羽中総合優勝、NPO ブールジュＮ
7.165 羽中総合優勝、マーゼイク 3,522 羽中優勝、ロンメル 495 羽中優勝、ベーク 443 羽中優勝)×ア
モレー(03 年オリンピアード代表 長距離Ｎエース鳩第 1 位)

【28】 Ｂ13-6314713 ＢＣ ♀ ダニー・ファンダィク作
全兄／カノン ドールダン 1,245 羽中優勝、同 1,938 羽中優勝、同 1,962 羽中 6 位、マルネ 3,040 羽中優勝、10
年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第 1 位、KBDB 中距離若鳩Ｎエース鳩第 4 位 デン・11 KBDB 中距離Ｎエー
ス鳩第 5 位
父)カノンの父 Ｂ08-6298348 ヘルマンス＝ファンデンブランデ作
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021 羽中総合21 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(ヤールリング・ドンダースティーン×ヤンセン・ドィビン)×Ｅ．ヤン
セン作 カンニバールのライン、ヤン・ヘルマンス鳩舎最高種鳩
祖母)フランシーン Ｂ05-6445543 ドールダン 831 羽中優勝 フィーネケ 5000 直仔×ヤールリング・ドンダ
ースティーンとヤンセン・ドィビンの娘
母)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 ヨハン・ドンケルス作
祖母)ズワルチェ Ｂ06-6370829 連盟東若鳩エース鳩 5 位 グーイエ・クヴェーカー×Ｊ．クールス

【29】 Ｂ13-3076779 Ｂ ♀ リック・クールス作
父)プロパー・リック Ｂ11-6238569 Ｒ.ヘルマンス作 ／全兄弟／スターリー ブールジュＮ37,357 羽中総合 52
位、
、ラ・スーテレーヌＮ17,814 羽中総合 177 位、アルジャントンＮ23,921 羽中総合 202 位、グレＮ14,245
羽中総合 1053 位で 3Ｎレース最優秀若鳩第 4 位、4Ｎレース最優秀若鳩第 7 位 他ドールダン 1,962 羽中 22
位 ムンリ アルジャントンＮ22,442 羽中総合 36 位他 ブロア・スターリー ドールダン 1,013 羽中優勝(Ｅ．ヤ
ンセン鳩舎)
祖父)プロパー Ｂ06-6212441 最高種鳩 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021 羽中総合 47 位、ラ・スーテレーヌ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

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)モーリスカ Ｂ11-3170591 ガビー・ファンデンアベール作
祖父)モーリス Ｂ03-9021198 ナスダック(スーヤックＮ7,154 羽中総合優勝)×シャネル
祖母)レディ・ブリクセン Ｂ03-3240764 Ｂ Ｇ.ファンデンアベール作 ブリクセン×タイソンの娘

【30】 Ｂ13-4109829 Ｂ ♀ ヒューゴー・フラーミンク作
父)ゾーン・ロナウド Ｂ12-4038428 Ｈ.フラーミンク作翔 モンリュソンＰ4,817 羽中総合優勝他５大中距離レー
スで、平均入賞率 3.11
祖父)ロナウド Ｂ11-4049957 Ｈ.フラーミンク作翔 優勝 4 回内アルジャントンＰ3,161 羽中総合優勝、モンリ
ュソンＰ3,550 羽中総合 4 位、ブールジュＰ2,473 羽中総合 4 位 全姉／09-4265523 シャトローＮ20,163 羽中
総合優勝鳩を含め７羽の優勝鳩の母 ファヴォリー×ロメイン・レジースト
祖母)ブラウ Ｂ08-4234328 Ｈ.フラーミンク作 直仔／優勝 3 羽
母)Ｂ08-4234369 ＢＷ Ｈ.フラーミンク作翔 ドールダン 1,629 羽中 3 位
祖父)Ｂ021-4123608 Ｂ Ｈ.フラーミンク作翔 04 年成鳩中距離エース鳩 優勝 5 回の直仔
祖母)Ｂ04-6202118 Ｂ ゲーリンクス作

