
父親)

母親)

ド・894号 アルヤン・ ﾄﾟ・ﾘｯｸ号NL11-1213222　B　全兄弟オリンピッサ・ミスガイジ号ミスター・ベルジュラック号×リカ号

NL13-1682894 ビース作 ﾄﾞ・007号NL12-1185007　BC　イエレ・イエレマ作　ラノミ号ベルジョラツク1781羽中優勝鳩の娘

エミール・ ﾗﾝｺﾝ号B95-3305022　PB　ﾏﾙｾｲﾕ4回内92年Ｎ3124羽中82位他　(ﾍｼｪﾙﾌﾟﾃ・ﾎﾟｰﾙ×ﾄﾞｰﾀｰ5×3)ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾍﾟｧｰ直仔

デニス作 B04-4440902　DCW　ﾖｾﾌ・ﾌﾞﾗｯｸ作　フル・トライ号　04年KBDB超長距離ｴｰｽP賞1位の娘

アルベル B00-4509118　B　兄弟スマーレン　両親サブロン作ドリームカップル(アルベルト×パオラ)ﾍﾟｧｰ近親孫鳩

アールブレヒト作 B04-4019957　B　ド・ペルビナン号カオールＮ3476羽中優勝　×ドリームカップルの孫

ﾄ・149号B00-4165149　ｽｰﾊﾟｽﾀｰ号95年ﾘﾓｰｼﾞｭN♀の部優勝の兄弟　×ﾀﾞﾆｴﾙ・ｶｰﾚﾝｽ作ｽﾜﾙﾃポー号の娘

ﾖﾝｹﾞﾌｧｽﾄﾚﾃﾞｨ号B02-44456036　97年ｵﾘﾝﾋﾟｱｰﾄﾞ代表鳩の直仔×ﾌｧｽﾄﾚﾃﾞｨ号(ﾃﾞﾝｱﾙｼﾞｪﾝﾄﾝ号×ﾘﾓｰｼﾞｭ♀優勝)

N09-058746　BCWP　純ブルツヘマン系異母兄弟東日本ＧＮ総合5位異父兄弟八郷国際９００Ｋ3年連続入賞

NL02-1140207　BCW　ﾌﾞﾙｯﾍﾏﾝ兄弟作　ﾊﾞﾙｾﾛﾅ2回ﾍﾟﾙﾋﾟﾅﾝ2回入賞　オルファン×ミラーの孫鳩

09DA00824　ＳＫＹ系　（ＳＫＹ×マリア）孫鳩　×ＳＫＹ長万部1号孫

葉クィーン号07XY01650　葉　東峰作委託　王将５００Ｋ合同レース優勝　河口作ＳＦアメバシ号直仔×ＳＫＹ系

四季ロフト作 ０１ＸＡ１９１９４　Ｂ　堀江作　小春稚内号稚内１３００ＫＯＰ総合優勝×黒田ノーリング９号ダイヤモンドバーカー系

同舎前種鳩 ０１ＸＡ２４０８７　Ｂ　堀江作　ＳＫＹエース号１０００Ｋ総合８位地区Ｎ総合６位×ＧＰ８００Ｋ総合７２位

キングゾロ号 四季ロフト作 ０３ＸＡ０３６８６　ＢＰ　堀江作　兄弟会長賞１位　ヤマト号桜花賞総合優勝の父×（ＳＫＹ×マリア）兄弟掛け直仔

１２ＸＢ０８１０１ 同舎前種鳩 B04-3236576　ＢＬＫＣ　Ｍ・ラヴェリンケン作　ゾロ号×デボス鳩舎クライネンディディの妹の娘

Ｄキング号 四季ロフト作 ボンブルー号B99-9040442　Ａ・アライン作翔　マルセイユＩＮ20721羽中総合2位他　元ﾍﾞﾙｷﾞｰ宮下鳩舎代表種鳩

１０ＸＢ００４１８ 同舎前代表種鳩 ジェンファー号B04-2299955　Ｅ・リンブルク作　サブロン作翔ラッキー77号×サブロン作シンタートローマ号

四季ロフト作 ボンブルー号B99-9040442　Ａ・アライン作翔　マルセイユＩＮ20721羽中総合2位他　元ﾍﾞﾙｷﾞｰ宮下鳩舎代表種鳩

同舎前代表種鳩 ジェンファー号B04-2299955　Ｅ・リンブルク作　サブロン作翔ラッキー77号×サブロン作シンタートローマ号

四季ロフト作 ボンブルー号B99-9040442　Ａ・アライン作翔　マルセイユＩＮ20721羽中総合2位他　元ﾍﾞﾙｷﾞｰ宮下鳩舎代表種鳩

同舎前種鳩 ル・ボンブルー２８号　B05-9112361　B　宮下作　ル・ボンブルー号×カルトース作カオールＮ28位の母

Ｄﾖﾝｸﾞ・ｸﾗﾝﾊﾟｰ号 四季ロフト作 ハリー・ファン・クランパー号B00-6553887　ＢＣ　ヤンセン兄弟作世界的有名な　ド・クランパー号　の直仔

１１ＸＢ０９２０８ 同舎前代表種鳩 カメリア・ファン・クランパー号　B07-6310301　ヤンセン兄弟作世界的有名な　ド・クランパー号　の直仔

インヘリアル・ファン・クランパー号　B07-6310329　BC　ヤンセン兄弟作クランパー直仔×シャンテリー孫

カメリア・ファン・クランパー号　B07-6310301　ヤンセン兄弟作世界的有名な　ド・クランパー号　の直仔

ﾌｫｽ・ﾌｧﾝ・34号 四季ロフト作 ﾗｰﾃ・ﾌｫｽ・ﾌｧﾝ７５９号B05-6198759　RC　ヤンセン兄弟作　ﾗｰﾃ・ﾌｫｽ・ﾌｧﾝ2004号×クランパーの娘

