
※入賞鳩＆記録鳩を含む

父親)
母親)

パルムドール Ｂ０４-ラーテ・ブラウェン・ファン・２００４　ヤンセン作　（ショーネ・ブラウェ・リヒテ　ヤンセン作×クライネ・リヒテ　ヤンセン作） 直仔／Ｒｇ４００㌔総合優勝，7位，8位
Ｂ０７-６３９９０２５ Ｂ０４-ショーネ・ラーテ・ブラウ　Ｂ　　　 　ヤンセン作　（ショーネ・ブラウェ・リヒテ　ヤンセン作×クライネ・リヒテ　ヤンセン作） 孫／Ｒｇ４００㌔総合３位，６位二回他

ヨング・イェル パンチョ・イェル　Ｃ．ヘベレクト作　直仔／コープマン鳩舎最高♀種鳩（パンチョ　ＫＢＤＢ長距離ＡＰ賞２位×Ｂ０２-７８９４０） 孫／地区Ｎ６００㌔総合２位，４位
Ｂ１０-４３２３５１７ ユーロ―チェ　ＤＶ０６７２０-０８-１３３７　ブロッキャンプ作（ユーロ・ダイヤモンド　オリンピアード長距離部門１位×ミストラル） 　　　桜花賞９００㌔総合３位二回他

シンディー パンドンナ　Ｃ．ヘベレクト作　半兄弟／ラ・ステレーヌＳＮ５５２０羽中優勝（パンチョ　長距離ＡＰ賞２位×ビジョーン直娘） １３年ベルジアンマスターＦ入賞鳩
Ｂ１３-４１６９２１５ アイクズビューティー　Ｃ．ヘベレクト作　半兄弟／リモージュＰ３６１９羽中優勝（アイク　ＫＢＤＢ長距離ＡＰ賞１位×ソロの母） 孫／地区Ｎ６００㌔総合９位他
ゴールデン・７５５ ド・ボルドー　B　　Ａ．ビーン作翔　ボルドーＺＬＵ９８６㌔６１１２羽中５位他（Mr.ベルジュラック直仔）×（アス５１７×ド・９９１）

ＮＬ１３-１６８２７５５ ウィレミーン　BC　A．ビーン作翔　ペルギューNPO９１４㌔３９１６羽中３位（ジョーカー×タルべドイビン）×（ド・シフト直娘）

Ｂ１０-ロッセ００１　シングル２回入賞，全兄弟の直仔／優勝６回（ブラボー　Prov，ＡＰ賞２位×オルレアン２回優勝の直娘） １６年ベルジアンマスターＦ入賞鳩
B16-マザー・ロングエース　アリエン・デカイザー作　シャトロー優勝他の母（オリンピック・ワコ直仔×Mr.ナイスアイ直娘） 直仔／伊賀国際連合会対抗２１，３９位
マロンⅡ 西條作 全兄弟の直仔／桜花賞総合優勝（マロン　R.D＆マタイス作）×西條作（クラーレ・カポン直仔×ブルテ孫） 直仔／Ｒｇ総合２位，地区Ｎ総合９位
B03-4238686 BCP R.デズメット＆マタイス策　直仔／桜花賞総合４位（ド・ゲリット　バルセロナ５回×ペタッキ―異父妹） 孫／２００㌔７５６羽中優勝他

ヨング・リーカス 代表種鳩リーカス 直仔／ＧＰ総合優勝，桜花賞総合優勝，連盟最優秀鳩賞１位　孫／ＧＮ１０００㌔連盟１位，Ｒｇ総合優勝 直仔／二地区ＧＰ８００㌔総合８位
０８-ＰＨ０７８７５ ラ・０３３　ＢＣ　西條作翔　桜花賞９００㌔当日一羽帰り総合優勝 （ジョス・トーネ作　直系／総合優勝９羽×純Ｄ＆Ｍ血統） 地区Ｎ総合４位，Ｒｇ総合６位，７位他

ＮＬ００-デンゼル　ＤＣ　ブリュッヘマン兄弟作 直仔／東日本稚内ＧＮ１１００㌔総合１６位，６９位，ＪＣ１０００㌔総合１１１位

ＮＬ０３-イソラ１６２　Ｂ　ブリュッヘマン兄弟作　（ボルドーN２９２位×イソラ　バルセロナN４０位，２０７位，ボルドーN２９９位）

ヘベレクト・９８０ 種鳩♂２　ヨング・イェル　ＢＣ　Ｃ．ヘベレクト作　異母兄弟／サンバンサンＮ総合優勝，異父兄弟／リボルヌＮ総合６位 直仔／地区Ｎ６００㌔総合２位，４位
１２-PH０６９８０ 種鳩♀７  Ｂ１１-４０９０１２５　Ｂ　Ｃ．ヘベレクト作　（ベン　ダックスＮ総合７１位×アクセルＫＢＤＢ長距離ＡＰ賞１位の全妹） 　　　　 桜花賞９００㌔総合３位二回

