
※入賞鳩＆記録鳩を含む
父親)
⺟親)
ドン・レオ Ｓ  ハリー・トゥベー作翔 ０７年バルセロナＩＮ２５８２０羽中２位・Ｎ７５２５羽中１位
ミス・ペルピナン Ｂ ヘルボーツ＆ヘラー作翔 ペルピナンＩＮ１歳部門２位・Ｎ２位・ＢＲＤ⻑距離エースピジョン賞３位
バルセロナ・アルド Ｂ Ｈ．ファンダイル作翔 ０６年バルセロナＩＮ２３２７５羽中優勝，アンゴレンＮ１８９位，ブリーブＮ入賞
バルセロナ・キム ＢＣ ダニー・ファヘネンド作翔 ０８年バルセロナＩＮ２３６９５羽中優勝（ヴァルポット作×ワイナンツ作）
０７-Ｂ 一文字ロフト作（ドン・レオ バルセロナＩＮ２位・Ｎ１位×ミス・バルセロナ ００年バルセロナＩＮ２６６１１羽中優勝）
一文字ロフト作（バルセロナ・ランボーⅡ バルセロナＩＮ２４９１４羽中優勝×バルセロナ・ヴィクトリア バルセロナＩＮ優勝）
ウィットガー・フレディ Ｐ．ローザン作（銘種鳩Ｂ９４-フレディ 元ド・ロウ＆サブロン鳩舎最高基礎鳩×銘鳩ナショナル直娘）
Ｂ０６-００７２９ ＢＣ Ｐ．ローザン作（基礎鳩シャトロー×ブールジュスケ）×コール・デ・ハイデ作（基礎鳩クランパー孫×孫）
Ｂ０７-５１１２３０４ ＢＣ Ｐ．ローザン作（銘鳩ターザン ブールジュＮ９位，１４位，優勝５回の第ＣＨ×銘鳩フリッツに⺟）
Ｂ０８-５１６５４２９ ＳＨ Ｐ．ローザン作（ド・６３１フレディ 全兄弟／ブラウェ・プリンス×ロング・ディスタンス・ヘン）
０６-ＤＡ１０８２７ チョコ 高橋良明作 （０６年東⽇本稚内ＧＮ優勝のチョコレインの父×チョコレインの⺟）
１３-ＤＡ１３０９３ ＢＣ  若林 登作 （マーカーⅡ コープマン作×ファンダイクの超銘鳩カンニバル孫娘 コープマン作）
０６-ＢＣ プリモ・ロフト作（バルセロナ・ランボーⅡ バルセロナＩＮ２４９１４羽中優勝×ミス・バルセロナ バルセロナＩＮ優勝） 東⽇本稚内ＧＮ総合３位の直仔
榊作翔 東⽇本稚内ＧＮ１１００㌔４４１７羽中３位，東⽇本ＣＨ１０００㌔１５４２５羽中７２位，地区Ｎ７００㌔２５４２羽中３２位 直仔／１３年地区Ｎ１０３７羽中２位
０６-ＢＣ プリモ・ロフト作（バルセロナ・ランボーⅡ バルセロナＩＮ２４９１４羽中優勝×ミス・バルセロナ バルセロナＩＮ優勝） 東⽇本稚内ＧＮ総合３位の直仔
榊作翔 東⽇本稚内ＧＮ１１００㌔４４１７羽中３位，東⽇本ＣＨ１０００㌔１５４２５羽中７２位，地区Ｎ７００㌔２５４２羽中３２位 直仔？／１４年Ｒｇ２７２０羽中３位
榊作翔 東⽇本ＣＨ１０００㌔１７４２１羽中８位，１７４７１羽中１３３７位，Ｒｇ５００㌔３７５０羽中２９位，６１０３羽中７５位 東⽇本ＣＨ総合８位の直仔
プリモ・Ｌ作（ダックス ダックスＮ６１３１羽中優勝，５３１３羽中１１位，ベルジュラックＮ１６８４３羽中３位×ミス・バルセロナ） 直仔？／１２年Ｒｇ１９７２羽中１０位
渡辺 正作（デン・ベック サンバンサンＮ全地区最高分速直仔）×（アーリー・バード サンバンサンＮ全地区最高分速直娘）
０７-３７５６１ 渡辺 正作 （レコード・ブレーカー サンバンサンＮ最高分速鳩×マリオン サンバンサンＮ最高分速鳩） ⺟は種鳩♀１
Ｂ９８-１５９ ＲＣ Ｊ．Ｒ．ファンロイ作翔（バルセロナＩＮ優勝のプレイボーイ・バルセロナ直仔×プレイボーイ・バルセロナ孫）
０８-５１９ ＢＣ 中田幸雄作 バイタル・ボルドー（基礎鳩デン・ボルドー×銘鳩ソニー直娘）×ヤンセン作（クランパー直娘）
