オークション開催 2015 年 2 月 21 日（土）
ゴウデン・ダィフ賞授賞式が、来る 2015 年 2 月 21 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 20 日までにチャンピオ
ン商事宛、日本円限度額(輸入消費税・国内消費税他諸掛込、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：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証出来ませんので、予めご了承下さい。但し、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ませ。

競売指値お申込み先

チャンピオン商事株式会社

TheChampiontrade

〒353-0002 埼玉県志木市中宗岡 2-23-8 TEL048-485-9671 FAX048-485-9672 090-3086-3176（島村）
E-Mail: info@champioｎ-ｔｒａｄｅ.jp Web: www. champioｎ-ｔｒａｄｅ.jp

【1】Ｂ14-2335769 Ｂ ♀ 今年度ゴウデン・ダィフ賞ベルギー第 1 位 ジョス・トネー作
父)ドワイン Ｂ11-5010059 同腹／スーパー・58
同腹／スーパー・58 13 年チュールＮ7,350
年チュールＮ7,350 羽中総合 51 位
祖父)ベーア・セドナ Ｂ06-5150801 ナルボンヌＩＮ5,870 羽中総合優勝のセドナⅠの直仔
祖母)Ｂ09-2027105 アルベルト・デルヴァ作 ヴァレンチノ×ポーリーン
母)キリン Ｂ11-5010592 優勝 10 回内メルン優勝、ブールジュ優勝、同Ｎ14,571
回内メルン優勝、ブールジュ優勝、同Ｎ14,571 羽中総合 11 位、チュー
ル優勝、同Ｎ7,350
ル優勝、同Ｎ7,350 羽中総合 15 位、オルレアン優勝、リモージュ優勝、同 17,735 羽中総合 62 位、ソー
ルダン優勝、シャトローＳＮ8,624
ルダン優勝、シャトローＳＮ8,624 羽中総合 76 位他
祖父)Ｂ09-4339384 マルク・デコック作 兄弟／09-054 オレンジＮ総合 18 位、リブルヌＮ総合 42 位、
カオールＮ8,105 羽中総合 208 位 11-024 ナルボンヌＮ総合 26 位
祖母)Ｂ09-5061500 スーパー雌種鳩 アーティフィッシャル・ジュッタ(ヴィシーＮ総合 2 位)×アブリ
ル(Ｎエース鳩第 1 位)

【2】ＮＬ14-1030940 ＢＣ ♂ 今年度ゴウデン・ダィフ賞オランダ第１位 Ｋ.ファンドルプ父子作供出
父)アイアンマン ＮＬ08-1508119 ＢＣＷ Ｋ.ファンドルプ父子作翔 ヴィエルゾン 1,942 羽中優勝、リ
ル 14,159 羽中総合 2 位、ポメロイル 6,082 羽中総合 3 位、マンテス・ラ・ヴァレー
位、マンテス・ラ・ヴァレー11,778
ラ・ヴァレー11,778 羽中総合 7
位、ツール 4,781 羽中総合 4 位他 兄弟／08-119 1,040 羽中優勝、1,942 羽中優勝
祖父)ＮＬ05-1359860 Ｋ.ファンドルプ父子作翔 ペロンヌ 6,155 羽中 3 位、同 1,888 羽中 5 位、同
7,600 羽中 36 位、シャンティー10,218 羽中総合 72 位他 フェルケルク×ファンドルプ
祖母)ＮＬ07-1786529 ＢＣ Ｋ.ファンドルプ父子作翔 ラオン 10,137 羽中 18 位、クライル 19,060 羽
中総合 98 位他 アヴェレル(ゲーリンクス父子作)×ファンドルプ父子
母)リリー ＮＬ10-1656091 Ｂ Ｋ.ファンドルプ父子作翔 短距離エース鳩第３位 リル 14,159 羽中総
合優勝、ニヴェユ 2,103 羽中優勝、デュッフェル
4,707 羽中 3 位、ペロンヌ 9,251 羽中 6 位他 兄弟／
羽中優勝
中距離エース鳩第４位他、3,069 羽中優勝、2,725 羽中優勝
祖父)クライネ・ヤン ＮＬ04-2082680 Ｂ ヤン・オウワーケルク作 直仔／4,324 羽中優勝、10,969
羽中優勝他 Ｋ.ボスア×オウワーケルク
祖母)ヤネ ＮＬ05-1359740 ＢＣ 両親共Ｋ.ファンドルプ父子作 直仔／865 羽中優勝、842 羽中優勝

【3】ＤＶ02884-14-752 Ｂ ♀ 今年度ゴウデン・ダィフ賞ドイツ第１位 ホルスト＆フランク・サンダー作供出
全兄／14
羽中3 位、1,482 羽中14 位、1,508 羽中16 位
全兄／14 年Ｐエース鳩第 1 位 1,489 羽中優勝、1,378
羽中優勝
父)ユーロ・ハリー ＮＬ09-1375408 Ｂ Ｊ.ホーイマン＝サンダー共作
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速
シャトローＮ611Ｋ
羽中最高分速 シャトードゥン500Ｋ
ＫNU21,520 羽
シャトローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同22,340
羽中総合優勝、同
シャトードゥン
中総合 3 位、
モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、
シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB
モルリンコートＰ
シャトロー
長距離Ｎエース鳩第 1 位、ヨンゲ・ブリクセン×ディルクィエ
位、
祖母)ユーロスター・1000 ＤＶ02884-01-1000 サンダー作 基礎交配の娘 2 分の１ガビー
母)マリーの娘 ＤＶ02884-11-295 ＢＣ 兄弟／273 Ｎエース鳩第 7 位
祖父)マリー Ｂ05-6042114 ＤＣ マース＝スティーフェンス作翔 エース鳩第 1 位
祖母)ユーロスターの娘 ＤＶ02884-03-861 Ｂ 多くのＣＨ鳩の母 2 分の１ガビー

【4】ＮＬ15-1557621(又は 622) ＢＣ
今年度ゴウデン・ダィフ賞国際超長距離部門第１位 ロプ・ティンメルマンス作供出
父)ド・ナルボンヌ ＮＬ09-1009004 Ｂ ロプ・ティンメルマンス作翔 11 年ナルボンヌＮ3,968 羽中総合
7 位(分速 875 メートルで北蘭優勝)
祖父)ゾーン・プリンセスケ ＮＬ96-9697060 ＢＣ Ｊ.ファンデウェーゲン作 ゾーン・リヒトオーガ
ー×プリンセスケ
祖母)ＮＬ03-2221662 ＢＣ 基礎鳩ド・60(カイパー兄弟×ティンメルマンス)×ド・157
母)フェールマン・ドィビネケ ＮＬ09-1015167 ＢＣ ロプ・ティンメルマンス作翔 11 年ナルボンヌＮ
3,968 羽中総合 69 位、14 年ポーＮ3,020 羽中総合 31 位、ナルボンヌＮ6,650 羽中総合 124 位
祖父)ゾーン・バルカ 621 ＮＬ07-1621878 ＢＣＷ ヤコブス兄弟作 有名なバルカ 621(ペルピニャン
総合 9 位、バルセロナＮ総合 15 位でＮエース鳩第１位)直仔
祖母)フォンドマンの娘 ＮＬ07-1632814 ＢＣ Ｇ．フェールマン作 フォンドマン(バルセロナＮ総合
12 位、サンバンサンＮ総合 23 位の父)直仔 ファンギール兄弟×ミュラー・ファンデウェーゲン

【5】Ｂ14-2315816 Ｂ ♂ パトリック・リスモンド作供出
父)ポリドール ＤＶ05906-10-892 Ｂ ライナー・ライゼガング作 Ｐ.リスモンド使翔 アルジャントン
Ｎ22,442 羽中総合 2 位、ブールジュＮ30,748
位、ブールジュＮ30,748 羽中総合 76 位他トゥーリー２位３回
祖父)ミスター・ステフィ ＤＶ08897-09-713 Ｂ
祖母)ブルー・エンジェル Ｂ09-6352874 Ｂ 両親エンゲルス兄弟作
母)Ｂ13-2142081 Ｐ.リスモンド作翔 モミニー1,217 羽中優勝、同 1,381 羽中 67 位他
祖父)Ｂ02-2178202 ＢＣ 直仔／05 年短距離Ｎエース鳩第 12 位 モミニー優勝３回
祖母)Ｂ07-2249287 Ｓ 両親共Ｐ.リスモンド作

