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最終調整ですなぁ〜

覗き屋  2013/04/25 (Thu) 18:09:55

hatsan泣いても笑っても、後３つ︕
悔いの無い状態で精鋭群を送り出して⼤輪の花を咲かせて下さい
審査帰りは⼆⼈で⻲⼋の味噌だれ焼⾁（ロース２とカルビ２＋うどん２）

強豪鳩舎を尻⽬に「伊賀で３つ早いのが⼊ったって…」って電話での情報交換が有れば最⾼ですね︕

最終調整の中間は⼭側ですぞ、後、鷹に持って⾏かれん様に祈る
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「期待し覗く、吉報待つ」

返信  編集  削除

Re: 最終調整ですなぁ〜

hat  2013/04/25 (Thu) 21:12:20

覗き屋さん、こんばんは。

いよいよ、あと3つ・・・仰る通り、悔いのない戦いをしたいですね。

今年は、⻑距離にきそうな鳩さん達が、残りました。

後は、飼い主の努⼒次第と思っています。

焼き⾁かぁ・・最近⾷べてないなぁ・・、

そういえば、N700kの審査の⾏きは、popさんと、帰りおいしいもの⾷べよう・・・と、⾏った
のに・・・帰りには、そんなこと忘れたように、ため息ばかりでしたね。

最後には、どれかで・・・笑いたいですね。

あと3つ頑張りますので、覗き屋さん、応援宜しくです。

編集  削除

連合会対抗に参加

⻤剣舞  2013/04/25 (Thu) 08:55:22

hatさん、みなさんおはようございます。
伊賀国際連合会対抗に1⽻送ることにいたしました。連合会では希望者が多く枠を引き当てるにも⼤変
です(笑)。早速、今週末に発送予定をしております。現在放鳩篭の中で餌・⽔が取れるように猛特訓中
です(笑)。レース開始まで残ればいいのですが・・・(謎)。委託される⽅々宜しくお願い致します。

今朝、⾞で仕事場に到着した時、時計のデジタルが8:10(鳩)丁度、燃料1L辺り11,1Km(オール
1)・・・何かいい予感(笑)気分最⾼〜〜〜♪^^笑っちゃいました。

返信  編集  削除

Re: 連合会対抗に参加

沼南⾼柳  2013/04/25 (Thu) 11:20:02

⻤剣舞さん こんにちは

委託枠を引き当てるのも⼤変なほど、伊賀国際連合会対抗はすごい⼈気なんですね。
オール１、予感的中きっと⻤剣舞さんにとって幸運が訪れますよ。
どんな幸運かは判りませんが乞うご期待、お楽しみに︕



編集  削除

Re: 連合会対抗に参加

hat  2013/04/25 (Thu) 13:11:06

⻤剣舞さん、沼南⾼柳さん、こんにちは。

>現在放鳩篭の中で餌・⽔が取れるように猛特訓中です(笑)。

なるほど〜〜、この訓練、放鳩籠だけでなく、あの広い鳩舎で、いの⼀番、餌にありつける、た
くましさが備わるかもしれませんね。

とにかく、他の鳩さんを押しのけて、餌⾷う鳩でないと⽣き残れないかも・・・。

111111・・・・縁起良いですね。まずは、CHで、その効果出してくださ〜い。

編集  削除

下浜600k結果

hat  2013/04/23 (Tue) 22:17:46

みなさんこんばんは。

今審査から帰りました。

予測通り、帰るだけのレ-スになりました。

家の⼀番⼿は、910.452m/minで、連合会16番⼿です。
帰還率は2/3で、おおむね予測通りに終わりました。
尚、連合会の帰還率は、62%です。

次へのステップとして、我慢のレ-スでしたが、これで良しとします。

さぁ・・・次は、待ちに待ったCH1000kです。
頑張りたいと思います。

返信  編集  削除

Re: 下浜600k結果

沼南⾼柳  2013/04/24 (Wed) 15:45:15

hatさん こんにちは 
帰還した２⽻は、次回はいよいよhamanakoさんの１７番も参加するＣＨ１０００Ｋレースです
ね。
hatさんの鳩もhamanakoさんの鳩も春季最終のＣＨ１０００Ｋレース頑張ってもらいましょ
う。



