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無題

関東A  2015/03/17 (Tue) 21:02:55

今回は特に帰還時間まぎわの⾵⾬が、、、慰めにもなりませんが
地理的な条件の差が影響していると思われます（２割）さて
残った鳩さんの疲労回復に努めてください、気温も上昇してきましたのでトリコ予防が、まだまだレー
スも中盤戦ですので⼤丈夫
気合いだ〜〜気合いだ〜気合いだ〜

返信  編集  削除
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Re: 無題

hat  2015/03/18 (Wed) 06:39:46

関東のAさん、おはようございます。

2割・・・、今までのデ-タで、何か負荷がかかると・・・そのような結果になってます。

以前は、通常でも・・・⼤体、そんな結果でしたが・・・、最近は、余りハンディを感じなくな
ってきました・・・が、⾬の最後の⼭越えは、⼤変な負荷になっていたようです。

鳩さんは、少なくなりましたが・・・、良い鳩が残ったと考えて、頑張りたいと思います。

そして・・・仰るように、気後れせずに、…何よりも、気合で突き進みたいと思います。

編集  削除

巻300k 結果

rebin  2015/03/15 (Sun) 21:47:06

hatさん巻400Kお疲れ様です、

合同放鳩の巻300kは⾮常に厳しいレースになりましたね、
当連盟は 優勝 1180m台で帰還率 60%弱といった、結果
に終わりました。

三重地区は特に天候がかんばしくなく、厳しいレースかと
⼼配しています。

両連盟とも、翌⽇多くの鳩が拾えてレジョナルに多くの
参加ができるといいですね。

返信  編集  削除

Re: 巻300k 結果

関東A  2015/03/15 (Sun) 23:38:57

地区Nで４６５の筋で改良が進み︖０，４％の⼊賞ができました
運にも恵まれて連合会優勝、総合９位，ダービー２位です
今年も５ペアの種鳩でたのしんでまーす（笑）

編集  削除

巻400k 結果

hat  2015/03/16 (Mon) 00:19:02



rebinさん、関東Aさん、こんばんは。

ホント、厳しいレ-スでしたぁ〜・・・。

こちらは、連合会の結果しか分かりませんが・・・、帰還率は53%でした。でも・・・その結果
は、⼤御所とモ－リ－さんの帰還率が良く、⼤幅に持ち上げた結果でした。
(若ちゃんのプログによると第三連合は32%のようです。)

そして・・・、優勝分速は、1162.204m/minで⼤御所のぶっちぎりで、・・・何とベスト10独
占でした。
強い強い⼤御所が戻ってきたようです。
(何とか阻⽌した〜い。)

⼤御所おめでとうございます。

尚、連盟の総合優勝は1167m台とのうわさが⾶び交っていました。

さてさて・・・当舎の結果ですが・・・、16+1/56⽻で約三割当⽇帰還のさびし〜いものでし
た。分速も1109m/minで41位です。

当地では、2時ごろからポツリポツリと⾬になり・・・3時前に⼀度⼩康状態になりましたが・・
帰還の始まった3時21分には、⼜降り始め4時ごろにかけて本降りになり・・・後は、強まったり
弱まったりでした。

たぶん・・加太の⼭と柘植は、・・・もっと⾬が、強かったに違いありません。

⼭向こうに⽐べて・・・悪い結果は、その様に推測しています。
ホント・・レ-スは、何があるかわかりませんね。
あす・・何とか天気が持ち直して、たくさんの帰還を願うほかありません。

関東のAさん、465の直仔・・3⽻参加しましたが、当⽇は1⽻のみの帰還になりました。

レ-スは、本当に難しい。良いと思うと悪いし・・・、ままなりません。だからやめられないので
しょう・・・ね。

編集  削除

: 巻400k 翌⽇結果

hat  2015/03/16 (Mon) 19:19:47

皆さん、こんばんは。

今⽇は、昨⽇と違って天気は、まずまずでしたが・・・帰還は今⼀でした。

昨⽇、今⽇の翌⽇帰還をpopさんといろいろ予想し・・・結局
・・・15+-10⽻と幅広い予測となりました。

そして、本⽇の結果は15⽻と中⼼予測数で・・的中と⾔えば的中なんですが・・・帰還率57%で
は・・微妙な気持ちです。

もう少し・・・帰ってほしかったなぁ〜・・。

しかしながら、♀19⽻、♂13⽻と・・・メスが多かったことだけには、ホッとしています。

昨⽇、我が連合会の⼤御所に、・・・



昨⽇、我が連合会の⼤御所に、

"今シ-ズンは、ゆっくり休んでください・・・"