渡辺 正作（デン・ベック サンバンサンＮ全地区最高分速鳩 × カイパー兄弟作 バルセロナＩＮ２０１９１羽中３位の直娘）
プリモ・Ｌ作（ダックス ダックスＮ６１３１羽中優勝，５３１３羽中１１位，ベルジュラックＮ１６８４３羽中３位×ミス・バルセロナ）
０６-ＢＣ プリモ・ロフト作（バルセロナ・ランボーⅡ バルセロナＩＮ２４９１４羽中優勝×ミス・バルセロナ バルセロナＩＮ優勝）
プリモ・Ｌ作（ダックス ダックスＮ６１３１羽中優勝，５３１３羽中１１位，ベルジュラックＮ１６８４３羽中３位×ミス・バルセロナ）
Ｂ０４-ＢＣ Ｐ．ファンブリアーナ作翔（ペルピナンＮ３９５位，バルセロナＮ１７４２位×サンバンサンＩＮ１５位，６６位の⺟）
渡辺 正作（レコード・ブレーカー サンバンサンＮ全地区最高分速鳩 × マキシマ サンバンサンＮ全地区最高分速鳩）
榊 作 異⺟兄弟／４００㌔ダービー７４０４羽中２位 （Ｒｇ５００㌔７１７１羽中優勝の父×Ｒｇ５００㌔７１７１羽中優勝の⺟）
１１-ＢＣＷ 榊 林太郎作 ジッター５１７（地区Ｎ１９７３羽中優勝の父）×（渡辺 正作 ＣＨフレーム ３回優勝の直娘）
０２-渡辺 正作（デン・ベック サンバンサンＮ全地区最高分速鳩 × マキシマ サンバンサン全地区最高分速鳩）
０３-渡辺 正作 異⺟兄弟／三地区ＧＰ７００㌔１２６１羽中優勝 （ＮＬ９９-ハーゲンス兄弟作×ＮＬ９９-Ｔ．デーゲンス作）
０２-渡辺 正作（デン・ベック サンバンサンＮ全地区最高分速鳩 × マキシマ サンバンサン全地区最高分速鳩）
０３-渡辺 正作 異⺟兄弟／三地区ＧＰ７００㌔１２６１羽中優勝 （ＮＬ９９-ハーゲンス兄弟作×ＮＬ９９-Ｔ．デーゲンス作）
ＪＫボルドー 榊 作翔 ジャパンカップ６０９４羽中４位（中田作 Ｒｇ６１４２羽中２位の直仔×榊作翔  地区Ｎ１４７７羽中２位）
０７-３７５６１ 渡辺 正作 （レコード・ブレーカー サンバンサンＮ最高分速鳩×マリオン サンバンサンＮ最高分速鳩） ⺟は種鳩♀１
一文字ロフト作（バルセロナ・アルド バルセロナＩＮ２３２７５羽中優勝×バルセロナ・キム バルセロナＩＮ２３６９５羽中優勝） 父は種鳩♂２
プリモ・Ｌ作（ダックス ダックスＮ６１３１羽中優勝，５３１３羽中１１位，ベルジュラックＮ１６８４３羽中３位×ミス・バルセロナ）
一文字ロフト作（バルセロナ・アルド バルセロナＩＮ２３２７５羽中優勝×バルセロナ・キム バルセロナＩＮ２３６９５羽中優勝） 父は種♂２
プリモ・Ｌ作（ダックス ダックスＮ６１３１羽中優勝，５３１３羽中１１位，ベルジュラックＮ１６８４３羽中３位×ミス・バルセロナ）
プリモ・Ｌ作（バルセロナ・ランボーⅡ バルセロナＩＮ２４９１４羽中優勝×ミス・バルセロナ バルセロナＩＮ２６６１１羽中優勝）
１１-６１４０ 一文字ロフト作（バルセロナ・アルド ０６バルセロナＩＮ優勝×バルセロナ・ヴィクトリア １０バルセロナＩＮ優勝） ⺟は種鳩♀７
渡辺 正作（デン・ベック サンバンサンＮ全地区最高分速鳩 × カイパー兄弟作 バルセロナＩＮ２０１９１羽中３位の直娘）
１１-１１５１ ＢＣ 榊作 Ｗ．ミューラー作 ×プリモ・Ｌ作（ダックス ダックスＮ優勝×ミス・バルセロナ バルセロナＩＮ優勝） ⺟は種鳩♀２５
Ｂ０４-ＢＣ Ｐ．ファンブリアーナ作翔（ペルピナンＮ３９５位，バルセロナＮ１７４２位×サンバンサンＩＮ１５位，６６位の⺟）
１３-５２０香取作（レコード・ブレーカー サンバンサンＮ全地区最高分速鳩 ×ワイナンツ父子作 ブラウェ・ファノッペン直娘）

