「西條光明鳩舎 トータルオークション出品 若鳩一覧表」
No.

脚環番号

羽色 性

作出者

若１ １８-ＰＨ０６９３５

ＲＣ

♂

西條光明 作

１８-ＰＨ０６９５９

ＤＣ

♂

西條光明 作

若３ １８-ＰＨ０６９６１

ＢＣ

♀

西條光明 作

若４ １８-ＰＨ０６９６４

ＢＣ

♀

西條光明 作

若５ １８-ＰＨ０６９６５

ＲＣ

♀

西條光明 作

若６ １８-ＰＨ０６９６９

ＢＣ

♀

西條光明 作

若７ １８-ＰＨ０６９７２

ＲＣ

♀

西條光明 作

若８ １８-ＰＨ０６９７４

ＢＰ

♀

西條光明 作

若９ １８-ＰＨ０６９７９ ＢＣＷ ♀

西條光明 作

若2

若１０ １８-ＰＨ０６９９９

ＢＣ

♀

西條光明 作

若１１ １８-ＰＨ０７０１７

ＢＣ

♂

西條光明 作

若１２ １８-ＰＨ０７０１８

ＢＣ

♀

西條光明 作

若１３ １８-ＰＨ０７０２１

ＢＣ

♂

西條光明 作

若１４ １８-ＰＨ０７０２２

ＢＣ

♂

西條光明 作

若１５ １８-ＰＨ０７０２３

Ｂ

♂

西條光明 作

若１６ １８-ＰＨ０７０２５

ＢＣ

♀

西條光明 作

若１７ １８-ＰＨ０７０２９

Ｂ

♀

西條光明 作

若１８ １８-ＰＨ０７０３０

Ｂ

♀

西條光明 作

若１９ １８-ＰＨ０７０３１

ＢＣ

♀

西條光明 作

若２０ １８-ＰＨ０７０３２

ＢＣ

♂

西條光明 作

若２１ １８-ＰＨ０７０３３

ＢＣ

♀

西條光明 作

若２２ １８-ＰＨ０７０３４

ＢＣ

♂

西條光明 作

※ １８年作出鳩。
父親)
母親)
種鳩♂１１ １２-０６０２８ （代表鳩リーカス 直系／活躍鳩多数輩出×ラ・０３３ 西條作翔 ９００㌔桜花賞総合優勝）
種鳩♀１ ０７-０３９０８ ＲＣ 西條作 純デズメット＆マタイス系 直仔／地区Ｎ総合優勝他（マロンⅡ×ドーター・ゲリット）
種鳩♂３０ １７-０９７９９ ＢＬＫＣ 西條作 異母兄弟／ＧＰ８００㌔総合優勝，桜花賞９００㌔総合優勝，最優秀鳩賞１位
種鳩♀２０ １４-３９８８７ ＢＣＷ 西條作 異母兄弟／地区Ｎ６００㌔総合優勝 異父兄弟／Ｒｇ５００㌔総合２位，４位
種鳩♂７ ヨング・リーカス 西條作（代表鳩リーカス 直系／活躍鳩多数×汐見９００㌔桜花賞総合優勝 孫／総合入賞多）
種鳩♀１４ １２-０５８５２ ＲＣ 純デズメット＆マタイス系（代表種鳩 マロンⅡ × Ｂ０３-ゲリット直娘 Ｒ．Ｄ＆マタイス作）
種鳩♂１１ １２-０６０２８ （代表鳩リーカス 直系／活躍鳩多数輩出×ラ・０３３ 西條作翔 ９００㌔桜花賞総合優勝）