【6】ルク Ｂ14-6043717 ＲＣ ♂ ヨス・ファンオレマン作供出
父)アロイス Ｂ05-6237701 アロイス・ファンデンプラス作翔 ブリーブ 1,259 羽中 40 位、モンリュソン
406 羽中 16 位、イルン 164 羽中 7 位、リモージュ 631 羽中 30 位、カオール 1,946 羽中 109 位
祖父)ズワルテ・ネルソン Ｂ01-6519595 ＢＬＫＣ Ａ.ファンデンプラス作
祖母)640 Ｂ02-6495640 Ｓ Ａ.ファンデンプラス作 コップフリーヘル×ヤンチェ
母)Ｂ07-6189404 Ｂ ヨス・ファンオレマン作 種鳩 直仔／12 年ピパ超長距離国際エース鳩第 4 位 同
腹／07-403 カオールＰ優勝２回、ポーＰ優勝、ペルピニャンＰ2 位
祖父)デン・561 Ｂ01-6379561 Ｂ ヨス・ファンオレマン作翔 ペルピニャン 810 羽中優勝、モンテリ
マール 229 羽中優勝、ダックス 5,189 羽中総合 11 位、ブールジュ 3,526 羽中 4 位、ドールダン 625
羽中 5 位で、オリンピアード選考第 7 位 Ａ.ファンデンプラス血統
祖母)Ｂ00-6540310 Ｂ

【7】ＤＶ00147-14-250 ペーター・ヤンセン作供出
父)ブーギー ＮＬ07-4286023 アリー・ダィクストラ作翔 シャトロー261 羽中優勝、Ｌ.s.ジョアレ 3,087
羽中 4 位、フランクフルトＮ4,757 羽中総合 26 位、アブリス NPO11,946 羽中総合 44 位、ピティヴィエ
NPO8,510 羽中総合 82 位、サンカンタン NPO13,472 羽中総合 164 位他 Ｐエース鳩第 1 位
祖父)レオナルド ＮＬ05-1857139 Ｂ 両親共Ａ．
ダィクストラ作 直仔／ヘーテレン 6,225 羽中優勝、
メーネン 2,687 羽中優勝、アブリス 2,186 羽中優勝、オルレアン 1,930 羽中優勝、モルリンコート
1,620 羽中優勝他
ビッグ・ボールン×エヴィータ
羽中優勝
祖母)ティンケルベル ＮＬ04-4256369 両親共Ａ.ダィクストラ作翔 サンギスライン 4,317 羽中優勝他

母)ＤＶ09711-08-452 ハインツ・マイヤー・ラーデン作翔 基礎交配の娘 57 回入賞内優勝３回、２位、
４位、５位３回、６位他 Ｎエース鳩第６位、第８位
祖父)クラッヒャー ＤＶ09711-02-443 Ｈ.Ｍ.ラーデン作 多くのＣＨ鳩の父
祖母)ＤＶ09711-01-253 Ｈ.Ｍ.ラーデン作 夢の種鳩 スケレンス×フェルカメン

【8】ＮＬ14-1147314 ＤＣ コール・デハイデ作供出
父)ＮＬ13-3339819 Ｂ Ｃ.デハイデ作 即種鳩
祖父)フーデン・ブラウの孫 ＮＬ08-3818665 Ｂ Ｃ.デハイデ作翔 11 年Ｎエース鳩第 2 位 ナルボン
ヌＮ3,968 羽中総合 55 位、ボルドーＮ3,987 羽中総合 124 位、ポーＮ2,706 羽中総合 132 位、バルセ
ロナＮ7,046 羽中総合 183 位 ディアマンチェの孫×カルカゾンヌの妹
祖母)カオール・ドィビン ＮＬ10-3017970 Ｂ 祖父母迄Ｃ.デハイデ作翔 カオール 4,912 羽中総合優
勝、ナルボンヌＮ4,303
ナルボンヌＮ4,303 羽中総合 6 位、ベルジェラック 4,096 羽中総合 80 位 インテールト・クラン
パー×ペルピニャン・ドィビンの娘
母)ＮＬ12-3220585 ＤＣＷ Ｃ.デハイデ作 即種鳩
祖父)ドン・ミッシェル ＮＬ96-9659671 ＢＣ ペルピニャンＮ3
ペルピニャンＮ 回入賞内 5,479 羽中総合 17 位、同Ｎ
7,195 羽中総合 21 位他、同ＩＮ18,426
羽中総合 41 位、同ＩＮ16,025 羽中総合 60 位他、ダックスＮ
位他、同ＩＮ
3 回入賞内 3,755 羽中総合 39 位、同Ｎ5,617 羽中総合 58 位他 ダックス、マルセイユ各 3 年エース
鳩第 1 位
祖母)ＮＬ06-0721421 ＤＣ Ｃ.デハイデ作 クィーン・トニー、ペルピニャン・ドーファーの孫

【9】Ｂ14-6239032 ＢＣ ♀ エディー・ヤンセン作 基礎鳩アンナ最後の直仔
父)ゾーン・ディ・カプリオ Ｂ08-6339499 ディ・カプリオ×ルナ(マルネ 2,458 羽中優勝)
祖父)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、1,580 羽中優勝、1,278
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 ゾーン・オリンピア
中優勝
ード・02×Ｂ00-6151499
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 ※2015 年 1 月死亡
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
ーの全兄弟）の娘

【10】ＮＬ14-3413368 Ｂ ♀ クーン・ミンダーハウト作供出
父)ザ・ファースト・サン ＮＬ13-3351917 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作 異父兄弟／ＮＬ10
異父兄弟／ＮＬ1010-221 シャトロ
ーNPO3,238 羽中総合優勝、同 NPO2,227 羽中総合 5 位、13
位、13 年当日長距離エース鳩第 1 位
祖父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ ピティヴィエ 6,024 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、シャトローNPO2,227 羽中総合優勝 ゲブローケン・フリューヘル×フランシスカ
祖母)ロード・オーホイェ ＮＬ09-3912393 Ｂ ピティヴィエ 5,015 羽中総合優勝、ブレトイル
8,762
羽中総合優勝
羽中総合 9 位、オルレアン 6,067 羽中総合 15 位他 Ｇ.ファンデンアベール×Ｋ.ミンダーハウト
母)リサ ＮＬ13-3351920 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作 兄弟／レート・ターボ ロワイエ 1,435 羽中優勝他
NPO 総合 2、2、4、8 位で 13 年当日長距離Ｐエース鳩第１位
祖父)ブラウ・170 ＮＬ10-3011170 シャトローNPO5,223 羽中総合 2 位、同 NPO 総合 12、13 位、ラ・ス
ーテレーヌ NPO3,077 羽中総合 2 位、ド・017×522 の娘

祖母)ダグフォンド・ダィフイエ・041 ＮＬ08-3812041 Ｂ シャトローNPO3,238
シャトローNPO3,238 羽中総合優勝、ラ・ス
羽中総合優勝
ーテレーヌ 2,899 羽中 4 位、ペロンヌ 696 羽中優勝他 ゲブローケン・フリューヘル×エンゲルス

【11】ズワルテン Ｂ14-4280488 ＤＣ ♂ クリス・ヘバーレヒツ作供出
父)デザトール Ｂ09-4170454 Ｃ.ヘバーレヒツ作翔 ポーＮ1,910
ポーＮ1,910 羽中総合 5 位、サンバンサンＮ3,738
位、サンバンサンＮ3,738
羽中総合 34 位、同Ｎ3,240 羽中総合 220 位、マルセイユＮ3,245 羽中総合 125 位、ペルピニャンＮ5,613
羽中総合 323 位、同Ｎ6,248 羽中総合 526 位
祖父)ユーロ・ジュニア ＤＶ06720-07-967 Ｈ.ブローカンプ作 超銘鳩ユーロ・ダイアモンド×ミスト
ラルの妹
祖母)Ｂ04-4437279 直仔／イアン スーヤックＮ7,760 羽中総合 21 位、モントーバンＮ6,822 羽中総合
49 位、ブリーブＮ8,331 羽中総合 82 位 ダイアモンド チュール 196 羽中優勝、パンチョの娘
母)Ｂ12-4302310 ＢＣ 異母兄弟／イケ 10 年長距離Ｎエース鳩第１位
祖父)ジェンピ Ｂ07-4373192 半兄弟／エヴェルト サンバンサンＮ総合優勝、チャンピオン 長距離
Ｎエース鳩第 2 位 パンチョ×ゲシェルプト・クロンメン
祖母)リシ Ｂ09-4170404 ブールジュ 1,255 羽中 67 位、アルジャントン 1,025 羽中 80 位他 地区エー
ス鳩１位 ブランコ×ゲシェルプト・200(チャンピオンの娘

