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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

2023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

3月号-1分譲

17ＤＡ01136  ＢＣＷＰ  ♀  銀目  モア クロフト作　1万円
大谷モスキート×デズメット、ヤンセン、ヨス・トーネ 3月のプレミアム鳩-1

21-050386  ＢＣＷＰ  ♀  黒目  モア クロフト作　1万円
（岡庭松風系×ホフケンス系）×ミリオンロフト 3月のプレミアム鳩-2

22-012915  BC  ♀  銀目  モア クロフト作　2万3千円
①純フェルハイエ  アンドレ最後の最高種鳩“ズワルテン・ドレ号”ライン

22DA27226  BC  ♀  柿目  モア クロフト作　2万3千円
②㋖系  東北北部太平洋コースでは不可欠の長距離ライン

22ＤＡ27266  Ｂ  ♀  銀目  モア クロフト作　2万3千円
③山本今西系 源鳩“今西号”の多重近親配合

22DA05317  BCW  ♀  柿目  モア クロフト作　2万3千円
⑤純花尻モスキート系

22-012983  ｽﾚｰﾄ（栗二引き）  ♀  赤銀目  モア クロフト作　2万3千円
⑥100％エジンバラ系  スコットランド エジンバラ地方で100年以上にて確立

22DA05366  BC  ♀  柿目  モア クロフト作　2万3千円
⑦イェレ・イェレマ系  最高の血統

21ＤＡ22122  ＢＣＷ  ♀  柿目  モア クロフト作　2万3千円
⑧吉村和道氏作  “吉峰ビッグドリーム号”直仔×孫掛け

→19ＨＢ10698  Ｍ  高塚久雄氏作  純フェルハイエ系
　→17ＨＢ10687  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” 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）

→16OA02347  BLK  吉田氏作  ㋖系
　→94OA08899  BC  吉田氏作
　→“クロ㋖840号” 05OA09840  ＢＬＫ  吉田氏作
　　800Ｋ総合12位、18位、計3回記録の娘
→05ＯＡ08799（17年生） Ｂ
　吉田氏作  ㋖系
　→07ＯＡ02446  ＢＬＫ
　　吉田氏作　600Ｋ優勝の直仔
　→“クロ㋖840号” 05ＯＡ09840  ＢＬＫ
　　吉田氏作  ㋖系  高松宮杯優勝の姉妹

→19ＭＢ02797  Ｂ  山本雅嗣氏作
　源鳩“今西号”重近親
　　　　　　→11ＭＢ05353  Ｂ  山本氏作
　　　　　　　“伊賀ウィナー号”全兄弟
　　　　　　　“今西国際号”全弟×“初山別姫号”
　　　　　　→18ＭＢ04632  Ｂ  山本氏作
　　　　　　　夢の配合『“国際オリエンタル号”×
　　　　　　　　　　　  “伊賀ウィナー号”』直系
→15ＭＢ10741  Ｂ  山本雅嗣氏作  “今西号”重近親
　“国際オリエンタル号”×“伊賀ウィナー号”

→18ＸＹ01185  ＢＣ  柿目  花尻充由氏作
　→13ＸＹ03716  1000Ｋ6日目3位（大和連盟4羽のみ）
　→“みちのく1・3・4・5モスキート号” 300Ｋ優勝（当日7羽）
　　“チャイナワールド号”直仔×500Ｋ4位、300Ｋ9位
→18ＸＹ01197  ＢＣＷ  暗柿目  花尻充由氏作
　→09ＸＹ04769  直系優入賞多数
　　“ハイブリッド号”×
　　イヤリングエースピジョン賞1位の娘
　→15ＸＹ01156  “ゴールデンベル”近親
　　800Ｋ総合優勝の直仔×“ヒットマン号”孫

→13-071104  ＢＣ  守屋博司氏作  純エジンバラ系
　→04-16493  ＢＣ  守屋氏作
　　“ニヤリーホワイトコック号”（“エジンバラ号”全弟）×
　　“ブルーレディー号”（優勝3回、2位2回）
　→“イエローレディー号” ＳＬ00ＳＵ16367  イエロー
　　同腹/上記“ブルーレディー号”
→15-033261  ｴｼﾞﾝﾊﾞﾗｶﾗｰ  守屋博司氏作
　上記“ブルーレディー号”直仔同士配合
　→11-88877  直仔/八郷900Ｋ2位・3位
　→“ダイアナエジンバラ号” 06-56474  “エジンバラ号”娘
　
　