・・と慰められましたが・・・、

まだまだ、1つや2つは、⼤御所に、あっ・・と⾔わせられる数と思いますから・・・ゆっくり休
んでいるわけにはいきません。

めげずに、気合を⼊れて、RGに向かって頑張りたいと思います。
願わくば、明⽇の帰還も期待したいです。

無理かなぁ〜・・??? 気合!

編集  削除

: 巻400k 翌々⽇帰還

hat  2015/03/17 (Tue) 18:46:42

皆さん、こんばんは。

今⽇は、ないだろう・・と思っていましたが・・・3⽻帰還がありました。

内1⽻は、元気な状態でしたが・・・何と、⾜環もチップも住所環も・・全てありません。  ガ
ックリです。

そして・・2⽻は、ホント頑張って帰って来た様⼦がよくわかりました。

関東のＡさん、465の直仔帰りました。これで2/3⽻です。

帰還率も何とか6割を超えホッ・・としていますが、モ-リ-さんは全鳩帰還だそうです。

鳩質が違うとはいえ・・・、凄いですね。

編集  削除

Re: 巻300k 結果

沼南⾼柳  2015/03/17 (Tue) 23:58:22

hatさん こんばんは

他⼈の鳩舎に⾶び込んだ鳩が悪いのかも知れませんが、チップが外されて帰って来た話は良く⽿
にしますが、それにしても選⼿鳩としての命である脚環まで外すなんて、その⽅は愛鳩家とは到
底思えませんね。
同じ鳩飼育者として２度とこの様な愚かな事をやらないで欲しいと願うばかりです。

編集  削除

Re: 巻300k 結果

hat  2015/03/18 (Wed) 06:30:14



沼南⾼柳さん、おはようございます。

最近、このようなばかげたことをやる⼈が、なくなったかなぁ・・と思っていたのに・・・残念
です。

帰って来た鳩さん、よい⾎筋だったので、作出活動に⼊ってもらい・・・⼦供たちに無念を晴ら
してもらおうと思います。

編集  削除

400k巻パ-.ル.レ-ス放鳩

hat  2015/03/15 (Sun) 12:25:43

みなさん、こんにちは。

9時に・・いよいよ最初の総合レ-スが放鳩されました。

今⽇は、少しの逆⾵で・・ほとんど⾵もなさそうです。
少なくとも、北⻄の⾵が強く吹かないようですから・・・分速もそんなに上がらず・・少しは、楽しめ
そうです。

でも、帰還時刻が、3時半から4時頃でしょうから・・・、当⽇帰還が、悪くなりそうですね。

なるべく多く帰すのが、このレ-スの⽬標ですから・・・⾟いものがあります。

でも・・・レ-スは、楽しい。

2時過ぎには鳩舎に⾏って、ハラハラドキドキ・・思う存分楽しみたいと思います。

返信  編集  削除

Re: 400k巻パ-.ル.レ-ス放鳩

沼南⾼柳  2015/03/15 (Sun) 15:04:50

hatさん こんにちは

やっと４００Ｋレース実施されましたね。
朗報お待ちしております。
先⽇の⽇鳩３００Ｋレースで未帰還だった２⽻の内１⽻は帰還しているようです。
このまま最終レースまで１⽻でも残って、楽しませてくれれば良いのですが・・・

編集  削除

Re: 400k巻パ-.ル.レ-ス放鳩

hamanako  2015/03/15 (Sun) 18:04:14

hatさん 沼南⾼柳さん こんばんは。



hatさん 厳しいレースに成ったようですね︖

hat鳩舎向きの渋いレースで結果期待しています。

⼋郷国際４００ｋｍはまずまずの結果でした

疲れも無い時間に帰還出来５００ｋｍが楽しめそうです。

沼南⾼柳さん ＲＳＬ全鳩帰還で７００ｋｍ海越え

楽しみに成りましたね。

東⽇本ＣＨで対戦出来たら良いですが⼋郷は厳しいですから(爆）

⽇鳩３００ｋｍ１⽻帰還して楽しみ出来ました。

編集  削除

Re: 400k巻パ-.ル.レ-ス放鳩

沼南⾼柳  2015/03/15 (Sun) 18:49:37

hamanakoさん こんばんは

⼋郷国際４００Ｋ２⽻とも無事帰還おめでとう御座います。
次回の５００Ｋも楽しみですね。
お互いに愛鳩達に頑張ってもらい、東⽇本ＣＨで対戦出来ると良いですね。
その⽇が来ることを楽しみにしております。