【12】ＮＬ15-?
ファンヴァンローイ共同鳩舎作供出
父)ボン・ファイアー ＮＬ11-3047861 ＢＣ ファンヴァンローイ共同鳩舎作翔 イスネス2,203
羽中優勝、
イスネス
ラオン1,882
羽中優勝、同1,809
羽中優勝、シメイ690
羽中優勝、欧州杯ドルトムント13
年短距離第１位
ラオン
羽中優勝、同
羽中優勝、シメイ
羽中優勝
祖父)ド・ポペル Ｂ08-6160642 Ｂ スタッフ・ゲーリンクス作翔 ラ・スーテレーヌ NPO6,873 羽中総
合優勝、シャトローNPO4,809
羽中総合優勝
合優勝、シャトロー
祖母)コーニギネッケ Ｂ06-6330540 ＢＣ Ｆ.＆Ｃ.マリアン作 偉大な種鳩 直仔／グース他
母)マリアンヌ ＮＬ10-1347144 Ｂ Ｆ．ローイシェルダー作翔 12 年 WHZB 短距離Ｎエース鳩第 1 位
ペロンヌ 6,397 羽中総合優勝、同第
羽中総合優勝、同第 8 地区 25,902 羽中総合優勝、エペリ 4,191 羽中総合優勝、デュッ
フェル
羽中優勝、同6,913
羽中総合5
羽中総合7
フェル 2,173 羽中優勝、同1,527
羽中優勝、同
羽中優勝、同
羽中総合 位、同7,828
位、同
羽中総合 位、ヴォルフェル
テム優勝
祖父)カレル・89 Ｂ09-6185389 Ｂ カレル・ブークス作 スーパー・52(優勝 7 回)×Ｂ04-026
祖母)ヨスイェ Ｂ08-2160356 ＢＷ ヨス・ヴォウタース=コレマン作 スプリンター(優勝 5 回)×ヘッ
ト・グード・ブラウチェ(優勝、2、3、4、8 位等)

【13】Ｂ14-4059888 Ｂ ♀ ベニー・スティーフェニンク作供出 シポ 3 重近親
父)Ｂ13-4096707 ＢＷ Ｂ.スティーフェニンク作翔 11 回入賞内ブールジュ 461Ｋ548 羽中 5 位
祖父)チハウ 98 Ｂ05-4323998 ＢＣ Ｂ.スティーエニンク作翔 ドールダン 797 羽中優勝、同 517 羽中
優勝、同 344 羽中優勝、同 342 羽中優勝、ノワイヨン 539 羽中優勝他 08 年中距離Ｎエース鳩第 3 位
シポ(Ｐエース鳩第 1 位)×Ｍ.ハウトキット
祖母)デン・ナショナル・アルジャントン Ｂ09-4009716 ウィリー・フランソワ作翔 09 年アルジャン
トンＮ6,358 羽中総合 2 位
母)Ｂ12-4048020 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作翔 ラ・スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 52 位、スープ・
シュル・ロワン 172 羽中優勝、ブールジュ 3,811 羽中 19 位、ヴィエルゾン 1,037 羽中 6 位他
祖父)ローニー Ｂ09-4188093 Ｓ Ｂ.スティーフェニンク作翔 シャトローＮ20,517 羽中総合 26 位、
リモージュＮ14,211 羽中総合 91 位、アルジャントンＮ11,001 羽中総合 93 位、同Ｎ4,782 羽中総合 74
位、ドールダン 874 羽中 4 位 シポ×ｋミッシェル・ハウトキット

祖母)Ｂ11-4008925 Ｂ Ｂ.スティーフェニンク作 上記チハウ 98×Ａ．ブノート

【14】ＮＬ14-1439499 ＢＷ ♂ アテマ共同鳩舎作供出
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
直仔／0707-311 レシネス
7,585 羽中総合優勝、11
羽中総合優勝、1111-123 セントロイデン 6,076 羽中総合優勝 0707-353 ヘーテレン 417 羽中優勝
(28,595 羽中総合 4 位)、0909-561 ドゥイヴェン 4,043 羽中優勝、ヴァイチェン
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)ヘット・ブラウ・ファン・アンナ Ｂ12-6140229 Ｂ エディー・ヤンセン作 同腹の直仔／13 年ベル
ジアン・マスター・エース鳩第 1 位
祖父)ゾーン・ディカプリオ Ｂ08-6339499 ＢＣ (エディー・)ヤンセン・ファンダィク血統
祖母)アンナ Ｂ03-6086258 ディルク・ファンダィク作 Ｅ.ヤンセン鳩舎基礎鳩 カンニバール×同孫

【15】Ｂ14-4069382 Ｂ ♀ ヒューゴー・フラーミンク作供出 近親
父)Ｂ12-4038405 13 年 KBDB 大中距離Ｎエース鳩第 7 位 同腹／406
同腹／406 13 年シャトローＮ20,163
年シャトローＮ20,163 羽中総合優勝
祖父)スーパー・レオ Ｂ06-6148021 直仔／優勝鳩 7 羽 半兄弟／00-444 レオ・ヘレマンス×オリンピ
アードの娘
祖母)Ｂ09-4265523 ＢＷ 兄弟／ロナウド 優勝 7 回、11-966(ポアチエＮ14,0945 羽中総合 2 位の母)、
09-567(優勝 3 回、下記参照) ファボリー×ロメイン・レジースト
母)Ｂ13-4109812 ＢＷ シャトロー308 羽中 4 位、グレ 241 羽中 3 位
祖父)Ｂ09-4265567 優勝 3 回内アンジェルヴィル 895 羽中優勝は、IP
羽中優勝は、IP 約 22,000 羽中最高分速 兄弟／
ロナウド他 ファボリー×ロメイン・レジースト
祖母)Ｂ08-4234317 Ｂ 08 年 KBDB 若鳩中距離Ｎチャンピオン第 8 位入賞の原動力 ゾーン・ゴーウデ
ン・リング×優勝 4 回
【16】ＮＬ14-1769847 Ｒ.Ａ.バッカー父子作
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回のスーパーＣＨ鳩 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 孫／マンテス・ラ・ジョリーNPO 総合優勝、
4位
母)カンカン ＮＬ12-1077122 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作
祖父)ジェルソン ＮＬ10-5011833 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 オルレアン 3,480 羽中総合 2 位、ピテ
ィヴィエ 6,452 羽中総合 6 位、ボクステル 10,698 羽中総合 10 位、同 9,392 羽中総合 9 位、キェブ
ラン 6,223 羽中総合 11 位他の成績で、13
位他の成績で、 年オリンピアード長距離代表 連盟ゼネラル・エース鳩第
1 位 フレンド×デイ・ドリーム
祖母)ミス・シュム ＮＬ11-5012642 Ｂ ダヴィッド・サン×ジーナ

【17】Ｂ14-6240899 マルセル・ヴォウタース作供出
父)デン・アド Ｂ10-6251541 12 年 KBDB 小中距離Ｎエース鳩第 1 位、13
位、 年オリンピアード第 1 位 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、メルン 1,221 羽中 2 位他上位多数
祖父)ド・レーウ Ｂ03-6277418 オルレアン 1,289 羽中 2 位、同Ｐ12,961 羽中総合 27 位、ドールダン優
勝 3 回、トゥーリー優勝 2 回他 04 年Ｎエース鳩第 8 位 孫／09
羽中総合優
孫／ 年ブールジュＮ37,090
年ブールジュＮ
勝、11
羽中総合 2、
、7、
、21、
、24 位
勝、 年ブールジュＮ20,544
年ブールジュＮ
祖母)ＮＬ08-1628683 Ａ．スカーラーケンス作 同腹／682 ベルギー最優秀鳩第 3 位他 ゲーローホイ
ェの娘
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Ｎ6,801 羽中総合 58 位、ラ・スーテレーヌ 442 羽中 7 位他上位入賞多数
祖父)エクストリーム Ｂ03-6277483 アルジャントンＰ2,057
羽中 2 位、
ヴィエルゾンＰ1,564 羽中 2 位、
アルジャントンＰ
ブロアＰ586 羽中優勝、シャトローＰ1,401 羽中 3 位 地区エース鳩１位 直仔／エース鳩 2 羽
Ｂ00-6175870×Ｂ00-6175805
祖母)Ｂ10-6252643 Ｍ.ヴォウタース作 兄弟／ブールジュＮ20,541
兄弟／ブールジュＮ20,541 羽中総合 2、7 位 デン・ブールジ
ュ×Ｂ06-6255026

