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①ＮＬ16-1385908 Ｂ ♂  

父)ジョーンズ ＮＬ12-1465706 ＢＣ 14141414年ペルピニャンＮ年ペルピニャンＮ年ペルピニャンＮ年ペルピニャンＮ6,4146,4146,4146,414羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合107107107107位、位、位、位、15151515年サンバンサンＮ年サンバンサンＮ年サンバンサンＮ年サンバンサンＮ    

3,0083,0083,0083,008羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合107107107107位位位位    兄弟／ジャック兄弟／ジャック兄弟／ジャック兄弟／ジャック    ボルドー・アジャンＮＰＯ優勝、同Ｎボルドー・アジャンＮＰＯ優勝、同Ｎボルドー・アジャンＮＰＯ優勝、同Ｎボルドー・アジャンＮＰＯ優勝、同Ｎ3,5993,5993,5993,599羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合3333位位位位    

 祖父)最高種鳩コピー・トーン ＮＬ04-1869008 直仔孫／アジャンNPO総合優勝、メッシ カオールNPO 

3,151羽中総合優勝、ベルジェラックNPO2,366羽中総合優勝、同Ｎ7,655羽中総合2位、同Ｎ10,381羽

中総合12 位、サンバンサンＮ3,964羽中総合57位他    両親Ｍ.フェルヴェイ作 スーパー・ペア(ＮＬ

95-565 ベルジェラックＮ総合2位直仔×ＮＬ95-170172)直仔    

 祖母)シャラポワ ＮＬ06-2037422 ＢＣ フェルヴェイ＝ド・ハーン作翔 10年ボルドーNPO優勝、同Ｎ 

5,645羽中総合2位 レース7回参加全上位入賞 スーパー種鳩 直仔／アジャンNPO優勝、同Ｎ3,599 

羽中総合3位、サンバンサンＮ総合50位 両親Ｇ.フェールマン作 

母)ミラ ＮＬ13-1091276 Ｂ ボルドーＩＮ12,869 羽中総合 10 位 異母兄／超銘鳩バロテッリ ボルドー・

アジャンＩＮ(蘭独)7,135 羽中総合優勝 カオールＮ5,571 羽中総合5 位、同Ｎ5,340 羽中総合6 位他 

祖父)バリー ＮＬ06-2026985 ＢＣＷ フェルヴェイ＝ド・ハーン作 ヤコブス兄弟×ルーロフス 

祖母)ロイス ＮＬ12-1114341 ＢＣ フェルヴェイ＝ド・ハーン作 両親Ｍ.ファンデンベルク作  

 

 

 

②ＮＬ16-1385929 Ｂ ♀ 全兄弟／カオールNPO1,048羽中総合6位、同NPO3,653羽中総合32位、異母兄異母兄異母兄異母兄

弟／ナルボンヌＩＮ１才鳩弟／ナルボンヌＩＮ１才鳩弟／ナルボンヌＩＮ１才鳩弟／ナルボンヌＩＮ１才鳩7,8117,8117,8117,811羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合23232323位他位他位他位他    

父)メッシ ＮＬ09-1026429 ＢＣＷ カオールNPO3,151 羽中総合優勝、ベルジェラックNPO2,366 羽中優 

勝、同Ｎ7,655 羽中総合2 位、カオールＮ10,381 羽中総合12 位、サンバンサンＮ3,964羽中総合57位、 

ボルドーＮ6,101羽中総合139位、モン・デ・マルサンＮ総合108位、兄弟／クサビ兄弟／クサビ兄弟／クサビ兄弟／クサビ    カオールＮカオールＮカオールＮカオールＮ6,3976,3976,3976,397    

羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合23232323位、ボルドーＮ位、ボルドーＮ位、ボルドーＮ位、ボルドーＮ6,1016,1016,1016,101羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合53535353位位位位            

