「長谷 賢二鳩舎 トータルオークション出品 若鳩一覧表」
※ １８年作出鳩。

No.
若１

父親)
母親)
種鳩♂４ １２-６２２ Ｂ 長谷作 兄／ペンシル９９ 稚内ＧＮ総合１５位（ヨング・・サクラオー８４３×アイアン稚内レディー）
長谷賢二 作翔
種鳩♀３ ０９-１９３６ Ｂ 長谷作翔 ＧＰ７００㌔８２８羽中４９位，稚内ＧＮ１１００㌔２６４羽中４０位・連盟８位（フォードマン孫)

脚環番号

羽色

性

１８-ＤＡ２６８５２

Ｂ

♀

Ｂ

♂

長谷賢二 作翔

種鳩♂４ １２-６２２ Ｂ 長谷作 兄／ペンシル９９ 稚内ＧＮ総合１５位（ヨング・・サクラオー８４３×アイアン稚内レディー）
種鳩♀３ ０９-１９３６ Ｂ 長谷作翔 ＧＰ７００㌔８２８羽中４９位，稚内ＧＮ１１００㌔２６４羽中４０位・連盟８位（フォードマン孫)

Ｂ

♀

長谷賢二 作翔

種鳩♂１５ １５-２０８５１ Ｂ 長谷作 種鳩（稚内ＧＮ１１００㌔総合２位の父×稚内ＧＮ当日総合４位，ＧＰ総合優勝の母）
種鳩♀５ フレンダ― ＰＢ 長谷作翔 ＧＰ７００㌔総合１７位，稚内ＧＮ１１００㌔総合３６位（スリム稚内×ピレネケ ＡＰ８位）

Ｂ

♀

種鳩♂２ ０９-ペンシル９９ ＰＢ 長谷作翔 １０春ＧＰ７００㌔８２８羽中３７位，１２春稚内ＧＮ１１００㌔２６４羽中１５位
長谷賢二 作翔
種鳩♀１１ １２-６４４ Ｂ 長谷作 姉妹／サマンサ 北陸ブロックＧＰ７００㌔総合優勝 （ド・６５×０５-１８１４ Ｒｇ１２位）

代表鳩ペンシル９９直娘

ＰＢ

♀

長谷賢二 作翔

種鳩♂２ ０９-ペンシル９９ ＰＢ 長谷作翔 １０春ＧＰ７００㌔８２８羽中３７位，１２春稚内ＧＮ１１００㌔２６４羽中１５位
種鳩♀１１ １２-６４４ Ｂ 長谷作 姉妹／サマンサ 北陸ブロックＧＰ７００㌔総合優勝 （ド・６５×０５-１８１４ Ｒｇ１２位）

代表鳩ペンシル９９直娘

１８-ＤＡ２６８５８ ＢＣＰ ♂

長谷賢二 作翔

種鳩♂１３ １５-２０８３１ ＢＷ 長谷作 （稚内ＧＮ１１００㌔総合２位の父×稚内ＧＮ１１００㌔総合４位，ＧＰ総合優勝の母）
種鳩♀１０ １２-６９１ ＢＣＷ 長谷作翔 Ｒｇ４００㌔総合優勝，ＧＰ７００㌔連盟１６位 姉／稚内ＧＮ１１００㌔総合優勝

作出者

備考（血統，兄弟翔歴など）

翔歴）２００㌔訓練帰還
若2

１８-ＤＡ２６８５３
翔歴）２００㌔訓練帰還

若３

１８-ＤＡ２６８５５
翔歴）２００㌔訓練帰還

若４

１８-ＤＡ２６８５６

フレンダ―（５代連続稚内１１００Ｋ）
直娘鳩

翔歴）２００㌔訓練帰還
若５

１８-ＤＡ２６８５７

翔歴）２００㌔訓練帰還
若６

翔歴）２００㌔訓練帰還
若７

Ｂ

♀

長谷賢二 作翔

１０-１０１７ Ｂ 長谷作翔 地区Ｎ６００㌔２６位，７００㌔１５位，稚内ＧＮ１１００㌔総合３０位（ド・６５×三姉妹-３ 最高鳩）
１３-１２３４ Ｂ 長谷作 種鳩（稚内ＧＮ１１００㌔総合２位，桜花賞総合優勝の父×アイアン稚内レディー ＧＮ総合１９位）