♂２２ １５-ＨＡ００１７５ ＢＣ ♂ 榊 林太郎作

♂２３ １５-ＨＡ００１９２ ＢＣＷ ♂ 榊 林太郎作

♂２０ １５-ＨＡ００００５ ＢＣ ♂ 榊 林太郎作

♂２１ １５-ＨＡ０００１３ ＢＣ ♂ 榊 林太郎作

♂１８ １４-ＨＡ０４１５５ Ｂ ♂ 榊 林太郎作

♂１９ １５-ＨＡ００００４ ＢＣ ♂ 榊 林太郎作

♂１７ １３-ＨＡ０９０８８ ＢＣ ♂ 榊 林太郎作

♂１５ １２-ＨＡ１０４２３ ＢＰ ♂ 榊 林太郎作

♂１６ １３-ＨＡ０９０８７ ＢＣ ♂ 榊 林太郎作

♂１４ １１-ＨＡ０１１４０ ＢＣ ♂ 榊 林太郎作 レコード・ブレーカー＆マキシマの孫

♂１３ １１-ＨＡ０１１３４ ＢＣ ♂ 榊 林太郎作 ミス・バルセロナ直仔×直娘

♂１２ １１-ＨＡ０１０６０ ＢＣＷ ♂ 榊 林太郎作 祖父⺟３羽がオランダＮ優勝鳩

♂１１ ０９-ＨＡ０８３８２ ＲＣ ♂ 榊 林太郎作

♂９ ０７-ＨＡ０１５１７ ＢＣＷ ♂ 榊 林太郎作

♂１０ ０９-ＨＡ０８２４８ Ｂ ♂ 榊 林太郎作

♂７ ０７-ＨＡ０１５０３ ＢＣ ♂ 榊 林太郎作

♂８ ０７-ＨＡ０１５０４ Ｂ ♂ 榊 林太郎作

♂６ １６-ＨＢ０６７５４ ＣＨＯＷ ♂ 野村久志作

♂５ １４-ＨＡ０４６０５ ＢＣ ♂ 篠崎仁郎作 代表チャンピオン 銘鳩ターザン直孫

バルセロナＩＮ優勝×バルセロナＩＮ優勝

備考（血統，翔歴，兄弟翔歴など）

♂１ ０７-ＤＡ６５１０５ ＢＰ ♂ 一文字ロフト作 バルセロナＩＮ２位×ペルピナンＮ２位

♂４ １２-ＨＡ０００６２ ＢＣ ♂ 篠崎仁郎作 最高基礎鳩フレディの直孫

♂３ １４-ＨＡ０８１９９ Ｂ ♂ 一文字ロフト作 祖父⺟３羽がバルセロナＩＮ優勝鳩

No. 脚環番号 羽色 性 作出者

♂２ ０９-ＨＡ０４８９７ Ｂ ♂ 一文字ロフト作

「榊 林太郎鳩舎トータルオークション出品 ♂種鳩一覧表」



０５-ＲＣ 渡辺 正作 アーリー・バード サンバンサンＮ全地区最高分速鳩 × マリオン サンバンサンＮ全地区最高分速鳩
０７-０４６ 渡辺 正作（アーリー・バード サンバンサンＮ最高分速の直仔×デンベック サンバンサンＮ最高分速の直娘） ⺟は種鳩♀３
０５-中田幸雄作 ジャパンカップ６０９４羽中４位の父（基礎鳩デン・ボルドー×ソニー直娘）×中田作翔  Ｒｇ６１４２羽中２位
１２-３８２ 榊 作翔 地区Ｎ１０３７羽中２位（ランボーⅡ＆ミス・バルセロナ各孫）×デン・ベック（直仔×直娘）近親配合

ユーヴィック・４２ １１-ＢＣ 一文字ロフト作（ユーロ・ダイヤモンド ＩＮレース２位，５位，５位他×バルセロナ・ネリ- ０９年バルセロナＩＮ優勝）
１４-ＨＡ０４０４２ 種鳩♀７ 一文字ロフト作（バルセロナ・アルド ０６年バルセロナＩＮ優勝×バルセロナ・ヴィクトリア １０年バルセロナＩＮ優勝）

０４-ＢＣ 榊 作 銘鳩ジッター直仔 松塚一宗作×Ａ＆Ｌ．ファンデウェーゲン作出（バルセロナＩＮ３３１４５羽中５４位の娘）
種鳩♀１５ ０９-２４３ 榊 作翔 上位入賞多数 （東⽇本稚内ＧＮ２２５４羽中４３位× 渡辺 正作 デン・ベックの直娘）

０５-ジッター５１７ 地区Ｎ１９７３羽中優勝・六地区７９６５羽中２位の父（銘鳩ジッター直仔×榊作翔 Ｒｇ１９０７羽中優勝）
１２-３８２ 榊 作翔 地区Ｎ１０３７羽中２位（ランボーⅡ＆ミス・バルセロナ各孫）×デン・ベック（直仔×直娘）近親配合