祖父)ドン・ロン ＮＬ04-1869541 ＢＣ 両親共フェルヴェイ＝ド・ハーン作 レース11回参加全上位  

祖母)ＮＬ07-1646369 ＢＣ 両親共フェルヴェイ＝ド・ハーン作 コピー・トーン×オリンピック・ハ 

インチェ 

母)ＮＬ12-1106780 Ｂ アルヤン・ビーンズ作 全兄弟430 の直仔(イェレマ鳩舎にて16 年のみ)／ナルボ 

ンヌＩＮ総合3 位、ペルピニャンＮ総合9 位、バルセロナＮ総合10 位、マルセイユＮ総合13 位、サン 

バンサンNPO 総合22 位 

祖父)ミスター・ビューティフル ＮＬ08-2075830 Ａ.ビーンズ作  

祖母)超銘鳩オリンピック・ミス・ガイスイェ ＮＬ08-2075874 Ｂ Ａ.ビーンズ作翔 ブリーブNU18,246 

羽中総合6 位、同NU12,332 羽中総合15 位、モンペリエNU10,253 羽中総合7 位、カオールＮ11,054 

羽中総合7 位、オーリャックＮ10,219 羽中総合35 位、アルビＮ5,949 羽中総合40 位、オリンピアー

ド代表超長距離世界１位他 ミスター・ベルジェラック×リカ 

 

 

 

③ＮＬ16-1385931 ＢＷ ♀ ※最高種鳩コピー・トーンの近親直仔 



父)最高種鳩コピー・トーン ＮＬ04-1869008 フェルヴェイ＝ド・ハーン共同鳩舎作 直仔孫／アジャンNPO 

総合優勝、メッシ カオールNPO3,151 羽中総合優勝、ベルジェラックNPO2,366 羽中総合優勝、同Ｎ7,655 

羽中総合2 位、同Ｎ10,381 羽中総合12 位、サンバンサンＮ3,964 羽中総合57 位他 全兄弟／超銘鳩ト 

ーン モン・デ・マルサンＮ総合5、48 位、サンバンサンＮ総合10、15、36、77 位 

 祖父)スーパー・ペアの雄 ＮＬ95-1701565 ＢＣ Ｍ.フェルヴェイ作 両親Ａ.ファンベーク作 ド・ス 

テルケ(ファンデウェーゲン)×ベルジェラックＮ14,140羽中総合2位 

 祖母)スーパー・ペアの雌 ＮＬ95-1701072 ＢＣＷ Ｍ.フェルヴェイ作 ベルジェラックＮ総合68位孫 

母)ＮＬ11-1583413 ＢＣ 最高飛び筋 全兄弟／メッシ カオールNPO3,151 羽中総合優勝、ベルジェラ 

ックNPO2,366 羽中優勝、同Ｎ7,655 羽中総合2 位、カオールＮ10,381 羽中総合12 位、サンバンサン 

Ｎ3,964 羽中総合57 位、ボルドーＮ6,101羽中総合139位、モン・デ・マルサンＮ総合108位 クサビ  

カオールＮ6,397羽中総合23位、ボルドーＮ6,101羽中総合53位，エアバッグ他 

祖父)ドン・ロン ＮＬ04-1869541 ＢＣ 両親共フェルヴェイ＝ド・ハーン作 レース11回参加全上位  

祖母)ＮＬ07-1646369 ＢＣ 両親共フェルヴェイ＝ド・ハーン作 コピー・トーン×オリンピック・ハ 

インチェ 

 

 

 

④ＮＬ16-135998 ＢＣ ♂ ※メッシの近親直仔 

父)メッシ ＮＬ09-1026429 ＢＣＷ カオールNPO3,151 羽中総合優勝、ベルジェラックNPO2,366 羽中優 

勝、同Ｎ7,655 羽中総合2 位、カオールＮ10,381 羽中総合12 位他 ②参照 兄弟／クサビ、エアバッグ 

母)ミス・メッシ ＮＬ15-1552822 ＢＣＷ ナルボンヌＩＮ１才鳩7,811羽中総合23位 

祖父)メッシ ＮＬ09-1026429 上記参照 

 祖母)ＮＬ09-1026268 ＢＣ 両親Ｐ.ド・ハーン作翔 ローニー(ダックスＰ優勝)×シャニア(タルベＰ優

勝) 

 

 

 

⑤ＮＬ16-1386198 ＢＣＷ ♀ ※基礎鳩トーンの４重近親孫(父娘交配の直仔同士兄妹交配)  

