
※輸入鳩，入賞鳩＆記録鳩を含む

父親)
母親)

ゲシェルプテ・ゾーン・ハルク B04-ハルク　ヘベレクト作翔　アルビ5063羽中50位，イルン5846羽中14位・15627羽中26位，ポー7608羽中62位他入賞

Ｂ１１-４２８９５３２ B07-４３６１０７４　ヘベレクト作　兄／ジェームズ（アクセル　ＫＢＤＢ長距離ＡＰ賞１位×Ｂ０２-５３２　兄／エースＰ賞２位）

ペンシル９９ ヨング・サクラオー８４３　０５-ＲＲ０１８４３　Ｂ　長谷作翔　０７春桜花賞１０位　　直仔／１０春地区Ｎ６００㌔総合優勝他

０９-ＲＲ０１８９９ アイアン稚内レディー　０４-ＲＡ０７１２０　Ｂ　長谷作翔　０７春稚内ＧＮ１１００㌔当日総合１９位　直仔／稚内１１００㌔三羽

０６-Ｂ　長谷作　直仔／０９稚内ＧＮ１１００㌔２６４羽中総合２位（サクラオー 桜花賞北陸南地区総合優勝×ジャンプエース）

０５-ＢＣ　飴田作 直仔／地区Ｎ３位，９位、稚内ＧＮ１１００㌔帰（総理大臣賞中部地区９位×稚内ＧＮ総合２位,３位の祖母）

ヨング・サクラオー８４３　０５-ＲＲ０１８４３　Ｂ　長谷作翔　０７春桜花賞１０位　　直仔／１０春地区Ｎ６００㌔総合優勝他

アイアン稚内レディー　０４-ＲＡ０７１２０　Ｂ　長谷作翔　０７春稚内ＧＮ１１００㌔当日総合１９位　直仔／稚内１１００㌔三羽

フォードマン　ＢＷ　長谷作翔　ＧＰ700㌔35位，Ｒｇ400㌔8位，地区Ｎ600㌔23位，稚内ＧＮ1100㌔当日総合4位・連盟1位

０７-７３３　ＢＣＷ　長谷作翔 ＳＣ3位，Ｒｇ４００㌔3位，地区Ｎ６００㌔9位　直仔／Ｒｇ1位　兄／稚内ラボ　妹／ミス稚内ラボ

・４代連続稚内１１００Ｋ）実弟鳩
０９-Ｒ１９２０　ＢＷ　長谷作（フォードマン　稚内ＧＮ１１００㌔当日総合４位・連盟１位×０３-三姉妹-３　直仔／稚内多数）

０５-１８４４ ＤＢ 長谷作翔 地区Ｎ６００㌔９位，Ｒｇ400㌔6位，沼田９００㌔桜花賞３位（アイアン稚内レディー父×シロⅡ娘）

ド・６５　Ｂ０６-５１２３０６５　Ｂ　ポエルマン作　直仔／ＧＰブロック総合優勝（バルセロナＮ優勝の同腹×ブラウ・ヤーク孫）

０５-ＲＲ１８１４　Ｂ　長谷作翔　Ｒｇ400㌔475羽中12位，地区Ｎ600㌔150羽中24位　　直仔／ＧＰ北陸ブロック総合優勝

０６-Ｂ　長谷作　直仔／０９稚内ＧＮ１１００㌔２６４羽中総合２位（サクラオー 桜花賞北陸南地区総合優勝×ジャンプエース）

０７-７８８　ＢＣ　長谷作翔　ＳＣ３００㌔８位，ＧＰ７００㌔３６位・連盟１１５羽中当日二羽帰中２位（　父／ダイヤモンド・ラボ）

ヨング・サクラオー８２０　０５-ＲＲ１８２０　Ｂ 長谷作（サクラオー 桜花賞北陸南地区総合優勝×０２-三姉妹-３　最高種鳩）　

０９-０１９３１　Ｂ　長谷作翔 １０春ＧＰ７００㌔連盟２３位，１２春稚内ＧＮ１１００㌔２６４羽中総合３７位（長谷作翔×布村作）

１０-バロンエイト　Ｂ　長谷作翔　１２春北陸ブロックＧＰ７００㌔５７５羽中総合８位，１３春稚内１１００㌔連盟１４位

ピレネケ ＰＢ 長谷作翔　Ｒｇ４００㌔７位，地区Ｎ６００㌔３位，５位，稚内ＧＮ当日総合５位　日本エースピジョン賞全国８位　

０６-Ｂ　長谷作　直仔／０９稚内ＧＮ１１００㌔２６４羽中総合２位（サクラオー 桜花賞北陸南地区総合優勝×ジャンプエース)

０５-ＲＲ１８１４　Ｂ　長谷作翔　Ｒｇ400㌔475羽中12位，地区Ｎ600㌔150羽中24位　　直仔／ＧＰ北陸ブロック総合優勝

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）

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）

０６-Ｂ　長谷作　直仔／０９稚内ＧＮ１１００㌔２６４羽中総合２位（サクラオー 桜花賞北陸南地区総合優勝×ジャンプエース)