１２ＸＢ０８０３４ 同舎前代表種鳩 ド・クランパーココ号　B07-6310388　BC　ヤンセン兄弟作クランパー直仔×シャンテリー孫

Ｄｸﾗｲﾈﾝ88号 四季ロフト作 ド・モザイク号　B03-3054047　ﾛｼﾞｬｰ・ﾌﾛﾘｿﾞｰﾈ作　クライネ・ディディ号×ド・マラトン号娘

１１ＸＢ０９３８８ 同舎前代表種鳩 B03-3054019　B　ロジャー・フロリゾーネ作　モールナール号×ムバルセロナの姉妹＆ド・ウイットニュース直仔

シャトローボス号 四季ロフト作 グランドサイシャトロー号B06-5100885　BC　Ｐ・ローザン作デンブルージュ号直仔×ド・シャトロー号親娘掛け直仔

１２ＸＢ０８００９ 同舎前種鳩 ヨング・ターザン号B04-5226504　BC　Ｐ・ローザン作　ターザン号×バルセロナⅡ号の娘

四季ロフト作 ブル・フレディ号B04-5065631　BC　Ｐ・ローザン作兄弟ﾌﾞﾗｳｴ・プリンス号　サブロン作フレディ号直仔

同舎前代表種鳩 ﾛｰｽﾞ・ｼｬﾄﾛｰ号B03-511343BC　P・ﾛｰｻﾞﾝ作翔ｼｬﾄﾛｰ5457羽中35位他2～5457羽中35位25位67位兄弟ﾀｰｻﾞﾝ号

四季ロフト作 ブル・フレディ号B04-5065631　BC　Ｐ・ローザン作兄弟ﾌﾞﾗｳｴ・プリンス号　サブロン作フレディ号直仔

同舎前種鳩 ジェニファ号B04-2299955　B　E・ﾘﾝﾌﾞﾙｸﾞ作　両親ｻﾌﾞﾛﾝ作　ﾗｯｷｰ77号KBDB長距離N　AP賞1位×ｼｽﾀｰ・ﾄﾞﾛﾏｰ号

四季ロフト作 ブル・フレディ号B04-5065631　BC　Ｐ・ローザン作兄弟ﾌﾞﾗｳｴ・プリンス号　サブロン作フレディ号直仔

同舎前代表種鳩 ジェニファ号B04-2299955　B　E・ﾘﾝﾌﾞﾙｸﾞ作　両親ｻﾌﾞﾛﾝ作　ﾗｯｷｰ77号KBDB長距離N　AP賞1位×ｼｽﾀｰ・ﾄﾞﾛﾏｰ号

四季ロフト作 ｸﾘｽﾀﾙｻﾌﾞﾛﾝ号　B04-2063186　Ｂ　E・ﾘﾝﾌﾞﾙｸ作　ｻﾌﾞﾛﾝ作　ﾗｯｷｰ77号KBDB長距離N　AP賞1位×ﾏﾀｰﾍﾟﾙﾋﾟﾅﾝ号

同舎前代表種鳩 ジェニファ号B04-2299955　B　E・ﾘﾝﾌﾞﾙｸﾞ作　両親ｻﾌﾞﾛﾝ作　ﾗｯｷｰ77号KBDB長距離N　AP賞1位×ｼｽﾀｰ・ﾄﾞﾛﾏｰ号

Ｄ－２３２号 四季ロフト作 Ｄ・ｽｰﾊﾟｽﾀｰⅢ号B07-4025321　B　APデズメット作兄弟リモージュN1位15回優勝　Ｄｽｰﾊﾟｰｽﾀｰ直仔×ﾌｧｽﾄﾚﾃﾞｨ娘

１５ＸＢ０１２３２ 同舎前代表種鳩 D157号　B06-4090157　BPW　APデズメット作翔　ﾌﾞｰﾙｼﾞｭﾅｼｮﾅﾙＰ総合優勝　代表種鳩D5000号×Dﾖﾝｸﾞｹﾘｰ号

ハリースプリント号 四季ロフト作 ﾄﾞﾝｹﾚｽﾌﾟﾘﾝﾄ号B01-645926　BC　Ａ・マルセリス作　最高種鳩スプリント号22回優勝オリン゜アード1位×ドンケレ号

１３ＸＢ０４２５７ 同舎前最高種鳩 ミスドンケレ31号B03-6383531　Ａ・マルセリス作　ドンケレ18号12回優勝の直仔

四季ロフト作 ヨングスプリント号B05-6452893　ＢＷ　Ｅ・ベルクモース作最高種鳩スプリント号22回優勝オリン゜アード1位の直仔

同舎前種鳩 ｹﾞｼｪﾌﾟﾄｽﾌﾟﾘﾝﾄ号B04-6265979　BC　Ａ・マルセリス作　最高種鳩スプリント号22回優勝オリン゜アード1位の直仔

ヨングスプリント号B05-6452893　ＢＷ　Ｅ・ベルクモース作最高種鳩スプリント号22回優勝オリン゜アード1位の直仔

ｹﾞｼｪﾌﾟﾄｽﾌﾟﾘﾝﾄ号B04-6265979　BC　Ａ・マルセリス作　最高種鳩スプリント号22回優勝オリン゜アード1位の直仔

四季ロフト作 四季５７２号B04-3236572　Ｓ　ラビリンゲンマーチン作直仔400K優勝他　クライネルモルナール02号×テーレン系

同舎前種鳩 四季５３３号B04-3236533　G　ラビリンゲンマーチン作　ホワイトユーホー号　ペルピナンＮ3位ＩＮ4位の直仔

ｷﾝｸﾞ・ｵﾌﾞ・G号99HH05838　G　八木高男作翔　12年西関東稚内ＧＮ１０００Ｋ総合優勝鳩

０１ＪＨ０７５７４　ＢＣ　八木高男作翔　０２年上州農林水産大臣賞５００Ｋ総合優勝　

父親)

母親)

ヘルマンス・ ﾊﾞｵﾘｰﾅ号B07-2061098　B　ｱﾙﾍﾞﾙﾄ・ﾃﾞﾙｳﾞｧ作翔　ｱﾙｼﾞｪﾝﾄﾝIP5871羽中15位5883羽中61位　ｳﾞｧﾚﾝﾃｨﾉ×ﾎﾟｰﾗｲﾝ