【18】Ｂ11-2083773 ♀ リーフェン・ボイレンス作供出 同腹／14
同腹／14 年バルセロナＮ総合 21 位
父)ＮＬ09-1507644 Ｅ．グリソン作 両親フォンス・ファンオプハィゼン作
母)Ｂ09-2052186 リーフェン・ボイレンス作 同腹の直仔／14
同腹の直仔／14 年バルセロナＮ総合 2 位
祖父)Ｂ02-2264717 多くのＮレース上位 100 位内入賞鳩の父 両親Ａ.＆Ｌ.ファンデウェーゲン作
祖母)Ｂ06-2106318 最高種鳩 3／４ガストン・デフォーヒト系
※同鳩舎は、14 年バルセロナＮ総合 2、21 入以下上位入賞

【19】ＮＬ14-1059274 Ｗ.Ａ.ドブルイン作
父)オリンピック・ハリケーン ＮＬ10-1688185 ＢＣ Ｗ.Ａ.ドブルイン作翔 ポメロイル 2,753 羽中優
勝、アブリス 2,132 羽中優勝他で、ポーランド・オリンピアード代表 直仔／オリンピツク・フローム
アルジャントン NPO7,796 羽中総合 2 位、11
位、1111-344 ナイフェル 4,974 羽中総合優勝 1111-345 タイフーン
レスキン 16,450 羽中総合 3 位、マンテス 10,446 羽中総合 3 位
祖父)ストーム ＮＬ06-1071836 短距離エース鳩 ドブルイン×ヘレマンス＝コイスタース
祖母)フェアリーテール ＮＬ06-1071928 ＢＷ アブリス 2,764 羽中総合優勝 ポメロイル 693 羽中優
勝 純ヘレマンス＝コイスタース
母)カリスマ Ｂ05-6045589 ＢＣ ヘレマンス＝コイスタース作 ドブルイン使翔 メール 2,567 羽中優
勝他 若鳩Ｐエース鳩 孫／ＣＨ鳩多数
祖父)ペーター Ｂ03-6192523 03 年アヴェ・レジナ短距離Ｎエース鳩第 2 位
祖母)シャルレーヌ Ｂ03-6192747 オリンピアード・ダィフ×ブラウ・カンピオーンチェ

【20】Ｂ14-3154201 Ｂ リック・クールス作
父)ブローレ Ｂ11-31372394 Ｂ 兄弟／マリーケ 下記参照
祖父)ゾーン・ブリクセン Ｂ05-3006794 ガビー・ファンデンアベール作
祖母)フリッカ Ｂ04-3238531 Ｒ.クールス作 兄弟／ダーリング 04 年ブールジュＮ総合優勝、KBDB
Ｐエース鳩第 1 位 デン・100×アスケ

母)Ｂ12-3113589 Ｂ 異父姉／レディ・メッシ
祖父)マジック・ジュニア Ｂ10-3179445 Ｇ.ファンデンアベール作 直仔／12-520 13 年 KBDBＮエース
鳩第 10 位 ポアチエＮ13,335 羽中総合 13 位、ラ・スーテレーヌＮ11,236 羽中総合 60 位他
祖母)マリーケ Ｂ08-3037512 グレＮ5,166 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ 235 羽中 2 位、ブールジュ
336 羽中 3 位他で KBDBＰエース鳩第 1 位 ゾーン・ブリクセン×フリッカ

【21】Ｂ14-2149949 Ｂ ♀ アルベルト・デルヴァ作 小さいけれど素晴らしい雌
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 94
１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Ｎ
11,001 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)ポーリーン Ｂ06-2090139 Ａ.デルヴァ作翔 シャトローＳＮ8,218 羽中総合優勝、グレＢＵ1,298 羽
中優勝、シャトローＩＰ3,969 羽中総合優勝、ブロア 540 羽中優勝、アルジャントン 432 羽中優勝、センス
195 羽中優勝、ブロアＰ2,836 羽中総合２位、アルジャントンＰ1,854 羽中総合３位他で中距離Ｎエース
鳩第 8 位 全姉妹兄／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
母)ＧＢ13Ｐ04522 プレミア・スタッド作 純アルベルト・デルヴァ系
祖父)Ｂ11-2055835 上記プリモ全弟
祖母)Ｂ12-2080144 兄弟／ヴァラリ、ヴァルデス、ヴィヂ Ｐ．ヒュルズ×ワレスカ(ポーリーンの母)

【22】ＮＬ14-1059764 Ｂ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク父子作供出 ＤＮＡ鑑定書付
父)ビューティフル・デンプシー ＮＬ13-1239620 Ｂ
祖父)デンプシー ＮＬ11-1736818 Ｂ イカルス×クィーン・クラウディア（コック・グリューン）
祖母)スカーレット ＮＬ10-1682318 Ｂ マンテス・ラ・ヴァレー10,446 羽中総合 12 位、ペロンヌ
5,481 羽中総合 8 位、同 8,775 羽中総合 41 位、同 4,630 羽中総合 25 位他 ウィンストン×ソニタ
母)オリンピック・ヴァレリー ＮＬ11-1740985 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ルフェック NPO3,506

羽中総合優勝、同
NPO3,839 羽中総合 20 位、ヴィエルゾン NPO4,425 羽中総合 16 位、ナントィル
羽中総合優勝
17,186 羽中総合 49 位、同 6,905 羽中総合 25 位他 ブダペスト・オリンピアード長距離代表
祖父)ブルー・チャンプ ＮＬ07-1786839 ＢＷ Ｃ.コリング作翔 09 年Ｎエース鳩第１位、同年最
優秀雄鳩第１位 ワンダー・ペア直仔 ナターシャ(Ｋ.ボスア)直仔×シャトロー・ダィフイェ孫
祖母)デイライト ＮＬ06-2162253 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 直仔／ロナウド アブリス NPO 総合優
勝、エペルネイ優勝 同腹／ジョニー･イングリッシュ リベンジ×オリンピック・アンビリーバブル

【23】ゾーン・801 Ｂ14-2327677 ＢＣ ♂ ジョニー＆イブ・ヨンケルス作
父)801 Ｂ0９-2002801 モンリュソンＩＰ2,597
モンリュソンＩＰ2,597 羽中優勝、同ＳＮ6,141
羽中優勝、同ＳＮ6,141 羽中総合 5 位、アルジャント
ンＰ1,301
ンＰ1,301 羽中優勝、同Ｎゾーン 3,155 羽中優勝、同Ｎ10,962
羽中優勝、同Ｎ10,962 羽中総合 10 位、ラ・シャトレＮ15,780
位、ラ・シャトレＮ15,780
羽中総合 21 位 11 年西欧エース鳩長距離第１位 兄弟／トルネード ブールジュＮ総合 2 位
祖父)リトル・ジョー Ｂ ホック・エンゲルス作 半兄弟／マリーケ・ファン・ジョー
祖母)646・ドィビン Ｂ05-2204646 直仔／ベンジャミン ブールジュＮ総合 16 位、アルジャント
ンＰ優勝
母)イナラ Ｂ10-2205929 フォイレマンス＝ペリリュー作
祖父)シャトロー Ｂ03-2151905 Ａ.＆Ｔ.フォイレマンス作翔 シャトローＰ5,457 羽中総合優勝
祖母)Ｂ06-2120258 Ａ.＆Ｔ.フォイレマンス作翔 オルレアン 698 羽中優勝 モンリュソン 271
羽中優勝 同腹／ロスト ブールジュＰ4,852 羽中総合優勝、同Ｎ16,023 羽中総合 2 位