異母兄弟／カオール3,151羽中総合10位 異父兄弟／バットマン ボルドー・アジャンＮ5,055羽中総合

96位、同6,877羽中総合129位、カオールＮ5,810羽中総合125位、マルセイユＮ総合300位他 

父)ゾーン・トーン・489 ＮＬ09 1026489 ＢＣＷ スーパー種鳩 孫／ベルジェラックＮ12,332羽中総合 

7位(Ａ.ビーンズ) 直仔／上記参照 

祖父)偉大な基礎鳩・超銘鳩ド・トーン ＮＬ01-1675062 ＢＣ フェルヴァイ＝ド・ハーン作翔 モン・ 

デ・マルサンＮ総合 5、48 位、サンバンサンＮ総合 10、15、36、77 位 両親／Ｍ.フェルヴェイ作 

ベルジェラックＮ総合２位直仔×スーパー種鳩 

 祖母)ＮＬ07-1646092 超銘鳩ド・トーン(上記参照)×ニコ・フォルケンスの007の孫 

母)インテールト・トーン・511 ＮＬ09-1026511 ＢＣ フェルヴェイ＝ド・ハーン作 上記489の妹 

 

 

 

⑥ＮＬ16-1886203 ＢＷ ♂ ※バロテッリの直仔同腹同士近親 

父)ＮＬ15-1552880 Ｂ フェルヴェイ＝ド・ハーン作 

 祖父)超銘鳩バロテッリ ＮＬ11-1584019 Ｂ ボルドー・アジャンＩＮ(蘭独)7,135 羽中総合優勝 カオ

ールＮ5,571 羽中総合5 位、同Ｎ5,340 羽中総合6 位他 バリー×基礎鳩超銘鳩ド・トーンの娘    

 祖母)ヘット・ブラウ・ウィットペネケ Ｂ14-2014501 エディ・エーレンス作翔 モンテリマール１才鳩 

ベルギーＮ1,500 羽中総合優勝、、、、アルジャントンＮ総合165位 シュライヴァース×ヴィレン 

母)ＮＬ15-1552879 ＢＷ 上記880の同腹 

 



 

 

⑦ＮＬ16-1886204  ＢＣ ♀ ※バリーの近親直仔 

父)バリー ＮＬ06-2026985 ＢＣＷ フェルヴェイ＝ド・ハーン作翔 サンバンサンＮ5,336 羽中総合 28

位、カオールＮ10,381 羽中総合 39 位、ベルジェラックＮ10,903 羽中総合 47 位、ボルドーＮ13,393 羽

中総合76 位他 直仔／超銘鳩バロテッリ ボルドー・アジャンＩＮ(蘭独)7,135 羽中総合優勝 カオール

Ｎ5,571 羽中総合5 位、同Ｎ5,340 羽中総合6 位 

 祖父)ＮＬ05-1187588 ヤコブス兄弟作 Ｊ.ファンシャイクのボルドー・ドィビンの娘 

祖母)ＮＬ05-1187658 ルーロフス作 卵で導入  

母)ミラ ＮＬ13-1091276 Ｂ ボルドーＩＮ12,869 羽中総合 10 位 異母兄／超銘鳩バロテッリ ボルドー・

アジャンＩＮ(蘭独)7,135 羽中総合優勝 カオールＮ5,571 羽中総合5 位、同Ｎ5,340 羽中総合6 位他 

祖父)バリー ＮＬ06-2026985 ＢＣＷ ヴェルヴェイ＝ド・ハーン作 上記参照 

祖母)ロイス ＮＬ12-1114341 ＢＣ フェルヴェイ＝ド・ハーン作 両親Ｍ.ファンデンベルク作  

 

 

 

⑧ＮＬ16-1886221 ＢＣ ♀ ※最高種鳩×最高選手鳩 ミロスの３重近親 

父)ミロス ＮＬ02-2350928 ＢＷ フェルヴェイ＝ド・ハーン作翔 モントーバンNPO1,862 羽中当日只 

 １羽帰り総合優勝 スーパー種鳩 直仔孫／サンバンサンＮ総合優勝、4 位、ナルボンヌＮ総合 2 位、

タルベＮ総合2 位、ペルピニャンＮ総合8、19、32 位、マルセイユＮ総合9、38 位、ポーＮ総合12、

32、32 位、ベルジェラックＮ総合15 位、ボルドーＮ総合41 位他 

祖父)ブロア・トーン ＮＬ98-2509530 ＢＷ モン・デ・マルサンNPO 総合6 位 兄弟／超銘鳩トーン、 

コピー・トーン他 両親Ｍ.フェルヴェイ作 スーパー・ペア(ＮＬ95-565 ベルジェラックＮ総合2位

直仔×ＮＬ95-170172)直仔 

 祖母)レオンティーン ＮＬ98-1268541 ＢＣ Ｐ.ド・ハーン作翔 ベルジェラックＮ総合6位、両親Ｌ. 