フクストラ作 ﾌﾞﾗｳ・ｳｨｯﾄﾍﾟﾝ522号NL09-1425522　ﾔﾝ・ﾍﾙﾏﾝ作　ｶﾝﾆﾊﾞﾙ孫×ﾕﾘｱ号ｻﾝｷﾞｽﾗﾝ1420羽中優勝(ｶﾝﾆﾊﾟﾙ孫×ﾔﾝｾﾝ)

アンドレ・ ﾍﾞｵﾝ1号B03-4416016BW　純ﾌﾛﾘｿﾞｰﾈ06年ﾊﾞﾙｾﾛﾅR367羽中優勝N11895羽中150位07年同Ｎ12612羽中1273位

コルフラント作 ﾘﾝﾌﾞﾙﾌｽ号B07-5071943　ｽﾀｯﾌ・ﾊｰｸｽ作　純ﾌﾛﾘｿﾞｰﾈ系　ｸﾘｰﾌｪﾙ号07年ｲﾙﾝIN15943羽中総合優勝鳩全姉妹

ベルギー ﾗｯｷｰ号B06-2024903　BC　E・ﾘﾝﾌﾞﾙｸ作　ラッキー85号06年KBDB長距離ｴｰｽP賞1位鳩の全兄弟

宮下　博作 ﾀﾞｲｱﾅ号B07-4073047　BC　ｹﾊﾞﾙﾄ・ﾊﾞﾝｽｸｰﾘｽ作　06年ブールジュＹ１２８９８羽中優勝鳩の全兄弟

四季ロフト作 Dﾖﾝｸﾞｽｸｰｳｪﾝ号B06-4090340　B　APデズメット作　ｽｸｰｳｪﾝ号ﾘﾓｰｼﾞｭＮ優勝直仔×ｽﾌﾟﾛｰﾃ号長距離ＰｴｰｽP1位娘

同舎前代表種鳩 D157号　B06-4090157　BPW　APデズメット作翔　ﾌﾞｰﾙｼﾞｭﾅｼｮﾅﾙＰ総合優勝　代表種鳩D5000号×Dﾖﾝｸﾞｹﾘｰ号

四季ロフト作 Ｄ・ｽｰﾊﾟｽﾀｰⅢ号B07-4025321　B　APデズメット作兄弟リモージュN1位15回優勝　Ｄｽｰﾊﾟｰｽﾀｰ直仔×ﾌｧｽﾄﾚﾃﾞｨ娘

同舎前種鳩 D157号　B06-4090157　BPW　APデズメット作翔　ﾌﾞｰﾙｼﾞｭﾅｼｮﾅﾙＰ総合優勝　代表種鳩D5000号×Dﾖﾝｸﾞｹﾘｰ号

四季ロフト作 ハリー・ファン・クランパー号B00-6553887　ＢＣ　ヤンセン兄弟作世界的有名な　ド・クランパー号　の直仔

同舎前種鳩 カメリア・ファン・クランパー号　B07-6310301　ヤンセン兄弟作世界的有名な　ド・クランパー号　の直仔

インヘリアル・ファン・クランパー号　B07-6310329　BC　ヤンセン兄弟作クランパー直仔×シャンテリー孫

カメリア・ファン・クランパー号　B07-6310301　ヤンセン兄弟作世界的有名な　ド・クランパー号　の直仔

ﾍﾞﾙ・ﾌｧﾝ・ｸﾗﾝﾊﾟｰ 四季ロフト作 ハリー・ファン・クランパー号B00-6553887　ＢＣ　ヤンセン兄弟作世界的有名な　ド・クランパー号　の直仔

０９ＸＢ０４３２０ 同舎前代表種鳩 カメリア・ファン・クランパー号　B07-6310301　ヤンセン兄弟作世界的有名な　ド・クランパー号　の直仔

ブル・フレディ号B04-5065631　BC　Ｐ・ローザン作兄弟ﾌﾞﾗｳｴ・プリンス号　サブロン作フレディ号直仔

ﾛｰｽﾞ・ｼｬﾄﾛｰ号B03-511343BC　P・ﾛｰｻﾞﾝ作翔ｼｬﾄﾛｰ5457羽中35位他2～5457羽中35位25位67位兄弟ﾀｰｻﾞﾝ号

四季ロフト作 ブル・フレディ号B04-5065631　BC　Ｐ・ローザン作兄弟ﾌﾞﾗｳｴ・プリンス号　サブロン作フレディ号直仔

同舎前代表鳩 ﾛｰｽﾞ・ｼｬﾄﾛｰ号B03-511343BC　P・ﾛｰｻﾞﾝ作翔ｼｬﾄﾛｰ5457羽中35位他2～5457羽中35位25位67位兄弟ﾀｰｻﾞﾝ号

ｸﾘｽﾀﾙｻﾌﾞﾛﾝ号　B04-2063186　Ｂ　E・ﾘﾝﾌﾞﾙｸ作　ｻﾌﾞﾛﾝ作　ﾗｯｷｰ77号KBDB長距離N　AP賞1位×ﾏﾀｰﾍﾟﾙﾋﾟﾅﾝ号

ﾌﾞﾙｰｽｲﾝｸﾞｶﾞｰﾙ号B07-2135224　E・ﾘﾝﾌﾞﾙｸ作　ﾗｯｷｰ85号06年KBDB長距離N　AP賞1位×ｵﾗﾝｼﾞN優勝の兄弟

ｸﾘｽﾀﾙｻﾌﾞﾛﾝ号　B04-2063186　Ｂ　E・ﾘﾝﾌﾞﾙｸ作　ｻﾌﾞﾛﾝ作　ﾗｯｷｰ77号KBDB長距離N　AP賞1位×ﾏﾀｰﾍﾟﾙﾋﾟﾅﾝ号

ﾌﾞﾙｰｽｲﾝｸﾞｶﾞｰﾙ号B07-2135224　E・ﾘﾝﾌﾞﾙｸ作　ﾗｯｷｰ85号06年KBDB長距離N　AP賞1位×ｵﾗﾝｼﾞN優勝の兄弟

四季ロフト作 ｸﾘｽﾀﾙｻﾌﾞﾛﾝ号　B04-2063186　Ｂ　E・ﾘﾝﾌﾞﾙｸ作　ｻﾌﾞﾛﾝ作　ﾗｯｷｰ77号KBDB長距離N　AP賞1位×ﾏﾀｰﾍﾟﾙﾋﾟﾅﾝ号