０５-ＲＲ１８１４　Ｂ　長谷作翔　Ｒｇ400㌔475羽中12位，地区Ｎ600㌔150羽中24位　　直仔／ＧＰ北陸ブロック総合優勝

１３-ＲＲ０１２９３ Ｂ ♂ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

１３-ＲＲ０１２９８ Ｂ ♂ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

兄／ペンシル９９

♂ 長谷賢二　作翔

稚内ゴーデンラボ（稚内ＧＮ総合優勝

姉／ＧＰ北陸ブロック総合優勝
♂７

１４-ＤＡ３７２０９ Ｂ

翔歴）１３春地区Ｎ６００㌔総合１２位，ＧＰ７００㌔連盟１０位入賞鳩！

１２-ＲＲ００６２２ Ｂ 長谷賢二　作

１２-ＲＲ００６４１ ＢＷ ♂ 長谷賢二　作翔

Ｂ

♂

備考（血統，翔歴，兄弟翔歴など）

代表鳩ハルクの直仔

桜花賞総合優勝鳩

♂２
ＰＢ ♂ 長谷賢二　作翔 アイアン稚内レディー直仔

翔歴）１０春ＧＰ７００㌔８２８羽中総合３７位，１２春稚内ＧＮ１１００㌔２６４羽中総合１５位入賞鳩！

Ｂ ♂ 長谷賢二　作翔１０-ＲＲ０１０２１

「長谷　賢二鳩舎　トータルオークション出品　♂種鳩一覧表」

作出者No. 脚環番号 羽色 性

♂１

♂３

翔歴）１３春ＧＰ７００㌔連盟８位入賞鳩！

１２-ＲＲ００６７０ ＤＢ ♂ 長谷賢二　作翔

翔歴）１３春６００㌔

１２-ＲＲ００６７８

♂４

♂５

♂６

♂１０

♂１１

♂１２

翔歴）１２春北陸ＣＨ９００㌔４０９羽中総合５位，桜花賞総合優勝，１３春稚内ＧＮ１１００㌔連盟１１位入賞鳩！

♂８

♂９

♂１３

♂ クリス・ヘベレクト作ＢＣ

♂ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

１４-ＤＡ３７２７８ Ｂ ♂ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

日本エースピジョン賞全国８位の娘

翔歴）６００㌔訓練帰還

１５-ＤＡ２０８３０ Ｂ ♂ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

１５-ＤＡ２０８３１ ＢＷ ♂ 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♀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

・４代連続稚内１１００Ｋ）直仔鳩
０６-Ｂ　長谷作　直仔／０９稚内ＧＮ１１００㌔２６４羽中総合２位（サクラオー 桜花賞北陸南地区総合優勝×ジャンプエース)

０５-ＲＲ１８１４　Ｂ　長谷作翔　Ｒｇ400㌔475羽中12位，地区Ｎ600㌔150羽中24位　　直仔／ＧＰ北陸ブロック総合優勝

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）

０８-１２２６　Ｂ 長谷作翔 沼田９００㌔桜花賞１７位　兄姉／桜花賞３位、１２位（バロン稚内　ＧＮ連盟１位×三姉妹エース）

１３-１２０７　ＢＣ　長谷作翔　（ペンシル９９　稚内ＧＮ１１００㌔総合１５位×０８-３１　稚内ＧＮ１１００㌔総合５位・連盟１位）

種鳩♀２０　１４-３７２０３　Ｂ　長谷作翔　６００㌔（ヨング・サクラオー８４３×アイアン稚内レディー　稚内ＧＮ当日総合１９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）

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）

０６-Ｂ　長谷作　直仔／０９稚内ＧＮ１１００㌔２６４羽中総合２位（サクラオー 桜花賞北陸南地区総合優勝×ジャンプエース)

０５-ＲＲ１８１４　Ｂ　長谷作翔　Ｒｇ400㌔475羽中12位，地区Ｎ600㌔150羽中24位　　直仔／ＧＰ北陸ブロック総合優勝

フォードマン　ＢＷ　長谷作翔　ＧＰ700㌔35位，Ｒｇ400㌔8位，地区Ｎ600㌔23位，稚内ＧＮ1100㌔当日総合4位・連盟1位

０７-７８８　ＢＣ　長谷作翔　ＳＣ３００㌔８位，ＧＰ７００㌔３６位・連盟１１５羽中当日二羽帰中２位（　父／ダイヤモンド・ラボ）

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♀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）