【24】ＮＬ14-1208756 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作
父)ケース ＮＬ07-2007622 ＢＣ ブロアＮ4,829
羽中総合 2 位、シャトローNPO5,979
羽中総合 5 位、サ
ブロアＮ
位、シャトロー
ルブリ NPO7,599 羽中総合 11 位、同 NPO6,971 羽中総合 63 位 同腹／超銘鳩ハリー 下記参照
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
超銘鳩クライネ・ディルク(98
クライネ・ディルク 年世界選手権
若鳩第５
ブールジュＮ
若鳩第５位、99
位、 年Ｎエースピジョン第１
エースピジョン第１位 NPO トロイ 17.884 羽中総合優勝、NPO
羽中総合優勝、
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
羽中優勝 ×ア
モレー(03
モレー 年オリンピアード代表 長距離Ｎエース鳩第 1 位)
母)ドーター・ハリー ＮＬ11-1912369 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 ベルジェラック NPO1,158 羽中総合 65 位
直仔／ハリエッテ モンリュソン NPO6,787 羽中総合優勝、ラオン 2,587 羽中 2 位
祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ
ブロアＮ Ｋ5,653 羽中総合優勝、同 37,728 羽中最高分速 シャ
トローＮ611Ｋ
ＫNU21,520 羽中総
トローＮ Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 22,340 羽中最高分速 シャトードゥン 500Ｋ
合 3 位、モルリンコートＰ20,920
羽中総合 19 位、シャトローNPO5,496
羽中総合 21 位 WHZB 長
位、モルリンコートＰ
位、シャトロー
距離Ｎエース鳩第 1 位、TBOTB
同エース鳩第 1 位 兄弟／シャトローNPO5,620 羽中総合優勝、10
位、
位、同 NPO4,260 羽中総合 5 位、同 NPO4,604 羽中総合 4 位、同 NPO5,979 羽中総合 10 位、サルブ
リ NPO7,599 羽中総合 2 位、ブロアＮ4,829 羽中総合 2 位、同Ｎ5,653 羽中総合 3 位、ブールジュ
NPO7,299 羽中総合 6 位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクィエ
祖母)ツールスケ ＮＬ04-1038705 Ｂ J.ホーイマンス作翔 オルレアン 9,040 羽中総合 13 位、同 13,181
羽中総合 66 位、ツール 6,238 羽中総合 16 位 直仔／オッフェンブルグ 7,151 羽中総合 5 位他 純ガビ
ー・ファンデンアベール系 ネプチューナス直仔×ヴィンテンブィクの孫

【25】Ｂ14-6308715 Ｂ ♂ レオ・ヘレマンス作
父)Ｂ12-6321686 兄弟／ギルバート 1,943 羽中優勝、1,612
羽中 2 位、345 羽中 2 位他で
羽中優勝、1,612 羽中優勝、306
羽中優勝

11 年 KBDB 短距離Ｎエース鳩第 4 位、欧州杯ベルギー第 2 位 LCBＮエース鳩第
LCBＮエース鳩第 1 位
祖父)Ｂ07-6043923 ド・ヤン(優勝 6 回、アヴェ・レジナＮエース鳩第 1 位)の直仔
祖母)Ｂ07-6369518 兄弟／ニューエ・ロッシー ロッシー(キェブラン 2,508 羽中優勝他)×スピンネケ
母)Ｂ12-6123764 兄弟／ボルト 12 年 2,707 羽中 2 位、1,881 羽中 3 位、2,507 羽中 7 位他で、KBDB 若鳩
Ｎエース鳩第１位 ルイス 2,589 羽中優勝、1,193 羽中優勝、656 羽中優勝、1,943 羽中 4 位他
祖父)ゲブローケン・プート Ｂ09-6269108 2,675 羽中優勝、2,165 羽中 14 位他 プリンス・オリンピ
アード×スーパー・ダィフイェの娘
祖母)ブールジュスケ Ｂ08-6050132 優勝３回 ヤンの弟×ロッシーの娘

【26】ＮＬ14-1821974 ブリュッヘマン兄弟作供出
父)アイナール ＮＬ08-1375008 ブリュッヘマン兄弟作翔 10 年マルセイユＮ総合 392 位、11 年タルベ
Ｎ総合 239 位、12
12 年バルセロナＮ総合
1179 位、13 年同Ｎ総合
総合 79 位
年バルセロナＮ
祖父)ゾーン・ドンジュアン 3 ＮＬ06-5617163 ヤン・ルーロフ作 モン・デ・マルサンＮ総合 3 位直仔
ニコ・フォルケンスのモンタール・コッペルの近親孫
祖母)ルアナ ＮＬ01-1679902 ブリュッヘマン兄弟作翔 02 年ボルドーＮ総合 1112 位、03 年マルセイ
ユＮ総合 989 位、04
04 年バルセロナＮ総合 40 位、05 年同Ｎ総合 320 位、06 年同Ｎ総合 740 位 ゾー
ン・オルハン×デハイデ・ドィビン
母)130・ファン・アンタラ ＮＬ08-1375130 ブリュッヘマン兄弟作 直仔／カオールＰ総合 7 位 異母
兄弟／グラープ ベルジェラックＮ総合 63 位、サフィーラ ダックスＮ総合 79 位、ポーＮ総合 7 位 異
父兄弟／バルセロナＮ総合 115 位
祖父)ＮＬ98-2514901 ブリュッヘマン兄弟作 ド・518×ラヴィエータの妹
祖母)アンタラ ＮＬ04-1874992 ブリュッヘマン兄弟作翔 ペルピニャンＮ総合 256 位、バルセロナＰ
バルセロナＰ
で、２位を１時間半引き離し優勝、同Ｎ総合 21 位

【27】Ｂ14-6174094 Ｂ ♂ Ｂ.＆Ｌ.ゲーリンクス作 ※４羽のオリンピアード・エース鳩の孫
父)オリンピック・ドリーム Ｂ12-6323172 ＢＣＷ
祖父)グラディエーター Ｂ03-6460062 ＢＷ 05 年オリンピアード・ポルト第 2 位、04 年 KBDBＮエース
KBDBＮエース
鳩第 4 位 直仔／ミス・ブロア ブロアＰ1,112
ブロアＰ1,112 羽中総合優勝他
羽中総合優勝
祖母)ミス・マジック Ｂ10-6143162 ＢＣ オリンピアード・ニトラ第 1 位 11 年大中距離Ｎエース鳩
第 5 位 モンリシャール 4,049 羽中総合優勝、同 2,478 羽中優勝、ノワイヨン 509 羽中優勝、ブロア
羽中優勝
1,357 羽中 2 位
母)ニュー・ナショナルズ・プロミス Ｂ13-4176434 Ｂ
祖父)ニュー・フレディ Ｂ09-5052387 Ｂ Ｐ.マタイス作翔 10 年 KBDB 大中距離Ｎエース鳩第 1 位
祖母)アマリア Ｂ10-9039333 ＢＷ カザールト＝セネシャル作翔 11 年大中距離Ｎエース鳩第 1 位
ヴィエルゾンＩＰ6,665
ヴィエルゾンＩＰ6,665 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌ 868 羽中 2 位 ラ・シャルテ 7,847 羽中総
合 10 位、アルジャントン 8,000 羽中 12 位他 ゲールト×パルメドール

【28】Ｂ14-6312495 オプドベーク＝バーテンス作供出
父)カースブール 5000 Ｂ09-6115000 ガストン・ファンデヴァウワー作
祖父)カースブール Ｂ98-6335690 ヨセフ・ゴーファールツ作 直仔孫／ブールジュＮ17,138
直仔孫／ブールジュＮ17,138 羽中総合
優勝、グレＮ14,245
優勝、グレＮ14,245 羽中総合優勝他
祖母)Ｂ08-6064517 ＢＬＫＣ 上位入賞数回 ブラウエ・スケレンスの娘
母)Ｂ09-6034648 兄弟／10-119、120 半兄弟／ウィットペン・ゾット、ショーネ・ブラウエ

祖父)ミスター・カンニバール Ｂ06-6210297 ディルク・ファンダィク作 カンニバール近親直仔
祖母)プリンセス Ｂ03-6043378 ゾットの娘 エース鳩の母

【29】ＮＬ14-1462584 ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 最高血統
父)マジックマン ＮＬ04-5430805 ＢＣ コープマン作翔 ル・マン北部地区 15.252 羽中優勝(
羽中優勝(自動車獲
得) 同全オランダ 99,104 羽中分速第３位他
羽中分速第３位他
祖父)ド・ロリス ＮＬ02-5241328 G.リンデロウフ父子作翔 02 年ロリスＮ5.256 羽中総合優勝 ゴール
デン・カップルのド・ブラウエ 590×プリンセスの直仔 全兄弟／ヘット・ミラクル リンブルク短
距離ＣＨ鳩第１位、02 年短距離Ｎエースピジョン第１位
祖母)超銘鳩アンネリーズ ＮＬ99-5971341 シメイ 15,438 羽中総合優勝、トロイ 13,174 羽中総合２位(クラ
イネ・ディルクの次) シメイ 10,001 羽中総合２位(ミスター・エルマーフェーンの次) レイテル1,318 羽中
３位、ハッセルト 4,052 羽中５位、ハッセルト 2,668 羽中８位 ジェンティル×ゴールデン・レディ
全兄弟／超銘鳩クライネ・ディルク
母)ゼンダ ＮＬ04-2031770 ＢＣ マライケ・フィンク作 全兄弟／超銘鳩レーザ シャンテリー10,589
シャンテリー10,589 羽
中優勝 同Ｎ17,818
同Ｎ17,818 羽中２位 ペロンヌ 28,332 羽中優勝、シャンテリー21,892
羽中優勝、シャンテリー21,892 羽中優勝 全姉妹／
全姉妹／フ
ァラ・ディヴァ シャトロー3,894
シャトロー3,894 羽中優勝 ツール 1,846 羽中優勝、ＮＰＯ当日長距離Ｎエース鳩１
位、西欧国杯エース鳩賞１位 チップス(アラジン×ラスト・レディ)×カンニバールの孫