（１３年生） 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） 直仔／１４年秋Ｒｇ４００㌔総合優勝
０９-DA１８９７３ 種鳩♀１０ ベルジアン・レディ ＢＣ　Ｃ．ヘベレクト作出・委託 ベルジアンマスターＦ入賞（アイドール兄弟×チャンピオン直娘） 　　　　 １７年秋Ｒｇ４００㌔総合７位

（１３年生） 代表種鳩リーカス 直仔／ＧＰ総合優勝，桜花賞総合優勝，連盟最優秀鳩賞１位　孫／ＧＮ１０００㌔連盟１位，Ｒｇ総合優勝 直仔／地区Ｎ６００㌔総合優勝
１２-PH０６０２８ ラ・０３３　ＢＣ　西條作翔　桜花賞９００㌔当日一羽帰り総合優勝 （ジョス・トーネ作　直系／総合優勝９羽×純Ｄ＆Ｍ血統）

９７-ＭＢ０８３９２　Ｂ　山本作　兄弟／１０００㌔１位・連盟２位 （ＮＬ９８-１２７１４８０　カイパー兄弟作×０６-ＭＢ０５６２０）） 直仔／１０００㌔稚内ＧＮ長野連盟１位
06-MB05620 B　山本作　主要♀種鳩 （山本今西代表鳩　泰山１８　Ｂ　山本作） × 山本２１５（泰山１９×斗山１１の直娘）　 会長賞３位（Ｒｇ総合４６位，地区Ｎ総合１６位）

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）

種鳩♀１０ ベルジアン・レディ ＢＣ　Ｃ．ヘベレクト作出・委託 ベルジアンマスターＦ入賞（アイドール兄弟×チャンピオン直娘）

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♀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） 直仔／地区Ｎ６００㌔総合９位
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） 　　　　 農林水産大臣賞４位
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）

代表種鳩リーカス 直仔／ＧＰ総合優勝，桜花賞総合優勝，連盟最優秀鳩賞１位　孫／ＧＮ１０００㌔連盟１位，Ｒｇ総合優勝

０６-ボンテ・ボリュート　ＢＣＷ　西條作　直仔／５００㌔Ｒｇ総合２位，４位，９００㌔桜花賞総合６位（両親／ダーネンス作）

マロンⅡ 西條作 全兄弟の直仔／桜花賞総合優勝（マロン　R.D＆マタイス作）×西條作（クラーレ・カポン直仔×ブルテ孫）

種鳩♀１６ １３-０４１９０　Ｂ （グーフィー　Ｂ０９-１５１９　ＢＤ＆マタイス作×ジョリ―　Ｂ０８-２５８１　ＢＣ　Ｄ＆マタイス作）

（１６年生） 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 直仔／Ｒｇ総合２位，地区Ｎ総合５位
１５-ＰＨ０６７８４ 種鳩♀３５ エクセル・ボルト 西條作翔　Ｒｇ総合２位，地区Ｎ総合優勝，長野連盟会長賞１位，シルバーエクセレントＰ認定 　　　　長野連盟会長賞１位

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）

（１６年生） 代表種鳩リーカス 直仔／ＧＰ総合優勝，桜花賞総合優勝，連盟最優秀鳩賞１位　孫／ＧＮ１０００㌔連盟１位，Ｒｇ総合優勝

１５-ＰＨ０６７９０ 種鳩♀１９ １４-３９８７７　ＢＰ　西條作　（ＮＬ１３-２７５５　Ａ．ビーン作　ボルドー直仔×ラ・０３３　９００㌔桜花賞当日一羽帰総合優勝）