同舎前種鳩 ﾌﾞﾙｰｽｲﾝｸﾞｶﾞｰﾙ号B07-2135224　E・ﾘﾝﾌﾞﾙｸ作　ﾗｯｷｰ85号06年KBDB長距離N　AP賞1位×ｵﾗﾝｼﾞN優勝の兄弟
♀13 １３ＸＢ０４３７３ Ｂ ♀

♀12 １３ＸＢ０４２０４ Ｂ ♀ 四季ロフト作

♀10 １３ＸＢ０４２８１ ＢＣ ♀

♀11 １２ＸＢ０８０８１ ＢＣ ♀ 四季ロフト作

♀8 ＢＣ ♀ 純ヤンセン兄弟系

♀9 １０ＸＢ００５０４ ＢＣ ♀ 四季ロフト作

♀7 １２ＸＢ０８０４２ ＢＣ ♀ 四季ロフト作 純ヤンセン兄弟系

♀5 １１ＸＢ０９３４０ ＢＰＷ ♀ 純ＡＰデズメット系

♀6 １５ＸＢ０１２０５ ＢＣ ♀ 純ヤンセン兄弟系

♀4
１０ＸＢ００５４０ ＢＷ ♀ 純ＡＰデズメット系

翔歴）10年秋　２００Ｋ６１位３００Ｋ４３位　１１年春　４００Ｋ１００位　７００Ｋ入賞

♀2 B10-4230014 Ｂ ♀ 純フロリゾーネ系

♀3 B09-9105127 ＢＣ ♀゜

備考

♀1 B14-6058788 Ｂ ♀

「明石鳩舎トータルオークション出品♀種鳩一覧表」

No. 脚環番号 羽色 性 作出者

♂26 １２ＸＢ０８１１１ Ｇ ♂ 四季ロフト作 兄弟１０００Ｋｼﾝｸﾞﾙ

純マルセリス系

♂25 １２ＸＢ０８１３１ Ｓ ♂

♂23 １１ＸＢ０９４６８ ＢＣＰＷ ♂ 純マルセリス系

♂24 １４ＸＢ０２４０７ ＢＰＷ ♂ 四季ロフト作

♂21 ＢＷＰ ♂ 純ＡＰデズメット系

♂22 ＢＰＷ ♂ 純マルセリス系

♂20
１０ＸＢ００４８５ Ｂ ♂

翔歴）１０秋　２００Ｋ３７位　３００Ｋ６３位　４００Ｋ３９位　１１年春　３００Ｋ１４６位　７００Ｋ１０位

♂18 １１ＸＢ０９４３４ ＢＣ ♂

♂19 １３ＸＢ０４２３１ ＢＣ ♂

♂16 ＢＣ ♂

♂17 １０ＸＢ００２０１ ＢＣ ♂

♂14 ＲＣ ♂ 純ヤンセン兄弟系

♂15 Ｓ ♂ 純フロリゾーネ系

♂13 １０ＸＢ００４５８ ＢＣ ♂ 四季ロフト作 純ヤンセン兄弟系

♂11 １５ＸＢ０１２０６ Ｂ ♂ ボンブルー号直仔

♂12 ＢＣ ♂ 純ヤンセン兄弟系

♂8 ♂ 貴重なＳＫＹ系鳩

♂9 Ｂ ♂ ボンブルー号直仔

♂10 １１ＸＢ０９２７０ Ｂ ♂ ボンブルー号直仔

♂5 １０ＨＫ１００９０ ＢＣＷＰ ♂ 下田みな作

♂7 １１ＸＢ０９２１３ ＢＰＷ ♂ 貴重なＳＫＹ系鳩

♂4 B07-4025321 Ｂ ♂ Ａ&Ｐデズメット作

♂6 １１ＸＢ１０６８２ ＢＰＷ ♂ 江野村博義作

♂2 B10-3010161 ♂

♂3 B06-4044577 Ｂ ♂

「明石鳩舎トータルオークション出品♂種鳩一覧表」

No. 脚環番号 羽色 性 作出者 備考

♂1 ＢＣ ♂



四季ロフト作 ｸﾘｽﾀﾙｻﾌﾞﾛﾝ号　B04-2063186　Ｂ　E・ﾘﾝﾌﾞﾙｸ作　ｻﾌﾞﾛﾝ作　ﾗｯｷｰ77号KBDB長距離N　AP賞1位×ﾏﾀｰﾍﾟﾙﾋﾟﾅﾝ号

同舎前種鳩 ﾌﾞﾙｰｽｲﾝｸﾞｶﾞｰﾙ号B07-2135224　E・ﾘﾝﾌﾞﾙｸ作　ﾗｯｷｰ85号06年KBDB長距離N　AP賞1位×ｵﾗﾝｼﾞN優勝の兄弟

四季ロフト作 ﾄﾞ・ﾜﾝﾀﾞｰﾃｨﾎﾞﾘｭｰﾄ号B01-2319861　BC　E・ﾘﾝﾌﾞﾙｸ作　ﾄﾞ・ﾜﾝﾀﾞｰﾃｨﾎﾞﾘｭｰﾄ号ｵﾘﾋﾟｧｰﾄﾞ2位　×ﾑﾘﾓｰｼﾞｭN優勝の娘