編集  削除

Re: 下浜600k結果

hat  2013/04/24 (Wed) 18:49:39

沼南⾼柳さん、こんばんは。

帰還した2⽻は・・・CHでは、ありませんよ〜。

1⽻は、GP800kで、もう⼀⽻は、500kで⽌めていた経験鳩ですので、トレ-ニングのつもりで60
0kに出しました。

この鳩、昨年の800k後帰りで・・・いつも、翌⽇帰ってきます。所謂、帰って来るが、速くはあ
りません。

そこで、帰るだけで、⼗分なGNに挑戦させるつもりです。

CHは、後10⽻居ている鳩さん達から、選びますよ〜。
今も、いろいろ考えて作戦練っています。

編集  削除

Re: 下浜600k結果

沼南⾼柳  2013/04/24 (Wed) 21:51:18

hatさん こんばんは

勘違いしておりました。
選択肢が沢⼭有り羨ましいです。
適材適所で選別しＧＮ・ＣＨに送り出して上げて下さい。

編集  削除

伊賀に委託

浜名湖  2013/04/24 (Wed) 14:59:08

hatさん こんにちは
いろんな⼈のブログ⾒て

伊賀に２⽻委託することにしました。

hatさんは伊賀は何⽻委託ですか︖

５⽉２０頃委託になります。

今朝脚環装着しました。



返信  編集  削除

Re: 伊賀に委託

沼南⾼柳  2013/04/24 (Wed) 16:36:31

hamanakoさん こんにちは

委託鳩舎⽤の作出、順調にいっているようですね。
多くの知⼈の⽅プラス⼋郷国際８⽻・伊賀国際に２⽻委託し、今年の秋季レース結果報告では、
あっちらこっちらでhamanakoさんの⽒名と愛鳩の脚環番号で優⼊賞欄が賑やかになりそうです
ね。
委託鳩舎での活躍、今年度も頑張って下さい。

編集  削除

Re: 伊賀に委託

hat  2013/04/24 (Wed) 19:17:50

hamanakoさん、沼南⾼柳さん、こんばんは。

伊賀には、連合会対抗として、出します。今年は、参加枠が増えたそうで・・・3⽻出すことにし
ました。

今も、ア-でもない・・コ-でもないと、いろいろ考えています。

こちらは、伊賀国際に近くの鳩舎ですので、何とかしたいのですが・・・、地域性よりも、やは
り、委託に耐える鳩でないと難しいでしょうね。

今まで、500kに1⽻参加したのが最⾼でしたから・・・とにかく委託は、難しいですね・・・昨
⽇も今、あがって来た鳩さん達をじっくり⾒て、⽬星を付けたところです。

hamanakoさん、今度は、伊賀で勝負ですね。楽しみにしています。

編集  削除

Re: 伊賀に委託

hamanako  2013/04/24 (Wed) 21:09:13

hatさん 沼南⾼柳さんこんばんは。

hatさん ３⽻委託ですか ３００ｋｍ連合会レースが終わったら 同じレースに成りますね 

家も３⽻にします 運良く今朝ＤＡ環３個⼊れましたから

同じ⽇に送れます 伊賀国際での勝負楽しみにしています。

沼南⾼柳さん 多くの⼈のご協⼒で多くの⽻数⾶ばして頂け

感謝です 秋レースが楽しみです 作出も順調で



５⽉末には分離出来そうです。

 

編集  削除

Re: 伊賀に委託

沼南⾼柳  2013/04/24 (Wed) 21:30:27

hatさん hamanakoさん こんばんは

委託鳩舎、特に⼤⽻数の国際委託鳩舎で⽣き残るには、精神的に図太い鳩でないと難しいようで
すね。
今年から⽇鳩に⼊会致しましたが、つくば国際鳩舎に委託しても私の鳩では直ぐに失踪してしま
いそうで、つくば国際への委託はもう少しお預けです。
国際委託鳩舎で最終レースまで⽣き残れた鳩は良い種鳩になるでしょうね。
関東地⽅でのレースは通常、鳩協・⽇鳩とも北コースであり、つくば国際に関しては⻄コースで
７００Ｋまで若で⾶ばすだけに、北コースと違った楽しみが有りそうですね。
いずれ国際委託鳩舎で残れるような鳩を作出し、⻄コースのつくば国際に挑戦したいです。

編集  削除

下浜600k・・ようやく放鳩・・・。

hat  2013/04/22 (Mon) 13:43:09

午後⼀時、600k放鳩です。

道中天気悪く、朝早くに放鳩できずに・・・700kに続き、翌⽇狙いの放鳩です。

朝の冷え込みで、霧を⼼配していましたが・・・現地は、どうだったのでしょう・・???