純クリス・ヘベレクト血統

ＢＷ

♂１７ １５-ＰＨ０６７２８ ＢＣ ♂ 西條光明　作 代表種鳩リーカス直仔

♂１８ １５-ＰＨ０６７８２

純クリス・ヘベレクト血統

Ｂ ♂ 西條光明　作

♂２０ １５-ＰＨ０６７８８ ＢＣ ♂ 西條光明　作

♂ 西條光明　作

西條光明　作

ＢＷ

♂１６ １４-ＰＨ３９８８５　 Ｂ ♂ 西條光明　作

♂ 西條光明　作

１４-ＰＨ０３７０１ ＢＣ ♂

アルヤン・ビーン作 ゴールデン１０（ドイフ紙）落札鳩

RC ♂ K.ファンロンパイエ作

♂７

BC ♂ 西條光明　作

純ブリュッヘマン兄弟血統

１３-ＰＨ０４１９５ ＢＣ ♂ 西條光明　作

１３-ＭＢ１５８７７

１３-ＰＨ０４１９４ 純クリス・ヘベレクト血統

純ヤンセン血統

ＢＣ ♂ クリス・ヘベレク作

Ｂ ♂ クリス・ヘベレク作

BLKC ♂ 西條光明　作

♂ ルイ・ヤンセン作

Ｂ ♂

B１６-２２０６０９３

♂１

♂２

♂３

♂４

♂５

♂６

♂１９

♂１０

♂１１

♂１２

♂１３

♂１４

♂８

♂９

♂１５

♂２１

Ｂ

「西條光明鳩舎　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

１１-ＰＨ０７４０４

０７-PH０３９７４

備考（血統，翔歴，兄弟翔歴など）

ＢＣ ♂ 西條光明　作

ＢＣ ♂ 西條光明　作

ＢＣ ♂ 西條光明　作

ＢＷ ♂ 山本正嗣　作

西條光明　作ＢＣ ♂

BC ♂ 西條光明　作

純デズメット＆マタイス血統

代表種鳩リーカス直仔



代表種鳩リーカス 直仔／ＧＰ総合優勝，桜花賞総合優勝，連盟最優秀鳩賞１位　孫／ＧＮ１０００㌔連盟１位，Ｒｇ総合優勝

種鳩♀２ ＤＶ０６７２０-０８-１２４１ ブローキャンプ作（スーパー・ボルドー　ボルドーＩＮ総合優勝×ユーロ・ダイヤモンド直娘）

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） 直仔／Ｒｇ総合３位
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） 全姉弟／Ｒｇ総合優勝，８位
代表種鳩リーカス 直仔／ＧＰ総合優勝，桜花賞総合優勝，連盟最優秀鳩賞１位　孫／ＧＮ１０００㌔連盟１位，Ｒｇ総合優勝

種鳩♀１９ １４-３９８７７　ＢＰ　西條作　（ゴールデン７５５　Ａ．ビーン作 × ラ・０３３　９００㌔桜花賞当日一羽帰総合優勝）

種鳩♂２　ヨング・イェル　ＢＣ　Ｃ．ヘベレクト作　異母兄弟／サンバンサンＮ総合優勝，異父兄弟／リボルヌＮ総合６位 異母兄弟の直仔／地区Ｎ総合２位
種鳩♀２ ＤＶ０６７２０-０８-１２４１ ブローキャンプ作（スーパー・ボルドー　ボルドーＩＮ総合優勝×ユーロ・ダイヤモンド直娘） 地区Ｎ総合４位，桜花賞総合３位二回
Ｂ０４-４２１７１４５　Ｂ　Ｃ．ヘベレクト作　異母兄弟／ＫＢＤＢ長距離ＡＰ賞１位（Ｂ９６-ジェフ　×Ｂ９６-ミーケ　ヘルボッツ作）

