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100ｋレース

ぐるっぽ  2013/01/27 (Sun) 20:49:22

hatさん、popさん、みなさんこんばんは。

今⽇７時30分放鳩、100ｋレースでした。昨⽇の持ち寄りで、私の鳩を持った連合会の⽅が、この鳩
はいい鳩だ︕と⾔ってくれた鳩は、今⽇はまだ帰ってきていません。いい鳩って思うのに限って、ホン
ト期待を裏切りますよね。

17⽻参加で15⽻帰ってきました。全鳩帰ってきた鳩舎さんも数名いました。今⽇のレースの帰還率
は、良かったです。
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レース結果なんですが、鳩のしつけが悪かったようで、いくら呼んでも知らん顔。外でドバちゃんと遊
んじゃって、遊んじゃって。軽く10分経過。１⽻⽬がやっと⼊ったら、あとの鳩が続くと思ったの
に、みんなで新しくできた⽴体の道路の上に遊びに⾏っちゃいました。

１⽻⽬が129位だったような・・・。来週、200ｋレースです。942も帰還してますよ〜︕

返信  編集  削除

Re: 100ｋレース

hat  2013/01/27 (Sun) 22:26:24

ぐるっぽさん、こんばんは。

⾼帰還率、良かったです。

942も帰って・・・うれしいです。海越えまで残ってほし〜い。
942は、リングナンバ－がいいから、期待ですよ〜。

ホント、良い鳩と思った鳩や、よくなれた鳩は、なぜか、帰ってこないですね。よく、popさん
が・・"あの鳩、可愛かったのに"・・と残念がっている様⼦を⾒ますよ。

ぐるっぽさんの鳩さん達、100kでは、⾶びたらなかったようですね。

今後が、楽しみですね。

編集  削除

今⽇の舎外

hat  2013/01/27 (Sun) 15:18:25

昨⽇も、晴れては、いたのですが・・・⾵が強く、舎外、休みました。

今⽇は、良い天気、⽊曽福島訓練以降4⽇ぶりの舎外です。

休んだ後の舎外は・・・とても怖い。

でも・・これ以上休むわけにはいきません。犠牲を覚悟の舎外でしたが・・・⾶びもまずまず、ちょっ
と早めの44分で降りてくれました。

無事に全鳩揃っていました。

安らかな気持ちで、きょうは、過ごせそうです。

返信  編集  削除

Re: 今⽇の舎外

https://web.archive.org/web/20130128014319/http://bbs1.fc2.com//bbs/img/_741400/741359/full/741359_1359267505.jpg


若ちゃん  Site  2013/01/27 (Sun) 20:50:33

hatさん、読んでる私まで、ドキドキしてきます。
みんな無事で良かったです︕

今⽇は、お掃除でhatさんに会えるかな〜︖と
思っていましたが、当番が違ったようですね。(^^)

編集  削除

Re: 今⽇の舎外

hat  2013/01/27 (Sun) 22:18:24

若ちゃん、こんばんは。

掃除頑張ったみたいですね。

⻲⼭のkさんにも聞きましたよ〜。

コンテナ掃除の後は、うなき・・・が楽しみだったのですが、ウナギ⾼くなったし・・・残念で
すね。

喫茶店での定⾷でも、楽しい鳩談義付だから・・・仕⽅なしですね。

本⽇は、お疲れ様でした。

編集  削除

ご無沙汰してます

おなが  Site  2013/01/27 (Sun) 15:37:53

みなさんご無沙汰しております。
hatさんとこはもう２００ｋなんですね︖
私の連合会は、今⽇が合同訓練(５０ｋ)の予定でしたが、天候不順で延期になりました。
hatさん昨年は⼤活躍でしたね︖ 今春もコンデションがよさそうですね、期待してますよ。
今⽇は我が家の鳩舎監視員3代⽬も紹介しておきます、1歳7ヶ⽉の三太君です、気が荒いので⼤変で
す。