【31】 ネストブロア・グルーヴィ ＮＬ13-1313828 Ｂ ♂ インターパロマス・ロフト(ドクター・ヘンク・デヴィール
ト)作 同腹／グルーヴィ 南ア 100 万ドルレース 274Ｋホット・スポット 3,878 羽中優勝(自動車獲得)
父)ガストン・887 Ｂ10-6031887 Ｂ ガストン・ファンデヴァウワー作 最高種鳩
祖父)夏仔・118 Ｂ09-6111718 Ｂ Ｇ.ファンデヴァウワー作 有名なカースブール×ゲーリンクス・ドィ
ビン 異父姉妹／ローラ ブールジュＮ17,061 羽中総合優勝 カースブールは、偉大な種鳩で直仔孫／グレ
Ｎ14,245 羽中総合優勝、ブールジュＮ17,138 羽中総合優勝、アルジャントンＮ19,728 羽中総合優勝、11 年中
距離Ｎエース鳩第１位、ラ・スーテレーヌＮ総合２位他
祖母)フェルフォールト・287 Ｂ09-6103287 Ｂ Ｇ.ファンデヴァウワー作 両親Ｄ.フェルフォールト作
Ｆ.フェルフォールトのフィーネケ・5000 の筋
母)374 ＮＬ12-1696374 Ｂ インターパロマス・ロフト(ドクター・ヘンク・デヴィールト)作 全姉妹／エリ
ン・テュィーション 南ア 100 万ドルレース 274Ｋホット・スポット 3,856 羽中優勝(自動車獲得)
祖父)ブールジュ・ラケット Ｂ07-6033153 Ｂ 両親共Ｇ.ファンデヴァウワー作翔 ブールジュＮ31,428 羽中
総合 3 位 ブラウ・ブールジュ×夏仔
祖母)ミス・グレ Ｂ06-3016297 ロジェ･フェルファーケ作翔 グレＮ10,523 羽中総合優勝、同 13,113 羽中最
高分速

【32】 Ｂ13-6318315 ＢＣ ♀ ルディ・ディールス作 全兄／ブルー・ゴールド 11 年アンジェルヴィル 2,063
羽中優勝、同 336 羽中優勝、同 2,305 羽中 3 位、オルレアン 4,873 羽中総合 77 位他で KBDB 若鳩小中距離Ｎエ
ース鳩第１位
父)ド・ゾット Ｂ07-6007324 Ｂ デスカイマーカー兄弟作
祖父)Ｂ01-6001301 Ｂ デスカイマーカー兄弟作 ファンダィク系 ランボーの孫
祖母)Ｂ00-6552037 Ｊ.＆Ｊ.バーク作 エンゲルス・ファンデンアベール系
母)Ｂ06-6360433 ＢＣ Ｒ.ディールス作
祖父)ゴウド・ハーンチェ Ｂ04-6105159 ＤＣ 両親祖父母共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)ブラウ・ファン・ブールジュ・ドィビン Ｂ01-6453447 Ｂ ブラウ・ファン・ルーパー×ブールジュ・ドィ
ビン

【33】 ＮＬ13-1239639 Ｂ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク父子作
父)ブルガリ ＮＬ10-1627184 Ｂ Ｂ．ファンデンベルク作翔 長距離Ｎエース鳩第 1 位 ヴィエルゾン優勝、
同 NPO10,571 羽中総合 4 位、アルジャントン優勝、同 NPO3,671 羽中総合 4 位、シャトロー優勝、同 NPO4,449
羽中総合 6 位、ナントィル 1,043 羽中優勝、ツール 4,781 羽中総合 9 位
祖父)ＮＬ07-1785586 Ｂ．ファンデンベルク作 リンデラウフ父子作のワンダーボーイ直仔×フフケンス父子作
祖母)Ｂ04-6125562 Ｋ.＆Ｔ.フフケンス父子作 グローテ・ブラウエ×ブラウエ・ブルインオーホ
母)シタ ＮＬ06-2162303 ＬＢＣ 07 年 WHZBＮエース鳩第 1 位 オールラウンドＮエース鳩第 1 位 ブイヨン
6,517 羽中総合 2 位、ストロームベーク 2,257 羽中 2 位 ペロンヌ 638 羽中優勝、デュッフェル 591 羽中優勝、マ
リエンブルグ 12,909 羽中総合 19 位
祖父)ソレ・ミヨ ＮＬ02-1635152 Ｂ NPO 長距離Ｎエース鳩第 19 位 エタンプ 4,510 羽中総合優勝、ヴィエ
ルゾン 21,984 羽中総合 6 位他 オリンピック・ソニョ×インテュイション
祖母)パティ ＮＬ00-1976005 ＬＢＣ Ｎエース鳩オールウラウンド第 20 位 アラジン×ベル