→NL17-1595087  BC  J・マッキンガ作
　→NL16-1804466  BCP  イェレ・イェレマ作
　　『“オリオン”×“ミルナ”』の孫
　→NL16-1804526  BC  イェレ・イェレマ作
　　　　　　“ソフィ”（サンバンサンN3位）の直仔×
　　　　　　　　　　 02年ブリーブNPO5位の娘
　　　　　　→NL17-1595142  J・マッキンガ作
　　　　　　　→NL15-1438791  “ズワルトゴウド”の筋
　　　　　　　→NL15-1438798  イェレ・イェレマ作
　　　　　　　　母/“クライネ・ジェイド”の娘

→19ＤＡ24148  ＤＣ  モア クロフト作
　→17-046700
　　“バルセロナ・ランボー号”（バルセロナＩＮ優勝）近親×
　　“ランボー・バルセロナ号”（バルセロナ3回）
　→“吉峰40号”×“吉峰ビッグドリーム号”
→13ＨＴ07999  ＢＣＷ  吉村和道氏作
　→“吉峰40号” Ｒｇ総合4位、桜花賞総合
　　優勝、ＪＣ総合8位、連盟最優秀鳩
　→“吉峰ビッグドリーム号” ＪＣ総合3位
　　総理大臣賞、北関東栃木連盟最優秀鳩

→12ＨＥ05556  Ｂ  大谷勝美氏作  大谷モスキート系
　　　→09ＨＥ04010  Ｂ  大谷氏作  “ド・ポー2000号”孫
　　　→05ＨＥ07834  ＢＣ  大谷氏作  種鳩
　　　　“ド・734号”（98年ルフェックＮＰＯ優勝）の娘
→06ＭＡ00884  イエロー  小川敏正氏作
　デズメット・マタイス系×（クラックヤンセン系×ヨス・トーネ）
　　

→15-47891  ＢＣＷ  山﨑氏作
　“カンスケ”（1000Ｋ総合優勝他）×ＣＣ総合優勝
→Ｂ15-2004043  Ｂ  ミリオンロフト作
　　スープ4位、ソワソン81位
　　06年＆08年ＫＢＤＢ中距離ＮエースＰ賞2位の
　　全兄弟×ブールジュＮ優勝・Ｎ2位他の兄弟

22ＤＡ05314  ＢＬＫ  ♀  銀目  モア クロフト作　2万3千円
→16OA02433  BLK  吉田氏作  ㋖系
　→94OA08899  BC  吉田氏作  純㋖系
　→“クロ㋖840号”  姉妹/高松宮杯優勝
→14OA04880  BLK  吉田氏作  ㋖系
　　　　　→“クロ㋖722号” 08OA13722  BLK
　　　　　　金野正家氏作  AP1位の直仔
　　　　　　母の兄弟/GN総合優勝、
　　　　　　　　　　 1000K総合優勝
　　　　　→“クロ㋖840号”（上記）
　　　　　　父/800K3回記録

④クロ㋖系  東北北部太平洋コースでは不可欠の長距離ライン

配合❶
直仔1羽7万円

配合❷
直仔1羽6万円

東日本稚内ＧＮ総合優勝“シャーロット”の娘
“シャーロット007号” 15ＬＨ05007  ＢＣ  ♀
プリモロフト作出　モア クロフト種鳩

東日本稚内ＧＮ総合優勝“シャーロット”の娘
“シャーロット705号” 17ＫＡ29705  ＢＣ  ♀
プリモロフト作出　モア クロフト種鳩
母“シャーロット号”の異母兄弟/
              “サンデーバルセロナⅡ号”

15年東日本稚内ＧＮ1100Ｋ総合21位
母“シャーロット号”の異母兄弟の直仔/
              “コールナイン号”

17年八郷オリエンタルＣ700Ｋ9位
北宮城連盟地区Ｎ総合3位の全兄弟

バルセロナＮ優勝“ド・バルセロナ”の直仔
“バルセロナ882号” 15ＬＢ09882  ＢＣ  ♂
プリモロフト作出　モア クロフト種鳩

母“シャーロット号”の異母兄弟/
              “サンデーバルセロナⅡ号”

