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"びっくりぽん"・・な出来事!!

hat  2016/01/24 (Sun) 18:38:43

みなさん、こんばんは。

琴奨菊が、優勝しました!!

とても・・びっくりぽん・・な出来事です。
そして・・更にびっくりぽん・・な出来事が起こりました。

当舎は、もうヒナが、あちらこちらで孵っててきました。
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そこで、⾜環の準備をしようと・・・、⼩袋(20ケ⼊り)を順番に開封・・・、⽷につりさげていまし
た。

ところが、ある⼩袋から、突⾶な番号が・・そして、その⼩袋に⽋番が、発⽣していました。

そして・・次の⼩袋を開封・・・、そこには、先に発⽣していた突⾶な番号の⾜環がありました。

所謂、同じ番号の⾜環が2ケあって、⽋番の番号の⾜環が1ケ⾜りませんでした。

こんなことは、初めてです。
なぜか今までの⾜環と出来栄えも違うし・・・びっくりぽん・・です。

後、今晩残りの⾜環もチェックする予定ですが・・・、皆さんも早めにチェックされたら良いと思い掲
⽰板に書き込みました。

もちろん、当連合会の会⻑には⼀報を⼊れています。

ホント・・こんなことがあるんですね。
間違い⽅に理解し難い・・"びっくりぽん"・・の出来事でした。

返信  編集  削除

Re:

hamanako  2016/01/24 (Sun) 19:17:31

hatさん こんばんは。

脚環W番号は珍しいですね 良い事のお告げかな。

私はボルトに番号順に⽌めてます 孵化したら巣箱に紐で２個取りつけます。

委託先が個⼈８鳩舎と国際DA環で間違えないようにしています。

合同訓練も最終回ですか 春レース楽しみですね。

編集  削除

Re:

hat  2016/01/24 (Sun) 19:26:15

hamanakoさん、こんばんは。

>脚環W番号は珍しいですね 良い事のお告げかな。

珍しい・・というか・・起こってはいけない間違いですね。
製造会社が、いつもの年と違ったのかなぁ〜・・・、とても管理された会社で製造したとは、思
えません。

でも・・良いことのお告げと考えると、こんな煩雑な出来事も軽く済ませられますね。

ありがとうございました。



編集  削除

Re:

沼南⾼柳  2016/01/25 (Mon) 10:01:48

hatさん hamanakoさん お早う御座います

脚環番号の重複ですか︖あってはならないことが、現実に起きてしまったのですね。
今回は、２個ともhatさんが購⼊したから判明出来たのでしょうが、もし別々の⽅が購⼊した場合
は、２⽻の鳩がカップリング時やレースで優⼊賞した際に⽀障が起きるような事は無かったので
しょうか︖
お札なら⾦券ショップで⾼価買い取りになったでしょうね。
今回のようなミスは今後無いでしょうから、hatさん２個とも神棚にでも保管して置いたらいかが
ですか︖きっと良いことが有りますよ。

編集  削除

Re:

hat  2016/01/25 (Mon) 17:54:44

沼南⾼柳さん、こんばんは。

>２個とも神棚にでも保管して置いたらいかがですか︖きっと良いことが有りますよ。 

実は、・・、連合会⻑さんからの連絡によると、１ケ返却、DA管と交換らしいです。

こんな間違いは⼆度とあってはならないのですが・・・⼀度あることは⼆度あるがごとく・・・
きっとどこかでも同様の間違い(失敗)が発⽣しているに違いありません。

製造レベルが、とても低い会社で作ったのでしょう・・。

みなさんも、早く確認してくださ〜い!!

編集  削除

きょうは、近場訓練。

hat  2016/01/24 (Sun) 17:42:59

みなさん、こんばんは。

今⽇は、ものすごく⾵が強いです。

でも・・23⽇の合同訓練最終の持ち寄りが中⽌、26⽇に延びました。

明⽇明後⽇は、舎外ができないとすると・・・、今⽇は、⾵が強くても、ださないわけには・・・と、
近場訓練をすることにしました。



現地に着いて、放鳩時間をpopさんに電話すると・・・、

popさんが、鳩舎の周りも凄い⾵・・・ひと籠づつ放して〜・・なんて、悲痛な声で⾔ってました。

ハイハイ・・ということで、今⽇は、ひと籠づつの放鳩です。

これが、ずばり当たり、全鳩帰還!!

