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モア クロフト 森谷 九二昭（賛助会員）〒990-2221 山形県山形市風間1323-1　動物取扱業：山形県村保28販第７号

11月号-2分譲

152

×

×

22DA25776  BCW  ♂  柿目  モア クロフト作　1万円
純デブクワ兄弟系 “ロジャーバルセロナ号”近親

22-012978  BC  ♂  柿目  モア クロフト作　3万円

③ 両親 松浦邦彦鳩舎の代表鳩
　JC総合優勝同士の息子×GN総合優勝の娘 22-054879  B  ♀  柿目  モア クロフト作　2万3千円

④小林保美鳩舎の純パピヨン系 （最高種鳩ライン）

22-012966  BCW  ♀  柿目  モア クロフト作　2万3千円
⑥純フェルハイエ系　“ズワルトグリジェ号”ライン×“ズワルテン・ドレ号”ライン

“CH㋖クインサバイバル号”直仔×14年東日本稚内GN1200K連盟優勝“稚内クイン号”★配合1★

長距離実践配合 分譲！！

22DA05361  W（95％）  ♂  ﾒﾀﾘｯｸ  モア クロフト作　2万3千円
⑦純ヤン・アールデン系  銘鳩“ゾーンドル号”ライン

22-054895  W  ♀  黒目  モア クロフト作　2万3千円
⑧北陸の銘血  飴田稚内GN系

22DA05357  ﾁｮｺ（濃い）  ♂  柿目  モア クロフト作　4万円
①ルーマニア超スーパーロング系（22年4月号142頁 配合2参照）

22DA27204  RC  ♀  柿目  モア クロフト作　4万円
②ルーマニア超スーパーロング系（22年4月号142頁 配合3参照）

22-012916  DC  ♂  ｵﾚﾝｼﾞ目 モア クロフト作　2万3千円
⑤純フェルハイエ系　アンドレ最後の最高種鳩“ズワルテン・ドレ号”ライン

11月のプレミアム鳩-1 純プロス・ローザン “ターザン号”の息子×娘 11月のプレミアム鳩-2

“CH快速旭王号”×“CH㋖クインサバイバル号”
“CH866号” 16AA03866  B  ♂  及川正美氏作  
→“CH快速旭王号” 03ZA95705  B  CHロフト作翔
　GW1000K当日1羽帰り完全優勝（分速1397ｍ）
　孫／Rg500K優入賞、地区N700K入賞多数
　“CH佐世保78号”×“CH旭王クイン号”（直系優入賞多数）
→“CH㋖クインサバイバル号”
　10BE05627  B  伊達順一氏作翔　4代連続総合優勝
　下関GN1200K翌日1羽帰り連盟優勝
　現存する㋖系最高鳩
　“㋖クインブルー号”（桜花賞1000K総合優勝）の娘
　 

14年東日本稚内GN1200K連盟優勝
“稚内クイン号” 13PA07092  B  ♀  寺尾 衛氏作翔  
＊14年東日本稚内GN1200K連盟優勝・
　　　　　　　　1200K地帯優勝・2,268羽中総合113位　
→09PA06012  B  寺尾 衛氏作
　“グランドサーティン号”（01年沼田GN1100K三重連盟優
　勝）×“ティアラ号”（05年GP800K連盟18位、桜花賞900K
　395羽中総合優勝・連盟マーク1位）
→05PA03865  B  佐藤広志氏作
　孫／14年稚内GN1200K連盟2位
　“中野400号”（東日本CH連盟優勝）の娘

→“レインフェンックス号”
　18DA14665  チョコ  守屋博司氏作
　“チョコレイン号”（東日本稚内GN総合優勝）×
　“フェニックス号”（1年で1000K以上3回）
→“ロッキー・フェニックス号”
　20MA04999  BC  守屋博司氏作
　→“ロッキーチャンピオン号”
　　1542K連続3回飛翔（当才鳩にて1542K飛翔）
　　長距離ナショナルチャンピオンシップ1位
　→“フェニックス号”（山越え10回のＣＨ）

JC総合優勝“ブルージャパン号”直仔×15年東日本稚内GN総合優勝“シャーロット号”娘★配合2★
ジャパンカップ史上最強ペア

“JC935号” 20MA04935  BCP  ♂  守屋博司氏作  
→“YTジャパン号” 16LK00673  BC  髙橋善之氏作翔
　17年ジャパンカップ1000K4,346羽総合2位
　※帰還率1.3％のジャパンカップ史上最悪の難レース
　06年JC総合優勝、07年東日本CH総合優勝、10年JC
　総合優勝、東日本CH総合優勝の各孫
→“ブルージャパン号” 16LC12298  B  宮崎 晃氏作
　17年ジャパンカップ1000K4,346羽中総合優勝
　※帰還率1.3％のジャパンカップ史上最悪の難レース
　総理大臣賞連盟4位の兄弟×純ファンブリアーナ