返信  編集  削除

Re: ご無沙汰してます

hat  2013/01/27 (Sun) 18:28:17

おながさん、こんばんは。

三太君・・・なかなか強そうな⽝ですね?・・・カイ⽝???
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200kレ－ス、2/1から天気⾒ですが・・・この時期、⻑野の⼭には、寒気が⼊ったりして・・・
不安定ですから、天気⾒も⼤変だと思います。昨年は、⼤変な200kレ－スを経験しました。

ことしは、良いレ－スになることを祈っていますが・・・この時期はホント難しい。

お互い春レ－ス頑張りましょう。

編集  削除

Re: ご無沙汰してます

若ちゃん  Site  2013/01/27 (Sun) 20:35:39

はじめまして。

我が家にも、甲斐⽝ＭＩＸが居ます。

⼈に対しては⼤⼈しいですが、獣には
吠えまくります。

もう１１才なので、よぼよぼですが
頑張って監視員を務めております。(^^)

⽝ネタしか⾸つっこめない、若ちゃんでした。(笑)

編集  削除

Re: ご無沙汰してます

おなが  Site  2013/01/27 (Sun) 21:10:55

若ちゃんさんへ
こちらこそ はじめまして、今後とも宜しくお願い致します。

合同訓練は30⽇持ち寄りになりそうです。

編集  削除

⽊曽福島翌⽇帰還

hat  2013/01/24 (Thu) 18:27:11

704が帰ってきました。

1時30分頃の帰還です。

今⽇は、天気がよく、少し期待していましたが、・・・良かった。81/83⽻の帰還、あとの2⽻は、ダ
メでした。

余りの天気の良さに、鳩さん達、⽔浴びをさせました。
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みんな元気に、冷たい⽔の中に⼊っていました。

704の写真撮ったつもりが・・・ピンボケ・・⽔浴びの写真載せます。

返信  編集  削除

Re: ⽊曽福島翌⽇帰還

yamajii  2013/01/24 (Thu) 21:51:00

ｈａｔさん、７０４の帰還良かったですねぇ〜〜。

残りの２⽻は明⽇帰るからと私に連絡ありま・・︖

⼤丈夫です。帰ってきますから。

ここ数⽇は穏やかだったのですが、明⽇からは⼀級の寒波。
吹雪になりそうです。
冬眠もあと半⽉となりました。
舎外に配合に、楽しい忙しさになります。

皆さんは、⼀⾜先に⾏ってて下さい。

編集  削除

Re: ⽊曽福島翌⽇帰還

沼南⾼柳  2013/01/24 (Thu) 23:10:11

hatさん popさん こんばんは

１９０Ｋ合同訓練で８１/８３⽻の帰還、７０４も無事帰還したことですし、
充分過ぎる結果であり春季レースが楽しみですね。

編集  削除

Re: ⽊曽福島翌⽇帰還

覗き屋でっせ︕  2013/01/25 (Fri) 17:23:57

「なあpopさんって７０４を掴んで、この⿃のこの顔は隔世遺伝の、あの跳び筋でこのタイプに
出たトリは絶対に海を越えるだろな︕ええ⿃になったやろ」って喋って送り出した結果…

hatさん７０４帰って良かったね。
「なっ︕この⿃は絶対帰るって⾔ったやろう」って胸をなでおろすhatさんがうかびまっせ。

沢⼭の海越えを期待しますが、鷹に持っていかれん様に祈ります。

編集  削除



Re: ⽊曽福島翌⽇帰還

hat  2013/01/25 (Fri) 18:23:04

yamajiiさん、沼南⾼柳さん、覗き屋さん・・こんばんは。

さすがに、2⽇⽬は、なかったです。

沼南⾼柳さんが、仰るように、充分過ぎる結果ですが・・・鳩飼いは、欲どおしいもので、全鳩
帰るまで、期待をし続けます。
でも・・、これで終わりですね。

yamajiiさん、あと半⽉ですか・・どのように、舎外、はじめられるのですか???まだまだ、鷹の
多い季節だとおもうんですが・・・秘策を、・・・良ければ、お聞きしたいですね。