【34】 Ｂ13-6320182 ＢＷ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作 異母兄弟／12-276 ブールジュＮ11,883 羽中
総合 103 位、ラ・スーテレーヌ 838 羽中 65 位 ラ・フィリア ブロアＳＮ3,282 羽中総合 53 位
父)マリスカ・ボーイ Ｂ09-6248037 Ｊ.フェルカメン作 異父兄弟／マンボ アルジャントンＮ21,092 羽中総合
14 位、ポルト KBDBＮエース鳩第 4 位、テイボー トゥーリー11,313 羽中最高分速優勝 異母兄弟／イネス グ
レＮ2,565 羽中 9 位、ネフェルスＮ2,918 羽中総合 17 位
祖父)フォルティス Ｂ07-6403721 Ｊ.フェルカメン作 孫／アリナ ネフェルスＮ2,918 羽中総合 3 位 ピ
ンク・パンター直仔×レディ・デロレス
祖母)マリスカ 02-00825499 ラケッチェの孫×スーパー・ラケッチェ
母)ラ・ストラーダ Ｂ11-6282176 Ｊ.フェルカメン作翔 ヴィエルゾン 476ＫＳＮ3,585 羽中総合 2 位、グレＮ
2,565 羽中 5 位、ドールダン 366Ｋ214 羽中優勝、メルン 310Ｋ2,131 羽中 9 位他モンリュソン、ポアチエ、ラ・
スーテレーヌ各Ｎ上位入賞 異母兄弟／ラッペ
祖父)サミール Ｂ08-6174608 レーウの同腹の仔
祖母)タマラ Ｂ10-6052103 ニュー・パンターの娘

【35】 ゾーン・スーパー・53 ＮＬ13-1632629 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 5 羽エース鳩１位１羽 孫／優勝鳩
37 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

【36】ゾーン・ヴェーアリヒト Ｂ13-6226228 ♂ ジョン＆ヤン・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、同 683 羽中優勝(9,631
羽中最高分速)、キェブラン 509 羽中優勝、ノワイヨン 721 羽中優勝、同 347 羽中優勝、同 308 羽中優勝、
マルネ 312 羽中優勝他で 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 エース鳩
孫／イーグル 492、ノア
祖父)フルカーン Ｂ06-6048422 直仔／チャンピオン 優勝 4 回 ハイランダー・714×モーイ
祖母)フレダッハ Ｂ06-6048384 Ｊ.＆Ｊ.バーク作
母)シケ Ｂ10-6357618 デノ＝ヘルボッツ作 兄弟／イヴァン 中距離Ｎエース鳩第 1、4 位
祖父)ヴィーナス Ｂ04-3230936 ガビー・ファンデンアベール作 ブリクセンの直仔
祖母)ジュエール 2 Ｂ06-2233543 Ｍ.ファンデールスミッセン父子作 ナショナル１の筋

【37】ゾーン・ヒーロー ＮＬ13-1308312 Ｂ ♂ スヘーレ兄弟作
父)ヒーロー ＮＬ11-3056911 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 シャトローＮ16,847 羽中総合優勝、ピティヴィエ 6,340 羽中
総合 3 位、シャトロー346 羽中優勝、オルレアン 4,308 羽中総合 23 位、アルジャントン 3,372 羽中 37 位
祖父)ド・800 ＮＬ08-3856800 Ｂ オルレアン地区 4,927 羽中総合優勝、アブリス 7,889 羽中同着 2 位
兄弟／デミ 後シーズンＰエース鳩第 1 位、10-372 ブロイル 1,719 羽中優勝、エルフィエ NPO 総合
22、39、59 位他 リヒテ・ディルク×スーパー・02
祖母)レア ＮＬ02-1616183 ＢＣ マライケ・フィンク作 両親コープマン父子作 ゾーン・ファン・ライ
×オルファ
母)ＮＬ12-1689776 Ｂ スヘーレ兄弟作
祖父)ウィットペン・パトリック ＮＬ09-3951671 モルリンコート 8,754 羽中総合 4 位、マンテス・ラ・ヴァレー1,169
羽中優勝他 NPO 総合 21、32、61、83 位 シャニア ペロンヌ 2,938 羽中優勝、ゼネラル・エース鳩第 1 位他 パ
トリック×サニー
祖母)エース・ガール ＮＬ09-3951653 Ｂ 12 年 WHZB 長距離Ｎエース鳩第 2 位、ポアチエ NPO2,183 羽中総
合優勝、シャトローNPO3,846 羽中総合 2 位、ラ・スーテレーヌ NPO2,751 羽中総合 2 位、ブールジュ NPO4,847
羽中総合 10 位 スーパー・ボーイ×666 の娘

