
北部地区

南関東地区

中部地区

東北南地区

東京地区

近畿地区

北関東地区

東部地区

西部地区

小原 茂鳩舎 作翔（北上）
 16BE02392　DC　♀
実距離：380.427K　分速：1687.786ｍ

ピグマリオンロフト 作翔（常総中央）
 17LC01151　BC　♀
実距離：467.942K　分速：1264.937ｍ

千田 久雄鳩舎 作翔（富山）
 16RA03070　B　♂
実距離：464.052K　分速：1449.863ｍ

末永 信幸鳩舎 作翔（仙台中央）
 17OB01976　B　♀
実距離：498.383K　分速：1587.040ｍ

篠崎 金一鳩舎 作翔（武蔵野）
 17MB03401　スレート　♂
実距離：456.176K　分速：1225.291ｍ

米田 幸由司鳩舎 作翔（なんば）
 17XY00692　チョコ　♀
実距離：393.162K　分速：1316.393ｍ

大久保 勝鳩舎 作翔（土浦中央）
 16HS00557　RC　♀
実距離：417.187K　分速：1602.205ｍ

遠藤 久夫鳩舎 作翔（長野）
 17PH06578　BC　♀
実距離：436.652K　分速：1511.429ｍ

渡嘉敷 義雄鳩舎 作翔（琉球）
 16YB11064　BC　♀
実距離：248.690K　分速：1508.739ｍ

07OK18460　スレート　吉田孝雄 作
　01OK30649　スレート

佐々木 作出　吉田 使翔
03年春Rg1,910総合7位
04OK15560　B　吉田 作
直仔／ 06 年 秋 200K5 位、300K12 位、

Rg3,484羽中総合4位、 菊花賞
2,537羽中連盟8位、 連合会AP
賞1位

14BB14772　DC　佐藤博昭 作
06BB11732　DC　佐藤 作
06BB12196　DCP　佐藤 作
直仔／ 桜花賞900K総合2位・ 東北北

部CH総合4位

06LK11716　B　糸川 作翔　
07年春3連合会200K優勝
直仔／Rg400K総合6位、Rg500K総合8位 他
　97K51699　B　藤倉穂臣 作翔

98年200K1,456羽中7位 他
04LC04157　浅田 作　ルーテンツ
リモージュN優勝の兄弟の直仔

09LC08710　B　ピグマリオンロフト 作翔
10年春200Kブロック連盟5位、1000K37位
11年春千友会6,339羽中総合20位、秋300K総合38位
　04ZA38164　BW　AAAロフト 作

“ボードワン”の孫　“マリールイズ”の直仔
直仔／ 200K総合5位、300K総合10位・総合27位 他
02KA41626　鈴木信義 作
“デン・ボルドー”直仔×“キッド”娘

13HA01079　PB　一文字ロフト 作
　12HA04298　DC　一文字ロフト 作

“ユーロダイアモンド”×“バルセロナ・キム”
11HA05655　BC　一文字ロフト 作
“ユーロダイアモンド”×

“バルセロナ・ネリー”
16DA00245　BC　日本鳩レース協会 作
　12DA00293　BC　協会 作

“レコードブレーカー”直仔×
伊賀国際CH900K優勝

12DA00153　BC　協会 作
“デンベック”直仔×10年伊賀700K優勝

11-14682　BC　篠崎 作
姉／10年東京GP800K総合15位・連盟優勝
　B04-6293173　BC　ヤンセン 作

“シャンテリー”の直仔
直仔／800K連盟優勝

　NL07-1515635　B
07年シャンテリー2,319羽中優勝

12-11380　B　篠崎 作
　08MB16545　BC　篠崎 作

ヤンセン×“シャンテリー”
10MB16925　篠崎 作
01年春Rg総合優勝の娘

14XY02074　チョコ　米田幸由司 作
“ネヴェ”（01年ベルジュラックN最高分速）の筋
　“ル・フォーユ” 
　F10-233303　BC　ジャン・パシラ 作

13年サンバンサIN10,907羽中2位・同N2,541羽中優勝
“チャンピオン27” 
13XY05986　チョコ　米田 作
13年秋Rg345羽中総合優勝
兄弟／総合優勝2羽

15XY00034　RC　米田幸由司 作
“CHナルボンヌ” NL11-1056917　R　米田 作
13年ナルボンヌN4,515羽中51位、14
年ナルボンヌN6,649羽中優勝
“チャンピオン29” 13XY04027　チョコ　米田 作
14年柿崎Rg405羽中総合優勝　“ネヴェ”の筋

07LK11868　RC　純ヤンセン系
超銘鳩“ド019”の曾孫、“ヨングメルクス”6重
近親、“オードメルクス”10重近親
兄弟姉妹の直系に総合優勝、シングル多数
　99ZA52236　RC　石橋正光作　
　純ヤンセン系基礎鳩
　94年高松宮杯2位の直仔
　01ZA30920　BC　石橋作
　石橋ヤンセン系基礎鳩　“クライネン019”の直仔
15HS04155　B　佐藤作
　10HS11330　B　佐藤作
　兄弟／400K総合4位
　11HS09336　BW　佐藤作
　姉妹／ 総合優勝、総合シングル入賞鳩多数あり