おまけに22⽇いなくなっていた鳩さんも、⼣⽅に帰っていました。

良い1⽇になりましたぁ〜・・。

返信  編集  削除

2分割舎外

hat  2016/01/22 (Fri) 19:04:57

みなさん、こんばんは。

明⽇から天気悪いとのこと・・・、今⽇は、2分割舎外をしてみました。

さて・・午前中のグル－プの舎外です。

鳩さん達、鳩舎の回りを3から4分ほど回って⾼〜く上がり始めたと思ったら・・⼀直線で消えていき
ました。

そして・・その時、ロクの散歩に出かけたと思っていたpopさんが、ロクと⼀緒に駆け⾜で、鷹を追っ
かけて鳩舎の⽅に来ていました。

やはり鷹がいたのですね。

そして・・・、遠征に⾏ったと思っていた鳩さん達が、１⽻2⽻と戻ってきます。

鳩舎の下に⼊ったり・・藪に突⼊したりしています。

遠征先でも鷹鷹鷹・・の様です。

でも、1時間程経つて、何とか全鳩揃いました。

ホッと⼀息、・・・でも続けて次のグル－プの舎外をする気が起こりません。

午前中は、これで終わり。

でも・・・、明⽇からの天気を考えると、次のグル－プも頑張らねば・・と、昼ご飯を⾷べて⼀
息・・・、気合を⼊れて舎外です。

午前中より・・更に鷹が凄い!!

出すとすぐに2⽻ほどがどこともなく現れ、鳩さん達を追いかけます。

あっ・・という間に、空には何もいません。

上ばかり⾒ていて・・・⾸が変になってきましたぁ〜・・。



サマ－ベットを出して、空を観察することにしました。

⾼－いところに鷹が3〜4⽻ホバリング・・・、流れるように消えて・・また現れる・・・そんな状態
がしばらく続き・・・、鳩さん達も1⽻2⽻と⽻を絞りながら・・帰ってきます。

全く朝の再現シーンを⾒ているようでしたが・・・・・、

1時間ほどたって、鳩さん達⼊舎・・・アティスを確認すると4⽻減、・・がっくり・・でも数えてみ
ると3⽻ミス検知、結局1⽻の犠牲になりました。

覚悟の上の舎外ですが・・・、⼼が折れそうです。

返信  編集  削除

やっぱり、異常だ!!

hat  2016/01/21 (Thu) 17:36:55

みなさん、こんばんは。

今⽇は、舎外を⽌めてから3⽇⽬、・・・何かをしなければ、このまま休むわけにもいかず、思案思
案・・!!