15年東日本稚内ＧＮ1100Ｋ総合21位
母“シャーロット号”の異母兄弟の直仔/
              “コールナイン号”

17年八郷オリエンタルＣ700Ｋ9位
北宮城連盟地区Ｎ総合3位の全兄弟

バルセロナＮ優勝“ド・バルセロナ”の直仔
“バルセロナ583号” 15ＤＡ00583  ＢＣ  ♂
プリモロフト作出　モア クロフト種鳩

異母妹/“シャーロット号”
15年東日本稚内ＧＮ1100Ｋ総合優勝

異母兄弟/“サンデーバルセロナⅡ号”（右記）
異母兄弟/15年八郷国際ＣＨ900Ｋ後日
全兄弟の直仔/14年東日本稚内ＧＮ総合4位
全兄弟の孫/19年東日本稚内ＧＮ
　　　　　　　　　1100Ｋ総合7位・総合8位
　　　　※稚内GNのスペシャルブリーダー
　　　　　

異母妹/“シャーロット号”
15年東日本稚内ＧＮ1100Ｋ総合優勝

異母兄弟/“サンデーバルセロナⅡ号”（右記）
異母兄弟/15年八郷国際ＣＨ900Ｋ後日
全兄弟の直仔/14年東日本稚内ＧＮ総合4位
全兄弟の孫/19年東日本稚内ＧＮ
　　　　　　　　　1100Ｋ総合7位・総合8位
　　　　　

→“ド・バルセロナ号” ＮＬ04-2067753  Ｂ
　フォンス・オプハイゼン作　デヨング使翔  “ド・ランメ号”の孫
　08年バルセロナＮ7,300羽中優勝・ＩＮ23,708羽中5位
→“マキシム385号” Ｂ10-5164385  ＢＣ　W・ケンペニエール作
　08年ペルピニャンＮ優勝・ＩＮ2位“マキシム号”の娘
　ヤン・デヴィールトの銘鳩“131”のライン（アールデン）

→“ド・バルセロナ号” ＮＬ04-2067753  Ｂ
　フォンス・オプハイゼン作　デヨング使翔  “ド・ランメ号”の孫
　08年バルセロナＮ7,300羽中優勝・ＩＮ23,708羽中5位
→“マキシム385号” Ｂ10-5164385  ＢＣ　W・ケンペニエール作
　08年ペルピニャンＮ優勝・ＩＮ2位“マキシム号”の娘
　ヤン・デヴィールトの銘鳩“131”のライン（アールデン）

→“スーパーベン350号” 05ＬＨ01350  米倉勝弘氏作
　→“スーパーベン号” Ｆ98-361048
　　バルセロナＮ優勝・2位・3位他
　→04ＭＢ10258  木島 寛氏作　八郷国際ＣＨ900Ｋ3位
→“シャーロット号” 14ＬＢ04934  Ｂ  プリモロフト作  日暮氏使翔
　15年東日本稚内ＧＮ1100Ｋ2,553羽中総合優勝
　“ド・バルセロナ号”×“モーゼ号”（05年東日本稚内ＧＮ総合優勝）

→“グローチェ764号” 07ＬＢ10764  ＢＣ  プリモロフト作
　直仔/埼玉連盟1000Ｋ総合優勝・東日本ＣＨ総合4位
　孫/埼玉連盟1000Ｋ総合41位　曾孫/東日本稚内ＧＮ総合2位
　“グローチェ号”（ルド・クラーセン作）×八郷国際ＣＨ900Ｋ3位
→“シャーロット号” 14ＬＢ04934  Ｂ  プリモロフト作  日暮氏使翔
　15年東日本稚内ＧＮ1100Ｋ2,553羽中総合優勝
　“ド・バルセロナ号”×“モーゼ号”（05年東日本稚内ＧＮ総合優勝）

“シャーロット”
14ＬＢ04934

“ド・バルセロナ”
ＮＬ04-2067753

プリモロフト銘血輸入系配合

×

×
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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