日本エースピジョン賞全国7位
シルバーエクセレントP認定

15HK10645　B　笠原通孝 作
　B07-5193902　プロス・ローザン 作
　“ターザン”（優勝5回）の直仔
　14HK03882　BC　笠原 作
　全兄弟／入賞多数
15PH08904　B　内堀英治 作
　13PH03276　BC　内堀 作

03PH07111　BC　内堀 作
直仔／14年地区N総合優勝

12YB02531　B　渡嘉敷 義雄作
　“破天荒31号”
　00XX04331　BC　任 秀夫作
　桜花賞2位
　09XY04898　BC　任作
　キープセークオペル
13YB04156　BC　渡嘉敷 義雄作
14年アジア鳩協聯盟会長賞2位
　04XY03655　RC　任 秀夫作
　純オペル
　11YB11386　BC　渡嘉敷作
　純ゴードン

＊南部連盟Rg総合優勝

＊平成千葉連盟Rg総合優勝
　同腹／同レース総合6位　全兄弟／同レース総合11位

＊北陸北連盟Rg総合優勝

＊宮城連盟Rg総合優勝

＊東京西連盟Rg総合優勝
　17年秋400K

＊大和連盟Rg総合優勝
　17年秋Rg400K326羽中総合33位

＊400K総合優勝

＊長野連盟Rg総合優勝

二大スピードキング&クィーン！

―― アジア鳩協聯盟会長賞 ９地区各優勝鳩舎 優勝鳩の翔歴＆血統 ――
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亀田正男鳩舎 作翔（全函館）16AB04387　BC　♀
実距離：571.431K　分速：1,527.277ｍ　
＊北海道南部連盟地区N総合優勝　
　17年春200K・400K・600K　18年春200K・400K・600K

10AB01780　BC　亀田正男 作翔　11年秋200K
06AB03988　BC　松永秋雄 作　光風系×モスキート系、ブラークハウス系
06AB03987　BCP　松永 作　モスキート系、光風系×光風系

11AB05998　BCW　亀田正男 作　オールド環13年生
08AB02477　B　亀田 作翔　オールド環09年生
ヤンセン系、ヴァンリール系、岩田系×光風系、ゴードン系、モスキート系
06AB03998　BLKCW　桜井隆博 作　光風系 

小林 英樹鳩舎 作翔
（郡山）
13OX14115　B　♂
実距離：505.194K　分速：1399.495ｍ

丸山 浩一鳩舎 作翔
（松本）
17PH04874　DC　♂
実距離：517.045K　分速：1389.035ｍ

飯野 治鳩舎 作翔
（牛久つくば）
17HR02243　B　♂
実距離：524.404K　分速：1461.142ｍ

村瀬・永田共同 作出
永田 幸枝鳩舎 使翔

（東海）
“ロイ” 17SA05361　B　♀
実距離：539.645K　分速：1035.323ｍ

岩井 利行鳩舎 作翔
（北総）
17LK09643　DC　♀
実距離：563.902K　分速：1514.103ｍ

黒田 勝喜鳩舎 作翔
（大神）
17XY00116　DC　♂
実距離：467.042K　分速：1178.012ｍ

渡辺 稔鳩舎 作翔
（鳳）
17MB12063　BC　♂
実距離：563.845K　分速：1384.405ｍ

山根 隆志鳩舎 作翔
（出雲）
15VB04329　BC　♀
実距離：607.062K　分速：1259.247ｍ

＊福島中連盟Rg総合優勝
　13年秋～18年春まで延べ飛翔距離12,161km
10OX03176　B　小林英樹 作翔
全兄弟の仔／17年地区N600K総合53位
全兄弟の孫／14年秋Rg400K総合13位
　“善次ボーイ・076”00OH01076　RC　小林 作

01年地区N700K総合27位他
直仔／入賞多数
08DA54671　PB　横地光夫 作
異母兄弟／09年東海CH1000K総合優勝

“ミラクル・ドラゴン・プリンセス号”
11OX02553　B　小林英樹 作翔
秋Rg2,256羽中総合優勝
直系に優秀なレーサー多数
同腹の仔／Rg総合10位 他　
兄／11年サカマキ杯総合8位

“SKG-137”05OX06137　B　小林 作翔
09BB00590　B　吉田幸二 作

＊長野連盟Rg総合7位
16PH08343　BW
　B13-3049370　BW
　イヴォ・ファンレルベルヘ作
　“ネロ”の5重近親
　ファンブリアーナ系
　B06-4028436　B
　“ロレアート・バルセロナ”の孫
16PH09037　DC　柳原作
　B03-7007344　B
　フランジソワ・ボーシュ作
　05年バルセロナIN、
　04年・05年マルセイユ2回
　03年・04年リモージュ2回
　11PH00800　DC　丸山浩一使翔
　 地 区 N 優 勝、1000K 優 勝・