種鳩♀１ ０７-０３９０８ ＲＣ 西條作 純デズメット＆マタイス系 直仔／地区Ｎ総合優勝他（マロンⅡ×ドーター・ゲリット）
種鳩♂１１ １２-０６０２８ （代表鳩リーカス 直系／活躍鳩多数輩出×ラ・０３３ 西條作翔 ９００㌔桜花賞総合優勝）
種鳩♀１ ０７-０３９０８ ＲＣ 西條作 純デズメット＆マタイス系 直仔／地区Ｎ総合優勝他（マロンⅡ×ドーター・ゲリット）
１６-０３８４２ ＢＰ 西條作 異父姉弟／桜花賞９００㌔総合４位（スーパーフライ ＧＰ８００㌔総合優勝×Ｂ０３-ゲリット直娘）
１７-０６９４６ ＢＣ 西條作 純ヤンセン系 （Ｂ０７-パルムドール Ｂ ヤンセン作×Ｂ０９-シャーリケ・０９ ヤンセン作）
種鳩♂５ Ｂ１６-２２０６０９３ ＲＣ Ｋ．ファンロンバイエ作・委託 ベルジアンマスターＦ入賞（ロッセ００１×ロングエース母）
種鳩♀２６ １７-４５ Ｂ 西條作 純ヤンセン系 （Ｂ０７-パルムドール Ｂ ヤンセン作×Ｂ０９-シャーリケ・０９ ヤンセン作）
種鳩♂１５ １４-０３７０１ ＢＣ 西條作（Ｂ０５-ド・ザビル Ｂ Ｎａｔレース５回入賞×Ｂ０９-４３３５７３９ Ｃ．ヘベレクト作）
種鳩♀１９ １４-３９８７７ ＢＰ 西條作（ゴールデン７５５ B A.ビーン作×ラ・０３３ 桜花賞９００㌔当日一羽帰総合優勝）
種鳩♂３５ クライネ・リーカス ＢＣ 西條作翔 地区Ｎ総合８位，ＧＮ稚内１０００㌔連盟１位，連合会最優秀鳩賞２位！
種鳩♀３２ レト・ボルト ＢＣＷ 西條作翔 Ｒｇ８９９羽中総合優勝（銘鳩ヨープ近親孫×ファンドメイレンのヤン・アールデン）
種鳩♀２３ ブロア・ヘレネ 西條作 純ヤンセン系 （Ｂ０７-パルムドール Ｂ ヤンセン作×Ｂ０９-シャーリケ・０９ ヤンセン作）
種鳩♀３ ドホテル・プリンセス０９ ＢＣ ヤンセン作 直仔／Ｒｇ総合シングル３羽他（ラーテ・ブラウェンｖ２０００×プリンセス）
１７-０６９２３ Ｂ 西條作 純クリス・ヘベレクト系（Ｂ０４-Ｃ．ヘベレクト作 異母兄弟／アクセル×西条作 ド・ザビル直娘）
種鳩♀７ Ｂ１１－４０９０１２５ Ｂ Ｃ．ヘベレクト作 孫／５００㌔１位（Ｂ０２-ベン ダックスＮ７１位）×（ジェフ×フランシーヌ）
１７-０６９２３ Ｂ 西條作 純クリス・ヘベレクト系（Ｂ０４-Ｃ．ヘベレクト作 異母兄弟／アクセル×西条作 ド・ザビル直娘）
種鳩♀７ Ｂ１１－４０９０１２５ Ｂ Ｃ．ヘベレクト作 孫／５００㌔１位（Ｂ０２-ベン ダックスＮ７１位）×（ジェフ×フランシーヌ）
種鳩♀２３ ブロア・ヘレネ 西條作 純ヤンセン系 （Ｂ０７-パルムドール Ｂ ヤンセン作×Ｂ０９-シャーリケ・０９ ヤンセン作）