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）

０７-７１５　ＢＣＰ長谷作翔　０９春稚内ＧＮ１１００㌔後日，１０春稚内ＧＮ１１００㌔後日　　直仔／地区Ｎ総合優勝，会長賞

フォードマン　ＢＷ　長谷作翔　ＧＰ700㌔35位，Ｒｇ400㌔8位，地区Ｎ600㌔23位，稚内ＧＮ1100㌔当日総合4位・連盟1位

０７-７８８　ＢＣ　長谷作翔　ＳＣ３００㌔８位，ＧＰ７００㌔３６位・連盟１１５羽中当日二羽帰中２位（　父／ダイヤモンド・ラボ）

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

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）

０８-１２３４　ＢＣ　長谷作翔　０９ＧＰ７００㌔連盟７位，１０稚内ＧＮ１１００㌔総合２５位　　姉／稚内ＧＮ１１００㌔総合７位

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）

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）

種鳩♀２０　１４-３７２０３　Ｂ　長谷作翔　６００㌔（ヨング・サクラオー８４３×アイアン稚内レディー　稚内ＧＮ当日総合１９位）

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）

代表種鳩フォードマン直仔

Ｃ．ヘベレクト血統

代表種鳩フォードマン直仔

Ｃ．ヘベレクト血統

代表種鳩ムサシ直仔

ＢＷ

♂ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

１６-ＤＡ２２７１６

♂２４

♂１９

♂２９

♂２５

１６-ＤＡ２２７０９ Ｂ

♂１５

♂２８

♂２１

♂１６

♂２２

♂２６

♂２７

♂２０

♂１７

♂１８

♂１４

♂２３

１７-ＤＡ２４１３２

代表鳩ペンシル９９直仔

１５-ＤＡ２０８４７ Ｂ ♂

長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

１７-ＤＡ２４１２８ ＰＢ ♂

１７-ＤＡ２４１１８

翔歴）６００㌔訓練帰還

１６-ＤＡ２２７５９

Ｂ ♂ 長谷賢二　作

１６-ＤＡ２２７３５ ＢＣ ♂ 長谷賢二　作翔

翔歴）４００㌔訓練帰還

１６-ＤＡ２２７５４ ＤＢ ♂ 長谷賢二　作翔

ＢＷ ♂ 長谷賢二　作

♂ 長谷賢二　作

翔歴）６００㌔訓練帰還

１７-ＤＡ２４１２６ Ｂ ♂

翔歴）６００㌔訓練帰還

１５-ＤＡ２０８７６ ＢＣ ♂ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

Ｂ ♂ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

１７-ＤＡ２４１２４ ＢＣ ♂ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

１６-ＤＡ２２７６５ Ｂ ♂ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

１７-ＤＡ２４１１６

稚内ゴーデンラボ（稚内ＧＮ総合優勝長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

１５-ＤＡ２０８５１ Ｂ ♂ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

１５-ＤＡ２０８６３ Ｂ ♂ 長谷賢二　作翔

ＢＣＷ ♂ 長谷賢二　作翔

長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還



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)

種鳩♂１９　１６-２２７１６　Ｂ　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♀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

０６-Ｂ　長谷作　直仔／稚内ＧＮ１１００㌔連盟１５位，後日二回（サクラオー 桜花賞北陸南地区総合優勝×ジャンプエース)

０５-ＲＲ１８１４　Ｂ　長谷作翔　Ｒｇ400㌔475羽中12位，地区Ｎ600㌔150羽中24位　　直仔／ＧＰ北陸ブロック総合優勝

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）

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）

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）

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）

ＢＣ ♂ 長谷賢二　作翔

ミス稚内ラボ直仔

♂３０

♂３１

♂３３

♂３２

長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

１７-ＤＡ２４１５７

翔歴）６００㌔訓練帰還

Ｃ．ヘベレクト血統１７-ＤＡ２４１５３

♂３４
Ｂ ♂

翔歴）６００㌔訓練帰還

１７-ＤＡ２４１４３ Ｂ ♂ 長谷賢二　作翔

ＰＢ ♂ 長谷賢二　作翔１７-ＤＡ２４１３７

翔歴）６００㌔訓練帰還

１７-ＤＡ２４１４５ ＢＷ ♂ 長谷賢二　作翔

翔歴）２５０㌔訓練帰還



※入賞鳩＆記録鳩を含む
父親)
母親)

ダイヤモンド・プリンセス ダイヤモンド・ラボ Ｂ 長谷鳩舎源鳩　直仔／Ｒｇ総合優勝，地区Ｎ総合優勝，２位，桜花賞優勝，裏日本稚内ＧＮ総合１２位 異母兄の直仔／
１３-ＪＨ０９１２０ コーポラス・プリンセス　Ｂ　中島作　姉妹／６００㌔１位（江東７連合３００㌔区長杯３５９７羽中総合優勝×プリンセス・ラボ） 裏日本稚内ＧＮ総合優勝