【38】キント・ミスター・カンニバール Ｂ13-6321083（遅生まれ） オプドベーク＝バーテンス作ファンダィク系
父)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)超銘鳩ド・カンニバール Ｂ95-6246005 ＢＣ Ｄ.ファンダィク作翔 96 年ＫＢＤＢ中距離Ｎエース鳩第１
位 兄弟／ブールジュ 基礎鳩ランボー×ヘット・ラーチェ
祖母)Ｂ97-6466984 Ｄ.ファンダィク作 基礎鳩ランボーの父ゾーン・3・レイセン×ランボーの母の同腹
母)ミス・ダークアイズ Ｂ11-6103187 オプドベーク＝バーテンス作翔 ブールジュＮ16,859 羽中総合 166 位、
ヴィエルゾンＩＰ3,585 羽中総合 12 位、モンリュソンＮ22,875 羽中総合 13 位他上位入賞多数
祖父)ポール Ｂ10-6148336 マリーナ・ファンデフェルデ作 直仔／ノワイヨン 20,000 羽中最高分速
祖母)ボー Ｂ10-6343210 ヨンゲ・カンニバールの娘

【39】 Ｂ13-2065239 ＢＬＫ ♂ ミッシェル＆ディディエ・デビュクワ作
父)Ｂ12-2056400 ＢＬＫ Ｍ.＆Ｄ.デビュクワ作
祖父)ジュリアス Ｂ08-2142510 ＢＬＫ 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
祖母)セドナ Ｂ04-5026055 ＢＣ ジョス・トネー作翔 ナルボンヌＩＮ5,870 羽中総合優勝で KBDB 長距離Ｎ
エース鳩第 1 位 チャイナ・ボーイ×アメリカ
母)Ｂ09-2177190 ＢＣ Ｍ.＆Ｄ.デビュクワ作
祖父)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
祖母)ミス・ローラ ＮＬ03-1159978 ＢＣ 07 年バルセロナＮ雌 2,298 羽中優勝、同ＩＮ25,716 羽中総合 16 位
ダックスＮ3,105 羽中総合 55 位、ペルピニャンＮ総合 107 位他

【40】ブロア・ゲブローケン・プート Ｂ13-6310305 Ｂ ♂
レオ・ヘレマンス作 兄弟／ゲブローケン・プート
2,675 羽中優勝、2,165 羽中 14 位で、Ｎエース鳩第 1 位のボルトの父
父)プリンス・オリンピアード Ｂ08-6368070
祖父)オリンピアード Ｂ01-6455003 グスト・ヤンセン作翔 キェブラン 390 羽中優勝他 2 位 3 回、ノワイヨン
1,931 羽中優勝、1,393 羽中優勝他 2 位 2 回、3 位、4 位 4 回で 02 年仏オリンピアード短距離第 2 位
祖母)ＮＬ07-1817551 フェルケルク父子作 白いカラス、スプリントの娘
母)Ｂ08-6368027 兄弟／08-116 オルレアン 1,208 羽中優勝、同Ｐ9,860 羽中総合 4 位他で 08 年アントワ
ープ・スーパー鳩賞
祖父)Ｂ06-6410698 ファヴォリー×オランダのＮエース鳩第 3 位
祖母)Ｂ07-6043939 ド・ヤン（ヤン・ディールス）×上記オリンピアードの娘