１４-０４１４１ ＢＣ 榊 作翔 東⽇本稚内ＧＮ２９３６羽中２１６位，地区Ｎ２９３６羽中１００位入賞鳩 父は種鳩♂２７
１５-００００２ ＢＣ 榊 作 （ユーロ・ダイヤモンド×バルセロナ・ネリ-）×（バルセロナ・アルド×バルセロナ・ヴィクトリア）

０２-渡辺 正作（デン・ベック サンバンサンＮ全地区最高分速鳩 × マキシマ サンバンサン全地区最高分速鳩）
１３-０９０９０ ＢＣ 榊 作（Ｂ０４-５４０ ＢＣ Ｐ．ファンブリアーナ作翔 イルンＮ入賞×一文字ロフト作 アドリアーナ直娘）♂３０ １７-ＨＡ０６３３７ ＢＣ ♂ 榊 林太郎作翔 記録鳩

翔歴）Ｒｇ，地区Ｎ記録鳩！

♂２９ １７-ＨＡ０６２６８ ＢＣ ♂ 榊 林太郎作翔
記録鳩翔歴）Ｒｇ，地区Ｎ記録鳩！

♂２８ １６-ＨＡ０９０９３ Ｂ ♂ 榊 林太郎作翔 記録鳩

翔歴）１４２，２５６，４２８，６１７，７４６㌔記録鳩！

♂２７ １４-ＨＡ０４１４１ ＢＣ ♂ 榊 林太郎作翔 東⽇本稚内ＧＮ総合２１６位入賞鳩
翔歴）東⽇本稚内ＧＮ２９３６羽中２１６位，地区Ｎ２９３６羽中１００位入賞鳩！