3月号-2案内 スローピジョンライフ

下記直仔申し受けます。

17ＤＡ01136  ＢＣＷＰ  ♀  銀目  モア クロフト作　1万円
大谷モスキート×デズメット、ヤンセン、ヨス・トーネ 3月のプレミアム鳩-1

21-050386  ＢＣＷＰ  ♀  黒目  モア クロフト作　1万円
（岡庭松風系×ホフケンス系）×ミリオンロフト 3月のプレミアム鳩-2

22-012915  BC  ♀  銀目  モア クロフト作　2万3千円
①純フェルハイエ  アンドレ最後の最高種鳩“ズワルテン・ドレ号”ライン

22DA27226  BC  ♀  柿目  モア クロフト作　2万3千円
②㋖系  東北北部太平洋コースでは不可欠の長距離ライン

22ＤＡ27266  Ｂ  ♀  銀目  モア クロフト作　2万3千円
③山本今西系 源鳩“今西号”の多重近親配合

22DA05317  BCW  ♀  柿目  モア クロフト作　2万3千円
⑤純花尻モスキート系

22-012983  ｽﾚｰﾄ（栗二引き）  ♀  赤銀目  モア クロフト作　2万3千円
⑥100％エジンバラ系  スコットランド エジンバラ地方で100年以上にて確立

22DA05366  BC  ♀  柿目  モア クロフト作　2万3千円
⑦イェレ・イェレマ系  最高の血統

21ＤＡ22122  ＢＣＷ  ♀  柿目  モア クロフト作　2万3千円
⑧吉村和道氏作  “吉峰ビッグドリーム号”直仔×孫掛け

→19ＨＢ10698  Ｍ  高塚久雄氏作  純フェルハイエ系
　→17ＨＢ10687  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” 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）

→16OA02347  BLK  吉田氏作  ㋖系
　→94OA08899  BC  吉田氏作
　→“クロ㋖840号” 05OA09840  ＢＬＫ  吉田氏作
　　800Ｋ総合12位、18位、計3回記録の娘
→05ＯＡ08799（17年生） Ｂ
　吉田氏作  ㋖系
　→07ＯＡ02446  ＢＬＫ
　　吉田氏作　600Ｋ優勝の直仔
　→“クロ㋖840号” 05ＯＡ09840  ＢＬＫ
　　吉田氏作  ㋖系  高松宮杯優勝の姉妹

→19ＭＢ02797  Ｂ  山本雅嗣氏作
　源鳩“今西号”重近親
　　　　　　→11ＭＢ05353  Ｂ  山本氏作
　　　　　　　“伊賀ウィナー号”全兄弟
　　　　　　　“今西国際号”全弟×“初山別姫号”
　　　　　　→18ＭＢ04632  Ｂ  山本氏作
　　　　　　　夢の配合『“国際オリエンタル号”×
　　　　　　　　　　　  “伊賀ウィナー号”』直系
→15ＭＢ10741  Ｂ  山本雅嗣氏作  “今西号”重近親
　“国際オリエンタル号”×“伊賀ウィナー号”

→18ＸＹ01185  ＢＣ  柿目  花尻充由氏作
　→13ＸＹ03716  1000Ｋ6日目3位（大和連盟4羽のみ）
　→“みちのく1・3・4・5モスキート号” 300Ｋ優勝（当日7羽）
　　“チャイナワールド号”直仔×500Ｋ4位、300Ｋ9位
→18ＸＹ01197  ＢＣＷ  暗柿目  花尻充由氏作
　→09ＸＹ04769  直系優入賞多数
　　“ハイブリッド号”×
　　イヤリングエースピジョン賞1位の娘
　→15ＸＹ01156  “ゴールデンベル”近親
　　800Ｋ総合優勝の直仔×“ヒットマン号”孫

→13-071104  ＢＣ  守屋博司氏作  純エジンバラ系
　→04-16493  ＢＣ  守屋氏作
　　“ニヤリーホワイトコック号”（“エジンバラ号”全弟）×
　　“ブルーレディー号”（優勝3回、2位2回）
　→“イエローレディー号” ＳＬ00ＳＵ16367  イエロー
　　同腹/上記“ブルーレディー号”
→15-033261  ｴｼﾞﾝﾊﾞﾗｶﾗｰ  守屋博司氏作
　上記“ブルーレディー号”直仔同士配合
　→11-88877  直仔/八郷900Ｋ2位・3位
　→“ダイアナエジンバラ号” 06-56474  “エジンバラ号”娘
　
　

