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伊賀委託在舎発表

浜名湖  2013/10/02 (Wed) 12:34:55

hatさん 皆さんこんにちは。

伊賀委託在舎発表されました。

２０キロ訓練２回済みでした。

全体でマイナス１００⽻位でした。
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浜名湖委託３⽻在舎でした。

⼋郷委託７⽻とレース参加してほしいですね。

返信  編集  削除

Re: 伊賀委託在舎発表

hat  2013/10/02 (Wed) 20:22:39

hamanakoさん、こんばんは。

全体で150⽻ぐらい・・減っていますねぇ・・・。
その分、こちらの鷹のお出ましは、あっさり系になっています。

と思っていたら、本⽇、春⽤鳩の舎外で、4⽻帰らず、1⽻は両⾜⾻折です。⾼圧線周辺でのバト
ルの所為でしょう・・・。
仕⽅なしです。

国際の⽅は、かわらず2⽻残っていました。

当舎は、確率的に考えると・・・そろそろ落ちるかも??
運を何とか・・・呼びた〜い・・・。

hamanakoさんとこは、委託実績の裏付けがあるから、安⼼ですね。

まずは、オ-タムカップで競い合いができればいいんですが・・・。 

編集  削除

レース結果

ぐるっぽ  2013/09/29 (Sun) 21:35:18

hatさんpopさん みなさんこんばんは。

100ｋレースの帰還率はめっちゃめっちゃよかったです。全体でほとんどの鳩舎があと数⽻とか全鳩き
ている鳩舎も何⼈もいました。

私もあと１⽻です。でもまだ100ｋなので今度の⽇曜⽇の200ｋでどうなるのか・・・。

私の1番⽬に帰ってきた鳩は16位、2番⽬に帰ってきた鳩で77位、3番⽬はもう3桁の順位でした。

⾖鉄砲さんが17位だったので、私の⽅が前にいたので嬉しかったです。

返信  編集  削除

Re: レース結果

hat  2013/09/29 (Sun) 22:06:42



ぐるっぽさん、こんばんは。

16位・・・良かったです。おめでとう!!
何と⾔っても・・・⾖鉄砲さんより良かったのは、何よりですね。
⾖鉄砲さんも、悔しくて、悔しくて・・・そして、たぶん⼤喜びしてくれていると思います。

ホント、良い滑り出し・・・良かったです。

編集  削除

Re: レース結果

ぐるっぽ  2013/09/30 (Mon) 19:26:57

hatさんこんばんは。

今⽇、仕事が終わって鳩舎に⾏ったら、残りの１⽻が帰還してました〜︕︕(^^)/

久しぶりに全鳩帰還になりました。何年ぶりだろう︖

100ｋで天気が悪く12時放鳩の時がありましたが、いや〜この時は、鳩が帰って来ない来ない。
だいぶ落ちました。

200ｋは台⾵が⼼配です。

編集  削除

Re: レース結果

hat  2013/09/30 (Mon) 20:15:19

ぐるっぽさん、こんばんは。

全鳩帰還・・・おめでとうございます。
ホント・・・良かったです。

次の２００ｋレ-ス・・・確か・・⽇曜⽇放鳩・・でしたか??

誰が考えても、関東地⽅は、良くない天気・・・最悪、⾬ですね。

こんな時でも、中⽌をしないのでしようか・・・??

秋の天気は、コロッと変わる時もありますが・・・とても、⼼配です。

何とか、良い天気でできることを祈っています。

編集  削除

Re: レース結果

沼南⾼柳  2013/09/30 (Mon) 20:16:40



ぐるっぽさん hatさん こんばんは

私が委託している委託鳩舎と地元の鳩舎共、来週⽇曜⽇に２００Ｋレースが予定されております
が、週間天気予報ですとレース実施が難しい状況のようですね。
相⼿が⾃然界だけに、なかなか予定通りには事が運ばないもんですね。

編集  削除

Re: レース結果

hat  2013/09/30 (Mon) 23:03:15

沼南⾼柳さん、こんばんは。

やはり・・・沼南⾼柳さんとこも、よほどの事がない限り、確定持ち寄りなんですか???