  ホーガーフォルスト作 孫／バルセロナＮ雌の部優勝、ダックスＮ総合22位他 

母)レッド・ローズ ＮＬ12-1465677 ＲＣ フェルヴェイ＝ド・ハーン作翔 ペルピニャンＮレースエー 

ス鳩、ポーＮレースエース鳩 ポーＮ3,788 羽中総合12 位、同Ｎ3,433 羽中総合32 位、同ＩＮ9,908 羽

中総合14 位、ペルピニャンＮ4,027 羽中総合19 位、同Ｎ6,414 羽中総合32 位、同Ｎ5,589 羽中総合287

位、同ＩＮ12,689 羽中総合52 位他 

 祖父)レッド・ロナウド ＮＬ08-1370921 ＲＣ 両親共フェルヴェイ＝カストリクム作翔 カオールカオールカオールカオール

NPO3,151NPO3,151NPO3,151NPO3,151羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合17171717位、ベルジェラック位、ベルジェラック位、ベルジェラック位、ベルジェラックNPO1,869NPO1,869NPO1,869NPO1,869羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合17171717位位位位、07-400(超銘鳩トーン×ミスティ)

×オリンピック・ハインチェ(07年オリンピアード代表 テーレン系)    

 祖母)ＮＬ11-1584061 Ｂ フェルヴェイ＝カストリクム作 ミロス(上記)×シャニア(自身タルベＰ優 

勝で、上記ミロスの孫) 

 

 

 

⑨ＮＬ16-1386240 ＢＣ ♀ ※スーパー種鳩ステット×ケイト 

父)スーパークヴェーカー・ステット ＮＬ04-1855578 ＢＣ ベトゥヴェ・コッペルの直仔 最高種鳩 直仔

／バルセロナＮ総合104、145位、直系／Ｎ総合優勝、2、4、4、15、16、22、26、30、33位他 兄弟／

621(ヤコブス兄弟作翔 ペルピニャンＮ総合9位、バルセロナＮ総合15位)他 祖父母は全てヤン・ペー

タース作 

祖父)ペーターチェ ＮＬ02-1214615  BLKCW  ダックスＩＮ総合ダックスＩＮ総合ダックスＩＮ総合ダックスＩＮ総合9999位×サンバンサンＮ総合位×サンバンサンＮ総合位×サンバンサンＮ総合位×サンバンサンＮ総合5555、、、、21212121位位位位 

祖母)アグネス ＮＬ03-2014909 ＢＬＫＣＷ  

母)ケイト ＮＬ14-1489594 ＢＣ アルヤン・ビーンズ作 

祖父)シネレ・イェレ ＮＬ08-2075752 Ｂ 10年オレンジNU949Ｋ4,023羽中総合6位、11年同NU8,457羽中総 

合204位、12年同NPO2,058羽中総合23位、オーリャック896ＫNPO3,661羽中総合81位、ペルピニャン 



Ｎ1137Ｋ5,608羽中総合2位        スィート・ファンタジー×リカスィート・ファンタジー×リカスィート・ファンタジー×リカスィート・ファンタジー×リカ    

祖母)マリアンヌ ＮＬ11-1213210 ＢＣ 12年カオールＮ10,178羽中総合9位、13年ブリーブＮ6,889羽中総

合4位他上位入賞多数 姉妹／オリンピック・ミス・ガイスイェ 13年国際オリンピアード・ニトラ超長

距離世界第1位、10年11年欧州杯国際第2位、10年ブリーブＳＮ895Ｋ18,246羽中総合6位、カオールＮ

999Ｋ11,054羽中総合10位、11年モンペリエＳＮ1013Ｋ10,253羽中総合7位、ブリーブＳＮ12,332羽中総

合15位、12年オーリャックＳＮ896Ｋ10,600羽中総合35位、アルビＮ1013Ｋ5,949羽中総合40位 ロー

ド・メイスイェ アルビＮ5,949羽中総合14位、13年ブリーブＮ6,889羽中総合優勝 直仔／13年ブリー

ブNPO2,897羽中総合優勝、36位、異母兄弟／07年ベルジェラックＮ955Ｋ15,194羽中総合優勝、ブリー

ブNPO5,319羽中総合8位、ブリーブNPO6,657羽中総合62位他        スーパーペア・スーパーペア・スーパーペア・スーパーペア・ミスター・ベルジェラミスター・ベルジェラミスター・ベルジェラミスター・ベルジェラ

ック×リカック×リカック×リカック×リカ    