編集  削除

Re: 400k巻パ-.ル.レ-ス放鳩

ぐるっぽ  2015/03/15 (Sun) 20:14:41

hatさん、popさん、沼南⾼柳さん、みなさんこんばんは。

沼南⾼柳さん、後⽇1⽻帰還よかったです。私も600キロ当⽇未帰還でしたが、今⽇の朝6時40分
ごろ1⽻帰還しました。

800キロへ１⽻ＲＣの鳩が参加する予定です。

hatさん、popさん、海越え挑戦の鳩は1⽻になってしまいました。レースに参加する前にいなく
ならないことをただただ祈るようです。

こちらは、本当は600キロレース今⽇の放鳩の予定でしたが、天気予報では⾬だったので、昨⽇
に実施されました。でも今⽇も天気がよかったので、今⽇の帰還がありました。昨⽇の帰還率
は、5割でした。

編集  削除



Re: 400k巻パ-.ル.レ-ス放鳩

沼南⾼柳  2015/03/15 (Sun) 20:29:17

ぐるっぽさん こんばんは

６００Ｋの後⽇帰りがあって良かったですね。
次回の８００Ｋ海越えも、この調⼦で頑張ってもらいましょう。
ＲＣ鳩の活躍楽しみにしております。

編集  削除

Re: 400k巻パ-.ル.レ-ス放鳩

hat  2015/03/15 (Sun) 23:41:10

沼南⾼柳さん、hamanakoさん、ぐるっぽさん、こんばんは。

皆さん、それそれに、良い結果を得られて良かったです。

こちらは、散々でした。

今、審査から帰って・・・popさんともども、レースのむずかしさをかみしめています。

400kに向かっての鳩さんの調⼦は、万全とはいかないまでも、まずまずで内⼼期待していました
が・・・思わぬ早い⾬にやられたようです。

たぶん・・⼭越えを阻まれたのでは???・・と思います。

詳しい結果は、rebinさんの投稿に書きますね。

それにしてもhamanakoさんの緻密な計算に鳩さんがしたがっていることに驚いています。

沼南⾼柳さんも、ホント順調ですね。

ぐるっぽさん、海越え頑張れ!!!

とにかく、皆さんで頑張りましょう。

編集  削除

何時だろう400k???

hat  2015/03/11 (Wed) 13:30:37

皆さん、こんにちは。

延びに延びている400k・・・・いつになるのでしょう・・・??

三重、濃尾は、12⽇から天気⾒、東海は13⽇からになっています。



放鳩地はほぼ同じようなところですから、同じような⽇の持ち寄りになるでしょう・・・。

気象庁の予報を⾒ると・・当分ありません・・・と⾔う答えしか出せませんが、・・・気象庁以外の予
報機関の予報気圧配置は、微妙です。

14,15,16⽇は、要注意と⾔う答えが導かれます。

でも・・、未だアクセルに⾜を置けません。

気象庁のC予想が・・・どのように変化していくかを⾒極めるまで、じっ・・と、我慢します。

ところで・・・、今⽇も凄い⾵、思い切って舎外しましたが・・・、⾼圧線に向かって、低空でダッシ
ュ・・・!!!

危ない!!・・とpopさんと⼀緒に叫んだところ、しばらくして1⽻戻って・・・何と⾎だらけ!!!

覚悟して出したとは、⾔え・・無念の⼀⾔です。

popさんの⼤縫合が今⽇も⾏われました。

返信  編集  削除

Re: 何時だろう400k???