０４-ＲＡ７１０７　Ｂ　長谷作翔　（羽幌ナイン　羽幌１０００㌔総合９位，１２位）×（ＲＣＨ長万部３代目×ＲＣＨ銘鳩賞の娘）

０５-ＲＡ０６１７６　ＢＣ　布村武雄作　姉／北陸ＣＨ９００㌔総合優勝（布村　日本アルプス７８孫×飴田作　ＲＣＨ８６７７孫）

０８-ＲＲ０１４０６ Ｂ（フォードマン　ＧＰ７００㌔連盟２位，稚内ＧＮ１１００㌔当日総合４位×ピレネケ　稚内ＧＮ当日総合５位）

０６-ＲＲ０４３６９ Ｂ ７００㌔連盟１８位，稚内ＧＮ１１００㌔連盟６位（０５-ヨング・サクラオー８２０ × 北陸ＣＨ総合優勝の妹）　

ヨング・サクラオー８４３　０５-ＲＲ０１８４３　Ｂ　長谷作翔　０７春桜花賞１０位　　直仔／１０春地区Ｎ６００㌔総合優勝他

アイアン稚内レディー　０４-ＲＡ０７１２０　Ｂ　長谷作翔　０７春稚内ＧＮ１１００㌔当日総合１９位　直仔／稚内１１００㌔三羽

フレンダ― スリム稚内 Ｂ 長谷作翔　０５地区Ｎ５１７羽中９位，ＧＰ５６７羽中４５位，０６地区Ｎ当日二羽帰り中２位，０７稚内ＧＮ９１位

０９-ＲＲ０１９６１ ピレネケ ＰＢ 長谷作翔　Ｒｇ４００㌔７位，地区Ｎ６００㌔３位，５位，稚内ＧＮ当日総合５位　日本エースピジョン賞全国８位　

※五代連続稚内１１００㌔
ミス稚内ラボ ダイヤモンド・ラボ Ｂ 長谷鳩舎源鳩　直仔／Ｒｇ総合優勝，地区Ｎ総合優勝，２位，桜花賞優勝，裏日本稚内ＧＮ総合１２位

１０-ＲＲ０１０６６ ９３-ＢＣＷ　長谷作翔　上記ダイヤモンド・ラボとはスーパーカップル！（ド・５５　ＧＰ700㌔連盟1位　1000㌔三回×シロⅡ）

０７-ＢＣＷ 長谷作翔 Ｒｇ507羽中46位，地区Ｎ302羽中42位　直仔／北陸ＣＨ23位，25位（ダイヤモンド・ラボ×９３-ＢＣＷ）

三姉妹エース Ｂ 長谷作翔　３００㌔６１６羽中８位，４００㌔４９６羽中１１位，地区Ｎ４４６羽中２位　直仔／桜花賞総合優勝

稚内ゴーデン・ラボ フォードマン　ＢＷ　長谷作翔　ＧＰ700㌔35位，Ｒｇ400㌔8位，地区Ｎ600㌔23位，稚内ＧＮ1100㌔当日総合4位・連盟1位

１０-ＲＲ０１３４１ ０７-７３３　ＢＣＷ　長谷作翔 ＳＣ3位，Ｒｇ４００㌔3位，地区Ｎ６００㌔9位　直仔／Ｒｇ1位　兄／稚内ラボ　妹／ミス稚内ラボ

※四代連続稚内１１００㌔
ド・６５　Ｂ０６-５１２３０６５　Ｂ　ポエルマン作　直仔／ＧＰブロック総合優勝（バルセロナＮ優勝の同腹×ブラウ・ヤーク孫）

０５-ＲＲ１８１４　Ｂ　長谷作翔　Ｒｇ400㌔475羽中12位，地区Ｎ600㌔150羽中24位　　直仔／ＧＰ北陸ブロック総合優勝

フォードマン　ＢＷ　長谷作翔　ＧＰ700㌔35位，Ｒｇ400㌔8位，地区Ｎ600㌔23位，稚内ＧＮ1100㌔当日総合4位・連盟1位

０７-７３３　ＢＣＷ　長谷作翔 ＳＣ3位，Ｒｇ４００㌔3位，地区Ｎ６００㌔9位　直仔／Ｒｇ1位　兄／稚内ラボ　妹／ミス稚内ラボ

ド・６５　Ｂ０６-５１２３０６５　Ｂ　ポエルマン作　直仔／ＧＰブロック総合優勝（バルセロナＮ優勝の同腹×ブラウ・ヤーク孫）

０５-ＲＲ１８１４　Ｂ　長谷作翔　Ｒｇ400㌔475羽中12位，地区Ｎ600㌔150羽中24位　　直仔／ＧＰ北陸ブロック総合優勝

スリム稚内 Ｂ 長谷作翔　０５地区Ｎ５１７羽中９位，ＧＰ５６７羽中４５位，０６地区Ｎ当日二羽帰り中２位，０７稚内ＧＮ９１位

０２-三姉妹-３　Ｂ　長谷作翔　６００㌔二回後種鳩（ナミカワ・ゴールド　Ｂ　並河作×ＲＣＨ長谷三代目×ＲＣＨ銘鳩賞の娘）

ド・６５　Ｂ０６-５１２３０６５　Ｂ　ポエルマン作　直仔／ＧＰブロック総合優勝（バルセロナＮ優勝の同腹×ブラウ・ヤーク孫）

０５-０１８４２　ＢＣ　長谷作翔　稚内ＧＮ１１００㌔連盟１１位　直仔／稚内ＧＮ１１００㌔２６４羽中総合４位（父／サクラオー）

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♀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）