種鳩♀３ ドホテル・プリンセス０９ ＢＣ ヤンセン作 直仔／Ｒｇ総合シングル３羽他（ラーテ・ブラウェンｖ２０００×プリンセス）
種鳩♀２３ ブロア・ヘレネ 西條作 純ヤンセン系 （Ｂ０７-パルムドール Ｂ ヤンセン作×Ｂ０９-シャーリケ・０９ ヤンセン作）
種鳩♀３ ドホテル・プリンセス０９ ＢＣ ヤンセン作 直仔／Ｒｇ総合シングル３羽他（ラーテ・ブラウェンｖ２０００×プリンセス）
Ｂ０５-ド・サビル Ｃ．ヘベレクト作翔 ０６～０９年ナショナルレース５回入賞のチャンピオン！（ツゥドール×リモージュケ）
ヘベレクト７３９ ＢＣ Ｃ．ヘベレクト作 全兄妹／アルジェントンＮ４５７６羽中４６位（パンチョ・キング×長距離ＡＰ賞１位妹）
種鳩♂６ ０７-０３９７４ ＢＣ 西條作 純デズメット＆マタイス系 直仔／地区Ｎ総合優勝他（マロンⅡ×ドーター・ゲリット）
種鳩♀５ Ｂ０９-６０３８２６２ ＢＣ Ｍ．ジェンチェンス作（Ｂ９４-クライネン・エステルオーグ ヤンセン作×Ｂ９５-ヤンセン作）
種鳩♂３ シンディー Ｂ１３-２１５ Ｂ Ｃ．ヘベレクト作・委託 ベルジアンマスターファイナル入賞（パンドンナ×アイク直娘）
種鳩♀２４ １６-０３９３３ Ｂ 西條作（Ｂ０４-Ｂ 異母兄弟／アクセル×Ｂ０９-ヘベレクト７３９ ＢＣ 直仔／Ｒｇ総合５位）
種鳩♂３ シンディー Ｂ１３-２１５ Ｂ Ｃ．ヘベレクト作・委託 ベルジアンマスターファイナル入賞（パンドンナ×アイク直娘）
種鳩♀２４ １６-０３９３３ Ｂ 西條作（Ｂ０４-Ｂ 異母兄弟／アクセル×Ｂ０９-ヘベレクト７３９ ＢＣ 直仔／Ｒｇ総合５位）
種鳩♂４ ゴールデン７５５ Ｂ アルヤン・ビーン作 （ド・ボルドー ＺＬＵ６１１２羽中５位 × ペルギュー３９１６羽中３位）
種鳩♀２３ １６-０３９２６ ＢＣ 西條作（ヨング・イェル Ｃ．ヘベレクト作×ＤＶ０８-ブローキャンプ作 ボルドーＩＮ優勝直娘）
種鳩♂４ ゴールデン７５５ Ｂ アルヤン・ビーン作 （ド・ボルドー ＺＬＵ６１１２羽中５位 × ペルギュー３９１６羽中３位）
種鳩♀２３ １６-０３９２６ ＢＣ 西條作（ヨング・イェル Ｃ．ヘベレクト作×ＤＶ０８-ブローキャンプ作 ボルドーＩＮ優勝直娘）
ＮＬ０５-クライネ・モントバーン Ｂ バーテンブルグ・ファンデメーウ作 半兄弟／モントバーンＮ８５１４羽中６位他
種鳩♀２２ １６-０３７９２ ＢＣ 西條作（クライネ・リーカス 地区Ｎ総合８位，稚内ＧＮ連盟１位×レト・ボルト Ｒｇ総合優勝）
ＮＬ０５-クライネ・モントバーン Ｂ バーテンブルグ・ファンデメーウ作 半兄弟／モントバーンＮ８５１４羽中６位他
種鳩♀２２ １６-０３７９２ ＢＣ 西條作（クライネ・リーカス 地区Ｎ総合８位，稚内ＧＮ連盟１位×レト・ボルト Ｒｇ総合優勝）