沼南⾼柳  2015/03/12 (Thu) 22:43:36

hatさん hamanakoさん こんばんは

本⽇、実施された⽇鳩の泉Ｉ・Ｃ ３００Ｋレースの当⽇帰還率は⽀部全体２７％程と厳しいレー
ス結果となり、参加した２⽻共、本⽇の帰還は有りませんでした。
明⽇の無事帰還を信じて待ちたいと思います。

編集  削除

Re: 何時だろう400k???

hat  2015/03/13 (Fri) 06:53:27

沼南⾼柳さん、おはようございます。

27%ですかぁ〜・・・厳しいですね。

こちらの天気も、晴れ間はあるのですが・・・、まだまだ⾵も強く、寒気が⼊った時の特有の天
気でした。

鳩さんは、少しの天気変動でも、帰還に影響しますね。

まだまだ・・本⽇帰るでしょうから、頑張って帰ってもらいましょう。

こちの400k持ち寄りは、流れ流れ・・で、今度は、14⽇から天気⾒です。

予想気圧配置も、ドンドン変化・・・少し遅れて16⽇〜17⽇放鳩にずれ込みそうです。

そろそろアクセルに⾜を置こうかな???・・と思っていますが、本⽇の11時の予報で決めたいと



思います。

お互い頑張りましょう!!

本⽇の帰還期待しています。 沼南⾼柳鳩さん達!!!

編集  削除

Re: 何時だろう400k???

沼南⾼柳  2015/03/13 (Fri) 19:04:19

hatさん hamanakoさん こんばんは

後⽇帰りがあったかは、地元の鳩舎オーナーが勤め⼈の為、⽇曜の朝、鳩の世話をしている時間
帯に訪問して確認して来ようと思います。
帰還していると良いのですが・・・・

ＲＳＬから３⽻が参加する沼宮内５００Ｋレースは１⽇前倒しになり明⽇実施予定になりまし
た。

編集  削除

Re: Re: 何時だろう400k???

浜名湖  2015/03/13 (Fri) 20:27:54

hatさん 沼南⾼柳さん こんばんは。

沼南⾼柳さん 厳しレースに成ったようですね

後⽇帰還願っています｡

明⽇は⼋郷国際400kmレース予定です。

2⽻参加します 頑張って貰います。

雛は孵化ラッシュです⽇曜までに50⽻孵化します。

今年は全鳩孵化出来そうです

17番全兄弟誕⽣しました。

純⽩ペア直⼦は若ちゃんへ⾥帰りです。

編集  削除

Re: 何時だろう400k???



沼南⾼柳  2015/03/13 (Fri) 21:17:01

hamanakoさん こんばんは

明⽇の⼋郷国際４００Ｋレース楽しみですね。
ＲＳＬは沼宮内５００Ｋレースです。
１⽇前倒しになった為、出勤⽇に当っておりレース観戦に⾏け
ないのが残念です。
明⽇のレース、お互い愛鳩達に頑張ってもらいましょう。
⽢えん坊ちゃん直仔が今⽇、２腹⽬の卵を産卵しました。
今年も委託で頑張ってもらいます。

編集  削除

Re: 何時だろう400k???

ぐるっぽ  2015/03/13 (Fri) 22:22:49

hatさん、popさん、沼南⾼柳さん、こんばんは。

沼南⾼柳さん、厳しいレースだったのですね。後⽇帰還を願ってます。

こちらは、明⽇野辺地600キロレースです。2⽻参加させました。

明⽇は関東地⽅、昼頃⾬が降りやすいと天気予報が⾔っているけど、たぶん⾶ばすと思います。

これで帰還しなかったら、春レース終わっちゃいます。

編集  削除

レ－スだぁ〜

hat  2015/03/14 (Sat) 06:52:05

沼南⾼柳さん、hamanakoさん、ぐるっぽさん、お
はようございます。

みなさん、それぞれレ-ス良いですね・・・この週
末、とても楽しみですね。

こちらは、今⽇、天気⾒です。
今朝の予報では、本来の予報に戻ったみたいです。

⼀番予想気圧配置の良い15⽇が、良い天気になる
と、・・・

気象庁が⼿のひらを返したように・・・良い天気ですよ〜・・・と⾔っています。

最近の気象庁、・・あてにはしていませんでしたが・・・
さすがに騙されかけていたところでしたぁ〜・・・、アクセルの踏み出しが遅れたみたいです。

でも・・仕⽅なし、今⽇は準備をして持ち寄りに備えたいと思います。

https://web.archive.org/web/20150318000025/http://bbs1.fc2.com//bbs/img/_741400/741359/full/741359_1426284261.jpg


沼南⾼柳さんは、RSL500k、hamanakoさんは⼋郷400k、そして・・・ぐるっぽさんは、600
k・・こちらは、巻400kで・・・皆さん共にがんばりましょう!!!