Ｂ

♀

長谷賢二 作翔

１０-１０１７ Ｂ 長谷作翔 地区Ｎ６００㌔２６位，７００㌔１５位，稚内ＧＮ１１００㌔総合３０位（ド・６５×三姉妹-３ 最高鳩）
１３-１２３４ Ｂ 長谷作 種鳩（稚内ＧＮ１１００㌔総合２位，桜花賞総合優勝の父×アイアン稚内レディー ＧＮ総合１９位）

Ｂ

♀

長谷賢二 作翔

種鳩♂１１ １４-３７２７８ Ｂ 長谷作 （０６-Ｂ 稚内ＧＮ１１００㌔総合２位，桜花賞９００㌔優勝の父×ＧＰ総合優勝の母）
種鳩♀１２ １２-６８３ Ｂ 長谷作 種鳩（スリム稚内 稚内ＧＮ１１００㌔連盟９位×三姉妹-３ 姉／ジャンプエース他）

ＢＷ

♀

長谷賢二 作翔

種鳩♂５ １２-６４１ ＢＷ 長谷作翔 ＧＰ７００㌔連盟８位 姉／北陸ブロック稚内ＧＮ１１００㌔当日総合優勝
種鳩♀５２ １７-２４１４２ ＤＢ 長谷作翔 ６００㌔（ムサシ 兄姉／ＧＰ，地区Ｎ，桜花賞各総合優勝×稚内ゴーデンラボ）

Ｂ

♀

長谷賢二 作翔

種鳩♂３ １０-１０２１ Ｂ 長谷作翔 桜花賞総合優勝・北陸ＣＨ９００㌔４０９羽中総合５位，稚内ＧＮ１１００㌔連盟11位
１１-２２１３ ＢＣ 長谷作翔 ＧＰ７００㌔連盟１６位，稚内ＧＮ１１００㌔総合７４位・連盟１３位（０３-スリム稚内×０７-７８８）

Ｂ

♀

長谷賢二 作翔

種鳩♂１４ １５-２０８４７ Ｂ 長谷作翔 ６００㌔ （０９-ペンシル９９ ＧＰ総合３７位，ＧＮ総合１５位×稚内ゴーデンラボ）
種鳩♀１７ １３-１２２３ Ｂ 長谷作 種鳩（ヨング・サクラオー８４３ 桜花賞１０位×三姉妹エース 地区Ｎ６００㌔総合２位）

１８-ＤＡ２６８６９ ＤＢＷ ♀

長谷賢二 作翔

１７-２４１３２ Ｂ 長谷作翔 （ムサシ 兄姉／ＧＰ，地区Ｎ，桜花賞各総合優勝×稚内ゴーデンラボ 稚内ＧＮ当日総合優勝）
種鳩♀２９ １４-３７２９４ ＢＣ 長谷作翔 ６００㌔ 姉／稚内ＧＮ１１００㌔総合優勝（フォードマン ＧＮ総合４位×０７-７３３）

長谷賢二 作翔

種鳩♂２０ １６-２２７３５ ＢＣ 長谷作翔 ４００㌔ （フォードマン 稚内ＧＮ当日総合４位×０７-７８８ スーパー・カップル娘）
１２-０６３２ ＤＢ 長谷作翔 地区Ｎ５００㌔総合９位，ＧＰ７００㌔総合２０位・連盟１位（稚内ＧＮ総合２５位×桜花賞１７位）