種鳩♀２１ １５-０９６３３　Ｂ 西條作（ド・ザビル 西條代表種鳩　Ｎレース５回入賞×パンチョ・キング直娘　Ｃ．ヘベレクト作）

代表種鳩リーカス 直仔／ＧＰ総合優勝，桜花賞総合優勝，連盟最優秀鳩賞１位　孫／ＧＮ１０００㌔連盟１位，Ｒｇ総合優勝

種鳩♀１０　Ｂ１２-４１４９０７６ ＢＣ Ｃ．ヘベレクト作出・委託 ベルジアンマスターＦ入賞（アイドール兄弟×チャンピオン直娘）

代表種鳩リーカス 直仔／ＧＰ総合優勝，桜花賞総合優勝，連盟最優秀鳩賞１位　孫／ＧＮ１０００㌔連盟１位，Ｒｇ総合優勝

種鳩♀１０　Ｂ１２-４１４９０７６ ＢＣ Ｃ．ヘベレクト作出・委託 ベルジアンマスターＦ入賞（アイドール兄弟×チャンピオン直娘）

Ｂ０５-５０９０９７５　Ｂ　バンチェンス・ガストン作（スーンチェスの銘鳩ラーテ・トム７重近親×フェルストラーテのソロ近親）

種鳩♀３５ ヘレネ ＢＣ 西條作翔　４００㌔Ｒｇ総合優勝　長野地区連盟品評会総合一席（パルムドール×シャーリケ・０９）

代表種鳩リーカス 直仔／ＧＰ総合優勝，桜花賞総合優勝，連盟最優秀鳩賞１位　孫／ＧＮ１０００㌔連盟１位，Ｒｇ総合優勝

種鳩♀３７ ナショナル・ペコ　ＢＣ 西條作翔 ６００㌔地区Ｎ総合優勝（代表鳩リーカス直仔×０７-純デズメット＆マタイス系）

代表種鳩リーカス 直仔／ＧＰ総合優勝，桜花賞総合優勝，連盟最優秀鳩賞１位　孫／ＧＮ１０００㌔連盟１位，Ｒｇ総合優勝

種鳩♀１６　１３-０４１９０　Ｂ　（グーフィー　Ｂ０９-１５１９　ＢＤ＆マタイス作×ジョリ―　Ｂ０８-２５８１　ＢＣ　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） 全姉妹／ナショナル・ペコ
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） 　　　　　　地区Ｎ６００㌔総合優勝
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♀３２　レト・ボルト　ＢＣＷ 西條作翔 ５００㌔Ｒｇ総合優勝　孫／１０００㌔ＧＮ連盟１位（インティールト・ヨープ直娘）

連盟品評会　長距離クラス一席鳩
ブラウ・２５ 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）

１２-PH０５９２５ 06-ウィットペン・ボリュート　ＢＷ　西條作　兄弟直仔／Ｒｇ総合９位，地区Ｎ総合３位他（両親／Ｌ．ダーネンス作出鳩）

クライネ・リーカス １０-ＤＣ　西條作　異母兄弟／ＧＰ８００㌔総合優勝，桜花賞９００㌔総合優勝（代表鳩リーカス×レト・ボルト　Ｒｇ総合優勝）

１３-ＰＨ０４１１６ Ｂ１１－０４３８９３　ＢＣ　マルセロ・カロ作　異母兄弟直仔／サンバンサンＮ総合優勝（ProvＡＰ賞２位，９位×欧州杯１位娘）

スーパー・フライ 代表種鳩リーカス 直仔／ＧＰ総合優勝，桜花賞総合優勝，連盟最優秀鳩賞１位　孫／ＧＮ１０００㌔連盟１位，Ｒｇ総合優勝

１４-ＰＨ０３６６６ 種鳩♀１６　１３-０４１９０　Ｂ　（グーフィー　Ｂ０９-１５１９　ＢＤ＆マタイス作×ジョリ―　Ｂ０８-２５８１　ＢＣ　Ｄ＆マタイス作）

長野連盟最優秀鳩賞１位鳩

ヘレネ（Ｒｇ総合優勝）直仔

二地区ＧＰ８００㌔総合優勝鳩

代表種鳩リーカス直仔

代表種鳩リーカス直仔

代表種鳩リーカス直仔

西條光明　作翔

♂３１

♂３２ １８-ＰＨ０６８２３ ＲＣ ♂ 西條光明　作

翔歴）５００㌔Ｒｇ総合６位，６００㌔地区Ｎ総合４位入賞鳩！＆長野連盟会長賞１位受賞鳩！

♂３５
翔歴）地区Ｎ６００㌔総合６位，東日本稚内ＧＮ１０００㌔長野地区連盟１位入賞鳩！

長野連盟　会長賞１位鳩

稚内ＧＮ１０００㌔長野連盟１位鳩

♂３６
Ｂ ♂ 西條光明　作翔

翔歴）Ｒｇ５００㌔総合１３位，地区Ｎ６００㌔総合２０位，二地区ＧＰ８００㌔総合優勝（翌日３羽帰還の難レースで２位との差は５７ｍ）　長野連盟最優秀鳩賞１位！

西條光明　作

西條光明　作

♂ 西條光明　作

ＤＣ ♂ 西條光明　作

ＢＣ ♂ 西條光明　作

１７-ＰＨ０６２３２

♂３４
Ｂ ♂ 西條光明　作翔

♂２２ １６-ＰＨ０３８２２

１７-ＰＨ０６２３３

♂２６

♂２７

１２-PH０５８３６

１６-ＰＨ０３８６０ ＢＣ ♂

１７-ＰＨ０６９２３

８００㌔ＧＰ総合３２位入賞鳩

♂２３

♂２９

♂３０

♂３３

♂２８

ＢＣ ♂ 西條光明　作翔

１７-ＰＨ０６９６８

１７-ＰＨ０９６９９

ＢＣ ♂ 西條光明　作

Ｂ

ＢＣＷ ♂

ＢＣ ♂ 西條光明　作

♂ 西條光明　作ＢＬＫＣ

ＢＣ ♂

翔歴）３００㌔５４１羽中７位，８００㌔ＧＰ総合３２位入賞鳩！

代表種鳩リーカス直仔

代表種鳩リーカス直仔

代表種鳩リーカス直仔

純クリス・ヘベレクト血統

♂２４ １６-ＰＨ０３８７９ ＢＣ ♂ 西條光明　作

♂２５ １６-ＰＨ０３８８６ ＢＣ ♂ 西條光明　作

１７-ＰＨ０９７９９



※入賞鳩＆記録鳩を含む
父親)
母親)
マロンⅡ 西條作 全兄弟の直仔／桜花賞総合優勝（マロン　R.D＆マタイス作）×西條作（クラーレ・カポン直仔×ブルテ孫） 直仔／地区Ｎ６００㌔総合優勝
B03-4238686 BCP R.デズメット＆マタイス策　直仔／桜花賞総合４位（ド・ゲリット　バルセロナ５回×ペタッキ―異父妹） 　　　　　ＧＰ８００㌔総合７位
ＤＶ９８-スーパー・ボルドー　ブローキャンプ作翔　ボルドーＩＮ１１６４４羽中総合優勝　直仔・孫にＮ総合優勝鳩３羽あり