編集  削除

Re: 何時だろう400k???

hat  2015/03/14 (Sat) 12:08:54

皆さん、こんにちは。

本⽇、持ち寄りが決定しました。

編集  削除

Re: 何時だろう400k???

pohcyan  2015/03/14 (Sat) 19:49:55

hatさん、popさん、こんばんは。

今回も、陰ながら応援させていただきま〜す︕。

久し振りの可愛い、ろくちゃんも、・・・全開で⾛っていますね。

みなさんのレースが、気持ち良く終われるように祈っております。

編集  削除

Re: 何時だろう400k???

hat  2015/03/14 (Sat) 21:07:43

pohcyanさん、こんばんは。

今、持ち寄りから帰りました。

今⽇の参加選⼿は、56⽻です。内2⽻200kからのジャンプです。
ジャンプ距離2倍の法則に従って、可能性を期待します。

そして・・ケガ鳩3⽻、未登録鳩2⽻の5⽻がお留守番です。

明⽇、1⽻でも多く帰ってほしいものです。

pohcyanさん、応援有難うございます。
鳩さん達、頑張ってもらいます。

編集  削除

Re: 何時だろう400k???



沼南⾼柳  2015/03/14 (Sat) 22:08:47

皆さん こんばんは

hatさん 明⽇の４００Ｋレース楽しみですね。
ＲＳＬから参加の沼宮内５００Ｋレースは今⽇実施されました。
序列は兎も⾓、３⽻とも無事帰還出来、次回からの海越えに駒を
進めることが出来、⼀安⼼致しました。

編集  削除

Re: 何時だろう400k???

hat  2015/03/15 (Sun) 07:17:15

沼南⾼柳さん、おはようございます。

おめでとうございます。

500k、全休帰還・・・とても良かったです。

ホントに順調ですね。
まずは、良い作出(飼育)のご褒美・・ですね。

次回から、海越えですかぁ〜・・・期待しています。

こちらは、本⽇レ-スですが、・・・またまた、帰還地の天気が戻り、若⼲悪くなりました。

と⾔うより・・気象庁が、ころころ変わると⾔うのが正しい⾔い⽅かもしれません。

ここんところ・・ウェザ-ニュ-スの予報が、良いですね。

とにかく、良いレ-スを願っています。

編集  削除

もう・・雛が上がって来たぁ〜・・。

hat  2015/03/10 (Tue) 13:43:05

皆さん、こんにちは。

今⽇も流れました。次は、12⽇から天気⾒だそうです。

いつレ-スがあってもいいように、頑張りたいと思います
が・・、延びれば延びる程、・・・いろいろの事故にあ
ったりしますので・・・、⾝が縮まります。

飼い主が、ビビッてはいけませんね。

2〜3⽇前から、雛が巣⽴ちしてきました。
今年は、網で仕切って巣⽴ち後を⾒守っています。

https://web.archive.org/web/20150318000025/http://bbs1.fc2.com//bbs/img/_741400/741359/full/741359_1425962585.jpg


すぐに・・・⼤きくなるのでしょうね・・・・
レ-スも進んでないのに・・⼤変です。

返信  編集  削除

来たるべき6⽇の天気???

hat  2015/03/06 (Fri) 13:06:02

みなさん、こんにちは。

さてさて・・来たるべき6⽇の天気???・・・・、

気になっていたのですが、こちらは、とても良い天気。

名古屋の海沿いは、べた曇りのようです(これはあたり!!)。

そして・・・問題の新潟は、・・・詳しくは分かりませんが、少なくとも気象庁の予想は外れのようで
す。

昼の三条のライブカメラは、とてもいい天気の様に⾒えました。
そして・・安定した天気が、⼟⽇と続くようです。

やっぱり直前で変わって・・・気象庁の⽅がたは、ホント慎重ですね。

今回の⾼気圧、・・・気象庁は、完全に外れですが、ウェザ－リポ-トは、よく当たっていました。

通常・・・、この2つの予想機関は、直前では、同じになるのですが・・・、今回は、違っていまし
た。

ウエザ-リポ-トは、更新間隔が、気象庁をはるかにしのいでいますから・・・このかわりやすい天気に
即応できるのかもしれません。

何はともあれ、天気予報に振り回された・・"今回の⾼気圧の到来"・・でした。

本⽇、アミノさんとこの北陸の連盟は、300kのレ-スだそうです。良いレ-スになればいいですね。

頑張ってくださ〜い。

返信  編集  削除

Re: 来たるべき6⽇の天気???