チビ野さんのリポ-トが待ちどおしいなぁ・・・・。

今回は東海さんに便乗放鳩だったので・・・、待機中の午前8時前ごろ、・・・・

650kある当舎にとっては、絶望的な気分にならざるを得ませんでしたが・・・・

三重の遠距離地域へも配慮してくれたのか・・・当⽇帰還が、三地区ともない時間の放鳩になりまし
た。

全く、多くを望んでないレ-スとは⾔え・・・審査には、⾏きたかったので・・・

これで・・・坊主で審査に⾏けない確率が下がりました。
ホッ・・・としています。

返信  編集  削除



Re: 下浜600k・・ようやく放鳩・・・。

万年2位  2013/04/22 (Mon) 14:51:52

当⽅、秋⽥県の⼭形県寄り 下浜より３５kmほど南下した所です。 昼頃には視界も回復してき
ましたが、鳩にとっては⾶びにくい天気です。⻄⾵が強く⾵⾞が勢い良く回っています。ニュー
近畿＆伊賀国際は⼩砂川より６時に放鳩されています。
皆さんの鳩の検討をお祈りいたします。

編集  削除

Re: 下浜600k・・ようやく放鳩・・・。

hat  2013/04/22 (Mon) 21:19:56

万年2位さん、こんばんは。

お近くにお住まいなんですね。情報有難うございます。

>鳩にとっては⾶びにくい天気です。⻄⾵が強く⾵⾞が勢い良く回っています。

そうですかぁ・・・⼼配だなぁ…、

伊賀国際は、⼩砂川600k、6時放鳩、当⽇11/39⽻・・3割弱で、まずまず帰っていました
ね・・・下浜は⼩砂川より70kぐらい北ですから・・・その間の天気が悪かったのかな?

伊賀国際のトップの分速が、1056m/minだから、⼩砂川からも⻄⾵の強い⾶びにくいレ-スだっ
たのでしょうね。

そうすると、時速60kで5〜6時間・・・300k〜350k地点で降りていることになりますね。

第⼀のル-トを通っているとしたら・・・飯⼭から明科あたりに、鳩さん達、いてることになりま
す。

そうすると・・・6時に⾶び⽴ったとして9時前後の帰還かなぁ…・・。

何はともあれ・・・鳩舎に早くいって、⼊舎⼝を開けてやりたいと思います。

万年2位さん、有難うございました。

編集  削除

ネット販売の規制強化

沼南⾼柳  2013/04/22 (Mon) 21:12:22

北野鳩舎の掲⽰板にネット販売の規制強化に付いて、下記の書き込みが有りました。

鳩の販売は９⽉１⽇から対⾯販売だけになるようでかなり縮⼩されます 環境省の役⼈さんが⽝猫の通
信販売で多くの問題が出ているのを規制するために法律を作りそれを全ての⿃やペットにも適⽤させて



しまいました。 以下省略

したがって９⽉以降、インターネット及び、愛鳩の友誌の紙⾯での購⼊も販売も出来なくなってしま
い、特に遠⽅の⽅との取引に影響が有りそうですね。
愛鳩の友誌にしても広告収⼊が⼤幅に減収なってしまい、運営⾯が⼀愛読者として今後が⼼配です。

返信  編集  削除

昨夜1000k登録

⻤剣舞  2013/04/22 (Mon) 09:57:58

hatさん、チビ野さん、みなさんおはようございます。
昨夜、東⽇本CH,JP,GNの登録があり済ませてきました。
当⽅はCHに6⽻、JPに1⽻ 計7⽻です・・・寂しい登録ですが出したくても鳩がいないww(笑)。100
0k帰還できそうな鳩は2⽻程度で後は北⾵任せの鳩達です(笑)。持寄りは、全て5/6(⽉)放鳩予定は、
これも全て5/10(⾦)当⽇帰還があっても翌⽇審査になります。
今春は全然いいとこなしの状態ですので何とかここいら辺で尺⽟⼤空にあげたいですね(笑)。今、与え
ている飼料の中⾝を書きましたが、投稿前に削除しました(笑)。失敗は当⽅だけでいいからですww。
 抱卵5⽻残り若独⾝のメス・・・現在舎外1H前後 ⾃発的に⾶んでいます。迷ハンドラーのお陰です
(泣)ww
チビ野さん〜成績いいようですね。〇柳さんから聞いております。お互いに頑張りましょう♪^^
1000kの持寄りまで約2週間ーーーーーで〜す!! 重い腰いつ挙げるの??? 今でしょ!!(笑)。ハイは
い!!⽼体にムチ打ちます!! 痛てぇーー!! Mじゃねぇぞーー!!(笑)。