直娘鳩

フレンダ―（５代連続稚内１１００Ｋ）

♀ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

１３-ＲＲ０１２６７ Ｂ ♀ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

姉妹／ＧＰ北陸ブロック総合優勝

Ｒｇ４００㌔総合優勝鳩

姉妹／ＧＰ北陸ブロック総合優勝

ナミカワ・ゴールド（孫×娘）配合

Ｂ ♀ 長谷賢二　作翔

翔歴）Ｒｇ４００㌔総合６位，６００㌔，ＧＰ７００㌔連盟２２位入賞鳩！

ＢＣＷ ♀ 長谷賢二　作翔

翔歴）１３春Ｒｇ４００㌔総合優勝，ＧＰ７００㌔連盟１６位入賞鳩！

１２-ＲＲ００６０５

１２-ＲＲ００６９１

長谷賢二　作翔 全兄妹／ペンシル９９

Ｂ ♀ 長谷賢二　作翔０９-ＲＲ０１９３１

ＢＣ ♀

♀3

♀８

♀６

脚環番号 羽色 性 作出者

♀９

♀１０

♀１１

♀１２

♀２

♀1

♀７

No.

♀１３

♀14

♀５

稚内ＧＮ1100㌔当日総合優勝鳩

♀ 長谷賢二　作

１３-ＲＲ０１２３３ Ｂ

中島信治　作Ｂ ♀

長谷賢二　作翔

翔歴）１２春北陸ブロックＣＨ４０９羽中総合１８位，桜花賞２位，１３春北陸ブロック稚内ＧＮ１１００㌔総合１６位入賞鳩！

ＢＣＰ ♀ 長谷賢二　作翔

翔歴）１２春北陸ブロックＣＨ総合２５位，沼田桜花賞総合５位，１３春稚内ＧＮ１１００㌔総合３８位・連盟８入賞鳩！

長谷鳩舎スーパー・カップルの直娘

長谷鳩舎スーパー・カップルの孫１０-ＲＲ０１０７６

ＰＢ ♀ 長谷賢二　作翔

翔歴）１０春ＧＰ７００㌔８２８羽中総合１７位，１２春稚内ＧＮ総合１１００㌔２６４羽中総合３６位入賞鳩！

日本エースピジョン賞全国８位の娘

Ｂ ♀ 長谷賢二　作翔

翔歴）１２春稚内ＧＮ総合１１００㌔２６４羽中総合４０位・連盟８位入賞鳩！

日本エースピジョン賞全国８位の孫

０９-ＲＲ０１９６０ Ｂ

翔歴）１０春ＧＰ７００㌔，１２春稚内ＧＮ総合１１００㌔２６４羽中総合７３位入賞鳩！
♀４

備考（血統，翔歴，兄弟翔歴など）

翔歴）１０春ＧＰ７００㌔連盟２３位，１２春地区Ｎ６００㌔８位，稚内ＧＮ総合１１００㌔２６４羽中総合３７位入賞鳩！

０９-ＲＲ０１９３６

「長谷　賢二鳩舎　トータルオークション出品　♀種鳩一覧表」

Ｂ ♀ 長谷賢二　作翔

翔歴）１３春稚内ＧＮ総合１１００㌔当日総合優勝鳩！

１２-ＲＲ００６４４ Ｂ ♀ 長谷賢二　作

１２-ＲＲ００６８３ Ｂ

♀



０７-０１９０８　ＤＣ　小山　勝作　杉本３３号八十近親種鳩　（０４-ＢＣ　岡田誠一作　アイザクソン・オペル系×０５-小山作）

０５-０１８４９　ＢＣ　長谷作翔　Ｒｇ４００㌔８位，Ｒｇ５００㌔３位，桜花賞９００㌔７位（羽幌ナイン×ＮＬ９８-Ｂ　マーリング作）

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）

１２-６６１ ＤＢ 長谷作　Ｂ０７-ＢＷ Ｈ．ポエルマン作（ファーデル・バルセロナ×アイアンマン娘）×ピレネケ 日本ＡＰ賞８位）

ヨング・サクラオー８４３　０５-ＲＲ０１８４３　Ｂ　長谷作翔　０７春桜花賞１０位　　直仔／１０春地区Ｎ６００㌔総合優勝他