覗き屋さん、・・704帰ってよかったです。・・・ホッとしています。
どうも・・・⼆⼈の会話、聞かれていたみたいですね。

今⽇は、もう、704元気いっぱいでした。

編集  削除

Re: ⽊曽福島翌⽇帰還

yamajii  2013/01/27 (Sun) 18:04:00

ｈａｔさん、こんばんは。
昨⽇は⼀泊で友⼈の地区チャンピオン賞、最優秀鳩舎賞５回連続獲得の祝賀会に⾏ってきて、翌
⽇帰りのため午後に帰ってきました。

 さて、舎外の再開ですが、秘策はないです。
今年はスタートが例年よりも⼀週間遅くなったので、２⽉２０⽇前後の天気のよい⽇に始める予
定です。

周りは雪⼀⾯で、真っ⽩。最初は、⾃由に出してやるだけです。
秋レースに使った鳩だけなので、何とかなります。
鳩は雪の積もった屋根の上に、着陸します。

１００ｋのスタートにギリギリ間に合わせる⽇程を考えてのもので、成績は⼆の次で、連盟レー
スまでに如何に残すか、です。

舎外開始以降、猛禽類の被害も想定していますが、１２⽉１⽉の被害がないことを考えると、こ
れでよし。です。
結果は如何に・・・・。ですが。

周りの鳩舎は、秋レース以降も天気のよい⽇に時々舎外しているようですが、猛禽の被害にあっ
て数を極端に減らしているようです。記録鳩も相当数被害にあっているようです。

参考にならないと思いますが、私のやり⽅です。

編集  削除



Re: ⽊曽福島翌⽇帰還

hat  2013/01/27 (Sun) 18:35:43

yamajiiさん、こんばんは。

お友達の祝賀会、・・・お疲れ様です。
先⽇は、東京に⾏かれたりして・・・鳩関係での、いろいろな催しにお忙しそうですね。

舎外の秘策、有難うございます。
もう少し、お聞きしてもよろしいでしょうか?

2/20ごろ開始とのことですが・・・100kは、いつ⾏われるのでしょう・・・??
それまでに、舎外中⼼で頑張られるのですか?

宜しければ、お聞かせください。

編集  削除

Re: ⽊曽福島翌⽇帰還

yamajii  2013/01/27 (Sun) 19:40:20

ｈａｔさん、こんばんは。

早速のコメントで恐縮しています。
１００Ｋのスタートは、２⽉３⽇の総会で確定しますが、今の予定では３⽉１７⽇の⽇曜⽇で
す。２００Ｋは３⽉２４⽇、３００Ｋは３⽉３１⽇です。

秋に３００Ｋ以上は帰っている鳩なので、１００Ｋのスタートまでは、舎外中⼼ですが、１０Ｋ
〜１５Ｋ位のところは訓練を２回ほどやります。
（やりたくても天候の関係で、⼗分できない事情もあります。）