【30】Ｂ14-6312991 ＢＣ ♀ ジョス・フェルカメン作供出 ８月生まれの素晴らしい雌
全兄弟／シンプリー・ザ・ベスト 14-6175432 タイ委託レースで、350Ｋ1,159 羽中 20 位、435Ｋ953 羽中優勝、
530Ｋ最終レース 11 位で、エース鳩第１位で王女杯獲得。
父)ロメオ・パンター Ｂ11-6282560
祖父)ベッカム Ｂ01-6387174 アルジャントンＰ2,166
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 ルジャントン 30,045 羽中 2 位
祖母)パンター・レディ Ｂ09-6248530 孫／ジョーカー ニュー・パンター×ラート・パンターチェ
母)ユリア Ｂ12-6196484
祖父)フィガロ Ｂ10-6052092 直仔／ドーハ ネフェルスＮ2,914 羽中総合 4 位、ラ・スーテレーヌＮ
3,184 羽中総合 7 位 レクサス ソールダン 1,051 羽中優勝 ボロ×ポーリナ
祖母)ディナ Ｂ08-6144028 リモージュＮ16,893 羽中総合 8 位、サルブリ 454Ｋ664 羽中優勝他 バルコ
×キティ

【31】ＤＶ02098-14-666 Ｂ ギュンター・プランゲ作供出 ※リングローゼの近親孫
父)ＤＶ02098-00-1027 Ｂ Ｇ.プランゲ作 最高種鳩 全姉妹／1000
全姉妹／1000 10 回優勝の 261 の母 1009 優勝 2
回、2
回、2、3、5、7 位でＮエース鳩第 2 位、デア・36
位、デア・36 ブルー・スターの父 ハラ・エクストラ ボルカー鳩
舎で、優勝 7 回鳩の母等々
祖父)リングローゼ(コープマン・デルバール)
祖母)ＮＬ94-2783579 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 オンズ・ルィーズ×エリックの妹
母)500 ＤＶ02098-06-500 Ｂ Ｇ.プランゲ作 多くのトップ・レーサーや種鳩の母
祖父)リングローゼ(コープマン・デルバール)
祖母)ＤＶ02098-98-745 Ｂ Ｇ.プランゲ作 多くのトップ・レーサーの母 ヤンセン・ファンルーン

【32】Ｂ14-6049535 Ｂ ♂ ルディ・ディールス作供出

父)Ｂ09-6225271 Ｂ ルディ・ディールス作
祖父)ゴウドハーンチェ Ｂ04-6105159 ＤＣ 祖父母迄Ｒ．ディールス作 07 年オリンピアード短距離
第 1 位 Ｎエース鳩短距離 05 年第 3 位、06 年第 4 位 ピート×ブラウ・クライン
祖母)Ｂ08-2242345 ＤＣ Ｊ.＆Ｙ.ヨンケルス作 両親エンゲルス作
母)Ｂ13-6318340 Ｂ ルディ・ディールス作
祖父)ゴウドハーンチェ Ｂ04-6105159 上記参照
祖母)Ｂ12-6023221 ガストン・ファンデヴァウワー作 カースブールの近親孫

【33】ＮＬ14-1489100 ＢＣＷ ♀ アルヤン・ビーンズ作供出
父)シネレ・イェレ ＮＬ08-2075752 Ｂ 10年オレンジ
年オレンジNU949Ｋ
Ｋ4,023羽中総合
羽中総合6位
年オレンジ
羽中総合 位、11年同NU8,457羽中総
合204位、12年同
年同NPO2,058羽中総合
羽中総合23位
年同
羽中総合 位、オーリャック896ＫNPO3,661羽中総合81位、ペルピニャンＮ
1137Ｋ
Ｋ5,608羽中総合
羽中総合2位
羽中総合 位 ※異父姉妹／超銘鳩ミス・ガイスイェ、マリアンヌ、ロード・メイスイェ
祖父)スィート・ファンタジー ＮＬ04-1418634 ＢＣ 06年ペリギュー
年ペリギューNPO914Ｋ
Ｋ6,303羽中総合
羽中総合80位、
年ペリギュー
羽中総合 位、07
位、
年同NPO6,843羽中総合
羽中総合75位
年同
羽中総合 位、ベルジェラックＮ955Ｋ15,490羽中総合488位 ザ・マン×ミス・アデ
ィダス
祖母)リカ ＮＬ04-1418619 Ｂ 07年ブリーブ
年ブリーブNPO6,857羽中総合
羽中総合80位、
羽中総合
年ブリーブ
羽中総合 位、ペリギューNPO7,581羽中
ペリギュー
羽中総合
優勝、08年リモージュ
羽中総合67位
優勝、 年リモージュ824ＫＮ
年リモージュ ＫＮ13,239羽中総合
ＫＮ
羽中総合 位 両親Ｊ．イェレマ作 直仔／超銘鳩ミス・ガイ
スイェ、マリアンヌ、ロード・メイスイェ パワー・019×レオンティーン
母)スマート・レディ ＮＬ09-3931389 ＤＣ アールツ作翔 2011 年 WHZB 超 750ＫＮエース鳩第
750ＫＮエース鳩第 1 位、同
年 TBOTB 超 750ＫＮエース鳩第
750ＫＮエース鳩第 1 位、12 年 WENC 超 500Ｋチャンピオン鳩第 2 位
祖父)ＮＬ04-2211535 ＢＣＷ コール・デハイデ作 超銘鳩ゲアの同腹×ド・526
祖母)ＮＬ06-0745993 サンバンサン・ダィフ×カロルス・コッペル娘 2 分の 1 当日長距離血統

【34】ＮＬ14-1125711 Ｂ ♀ スヘーレ兄弟作供出
父)アブリス・ボーイ ＮＬ08-3856813 ＢＣＷ スヘーレ兄弟作翔 12 年長距離Ｎエース鳩第 3 位、同Ｐ
エース鳩第 1 位 フーデン・クラック第 1 位 アブリス 7,889 羽中総合優勝、ブールジュ 874 羽中優
勝、同 NPO4,847 羽中総合 7 位、オルレアン 5,149 羽中総合 3 位(自鳩舎の２羽の後)、モルリンコート
1,307 羽中優勝、ペロンヌ 1,297 羽中 5 位、アルジャントン 23,597 羽中総合 26 位
祖父)アルマンド ＮＬ98-9863476 ＢＣ アルマンド・セヘルス作翔 オルレアン7,376羽中総合10位、
アブリス 5,539 羽中総合 9 位、同 1,321 羽中 5 位、ツール 6,796 羽中総合 19 位、クライル 640 羽中 3
位他の成績で 98 年度フーデン・クラック賞
祖母)リーケ ＮＬ06-0750728 Ｂ スヘーレ兄弟作翔 オルレアン NPO4,161 羽中総合 11 位、同総合 63
位、ソールダン NPO6,574 羽中総合 25 位、同 9,160 羽中総合 80 位、ブオア NPO4,139 羽中総合 57 位、
ペロンヌ 466 羽中 2 位 スーパー・ボーイ×Ｈ.メリス(666 の娘)
母)エルフイェ ＮＬ10-3056411 Ｂ スヘーレ兄弟作 兄弟／08-800 オルレアン 4,970 羽中総合優勝、ア
ブリス 7,889 羽中総合 2 位、ブロア NPO 総合 10 位、同腹／アルジャントン 23,597 羽中総合 47 位、オ
ルレアン 6,857 羽中総合 27 位、ド 6,067 羽中総合 44 位他
祖父)リヒテ・ディルクＢ02-6503551 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 直仔／205 Ｎエース鳩第 8 位
(ファンホーヴェ兄弟鳩舎) 孫／ヒーロー シャトロー16,347 羽中総合優勝 ブールジュの孫
祖母)スーパー・02 ＮＬ04-0451802 Ｂ スヘーレ兄弟作 上記リーケの全姉