直娘／地区Ｎ３５９６羽中２位

翔歴）Ｒｇ２８４８羽中１５位・連合会１位，地区Ｎ２１１５羽中４８位・連合会１位入賞鳩！

♂２６ ＢＣ ♂ 榊 林太郎作翔 東⽇本稚内ＧＮ総合２１位入賞鳩
翔歴）東⽇本稚内ＧＮ２９０８羽中２１位入賞鳩！

♂２４ １６-ＨＡ０９１５６ ＲＣ ♂ 榊 林太郎作

♂２５ １４-ＨＡ０４０５４ Ｂ ♂ 榊 林太郎作翔



※入賞鳩＆記録鳩を含む
父親)
⺟親)
レコード・ブレーカー ＮＬ００-１７０６１３８ Ｂ モーレフェルド作翔 ０３年サンバンサンＮ全地区３７２３９羽中最高分速鳩 直仔／Ｒｇ２７２０羽中３位
マリオン   ＮＬ９９-１３９９６９７ ＢＣ ツメールス兄弟作翔 ０２年サンバンサンＮ全地区３５７５６羽中最高最高分速鳩      ３００㌔２１２９羽中３６位
アーリー・バード ＮＬ９７-１９５０６６１ ＲＣ クリス・ラマケル共同作翔 ９９年サンバンサンＮ全地区４１０８４羽中最高分速鳩 直仔／３００㌔４６１羽中１位
渡辺 正作 （ＮＬ９９-ハーゲンス兄弟作×マキシマ ハーゲンス兄弟作翔 ０１年サンバンサンＮ３１５３７羽中最高分速）  地区Ｎ２９３６羽中２７位・連合会１位
０２-ＲＣ 渡辺 正作 （アーリー・バード ９９年サンバンサンＮ最高分速 ×デン・ベック（サンバンサンＮ最高分速）の妹 直仔／Ｒｇ２４８０羽中７位
渡辺 正作（デン・ベック ００年サンバンサンＮ最高分速）×（ラ・ステレーヌ８８８１羽中優勝×オルレアン１１２７６羽中優勝）    ジャパンカップ１０００㌔連盟１０位
ビューティフル・ポルシェ ＢＣＷ （ＮＬ０１-ポルシェ９１１ ＢＣＷ）×ＮＬ９８-ＢＣ（ウィレムⅡ×モナ・リザ）
NL03-０３８０３７３ BCWP 代表鳩De Genaaiden近親種鳩 （De Genaaiden直仔×De Genaaiden直娘）
レッド・シンプソン RC ワイナンツ作翔 ０２年マルセイユN７４５９羽中１９位，０２年ボルドーIN６１３３羽中４７位他
アイリス BC ワイナンツ作 （ブラウェ・ファノッペン）×ワイナンツ作 ボルドー（マルセイユN１０位，ボルドーN１９位）の直娘
B05-４３０２８３３ BC ダニー・ファヘネンド作  半兄弟／バルセロナ・キム（０８年バルセロナＩＮ２３６９５羽中優勝）
アドリアーナ ＮＬ０３-１５５０３７９ Ｂ ワイナンツ作 種鳩 バルセロナ・キム（０８年バルセロナＩＮ２３６９５羽中優勝）の⺟
バルセロナ・アルド ＮＬ０３-１１３８２５７ Ｂ ヘラルド・ファンタイル作翔 ０６年バルセロナＩＮ２３２７５羽中優勝鳩
ヴィクトリアⅡ    ＤＶ０１５１-０７-２８３ ＢＣ ブルクハルト・ヘラー作翔 １０年バルセロナＩＮ２５８２１羽中優勝鳩
０７-ＥＥ３００３３ ＢＣ 白山作 Ｂ００-ファンダイク作（銘鳩カンニバル直仔）×Ｂ０２-ファンダイク作（銘鳩カンニバル直娘）
ＮＬ０５-１９３６６９３ ＬＢＣ コープマン父子作 ド・ロウ＆サブロン作（デン・ドローマー兄弟）×Ｍ．府インク作（チップス妹）
０１-香取邦俊作 カウチュー（バルセロナＮ優勝）直仔 板橋作×ドリーム・クィーン 東⽇本稚内ＧＮ９９４３羽中３位
スズキ・ゴードン ＢＬＫＣ 鈴木春一作（０４-ＢＣ 菊池富司作 柴田ゴードン系×０１-ＢＬＫＣＰ 柴田作 ゴードン系）
モンリュソン７２２ Ｂ０７-８０２５７２２ Ｂ リチャード・シャルリール作翔 ０９年モンリュソンＳＮ７５１６羽中優勝
桜Ｒｇクィーン９８１ Ｂ 野村久志作翔 北関東Ｒｇ３８６５羽中優勝 （ナパン直仔×スプリント近親孫）×Ａ．ロードホフ作
ウィットガー・フレディ Ｐ．ローザン作（銘種鳩Ｂ９４-フレディ 元ド・ロウ＆サブロン鳩舎最高基礎鳩×銘鳩ナショナル直娘）