同舎前種鳩 ｽｰﾊﾟｰﾗﾝﾎﾞｰ号06DA34622　B　ﾌﾟﾘﾓL作　ランボーⅡﾊﾟﾙｾﾛﾅIN総合優勝×ｽｰﾊﾟｲﾔﾘﾝｸﾞ号ﾓﾝﾄﾊﾞｰﾝN優勝

四季91号 四季ロフト作 ボンブルー３号B04-9017123　B　ﾍﾞﾙｷﾞｰ宮下作直仔ﾌﾞｰﾙｼﾞｭ・ﾄﾞﾙﾀﾞﾝ・ﾏﾙｾｲﾕ他入賞ﾙ・ﾎﾞﾝﾌﾞﾙｰ号×ｼﾞｪﾌｧﾆｰ号

１３ＸＢ０４２９１ 同舎前種鳩 ボンブルー28号B05-9112361　B　ﾍﾞﾙｷﾞｰ宮下作　兄弟直仔タルベＮ優勝　ﾙ・ﾎﾞﾝﾌﾞﾙｰ号×ｶﾙﾄｰｽ作鳩

四季ロフト作 ヨングスプリント号B05-6452893　ＢＷ　Ｅ・ベルクモース作最高種鳩スプリント号22回優勝オリン゜アード1位の直仔

同舎前種鳩 ｹﾞｼｪﾌﾟﾄｽﾌﾟﾘﾝﾄ号B04-6265979　BC　Ａ・マルセリス作　最高種鳩スプリント号22回優勝オリン゜アード1位の直仔

四季ロフト作 ヨングスプリント号B05-6452893　ＢＷ　Ｅ・ベルクモース作最高種鳩スプリント号22回優勝オリン゜アード1位の直仔

同舎前種鳩 ｹﾞｼｪﾌﾟﾄｽﾌﾟﾘﾝﾄ号B04-6265979　BC　Ａ・マルセリス作　最高種鳩スプリント号22回優勝オリン゜アード1位の直仔

四季ロフト作 ヨングスプリント号B05-6452893　ＢＷ　Ｅ・ベルクモース作最高種鳩スプリント号22回優勝オリン゜アード1位の直仔

同舎前種鳩 ｹﾞｼｪﾌﾟﾄｽﾌﾟﾘﾝﾄ号B04-6265979　BC　Ａ・マルセリス作　最高種鳩スプリント号22回優勝オリン゜アード1位の直仔

四季ロフト作 ﾌﾞﾗｳｴ・ｳｲｯﾄﾍﾟﾝ号NL04-5400856　BW　ﾖ・ヘンドリックス父子作　中距離チャンピォン鳩

伊藤鳩舎共作 ﾄﾞ・ｸﾗﾝﾟｰｺｺ号　B07-6310388　Ｂ　ヤンセン兄弟作　ド・クランパー直仔×ド・シャンテリー孫

四季ロフト作 四季５７２号B04-3236572　Ｓ　ラビリンゲンマーチン作直仔400K優勝他　クライネルモルナール02号×テーレン系

同舎前種鳩 四季５３３号B04-3236533　G　ラビリンゲンマーチン作　ホワイトユーホー号　ペルピナンＮ3位ＩＮ4位の直仔

ｷﾝｸﾞ・ｵﾌﾞ・G号99HH05838　G　八木高男作翔　12年西関東稚内ＧＮ１０００Ｋ総合優勝鳩

０１ＪＨ０７５７４　ＢＣ　八木高男作翔　０２年上州農林水産大臣賞５００Ｋ総合優勝　

四季ロフト作 ｵﾙﾌｧﾝｷﾝｸﾞ号１１ＳＡ１４８５１　ＢＣＷ　香山作　（ｵﾙﾌｧﾝﾐﾗｰ号直仔×孫）×デ・ヨング８９号ﾊﾞﾙｾﾛﾅN２６位直仔

同舎前最高種鳩 ﾄﾞｰﾀｰｸﾗｲﾈﾝｵﾙﾌｧﾝ号NL07-1651093　BCW　ブルッヘマン作　クライネンオルファン号カオールＮ２５位直仔

四季ロフト作 ｵﾙﾌｧﾝｷﾝｸﾞ号１１ＳＡ１４８５１　ＢＣＷ　香山作　（ｵﾙﾌｧﾝﾐﾗｰ号直仔×孫）×デ・ヨング８９号ﾊﾞﾙｾﾛﾅN２６位直仔

同舎前種鳩 ﾄﾞｰﾀｰｸﾗｲﾈﾝｵﾙﾌｧﾝ号NL07-1651093　BCW　ブルッヘマン作　クライネンオルファン号カオールＮ２５位直仔

ブル・フレディ号B04-5065631　BC　Ｐ・ローザン作兄弟ﾌﾞﾗｳｴ・プリンス号　サブロン作フレディ号直仔

ﾛｰｽﾞ・ｼｬﾄﾛｰ号B03-511343BC　P・ﾛｰｻﾞﾝ作翔ｼｬﾄﾛｰ5457羽中35位他2～5457羽中35位25位67位兄弟ﾀｰｻﾞﾝ号

父親)

母親)

ナゴミロフト 種鳩♂3　B06-4044577　B　M・ｱｰﾙﾌﾞﾚﾋﾄ作　サブロン鳩舎ﾄﾞﾘｰﾑｶｯﾌﾟﾙの孫鳩×(ｶｵｰﾙN優勝×同ｶｯﾌﾟﾙ曾孫)

明石和也鳩舎 種鳩♀4　10XB00540　BW　四季L作翔700K入賞　両親APﾃﾞｽﾞﾒｯﾄ作　ﾘﾓｰｼﾞｭＮ優勝孫×ﾌﾞｰﾙｼﾞｭNＰ総合優勝

種鳩♂3　B06-4044577　B　M・ｱｰﾙﾌﾞﾚﾋﾄ作　サブロン鳩舎ﾄﾞﾘｰﾑｶｯﾌﾟﾙの孫鳩×(ｶｵｰﾙN優勝×同ｶｯﾌﾟﾙ曾孫)