鳩舎に帰る感覚を呼び起こすためです。また、⽅向判定で雪景⾊に慣らす意味もあります。

１００Ｋで失敗しないように気を使います。
帰還途中の⼭とかは雪がたっぷり残っていますし、気象条件も不安定なので。

こんなところですが、参考になりませんよね︖
スミマセンです。

編集  削除

我慢

hamanako  2013/01/26 (Sat) 21:11:50

hatさん こんばんは。

２００ｋｍレースは何時からですか︖



昨年は今⽇配合でしたが今年は１⽉遅れて配合予定です

まだ投薬中です（後２⽇） 発情はまだ抑えているメス種鳩です

我慢して貰います（爆）

今年は⾃鳩舎作７０⽻ 委託１０⽻送って貰い８０⽻予定です

今朝は猛禽に襲われ間⼀髪だったようです

翼に⽖後が有りました。

明⽇は遅めの７︓１５に舎外します 早く出すと他鳩舎が出していないから

襲われる確率が⾼いです

選⼿鳩は １/３がペアになっています 卵は産まないように

教育中です（爆）

浜名湖は暖かいから早く産むのかな︖

hatさんは分離ですか︖

返信  編集  削除

Re: 我慢

hat  2013/01/26 (Sat) 23:23:33

hamanakoさん、こんばんは。

200kは、1⽇から天気⾒です。

今の所、少し、遅れそうですね。

200kは、まだまだ本番じゃないと⾔うもののバカにできないとかんがえています。

特に、鷹の多い昨今、調⼦を落とすと・・・危ない。

その証拠に、以前に⽐べ、後帰りが少なくなったように感じるし・・・舎外でも、必ずと⾔って
いいほど、少し劣る鳩、調⼦落ちの鳩から、確実に居なくなります。

したがって、200kなんて・・まだまだ、・・なんて、いい加減な状態で、参加すると命取
り・・・後がなくなります。
と⾔って、状態をあげすぎると、シ-ズンが終わってしまいます。



そこで・・、まずは、鳩さんの健康管理に毎⽇注⼒して・・・そして、レ-ス⽇を想定すること
が、とても⼤事・・・だと考えています。

分離についてですが・・・・、当舎は、毎年、分離です。
時期は、鳩さん達の状態によって、決めていきます。
分離の⽅が、管理が楽ですね。

配合は、少しやっていますが・・・・⼀部だけの配合なので、鳩さんの状態コントロ-ルが難し
く、もう少し我慢して配合すればよかったかな?・・・なんて思っています。

編集  削除

Re: 我慢

沼南⾼柳  2013/01/26 (Sat) 23:52:41

hamanakoさん hatさん こんばんは

昨年より約１週間遅れの来週２⽉３⽇の１００Ｋレースから春季レースがスタート致します。
皆さんに良い報告が出来れば良いのですが・・・
種鳩を預けている委託鳩舎での配合⽇は１⽉２７⽇予定でしたが昨年と同じ２⽉１０⽇に延期に
する事になったそうです。
当⽇は２００Ｋレースも予定されており、種鳩を委託している⽅も多く、早朝からレース観戦を
兼ねて⼤勢の⽅が委託鳩舎に集結し賑やかな１⽇となることと思います。
今年は種鳩３ペアから１２⽻〜１６⽻程作出して２鳩舎に委託し、鳩協と⽇鳩の２つのレースを
楽しもうと思っております。

編集  削除

姫です

ぐるっぽ  2013/01/23 (Wed) 20:44:17

hatさん、popさん、ururuさん、みなさんこんばんは。

190ｋ合同訓練での帰還率すごいですね。こちらは、⽇曜⽇に100ｋレースです。

画像の載せ⽅覚えましたので、姫ちゃんを紹介しますね。まだまだ番⽝デビューは先ですが、鳩さんた
ちを守ってくれることを期待しています。
数⽻の鳩が、前⽝リョウの犠牲になっちゃっいました。（調⼦にのった鳩が、⽝の背中の上を歩いてい
たりしてたので・・・。）

返信  編集  削除

Re: 姫です

沼南⾼柳  2013/01/23 (Wed) 21:24:00

https://web.archive.org/web/20130128014319/http://bbs1.fc2.com//bbs/img/_741400/741359/full/741359_1358941457.jpg


ぐるっぽさん こんばんは

姫、柴⽝でしょうか︖賢そうで良い⽝ですね。
きっと猫やイタチから愛鳩を守ってくれることでしょう。
これで⼀安⼼ですね。

編集  削除

Re: 姫です

若ちゃん  Site  2013/01/23 (Wed) 21:40:13

ぐるっぽさん はじめまして。
姫ちゃん、可愛いですね。(^^)