“スーパーベン号”直仔×東日本GN総合優勝“シャーロット号”
“シャーロット007号” 15LH05007  BC  ♀  プリモロフト作  
→05LH01350  米倉勝弘氏作
　→“スーパーベン号” F-98-361048  ロベール・ベン作翔
　　バルセロナＩＮ24,914羽中5位、同ＩＮ20,204羽中20位、
　　同ＩＮ18,192羽中21位、同ＩＮ25,760羽中44位
　　ペルピニャンＩＮＩＮ16,800羽中3位他
　→04MB10258  木島 寛氏作  国際CH900K3位
→“シャーロット号” 14LB04934  B  プリモロフト作
　15年東日本稚内GN総合優勝
　“ド・バルセロナ号”（08年バルセロナN優勝・IN5位）の娘

Ⓐ22-054896
B  ♂  銀目

8万円

Ⓒ22-054859
B  ♂  柿目

4万円

Ⓑ22-012971
B  ♀  柿目

8万円

Ⓓ22-012979
BC ♀ 柿目

4万円

“稚内クイン号”“CH866号”

→“ローズ・フェニックス号” 18-36633  守屋博司氏作
　→“スーパーローズ号” RO12-6644
　　3年間の延べ飛翔距離8100K
　→“ブルーボス号”×“フェニックス号”
→“レッド・ドラキュラ号” 17MA05633
　守屋博司氏作
　→“ドラキュラ号” RO13-4294026
　　16年東ヨーロッパ・バルセロナIN1880K2位
　→“宝クイン号” 遠藤 宝氏作  “中野400号”近親
　　15年桜花賞900K総合3位他

→15HB04139  BC  松浦邦彦氏
　→“JCドリーム448号”
　　10年JC4,051羽中総合優勝
　→“JCドリーム763号”（下記）
→16HA06315  BC  松浦邦彦氏作
　→“GNドリーム858号”
　　13年東日本稚内GN1,856羽中総合優勝
　　同腹直仔／15年日本AP賞全国2位
　→“JCドリーム763号”（13年JC3,796羽中総合優勝）

→19HB10698  M  高塚久雄氏作  純フェルハイエ
　→17HB01687  全兄弟／GP上位入賞
　　300K優勝他の兄弟×“ズワルテン・ドレ号”近親
　→15EM03082  G  坂本興則氏作
　　“ズワルテン・ドレ号”（最後の最高種鳩）の孫近親
→15EM03011  DBC  内山氏作
　→“ド778号” 02NA38778  内山氏作
　　“ズワルテン・ドレ号”の全兄弟直仔
　→“ALMA号” 11EM03310  内山氏作
　　12回優入賞×楓賞優勝（“ズワルテン・ドレ号”のライン）
　

→“グリジェ476” G  純フェルハイエ  全兄弟配合
　→“ズワルトグリジェ号”  G  KKロフト作  
　　直仔・直系／200K～1000K各優勝他
　→“エリザベス号” KKロフト作（上記の全姉）
→13EM03953  RCW  坂本興則氏作  純フェルハイエ
　（“ズワルテン・ドレ号”の孫×娘）×
　（“ズワルテン・ドレ号”の直仔×全兄弟の娘）
　※“ズワルテン・ドレ号”フェルハイエ氏最後の種鳩
　孫／CH400K全国優勝、CH600K全国優勝、400K・700K
　各優勝、100K総合優勝、桜花賞総合8位、900K2位 他

→15DA09179  W  女屋孝雄氏作
　→02JH11748  W  女屋氏作  種鳩
　　銘鳩“ゾーンドル号”近親孫  同系優入賞多数
　→08JH03370  W  女屋氏作  種鳩
　　銘鳩“ゾーンドル号”近親曾孫
→15DA09160  W  女屋孝雄氏作
　→“ゴールドアイ ホワイトドル号” 直系優入賞多数
　　銘鳩“ゾーンドル号”孫
　→10DA23141  W  銘鳩“ゾーンドル号”のライン
　　異母兄弟の直仔／CC500K総合優勝他多数

→20RA01526  W  飴田光男氏作
　飴田稚内系
　→“飴田３２１号” 11RA08321  WG
　　“飴田稚内キングⅢ”（05年稚内GN221
　　羽中総合優勝）×“レクサスクイーン”
　　（北陸CH1000K総合優勝）の娘
　→17RA06224  W  飴田氏作
　　飴田稚内系　直系に総合優勝多数
→20RA01540  W  飴田光男氏作
　上記20RA01526の全兄弟