備考（血統，兄弟翔歴など）
全姉妹／ナショナル・ペコ
地区Ｎ６００㌔総合優勝
代表鳩リーカス（直仔×孫）近親
異母兄弟／長野連盟会長賞１位
異父兄弟／長野連盟会長賞１位
全姉妹／ナショナル・ペコ
地区Ｎ６００㌔総合優勝
全姉妹／ナショナル・ペコ
地区Ｎ６００㌔総合優勝
全兄弟／Ｒｇ４００㌔総合６位
異母兄弟／伊賀国際委託鳩舎
連合会対抗２００㌔３９位，３００㌔２１位

異母兄弟／地区Ｎ６００㌔総合９位
稚内ＧＮ長野連盟１位×地区Ｎ総合優勝

純ヤンセン血統
異父兄弟の直仔／
地区Ｎ総合２位，４位，桜花賞総合３位二回

異父兄弟の直仔／
地区Ｎ総合２位，４位，桜花賞総合３位二回

純ヤンセン血統
純ヤンセン血統
純クリス・ヘベレクト血統
全姉妹／地区Ｎ６００㌔総合９位
純クリス・ヘベレクト血統
純クリス・ヘベレクト血統

異母兄弟の直仔／
地区Ｎ６００㌔総合優勝，Ｒｇ総合２位二回

異母兄弟の直仔／
地区Ｎ６００㌔総合優勝，Ｒｇ総合２位二回

若２３ １８-ＰＨ０７０３５ ＢＣＰ ♀

西條光明 作

若２４ １８-ＰＨ０７０３７

Ｂ

？

西條光明 作

若２５ １８-ＰＨ０７０３８

ＢＰ

♀

西條光明 作

若２６ １８-ＰＨ０７０３９

Ｂ

♀

西條光明 作

種鳩♂３３ １２-８３６ ＢＣＷ 西条作翔 長野地区連盟品評会長距離クラス一席 （クライネンモントバーン×レト・ボルト）
種鳩♀６ Ｂ０８-３０８８８９７ Ｓ．トーヤ作 （ザトペック ＫＢＤＢ長距離エースピジョン賞２位×Ｂ０４-ファンコペノール作）
種鳩♂１ パルムドール Ｂ ヤンセン作 直仔＆孫／Ｒｇ総合優勝他総合シングル９羽輩出（全兄弟配合の近親種鳩）
種鳩♀4 シャーリケ・０９ ＳＬＴ ヤンセン作 （Ｂ０４-セプテンバーマン ヤンセン作×Ｂ０６-プリンセスの直娘 ヤンセン作）
種鳩♂４ ゴールデン７５５ Ｂ アルヤン・ビーン作 （ド・ボルドー ＺＬＵ６１１２羽中５位 × ペルギュー３９１６羽中３位）
種鳩♀２３ １６-０３９２６ ＢＣ 西條作（ヨング・イェル Ｃ．ヘベレクト作×ＤＶ０８-ブローキャンプ作 ボルドーＩＮ優勝直娘）
種鳩♂４ ゴールデン７５５ Ｂ アルヤン・ビーン作 （ド・ボルドー ＺＬＵ６１１２羽中５位 × ペルギュー３９１６羽中３位）
種鳩♀２３ １６-０３９２６ ＢＣ 西條作（ヨング・イェル Ｃ．ヘベレクト作×ＤＶ０８-ブローキャンプ作 ボルドーＩＮ優勝直娘）

全兄弟／エクセル・ボルト
地区Ｎ総合優勝
純ヤンセン血統でＲｇ総合優勝の妹

「西條光明鳩舎 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

♂３７ １０-ＰＨ１１０９２ ＢＣＷ ♂

西條光明 作

♂３８ １２-ＰＨ０５９１４

ＢＣ

♂

西條光明 作

♂３９ １７-ＰＨ０６９７５

ＢＣ

♂

西條光明 作

※三羽追加分
父親)
母親)
ＮＬ００-デンゼル ＤＣ ブリュッヘマン兄弟作（ＮＬ９８-メルパチ ボルドーＮ２５位，ボルドーＮ２４位×ペルピナンＮ２５３位）
ＮＬ０３-４４１３９ ＢＣＷ ブリュッヘマン兄弟作 孫／１０００㌔１位（クライネン・オルファン直×アメルダ マルセイユＰ９位）
ＮＬ００-デンゼル ＤＣ ブリュッヘマン兄弟作（ＮＬ９８-メルパチ ボルドーＮ２５位，ボルドーＮ２４位×ペルピナンＮ２５３位）
ＮＬ０３-３９７７ ＢＣＷ ブリュッヘマン兄弟作 直仔／国際親善５００㌔全国５位，７００㌔１８位，２２位（ラジャ×マリンダ）
種鳩♂１０ ０９-ＤＡ１８９７３ ＢＣ 西條作（代表鳩ド・サビル ナショナル５回入賞×Ｂ１２-０７６ベルジアンマスターＦ入賞）
種鳩♀１３ １１-０７４１０ ＢＷ 西條作 （代表鳩リーカス 直系／総合優勝鳩７羽×ボンテ・ボリュート 純ダーネンス系）

備考（血統，翔歴，兄弟翔歴など）
直仔／地区Ｎ６００㌔１２位
孫／１０００㌔ＧＮ翌日入賞他シングル
同腹の直仔／
Ｒｇ総合７位，地区Ｎ総合２位他
全姉弟／ブラウ・デイジー
１４年レジョナル４００㌔総合優勝

※性別記載なし