ＤＶ０６７２０-０７-８９８　ブローキャンプ作　（ユーロ・ダイヤモンド オリンピアード・ゴールドメダル×スーパー・ボルドー直娘）
ドホテル・プリンセス０９ Ｂ００-ラーテ・ブラウェン・ファン２０００　ヤンセン作（ブラウェン・オーデル・ソーフィル×リヒト・ファン・クライネン・エストーグ） 直仔／Ｒｇ４００㌔総合７位，９位
Ｂ０９-６２３３６８１ ド・プリンセス　Ｂ０３-６４８５７６５　ヤンセン作　重要な♀種鳩　（代表鳩Ｂ９７-ド・クランパー　ＢＣ　×ブラウ・ウィッテルケ） 　　　　 Ｒｇ５００㌔総合８位他
シャーリケ・０９ Ｂ０４-セプテンバーマン　ヤンセン作（Ｂ９４-クライネン・エステルオーグ　ヤンセン作×Ｂ０２-ブラウ・ドイビン　ヤンセン作） 直仔／Ｒｇ４００㌔総合優勝，８位

Ｂ０９-６２３３６０８ Ｂ０６-ドーター・プリンセス ヤンセン作（Ｂ００-ラーテ・ブラウェン・ファン２０００×Ｂ０３-ド・プリンセス ヤンセン作 重要な♀）　 孫／　 Ｒｇ４００㌔総合３位，６位
クライネン・エステルオーグ　Ｂ９４-６２６１２１０　ヤンセン兄弟作　セプテンバーマンの父 直仔／Ｒｇ４００㌔総合３位，９位
ヘスヘルプト・グード・ドンケレン　Ｂ９５-６２７４３４９　ヤンセン兄弟作（Ｂ９４-グード・ドンケレ×Ｂ９４-スコーン・ドイビン） ３００㌔６７１羽中１位，地区Ｎ総合９位
ザトペック　Ｂ０３-３１１４３００　Ｓ．トーヤ作翔　ＫＢＤＢ長距離エースピジョン賞２位　ペルピナンＮ８位，マルセイユＮ３０位 直仔／地区Ｎ６００㌔総合優勝
Ｂ０４-４３６８７７５　ルク・ファンコペノール作（Ｂ９７-４５０４３３２　Ｒ．フロリゾーネ作×ウィットネス妹の娘　フロリゾーネ作） 　　　Ｒｇ総合２位，２位，会長賞１位他
ベン　Ｂ０２-４０６４４３８　Ｃ．ヘベレクト作翔　ダックスＮ６１３８羽中７１位（Ｂ９８-７２２２×Ｂ００-７１４３　アクセルの全妹） 孫／地区Ｎ６００㌔総合２位，４位，９位
Ｂ０５-４３９１９１１　Ｃ．ヘベレクト作　全兄妹／アクセル　ＫＢＤＢ長距離エースピジョン賞１位　（ジェフ×フランシーヌ） 　　　桜花賞９００㌔総合３位二回
Ｂ０７-１０１３４９８　ブールジュＰｒｏｖ２６０１羽中６位　（Ｂ０１-１００９０４０×Ｂ０１-１００９０１１） 直仔／１０００㌔稚内ＧＮ長野連盟１位
Ｂ０９-１０３１２９１　カロ・マルセル作　全兄弟の直仔／ラ・ヨーロッパカップ　（Ｂ９７-１０２１７９７×Ｂ０３-１００５８５６） 会長賞３位（Ｒｇ総合４６位，地区Ｎ総合１６位）

Ｂ０８-１０１１５８９　カロ・マルセル作　直仔／ナショナル３９位，９５位（ＫＢＤＢ長距離ＡＰ賞１位×モントバーンＮ１位妹） 直仔／Ｒｇ４００㌔総合６位
Ｂ１０-１０５０３７５　カロ・マルセル作（ベスト・オブ・ヨーロッパ×モントバーンＮ１位妹）×Ｂ０５-１０４８３７２