仕事のある⽅たちが、多いと、やはり・・・休みにやりますよねぇ・・・。

良い天気を願っています。

編集  削除

Re: レース結果

⻤剣舞  2013/10/01 (Tue) 11:44:57

hatさん、ぐるっぽさん、みなさんおはようございます。
ぐるっぽさん全鳩帰還良かったですね。気を抜かず最後まで頑張って下さい。期待してますよ

こちらのゲロッパ軍団・・・50kの合同訓練から80k訓練をパスして100k(実距離160k)実施しま
したが50kから160kへのジャンプは経験のない鳩達にはきつかったようですww 分速1300m台
で当⽇7割弱、翌⽇含めて8割の帰還で終わりました、病み上がりではきつかったようです、連合
会だけでも1744⽻の参加で当⽇76%ですからこんなもんでしょうww 次の200kで普通の帰還
をしてくれれば300kのレースからは本腰を⼊れことが出来るかと思います(謎)。とにかく毎⽇浄
化飼料ですww 全国的に出てますからボーッとしている鳩は要注意です。

編集  削除

Re: レース結果

hat  2013/10/01 (Tue) 19:17:57

⻤剣舞さん、こんばんは。

さすがに・・・無難に、切り抜けられたみたいですね。
全国的に出ているとのこと・・・要注意ですね。

最近、迷いが多いので・・・細⼼の注意をしていますが、実に⼼配です。

昨⽇は、三河・・今⽇の迷いは姫路の鳩さんで、幸いにもこの鳩さん達は、とても元気でした。



最近、⽇通さんもなかなかつながらず・・・繁盛ぶりが推測されます。
みなさんも、迷いの鳩さんには、気をつけて・・・隔離して、投薬して・・元気にして、持ち主
に送ってあげてくださ〜い。

ところで・・・当舎も加⼦⺟の迷い2⽻元気に送っていただき、送っていただいた⽅々・・有難う
ございました。

その鳩さん達・・今まだ、念のため・・隔離して、投薬しています。

皆で、病気にはアンテナを⾼くして・・対応しましょう。
尚、⻤剣舞さんのお話を思い出し・・早めの獣医さんへの相談も忘れないようにしましょう。

編集  削除

Re: レース結果

ぐるっぽ  2013/10/01 (Tue) 19:26:35

沼南⾼柳さん、⻤剣舞さん、hatさん、popさん みなさんこんばんは。

沼南⾼柳さんと同じく今度の⽇曜⽇が200ｋレースです。よっぽどの天気じゃないかぎり、⾶ば
しますよ〜︕︕なんたって、2004年の秋レースから初めて、この時の200ｋレースは、当⽇⾬降
り。私の連合会も隣の連合会も当⽇16⽻しか帰還しませんでした。