返信  編集  削除

Re: 昨夜1000k登録

hat  2013/04/22 (Mon) 12:19:35

⻤剣舞さん、こんにちは。

いよいよ終盤ですね。こちらも、ダ-ビ-の後、5/61000k、1100kの持ち寄り予定です。

あと2週間、頑張りたいと思います。

⼜、いろいろご教⽰宜しくです。

編集  削除

無題

hamanako  2013/04/21 (Sun) 17:59:30

hatさん 皆さんこんばんは。

６００ｋｍダービー 間隔が開くから⽻数増加ですか



⾯⽩くなりましたね。

１７番は１０００ｋｍへ直⾏です

⽢えん坊直仔は７００ＧＰへ参戦予定です。

返信  編集  削除

Re: 無題

hat  2013/04/21 (Sun) 19:12:50

hamanakoさん、こんばんは。

>６００ｋｍダービー 間隔が開くから⽻数増加ですか
⾯⽩くなりましたね。

このレ-ス、連盟の優秀鳩舎狙いの⽅にとっては、気の抜けないレ-スですね。

⾯⽩いかどうかは、分かりませんが、・・・最近のレ-スは、何が起こるか分かりませんの
で、・・・どうなるのでしょう・・???

明⽇は、朝⽅冷えるとのこと、⼭は霧になるかもしれませんね。・・・そうすると、東海勢と⼀
緒とは⾔え・・・帰還ル-トが変わるかも???

