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なななｰｰんと、今⽇も流れたぁ〜・・。

hat  2015/02/15 (Sun) 12:50:17

皆さん、こんにちは。

明⽇は、天気がよさそうで・・・、アクセルを置いたまま、今朝を迎えましたぁ・・・、そして・・・
舎外⽌めて、直前の餌をやって、今できることを、・・・鳩さん達にしてあげました。

そして・・・昼過ぎ、確認だけは、・・と思い、留守番電話をかけてみると・・・、何と・・輸送関連
で中⽌とのことです。
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天気もコロコロ変わるし・・・、いろいろあって、hさんも⼤変ですね。

次は、19⽇から天気⾒だそうですが・・・、こんなことまで、予測をしなければならないとは・・・
トホホホ・・鳩レ-スは、難しい!!!

返信  編集  削除

14⽇も流れたぁ〜・・・。

hat  2015/02/14 (Sat) 13:20:16

みなさん、こんにちは。

やはり・・・今⽇も流れました。

ここで・・・、どうなるか???・・なんですが・・・、

と⾔うのは、15⽇、16⽇の天気の流れを・・・待ち続けるのか???・・・それとも、あっさり、今回
の天気の流れに⾒切りをつけるのか???

11⽇からの天気⾒の流れから・・・・、待ち続けるのかもしれないなぁ〜・・なんて思いなが
ら、・・とにかく、本⽇の持ち寄りは、ないだろうと思い、朝、舎外をしました。

鳩さん達、・・⼀部の鳩さんは、10分で降りたそう・・・⾵も強いので、あっさり・・・⼀部をおろ
しました。

確認すると・・♂が多い!!!

どうも・・発情が来たようです。
とりあえず、明⽇が解らないので、⼀時的に分離をしましたぁ〜・・・。

そして・・、天気⾒ですが、本⽇中⽌、明⽇⼜続⾏とのことです。

hさん、やはり・・この流れで良いポイントを狙っているようです。

予想通り・・16⽇の濃尾平野の天気予報も好転してきたようです。

明⽇あるのかなぁ・・???

返信  編集  削除

今⽇も流れたぁ〜・・。

hat  2015/02/13 (Fri) 20:03:00

みなさん、こんばんは。

300k持ち寄り流れました。

次は、⼜・・・明⽇です。



とても・・・微妙ですね・・・突然予報が変わるかもしれないし・・・、天気がずれるかもしれない
し・・・。

こんな天気⾒が、管理者を悩まします。

特に、餌をあげれば、・・発情が促進するし・・とは⾔っても、300kでも・・少しは、良い餌もあげ
て、帰れる状態にはしときたいし・・・、アクセルを踏んだり緩めたりが、10⽇過ぎから続いていま
す。

プレ-キを踏むのか???・・そのままアクセルを置きぱなしになるのか・・・、天気図を⾒なが
ら・・・Hさんの考えも想像しながらの毎⽇です。

でも・・これも、何とも楽しいですね。

返信  編集  削除

舎外・・ビクビク・・。

hat  2015/02/09 (Mon) 18:39:59

皆さん、こんばんは。

今⽇は、寒かったぁ〜・・・、⾵も強いし・・雪もちらつくし・・・、舎外⽌めようかなぁ〜なんて思
いながらの朝のひと時でした。

しかし・・レ-ス期間中、・・鳩さんもゴロゴロ・・舎外⽌めるわけには、いきません。

思い切って出舎させました。

⾵の中、鳩さん達、⾼く上がって、頑張って⾶んでくれました。
鷹も出て、鳩さん達、20〜45分で我先にと・・慌てるように、降りてきました。

⾒ていて・・・怖くて、⼊舎⼝開けてやりました。

そして・・家に帰って、最近開設された横地さんの掲⽰板を⾒ると・・・

"この時期の管理は、当たり前のことを当たり前にできるかどうかです"

・・と書かれていました。

む〜ん・・・成程です。いい事、⾔われますね。

返信  編集  削除

Re: 舎外・・ビクビク・・。

おなが  Site  2015/02/10 (Tue) 11:37:37

hatさん みなさんおはようございなす。

hatさんとこもゴロゴロですか︖我家もゴロゴロでした。
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この寒波のお蔭で発情が治まっているようです。やっぱり寒さは良く効いているようです。
いつもお世話になっている⽅が⾔ってましたが、この寒さと舎外で発情を抑えるように、⼩⾬や
雪の中でも強引に舎外してます。
良いのか悪いのか判りませんが・・・・・・︖ レース時途中での⾬や雪にみまわれても⾶べるか
もと密かに思っての舎外です。