200ｋレースっていったら、参加⽻数は多いですよ〜︕︕でも当⽇16⽻でした。私は当⽇未帰
還。翌⽇から1ヶ⽉かけて、鳩が帰ってくる状況でした。

ゲロッパになっては困るのでと、100ｋ帰還してすぐ薬をかけました。200ｋと300ｋが難関なの
でこれをクリアできればと思ってます。

編集  削除

Re: レース結果

hat  2013/10/02 (Wed) 20:11:00

ぐるっぽさん、こんばんは。

>よっぽどの天気じゃないかぎり、⾶ばしますよ〜︕︕

そういうシステムだから、仕⽅なしですね。
とにかく、少しでも天気の良くなることを祈っています。

頑張れ!! ぐるっぽさ〜ん。

編集  削除

今⽇は、コンテナ掃除



hat  2013/09/29 (Sun) 22:21:52

みなさん、こんばんは。

今⽇は、朝から、コンテナ掃除・・・⼤変でしたが、みんなで楽しくやりました。

そして・・・何と⾔っても、後のご苦労さん⾷事会・・・昔は、ウナギどんぶりが⾷べられたのです
が・・・ご時世がら、喫茶店のコヒ－付の定⾷でした〜。

そして・・・お決まりの鳩談議・・・話題はいろいろでしたが・・・

そして・・・合同訓練の悔しさを避けながら・・・・でも、やっぱり、その話題になってしまいまし
た。

でも、みなさん、えらい!!・・・悪い結果を、⾃分の問題として捉えられてました。

例えば・・・訓練が⾜りなかったから・・・とか、種鳩から考え直すとか・・・等々です。

何か問題が起これば、⼈の所為にしがちですが・・・まずは、⾃分の問題としてとらえることが、とて
も重要ですね。

こうすることで、進歩か、⽣まれます。

そして・・・次に、皆でどうすれば、この経験を⽣かせるか、徹底的に考え、議論して・・・改善し
て、同じくやしさを繰り返さないことも、とても重要です。

そんな意味で、今⽇は、とても有意義なコンテナ掃除＆ご苦労さん会でした。

返信  編集  削除

100k持ち寄りました

ぐるっぽ  2013/09/28 (Sat) 22:51:08

hatさん、popさん、みなさんこんばんは。

こちらは、明⽇真岡100kレースです。hatさんの所は、訓練で190kだからすごいです。

私の所は100ｋからレースが始まり、来週200ｋレースです。未だに100ｋレースを楽しんでる状況で
す。

昨⽇、3週間前の連合会30ｋ訓練で未帰還だった鳩が帰還しました。⾜はとてもきれい。痩せてもいな
い。鳩を⼿に持った瞬間からブーブー鳩がしゃべりだしましたが、何を⾔っているか、さっぱりわから
ない。

30ｋ訓練の鳩が今⽇帰還した鳩舎さんもいました。この鳩もどこかで飼われていたみたいと⾔ってま
した。

hatさんの6番と⻤剣舞さんの24番が、参加しました。よい報告をしたいと思っています。

返信  編集  削除



Re: 100k持ち寄りました

hat  2013/09/29 (Sun) 06:36:02

ぐるっぽさん、おはようございます。

連合会30ｋ訓練の後帰り、良かったですね。
ブ－ブ－⾔って、喜んでいたのですよ〜・・・。

今⽇は、100kレ-スですか〜・・⼀⽻でも多く帰って来ることをねがっています。

⽇曜⽇ですから・・・⼀⽣懸命、待っていてあげてくださ〜い。

こちらの今⽇は、コンテナ掃除・・・いよいよ、200kレ-スに向かって、きれいにしてきます。

編集  削除

Re: 100k持ち寄りました

沼南⾼柳  2013/09/29 (Sun) 13:30:24

ぐるっぽさん hatさん こんにちは

今⽇は、委託鳩舎から私の鳩６⽻が１００Ｋレースに参加し、朝から委託鳩舎を訪問して委託仲
間とレース観戦をして来ました。
６⽻全鳩無事帰還し、さい先の良いスタートをきることが出来ホットしてます。
委託鳩舎全体でも１１時現在で９５％超えの帰還率でした。
来春の北海道に向けて、今後開催される２００Ｋレース以降も順調に、駒を進めてくれることを
ただ願うばかりです。

編集  削除

Re: 100k持ち寄りました

ぐるっぽ  2013/09/29 (Sun) 15:32:02

hatさん、沼南⾼柳さん、 こんにちは。

7時放鳩。8時25分ごろ１⽻⽬帰還。まだ帰って来ないだろうと思って⽔をくんでいたら、屋根の
上に１⽻⽬がいました。降りてくるのを⾒られなくて残念。

６番が13⽻⽬に帰還。24番が７⽻⽬に帰還。ですが、電線で遊んでいたのでこの順番は鳩が鳩舎
に⼊った順番です。

21⽻参加の現在19⽻帰還です。成鳩２⽻がいません。

落としが夜7時なので結果はまだ全くわかりません。

編集  削除



Re: 100k持ち寄りました

hat  2013/09/29 (Sun) 21:01:06

沼南⾼柳さん、ぐるっぽさん、こんばんは。

お⼆⼈とも、好帰還で良かったです。

鳩が、きっちり帰って来ると、ホント・・ルンルンの気分になりますね。

これは、鳩飼いだけの、特別な気分・・・⾄福の時です。

この気持ち、次も味わってくださ〜い。

編集  削除

今⽇は、最後の合同訓練

hat  2013/09/28 (Sat) 12:05:27

みなさん、こんにちは。

今⽇の合同訓練は、⽊曽福島(190k)です。
7時放鳩です。

hamanakoさんの委託鳩や、若ちゃんの連合会は、鈴蘭⾼原で6時20分と聞いています。

最初に、放鳩時間の早い他の連合会の帰還状況が⼊り・・・⾮常に良いとのことに・・拍⼿!!