ベルジアン・レディ ゲシェルプテン　Ｂ１１-４０９０１８４　Ｃ．ヘベレクト作（パンチョ・チャンピオン　Ｂ０４-４４３７２８９　×　Ｂ０４-４４３７２６８） 直仔／３００㌔１位　孫／Ｒｇ総合優勝
Ｂ１２-４１４９０７６ ゲッシュ・チャンピオン　Ｂ０７-４０８１８２５　Ｃ．ヘベレクト作　（チャンピオン　ＫＢＤＢ長距離ＡＰ賞２位×Ｂ０４-パンダ直娘） ※ベルジアンマスターファイナル入賞鳩

Ｂ１０-３００２５４５　ジュリアン・ファンネーノ作　（モンタナ　Ｂ０８-３０４４４１６×Ｂ０４-３１７８２２３）

ウィーリケ　Ｂ１４-３０１７０９５　ジュリアン・ファンネーノ作翔　ツール，アルジェントン，ゲレ各Ｎ入賞（ニキータ×ヤニーナ） ※ベルジアンマスターファイナル入賞鳩
スカイ・フォール Ｂ１２-５０５７１０５ フェレクト・アリエン作 異母兄弟／ブールジュＮ総合優勝，２位（ジェームズ・ボンド直仔） １６年ベルジアンマスターＦ入賞鳩
Ｂ１３-５００８２２６　Ｋ．ファンロンバイエ作翔　ブールジュＮ，シャトローＮ各入賞　異母兄弟／ツールＮ７３２２羽中２０位 直仔／伊賀国際連合会対抗２１，３９位
代表種鳩リーカス 直仔／ＧＰ総合優勝，桜花賞総合優勝，連盟最優秀鳩賞１位　孫／ＧＮ１０００㌔連盟１位，Ｒｇ総合優勝 直仔／菊花賞１位，Ｒｇ総合２位，７位
０６-ボンテ・ボリュート　ＢＣＷ　西條作　直仔／５００㌔Ｒｇ総合２位，４位，９００㌔桜花賞総合６位（両親／ダーネンス作） 　　　　 菊花賞１位，Ｒｇ総合優勝
マロンⅡ 西條作 全兄弟の直仔／桜花賞総合優勝（マロン　R.D＆マタイス作）×西條作（クラーレ・カポン直仔×ブルテ孫） 直仔／地区Ｎ６００㌔総合５位
B03-4238686 BCP R.デズメット＆マタイス策　直仔／桜花賞総合４位（ド・ゲリット　バルセロナ５回×ペタッキ―異父妹） 　　　 　Ｒｇ総合２位，会長賞１位
ダ―チェ・４１７　ＮＬ０６-２０５６４１７　ＤＣ　ブリュッヘマン兄弟作　　異父兄弟／バルセロナ１２５０㌔３年連続入賞

１１-０７４０５　ＢＣ　西條作　（ＮＬ００-デンゼル　ブリュッヘマン兄弟作×ＮＬ０３-イソラ１６２　ブリュッヘマン兄弟作）

グーフィー　Ｂ０９-４２１１５１９　Ｂ　Ｒ．デズメット＆マタイス作（Ｂ０３-ド・サミュエル　バルセロナＩＮ６位×Ｂ０７-ポサード孫） 直仔／スーパー・フライ（種鳩♂３６）
ジョリ―　Ｂ０８-４０２２５８１　ＢＣ　Ｒ．デズメット＆マタイス作（Ｂ０１-ペタッキ　サンセバスチャンＮ１位×クラーレン直娘） 　　　二地区ＧＰ８００㌔総合優勝他
種鳩♂２　ヨング・イェル　ＢＣ　Ｃ．ヘベレクト作　異母兄弟／サンバンサンＮ総合優勝，異父兄弟／リボルヌＮ総合６位