Ｂ０６-００７２９ ＢＣ Ｐ．ローザン作（基礎鳩シャトロー×ブールジュスケ）×コール・デ・ハイデ作（基礎鳩クランパー孫×孫）
榊 作 Ｔ．ペーテルス近親（浅野作 東⽇本ＣＨ総合5位の直仔×大川政雄作 兄弟直仔／東⽇本稚内ＧＮ5360羽中6位）
ＮＬ９６-９６９６９８７ ＢＣ Ａ＆Ｌ．ファンデウェーゲン作出 （代表鳩マラトン バルセロナＩＮ３３１４５羽中12位×ド・４２妹）
渡辺 正作（デン・ベック ００年サンバンサンＮ最高分速直仔）×（アーリー・バード ９９年サンバンサンＮ最高分速直娘）
０２-渡辺 正作（デン・ベック サンバンサンＮ最高分速×Ｎ９９-ＢＣ Ｔ．デーゲンス作 ９７年サンバンサンＮ優勝の直娘）
渡辺 正作（デン・ベック ００年サンバンサンＮ最高分速直仔）×（アーリー・バード ９９年サンバンサンＮ最高分速直娘）
０７-７９７６ 渡辺 正作（レコード・ブレーカー サンバンサンＮ全地区最高分速×マリオン サンバンサンＮ全地区最高分速）
０５-ＢＣ 榊 作翔 東⽇本稚内ＧＮ２２５４羽中４３位（東⽇本ＣＨ１７４２１羽中８位×東⽇本稚内ＧＮ４４１７羽中３位）
０２-渡辺 正作（デン・ベック サンバンサンＮ最高分速×Ｎ９９-ＢＣ Ｔ．デーゲンス作 ９７年サンバンサンＮ優勝の直娘）
０６-０３２０４ Ｂ 松本 弘作 異⺟兄弟／７００㌔２４３羽中１位（９５-Ｒ 板橋作 カウチュー直仔×９９-１０２７３）
９８-Ｂ 榊 作 兄妹／東⽇本稚内ＧＮ５３４９羽中７位（地区Ｎ総合５位×Ｒｇ総合優勝）×９５-Ｂ 香取作 Ｐ．ローザン系
Ｂ９８-１５９ ＲＣ Ｊ．Ｒ．ファンロイ作翔（バルセロナＩＮ優勝のプレイボーイ・バルセロナ直仔×プレイボーイ・バルセロナ孫）
０８-５１９ ＢＣ 中田幸雄作 バイタル・ボルドー（基礎鳩デン・ボルドー×銘鳩ソニー直娘）×ヤンセン作（クランパー直娘）
０６-ＢＣ 榊 作 半兄弟／東⽇本稚内ＧＮ総合５２位，東⽇本ＣＨ総合１５位（東⽇本稚内ＧＮ総合７位×ｖｄウェーゲン作）
プリモ・Ｌ作（ダックス ダックスＮ６１３１羽中優勝，５３１３羽中１１位，ベルジュラックＮ１６８４３羽中３位×ミス・バルセロナ）
０６-ＢＣ 榊 作 半兄弟／東⽇本稚内ＧＮ総合５２位，東⽇本ＣＨ総合１５位（東⽇本稚内ＧＮ総合７位×ｖｄウェーゲン作）
０３-５０５ ＢＣ 柳田雅幸作 （Ｂ９５-ＢＣ デズメット＆マタイス作翔 × 柳田作翔 東⽇本稚内ＧＮ５３６０羽中優勝）
渡辺 正作（デン・ベック サンバンサンＮ全地区最高分速鳩 × カイパー兄弟作 バルセロナＩＮ２０１９１羽中３位の直娘）
プリモ・Ｌ作（ダックス ダックスＮ６１３１羽中優勝，５３１３羽中１１位，ベルジュラックＮ１６８４３羽中３位×ミス・バルセロナ）
０６-ＢＣ プリモ・ロフト作（バルセロナ・ランボーⅡ バルセロナＩＮ２４９１４羽中優勝×ミス・バルセロナ バルセロナＩＮ優勝）
プリモ・Ｌ作（ダックス ダックスＮ６１３１羽中優勝，５３１３羽中１１位，ベルジュラックＮ１６８４３羽中３位×ミス・バルセロナ）
種鳩♂１ ０７-１０５ ＢＰ 一文字ロフト作（ドン・レオ バルセロナＮ優勝，ＩＮ２位×ミス・ペルピナン ペルピナンＮ２位）
１０-ＲＣ 渡辺 正作 （アーリー・バード ９９年サンバンサンＮ最高分速鳩）×ゴールデン・ランボー直娘 ファンダイク系
Ｂ０４-ＢＣ Ｐ．ファンブリアーナ作翔（ペルピナンＮ３９５位，バルセロナＮ１７４２位×サンバンサンＩＮ１５位，６６位の⺟）
渡辺 正作（レコード・ブレーカー サンバンサンＮ全地区最高分速鳩 × マキシマ サンバンサンＮ全地区最高分速鳩）