若ちゃんも、ジャンプですが、たくさん帰っていることでしょう・・・。

そして、我が連合会。・・・モ-リ-さんから、予想より、はるかに遅い⼀番⿃の連絡・・・続けて、散
発の帰還状況に肩を落としました。

⼜・・・悪そう・・・。

でも、気を取り直して、待つこと、20分余り・・・、当舎は、45分ぐらいかなぁ・・なんて、空を眺
めていると、9時33分台に3⽻記録、35分台に2⽻記録・・その10分後に21⽻の集団が来ました。

その後、やく1時間で45⽻・・・、帰還状況は、よくありません。(尚、今回の参加は、2⽻お留守番の
58⽻です。)

疲れがドッ・・と、きて・・家に戻ってきました。

まだ帰るとは、思いますが・・・気のもむ⼀⽇になりそうです。

返信  編集  削除

Re: 今⽇は、最後の合同訓練



hamanako  2013/09/28 (Sat) 17:12:35

hatさん 皆さんこんにちは。

hatさん 地元の２００ｋｍレースは午前中８５％の帰還

家の委託鳩は１５⽻中１２⽻です （午前中）

三重の⽅は７⽻帰還のようです （前回１⽻失踪）

２００ｋｍレースには７⽻出れそうです

楽しみです。

⼋郷国際は昨⽇２０ｋｍ訓練全鳩帰還でした

伊賀国際は 昨⽇の電話では今⽇ 訓練のようでした。

仕事中で電話が聞き取りにくく（爆）

此⽅は少し⼼配ですね（爆）

編集  削除

Re: 今⽇は、最後の合同訓練

hat  2013/09/28 (Sat) 20:00:57

hamanakoさん、みなさん、こんばんは。

委託・・・順調に帰っているようで、良かったですね。

やはり・・こちらは、苦戦です。

その後の帰還状況は、1時間〜2時間に⼀⽻づつ帰っているような状況で、最終が・・・5時半、
結局６⽻帰って、51/58⽻の約89%の当⽇帰還でした。

でも・・この状況から、明⽇は、期待できそうです。

今回の訓練は、どうも⽅向判定が悪く、鷹に⼊られ、放鳩地点で散りぢりバラバラになったので
は・・・と帰還状況から推測されます。

当舎も2⽻、鷹の犠牲になりながら帰ってきました。内⼀⽻は、主翼の⼀部と副翼をバッサ
リ・・・良く帰って来たものだと感⼼したほどでした。この鳩は、もう秋には使えません。

⽊曽福島は、とても帰りよいところだと思っていましたが・・・そんな期待は裏切られたようで
す。
でも、"50⽻若で200kスタ－ト"の⽬標は達成されそうで・・・ホッとしています。

編集  削除



帰って来た〜

hat  2013/09/26 (Thu) 18:55:58

みなさん、こんばんは。

今⽇は、加⼦⺟の訓練から4⽇⽬になりますが・・・帰ってきました・・・837です。

⾜はドロドロで・・・痩せてはいますが、"元気だよ〜"と⾔っているかのようです。

この鳩、先⽇のチップ装着時(⻤剣舞さんの推奨されていた事前評価で・・・)、popさんがAランクを
つけた鳩・・・、帰ってこなくて、残念がっていたので、popさんは、⼤喜びで〜す。

これで59+1(⽇通)/71⽻になりました。

思いもかけない感激を味わさせてくれる鳩飼育・・・この感激がたまりませ〜ん・・・。

返信  編集  削除

Re: 帰って来た〜

若ちゃん  Site  2013/09/26 (Thu) 21:56:40

hatさん
こんばんはー。
popさんお気に⼊りの鳩が、帰ってきて良かったですね。
ご夫婦で可愛がっておられる様⼦が⽬に浮かびます。(^^)