１８-ＤＡ２６８５９
翔歴）２００㌔訓練帰還

若８

１８-ＤＡ２６８６０
翔歴）２００㌔訓練帰還

若９

１８-ＤＡ２６８６１
翔歴）２００㌔訓練帰還

若１０

１８-ＤＡ２６８６４

翔歴）２００㌔訓練帰還
若１１

１８-ＤＡ２６８６６
翔歴）２００㌔訓練帰還

若１２

１８-ＤＡ２６８６７
翔歴）２００㌔訓練帰還

若１３

翔歴）２００㌔訓練帰還
若１４

１８-ＤＡ２６８７０ ＢＣＷ ♀
翔歴）２００㌔訓練帰還

若１５

１８-ＤＡ２６８７４

Ｂ

♀

長谷賢二 作翔

種鳩♂７ １２-６７８ Ｂ 長谷作翔 地区Ｎ６００㌔１２位，ＧＰ７００㌔当日１０位 姉／ＧＰ北陸ブロック総合優勝（父／ド・６５）
１３-１２７２ Ｂ 長谷作 直仔／７００㌔連盟優勝（０４-ダイヤモンド・ラボ Ｒｇ，地区Ｎ各総合優勝の父×稚内ラボの直娘）

Ｂ

♀

長谷賢二 作翔

種鳩♂７ １２-６７８ Ｂ 長谷作翔 地区Ｎ６００㌔１２位，ＧＰ７００㌔当日１０位 姉／ＧＰ北陸ブロック総合優勝（父／ド・６５）
１３-１２７２ Ｂ 長谷作 直仔／７００㌔連盟優勝（０４-ダイヤモンド・ラボ Ｒｇ，地区Ｎ各総合優勝の父×稚内ラボの直娘）

翔歴）２００㌔訓練帰還
若１６

１８-ＤＡ２６８７５
翔歴）２００㌔訓練帰還

桜花賞総合優勝の直娘鳩

若１７

１８-ＤＡ２６８７７

ＢＰ

１２-ムサシ ＤＢ 長谷作 兄弟／沼田桜花賞優勝，稚内ＧＮ総合２０位（ダイヤモンド・ラボ 中島作）×（ド・５５×シロⅡ）
種鳩♀８ １０-稚内ゴーデン・ラボ Ｂ 長谷作翔 Ｒｇ４００㌔１４位，ＣＨ９００㌔４１位，稚内ＧＮ１１００㌔当日総合優勝

♀

長谷賢二 作翔

♀

１７-２４１４５ ＢＷ 長谷作翔 ２５０㌔ （０６-Ｂ 直仔／稚内ＧＮ１１００㌔二羽×０５-８１４ 直仔／ＧＰ７００㌔総合優勝）
長谷賢二 作翔
種鳩♀６ ミス稚内ラボ ＢＣ 長谷作翔 桜花賞２位・北陸ＣＨ９００㌔４０９羽中総合１８位，稚内ＧＮ１１００㌔総合１６位

♀

種鳩♂１ Ｂ１１-ゲシェルプト・ゾーン・ハルク ＢＣ Ｃ．ヘベレクト作（Ｂ０４-ハルク×アクセル 長距離ＡＰ賞１位の直娘）
長谷賢二 作翔
種鳩♀１８ １３-１２８６ Ｂ 長谷作（０５-Ｂ 直仔／地区Ｎ総合優勝，稚内ＧＮ総合１５位×三姉妹エース 地区Ｎ総合２位）

Ｃ．ヘベレクト血統

♀

長谷賢二 作翔

種鳩♂１ Ｂ１１-ゲシェルプト・ゾーン・ハルク ＢＣ Ｃ．ヘベレクト作（Ｂ０４-ハルク×アクセル 長距離ＡＰ賞１位の直娘）
種鳩♀１８ １３-１２８６ Ｂ 長谷作（０５-Ｂ 直仔／地区Ｎ総合優勝，稚内ＧＮ総合１５位×三姉妹エース 地区Ｎ総合２位）