１３-０４１８８　ＢＣ　西條作 全兄弟の直仔／Ｒｇ総合優勝，異母兄弟の直仔／桜花賞総合優勝（ド・サビル×ベルジアンＬ）

代表種鳩リーカス 直仔／ＧＰ総合優勝，桜花賞総合優勝，連盟最優秀鳩賞１位　孫／ＧＮ１０００㌔連盟１位，Ｒｇ総合優勝

Ｂ１２-４０４９０６１　ＢＣ　Ｃ．ヘベレクト作出・委託　ベルジアンマスターファイナル３６位入賞　（サントス×アクセル直娘）

種鳩♂４　ゴールデン７５５　ＮＬ１３-１６８２７５５　Ｂ　アルヤン・ビーン作　　※１３年ゴールデン１０（ドイフ紙）落札鳩

ラ・０３３　ＢＣ　西條作翔　桜花賞９００㌔当日一羽帰り総合優勝 （ジョス・トーネ作　直系／総合優勝９羽×純Ｄ＆Ｍ血統）

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）

０６-ボンテ・ボリュート　ＢＣＷ　西條作　直仔／５００㌔Ｒｇ総合２位，４位，９００㌔桜花賞総合６位（両親／ダーネンス作）

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）

スーパー・ボルドー直娘

異母姉妹／地区Ｎ総合優勝，

Ｂ０８-３０８８８９７

Ｂ０９-６０３８２６２

Ｂ１１-４０９０１２５ クリス・ヘベレクト作

シルベール・トーヤ作

カロ・マルセル作

ＢＣ ♀ クリス・ヘベレクト作

１１-ＰＨ０７４１０ ＢＷ

♀

♀４ ♀

♀15

ＳＬＴ

ＤＶ０６７２０-０８-１２４１

♀７

ＢＣ ♀

ＲＣ ♀０７-ＰＨ０３９０８

代表種鳩リーカス直娘

備考（血統，翔歴，兄弟翔歴など）

「西條光明鳩舎　トータルオークション出品　♀種鳩一覧表」

♀21 Ｂ ♀

♀20 １４-ＤＡ３９８８７ ＢＣＷ ♀

西條光明　作

西條光明　作

１５-ＰＨ０９６３３

♀16 １３-ＰＨ０４１９０ Ｂ

♀５ ＢＣ

ＤＣ

♀2

♀1

No.

西條光明　作

西條光明　作

ルイ・ヤンセン作

ブローキャンプ作

ＢＣ ♀

♀

ＢＷ ♀

西條光明　作

♀3

♀８

♀６

脚環番号 羽色 性 作出者

ルイ・ヤンセン作

Ｍ．ジェンチェンス作

♀

♀19 ＢＰ ♀

♀18 ＢＣ

Ｂ

Ｂ１１-１０４３８７６

♀９ Ｇ ♀ カロ・マルセル作

♀１０

♀１１ Ｂ１６-３０３５０７９ ＢＣ ♀ Ｊ．ファンネーノ作

♀１２ Ｂ１６-２２０６０８０ Ｂ

ＲＣ ♀ 西條光明　作

♀

１４-ＤＡ３９８７７

１４-ＰＨ０３６８３

♀17 ＤＣ

♀14

１４-ＰＨ０３６８１

１２-ＰＨ０５８５２

１３-ＰＨ０３９７９

♀ 西條光明　作

西條光明　作

西條光明　作

♀ 西條光明　作

桜花賞当日一羽帰総合優勝の娘

純ブリュッヘマン兄弟血統

ヨング・イェル直娘

♀

純クリス・ヘベレクト血統

♀ K.ファンロンパイエ作

Ｂ１１-１０４３８８１

ＢＣ ♀

♀１３



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♂２　ヨング・イェル　ＢＣ　Ｃ．ヘベレクト作　異母兄弟／サンバンサンＮ総合優勝，異父兄弟／リボルヌＮ総合６位

種鳩♀２ ＤＶ０６７２０-０８-１２４１ ブローキャンプ作（スーパー・ボルドー　ボルドーＩＮ総合優勝×ユーロ・ダイヤモンド直娘）

Ｂ０４-４２１７１４５　Ｂ　Ｃ．ヘベレクト作　異母兄弟／ＫＢＤＢ長距離ＡＰ賞１位（Ｂ９６-ジェフ　×Ｂ９６-ミーケ　ヘルボッツ作）

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）

代表種鳩リーカス 直仔／ＧＰ総合優勝，桜花賞総合優勝，連盟最優秀鳩賞１位　孫／ＧＮ１０００㌔連盟１位，Ｒｇ総合優勝

種鳩♀１１　Ｂ１６-３０３５０７９　ＢＣ　Ｊ．ファンネーノ作出・委託 ベルジアンマスターファイナル入賞（カオールＮ１位の近親）

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♂６　０７-０３９７４　ＢＣ 西條作（マロンⅡ 直系／優勝５回×ゲリット直娘　デズメット＆マタイス作　直系／総合優勝）

ジョリ―　Ｂ０８-４０２２５８１　ＢＣ　Ｒ．デズメット＆マタイス作（Ｂ０１-ペタッキ　サンセバスチャンＮ１位×クラーレン直娘）

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） 全兄弟／エクセル・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） 地区Ｎ総合優勝
代表種鳩リーカス 直仔／ＧＰ総合優勝，桜花賞総合優勝，連盟最優秀鳩賞１位　孫／ＧＮ１０００㌔連盟１位，Ｒｇ総合優勝

種鳩♀１０ ベルジアン・レディ ＢＣ　Ｃ．ヘベレクト作出・委託 ベルジアンマスターＦ入賞（アイドール兄弟×チャンピオン直娘）

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） 全姉妹／ナショナル・ペコ
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） 地区Ｎ総合優勝
代表種鳩リーカス 直仔／ＧＰ総合優勝，桜花賞総合優勝，連盟最優秀鳩賞１位　孫／ＧＮ１０００㌔連盟１位，Ｒｇ総合優勝