我連合会は今⽇の合同訓練の持ち寄りが、昨夜のmailで延期の連絡が⼊りました。いつになるこ
とやら・・・・・︖

編集  削除

Re: 舎外・・ビクビク・・。

hat  2015/02/10 (Tue) 18:40:35

おながさん、こんばんは。

そうですねぇ〜・・寒さのおかげで、こちらの鳩さん達も
少しおさまっているようです。

例年・・今頃は、そろそろ分離の準備をしていますから、今年はそれよりはましです。

こちらのレ-スは、本⽇300k持ち寄り予定でしたが・・・流れました。

昨⽇、11⽇天気良さそうで・・慌てて持ち寄り準備に⼊ったのですが・・空振りでしたぁ
〜・・・、

悪天明けで鷹を⼼配したのかな???それとも、交通事情かな???

何はともあれ、次は13⽇からの天気⾒です。

編集  削除

300k天気⾒

hat  2015/02/08 (Sun) 12:16:49

みなさん、こんにちは。

今⽇の持ち寄りは、流れましたぁ〜・・。

次は、10⽇から天気⾒です。
⼜・・悩ましい⽇々が続きます。

これからの天気、どう読むかが、・・・どうレ-スに備えるかを決定づけます。

さてさて、どうしたものでしょうか???