Ｃ．ヘベレクト血統

Ｂ

♀

長谷賢二 作翔

種鳩♂４ １２-６２２ Ｂ 長谷作 兄／ペンシル９９ 稚内ＧＮ総合１５位（ヨング・・サクラオー８４３×アイアン稚内レディー）
種鳩♀３ ０９-１９３６ Ｂ 長谷作翔 ＧＰ７００㌔８２８羽中４９位，稚内ＧＮ１１００㌔２６４羽中４０位・連盟８位（フォードマン孫)

Ｂ

♂

長谷賢二 作翔

種鳩♂４ １２-６２２ Ｂ 長谷作 兄／ペンシル９９ 稚内ＧＮ総合１５位（ヨング・・サクラオー８４３×アイアン稚内レディー）
種鳩♀３ ０９-１９３６ Ｂ 長谷作翔 ＧＰ７００㌔８２８羽中４９位，稚内ＧＮ１１００㌔２６４羽中４０位・連盟８位（フォードマン孫)

ＢＷ

♂

長谷賢二 作翔

種鳩♂１３ １５-２０８３１ ＢＷ 長谷作 （稚内ＧＮ１１００㌔総合２位の父×稚内ＧＮ１１００㌔総合４位，ＧＰ総合優勝の母）
種鳩♀１０ １２-６９１ ＢＣＷ 長谷作翔 Ｒｇ４００㌔総合優勝，ＧＰ７００㌔連盟１６位 姉／稚内ＧＮ１１００㌔総合優勝

♂

長谷賢二 作翔

１２-ムサシ ＤＢ 長谷作 兄弟／沼田桜花賞優勝，稚内ＧＮ総合２０位（ダイヤモンド・ラボ 中島作）×（ド・５５×シロⅡ）
種鳩♀８ １０-稚内ゴーデン・ラボ Ｂ 長谷作翔 Ｒｇ４００㌔１４位，ＣＨ９００㌔４１位，稚内ＧＮ１１００㌔当日総合優勝

♂

１２-ムサシ ＤＢ 長谷作 兄弟／沼田桜花賞優勝，稚内ＧＮ総合２０位（ダイヤモンド・ラボ 中島作）×（ド・５５×シロⅡ）
長谷賢二 作翔
種鳩♀８ １０-稚内ゴーデン・ラボ Ｂ 長谷作翔 Ｒｇ４００㌔１４位，ＣＨ９００㌔４１位，稚内ＧＮ１１００㌔当日総合優勝

♀

種鳩♂３ １０-１０２１ Ｂ 長谷作翔 桜花賞総合優勝・北陸ＣＨ９００㌔４０９羽中総合５位，稚内ＧＮ１１００㌔連盟11位
長谷賢二 作翔
１１-２２１３ ＢＣ 長谷作翔 ＧＰ７００㌔連盟１６位，稚内ＧＮ１１００㌔総合７４位・連盟１３位（０３-スリム稚内×０７-７８８）