旅先でも、こちらの掲⽰板を拝⾒して、訓練の様⼦などを
知る事が出来て、とても嬉しく思いました。
いつも情報提供、有り難うございます。

編集  削除

Re: 帰って来た〜

沼南⾼柳  2013/09/26 (Thu) 23:06:57

hatさん こんばんは

期待の鳩、無事帰還良かったですね。
秋季レース良いスタートが切れそうで何よりです。

編集  削除

Re: 帰って来た〜・・

hat  2013/09/27 (Fri) 06:16:52

https://web.archive.org/web/20131002124722/http://blog.goo.ne.jp/wakabayashi2722


若ちゃん、沼南⾼柳さん、おはようございます。

ホント、思い掛けない、後帰りは、ホントうれしいです。

>若ちゃん

娘さんのご結婚、おめでとうございます。

先⽇の訓練は、そちらの連合会も・・・こちらよりは、良かったと⾔え、厳しかったようです
ね。

思うに・・・若ちゃんは、なぜかついていますね・・・⾃主訓練でも・・・奥に⾏っていれば、
痛⼿を・・・と思っていたら、⾞の故障で難を逃れ・・・そして、今回も・・・です。

きっと、若ちゃんには、強〜い神様がついているのですよ〜・・・この調⼦で、秋レ-スに突⼊し
てください。

そちらも、本⽇、最後の合同訓練の持ち寄りがあると思いますが、・・・お互い頑張りましょ
う。

>沼南⾼柳さん

あと⼀つの合同訓練で、秋レ-スです。
何とか、⻑年の⽬標、"若鳩で50⽻スタート"を成し遂げたいです。

編集  削除

Re: 帰って来た〜

⻤剣舞  2013/09/27 (Fri) 09:23:00

hatさん、みなさんおはようございます。
Ａランク鳩帰還して良かったですね、来春に回してケアーして下さい。若鳩の翌⽇以降の帰還鳩
は状態が良く⾒えても次のレースに参加すると何故か落ちる可能性が⾼くなるようです。春レー
スは別ですが・・・。

当舎の闘病鳩は何とか回復したように⾒えます。糞の状態も良くなり舎外も１時間遠征を含めて
⾶ぶようになりました（今朝から初めての舎外）。明⽇100kオープンの持寄りですので、明⽇の
舎外を⾒てから参加の是⾮を決定したいと思います。病み上がりの鳩達ですので無理をさせたく
ないのが正直なところですが何処まで影響が残るか(謎)。無難に200kまで終えることが出来れば
300k以降のレースに少しは希望の光が⾒えるかも??? です。 正直ここまでの建て直しに苦労
しましたww ⼀時期鳩舎に⼊るのも嫌になりました・・・。 観察して様⼦が少しでも可笑しい
と思ったなら素⼈判断で投薬するのではなく専⾨の獣医医師に相談することが⼀番です。(教訓)
 感謝・感謝!!

編集  削除

Re: 帰って来た〜

覗き  2013/09/27 (Fri) 10:16:39

レースでも訓練でも、期待鳩の⾃⼒で後帰りは格別な感動を与えてくれますね。最後の合同訓練
を抜いてでも完全復活させてレースに挑戦ですね︕
５０⽻のスタートは出来そうですね、ですが無理は禁物、⼤切な来春の戦⼒ですので焦らずトリ



との会話で⽌める決断も必要かも︖

余計なおせっかいでした。

編集  削除

Re: 帰って来た〜

yamajii  2013/09/27 (Fri) 13:07:09

期待の鳩が帰ってきた感動は、飼い主でなければ味わえないものですね。
良かった良かった。

５０⽻スタートが実現できて、幸先良いレーススタート。
頑張って︕
五⼗川で待ってます。

編集  削除

Re: 帰って来た〜

hat  2013/09/27 (Fri) 21:59:37

⻤剣舞さん、覗き屋さん、yamajiiさん、こんばんは。

837は、様⼦を⾒て・・・いろいろ考えてみます。

とにかく、今⽇最後の合同訓練(⽊曽福島190k)は、もちろん、お休みです。雌なら、即、春に回
しますが・・・オスなので・・・思案思案です。

>⻤剣舞さん

>正直ここまでの建て直しに苦労しましたww ・・・素⼈判断で投薬するのではなく専⾨の獣医
医師に相談することが⼀番です。(教訓)