毎年毎年、この時期悩みますね。

返信  編集  削除



Re: 300k天気⾒

hamanako  2015/02/08 (Sun) 14:07:28

hatさん 皆さんこんにちは。

残っていた１⽻は無事に２００ｋｍクリアーしてくれました

頑張って⾶んでくれると良いですが。

⼋郷国際も２００ｋｍレースは１０⽇・１１⽇かな︖

３⽻が残りました ⽢えん坊ちゃん直仔が２⽻同腹で残ってくれて

之からのレースに楽しみが出来ました。

地元も１４⽇から春レーススタートです ５５⽻在舎です

数⽻は１０００ｋｍ記録出来たら良いですね。

１４⽇の配合です 作出は負けたくありませんから

楽しみながら頑張ってみます

⼀昨年暮れに若ちゃんからのプレゼント純⽩ペアは早めに配合

産卵準備に⼊りました

体調は良いから⾶んでくれたら嬉しいですね４⽻委託します。

編集  削除

Re: 300k天気⾒

hat  2015/02/08 (Sun) 18:55:56

hamanakoさん、こんばんは。

>残っていた１⽻は無事に２００ｋｍクリアーしてくれました

良かったです。それにしても17番は、ホントに残念でした。

>⼋郷国際も・・３⽻が残りました ⽢えん坊ちゃん直仔が２⽻同腹・・・。

200万ゲット期待していますよ〜・・。

今年、当舎も、⼋郷、伊賀とも・・・できれば委託したいですが・・・、まだ・・⾃信の鳩
が・・・なかなかです。

>地元も１４⽇から春レーススタートです ５５⽻在舎です



委託にしては、とても多い⽻数ですね・・・、これだけいれば、とても楽しみですね・・・ホン
ト委託で、よく残るものです。

>⼀昨年暮れに若ちゃんからのプレゼント純⽩ペアは早めに配合・・体調は良いから・・・４⽻委
託します。

三重に来られた時にプレゼントされた鳩ですね・・・是⾮、⾶ばしてあげてくださ〜い。

14⽇からの作出、頑張ってくださ〜い・・こちらは、もう、そろそろ・・雛が、孵ります。
作出の速さだけは、hamanakoさんに勝てたみたいです。

お互い、これからも、切磋琢磨しながら・・楽しく鳩飼育頑張りましょう・・。

編集  削除

200kレース途中結果。

hat  2015/02/03 (Tue) 13:31:55

皆さん、こんにちは、

放鳩は、7時40分です。

昨年と同じような天気模様・・・当舎の昨年の帰還は3時間1分・・・・、とすると、今年も・・・、

予測通りです。10時42分台に4⽻来ました。
その後、余り帰還良くありません。

1時間程度で7割・・・そして・・・昼ごろまでで64⽻/84⽻で77%です。

ポツリポツリしか帰りませんので・・・私たちも・・帰還悪いなぁ・・と、ぼやきながら・・ぼちぼち
帰ることにしました。

あと20⽻も帰りません。

⼣⽅までに、・・・何とか9割に届いてくれないかなぁ・・・なんて、欲どおしいことを願っていま
す。

返信  編集  削除

Re: 200kレース途中結果。

hat  2015/02/03 (Tue) 22:31:21

みなさん、こんばんは。

今、審査から帰りました。

今⽇の当舎の帰還状況は、結局・・・77/84⽻で92%当⽇帰還、後7⽻帰りません。

7,7,7が3つも並ぶ、帰還状況で、何かしら縁起がいいなぁ〜・・なんて、喜んでいます。

さてさて・・この結果、連合会では、蚊帳の外・・・、成績表の2枚⽬にも載りません。



因みに・・連合会⼀位の⽅の分速が、1437.561m/minで、1400台が、29⽻も居てます。

当舎は・・・多分1330m/min前後だと思います。

連合会帰還率は、464/528⽻の88%でした。

当舎が、確認したいのは、⼭向こうの鳩舎さんとの時間差です。なぜか、分速が速くても、遅く
ても・・・時間差としては、何時も、よく似た数字になります。

今回も、そこそこ頑張っている数字を得られましたので、1200m台になれば、勝負ができていた
でしょう。

そんな意味で、滑り出しのレ-ス、まずまずです。

あとは、明⽇の翌⽇帰還を多く期待したいと思います。

編集  削除

Re: 200kレース途中結果。

pohcyan  2015/02/04 (Wed) 07:52:58

hatさん、popさん、おはようございます。

＞滑り出しのレ-ス、まずまずです。

・・・次のレースに繋がる好帰還率で、良かったですね。
単純に応援しかできない私ですが、・・・それでも、ホッとしました。
また、翌⽇帰還の鳩さんも期待しております。
引き続き、応援させてください︕

編集  削除

Re: 200kレース途中結果。

hat  2015/02/04 (Wed) 11:58:39

pohcyanさん、こんにちは。

いつも、暖かい応援有難うございます。

今朝は、3⽻帰っていました。
後、何⽻帰るのでしょうか???⼀⽻でも多く帰ってほしいですが、帰れない鳩さんは、全て若い鳩
さん達ですので・・・少し、厳しいかもしれません。

でも・・今⽇、⽇が暮れるまでは、希望を捨てないで、待ってやりたいですね。

編集  削除



200kレース翌⽇結果。

hat  2015/02/04 (Wed) 21:41:47

皆さん、こんばんは。

結局、翌⽇は、3⽻+(1・・訓練の後帰り)で96%帰還でした。
帰れなかった4⽻は、みんな若い鳩でしたぁ〜・・・、いままで、よく頑張りましたが・・240k
で壁にぶっかった様です。

欲を⾔えばきりがありません。
鳩さん達、よく頑張ったと思います。

次の300kは、8⽇から天気⾒です。
Hさん、⼜、良い放鳩お願いします。

編集  削除

Re: 200kレース途中結果。

おなが  Site  2015/02/05 (Thu) 16:48:35

hatさん･みなさんこんにちは。

hatさんとこもおながと同じような条件の元で戦っておられるような気がします。
我家も1000ｍ台の分速ですと戦えますが1300〜1500ｍ台になると話になりません。
ですから、500ｋ･700ｋでの勝負しかありません。今年もそこが勝負どころと･････････。
hatさんのところは鍛えられているし、鳩もいいから期待してます。朗報をお待ちしてます。

編集  削除

Re: 200kレース途中結果。

hat  2015/02/05 (Thu) 17:45:43

おながさん、こんばんは。

仰る通りです。

⽬指す連盟レ-スは、400kからで、・・ここからは、⽇本海に出ます。
ここから、レ-ス模様が変わってきますし・・・勝負どころです。
お互い頑張りましょう・・・。

編集  削除

Re: 200kレース途中結果。

沼南⾼柳  2015/02/08 (Sun) 11:17:54

https://web.archive.org/web/20150215072845/http://www.fo.askanet.ne.jp/hato/hatoindex.html


hatさん 皆さん こんにちは

昨⽇はＲＳＬから１００Ｋレースに３⽻参加致し、１⽻がシングルに⼊った反⾯、残念な事に帰
還率９６．９％だったにも関わらず１⽻が未帰還となってしまいました。
秋の経験鳩であり、しかも１ｹ⽉前に同じ放鳩地から正⽉レースをしたばかりなのに、何故なんだ
ろう︖
猛禽類の餌⾷にでもなってしまったのだろうか︖
今⽇、後⽇帰りしていれば良いのですが・・・・

編集  削除

200kレースもちより

hat  2015/02/02 (Mon) 22:38:32

みなさん、こんばんは。

今、持ち寄りから帰ってきました、
予定通り84⽻持ち寄りました。

たぶん、当舎のレ-スにはならないでしょうから・・・何とか、⼀⽻でも多く帰ってほしいものです。

頑張れ、鳩さん達!!