→14-026971  B  小林保美氏作  パピヨン系
　→“パピヨン189号” 総理大臣賞西部地区2位
　　兄弟／06年地区N総合優勝、桜花賞総合10位他
　→“パピヨン173号” パピヨン系最高種鳩
　　兄弟／200K・地区N各総合優勝
　　　　　桜花賞総合6位他
　　直仔／Rg総合3位、地区N総合5位他
→15DA10935  BC  小林保美氏作  パピヨン系
　父／06年桜花賞総合優勝、総理大臣賞西部地区1位
　父の孫／Rg総合優勝2回、桜花賞総合3位他

22-012954  BC  ♀  銀目  モア クロフト作　1万円
→13KA37745  BC  古谷氏作
　全兄弟の仔／16年東日本CH・C地区3位
　父／“ターザン号”  BC　プロス・ローザン氏作翔
　　　04年ブールジュN14位、05年同N9位他優勝5回
→13KA38551  BC  古谷氏作　直仔／総合入賞多数
　上記“ターザン号”×“ターザン号”の娘

→B18-2096729  DC  デブクワ兄弟作
　16年バルセロナN81位×“ロジャーバルセロナ号”
→B15-2060417  BC  デブクワ兄弟作
　→B09-2214810 “ロジャーバルセロナ号”直仔
　→“ユリアスバルセロナ号”（バルセロナN優勝）×
　　“ボレ・ワッテン・ジュニア号”（オリンピアード代表鳩）の全姉妹
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ホームページ
morekuloft.com

入金先：ゆうちょ銀行(普通)  記号18520  番号11274081
　　　　他銀行から振込  店名858  普通  口座番号1127408
お届け方法：第一貨物(支店留め)、ゆうパック、航空便(空港留め)

携帯電話：090-8788-7403 （モリヤ クニアキ）
FAX専用：023-687-4583  Eメール：ku.kazama9292@gmail.com

モア クロフト 森谷 九二昭（賛助会員）〒990-2221 山形県山形市風間1323-1　動物取扱業：山形県村保28販第７号

2022年度作出
純勢山
純白雪南部
白鶴
中野400
バスチン
破天荒
純プレテックス
純モイレマン
純エジンバラ
純マルキ

超スーパーロング
純ハーゲンス
ヤンセン（シャンテリー）
純ポール・シオン
純G・ファンデナベール
銘鳩ハリーライン
純C＆G.コープマン
純ブリュッヘルマン兄弟
純松村Ｗ
純今西

純パピヨン
純浜屋エミール
純デブクワ兄弟
純L・ダーネンス
純フェルハイ工
純A&Pデズメット
純アルベルト・マルセリス
純ローサブロン
純プロスローザン
純A＆L・ファンデウェーゲン

純クリス・へべレクト
純アド・スカーラーケンス
純ヨス・トーネ
V・クリスチャン
ダイナマイト
純三日月
純レッドゴードン
純花尻モスキート
大谷モスキート
高塚CH、他