連盟2位

＊茨城中連盟Rg総合2位
B08-3195265　BWP　ノルマン 作
　B07-3153275　B

兄弟／“トラド”
B05-3129253　BW
“マイストロ”の娘

15HR00665　B
09-04754　DC
ボスチン×デズメ
11-01948　B
ボスチン×ヘクトルデズメ

＊下浜SC600K352羽中総合2位
　全姉妹／17年秋300K1,688羽中総合優勝
“ハスキー” 11SA07101　BC
尾崎允俊作　村瀬正成使翔
12年沼田GN3位・総合14位
直 仔 ／ 200K・300K 各 総 合 優 勝、SC 総
合8位、会長賞・総理大臣賞各連盟5位他
　09SA02527　RC　香山光男作
　“デ・ヨング89”×“セレクト・ゴールド”
　10SA10813　B　尾崎作
　余市CH総合17位　母／GN総合5位
10SA06400　B　安藤正彦作
直仔／中之島ダービー総合優勝他多数
　98ZB20302　B　AAAロフト作
　“マキシミリアン”×“マリールイズ”
　06SA17678　BCW　安藤正彦作
　09年沼田GN108羽中総合優勝

＊千葉東連盟地区N総合優勝
　300K5位
B05-4274033　DC　ゲバルト.JP 作
孫／400K連盟11位

B03-4443440　BC　ゲバルト.JP 作
B01-2336738　DC　ヒューゴ 作

14LK09445　B　岩井利行 作
600K5位2回、東日本CH4位

10LK05543　B　岩井 作
B10-9090951　B　デュプルス 作
176K優勝2回

12DA50820　B　黒田勝喜作
ノーリング　B　黒田作
兄弟／  1000K2回総合優勝（内当日1回 ）、

1000K総合2位、総合5位
ファンブリアーナ×カイパー兄弟
06DA07082　B　丸山修二作
直仔／陸奥900K当日総合3位
兄弟の直仔／長万部1000K当日総合5位

ノーリング　DC　黒田勝喜作
兄弟／  17 年 春 300K 優 勝、700K

総合2位、500K総合5位
10XY04235　DC　黒田作
ダイヤモンドバーカー系　直仔／入賞多数
母／01年秋高松宮杯500K連盟優勝
12DA50804　BC　黒田作
ダイヤモンドバーカー系　
兄弟／800K総合4位
1000K総合2位の孫

＊東京西連盟地区N総合優勝
09MB12361　BC　蓮見義男 作翔
300K優勝

04MB02451　B　蓮見 作
父／“デンベック”×“マキシマ”
06MB16589　B　蓮見 作
　Rg総合優勝の娘

05MB02928　BC　太田 明 作翔
地区N総合24位、桜花賞総合9
位、総理大臣賞・東京地区4位
直仔／ 地 区 N600K 総 合 7 位、

1000K連盟3位
03MB06420　BC　太田 作
モンドマルサンN優勝×ボルドーN優勝
DV04900-99-0134　S　キップ父子 作翔
00年ボルドーN127位、01
年ペルピニャンN524位、02
年ダックスN36位 他

＊ 山 陰 地 区 N 総 合 優 勝 18 年 SC300K47
位、Rg400K21位、オールド環16年生
“ヤマネットブラザー総理1318”
10VB01318　BC　山根隆志 作
全兄弟／“ヤマネット”（09年総理大臣賞 ）　直仔／
SC300K総合2位　孫／18年地区N600K総合2位

00HF25528　B　大高 繁 作
直系に1000Kまで優入賞多数
06PA00574　BC　横地光夫 作
直仔・孫／SC総合優勝、地区N総合優勝 他

“ヤマネットシスター鳩神ナショナル7243” 
13DA07243　BC　山根隆志 作
直仔／地区N600K総合優勝、GP700K総合3位
全姉妹／ “ヤマネット鳩神ナショナル”（地区Nブロッ

ク総合優勝、NPO会長賞・西部地区優勝）
09DA44093　BC　伊桜大介 作
直仔・孫／地区N総合優勝、GP総合3位 他多数
06PA00574　BC　横地光夫 作
直仔・孫／SC総合優勝、地区N総合優勝 他

春季中距離レースの

NPO会長賞 全国最高分速は分速1,527.277メートルをマークした
16AB04387　BC　♀　亀田正男鳩舎（北海道南部連盟・全函館連合会）に決定！

―― NPO会長賞 各地区優勝鳩舎及び優勝鳩の翔歴＆血統――
東北南地区

北部地区

東部地区

北関東地区

中部地区

南関東地区

近畿地区

東京地区

西部地区

平成30年度オランダ伝書鳩協会会長賞