【35】Ｂ14-6072235 Ｂ ♂ ガストン・ファンデヴァウワー作 ※カースブール 3 重近親
父)ネルソン Ｂ10-6213112 Ｇ.ファンデヴァウワー作 異母兄弟／ブラック・レディー アルジャントン

Ｎ総合 2 位
祖父)ファボリー Ｂ06-6346026 ゲーリンクス父子作 兄弟／ファスト・ボーイ他 ラピード 1×ウィ
ットペン・ブールジュ
祖母)フェラ Ｂ09-6358746 Ｎエース鳩第 2 位 カースブール×ブールジュＮ37,357 羽中総合 3 位の雌
母)ロプケ Ｂ12-6023250 ラ・スーテレーヌＮゾーン 33 位、アルジャントンＮゾーン 61 位、ブールジュＮ
総合 97 位
祖父)ヒューゴー Ｂ08-6177605 ノワイヨン、トゥーリー、マルネ数回下位入賞 カースブール孫
祖母)アスケ Ｂ10-6031765 アントワープ連盟エース鳩第 1 位、ブロアＳＮ総合 2 位、ヴィエルゾンＳ
Ｎ総合 29 位、ゾーン・カースブール×Ｗ．ロズィール

【36】Ｂ14-6058567 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
羽中優勝、 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
位、
デン・ 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 カンイバールのライン、ヤン＆リック・ヘルマンス鳩舎最
高種鳩 直系 N エース鳩 8 羽！！！
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

【37】サン・リモ ＮＬ14-1651415 Ｂ ♂ フェルブリー共同鳩舎作供出 兄弟／ハチコ 1414-219 ミンダ
ーハウト 2,804 羽中優勝、同 11,052 羽中最高分速 ノワイヨン2,677 羽中28 位、アッセ＝ゼル4,336 羽中52
位
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、アニタ Ｎ最優
秀雌鳩
祖父)ＮＬ95-2067230 Ｂ 両親共Ａ．スカーラーケンス作 兄弟／144、145
祖母)ＮＬ01-2055992 Ｂ 両親共Ａ．スカーラーケンス作 インヴィンシブル×スーパーチェ
母)ヤニタ ＮＬ09-1889716 ＢＷ フェルブリー共同鳩舎作翔 直仔／10-438
523 羽中優勝、ベニート
直仔／
ナントイル NPO10,773 羽中総合 4 位、デファーゴ シャトロー668Ｋ
シャトロー Ｋ1,560 羽中優勝、チャオ 4,091
羽中 2 位、9,548
羽中総合 9 位他、14-219
11,052 羽中最高分速優勝
位、
位他、
祖父)基礎鳩オリンピック・ジゴ ＮＬ97-2524534 ＢＣ 99 年 20 回参加 20 回入賞 短距離ＣＨ鳩
短距離ＣＨ鳩 1 位、
中距離ＣＨ鳩1
中距離ＣＨ鳩 位、兄弟／ＯＬ．オルランドー ウルトラ・ドーファー×デヴィット兄弟
祖母)オリンピック・フォーチュナ ＮＬ07-1616609 Ｂ フェルブリー共同鳩舎作翔 モルリンコート
3,128 羽中優勝、ブレトイル 854 羽中優勝、センス NPO8,411 羽中総合 5 位他でオリンピアード第 1
位 ナポレオン×ポレケ

【38】Ｂ14-2060273 Ｂ ♀ ファンヘルテム＝シュールマンズ作供出 異父兄弟／優勝
父)ヨメケ Ｂ13-5061461 ＢＣ ファンヘルテム・スヘーレ
祖父)ゾーン・イェレ ＮＬ06-1152271 Ｂ スヘーレ兄弟作 イェレ×レイラ

祖母)ブリット Ｂ10-5120168 Ｂ 祖父母迄ファンヘルテム＝シュールマンズ作翔 10 年上位入賞 5 回
12 年大中距離Ｎエース鳩第 2 位 オリンピアード・ニトラ第 2 位 シャトロー8,854
シャトロー8,854 羽中総合優勝、
ブールジュ 2,914 羽中総合優勝、モンリュソン
羽中総合優勝
17,865 羽中総合 20 位、ギエン 6,872 羽中総合 9 位、
シメイ 3,567 羽中 6 位他 ラー・ゾーン 95-596×エルスイェ
母)スーパー・レディ Ｂ10-51220015 Ｂ ファンヘルテム＝シュールマンズ作翔 シメイ 1,542 羽中優勝、
同 704 羽中優勝、ナントィル 446 羽中優勝、メルン
1,252 羽中 2 位、ブールジュＮ20,544 羽中総合 47
羽中優勝
位 妹／10-077 グレＮ623Ｋ12,602 羽中総合優勝、モンリュソンＮ583Ｋ18,568 羽中総合 112 位
祖父)スーパー・マリオ Ｂ06-5048411 Ｂ 祖父母迄ファンヘルテム＝シュールマンズ作翔 トゥーリ
ー691 羽中優勝、メルン 1,856 羽中 5 位、シメイ 1,048 羽中 4 位他 ゾーン・オルレアン×マジック・
ブラック
祖母)メッチェ ＮＬ07-1897803 Ｂ スヘーレ兄弟作 スーパーボーイ×シャキーラ

【39】ブラウ・32 ＮＬ14-1063532 Ｂ ♀ キース・ボスア作 異母兄弟／ヘリコプター ナイフェル
3,738 羽中優勝、ポメロイル 3,635 羽中優勝
父)レオン ＮＬ08-1549024
祖父)ブラウエ・レオ Ｂ05-6233900 レオ・ヘレマンス作 デン・オイロ(2,687 羽中優勝、2,516 羽中優
勝他 03 年西欧エース鳩第 1 位)×ド・521(2,258 羽中優勝 アヴェ・レジナ・エース鳩第 3 位)
祖母)シャトロー・ダィフケ ＮＬ96-5665986 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×ミス・マルベラ
母)クラウディア ＮＬ08-1549077 Ｂ
祖父)タイム・アウト ＮＬ04-2062002 112)参照 04 年Ｎエース鳩若鳩第１位 全姉妹／マギー ル・マ
ンＮ99,104
ンＮ99,104 羽中総合２位、モスキート ペロンヌＰ21,725
ペロンヌＰ21,725 羽中総合優勝 ド・ベルス×トスカ
祖母)ケルクダィフイェ ＮＬ03-5301440 108)参照 ル・マン 99,104 羽中総合優勝他 全姉妹／ペリー
ペロンヌ 6,394 羽中総合優勝、同 47,424 羽中最高分速 同腹／ド・カンニバール

【40】Ｂ14-2345345 ディルク・ファンダィク作
父)オリンピック・ニールス Ｂ08-6338005 オリンピアード代表第 3 位、アントワープ連盟エース鳩第 2 位
祖父)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、1,580 羽中優勝、1,278
羽中優勝、1,278 羽
中優勝、1,267
羽中 3 位他 ゾーン・オリンピアード・02×Ｂ00-499(兄弟 3 羽で、優勝 14 回)
中優勝
祖母)Ｂ06-6210110 ＢＣ Ｂ04-6095574(ブールジュの孫)×Ｂ04-6095530 ブラウ・アィト・スーパー・
コッペル(スーパー・ペアの灰娘)
母)Ｂ12-6142245 ＢＣ Ｄ.ファンダィク作翔 26 回入賞内メルン 2,096 羽中 20 位、アルジャントン 161
羽中優勝、同 Ｐ701 羽中総合 3 位 同Ｐ2,764 羽中総合 44 位、ノワイヨン 878 羽中 15 位 ブールジ
ュＰ3,540 羽中総合 48 位、オルレアンＰ3,717 羽中総合 64 位、ドールダン 1,914 羽中 26 位他
祖父)Ｂ05-6336812 ＢＣ ギガント(カンニバール、ブールジュの弟)×ゲーリンクス
祖母)Ｂ02-6256234 Ｂ スーパー・カップル(ゾーン・ブールジュ×ブラウ・デスケーマーカー)の娘