沼南⾼柳  2015/03/07 (Sat) 16:23:02

hatさん こんにちは

今朝から⾬が降ったり⽌んだり、時々薄⽇が射したかと思うと⼜、⾬が降り出したりとすっきり
しない天気で、⽢えん坊ちゃん孫２⽻が参加する⽇鳩の３００Ｋ、泉Ｉ・Ｃレースは、今⽇持ち
寄りでしたが、１１⽇持ち寄りの１２⽇実施予定に順延になりました。
⽢えん坊ちゃん孫に頑張ってもらいます。



編集  削除

Re: 来たるべき6⽇の天気???

hat  2015/03/07 (Sat) 17:27:21

沼南⾼柳さん、こんにちは。

⼜・・天気変わりましたね。ホント・・・・春と冬のせめぎ合い、不安定な天気続きます。

でも・・明⽇は、良い天気と思ったのですが、延期になりましたか・・・、⽇曜で、観戦楽しみ
にされていたでしょうに残念ですね。

⽢えん坊孫さんに頑張ってもらってください。

編集  削除

Re: 来たるべき6⽇の天気???

hamanako  2015/03/08 (Sun) 15:57:03

hatさん 沼南⾼柳さん こんにちは。

hatさん 地元 飯⼭２４０ｋｍは悪天候で駒ヶ根１１０ｋｍへ戻り１４︓２５放鳩に成りまし
た。

地元委託３６⽻残っていますが 今回は⼊院中で不参加でした

２１⽇の村上４００Ｒｇへ直⾏です。

⼋郷国際４００ｋｍは１１⽇予定です。

配合は６０個全個 有精卵でした来週末は孵化ラッシュです。

沼南⾼柳さん

⽇鳩３００ｋｍ楽しみにしています。

編集  削除

Re: 来たるべき6⽇の天気???

沼南⾼柳  2015/03/08 (Sun) 16:31:03

hatさん hamanakoさん こんにちは

朝からずっとこちらは⼩⾬模様でようやく先ほど⾬が上がりました。
全国的に天気が優れず予定通りにレースが実施出来ずにいるようですね。
hamanakoさん、今年の配合完璧ですね、６０個の全卵とも有精卵とは⽇頃の管理の賜物です
ね。
１１⽇の⼋郷国際４００Ｋ・２１⽇のＲｇ村上４００Ｋレースも楽しみですね。
結果報告を楽しみにしております。



編集  削除

Re: 来たるべき6⽇の天気???

hat  2015/03/08 (Sun) 17:21:59

hamanakoさん、沼南⾼柳さん、こんにちは。

飯⼭240k(駒ヶ根110k)・・不参加で、良かったですね。
レ-スとしては、110kから村上にジャンプですか???

少し、厳しいですが・・・、条件的には、皆さんと同じですね。

それにしても、最初の60個全て有精卵とは、驚きです。

11⽇の⼋郷400k、21⽇のRG・・そして、沼南⾼柳さんの12⽇⽇鳩300k・・・皆さん頑張って
くださ〜い。

こちらは、今⽇も流れ・・⼜、10⽇から天気⾒ですが・・・何時になるか分かりません。

編集  削除

Re: 来たるべき6⽇の天気???

hamanako  2015/03/08 (Sun) 17:38:29

hatさん

明科１８０ｋｍから４１５ｋｍ村上へです

今⽇参加の鳩も明科からになります。

編集  削除

Re: 来たるべき6⽇の天気???

hat  2015/03/08 (Sun) 19:05:04

hamanakoさん、こんばんは。

いずれにしろ、微妙なジャンプですね。

お互い頑張りましょう・・。

編集  削除

Re: Re: 来たるべき6⽇の天気???