種鳩♀4　10XB00540　BW　四季L作翔700K入賞　両親APﾃﾞｽﾞﾒｯﾄ作　ﾘﾓｰｼﾞｭＮ優勝孫×ﾌﾞｰﾙｼﾞｭNＰ総合優勝

種鳩♂19　ｼｬﾄﾛｰﾎﾞｽ号　12XB08009　BC　四季ﾛﾌﾄ作　両親Ｐ・ローザン作シャトロー号孫×ターザ号娘

種鳩♀9　10XB00504　BC　四季ﾛﾌﾄ作　両親P・ﾛｰｻﾞﾝ作　フレディ号直仔×ﾛｰｽﾞ・ｼｬﾄﾛｰ号ｼｬﾄﾛｰ5457羽中35位

種鳩♂9　Dｷﾝｸﾞ号　10XB00418　B　四季ﾛﾌﾄ作　ﾙ・ﾎﾞﾝﾌﾞﾙｰ号マルセイユIN20721羽中総合2位×ﾗｯｷｰ77号の娘 ﾍﾞﾙｷﾞｰ宮下鳩舎

種鳩♀16　四季91号　13XB-04291　B　四季ﾛﾌﾄ作　両親ﾍﾞﾙｷﾞｰ宮下作　ボンブルー3号×ボンブルー28号 ﾎﾞﾝﾌﾞﾙｰ号3重近親孫

種鳩♂9　Dｷﾝｸﾞ号　10XB00418　B　四季ﾛﾌﾄ作　ﾙ・ﾎﾞﾝﾌﾞﾙｰ号マルセイユIN20721羽中総合2位×ﾗｯｷｰ77号の娘 ﾍﾞﾙｷﾞｰ宮下鳩舎

種鳩♀16　四季91号　13XB-04291　B　四季ﾛﾌﾄ作　両親ﾍﾞﾙｷﾞｰ宮下作　ボンブルー3号×ボンブルー28号 ﾎﾞﾝﾌﾞﾙｰ号3重近親孫

保鳩♂21　D232号15XB-01232　BW　P四季L作　両親APﾃﾞｽﾞﾒｯﾄ作　ﾘﾓｰｼﾞｭN優勝兄弟×ﾌﾞｰﾙｼﾞNP総合優勝 純APﾃﾞｽﾞﾒｯﾄ系

種鳩♀5　11XB-09340　BPW　四季ﾛﾌﾄ作　両親APﾃﾞｽﾞﾒｯﾄ作　ﾘﾓｰｼﾞｭN優勝兄弟×ﾌﾞｰﾙｼﾞNP総合優勝 (全兄弟交配の直仔)

保鳩♂21　D232号15XB-01232　BW　P四季L作　両親APﾃﾞｽﾞﾒｯﾄ作　ﾘﾓｰｼﾞｭN優勝兄弟×ﾌﾞｰﾙｼﾞNP総合優勝 純APﾃﾞｽﾞﾒｯﾄ系

種鳩♀5　11XB-09340　BPW　四季ﾛﾌﾄ作　両親APﾃﾞｽﾞﾒｯﾄ作　ﾘﾓｰｼﾞｭN優勝兄弟×ﾌﾞｰﾙｼﾞNP総合優勝 (全兄弟交配の直仔)

種鳩♂１　ド８９４号　NL13-1682894　BC　Ａ・ビース鳩舎作オリンピックミスハイジェ号弟×イエレマ鳩舎ラノミの娘

種鳩♀1　B14-6058788　B　ﾍﾙﾏﾝｽ&ﾌｸｲﾄﾗ作　A・ﾃﾞﾙｳﾞｧ作翔　ｱﾙｼﾞｪﾝﾄﾝIP5871羽中15位×ｶｰﾆﾊﾞﾙ号孫

種鳩♂１　ド８９４号　NL13-1682894　BC　Ａ・ビース鳩舎作オリンピックミスハイジェ号弟×イエレマ鳩舎ラノミの娘

種鳩♀1　B14-6058788　B　ﾍﾙﾏﾝｽ&ﾌｸｲﾄﾗ作　A・ﾃﾞﾙｳﾞｧ作翔　ｱﾙｼﾞｪﾝﾄﾝIP5871羽中15位×ｶｰﾆﾊﾞﾙ号孫

種鳩♂3　B06-4044577　B　M・ｱｰﾙﾌﾞﾚﾋﾄ作　サブロン鳩舎ﾄﾞﾘｰﾑｶｯﾌﾟﾙの孫鳩×(ｶｵｰﾙN優勝×同ｶｯﾌﾟﾙ曾孫)

種鳩♀4　10XB00540　BW　四季L作翔700K入賞　両親APﾃﾞｽﾞﾒｯﾄ作　ﾘﾓｰｼﾞｭＮ優勝孫×ﾌﾞｰﾙｼﾞｭNＰ総合優勝

種鳩♂3　B06-4044577　B　M・ｱｰﾙﾌﾞﾚﾋﾄ作　サブロン鳩舎ﾄﾞﾘｰﾑｶｯﾌﾟﾙの孫鳩×(ｶｵｰﾙN優勝×同ｶｯﾌﾟﾙ曾孫)

種鳩♀4　10XB00540　BW　四季L作翔700K入賞　両親APﾃﾞｽﾞﾒｯﾄ作　ﾘﾓｰｼﾞｭＮ優勝孫×ﾌﾞｰﾙｼﾞｭNＰ総合優勝

種鳩♂20　10XB00485　B　四季ﾛﾌﾄ作翔700K10位他　両親E・ﾘﾝﾌﾞﾙｸﾞ作　ラッキー77号直仔×娘(異母兄弟交配)