【41】ブラウエ・ウィットペン Ｂ13-6123464 ＢＷ ♂ ヨス・ファンオレマン作
父)ファーレ・ルイ Ｂ06-2152209 Ｓ ルイ・ファンデヴァイヤー作 種鳩
祖父)ルイ Ｂ05-2083972 卵でＬ.ファンデヴァイヤーに譲る。両親ファンオレマン作
祖母)Ｂ03-2173294 Ｓ Ｌ.ファンデヴァイヤー作 両親インブレヒツ作
母)ナルボンヌの姉 Ｂ11-6058508 Ｂ Ｊ.ファンオレマン作 弟／ナルボンヌ 11-572 ナルボンヌＩＮ11,000 羽中
総合 3 位、アジェンＩＮ1 才鳩 10,622 羽中総合 24 位で１才鳩国際エース鳩第 1 位 13 年リモージュＰ1,160 羽中
総合優勝
祖父)ド・025 Ｂ04-6139025 Ｂ Ｊ.ファンオレマン作翔 メネン 1,522 羽中 150 位、ブールジュ 48,553 羽
中総合 7754 位 デン・561 直仔
祖母)リザ Ｂ06-6200876 Ｂ Ｃ＆Ｒ.デニッセ作翔 メルン 1,654 羽中 223 位、アルジャントン 351 羽中
117 位 フリーレフルイター(ナルボンヌＮ6,423 羽中総合 2 位)の娘

【42】インテールト・トップスター Ｂ13-4291756 Ｂ ♂ Ｒ.＆Ｘ.フェルストラーテ作
父)Ｂ10-4210299 ＢＣ Ｒ.＆Ｘ.フェルストラーテ作 兄弟／グレＮ7,174 羽中総合 3 位、ノワイヨン優勝、ブール
ジュ優勝 ベスト・スター 11 年ベルギー長距離杯エース鳩第 1 位(1 才鳩 4Ｎレース)
祖父)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 スーパー種鳩トップスター×ディーヴァ
祖母)リリ Ｂ07-4257019 Ｂ Ｒ.＆Ｘ.フェルストラーテ作翔 ドゥブランジェ 793 羽中優勝、ポアチエ 475

羽中 6 位、リモージュＮ6,138 羽中総合 244 位、シャトロー517 羽中 13 位、ラ・スーテレーヌ 646 羽
中 28 位 直仔／グレ優勝、チュール優勝 マンボ×ヴィクトリア
母)Ｂ11-4310209 Ｂ Ｒ.＆Ｘ.フェルストラーテ作
祖父)イケ・ジュニア Ｂ10-4327650 ＢＣ Ｒ.＆Ｘ.フェルストラーテ Ｃ.ヘバーレヒツのイケ(スーヤック
Ｎ7,039 羽中総合 6 位、リモージュＮ2 才鳩 5,607 羽中総合 8 位他で長距離Ｎエース鳩第 1 位で、中国に 25
万ユーロで譲渡)×ルシー
祖母)Ｂ06-4296366 ＢＣ Ｒ.＆Ｘ.フェルストラーテ作 同腹／ビジョー モントーバンＮ4 年エース鳩第 2 位
全兄弟／エクストラ 上記参照

【43】ドーター・アンナ Ｂ13-6120264 ＢＷ ♀ エディ・ヤンセン作
父)アルベルトの祖父 Ｂ05-6445574 Ｅ.ヤンセン作
祖父)バルト・ジュニア Ｂ00-6367462 Ｅ.ヤンセン作 ケルクシュトゥール×モニカ
祖母)キム Ｂ00-6367509 Ｅ.ヤンセン作 ウィットペン・エミール×ブールジュ・ディルクの娘
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直仔中最高の一羽
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（基礎鳩ラン
ボーの全兄弟）の娘