翔歴）２００㌔訓練帰還
若１８

１８-ＤＡ２６８７８

・４代連続稚内１１００Ｋ）直娘鳩

Ｂ

翔歴）２００㌔訓練帰還
若１９

１８-ＤＡ２６８８２

稚内ゴーデンラボ（稚内ＧＮ総合優勝
稚内ゴーデンラボ（稚内ＧＮ総合優勝
・４代連続稚内１１００Ｋ）直娘鳩

ＢＣ

翔歴）２００㌔訓練帰還
若２０

１８-ＤＡ２６８８３

ＢＣ

翔歴）２００㌔訓練帰還
若２１

１８-ＤＡ２６８８４
翔歴）２００㌔訓練帰還

若２２

１８-ＤＡ２６８８５
翔歴）２００㌔訓練帰還

若２３

１８-ＤＡ２６８８６

翔歴）２００㌔訓練帰還
若２４

１８-ＤＡ２６８８８

Ｂ

翔歴）２００㌔訓練帰還
若２５

１８-ＤＡ２６８８９

・４代連続稚内１１００Ｋ）直娘鳩

Ｂ

翔歴）２００㌔訓練帰還
若２６

１８-ＤＡ２６８９６

稚内ゴーデンラボ（稚内ＧＮ総合優勝
稚内ゴーデンラボ（稚内ＧＮ総合優勝
・４代連続稚内１１００Ｋ）直娘鳩

ＢＣ

※性別記載なし

桜花賞総合優勝の直娘鳩

翔歴）２００㌔訓練帰還
若２７

１８-ＤＡ２６８９７ ＢＣＷ ♂

長谷賢二 作翔

種鳩♂２０ １６-２２７３５ ＢＣ 長谷作翔 ４００㌔ （フォードマン 稚内ＧＮ当日総合４位×０７-７８８ スーパー・カップル娘）
１２-０６３２ ＤＢ 長谷作翔 地区Ｎ５００㌔総合９位，ＧＰ７００㌔総合２０位・連盟１位（稚内ＧＮ総合２５位×桜花賞１７位）

翔歴）２００㌔訓練帰還
若２８

Ｂ

♂

長谷賢二 作翔

１０-１０１７ Ｂ 長谷作翔 地区Ｎ６００㌔２６位，７００㌔１５位，稚内ＧＮ１１００㌔総合３０位（ド・６５×三姉妹-３ 最高鳩）
１３-１２３４ Ｂ 長谷作 種鳩（稚内ＧＮ１１００㌔総合２位，桜花賞総合優勝の父×アイアン稚内レディー ＧＮ総合１９位）

Ｂ

♀

長谷賢二 作翔

１０-１０１７ Ｂ 長谷作翔 地区Ｎ６００㌔２６位，７００㌔１５位，稚内ＧＮ１１００㌔総合３０位（ド・６５×三姉妹-３ 最高鳩）
１３-１２３４ Ｂ 長谷作 種鳩（稚内ＧＮ１１００㌔総合２位，桜花賞総合優勝の父×アイアン稚内レディー ＧＮ総合１９位）

Ｂ

♂

長谷賢二 作翔

種鳩♂１４ １５-２０８４７ Ｂ 長谷作翔 ６００㌔ （０９-ペンシル９９ ＧＰ総合３７位，ＧＮ総合１５位×稚内ゴーデンラボ）
種鳩♀１７ １３-１２２３ Ｂ 長谷作 種鳩（ヨング・サクラオー８４３ 桜花賞１０位×三姉妹エース 地区Ｎ６００㌔総合２位）

Ｂ

♂

長谷賢二 作翔

種鳩♂１４ １５-２０８４７ Ｂ 長谷作翔 ６００㌔ （０９-ペンシル９９ ＧＰ総合３７位，ＧＮ総合１５位×稚内ゴーデンラボ）
種鳩♀１７ １３-１２２３ Ｂ 長谷作 種鳩（ヨング・サクラオー８４３ 桜花賞１０位×三姉妹エース 地区Ｎ６００㌔総合２位）

ＢＷ

♂

長谷賢二 作翔

０８-１２６９ ＢＷ 長谷作翔 Ｒｇ４００㌔５１５羽中５位，地区Ｎ６００㌔総合優勝（ヨング・サクラオー８４３×ジャンプエース）
１６-２２７１７ ＢＷ 長谷作 種鳩（０６-Ｂ 稚内ＧＮ総合２位，桜花賞総合優勝の父×０５-Ｂ 稚内ＧＮ総合４位，７位の母）

Ｂ

♀

長谷賢二 作翔

種鳩♂１１ １４-３７２７８ Ｂ 長谷作 （０６-Ｂ 稚内ＧＮ１１００㌔総合２位，桜花賞９００㌔優勝の父×ＧＰ総合優勝の母）
種鳩♀１２ １２-６８３ Ｂ 長谷作 種鳩（スリム稚内 稚内ＧＮ１１００㌔連盟９位×三姉妹-３ 姉／ジャンプエース他）