種鳩♀14　14XB02534　B　四季ﾛﾌﾄ作　両親E・ﾘﾝﾌﾞﾙｸﾞ作　ラッキー77号直仔×ラッキー85号娘

種鳩♂20　10XB00485　B　四季ﾛﾌﾄ作翔700K10位他　両親E・ﾘﾝﾌﾞﾙｸﾞ作　ラッキー77号直仔×娘(異母兄弟交配) サブロン鳩舎

種鳩♀14　14XB02534　B　四季ﾛﾌﾄ作　両親E・ﾘﾝﾌﾞﾙｸﾞ作　ラッキー77号直仔×ラッキー85号娘 ラッキー77号3重近親

種鳩♂12　Dﾖﾝｸﾞｸﾗﾝﾊﾟｰ号　11XB09208　BC　四季ﾛﾌﾄ作純ヤンセン系　ド・クランパー号直仔×ド・クランパー号娘 純ヤンセン系

種鳩♀8　ﾍﾞﾙ・ﾌｧﾝ・ｸﾗﾝﾊﾟｰ号　09XB-04320　BC　四季Ｌ作純ヤンセン系　ド・クランパー号直仔×ド・クランパー娘 (全兄弟交配の直仔)

種鳩♂9　Dｷﾝｸﾞ号　10XB00418　B　四季ﾛﾌﾄ作　ﾙ・ﾎﾞﾝﾌﾞﾙｰ号マルセイユIN20721羽中総合2位×ﾗｯｷｰ77号の娘 ﾍﾞﾙｷﾞｰ宮下鳩舎

種鳩♀16　四季91号　13XB-04291　B　四季ﾛﾌﾄ作　両親ﾍﾞﾙｷﾞｰ宮下作　ボンブルー3号×ボンブルー28号 ﾎﾞﾝﾌﾞﾙｰ号3重近親孫

種鳩♂9　Dｷﾝｸﾞ号　10XB00418　B　四季ﾛﾌﾄ作　ﾙ・ﾎﾞﾝﾌﾞﾙｰ号マルセイユIN20721羽中総合2位×ﾗｯｷｰ77号の娘 ﾍﾞﾙｷﾞｰ宮下鳩舎

種鳩♀16　四季91号　13XB-04291　B　四季ﾛﾌﾄ作　両親ﾍﾞﾙｷﾞｰ宮下作　ボンブルー3号×ボンブルー28号 ﾎﾞﾝﾌﾞﾙｰ号3重近親孫

種鳩♂23　11XB-09468　BPW　四季ﾛﾌﾄ作　純マルセリス系　スプリント号直仔×スプリント号娘(異母兄弟交配)　 純マルセリス系

種鳩♀17　09XB03539　B　四季ﾛﾌﾄ作　純マルセリス系　スプリント号直仔×スプリント号娘(異母兄弟交配)　 (全兄弟交配の直仔)

種鳩♂23　11XB-09468　BPW　四季ﾛﾌﾄ作　純マルセリス系　スプリント号直仔×スプリント号娘(異母兄弟交配)　 純マルセリス系

種鳩♀17　09XB03539　B　四季ﾛﾌﾄ作　純マルセリス系　スプリント号直仔×スプリント号娘(異母兄弟交配)　 (全兄弟交配の直仔)

保鳩♂21　D232号15XB-01232　BW　P四季L作　両親APﾃﾞｽﾞﾒｯﾄ作　ﾘﾓｰｼﾞｭN優勝兄弟×ﾌﾞｰﾙｼﾞNP総合優勝 純APﾃﾞｽﾞﾒｯﾄ系

種鳩♀5　11XB-09340　BPW　四季ﾛﾌﾄ作　両親APﾃﾞｽﾞﾒｯﾄ作　ﾘﾓｰｼﾞｭN優勝兄弟×ﾌﾞｰﾙｼﾞNP総合優勝 (全兄弟交配の直仔)

保鳩♂21　D232号15XB-01232　BW　P四季L作　両親APﾃﾞｽﾞﾒｯﾄ作　ﾘﾓｰｼﾞｭN優勝兄弟×ﾌﾞｰﾙｼﾞNP総合優勝 純APﾃﾞｽﾞﾒｯﾄ系

種鳩♀5　11XB-09340　BPW　四季ﾛﾌﾄ作　両親APﾃﾞｽﾞﾒｯﾄ作　ﾘﾓｰｼﾞｭN優勝兄弟×ﾌﾞｰﾙｼﾞNP総合優勝 (全兄弟交配の直仔)

種鳩♂１　ド８９４号　NL13-1682894　BC　Ａ・ビース鳩舎作オリンピックミスハイジェ号弟×イエレマ鳩舎ラノミの娘

種鳩♀1　B14-6058788　B　ﾍﾙﾏﾝｽ&ﾌｸｲﾄﾗ作　A・ﾃﾞﾙｳﾞｧ作翔　ｱﾙｼﾞｪﾝﾄﾝIP5871羽中15位×ｶｰﾆﾊﾞﾙ号孫

種鳩♂12　Dﾖﾝｸﾞｸﾗﾝﾊﾟｰ号　11XB09208　BC　四季ﾛﾌﾄ作純ヤンセン系　ド・クランパー号直仔×ド・クランパー号娘 純ヤンセン系

種鳩♀8　ﾍﾞﾙ・ﾌｧﾝ・ｸﾗﾝﾊﾟｰ号　09XB-04320　BC　四季Ｌ作純ヤンセン系　ド・クランパー号直仔×ド・クランパー娘 (全兄弟交配の直仔)

種鳩♂12　Dﾖﾝｸﾞｸﾗﾝﾊﾟｰ号　11XB09208　BC　四季ﾛﾌﾄ作純ヤンセン系　ド・クランパー号直仔×ド・クランパー号娘 純ヤンセン系

種鳩♀8　ﾍﾞﾙ・ﾌｧﾝ・ｸﾗﾝﾊﾟｰ号　09XB-04320　BC　四季Ｌ作純ヤンセン系　ド・クランパー号直仔×ド・クランパー娘 (全兄弟交配の直仔)