返信  編集  削除

2/1天気⾒

hat  2015/02/01 (Sun) 12:53:18

みなさん、こんにちは。

明⽇、天気良くなってきたので、今⽇の持ち寄り・・・どうかなぁ??・・・と思っていましたが、や
はり流れましたぁ〜・・・。

明⽇には、あるかもしれません。

今朝は、悪い天気の後の朝・・・とても、怖いなぁ・・・と思いながら出舎⼝を解放・・・・・

何とか直後の突撃は逃れましたが、空中戦で、き〜ついお出ましです。

鳩さん達、あちらこちらに散らばり・・・、やがて、⾎まみれになった⼀⽻が降りて、床下に⼊り込み
ました。

他は何とか、⼆つの集団になって帰ってきましたが・・・1⽻⾜りません。

たぶんどこかで、じっとしているのでしょうか・・???
後で戻ってきてほしいものです。

⾎まみれの⼀⽻、・・200kは、とても無理で・・・でも、秋の経験鳩ですから、直れば、ジャンプで
参加できます。



やはり・・・きょうは、天気⾒を聞いて、それからの舎外が良かったのかもしれません。

毎⽇の"ちょっとしたこと"が、⼤きな結果につながります。明⽇からは、⼜・・丁寧に、ひと⼿間かけ
て管理を⾏わねば・・と反省しきり・・でした。

返信  編集  削除

Re: 2/1天気⾒

hat  2015/02/01 (Sun) 17:45:43

皆さん、こんばんは。

1⽻、帰ってきてましたぁ〜・・・、良かった。

怪我した鳩は、さすがに餌⾷いませんが、すぐに良くなるでしょう・・、300kには、ジャンブさ
せたいと思っています。

200kの参加は、84⽻になりそうです。

編集  削除

Re: 2/1天気⾒

沼南⾼柳  2015/02/01 (Sun) 18:46:20

hatさん こんばんは

hatさんのところでは早くも春季２００Ｋレースが始まるんですね。
当⽅は、ＲＳＬが来週８⽇の１００Ｋレースがオープンレースとなり、⽇鳩の⽅は２２⽇予定の
２００Ｋレースがスタートとなります。
これから暫く、作出とレース観戦三昧と充実した⽇々が送れそうで楽しみです。