【44】 ＮＬ13-1370886 ＢＣ ♀ コール・レイテンス作
父)ワルター ＮＬ09-4141037 ＢＣ Ｃ.レイテンス作翔 アルジャントンＮ20,816 羽中総合優勝、イスネス 7,280
羽中総合優勝、同 19,884 羽中最高分速 オルレアン 606 羽中優勝、同 NPO5,214 羽中総合 16 位、ナントィル
2,827 羽中 5 位、同 2,279 羽中 6 位、同 3,516 羽中 24 位、ポメロイル 2,095 羽中 5 位、レシネス 3,653
羽中 9 位、モルリンコート 2,143 羽中 16 位
祖父)ＮＬ03-2036242 ＤＣ 両親共Ｎ.Ｊ.クンダース作 直仔／04-904 モンリュソンＮ8,970 羽中総合 10
位 07-267 ポメロイル 1,426 羽中優勝
祖母)ＮＬ04-4156012 ＬＢＣ Ｃ.レイテンス作翔 シメイ 1,215 羽中 7 位他 エンゲルス父子×レイテンス
母)クラインチェ ＮＬ03-4101005 ＢＣ Ｃ.レイテンス作翔 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、シャンティー4,240 羽中総合 4 位 06 年短距離エース鳩第 1 位 直仔／05-791 06 年
中距離エース鳩第 1 位、08 年当日長距離エース鳩第 3 位
祖父)ド・128 ＮＬ97-1754128 ＢＣ 両親共Ｃ.レイテンス作翔 モンリュソン 1,308 羽中 6 位、シャトロー
1,697 羽中 12 位他 当日長距離Ｎエース鳩第 11 位
祖母)ブリリアンチェ ＮＬ00-4047558 Ｂ Ｃ.レイテンス作翔 ホウデン 2,232 羽中優勝他 02 年ＣＣ全レ
ースエース鳩第 1 位 ブラウルス＝コダマ×コープマン

【45】 キント・アニータ ＮＬ14-1651248 Ｂ コ＆ピート・フェルブリー共同鳩舎
父)サリノ ＮＬ06-1828904 Ｂ ブールジュ NPO620Ｋ4,800 羽中総合 6 位、ブロア NPO604Ｋ5,186 羽中総合 8
位 メール 505 羽中優勝 孫／11,079 羽中優勝、1,259 羽中優勝
祖父)クレスポ ＮＬ03-1980145 Ｂ ウルトラ・ドーファー最後の直仔 直仔／シンゴ、サビナ パコ他 盗
難に遭う
祖母)コーラ ＮＬ05-1574879 Ｂ 両親共Ｃ.レイテンス作
母)アニータ ＮＬ10-1326498 Ｂ ナントィル 18,340 羽中総合 75 位、ブロア NPO25,597 羽中総合 20 位他上位
1％内入賞多数 WHZB 最優秀雌鳩Ｎ第 1 位(18 レース)
祖父)リモ ＮＬ03-1287765 Ｂ 両親共Ａ．スカーラーケンス作 スーパー種鳩

祖母)コーラ ＮＬ05-1574879 Ｂ 両親共Ｃ.レイテンス作 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 サブリナ 上位入賞多数 ラメールトの娘

【46】 ゾーン・ミーラ ＮＬ13-1093940 ＤＣＷ ♂ ブリュッヘマン兄弟作
父)ＮＬ05-1218325 ブリュッヘマン兄弟作
祖父)クライネ・オルハン ＮＬ97-1289991 ＢＣＷ ブリュッヘマン兄弟作翔 ペルピニャンＮ総合 30 位、ボ
ルドーＮ総合 876 位、カオールＰ総合 25 位 超銘鳩オルハン・ミラの孫
祖母)超銘鳩アヴァンティ ＮＬ00-1764099 ブリュッヘマン兄弟作 01 年ボルドーＮ総合 79 位、02 年ダック
スＮ総合８位、03 年バルセロナＳＮ総合 62 位、ベルジェラックＮ総合 10 位 超銘鳩オルハン・ミラの孫
母)ミーラ・41 ＮＬ08-5810041 ブリュッヘマン兄弟作翔 ボルドーＰ総合 2 位 同腹／マルセイユＰ総合優勝、ボ
ルドーZCC 優勝
祖父)パシャ ＮＬ97-1290025 ブリュッヘマン兄弟作翔 ボルドーＮ総合 53、1495 位、カオールＮ総合 447
位、マルセイユＮ総合 99、430、1181 位、ペルピニャンＮ総合 1305 位、ポーＮ総合 405 位 96-592×96-607
祖母)インテールト・マリルヤ ＮＬ02-1440299 ブルッヘマン兄弟作 直仔／ボルドーＰ総合２位、マルセイ
ユＰ総合優勝