種鳩♀１０ ベルジアン・レディ ＢＣ　Ｃ．ヘベレクト作出・委託 ベルジアンマスターＦ入賞（アイドール兄弟×チャンピオン直娘）

レト・ボルト インテールト・ヨープ　ＮＬ０２-２１６８３０７　ＢＣ　Ｙ．ヘムストラ作　　※マルセル・ビーマンスの銘鳩ヨープの近親孫

０９-ＰＨ０４４５９ ０７-０３９２４　ＤＣＷ　西條作 ヤン・アールデン系 （ＮＬ０６-Ｐ．ボルト孫 Ｋｏ．ファンドメイレン作×スーストンＮ１位の半妹）

孫／地区Ｎ総合優勝，稚内ＧＮ連盟１位
ラ・エルサ 代表種鳩リーカス 直仔／ＧＰ総合優勝，桜花賞総合優勝，連盟最優秀鳩賞１位　孫／ＧＮ１０００㌔連盟１位，Ｒｇ総合優勝

１２-PH０５９０５ １１-０７４０３　BC　西條作　全姉妹／３００㌔５４１羽中同着２位（代表鳩ド・サビル　Ｃ．ヘベレクト作翔×Ｎ４６位の全妹）

　長野地区連盟品評会　総合一席鳩
ブラウ・デイジー 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）

１４-ＰＨ０３６０４ 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）　

　長野地区連盟品評会　総合一席鳩
ヘレネ 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）

１５-ＰＨ０９６４０ 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）

エクセル・ボルト 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） Ｒｇ総合２位鳩，地区Ｎ総合優勝鳩
１５-ＰＨ０９６６５ 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） 長野地区連盟　会長賞１位鳩

※シルバーエクセレントピジョン認定鳩
ナショナル・ペコ 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）

１６-ＰＨ０３８３５ 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）

代表種鳩リーカス直娘

代表種鳩リーカス直娘

稚内ＧＮ長野連盟１位×地区Ｎ総合優勝

ヨング・イェル直娘ＢＣ ♀♀23 １６-ＰＨ０３９２６

♀27

全姉妹／Ｒｇ総合総合優勝，８位

代表種鳩リーカス直娘

西條光明　作

４００㌔Ｒｇ総合優勝鳩

♀24 １６-ＰＨ０３９３３ Ｂ ♀ 西條光明　作

♀22 １６-ＰＨ０３７９２ 西條光明　作ＢＣ

♀25 ＢＣ ♀ 西條光明　作１７-ＰＨ０６８３１

１７-ＤＡ０５７５１

１８-ＰＨ０６８２０

１８-ＰＨ０６８２４

♀28

♀29 ＢＣ ♀ 西條光明　作

♀30 ＢＣ ♀

ＢＣＷ

１７-ＰＨ０６９４５

♀ 西條光明　作

♀ 西條光明　作ＢＣＷ

翔歴）１５年秋Ｒｇ総合２０位，１６年春３００㌔５８０羽中３位，Ｒｇ総合２位，地区Ｎ総合優勝鳩！長野地区連盟会長賞１位鳩！ ※シルバーエクセレントピジョン認定

Ｂ ♀

翔歴）１４年秋Ｒｇ４００㌔５８４羽中総合優勝鳩！　１５年長野地区連盟品評会　総合一席鳩

ＢＣ ♀ 西條光明　作翔

ＢＣＷ

♀３７
ＢＣ ♀ 西條光明　作翔 ６００㌔地区Ｎ総合優勝鳩

翔歴）１７年地区Ｎ６００㌔２９８羽中総合優勝鳩！　※当日１０羽帰還の難レース

♀３３

♀３２

♀３４

１７-ＰＨ０６９６０

４００㌔Ｒｇ総合優勝鳩

９００㌔桜花賞総合優勝鳩

♀３６

♀３５

ＢＣＷ ♀ 西條光明　作翔

翔歴）１５年Ｒｇ４００㌔５２６羽中総合優勝鳩！

♀26 Ｂ ♀ 西條光明　作

１８-ＤＡ１３１８６♀31

西條光明　作翔

翔歴）１０年春５００㌔Ｒｇ８９９羽中総合優勝鳩！

Ｂ ♀

翔歴）１３年９００㌔桜花賞総合優勝鳩！　１４年長野地区連盟品評会　総合一席鳩！

西條光明　作翔

♀ 西條光明　作翔

♀

西條光明　作

５００㌔Ｒｇ総合優勝鳩

純デズメット＆マタイス血統

純クリス・ヘベレクト血統

ＢＣ ♀ 西條光明　作