11月号-1分譲

153

×

×

22DA25776  BCW  ♂  柿目  モア クロフト作　1万円
純デブクワ兄弟系 “ロジャーバルセロナ号”近親

22-012978  BC  ♂  柿目  モア クロフト作　3万円

③ 両親 松浦邦彦鳩舎の代表鳩
　JC総合優勝同士の息子×GN総合優勝の娘 22-054879  B  ♀  柿目  モア クロフト作　2万3千円

④小林保美鳩舎の純パピヨン系 （最高種鳩ライン）

22-012966  BCW  ♀  柿目  モア クロフト作　2万3千円
⑥純フェルハイエ系　“ズワルトグリジェ号”ライン×“ズワルテン・ドレ号”ライン

“CH㋖クインサバイバル号”直仔×14年東日本稚内GN1200K連盟優勝“稚内クイン号”★配合1★

長距離実践配合 分譲！！

22DA05361  W（95％）  ♂  ﾒﾀﾘｯｸ  モア クロフト作　2万3千円
⑦純ヤン・アールデン系  銘鳩“ゾーンドル号”ライン

22-054895  W  ♀  黒目  モア クロフト作　2万3千円
⑧北陸の銘血  飴田稚内GN系

22DA05357  ﾁｮｺ（濃い）  ♂  柿目  モア クロフト作　4万円
①ルーマニア超スーパーロング系（22年4月号142頁 配合2参照）

22DA27204  RC  ♀  柿目  モア クロフト作　4万円
②ルーマニア超スーパーロング系（22年4月号142頁 配合3参照）

22-012916  DC  ♂  ｵﾚﾝｼﾞ目 モア クロフト作　2万3千円
⑤純フェルハイエ系　アンドレ最後の最高種鳩“ズワルテン・ドレ号”ライン

11月のプレミアム鳩-1 純プロス・ローザン “ターザン号”の息子×娘 11月のプレミアム鳩-2

“CH快速旭王号”×“CH㋖クインサバイバル号”
“CH866号” 16AA03866  B  ♂  及川正美氏作  
→“CH快速旭王号” 03ZA95705  B  CHロフト作翔
　GW1000K当日1羽帰り完全優勝（分速1397ｍ）
　孫／Rg500K優入賞、地区N700K入賞多数
　“CH佐世保78号”×“CH旭王クイン号”（直系優入賞多数）
→“CH㋖クインサバイバル号”
　10BE05627  B  伊達順一氏作翔　4代連続総合優勝
　下関GN1200K翌日1羽帰り連盟優勝
　現存する㋖系最高鳩
　“㋖クインブルー号”（桜花賞1000K総合優勝）の娘
　 

14年東日本稚内GN1200K連盟優勝
“稚内クイン号” 13PA07092  B  ♀  寺尾 衛氏作翔  
＊14年東日本稚内GN1200K連盟優勝・
　　　　　　　　1200K地帯優勝・2,268羽中総合113位　
→09PA06012  B  寺尾 衛氏作
　“グランドサーティン号”（01年沼田GN1100K三重連盟優
　勝）×“ティアラ号”（05年GP800K連盟18位、桜花賞900K
　395羽中総合優勝・連盟マーク1位）
→05PA03865  B  佐藤広志氏作
　孫／14年稚内GN1200K連盟2位
　“中野400号”（東日本CH連盟優勝）の娘

→“レインフェンックス号”
　18DA14665  チョコ  守屋博司氏作
　“チョコレイン号”（東日本稚内GN総合優勝）×
　“フェニックス号”（1年で1000K以上3回）
→“ロッキー・フェニックス号”
　20MA04999  BC  守屋博司氏作
　→“ロッキーチャンピオン号”
　　1542K連続3回飛翔（当才鳩にて1542K飛翔）
　　長距離ナショナルチャンピオンシップ1位
　→“フェニックス号”（山越え10回のＣＨ）

JC総合優勝“ブルージャパン号”直仔×15年東日本稚内GN総合優勝“シャーロット号”娘★配合2★
ジャパンカップ史上最強ペア

“JC935号” 20MA04935  BCP  ♂  守屋博司氏作  
→“YTジャパン号” 16LK00673  BC  髙橋善之氏作翔
　17年ジャパンカップ1000K4,346羽総合2位
　※帰還率1.3％のジャパンカップ史上最悪の難レース
　06年JC総合優勝、07年東日本CH総合優勝、10年JC
　総合優勝、東日本CH総合優勝の各孫
→“ブルージャパン号” 16LC12298  B  宮崎 晃氏作
　17年ジャパンカップ1000K4,346羽中総合優勝
　※帰還率1.3％のジャパンカップ史上最悪の難レース
　総理大臣賞連盟4位の兄弟×純ファンブリアーナ

“スーパーベン号”直仔×東日本GN総合優勝“シャーロット号”
“シャーロット007号” 15LH05007  BC  ♀  プリモロフト作  
→05LH01350  米倉勝弘氏作
　→“スーパーベン号” F-98-361048  ロベール・ベン作翔
　　バルセロナＩＮ24,914羽中5位、同ＩＮ20,204羽中20位、
　　同ＩＮ18,192羽中21位、同ＩＮ25,760羽中44位
　　ペルピニャンＩＮＩＮ16,800羽中3位他
　→04MB10258  木島 寛氏作  国際CH900K3位
→“シャーロット号” 14LB04934  B  プリモロフト作
　15年東日本稚内GN総合優勝
　“ド・バルセロナ号”（08年バルセロナN優勝・IN5位）の娘

Ⓐ22-054896
B  ♂  銀目

8万円

Ⓒ22-054859
B  ♂  柿目

4万円

Ⓑ22-012971
B  ♀  柿目

8万円

Ⓓ22-012979
BC ♀ 柿目

4万円

“稚内クイン号”“CH866号”

→“ローズ・フェニックス号” 18-36633  守屋博司氏作
　→“スーパーローズ号” RO12-6644
　　3年間の延べ飛翔距離8100K
　→“ブルーボス号”×“フェニックス号”
→“レッド・ドラキュラ号” 17MA05633
　守屋博司氏作
　→“ドラキュラ号” RO13-4294026
　　16年東ヨーロッパ・バルセロナIN1880K2位
　→“宝クイン号” 遠藤 宝氏作  “中野400号”近親
　　15年桜花賞900K総合3位他