【41】Ｂ14-6049653 ＢＣ ♀ バルト＆ナンス・ファンエッケル作供出 兄弟／ドルチェ・ディアマント
1414-070 ブールジュＮ30,180
ブールジュＮ30,180 羽中総合 1114 位、シャトローＮ22,818
位、シャトローＮ22,818 羽中総合 344 位、アルジャントンＮ
27,267 羽中総合 433 位、ツールＮ24,097
位、ツールＮ24,097 羽中総合 890 位、ラ・スーテレーヌＮ18,588
位、ラ・スーテレーヌＮ18,588 羽中総合 209 位、
ノワイヨン 2,695 羽中 25 位、キェブラン 1,643 羽中 16 位、同 1,371 羽中 18 位
父)ショーネ・クリス Ｂ07-6398151 ＢＣ 直仔／11
直仔／1111-288 シャトローＰ2,478
シャトローＰ2,478 羽中総合 10 位、モンリュソ
ンＰ2,222
ンＰ2,222 羽中総合 13 位、ヴィエルゾンＳＮ
ヴィエルゾンＳＮ3,585
ンＳＮ3,585 羽中総合 26 位、11
位、1111-059 アルジャントン 1,227 羽中

10 位、モンリュソンＰ2,222
位、モンリュソンＰ2,222 羽中総合 21 位他
祖父)ブラザー・レディ 1 Ｂ06-6406068 兄弟／レディ・デロレス 06 年オリンピアード レディ 1 06
年 KBDB エース鳩 ブルー・サンダー×ブルー・ウェーブ
祖母)Ｂ04-6399469 ＢＣ 直仔／ミス・ファルコン ブールジュＮ9,021
ブールジュＮ9,021 羽中総合 10 位、シャトロー
1,938 羽中総合 6 位、メルン 1,704 羽中優勝、Ｆ15
羽中優勝、Ｆ15 トムキャット グレＮⅠ総合 15 位、孫／リトル・
ファルコン他 ダーク 1×プリンセス
母)ドルチェ・ヴィタ・ディアマント Ｂ13-6070826
祖父)Ｆ16 Ｂ09-6107016 Ｂ(灰 3 引き) ラ・スーテレーヌＮ3,562
ラ・スーテレーヌＮ3,562 羽中総合優勝、ブールジュＮ24,676
羽中総合優勝、ブールジュＮ24,676
羽中総合 5 位、ラ・スーテレーヌＮ4,778
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、
シャトロー214 羽中 2 位、アルジャントンＮ総合 63 位 ズワルテ・ディアマント×スーパー・クライ
ンチェ
祖母)ＮＬ09-1647172 Ｂ Ｐ．フェーンストラ作 直仔／ゴールデン・10 若鳩Ｎエース鳩第 19 位
ドルチェ・ブルー×ドルチェ・ヴィタ(国際長距離エース鳩第 1 位、WHZB 長距離Ｎエース鳩第 1 位、
同Ｎエース鳩第 1 位)

【42】ＮＬ14-1899903 ＢＣ ♂ フォレブレヒト兄弟作
父)キロメーターフレーター ＮＬ07-2144114 チーム・フォレブレヒト作翔 バルセロナ 1200Ｋ
1200Ｋ09～
09～14 年
6 年間最優秀バルセロナ鳩 09～
09～12 年バルセロナＮエース鳩第 5 位、09
位、09～
09～11 年同Ｎエース鳩第 7 位、
同ＩＮ第 11 位 バルセロナ 6 回入賞中 09 年ＩＮ27,669
年ＩＮ27,669 羽中総合 874 位、同 10 年ＩＮ25,750
年ＩＮ25,750 羽中総合
296 位、同 11 年ＩＮ26,068
年ＩＮ26,068 羽中総合 749 位、09
位、09 年ペルピニャンＩＮ18,354
年ペルピニャンＩＮ18,354 羽中総合 822 位、ポーＩＮ
7,608 羽中総合 1424 位 マルセイユ 3 回入賞内 09 年ＩＮ11,833
年ＩＮ11,833 羽中総合 1435 位
祖父)ゾーン・ヤパーナー ＮＬ04-1136885 ＢＣ カイパー兄弟作 直仔／ポーＮ総合 9 位、ナルボン
ヌＮ総合 23 位、サンバンサンＮ総合 49 位他
祖母)ＮＬ98-1281075 ＢＣＷ カス・ファンデグラーフ作 ド・273 の孫
母)レーンチェ ＮＬ10-1590758 ＢＣ レーン・クネッシュ父子作
祖父)ド・ディッケ ＮＬ03-1017947 ＢＬＫＣ 上位入賞 7 回 サンバンサンＮ総合 33 位の直仔
祖母)ボンテ・バー ＮＬ04-1966010 ＢＣＷ Ｊ.バルンホルン作 純クネッシュ血統

【43】Ｂ14-3155776 Ｂ ♀ ルク＆ヒルデ・シウン作供出
父)ミルコ Ｂ12-3032575 ジョルジュ・ボレ作 ブリーブ 121 羽中 3 位、チュール 120 羽中 9 位 兄弟
コロネル カオールＮ7,347 羽中総合 5 位、ナルボンヌ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Ｎ２回上位入賞他
祖父)リンコ Ｂ02-3037204 ノエル・リペンス作 長距離Ｎエース鳩第１位のヴィタルの孫
祖母)Ｂ05-3064207 アルノ(ボルドーＮ総合 19 位で、シウン鳩舎代表鳩超銘鳩ブレヒトの孫)×エルス
ィー(06 年アルビＮ総合優勝の母)
母)ノミ Ｂ12-3142056 13 年ポアチエＮ520Ｋ13,135 羽中総合優勝、シャトロー4,107 羽中 12 位、フォン
テネイ 4,802 羽中 180 位他 １才鳩大中距離Ｎエース鳩第 7 位 直仔／ポントワーズ 1,251 羽中優勝、
同Ｐ20,341 羽中総合 5 位 姪／ウィレミナ ポアチエ 14,109 羽中総合優勝、同 26,486 羽中最高分速
祖父)アカプルコ ＮＬ11-1742484 ヴィレム・ドブルイン作 ジェローン×オリンピック・シャロン
祖母)アドリアナ ＮＬ11-1742481 ヴィレム・ドブルイン作 ココ×カリナ Ｌ.ヘレマンスのファボリ
ーの孫

【44】Ｂ15-2013099 Ｂ ♂ KBDB ナショナルＣＨ鳩舎 ボスマン=リーケンス作
父)オリンピアード・トリプル・エース Ｂ11-5143219 12 年 KBDB 中距離Ｎエース鳩第１位、オリンピ
アード代表 ギエンＰ5,386
ギエンＰ5,386 羽中総合優勝、同 8,044 羽中最高分速 直仔／優勝６羽
祖父)Ｂ04-5054093 グーデ・ヤールリング直仔 ロベン・ファンデールミッセン
祖母)Ｂ06-5062694 Ｇ.ファンデンアベール近親×プロス・ローザン
母)ミス・リンブルグ Ｂ13-5100049 シャトローＮ5,901
シャトローＮ5,901 羽中優勝、マルネ 176 羽中優勝、同 213 羽中
優勝、ランス 917 羽中優勝、ソールダン 123 羽中優勝
祖父)サン・ラッキー・ルク Ｂ11-5011683 ラッキー・ルク×スーパー・ママ娘
祖母)Ｂ11-5170270 ブールジュＮ総合10 位の娘 カンニバール・ヤンセン×カンニバール・パンター

【45】Ｂ14-6311004 ♂ ヘルマンス＝フクストラ作供出
父)クライネ・プロパー Ｂ12-6184060 グレ優勝、同Ｎ16,988
同Ｎ16,988 羽中総合 14 位、オルレアンＰ10,163
オルレアンＰ10,163 羽中総合
13 位他 9 回参加中 8 回上位入賞で、ＫＦＣ若鳩エース鳩第 1 位
祖父)プロパー・ブラウエ Ｂ10-6298442 兄弟／スターリー
祖母)ラートゥステ・アィト・コッペル ＮＬ03-1417713 直仔／06-418 ブールジュＮ11,756 羽中総合 2 位、同
Ｎ11,875 羽中総合 45 位他 03・クラーセン×ラート・フェノメーンチェ最後の娘
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
ブールジュ 494 羽中 2 位 同Ｎ17,061
アルジャントンＰ990 羽中優勝 同Ｎ7,358
同Ｎ7,358 羽中総合 8 位、ブールジュ
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
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Ｎ
ブールジュ成鳩Ｎ24,651
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ＦＣＩグ
ランプリ総合優勝