近場、2分割訓練をすることにしました。

今⽇は、逆⽅向をやめて・・・、でも⼭には⼊らす、伊賀で放鳩です。

結果は、最初の組は、通常タイム16分で無難に終了・・。

次の組は、25分待って放鳩・・・、なんと12分で帰還、しかも検知ミスが４⽻も発⽣していました。

後の組は、鷹に追われ、凄いスピ－ドで帰還、我先に⼊舎したようです。

数えてみると・・、⼜１⽻⾜りません。
そして・・⼣⽅になっても、帰っていませんでした。

毎年、鷹には悩まされますが・・・、今年は、異常です。
国際鳩舎の影響が⼤なんでしょう・・・。

春に餌をたっぷり与えて、増えた鷹たちが、空腹に耐えかねて
伊賀盆地をうろうろしているようです。

返信  編集  削除

伊賀国際実施要網

hamanako  2016/01/18 (Mon) 21:40:26

hatさん 皆さんこんばんは。

レース鳩１⽉号が届きました



伊賀国際実施要網が変わりました 委託申込期間２⽉１⽇〜３⽉３１⽇ 収容⽻数３３００⽻で打ち切
り

搬⼊受付期間３⽉１⽇〜５⽉３１⽇ １⽉早く受付です もう少し早く発表出来ないのかな（爆）

２⽉１３⽇配合予定ですから ３０⽇で送れば４⽉９⽇には送れそうです。

⼋郷は４⽉１⽇受付だと思います まだ発表されていません。

返信  編集  削除

Re: 伊賀国際実施要網

hat  2016/01/18 (Mon) 22:35:41

hamanakoさん、こんばんは。

こちらは、伊賀国際を意識していたわけではありませんが・・・昨年末の⻑期天気予報か
ら・・・、暖かい冬を⾒越して、早く配合することにしました。

実際、年末から年始にかけ配合を⾏いました。

もう・・最初の卵にヒビが⼊っていましたので、明⽇には、今年⼀番のヒナが、誕⽣するかもし
れません。

でも・・ここ⼀連の合同訓練結果から・・また重点配合を変えたり、仮⺟に格下げした
り・・・、いろいろ修正をしなければならないので、まったく順調とは⾔えません。

そんなわけで、いろいろありますが・・・、
こちらは、幸いにも、3/1に伊賀国際委託は可能になるかもしれません。、

編集  削除

Re: 伊賀国際実施要網

万年2位  2016/01/19 (Tue) 09:27:13

hamanakoさんへ
レース鳩誌１２⽉号５５ページに実施要綱の変更が載っていますヨ。 発表が遅かった訳ではな
いと思います。
委託頑張って下さい。

編集  削除

Re: 伊賀国際実施要網

hamanako  2016/01/19 (Tue) 13:56:01



万年２位 さん こんにちは。

１２⽉号に載ってました ⾒落としてました（爆）

⼩さくて解かりませんでした。 委託頑張ります。

編集  削除

今⽇も裏をかかれましたぁ〜・・。

hat  2016/01/18 (Mon) 22:14:36

みなさん、こんばんは。

今朝は、回復気味の天気でしたが・・まだまだ雲も多く、時々⾬も降っていました。

ところが、この天気、・・・鷹が出にくいのでは・・・と、
第六感が、ピリピリ・・と・・・思い切っての舎外です。

鳩さん達、どんよりと雲が垂れ下がっているのに、どんどん⾼く上がって・・・遠征に⾏きました。

やはり・・150k訓練後、鳩が変わったなぁ〜・・なんて、喜びながら⾒つめていましたが、・・これ
が⼤きな間違いだったようです。

ただ単に、鷹を避けての逃避⾏だったようです。

その証明は、第⼀陣10〜20⽻の帰還から始まりました。

待ち伏せの鷹の攻撃のようです。(その時、掃除中で・・まじかには⾒ていませんでしたが・・・)

鳩舎の下に逃げ込む鳩(鳩舎の下で鳩発⾒から・・)、⼊舎⼝に滑り込む鳩・・・、そして・・たぶん捕
まれた鳩がいたようです。
そのことは、1時間半程たって、第2陣の主⼒が帰ったときに、平穏さが戻っていたことからでも容易
に想像がつきます。

結果、今⽇も2⽻の犠牲鳩が出てしまいました。

そして・・私たちが鳩舎から⽴ち去るとき・・・近くの藪の向こうから、とても⼤きな鷹が悠々と⾶び
⽴ちました。

その様は、私たちを、あざ笑っているようで・・・、
その時、なんとも⾔えない、悔しい思いをしましたぁ〜・・。

今⽇は、完全に鷹に裏をかかれました。

返信  編集  削除

加⼦⺟(150k)訓練

hat  2016/01/16 (Sat) 12:32:00



みなさん、こんにちは。

今⽇は、加⼦⺟訓練で、8時放鳩です。

帰還は、10時5分〜始まりました。

最初は20⽻ぐらいの集団から始まり、後5〜10⽻ぐらいの集団が続きました。

でも・・川辺ほどの帰還状況では、ありません。
帰還が始まって30分で7割強です。

昼前までで83⽻/104(1⽻お休み、1⽻(チョコ刺し)種におろしましたぁ〜)