浜名湖  2015/03/09 (Mon) 07:22:17



hatさん

おはようございます。

13⽇に須坂220km特別開催に成ったそうです。

編集  削除

Re: 来たるべき6⽇の天気???

hat  2015/03/09 (Mon) 11:31:53

hamanakoさん、こんにちは。

放鳩地を戻ったり・・・特別開催をしたりして・・・、臨機応変・・・とても鳩さんを⼤切に扱
う良い対応ですね。

素晴らしい役員さんのおられる連盟なんですね。

頑張って、hamanakoさんの鳩さん達、帰って来るといいですね。
上位を期待しています。

編集  削除

今⽇も持越し・・。

hat  2015/03/04 (Wed) 18:26:31

皆さん、こんばんは。

もちろん、今⽇も持ち寄りは、流れました。

あと・・・どうなるか???・・と思いしや・・・明⽇に、天気⾒が持越し・・とのことです。

勉強不⾜で、分からないのですが・・・ここ2〜3⽇の予報機関の動きが読めません。

気象庁関連は、天気をドンドン悪く予報し始めました。
ウエザ－リポ－ト等は、変わりません。

そして・・・6⽇の天気図は、⾼気圧ですっぽり⽇本中が覆われるとの予報を各社変えません。

ただ・・5⽇から、寒気が来るし・・6⽇の⾼気圧は、この時期特有のスピ-ドだそうです。

たぶん・・・この寒気??・・または、スピ-ドの影響を考えての予報と思いますが、勉強不⾜の私には
分かりません。

こんな場合・・、よく直前に予報が変わりますが、・・・これも今の時点では、皆⽬わかりません。

そして・・・、⼀⽇前ぐらいになると・・・今までの予報は、何だったのかな・・・???なんて思わざ
るを得ない、・・・普通の⼈なら町をも歩けないぐらい・・・あっさりと予報をかえることがありま
す。

そんなこんなで、疑⼼暗⻤・・何とも・・・わからないのですが、4⽇PM6時のNHKの天気予報では、



6⽇の良い⾼気圧は、動きが早く・・・、すぐ曇りになるとのことでした。

でも・・7⽇の予想天気図は・・・まだ・・⾼気圧の恩恵が残っていそうに思えるのですが・・・専⾨
家では、ないので分かりません。

しかしながら・・・気象庁以外の専⾨家も分からないようです。

早く皆さん専⾨家の、統⼀⾒解が欲しいですね。

と⾔うことで・・・明⽇の持ち寄りは、?????・・ですが・・
・
hさんは、天気⾒を続⾏されたのですから・・・、やはり頭の⽚隅に割り切れないものがあるのかなぁ
〜・・聞いてみたいものです。

明⽇の結果、そして・・来たるべき6⽇の天気を楽しみに待ちたいと思います。

返信  編集  削除

Re: 今⽇も持越し・・。

沼南⾼柳  2015/03/05 (Thu) 19:13:03

hatさん こんばんは

全国的に天気予報が思わしく無いようですね。
⽇鳩の300Ｋレースが８⽇に予定されておりますが、今のところ放鳩地・帰還地とも週刊天気予
報では芳しく無く、順延になりそうな雲⾏きです。

なんと近所で愛鳩家を新発⾒。
今⽇、⽝の散歩で何時もとは違うコースを散歩していると鳩らしき鳴き声が聞こえて来たので、
１軒の⺠家に当たりを付けて敷地内を⾒渡してみると、３つ程のゲージの中に分かれて５・６⽻
⼊っており、古びた放鳩籠も脇に置いてありかなり以前から飼育していたと思われます。
以前は⽝の散歩で良く通っていたコースでしたが全然気が付きませんでした。
鳩舎は⾒当たらないので、私と同様に委託でレースを楽しんでいるのかと思います。
近所に同好者が居たとは、今度、家⼈の⽅が外に居るのを⾒かけたら話かけて⾒ようと思いま
す。