うちにも４ヶ⽉ほどの⼦⽝がおります。
この仔は、タロウです。

他にも成⽝が何匹もいるのですが、
以前、鶏を⼿に持って⾒せて、
「これは⾷べては駄⽬︕ 守るんだよ︕」と何度も
繰り返し教えていたら、鶏が⽬の前を歩いても
まったく咥えず、他の⽝が近寄ると怒るようになり、
⽴派に守るようになりました。(^^)

まったく守らず、⽬をギンギラギンに輝かせて
隙を狙っている⽝も居ますが、、、。(笑)

このタロウも、野性的過ぎて駄⽬っぽいです。(^_^;)

編集  削除

Re: 姫です

ぐるっぽ  2013/01/23 (Wed) 22:03:22

沼南⾼柳さん、こんばんは。若ちゃん、はじめまして。

⽝がいることで⼀安⼼です。

若ちゃんのタロウと同じ４ヶ⽉ですね。近ければきっと良いお友達になれるのですが、ちょっと
遠いかな︖

hat－pop鳩舎には、⽇帰りで遊びに⾏ったことがありますが、気合⼊れて遊びに⾏きましたよ︕

私は2004年の秋からレースをやっていますが、800ｋの海越えがいまだに未帰還。１回しか優勝
したこともなく・・・。連盟⻑に、他の連盟と⽐べて⼀番弱いって⾔われていますよ︕

若ちゃん、レースはとても⾯⽩いですよ。急降下してくる鳩の姿は、ホントかっこいいです。

編集  削除
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Re: 姫です

hat  2013/01/23 (Wed) 22:59:58

みなさん、こんばんは。

ぐるっぽさんの姫ちゃんや、若ちゃんのタロウちゃん、・・・やっぱり、⽝の⼦供はかわいい!!

家のコロとロクとエッグも、あんな可愛い時があったのですが・・・今は、よく吠えて、うるさ
い時があります・・・が、ホント頑張って鳩さん達守ってくれています。

ぐるっぽさんや若ちゃん・・・⼜遊びに来てくださ〜い。
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Re: 姫です

若ちゃん  Site  2013/01/24 (Thu) 22:35:05

ぐるっぽさん

こちらの連合会の⽅からも、レース鳩の醍醐味は
帰還する瞬間と聞きました。
勝ち負けではないのかもしれませんね。(^_^)

ｈａｔさん

３匹のワンちゃん達、可愛いですね︕
画像を⾒ているだけで、癒されます。
Ｎさんが「⼀緒にhatさんの所⾏くかー︖」と
おっしゃってくれていますが、⼩屋作りが
忙しくて、なかなか⾏けません。

⼀度、お伺いしたいので、宜しくお願いします。
できたら、配合中の様⼦など拝⾒してみたいです。
hatさん、popさん、体調はもうよろしいのですか︖
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Re: 姫です

hat  2013/01/26 (Sat) 07:54:45

若ちゃんへ・・・、おはようございます。

hatもpopも体調は、戻っていますが・・・年の所為か、あちこちが痛かったり・・・ぼけたこと
を⾔ったりして・・・・⼤変です。

本格的な配合は、未だですが・・・すこしづつ、配合してますよ〜。

Nさんと来てくれても・・・気軽に、⼀⼈で来てくれてもヨシ(とても分かりやすいところですか
ら・・・)
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平⽇の⽅が、近くの⾷事場所・・ドリンクサ-ビスがあるからいいかな?