【47】 Ｂ13-6309981 Ｂ ♀ バルト＆ナンス・ファンエッケル作 兄弟／13-6070610 モミニー66 羽中優勝、
同 137 羽中 3 位、スワソン 167 羽中優勝、同 347 羽中 2 位、グレ 518 羽中 2 位、アルジャントン 1,890 羽
中 4 位、同Ｎ19,303 羽中総合 44 位でＬＢＣ若鳩エース鳩第 4 位(ヘルボッツ使翔)
父)ガストン・ジュニア Ｂ08-6031121 ＢＣＷ Ｂ.ファンネッケル作翔 サルブリＰ総合優勝、アルジャントンＰ総
合 14、37 位、シャトローＰ総合 17 位、ラ・スーテレーヌＰ総合 25 位 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
祖父)ガストネッチェ Ｂ06-6034891 Ｂ 両親共Ｇ.ファンデヴァウワー作 カースブールの孫
祖母)スーパー・クラインチェ Ｂ02-6330644 ＢＣ Ｊ.デホウワー作
母)アスケ・プラティシャイター Ｂ06-6148233 Ｂ ヘレマンス＝コイスタース作 直仔／ヴィエルゾンＰ2,564
羽中総合 15 位
祖父)プラティシャイター Ｂ02-6113793 ヘレマンス＝コイスタース作 アス・ダィフの直仔
祖母)デン・アスの母 Ｂ01-6521676 ヘレマンス＝コイスタース作

【48】 Ｂ13-4269352 ＢＣ ♀ ウィリー＆イワン・バーテンス作
父)ヘット・フェノメーン Ｂ07-4278339 Ｂ エティエンヌ・メイルラーン作翔 カオールＮ総合 9、15 位、ブリーブ
Ｎ総合 10、218 位、リモージュＮ総合 23 位、スーヤックＮ総合 129 位、10 年 KBDB 長距離Ｎエース鳩第 5 位、
同 5 レース以上ベルギー最優秀鳩
祖父)ブロア・マルエイユ Ｂ05-4344612 ポー・ドィビン直仔
祖母)ズワルチェ Ｂ06-4288025 ＤＣ メイルラーン作 デン・トーイ×レディ・ラケット
母)ベルケ Ｂ12-2025112 ＤＣ ロベルト・ファンアイケン作 兄弟／ヒンカピー1、ヒンカピー2、ユベール
祖父)ハシ Ｂ00-2144435 ＢＣ Ｒ.ファンアイケン作翔 ブリーブＮ総合 8 位、ツールＰ総合 2 位、ペルピニャ
ンＰ総合 10 位、バルセロナＮ総合 112 位 98-2087425×93-2071226
祖母)マリーチェ Ｂ03-1556491 ＢＣ Ｒ.ファンアイケン作 スーパー種鳩 94-2719115×01-2347699

【49】 ブラウ・522 Ｂ13-5108522 Ｂ BIFS(ドクター・フレディ・ファンデールザンデン)作
父)ソン・ブリクセン Ｂ05-3226549 ガビー・ファンデンナベール作翔 ポアチエ 1,148 羽中優勝、同 2,975 羽
中 8 位、シャトロー7,201 羽中総合 67 位、同 4,662 羽中総合 2 位、シャルトル 668 羽中 5 位、ペリギュー1,119

羽中 5 位。ルフェック 1,778 羽中 4 位
祖父)ブリクセン Ｂ98-3158062 ポアチエＰ1,448 羽中優勝、シャトロー4,662 羽中総合 2 位他 コロネル×リタ
祖母)スーパー・レア Ｂ97-6539152 Ｂ ショーネ・ブラウエ×ブラウエ・ウィットペン
母)Ｂ10-5143389
祖父)ザ・ベスト ＮＬ07-1644231 オランダ中距離Ｎエース鳩第 1 位で最高入賞率の鳩
祖母)Ｂ07-5175958 プティ・アルノウ(ブールジュＮ12,503 羽中総合優勝、同 58,000 羽中最高分速)の娘

【50】 ドーター・カウガール Ｂ11-6331191 Ｂ ♀ ヤン＆リック・ヘルマンス作
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、兄弟、兄弟姉妹の直系優入賞多数
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ＩＰ
1,143 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 クリオネー、レーウ、フィーネケのライン
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 下記参照