当舎も、⻤剣舞さんがえられた教訓・・・肝に命じます。
有難うございました。

>覗き屋さん

>無理は禁物、⼤切な来春の戦⼒ですので焦らずトリとの会話で⽌める決断も必要かも︖

仰る通りだと思います。このお⾔葉も肝に命じます。
有難うございました。

>yamajiiさん

秋の500kは、五⼗川ではなく、勝⽊なんです。

50⽻にこだわって、もう数年??になります。
⾃分で⾔うのもなんですが・・毎年毎年進歩を感じてやってきました。
数だけにこだわるのではなく、それに⾄るプロセス・・・
所謂、当舎の条件下における飼育管理が⼀定のレベルに到達したか・・・を⾒極めることが狙い
です。



何とか、成し遂げたいですね。

編集  削除

Re: 帰って来た〜

yamajii  2013/09/27 (Fri) 22:19:26

５００Ｋは勝⽊ですか。
チョット遠いかな︖ １時間位の所ですね。

時間が許せば、⾏ってみようかな。応援に。

放鳩場所はどこかなぁ。

編集  削除

Re: 帰って来た〜

若ちゃん  Site  2013/09/27 (Fri) 23:11:56

hatさん

ありがとうございます。
将来、娘の世話になるつもりが、嫁に⾏ってしまいました〜。

今⽇は思い切って出しました。前回はたまたま幸運だったと
思いますので、今回はかなり⼼配です。

こんなハラハラ、毎年やっておられるなんて、
⾝体に悪いですね。
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Re: 帰って来た〜

hat  2013/09/28 (Sat) 06:22:26

yamajiiさん、若ちゃん、おはようございます。

>yamajiiさん・・・・

今の所、11⽉2⽇が放鳩予定⽇です。場所の詳細は、分かりませんが・・・海に⾯した波⽌場だ
ったような気がします。
⼜、聞いときま〜す。

>若ちゃん

ミツバチも⼤変そうですね。

https://web.archive.org/web/20131002124722/http://blog.goo.ne.jp/wakabayashi2722


そちらの放鳩地は、確か・・・鈴蘭台だったですね。以前、岐⾩の⾹⼭さんから、その放鳩地の
話を聞きましたが・・・とても、効果的な場所の様です。
⾼地ですから、好帰還が期待できますね。

ジャンプでしょうが・・・きっと、ついてる若ちゃん、⼜神様が微笑むことでしょう。

お互い、頑張りましょう。
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参加出来ます

浜名湖  2013/09/27 (Fri) 10:24:46

hatさん ⻤剣舞さん
おはようございます
連合会対抗委託鳩もオータムカップに参加出来ます

伊賀委託鳩舎確認しました。

レース楽しみです

返信  編集  削除

Re: 参加出来ます

hat  2013/09/27 (Fri) 21:38:46

hamanakoさん、こんばんは。

オ－タムカップ参加できますか〜・・・、それまでに、残っていてくれたらいいんですが…???

訓練どうなったのかなぁ??

編集  削除

伊賀国際委託 訓練

hamanako  2013/09/25 (Wed) 22:36:29

hatさん 皆さんこんばんは。

hatさん 明⽇の伊賀の天気は良さそうですね

伊賀国際鳩舎 初訓練楽しみです

２０⽇前の在舎発表では順調に残っていたから



２０ｋｍと短い訓練ですが⼤⽻数委託鳩舎の訓練では

２０ｋｍでも多くの失踪が有りますから

無事にクリアーして貰いたいですね。

⼋郷は順調にクリアーしていますから 伊賀も無事に

１００ｋｍオータームカップ へ頑張って貰いたいですね。

返信  編集  削除

Re: 伊賀国際委託 訓練

⻤剣舞  2013/09/26 (Thu) 14:11:43

hatさん、hamanakoさんこんにちは。
伊賀国際今⽇訓練を実施したのでしょうか? 在舎は明⽇の発表なのでしょうかね??? 連合会対
抗鳩も100kオータムカップにエントリー出来るのでしょうか? 
楽しみは国際委託しかなくなった感じです・・・(笑)
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Re: 伊賀国際委託 訓練

hat  2013/09/26 (Thu) 18:47:39

hamanakoさん、⻤剣舞さん、こんばんは。

>伊賀国際今⽇訓練を実施したのでしょうか?

今⽇のこちらの午前中の天気、⾵は強く、雲も多く・・あまりよくありませんでした。

確認はしていませんが・・・多分訓練は、していないのでは、・・・???