連絡くれたら・・・popさんと⼆⼈待っていますよ〜。
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⽊曽福島(190k)合同訓練当⽇途中結果

hat  2013/01/23 (Wed) 13:04:53

関東のＡさん、yamajiiさん、こんにちは。

関東のAさん、お体、ご⾃愛くださいね。

今⽇の訓練は、8時00分の放鳩です。

帰還状況は、⼀番⼿が、10時21分台に記録、20⽻の集団で帰ってきました。

その後も、順調に3〜10⽻ぐらいの集団で帰り、1時間以内で8割は、揃いました。

昼になったので、家に・・・その時点で、72/83⽻です。

まずまずの帰還です。

今回の帰還では、⽬の前で、鷹にやられることは、ありませんでしたが・・・降りようとして、・・⼜
⾼く上がって・・・と⾔う様な集団が何度となく⾒られました。

やはり・・・鳩さん達、相当⽤⼼していますね。

そして・・・気がかりな川辺からのジャンプ組ですが…昼までで、1/3⽻、少し気がかりです。

明⽇は、天気落ち・・・何とか、当⽇に多くの帰還があることを祈らざるを得ません。
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⽊曽福島(190k)合同訓練当⽇結果

hat  2013/01/23 (Wed) 18:52:39

当⽇結果は、80/83⽻で、96%の帰還率でした。

良く帰って来たと思います。

川辺からのジャンプ組も3/3で良かった・・ホッ。

ただ・・・籠詰めの時、popさんに、・・・"この鳩704は、良い鳩になったなぁ…"なんていいな
がら、講釈をひとしきり・・・・・・その704が帰っていません。

帰りよかったのに、とても複雑な気持ちです。

明⽇の帰りを待ちたいと思います。
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Re: ⽊曽福島(190k)合同訓練当⽇途中結果

沼南⾼柳  2013/01/23 (Wed) 19:12:36

hatさん こんばんは

190Ｋ合同訓練で帰還率96％とは素晴らしい結果で
良かったですね。
704も含めあと３⽻の帰還、明⽇に期待しましょう。
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Re: ⽊曽福島(190k)合同訓練当⽇途中結果

yamajii  2013/01/23 (Wed) 20:18:50

ｈａｔさん、こんばんは。

流⽯の帰還率ですね〜〜。
でも、期待の１⽻が未帰還。
なぜ︖本当に分かりませんねぇ。
こんなに帰還率が良いときに。

きっと明⽇には帰ってきます。
待ちましょう。
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Re: ⽊曽福島(190k)合同訓練当⽇途中結果

若ちゃん  Site  2013/01/23 (Wed) 21:46:05

hatさん こんばんは〜

たくさん帰ってきて、素晴らしいですね。
掲⽰板を⾒ている私も嬉しくなります。

⾬上がりの曇りでしたが、猛禽も少なかったようで
良かったです。(^^)

良く晴れ渡った⽇より、こんな⽇の⽅が
良いのでしょうか︖
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Re: ⽊曽福島(190k)合同訓練当⽇結果

hat  2013/01/23 (Wed) 22:50:54
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沼南⾼柳さん、yamajiiさん、若ちゃん、こんばんは。

ホント、まずまずの帰還で良かったです。

もう、これで、次は、明科200kレ-スが始まります。

いよいよ、春レ-ス開幕です。
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お久しぶりです。

会津若松のポッポ屋  E-mail  2013/01/23 (Wed) 20:53:12

昨⽇いわき市⼩名浜で午後から会議があり、帰宅したのが11時を回っていました。
つくづく福島県は広いなーと感じました。
出発時の会津は雪で、いわきは午前中⾬で午後から晴れの天気でした。(今⽇は公休です)
今⽇ホームセンターの精⽶機の周りに、去年の⾜環を付けた鳩が数⽻、⽶をついばんでいました。
会津は盆地で、周りが⼭に囲まれている為、帰還は難しいのでしょうか︖
元気になって飼い主さんの元に、戻れればいいのですが。
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Re: お久しぶりです。