「榊 林太郎鳩舎トータルオークション出品 ♀種鳩一覧表」

♀23 １１-ＨＡ０１１３９ ＢＣ ♀ 榊 林太郎作 レコード・ブレーカー＆マキシマの孫

♀21 １１-ＨＡ０１１３５ ＢＣ ♀ 榊 林太郎作

♀22 １１-ＨＡ０１１３８ Ｂ ♀ 榊 林太郎作

♀20 １１-ＨＡ０１１１２ ＢＣ ♀ 榊 林太郎作

♀19 ０９-ＨＡ０８３８７ ＢＣ ♀ 榊 林太郎作 東⽇本稚内ＧＮ５３６０羽中優勝の孫

♀17 ０９-ＨＡ０８３８３ ＢＣ ♀ 榊 林太郎作

♀18 ０９-ＨＡ０８３８４ ＢＣ ♀ 榊 林太郎作

♀16 ０９-ＨＡ０８２９４ Ｂ ♀ 榊 林太郎作

♀15 ０９-ＨＡ０８２４３ ＢＣ ♀ 榊 林太郎作 直仔／東⽇本稚内ＧＮ２９０８羽中２１６位

♀14 ０９-ＨＡ０８２４１ Ｂ ♀ 榊 林太郎作 レコード・ブレーカー＆マリオン各孫

♀１３ ０９-ＨＡ０８２１１ ＢＣＷ ♀ 榊 林太郎作 デン・ベック（孫×直娘）近親配合

♀１２ ０７-ＨＡ０１４５６ ＢＣ ♀ 榊 林太郎作 孫／地区Ｎ総合３位

♀１１ １３-ＨＡ１０４６４ シャーリー ♀ 篠崎仁郎作 最高基礎鳩フレディの直孫

直仔／地区Ｎ２１１８羽中３位・連合会１位

♀１０ １６-ＨＢ０６６７８ Ｂ ♀ 野村久志作

♀８ １０-ＥＥ１５０１６ ＬＢＣ ♀ 白山正恵作

♀９ １２-ＨＢ０２３８１ ＲＣ ♀ 野村久志作

♀７ １１-HA０６１４０ ＢＣ ♀ 一文字ロフト作 直仔／東⽇本稚内ＧＮ２９０８羽中２１位

♀６ １１-HA０６０６７ Ｂ ♀ 一文字ロフト作 異父姉妹／バルセロナＩＮ優勝

♀５ １０-HA０８３４０ Ｂ ♀ 一文字ロフト作 姉／ラーテ・シンプソン マルセイユN優勝

♀４ ＮＬ０９-３９５６８８７ ＢＣ ♀ Ｗ．ミューラー作 オランダ⻑距離血統

♀2 ０７-ＨＦ３７６１０ ＢＣＷ ♀ 渡辺 正作

♀3 ０７-ＨＦ３８０４６ ＲＣ ♀゜ 渡辺 正作

備考（血統，翔歴，兄弟翔歴など）

♀1 ０７-ＨＦ３７５６１ Ｂ ♀ 渡辺 正作

No. 脚環番号 羽色 性 作出者



Ｂ０４-ＢＣ Ｐ．ファンブリアーナ作翔（ペルピナンＮ３９５位，バルセロナＮ１７４２位×サンバンサンＩＮ１５位，６６位の⺟）
渡辺 正作（レコード・ブレーカー サンバンサンＮ全地区最高分速鳩 × マキシマ サンバンサンＮ全地区最高分速鳩）
ＮＬ０５-０５４５２２６ ＢＣ Ｗ．ミューラー作 （ＮＬ９５-１３９４９２０ Ｗ．ミューラー作×ＮＬ０２-１９３６２１３ Ｗ．ミューラー作）
プリモ・Ｌ作（ダックス ダックスＮ６１３１羽中優勝，５３１３羽中１１位，ベルジュラックＮ１６８４３羽中３位×ミス・バルセロナ）
０５-中田幸雄作 ジャパンカップ６０９４羽中４位の父（基礎鳩デン・ボルドー×ソニー直娘）×中田作翔  Ｒｇ６１４２羽中２位
０３-Ｂ 榊 作翔 地区Ｎ１２１１羽羽中４２位，１４７７羽中２位，Ｒｇ２２５９羽中３１位（Ｒｇ総合７位×東⽇本ＣＨ総合１０位）
０６-ＢＣ プリモ・ロフト作（バルセロナ・ランボーⅡ バルセロナＩＮ２４９１４羽中優勝×ミス・バルセロナ バルセロナＩＮ優勝）
１０-Ｂ 榊 作翔 地区Ｎ１９７３羽中優勝，六地区７９６５羽中２位 （ジッター孫）×（東⽇本ＣＨ総合８位×稚内ＧＮ総合３位）
０２-渡辺 正作（デン・ベック サンバンサンＮ全地区最高分速鳩 × マキシマ サンバンサン全地区最高分速鳩）
０２-渡辺 正作（デン・ベック サンバンサンＮ最高分速×Ｎ９９-ＢＣ Ｔ．デーゲンス作 ９７年サンバンサンＮ優勝の直娘）
０６-ＢＣ プリモ・ロフト作（バルセロナ・ランボーⅡ バルセロナＩＮ２４９１４羽中優勝×ミス・バルセロナ バルセロナＩＮ優勝） 異⺟兄弟／Ｒｇ１８７２羽中９位
種鳩♀２  ０７-６１０ 渡辺 正作 （アーリー・バード サンバンサンＮ最高分速鳩 × ハーゲンス兄弟の傑作 マキシマ直娘） 異父兄弟／３００㌔１位，６００㌔１位
種鳩♂２ ０９-８９７ 一文字ロフト作（バルセロナ・アルド ０６バルセロナＩＮ優勝×バルセロナ・キム ０８バルセロナＩＮ優勝）
プリモ・Ｌ作（ダックス ダックスＮ６１３１羽中優勝，５３１３羽中１１位，ベルジュラックＮ１６８４３羽中３位×ミス・バルセロナ）
０６-ＢＣ プリモ・ロフト作（バルセロナ・ランボーⅡ バルセロナＩＮ２４９１４羽中優勝×ミス・バルセロナ バルセロナＩＮ優勝） 異⺟兄弟／Ｒｇ１８７２羽中９位
種鳩♀７ 一文字ロフト作（バルセロナ・アルド ０６年バルセロナＩＮ優勝×バルセロナ・ヴィクトリア １０年バルセロナＩＮ優勝）
０６-ＨＡ０２５９５ ＢＣ 榊 林太郎作（ブローＧＮ 東⽇本稚内ＧＮ５３４９羽中７位×ＮＬ９６-Ａ＆Ｌ．ファンデウェーゲン作） 直仔／ＧＰ１２４５羽中９位
ユミ・クィーン ＢＣ 榊 林太郎作翔 ０３年Ｒｇ総合優勝 （００-１９１３７ 植村貞二作×９８-１０７０１ 榊 林太郎作）      Ｒｇ総合２位，ＧＰ総合７５位

     ＧＮ１１００㌔総合２５位
種鳩♂ １ ０７-１０５ ＢＰ 一文字ロフト作（ドン・レオ バルセロナＮ優勝，ＩＮ２位×ミス・ペルピナン ペルピナンＮ２位）
０３-Ｂ 榊 作翔 地区Ｎ１２１１羽羽中４２位，１４７７羽中２位，Ｒｇ２２５９羽中３１位（Ｒｇ総合７位×東⽇本ＣＨ総合１０位）

異⺟兄弟／ＪＣ６０９４羽中４位
０６-ＢＣ プリモ・ロフト作（バルセロナ・ランボーⅡ バルセロナＩＮ２４９１４羽中優勝×ミス・バルセロナ バルセロナＩＮ優勝）
Ｂ０７-１５３１４０８ ＢＣ レオン・マリット作翔 ５位，３１位，５３位（レオン・マリット作翔 ３回入賞×Ｂ００-若鳩ＡＰ賞１位）