オ-タムカップは、どうなんでしょう???
hamanakoさんは、情報通だから・・・宜しくです。
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Re: 伊賀国際委託 訓練

hamanako  2013/09/26 (Thu) 20:58:13

hatさん ⻤剣舞さん 皆さんこんばんは。

伊賀の天気は良くなかったようですね

訓練も延びたのかな︖

オータムカップ 連合会対抗委託鳩の参加は詳しい事は判りません



明⽇電話して聞いてみます 訓練の過程だと参加出来そうですが 昨年とは訓練の予定が違いま
すから

オータームカップの序列が合同の⽅が楽しみですね

皆で競った⽅が楽しみも倍増ですから。
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Re: 伊賀国際委託 訓練

沼南⾼柳  2013/09/26 (Thu) 22:50:33

皆さん こんばんは

私の所属は⽇鳩ですので、皆さんと同じ国際委託鳩舎でレースを楽しむことは出来ませんが、ha
manakoさんからプレゼントして頂いた、つくば国際委託鳩舎で７００Ｋ全国１１位の⽢えん坊
ちゃんの直仔がおりますので、hamanakoさん配合指定鳩のＣＲＡＺＹＢＯＹ号直仔と来年は配
合作出して、つくば国際鳩舎にも委託して⾒たいと思っております。
地元の強豪鳩舎の⽅が⾔うには、箱根超えをしなければならないつくば国際鳩舎の⻄コースは、
２・３００Ｋの短距離でさえ帰還するのはかなり厳しく、７００Ｋレースから帰って来た鳩は良
い種鳩になるだろうと仰っておりました。
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うるるさん、元気にしてますか︖

らんらん  Site  2013/09/26 (Thu) 10:23:19

hatさん popoさん、いつも楽しく読ませて頂いています。
  
うるるさんのブログのファンです。そしてうるるさんのブログが
ＨＯＭＥから⼊れたのですが、今は⼊れません。

前回もサーバーを変えようかどうしようかと、書き込がありました。それが原因なら新らしいＵＲＬを
教えてください。

⾯倒なお願いですが、よろしくお願いします。

返信  編集  削除

Re: うるるさん、元気にしてますか︖

hat  2013/09/26 (Thu) 18:42:27

らんらんさん、こんばんは。

ururuさんは、とても元気で、⼦育てで忙しそうです。

https://web.archive.org/web/20131002124722/http://abc-auction-net.jp/


本⽇も、popさんとスカイプで交信していましたが・・・、この書き込みの事、うっかりしてい
ました。

いつも、チェックは、してくれているのですが・・・少し、お返事遅くなるかもしれません。
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翌⽇帰還

hat  2013/09/24 (Tue) 19:00:23

みなさん、こんばんは。

昨⽇の帰り⽅から・・・後帰りをあまり期待していませんでしたが・・・、その後12時前に1⽻帰っ
て、翌⽇は、計4⽻帰りました。
これで、58/71⽻で、81%の帰還となりました。

後、まだまだ・・何とか帰れ〜なんて、叫びたくなる気持ちですが、この状況から、もう後帰りは、な
いかもしれません。

次に気持ちを切り替えます。

次の訓練27⽇持ち寄りに向けて、調整していきたいと思います。

返信  編集  削除

Re: 翌々⽇帰還

hat  2013/09/25 (Wed) 18:52:47

みなそん、こんばんは。

さすがに、今回の状況では、3⽇⽬がえりは、ありません。

ところが・・・モ－リ－さんところは、今朝⼀⽻帰ったそうです。帰還率も、聞くところによる
と、いいし・・・さすが、グラントの⾎筋は、強いですね。

当舎は、三⽇⽬帰還は、ありませんでしたが・・・迷いの連絡がありました。

恵那市明知のJAです。厚かましくも・・農協のコメをついばんでいたそうです。逃げずに、す
ぐ、職員の⽅に保護され、連絡を頂きました。

これは、氷⼭の⼀⾓・・・やはり悪天の壁を避け、中津川から恵那に・・そして、知多、渥
美・・・静岡⽅⾯に抜けたのでしょう。

何はともあれ、元気だとのこと、⼗分ケアして、春の戦⼒になってもらいます。

編集  削除

次へ