→NL17-1595087  BC  J・マッキンガ作
　→NL16-1804466  BCP  イェレ・イェレマ作
　　『“オリオン”×“ミルナ”』の孫
　→NL16-1804526  BC  イェレ・イェレマ作
　　　　　　“ソフィ”（サンバンサンN3位）の直仔×
　　　　　　　　　　 02年ブリーブNPO5位の娘
　　　　　　→NL17-1595142  J・マッキンガ作
　　　　　　　→NL15-1438791  “ズワルトゴウド”の筋
　　　　　　　→NL15-1438798  イェレ・イェレマ作
　　　　　　　　母/“クライネ・ジェイド”の娘

→19ＤＡ24148  ＤＣ  モア クロフト作
　→17-046700
　　“バルセロナ・ランボー号”（バルセロナＩＮ優勝）近親×
　　“ランボー・バルセロナ号”（バルセロナ3回）
　→“吉峰40号”×“吉峰ビッグドリーム号”
→13ＨＴ07999  ＢＣＷ  吉村和道氏作
　→“吉峰40号” Ｒｇ総合4位、桜花賞総合
　　優勝、ＪＣ総合8位、連盟最優秀鳩
　→“吉峰ビッグドリーム号” ＪＣ総合3位
　　総理大臣賞、北関東栃木連盟最優秀鳩

→12ＨＥ05556  Ｂ  大谷勝美氏作  大谷モスキート系
　　　→09ＨＥ04010  Ｂ  大谷氏作  “ド・ポー2000号”孫
　　　→05ＨＥ07834  ＢＣ  大谷氏作  種鳩
　　　　“ド・734号”（98年ルフェックＮＰＯ優勝）の娘
→06ＭＡ00884  イエロー  小川敏正氏作
　デズメット・マタイス系×（クラックヤンセン系×ヨス・トーネ）
　　

→15-47891  ＢＣＷ  山﨑氏作
　“カンスケ”（1000Ｋ総合優勝他）×ＣＣ総合優勝
→Ｂ15-2004043  Ｂ  ミリオンロフト作
　　スープ4位、ソワソン81位
　　06年＆08年ＫＢＤＢ中距離ＮエースＰ賞2位の
　　全兄弟×ブールジュＮ優勝・Ｎ2位他の兄弟

22ＤＡ05314  ＢＬＫ  ♀  銀目  モア クロフト作　2万3千円
→16OA02433  BLK  吉田氏作  ㋖系
　→94OA08899  BC  吉田氏作  純㋖系
　→“クロ㋖840号”  姉妹/高松宮杯優勝
→14OA04880  BLK  吉田氏作  ㋖系
　　　　　→“クロ㋖722号” 08OA13722  BLK
　　　　　　金野正家氏作  AP1位の直仔
　　　　　　母の兄弟/GN総合優勝、
　　　　　　　　　　 1000K総合優勝
　　　　　→“クロ㋖840号”（上記）
　　　　　　父/800K3回記録

④クロ㋖系  東北北部太平洋コースでは不可欠の長距離ライン

スローピジョンライフ

配合❶
直仔1羽7万円

配合❷
直仔1羽6万円

東日本稚内ＧＮ総合優勝“シャーロット”の娘
“シャーロット007号” 15ＬＨ05007  ＢＣ  ♀
プリモロフト作出　モア クロフト種鳩

東日本稚内ＧＮ総合優勝“シャーロット”の娘
“シャーロット705号” 17ＫＡ29705  ＢＣ  ♀
プリモロフト作出　モア クロフト種鳩
母“シャーロット号”の異母兄弟/
              “サンデーバルセロナⅡ号”

15年東日本稚内ＧＮ1100Ｋ総合21位
母“シャーロット号”の異母兄弟の直仔/
              “コールナイン号”

17年八郷オリエンタルＣ700Ｋ9位
北宮城連盟地区Ｎ総合3位の全兄弟

バルセロナＮ優勝“ド・バルセロナ”の直仔
“バルセロナ882号” 15ＬＢ09882  ＢＣ  ♂
プリモロフト作出　モア クロフト種鳩

母“シャーロット号”の異母兄弟/
              “サンデーバルセロナⅡ号”