０４-Ｂ 中田幸雄作 Ｒｇ６１４２羽中２位の父（デン・ボルドー×埼玉ＴＶ杯１０００㌔７０６３羽中優勝）×Ｒｇ９５０６羽中１６位
種鳩♀３２ ０７-５４１ ＢＣ 榊 作翔 連合会最優秀鳩！（０６-０２５９５ 榊 作×ユミ・クィーン ０３年Ｒｇ総合優勝）

０６-ＢＣ プリモ・ロフト作（バルセロナ・ランボーⅡ バルセロナＩＮ２４９１４羽中優勝×ミス・バルセロナ バルセロナＩＮ優勝）
０２-渡辺 正作（デン・ベック サンバンサンＮ最高分速×Ｎ９９-ＢＣ Ｔ．デーゲンス作 ９７年サンバンサンＮ優勝の直娘）

種鳩♂５ １４-６０５ ＢＣ 篠崎作（Ｂ０７-Ｐ．ローザン作 銘鳩ターザン直仔×Ｂ０８-Ｐ．ローザン作 ド・６３１・フレディ直娘）
１０-Ｂ 榊 作翔 地区Ｎ１９７３羽中優勝，六地区７９６５羽中２位 （ジッター孫）×（東⽇本ＣＨ総合８位×稚内ＧＮ総合３位）

０５-中田幸雄作 ジャパンカップ６０９４羽中４位の父（基礎鳩デン・ボルドー×ソニー直娘）×中田作翔  Ｒｇ６１４２羽中２位
種鳩♀１１ 篠崎作（ヴィットガー・フレディ ラ・ステレーヌＳＮ２２２９羽中２位の父×Ｂ０６-Ｐ．ローザン作 シャトロー孫）

１１-ＢＣ 一文字ロフト作（ユーロ・ダイヤモンド ＩＮレース２位，５位，５位他×バルセロナ・ネリ- ０９年バルセロナＩＮ優勝）
１６-９１４１ ＢＣ 榊作翔 １７年地区Ｎ３５９６羽中２位（榊作翔 Ｒｇ総合１５位，地区Ｎ総合４８位×榊作翔 Ｒｇ総合９位）♀３９ １７-ＨＡ０６２５１ ＢＣ ♀ 榊 林太郎作翔 記録鳩

翔歴）Ｒｇ２回，地区Ｎ記録鳩！

♀３８ １６-ＨＡ０９１５０ ＢＣ ♀ 榊 林太郎作翔 ２００〜５００㌔シングル３回入賞鳩

翔歴）２５６㌔１４位，２５６㌔３位，３２０㌔２位，４２８㌔５位入賞！

♀３７ １６-ＨＡ０９０８８ ＢＣ ♀ 榊 林太郎作翔 名取２００㌔１位鳩

翔歴）名取２００㌔１位，地区Ｎ２７９６羽中１７６位入賞！

♀３６ １４-ＨＡ０４０１６ ＢＣ ♀ 榊 林太郎作翔 Ｒｇ４００㌔総合９位鳩

翔歴）２５６㌔７位・地区合同２４４１羽中２６位，Ｒｇ４２８㌔１８７２羽中９位入賞！

♀３５ １３-ＨＡ０８１５８ Ｂ ♀ 榊 林太郎作翔 Ｒｇ４００㌔総合２位鳩

翔歴）Ｒｇ４２８㌔２７２０羽中２位・連合会４７６羽中優勝！

記録鳩

翔歴）白老７４６㌔記録鳩！

♀３４ １２-ＨＡ１０３６０ ＢＣ ♀ 榊 林太郎作翔 Ｒｇ４００㌔総合優勝鳩

翔歴）Ｒｇ２４２０羽中優勝，３００㌔地区合同２１２７羽中３８位入賞！

翔歴）２００㌔４位，３００㌔１０位，７００㌔４位，１０００㌔７位入賞！ ※連合会最優秀鳩！

♀３３ １１-ＨＡ０１０６９ ＢＷ ♀ 榊 林太郎作翔

♀31 １５-ＨＡ０００１４ ＢＣ ♀ 榊 林太郎作

♀３２ ０７-ＨＡ０１５４１  ＢＣ ♀ 榊 林太郎作翔

♀29 １５-ＨＡ００００８ ＢＣ ♀ 榊 林太郎作

♀30 １５-ＨＡ０００１１ ＢＣ ♀ 榊 林太郎作

♀28 １３-ＨＡ０８９９６ ＢＣ ♀ 榊 林太郎作 デン・ベック（直仔×直娘）近親配合

兄弟／ジャパンカップ６０９４羽中４位

♀27 １２-ＨＡ１０４５４ ＢＣ ♀ 榊 林太郎作 地区Ｎ総合優勝の直娘

♀25 １１-ＨＡ０１１５１ ＢＣ ♀ 榊 林太郎作

♀26 １２-ＨＡ１０４４８ ＢＣ ♀ 榊 林太郎作

♀24 １１-ＨＡ０１１４５ ＢＣ ♀ 榊 林太郎作 レコード・ブレーカー＆マキシマの孫