沼南⾼柳  2013/01/23 (Wed) 21:38:14

会津若松のポッポ屋さん こんばんは

レースで失踪した鳩も精⽶機の周りに居た鳩のように逞しく⽣き延びて居てくれて居たら、
いずれ無事帰還出来るチャンスが残っているのですが、殆どの鳩達は⽣き絶えてしまったのか︖
未帰還の鳩達はどうなっているのでしょうかね。
元気に⽶でもついばんでいれば良いのですが・・・
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Re: お久しぶりです。

hat  2013/01/23 (Wed) 22:46:38

会津若松のポッポ屋さん、沼南⾼柳さん、こんばんは。

レ-スで居なくなって・・・何か⽉ぶりかで、帰って来る鳩さんが居てたりしますが・・・こんな
⾵に、お邪魔しているのかもしれませんね。

でも・・・こんな鳩さん達は、ホント幸運な鳩さんに違いありません。

何か考えさせられます。
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画像のテスト

ぐるっぽ  2013/01/22 (Tue) 21:54:19

hamanakoさん、hatさん、ururuさんこんばんは。

デジカメ⾒たら、ＶＧＡがあることを今初めて知りました。ためしに写真を撮って⾒ましたので、画像
を添付テストしますね。

部屋の中にいる放鳩委員⻑。
すご〜くなれていないんです。⾶ばせば⼀⽣会う事はないと思います。とても強暴で噛み付きます。昼
間は鳩舎、夜は私の隣で寝ています。
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Re: 画像のテスト

hat  2013/01/22 (Tue) 22:51:39

きれいに撮れていますね。

良かったです。

やはり・・・写真があると、とても分かりやすいですね。

わたしも、なるべく写真を⼊れま〜す。

>昼間は鳩舎、夜は私の隣で寝ています。

凄〜い!! 慣れていないのに・・・なぜか不思議です???
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Re: 画像のテスト

ururu  E-mail  Site  2013/01/23 (Wed) 17:54:14

ぐるっぽさん、こんばんは。

画像投稿ありがとうございます。
ホント、綺麗に撮れていると思います。

ヨカッタ)^o^(︕︕
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今⽇は、⽊曽福島(190k)合同訓練持ち寄り

hat  2013/01/22 (Tue) 23:21:20

今、持ち寄りから帰ってきました。

帰り道・・・⾬降っていましたが・・・⼤丈夫かな?
⽊曽福島、晴れるといいんだが…。

今⽇は、83⽻・・・3⽻加⼦⺟から、明科200kレ-スにジャンプ予定。1⽻は、種・・・主として仮⺟
に(迷いですが、家の筋なので・・)使います。

83⽻の内3⽻は、川辺からのジャンプです。

何⽻帰って来るかな???

チャンピョン鳩舎さんに・・・明⽇は、帰還悪そう・・なんて、驚かされながらも・・・、わが鳩さん
達に、期待ばかりかけています。
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Re: 今⽇は、⽊曽福島(190k)合同訓練持ち寄り

関東 A  2013/01/23 (Wed) 00:42:52

持寄りおつかれさまですhatさんpopさんの頑張りに鳩さん達も
期待に答えてくれるんじゃありませんかね〜〜
当⽇９０％の帰還率、、、だといいのですが
全部かえれば更にいいのですが⼭沿いが⼼配ですね。

たいした事では無いのですが胸⾻がいかれだしました。（笑）
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Re: 今⽇は、⽊曽福島(190k)合同訓練持ち寄り

yamajii  2013/01/23 (Wed) 06:10:39

ｈａｔさん、おはようございます。
といっても、外はまだ暗いです。
これから朝飯を⾷べて出勤です。

今⽇の訓練、天気も良さそうで９０％以上の帰還と思っています。
ただ、他の鳩舎も⾜並みが揃っての訓練だと良いのですが、訓練不⾜、舎外不⾜の鳩がいると⾜
を引っ張られることもあるので・・・。
是⾮レベルの違いを⾒せ付けてください。
朗報をお待ちしています。
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