→15HB04139  BC  松浦邦彦氏
　→“JCドリーム448号”
　　10年JC4,051羽中総合優勝
　→“JCドリーム763号”（下記）
→16HA06315  BC  松浦邦彦氏作
　→“GNドリーム858号”
　　13年東日本稚内GN1,856羽中総合優勝
　　同腹直仔／15年日本AP賞全国2位
　→“JCドリーム763号”（13年JC3,796羽中総合優勝）

→19HB10698  M  高塚久雄氏作  純フェルハイエ
　→17HB01687  全兄弟／GP上位入賞
　　300K優勝他の兄弟×“ズワルテン・ドレ号”近親
　→15EM03082  G  坂本興則氏作
　　“ズワルテン・ドレ号”（最後の最高種鳩）の孫近親
→15EM03011  DBC  内山氏作
　→“ド778号” 02NA38778  内山氏作
　　“ズワルテン・ドレ号”の全兄弟直仔
　→“ALMA号” 11EM03310  内山氏作
　　12回優入賞×楓賞優勝（“ズワルテン・ドレ号”のライン）
　

→“グリジェ476” G  純フェルハイエ  全兄弟配合
　→“ズワルトグリジェ号”  G  KKロフト作  
　　直仔・直系／200K～1000K各優勝他
　→“エリザベス号” KKロフト作（上記の全姉）
→13EM03953  RCW  坂本興則氏作  純フェルハイエ
　（“ズワルテン・ドレ号”の孫×娘）×
　（“ズワルテン・ドレ号”の直仔×全兄弟の娘）
　※“ズワルテン・ドレ号”フェルハイエ氏最後の種鳩
　孫／CH400K全国優勝、CH600K全国優勝、400K・700K
　各優勝、100K総合優勝、桜花賞総合8位、900K2位 他

→15DA09179  W  女屋孝雄氏作
　→02JH11748  W  女屋氏作  種鳩
　　銘鳩“ゾーンドル号”近親孫  同系優入賞多数
　→08JH03370  W  女屋氏作  種鳩
　　銘鳩“ゾーンドル号”近親曾孫
→15DA09160  W  女屋孝雄氏作
　→“ゴールドアイ ホワイトドル号” 直系優入賞多数
　　銘鳩“ゾーンドル号”孫
　→10DA23141  W  銘鳩“ゾーンドル号”のライン
　　異母兄弟の直仔／CC500K総合優勝他多数

→20RA01526  W  飴田光男氏作
　飴田稚内系
　→“飴田３２１号” 11RA08321  WG
　　“飴田稚内キングⅢ”（05年稚内GN221
　　羽中総合優勝）×“レクサスクイーン”
　　（北陸CH1000K総合優勝）の娘
　→17RA06224  W  飴田氏作
　　飴田稚内系　直系に総合優勝多数
→20RA01540  W  飴田光男氏作
　上記20RA01526の全兄弟

→14-026971  B  小林保美氏作  パピヨン系
　→“パピヨン189号” 総理大臣賞西部地区2位
　　兄弟／06年地区N総合優勝、桜花賞総合10位他
　→“パピヨン173号” パピヨン系最高種鳩
　　兄弟／200K・地区N各総合優勝
　　　　　桜花賞総合6位他
　　直仔／Rg総合3位、地区N総合5位他
→15DA10935  BC  小林保美氏作  パピヨン系
　父／06年桜花賞総合優勝、総理大臣賞西部地区1位
　父の孫／Rg総合優勝2回、桜花賞総合3位他

22-012954  BC  ♀  銀目  モア クロフト作　1万円
→13KA37745  BC  古谷氏作
　全兄弟の仔／16年東日本CH・C地区3位
　父／“ターザン号”  BC　プロス・ローザン氏作翔
　　　04年ブールジュN14位、05年同N9位他優勝5回
→13KA38551  BC  古谷氏作　直仔／総合入賞多数
　上記“ターザン号”×“ターザン号”の娘

→B18-2096729  DC  デブクワ兄弟作
　16年バルセロナN81位×“ロジャーバルセロナ号”
→B15-2060417  BC  デブクワ兄弟作
　→B09-2214810 “ロジャーバルセロナ号”直仔
　→“ユリアスバルセロナ号”（バルセロナN優勝）×
　　“ボレ・ワッテン・ジュニア号”（オリンピアード代表鳩）の全姉妹
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