三姉妹エース Ｂ 長谷作翔　３００㌔６１６羽中８位，４００㌔４９６羽中１１位，地区Ｎ４４６羽中２位　直仔／桜花賞総合優勝

ヨング・サクラオー８４３　０５-ＲＲ０１８４３　Ｂ　長谷作翔　０７春桜花賞１０位　　直仔／１０春地区Ｎ６００㌔総合優勝他

三姉妹エース Ｂ 長谷作翔　３００㌔６１６羽中８位，４００㌔４９６羽中１１位，地区Ｎ４４６羽中２位　直仔／桜花賞総合優勝

０９-１９１６　Ｂ　長谷作翔　１０春ＧＰ７００㌔８２８羽中２８位，１３春稚内ＧＮ１１００㌔２６４羽中５４位（羽幌エイトの孫）

０７-７１５　ＢＣＰ長谷作翔　０９春稚内ＧＮ１１００㌔後日，１０春稚内ＧＮ１１００㌔後日　　直仔／地区Ｎ総合優勝，会長賞

ヨング・サクラオー８４３　０５-ＲＲ０１８４３　Ｂ　長谷作翔　０７春桜花賞１０位　　直仔／１０春地区Ｎ６００㌔総合優勝他

アイアン稚内レディー　０４-ＲＡ０７１２０　Ｂ　長谷作翔　０７春稚内ＧＮ１１００㌔当日総合１９位　直仔／稚内１１００㌔三羽

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）

０５-０１８４２　ＢＣ　長谷作翔　稚内ＧＮ１１００㌔連盟１１位　直仔／稚内ＧＮ１１００㌔２６４羽中総合４位（父／サクラオー）

スリム稚内 Ｂ 長谷作翔　０５地区Ｎ５１７羽中９位，ＧＰ５６７羽中４５位，０６地区Ｎ当日二羽帰り中２位，０７稚内ＧＮ９１位

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

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）

１１-２２７３　Ｂ　長谷作翔　北陸ＣＨ４６５羽中当日２７位・桜花賞６位　兄姉／稚内ラボ，ミス稚内ラボ等のチャンピオンあり

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）

０５-０１８４２　ＢＣ　長谷作翔　稚内ＧＮ１１００㌔連盟１１位　直仔／稚内ＧＮ１１００㌔２６４羽中総合４位（父／サクラオー）

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）

０５-０１８４２　ＢＣ　長谷作翔　稚内ＧＮ１１００㌔連盟１１位　直仔／稚内ＧＮ１１００㌔２６４羽中総合４位（父／サクラオー）

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）

０９-１９３６　Ｂ　 　長谷作翔　ＧＰ７００㌔８２８羽中４９位・連盟１３位，１２稚内ＧＮ１１００㌔２６４羽中４０位・連盟８位　

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）

０９-１９３６　Ｂ　 　長谷作翔　ＧＰ７００㌔８２８羽中４９位・連盟１３位，１２稚内ＧＮ１１００㌔２６４羽中４０位・連盟８位　

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）

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)