なにはともあれ、⽇本中、良い天気とのこと、良いレ-スを期待できますが・・・最近は気を許せ
ません。

当舎の今回は、帰還だけを願っています。

17番・・・良い選択をしましたね。

ここに来ると・・・いかに、⽬に⾒えない鳩さんの疲労を抜くかが・・・最後に効いてきますか
ら・・・・、

1000kでは、17番と勝負ですね・・・。
ところで・・・17番は、昨年どこまで経験したのかなぁ・・・。

編集  削除

Re: 無題

hamanako  2013/04/21 (Sun) 19:41:50

hatさん

１７番は 昨年地区Ｎで脚に怪我して翌⽇帰還でした

お昼に電話中に帰還しました １０００ｋｍは怪我の回復も

遅れて 不参加 ＧＰも不参加で秋レースは全休

今春は４００ｋｍまでのんびり帰還で ５００Ｒｇから



上昇でした 距離はギリギリかなが本⾳です

後は頑張ってくれるの期待です １７番は遅い展開の時は

良い成績で帰ってくれます 翌⽇９︓００頃に帰ってくれたらと思っていますが 三重の１００
０ｋｍオーバーは厳しいから

無事に帰還出来たら嬉しいですね。

編集  削除

３連盟下浜放鳩

チビ野  2013/04/21 (Sun) 19:05:10

ｈaｔさんはじめまして 下浜放鳩⽴ち合いのチビ野です

この時期渋い展開が多いのであまり分速はでないでしょうが

１⽻でも多く帰還するよう私も頑張ります

⻤剣舞さん  いつやるの  桜花賞でしょ
吉報を〇柳さんと待ってますよ

返信  編集  削除

Re: ３連盟下浜放鳩

hat  2013/04/21 (Sun) 19:23:37

チビ野さん、こんばんは。

こちらこそ、初めまして、今後とも宜しくお願いします。

明⽇の⽴会、お疲れ様です。

放鳩の様⼦・・・書き込んでいただいたら、うれしいです。

この下浜、海岸寄りで、鷹やハヤブサが多いと聞いています。

⽅向判定するまでに、彼らの洗礼を受けないかが、とても⼼配です。できれば、その辺の様⼦等
をリポ-トしていただければ、幸甚です。

⻤剣舞さんのお友達ですか〜、今後も、カキコミ宜しくです。

編集  削除



600kダービ-持ち寄り

hat  2013/04/20 (Sat) 13:26:43

みなさん、こんにちは。

いよいよ、600k持ち寄りです。

変則ですが・・三重連盟では、700k終わって、1000kまでの間に、何と600kがあります。

この600k・・・何の意味が?・・と思いがちですが、意外といろいろの意味があります。

500-700-1100or1000kがメインのやり⽅ですが・・・・丈夫な鳩をお持ちの⽅は、500-700-600-
1000or1100kと⾔う選択、

ちょつと、控えめな⽅は、最後の800kGPに持って⾏く500-700-600-800kと⾔う選択。

または、700kをいろいろのアクシデントで、できなかった⽅の敗者復活戦として、500-600-(1000o
r1100)or800を選択できます。

所謂、考え⽅次第で、とても良い設定のレ-スと⾔えますね。

ただ、今回は、経費の関係上・・・単独では、実施せず、東海連盟さんにお世話になるようです。

これによって、レ-ス(帰還コース)展開も変わり・・⼜、参加鳩の選択にも影響します。

それと・・・このレ-ス、連盟の優秀鳩舎選定のレースの⼀つになり、強豪鳩舎は、揃って⽻数をそろ
えてきます。

でも・・今年の様に選⼿⽻数に余裕のない鳩舎が、多いなか、メインのCHへの影響も考えざるを得ま
せんので・・・強豪鳩舎さんも⼤変ですね。

そんなこんなで、みなさんのいろいろの思惑が、びっしり詰まったレ-スですね。

さて・・・当舎は・・・、

500-600-1100or800k狙いの♂3⽻でしたが、1⽻、この中間で鷹害で2⽻、そして、500-700-600-
800k狙いの♂が⼀⽻です。

以上、雄ばかり3⽻となります。

後、雄1⽻、♀10⽻残っていますが・・・この鳩さん達は、後のレ-スに使う予定です。

参加⽻数が、少ないとはいえ・・・この中間、鳩さん達のエサの与え⽅、舎外、訓練等・・・今後の
種々のレース対応を考えて、なかなか⼤変でした。

そんな苦労が、・・・多くは望めませんが、・・・・
帰還率で報われたらと・・・想いながら、鳩さん達を送り出したいと思います。

返信  編集  削除

Re: 600kダービ-持ち寄り

hat  2013/04/20 (Sat) 21:01:43



持ち寄りに⾏ってきました。

予定通り♂3⽻です。

以外にも・・・皆さんたくさん出されている〜〜。

20⽻近く出している⼈や・・・とにかく、みなさん勝負してきています。

その中で・・・⼤御所は12⽻・・・♂6の♀6の布陣・・・たまたまだろうか・・・???

こちらは、あきらめたわけでは、ありませんが・・・・・
ここは、我慢!!

後のレ-スに、選択集中で頑張る覚悟です。

編集  削除

Re: 600kダービ-持ち寄り

レース鳩だよ  2013/04/21 (Sun) 14:54:58

明⽇のレース展開は分速も帰還率も気温も上がらず当⽇７割位︖
楽しいレース期待してます、体調を崩して寝込んでます。

編集  削除

Re: 600kダービ-持ち寄り

沼南⾼柳  2013/04/21 (Sun) 16:14:42

hatさん レース鳩だよさん こんにちは

明⽇の６００Ｋダービーはレース鳩だよさんの予想通りの気候だと絶好のレース⽇和になりそう
ですね︕
レース結果報告楽しみにしております。

編集  削除

Re: 600kダービ-持ち寄り

レース鳩だよ  2013/04/21 (Sun) 17:20:34

⾵予想が変わってしまいましたね、タフな展開 また良い⽅にかわるといいな〜〜

編集  削除

Re: 600kダービ-持ち寄り

hat  2013/04/21 (Sun) 18:44:54



レ-ス鳩さん、沼南⾼柳さん、こんばんは。

明⽇、良い天気で、レ-スできるといいんですが・・・、

でも・・家の鳩、ジャンプ組やらいて、雄ばかりで・・・頑張ってくれている鳩さん達には、悪
いんですが・・・所謂、今の所、⼆軍で、次へのステップとして出しました。

でも・・・鳩さん達は、愛情もって送り出しましたので・・・頑張ってくれると思います。

せめては、当⽇帰還を⼀⽻でも果たしてほしいと、願っているところです。

レ-ス鳩さん、お体、ご⾃愛ください。

編集  削除
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