編集  削除

Re: 2/1天気⾒

hat  2015/02/01 (Sun) 19:04:39

沼南⾼柳さん、こんばんは。

プログを⾒ていると・・東京とか千葉でも、本⽇200kレ-スが始まっていますね。

RSLは、少し遅めなんですね。

何はともあれ・・お互い、作出とレ-スで、⼤忙し・・楽しみ⼀杯の⽇々が始まりますね。

良い作出や良いレ-スができるよう頑張りましょう・・。

編集  削除



明⽇は200kレ-スの天気⾒

hat  2015/01/29 (Thu) 20:54:11

皆さん、こんばんは。

明⽇は、もう200k(豊科240k)の天気⾒です。

たぶん・・延びるだろうと・・・まだ何の準備もしていません。
ただ・・2/4までには、⾏うとして、少しの準備をします。

この時期のレース、当舎にとっては、とてもとてもレ-スになりません。

冬型・・北⻄の⾵・・で、鍛えている海越え集団のレースになるのでしょうね。

とにかく、当舎の鳩さん達、無事に、疲れずに、帰還率を⽬指して頑張ってほしいものです。

そんな管理を、ここ数⽇⼼がけたいと思います。

返信  編集  削除

Re: 明⽇は200kレ-スの天気⾒

hamanako  2015/01/29 (Thu) 22:32:01

hatさん 皆さんこんばんは。

残念な事に１７番猛禽被害に遭いました

春レース前が⼀番⼼配でした

今年は猛禽被害が多く⼤変だと聞いていましたから

選⼿鳩の宿命だと思っていましたから がっくりは⼩さいが本⼼です

秤シスター号も１２⽉猛禽被害で昨年春の記録鳩は２⽻が残り

１０００ｋｍ⽬指します

地元は５５⽻ ⼋郷４⽻︖ 他地区７⽻ ６６⽻が春のレースに

参加します

三重は１⽻残っていますから頑張って貰います

１１年秋から１７番応援して頂き有難う御座いました

１７番⽬標に良い鳩の作出に楽しんでいきます。

編集  削除



Re: 明⽇は200kレ-スの天気⾒

hat  2015/01/30 (Fri) 08:03:38

hamanakoさん、おはようござ゜います。

17番、なんといってよいか・・・・・。

鷹やハヤブサは、弱いものから、順番に狙ってきます。
若の弱いものが⼀通り捕られると・・・つぎは、ずぷくなった経験鳩が⼼配になりますね。
そんな意味でレ-ス間際には、仰るように危なかったのでしょうね。

それにしても・・、CH、GNのシングルバ-ド・・・今年も順調であれば・・・きっと連盟の銘鳩
賞間違いなし・・だったから、本当に残念です。

シビルさんにも、・・・何と⾔ってよいか・・。

hamanakoさん、仰るように、更によい鳩を作り上げてください。
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Re: 明⽇は200kレ-スの天気⾒

沼南⾼柳  2015/01/30 (Fri) 09:36:28

hatさん hamanakoさん お早う御座います。

今年の結果が楽しみだった１７番、⼤変残念なことになりましたね。
気を落とさず、１７番以上の鳩作りに⽬標を切り替えて頑張って下さい。
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Re: 明⽇は200kレ-スの天気⾒

おなが  Site  2015/01/30 (Fri) 12:53:49

hatさん 皆さんこんにちは。
アティスの件よかったですね。
我連合会も合同訓練の連絡がきました。
⿃インフルエンザのおかげで遅れていたのでやれやれです。
hatさんを⾒習いこの春は⼀頑張りしたいと思います。
昨年は不発でしたから今年は１〜２発当てたいと思います。
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Re: 明⽇は200kレ-スの天気⾒

hat  2015/01/30 (Fri) 18:09:44

沼南⾼柳さん、おながさん、こんばんは。

https://web.archive.org/web/20150215072845/http://www.fo.askanet.ne.jp/hato/hatoindex.html


17番の件は、本当に残念です。

おながさん、合同訓練いよいよですか・・・良かったですね。

こちらは、もう200kレースですよ。

しかしながら・・・今⽇の持ち寄りは、流れました。
次は、1⽇から天気⾒です。

いよいよ始まりますね。
皆さん、共にがんばりましょう。
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Re: 明⽇は200kレ-スの天気⾒

yamajii  2015/01/31 (Sat) 22:19:42

hatさん、皆さん、こんばんは。

２００Ｋの天気⾒、早いですね。
私はやっと冬眠から覚めて、２⽉６⽇の⼤安⽇から舎外開始予定です。
３⽉１５⽇が１００Ｋ予定ですので、何とか間に合うようにぎりぎりの始動です。

⼀⾜も⼆⾜も先に⾏って頑張ってください。
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Re: 明⽇は200kレ-スの天気⾒

hat  2015/02/01 (Sun) 07:59:43

yamajiiさん、おはようございます、

今⽇から、⼜天気⾒です。

今⽇あるか???明⽇あるか???

⼤⽅の⽅は、明⽇だろうと⾔われています。

どちらにしても・・・いよいよ始まります。

お先に始まりますが・・春レ-ス、共にがんばりましょう!!
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今⽇は、フェイントをかけてみました。

hat  2015/01/29 (Thu) 18:57:11



みなさん、こんばんは。

今朝は、昨⽇と打って変わって、とても良い天気、・・・、こんな⽇は、鷹にご⽤⼼です。

今⽇は、朝の舎外を休んで、昼からの舎外です。
鷹さん、フェイントを掛けられ・・・出ませんでしたぁ〜・・・、⼤成功です。

しかし・・・、朝に⽐べると、随分⾼度が違います。

⾶びは、ヨシ、時間は、1時間10分で変わりませんが、普通の⾼さで⾶んでいます。

何故なんでしょう???

鳩さんの気持ちは、分かりません。

アティスは、順調に感知していました。
⼀安⼼です。

返信  編集  削除
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