？

？

長谷賢二 作翔

種鳩♂１１ １４-３７２７８ Ｂ 長谷作 （０６-Ｂ 稚内ＧＮ１１００㌔総合２位，桜花賞９００㌔優勝の父×ＧＰ総合優勝の母）
種鳩♀１２ １２-６８３ Ｂ 長谷作 種鳩（スリム稚内 稚内ＧＮ１１００㌔連盟９位×三姉妹-３ 姉／ジャンプエース他）

長谷賢二 作翔

１７-２４１４５ ＢＷ 長谷作翔 ２５０㌔ （０６-Ｂ 直仔／稚内ＧＮ１１００㌔二羽×０５-８１４ 直仔／ＧＰ７００㌔総合優勝）
種鳩♀６ ミス稚内ラボ ＢＣ 長谷作翔 桜花賞２位・北陸ＣＨ９００㌔４０９羽中総合１８位，稚内ＧＮ１１００㌔総合１６位

１８-ＤＡ２６８９９
翔歴）２００㌔訓練帰還

若２９

１８-ＤＡ２６９００
翔歴）２００㌔訓練帰還

若３０

１８-ＤＡ４０５２１
翔歴）２００㌔訓練帰還

若３１

１８-ＤＡ４０５２２
翔歴）２００㌔訓練帰還

若３２

１８-ＤＡ４０５２４

翔歴）２００㌔訓練帰還
若３３

１８-ＤＡ４０５２５
翔歴）２００㌔訓練帰還

若３４

１８-ＤＡ４０５２６

←

翔歴）２００㌔訓練帰還
若３５

１８-ＤＡ４０５２７

ＢＣ

翔歴）２００㌔訓練帰還

♂

稚内ゴーデンラボ（稚内ＧＮ総合優勝
・４代連続稚内１１００Ｋ）直娘鳩

羽色・性別が未記入

若３６

Ｂ

♂

長谷賢二 作翔

０８-１２２３ Ｂ 長谷作翔 地区Ｎ３１６羽中５位，沼田桜花賞９０羽中７位 直仔／会長賞（ド・６５×三姉妹-３ 最高種鳩）
１１-２３１４ Ｂ 長谷作 種鳩 父／稚内ラボ Ｂ 長谷作翔 会長賞，ＣＨ９００㌔総合７位，稚内ＧＮ１１００㌔総合２０位

ＢＰ

♀

長谷賢二 作翔

１２-ムサシ ＤＢ 長谷作 兄弟／沼田桜花賞優勝，稚内ＧＮ総合２０位（ダイヤモンド・ラボ 中島作）×（ド・５５×シロⅡ）
種鳩♀８ １０-稚内ゴーデン・ラボ Ｂ 長谷作翔 Ｒｇ４００㌔１４位，ＣＨ９００㌔４１位，稚内ＧＮ１１００㌔当日総合優勝

♂

１２-ムサシ ＤＢ 長谷作 兄弟／沼田桜花賞優勝，稚内ＧＮ総合２０位（ダイヤモンド・ラボ 中島作）×（ド・５５×シロⅡ）
長谷賢二 作翔
種鳩♀８ １０-稚内ゴーデン・ラボ Ｂ 長谷作翔 Ｒｇ４００㌔１４位，ＣＨ９００㌔４１位，稚内ＧＮ１１００㌔当日総合優勝

１８-ＤＡ４０５２８
翔歴）２００㌔訓練帰還

若３６

１８-ＤＡ４０５２９

翔歴）２００㌔訓練帰還
若３8

１８-ＤＡ４０５３０
翔歴）２００㌔訓練帰還

稚内ゴーデンラボ（稚内ＧＮ総合優勝
・４代連続稚内１１００Ｋ）直娘鳩

Ｂ

稚内ゴーデンラボ（稚内ＧＮ総合優勝
・４代連続稚内１１００Ｋ）直娘鳩