15年東日本稚内ＧＮ1100Ｋ総合21位
母“シャーロット号”の異母兄弟の直仔/
              “コールナイン号”

17年八郷オリエンタルＣ700Ｋ9位
北宮城連盟地区Ｎ総合3位の全兄弟

バルセロナＮ優勝“ド・バルセロナ”の直仔
“バルセロナ583号” 15ＤＡ00583  ＢＣ  ♂
プリモロフト作出　モア クロフト種鳩

異母妹/“シャーロット号”
15年東日本稚内ＧＮ1100Ｋ総合優勝

異母兄弟/“サンデーバルセロナⅡ号”（右記）
異母兄弟/15年八郷国際ＣＨ900Ｋ後日
全兄弟の直仔/14年東日本稚内ＧＮ総合4位
全兄弟の孫/19年東日本稚内ＧＮ
　　　　　　　　　1100Ｋ総合7位・総合8位
　　　　※稚内GNのスペシャルブリーダー
　　　　　

異母妹/“シャーロット号”
15年東日本稚内ＧＮ1100Ｋ総合優勝

異母兄弟/“サンデーバルセロナⅡ号”（右記）
異母兄弟/15年八郷国際ＣＨ900Ｋ後日
全兄弟の直仔/14年東日本稚内ＧＮ総合4位
全兄弟の孫/19年東日本稚内ＧＮ
　　　　　　　　　1100Ｋ総合7位・総合8位
　　　　　

→“ド・バルセロナ号” ＮＬ04-2067753  Ｂ
　フォンス・オプハイゼン作　デヨング使翔  “ド・ランメ号”の孫
　08年バルセロナＮ7,300羽中優勝・ＩＮ23,708羽中5位
→“マキシム385号” Ｂ10-5164385  ＢＣ　W・ケンペニエール作
　08年ペルピニャンＮ優勝・ＩＮ2位“マキシム号”の娘
　ヤン・デヴィールトの銘鳩“131”のライン（アールデン）

→“ド・バルセロナ号” ＮＬ04-2067753  Ｂ
　フォンス・オプハイゼン作　デヨング使翔  “ド・ランメ号”の孫
　08年バルセロナＮ7,300羽中優勝・ＩＮ23,708羽中5位
→“マキシム385号” Ｂ10-5164385  ＢＣ　W・ケンペニエール作
　08年ペルピニャンＮ優勝・ＩＮ2位“マキシム号”の娘
　ヤン・デヴィールトの銘鳩“131”のライン（アールデン）

→“スーパーベン350号” 05ＬＨ01350  米倉勝弘氏作
　→“スーパーベン号” Ｆ98-361048
　　バルセロナＮ優勝・2位・3位他
　→04ＭＢ10258  木島 寛氏作　八郷国際ＣＨ900Ｋ3位
→“シャーロット号” 14ＬＢ04934  Ｂ  プリモロフト作  日暮氏使翔
　15年東日本稚内ＧＮ1100Ｋ2,553羽中総合優勝
　“ド・バルセロナ号”×“モーゼ号”（05年東日本稚内ＧＮ総合優勝）

→“グローチェ764号” 07ＬＢ10764  ＢＣ  プリモロフト作
　直仔/埼玉連盟1000Ｋ総合優勝・東日本ＣＨ総合4位
　孫/埼玉連盟1000Ｋ総合41位　曾孫/東日本稚内ＧＮ総合2位
　“グローチェ号”（ルド・クラーセン作）×八郷国際ＣＨ900Ｋ3位
→“シャーロット号” 14ＬＢ04934  Ｂ  プリモロフト作  日暮氏使翔
　15年東日本稚内ＧＮ1100Ｋ2,553羽中総合優勝
　“ド・バルセロナ号”×“モーゼ号”（05年東日本稚内ＧＮ総合優勝）

“シャーロット”
14ＬＢ04934

“ド・バルセロナ”
ＮＬ04-2067753

下記直仔申し受けます。下記直仔申し受けます。

プリモロフト銘血輸入系配合

配合配合配合
×

配合配合配合
×
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