編集  削除

Re: 今⽇も持越し・・。

hat  2015/03/05 (Thu) 19:46:09

沼南⾼柳さん、こんばんは。

近所の鳩愛好家さんを⾒つけられて、良かったですね。
是⾮、ご⼀緒して楽しい話をしてください。

委託専⾨の⽅なら、お話も弾むでしょう・・。

レ-ス・・・、なかなか進みませんが、レ-ス期間中は、何時もレ-スをやっている緊張感で⼀杯で
すから・・・、あろうがなかろうが、同じです。



お互い頑張りましょう。

編集  削除

やはり・・流れたぁ〜

hat  2015/03/05 (Thu) 18:33:26

みなさん、こんばんは。

やはり、流れました。次は、8⽇から天気⾒だそうです。

この時期、ワンチャンスをやっても帰還率に問題が出そうだし・・・
⽇本海側に出る最初のレ-ス・・・万全と⾏かなくても・・安定した天気のもとでやりたいですね。

でも・・・、天気⾒がある以上、緊張感を持って準備をしなければなりません。

ホント・・・気の休まる時がありません。

でも・・これも楽しみの⼀つ・・・あーでもない・・・こ-でもないと・・・⼤いに楽しみたいです
ね。

返信  編集  削除

今⽇の持ち寄りは、流れたぁ〜・・。

hat  2015/03/02 (Mon) 19:16:15

みなさん、こんばんは。

400kの天気⾒は、4⽇からに延びました。

まだ寒い⽇が続いていますが・・・さすがに3⽉に⼊って、寒い中にも暖かさを感じる⽇差しが、快い
ですね。

今朝は、鳩舎の周りで、鶯が盛んに鳴いていました。

まだ・・とてもへたくそな鳴き⽅ですが、・・・やはり春を感じてしまいます。

そんな春・・・鳩飼いにとっては、特有の早い天気の移り変わりに悩まされます。

そして・・今、まず考えなければならないのは、・・・

この・・どうしようもない・・移り変わりの中で、ワンチャンスの放鳩を⾒つけていくのか???・・ど
うかです。

これがはっきりすれば・・・天気図でほぼ予測がつきます。

そんな観点で、4⽇からの天気⾒を考えてみると・・・、



ワンチャンスを狙う!!・・・と・・hさんは考えられたようです。

とすると・・・今の所、5⽇持ち寄りで6⽇放鳩の予測が、⼀番可能性がありそうです。

どの予報機関も、気圧配置は、6⽇が良いようです。あとは・・直前の状況次第ですね。

明⽇から・・・アクセルに⾜を置かねば・・・なんて思わざるを得ません。

でも・・・初春ですから、危険が⼀杯・・迷ってしまいます。

むむむむ-ん・・難しい!!!

返信  編集  削除

500ｋの結果

ぐるっぽ  2015/02/28 (Sat) 21:52:13

hatさん、popさん、沼南⾼柳さん こんばんは。

500キロ連合会の帰還率6割、隣の連合会の帰還率6割5分。

ぐるっぽ鳩舎の帰還率は・・・。2割＝1⽻でした。⽻⾊ＲＣです。

7時放鳩、早い鳩舎さんで12時30分ごろ帰還。ぐるっぽ鳩舎は、1時54分。完敗です。帰還率で勝負
なんて思っていたらこっちも惨敗。

他の鳩舎さんの帰還の仕⽅が17時でも帰ってきていたので、明⽇の帰還もありそうです。でも朝から
⾬みたいです。

帰ってきた鳩は、次の600キロに参加します。

返信  編集  削除

Re: 500ｋの結果

hat  2015/02/28 (Sat) 22:42:58

ぐるっぽさん、こんばんは。

まずは、1⽻帰って、・・ホッとしたでしょう・・。
それにしても・・また・・RCですかぁ〜・・・。

難しい⽻⾊なのに、・・・良く帰りますね。

残りの鳩さん達・・明⽇の帰還を期待しています。

編集  削除

Re: 500ｋの結果



ぐるっぽ  2015/03/01 (Sun) 21:12:29

hatさん、popさんこんばんは。

今⽇は⾬が降ってましたが、1⽻帰還しました。よかった。

連盟の帰還率は6割8分でした。

編集  削除

Re: 500ｋの結果

沼南⾼柳  2015/03/01 (Sun) 21:49:47

ぐるっぽさん hatさん こんばんは

ぐるっぽさん⾬の中、１⽻帰還鳩が有り良かったですね。
次回６００Ｋも頑張ってもらいましょう。

編集  削除

Re: 500ｋの結果

hat  2015/03/01 (Sun) 23:37:59

ぐるっぽさん、沼南⾼柳さん、こんばんは。

ぐるっぽさ〜ん・・・、良かったですね・・。

本当に良かった。

600k・・そして、海越えに向かって頑張ってくださ〜い!!!

編集  削除

次へ