フォードマン　ＢＷ　長谷作翔　ＧＰ700㌔35位，Ｒｇ400㌔8位，地区Ｎ600㌔23位，稚内ＧＮ1100㌔当日総合4位・連盟1位

０７-７３３　ＢＣＷ　長谷作翔 ＳＣ3位，Ｒｇ４００㌔3位，地区Ｎ６００㌔9位　直仔／Ｒｇ1位　兄／稚内ラボ　妹／ミス稚内ラボ

・４代連続稚内１１００Ｋ）実妹鳩
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

種鳩♀７　１０-１０７６　ＢＣＰ　長谷作翔　桜花賞5位・北陸ＣＨ９００㌔４０９羽中総合２５位，稚内ＧＮ１１００㌔総合３８位

１３-ＲＲ０１２６８ ＢＣ ♀ 長谷賢二　作翔

三姉妹エース直娘

代表鳩ムサシ直娘

アイアン稚内レディー直娘

翔歴）６００㌔訓練帰還

翔歴）６００㌔訓練帰還

翔歴）６００㌔訓練帰還

１３-ＲＲ０１３０７ Ｂ ♀ 長谷賢二　作翔

♀26

♀ 長谷賢二　作

長谷賢二　作

♀29

♀30

♀16

♀25

１３-ＲＲ０１２２３

♀19

♀18 BW

♀24

♀21

♀20

♀22

♀17

♀28

翔歴）６００㌔訓練帰還

１４-ＤＡ３７２９４ ＢＣ ♀ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

１４-ＤＡ３７２４８

スリム稚内直娘

全兄妹／ペンシル９９

♀27

翔歴）６００㌔訓練帰還

１４-ＤＡ３７２４９ ＤＢ ♀ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

１４-ＤＡ３７２８２

♀15

三姉妹エース直娘

♀23

長谷賢二　作翔

代表鳩ムサシ直娘

翔歴）６００㌔訓練帰還

１４-ＤＡ３７２０５ Ｂ ♀ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

１４-ＤＡ３７２３７ Ｂ ♀ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

１４-ＤＡ３７２４６ ＢＷ ♀ 長谷賢二　作翔

１４-ＤＡ３７２０２ ＢＣＷ ♀ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

１４-ＤＡ３７２０３ Ｂ

ＤＢ ♀

♀ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

１４-ＤＡ３７２８３ Ｂ ♀ 長谷賢二　作翔

♀ 長谷賢二　作翔

♀１３-ＲＲ０１２８６

B

１５-ＤＡ２０８１２ ＢＣ ♀ 長谷賢二　作翔
桜花賞総合優勝の直娘鳩

翔歴）６００㌔訓練帰還

稚内ゴーデンラボ（稚内ＧＮ総合優勝

翔歴）６００㌔訓練帰還

１４-ＤＡ３７２９０ Ｂ ♀ 長谷賢二　作翔

Ｂ



１４-２７１　ＤＢＷ　長谷作　兄姉／稚内１１００㌔総合２９位，北陸ブロック稚内ＧＮ当日総合優勝（フォンドマン×０７-７３３）

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）

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）

０５-０１８４２　ＢＣ　長谷作翔　稚内ＧＮ１１００㌔連盟１１位　直仔／稚内ＧＮ１１００㌔２６４羽中総合４位（父／サクラオー）

１０-バロンエイト　Ｂ　長谷作翔　１２春北陸ブロックＧＰ７００㌔５７５羽中総合８位，１３春稚内１１００㌔連盟１４位

０７-７１５　ＢＣＰ長谷作翔　０９春稚内ＧＮ１１００㌔後日，１０春稚内ＧＮ１１００㌔後日　　直仔／地区Ｎ総合優勝，会長賞

スリム稚内 Ｂ 長谷作翔　０５地区Ｎ５１７羽中９位，ＧＰ５６７羽中４５位，０６地区Ｎ当日二羽帰り中２位，０７稚内ＧＮ９１位

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

０６-Ｂ　長谷作　直仔／稚内ＧＮ１１００㌔連盟１５位，後日二回（サクラオー 桜花賞北陸南地区総合優勝×ジャンプエース)

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

・４代連続稚内１１００Ｋ）直娘鳩
０８-１２３４　ＢＣ　長谷作翔　０９ＧＰ７００㌔連盟７位，１０稚内ＧＮ１１００㌔総合２５位　　姉／稚内ＧＮ１１００㌔総合７位

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）

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）

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（フォンドマン孫)

１０-１００９　Ｂ　長谷作翔　桜花賞４位・沼田９００㌔４６５羽中当日総合１８位他一回（スーパー７４７兄弟×桜花賞優勝）

種鳩♀９　１２-６０５　Ｂ　長谷作翔　Ｒｇ４００㌔６位，森ＧＰ７００㌔連盟２２位　　姉／サマンサ　北陸ブロックＧＰ総合優勝

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

１４-２５３　長谷作翔　６００㌔　（０９-１９１６　長谷作翔　ＧＰ２８位，稚内ＧＮ１１００㌔総合５４位×地区Ｎ総合優勝の母）

０６-Ｂ　長谷作　直仔／稚内ＧＮ１１００㌔連盟１５位，後日二回（サクラオー 桜花賞北陸南地区総合優勝×ジャンプエース)
０５-０１８４２　ＢＣ　長谷作翔　稚内ＧＮ１１００㌔連盟１１位　直仔／稚内ＧＮ１１００㌔２６４羽中総合４位（父／サクラオー）
０６-Ｂ　長谷作　直仔／０９稚内ＧＮ１１００㌔２６４羽中総合２位（サクラオー 桜花賞北陸南地区総合優勝×ジャンプエース)
０５-ＲＲ１８１４　Ｂ　長谷作翔　Ｒｇ400㌔475羽中12位，地区Ｎ600㌔150羽中24位　　直仔／ＧＰ北陸ブロック総合優勝
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）

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）

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

・４代連続稚内１１００Ｋ）直娘鳩
１０-バロンエイト　Ｂ　長谷作翔　１２春北陸ブロックＧＰ７００㌔５７５羽中総合８位，１３春稚内１１００㌔連盟１４位

ピレネケ ＰＢ 長谷作翔　Ｒｇ４００㌔７位，地区Ｎ６００㌔３位，５位，稚内ＧＮ当日総合５位　日本エースピジョン賞全国８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）