種鳩♂15　D・ｸﾗｲﾈﾝ88号　11XB-09388　S　四季Ｌ作　両親フロリゾーネ作　ｸﾗｲﾈ・ﾃﾞｨﾃﾞｨ直仔×ﾓﾙﾅｰﾙ直仔

種鳩♀2　B10-4230014　B　A・ｺﾙﾌﾞﾗﾝﾄ作純フロリゾーネ系　ﾊﾞﾙｾﾛﾅR367羽中優勝×イルンＮ総合優勝全姉妹

種鳩♂15　D・ｸﾗｲﾈﾝ88号　11XB-09388　S　四季Ｌ作　両親フロリゾーネ作　ｸﾗｲﾈ・ﾃﾞｨﾃﾞｨ直仔×ﾓﾙﾅｰﾙ直仔

種鳩♀2　B10-4230014　B　A・ｺﾙﾌﾞﾗﾝﾄ作純フロリゾーネ系　ﾊﾞﾙｾﾛﾅR367羽中優勝×イルンＮ総合優勝全姉妹

種鳩♂１　ド８９４号　NL13-1682894　BC　Ａ・ビース鳩舎作オリンピックミスハイジェ号弟×イエレマ鳩舎ラノミの娘

種鳩♀1　B14-6058788　B　ﾍﾙﾏﾝｽ&ﾌｸｲﾄﾗ作　A・ﾃﾞﾙｳﾞｧ作翔　ｱﾙｼﾞｪﾝﾄﾝIP5871羽中15位×ｶｰﾆﾊﾞﾙ号孫

種鳩♂20　10XB00485　B　四季ﾛﾌﾄ作翔700K10位他　両親E・ﾘﾝﾌﾞﾙｸﾞ作　ラッキー77号直仔×娘(異母兄弟交配) サブロン鳩舎

種鳩♀14　14XB02534　B　四季ﾛﾌﾄ作　両親E・ﾘﾝﾌﾞﾙｸﾞ作　ラッキー77号直仔×ラッキー85号娘 ラッキー77号3重近親

種鳩♂20　10XB00485　B　四季ﾛﾌﾄ作翔700K10位他　両親E・ﾘﾝﾌﾞﾙｸﾞ作　ラッキー77号直仔×娘(異母兄弟交配) サブロン鳩舎

種鳩♀14　14XB02534　B　四季ﾛﾌﾄ作　両親E・ﾘﾝﾌﾞﾙｸﾞ作　ラッキー77号直仔×ラッキー85号娘 ラッキー77号3重近親

種鳩♂15　D・ｸﾗｲﾈﾝ88号　11XB-09388　S　四季Ｌ作　両親フロリゾーネ作　ｸﾗｲﾈ・ﾃﾞｨﾃﾞｨ直仔×ﾓﾙﾅｰﾙ直仔

種鳩♀2　B10-4230014　B　A・ｺﾙﾌﾞﾗﾝﾄ作純フロリゾーネ系　ﾊﾞﾙｾﾛﾅR367羽中優勝×イルンＮ総合優勝全姉妹
純フロリゾーネ系

成28 １７ＸＢ０７５５８ Ｂ ？ 同　　上

成29 １７ＸＢ０７５７０ Ｂ ？ 同　　上

成26 １７ＸＢ０７５５５ BC ？ 同　　上

成27 １７ＸＢ０７５５７ Ｂ ？ 同　　上

成25 １７ＸＢ０７５５４ BLKC ？ 同　　上 純フロリゾーネ系

成24 １７ＸＢ０７５５３ Ｓ ？ 同　　上 純フロリゾーネ系

成22 １７ＸＢ０７５５１ BC ？ 同　　上

成23 １７ＸＢ０７５５２ BC ？ 同　　上

成21 １７ＸＢ０７５５０ ？ 同　　上

成１9 １７ＸＢ０７５４６ ＢＰＷ ？ 同　　上

成20 １７ＸＢ０７５４７ ＢＰＷ ？ 同　　上

成１7 １７ＸＢ０７５４４ ＢＷ ？ 同　　上

成１8 １７ＸＢ０７５４５ ？ 同　　上

成１5 １７ＸＢ０７５４２ Ｂ ？ 同　　上

成１6 １７ＸＢ０７５４３ Ｂ ？ 同　　上

成１3 １７ＸＢ０７５１９ ？ 同　　上

成１4 １７ＸＢ０７５２０ Ｂ ？ 同　　上

成１2 １７ＸＢ０７５１８ B ？ 同　　上 所有権証粉失

成１1 １７ＸＢ０７５１７ B ？ 同　　上

成１0 １７ＸＢ０７５１６ B ？ 同　　上

成9 １７ＸＢ０７５１５ B ？ 同　　上

成8 １７ＸＢ０７５１４ B ？ 同　　上

成6 １７ＸＢ０７５１２ ＢＰＷ ？ 同　　上

成7 １７ＸＢ０７５１３ ＢＰＷ ？ 同　　上

成4 １７ＸＢ０７５１０ B ？ 同　　上

成5 １７ＸＢ０７５１１ B ？ 同　　上

成3 １７ＸＢ０７５０６ BC ？ 同　　上 純ﾌﾟﾛｽ・ﾛｰｻﾞﾝ系

成１ １６ＸＢ１０５２３ ？

成2 １６ＸＢ１０５３３ ？ 同　　上

「明石鳩舎トータルオークション出品成鳩一覧表」

No. 脚環番号 羽色 性 作出者 備考

♀24 １５ＸＢ０１３５０ ＢＣＷ ♀

※　16年及び17年作出鳩は、レースにも参加せず、種鳩にも使用しないで選手鳩舎で過ごしていた為に性別の把握が出来ておりません。

兄弟１０００Ｋｼﾝｸﾞﾙ

♀23 １５ＸＢ０１３５１ ＢＣＷ ♀

♀21 １３ＸＢ０４３４５ ＢＬＫＣ ♀

♀22 ０９ＸＢ０４１４５ Ｇ ♀ 四季ロフト作

♀19 １３ＸＢ０４３２７ ＢＷ ♀ 純マルセリス系

♀20 １３ＸＡ０４４４５ ＢＷ ♀

♀17 ０９ＸＢ０３５３９ Ｂ ♀ 純マルセリス系

♀18 １２ＸＢ０５０１２ ＢＰＷ ♀ 純マルセリス系

♀15 １４ＸＢ０４２４４ Ｂ ♀

♀16 Ｂ ♀

♀14 １４ＸＢ０５２３４ ＢＣ ♀