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）

スリム稚内 Ｂ 長谷作翔　０５地区Ｎ５１７羽中９位，ＧＰ５６７羽中４５位，０６地区Ｎ当日二羽帰り中２位，０７稚内ＧＮ９１位

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）♀４６
１６-ＤＡ２２７５３ Ｂ ♀ 長谷賢二　作翔

スリム稚内直娘
翔歴）６００㌔訓練帰還

♀４４
１６-ＤＡ２２７３７ Ｂ ♀ 長谷賢二　作翔

日本エースピジョン賞全国８位直娘
翔歴）６００㌔訓練帰還

♀４５
１６-ＤＡ２２７５０ Ｂ ♀ 長谷賢二　作翔

Ｃ．ヘベレクト血統
翔歴）６００㌔訓練帰還

♀４２
１６-ＤＡ２２７１１ ＰＢ ♀ 長谷賢二　作翔

代表鳩ペンシル９９直娘
翔歴）６００㌔訓練帰還

♀４３
１６-ＤＡ２２７３２ Ｂ ♀ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

♀４０ １６-ＤＡ２２７０６ ＢＣＷ ♀ 長谷賢二　作

♀４１ １６-ＤＡ２２７４３ Ｂ ♀ 長谷賢二　作

翔歴）６００㌔訓練帰還

ＢＣ ♀

翔歴）６００㌔訓練帰還

長谷賢二　作翔

♀ 長谷賢二　作翔

♀ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

♀31

長谷賢二　作翔

♀３３

♀３２

♀３４

♀３６

♀３５

ＢＷ

翔歴）６００㌔訓練帰還

Ｂ ♀

翔歴）６００㌔訓練帰還

Ｂ ♀ 長谷賢二　作翔

ＢＣ

♀３７
Ｂ

♀３９
１５-ＤＡ２０８７８ Ｂ ♀ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

１５-ＤＡ２０８２５
スリム稚内直娘

１５-ＤＡ２０８２７

１５-ＤＡ２０８３２

１５-ＤＡ２０８５６

♀３８
１５-ＤＡ２０８６９ Ｂ ♀ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔

♀ 長谷賢二　作翔

１５-ＤＡ２０８１４ ＢＷ ♀ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

１５-ＤＡ２０８１６

１５-ＤＡ２０８１９

代表鳩ムサシ直娘

バロンエイト直娘

翔歴）６００㌔訓練帰還

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



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）

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

・４代連続稚内１１００Ｋ）直娘鳩
１３-１３０１　ＢＷ　長谷作翔　６００㌔（沼田９００㌔当日総合１９位・桜花賞５位×地区Ｎ総合３位，森ＧＰ７００㌔総合２１位）

種鳩♀９　１２-６０５　Ｂ　長谷作翔　Ｒｇ４００㌔６位，森ＧＰ７００㌔連盟２２位　　姉／サマンサ　北陸ブロックＧＰ総合優勝

１３-１３０１　ＢＷ　長谷作翔　６００㌔（沼田９００㌔当日総合１９位・桜花賞５位×地区Ｎ総合３位，森ＧＰ７００㌔総合２１位）

種鳩♀９　１２-６０５　Ｂ　長谷作翔　Ｒｇ４００㌔６位，森ＧＰ７００㌔連盟２２位　　姉／サマンサ　北陸ブロックＧＰ総合優勝

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♀７　１０-１０７６　ＢＣＰ　長谷作翔　桜花賞5位・北陸ＣＨ９００㌔４０９羽中総合２５位，稚内ＧＮ１１００㌔総合３８位

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）

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）

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

・４代連続稚内１１００Ｋ）直娘鳩
種鳩♂１９　１６-２２７１６　Ｂ　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♀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♂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

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

１０-１０４１　Ｂ　長谷作翔　ＧＰ７００㌔８２８羽中総合１７位，稚内ＧＮ１１００㌔連盟１４位　（バロン稚内×ジャンプエース）

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）

直娘鳩
１０-１０４１　Ｂ　長谷作翔　ＧＰ７００㌔８２８羽中総合１７位，稚内ＧＮ１１００㌔連盟１４位　（バロン稚内×ジャンプエース）

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）

直娘鳩
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）

♀５０
１７-ＤＡ２４１１０ ＢＣＰ ♀ 長谷賢二　作翔

フレンダ―（５代連続稚内１１００Ｋ）

フレンダ―（５代連続稚内１１００Ｋ）

翔歴）６００㌔訓練帰還

♀５１
１７-ＤＡ２４１１９ Ｂ ♀ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

♀４８
１６-ＤＡ２２７６１ Ｂ ♀ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

♀４９
１６-ＤＡ２２７６２ Ｂ ♀ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

♀４７
１６-ＤＡ２２７５５ Ｂ ♀ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

翔歴）６００㌔訓練帰還

♀５３
１７-ＤＡ２４１４４ Ｂ ♀ 長谷賢二　作翔

ミス稚内ラボ直娘
翔歴）６００㌔訓練帰還

♀５２
１７-ＤＡ２４１４２ Ｂ ♀ 長谷賢二　作翔

桜花賞総合優勝の直娘鳩
翔歴）６００㌔訓練帰還

♀５５
１７-ＤＡ２４１４８ ＰＢ ♀ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

♀５４
１７-ＤＡ２４１４７ ＢＰ ♀ 長谷賢二　作翔

翔歴）６００㌔訓練帰還

♀５７
１７-ＤＡ２４１５８ ＰＢ ♀ 長谷賢二　作翔

代表鳩ペンシル９９直娘
翔歴）６００㌔訓練帰還

♀５６
１７-ＤＡ２４１４９ Ｂ ♀ 長谷賢二　作翔

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