私たちも・・少し肩を落としながらの家への帰還でした。

後、当⽇どのぐらい帰るでしょうか???
鷹が、鳩舎の周りにもたくさんホバリングしてました。

帰り⽅から・・・あちらこちらの鷹に散らばらされたのが、明らかですね。

返信  編集  削除

Re: 加⼦⺟(150k)訓練

hamanako  2016/01/16 (Sat) 13:50:55

hatさん 皆さんこんにちは。

⼋郷国際５０ｋｍ訓練後の在舎発表でした。
１８８８⽻ 前回－７３⽻ 浜名湖委託３⽻変わらずでした。

配合前の投薬も終了しました ２⽉１３⽇配合予定です
まだ１⽉有りますから １週間後にもう⼀度トリコ投薬します。

種鳩は状態も万全です ⼋郷国際６⽻ 伊賀国際３⽻ 個⼈委託８鳩舎１１０⽻です。

編集  削除

Re: 加⼦⺟(150k)訓練

hat  2016/01/16 (Sat) 18:43:36

hamanakoさん、こんばんは。

⼋郷、こちらも1⽻残っていました。

このまま残って、hamanakoさんと、ともに楽しめたらいいですね。

こちらは、もうほとんどのペア-が、抱卵中で、⼀部、今⽉中にヒナがかえります。
来週から、⽉末にかけて、寒くなるとのこと、少し⼼配です。

今⽇の加⼦⺟訓練、厳しかったです。



当⽇90/104⽻で、86%帰還です。

明⽇、天気が良ければ、もう少し帰ってくるとは思いますが・・・厳しい結果になりました。

編集  削除

Re: 加⼦⺟(150k)訓練

沼南⾼柳  2016/01/17 (Sun) 10:05:31

hatさん hamanakoさん お早う御座います

hatさん１５０Ｋ訓練で１割減ったとしても春季レースに９０⽻以上でスタート出来そうで楽しみ
ですね。
⼋郷国際でのhatさんとhamanakoさんの愛鳩達が同じ⼟俵で競い合う結果も楽しみにしており
ます。

編集  削除

Re: 加⼦⺟(150k)訓練

hamanako  2016/01/17 (Sun) 13:59:31

hatさん 沼南⾼柳さん こんにちは。

⼋郷国際 茨城 ⻄埼⽟ 関東三⼤⻑距離記録へ 昨⽇・今⽇

合同訓練が⾏われたとメール有りました 全鳩帰還していました

秋レース後から無事に全鳩残っているそうです １０⽻在舎ですから楽しめそうです。

編集  削除

Re: 加⼦⺟(150k)訓練

沼南⾼柳  2016/01/17 (Sun) 18:00:59

hatさん hamanakoさん こんばんは

ＲＳＬに６⽻委託して秋季レース最終の５００Ｋ経験鳩４⽻と地元の鳩舎に８⽻委託して春⽤に
ストックしておいた１⽻プラス、秋季レースの４００Ｋで未帰還となった２⽻の内、１⽻が後帰
りしたらしく地元の鳩舎に２⽻の合計６⽻が在舎しており、hatさん・hamanakoさんの愛鳩達
と共に関東三⼤⻑距離レース参加⽬指して頑張ってもらいます。

編集  削除

Re: 加⼦⺟(150k)訓練

hat  2016/01/17 (Sun) 19:07:09



沼南⾼柳さん、hamanakoさん、こんばんは。

今⽇の翌⽇は、3⽻で、厳しい結果になりました。

沼南⾼柳さんが6⽻、hamanakoさんが、10⽻、私は1⽻かぁ〜・・、東⽇本チャンピョンま
で・・残るかなぁ〜・・???

今春は、委託少し増やそうかなぁ〜・・・。

編集  削除

Re: 加⼦⺟(150k)訓練

沼南⾼柳  2016/01/17 (Sun) 23:12:53

hatさん こんばんは

hatさん、ご安⼼下さい。
hatさんの鳩でしたら１⽻居れば充分、東⽇本ＣＨまで残ってますよ。

編集  削除

Re: 加⼦⺟(150k)訓練

hat  2016/01/18 (Mon) 07:23:22

沼南⾼柳さん、おはようございます。

ホント、残ってほしいです。

編集  削除

備忘録のため整理してみました。

hat  2016/01/13 (Wed) 18:20:47

みなさん、こんばんは。

先⽇、・・

"ただ・・・鷹やハヤブサの出没に少し変化が出てきたように感じています。"・・・・・・・なんて書
いたら・・・

鷹さんが、この掲⽰板⾒ていたのか???
寒さが、戻ってきたためなのか???
猛攻撃をかけてきました。

よくあるんです・・・こういうことが・・・、鷹に裏をかかれていたのかも知れません。

川辺訓練で在舎チェックをして、本⽇の近場逆⽅向訓練前にチェックして、・・昨⽇⼀⽻の被害と思っ
ていたのが2⽻であることが、分かりました。



更に、分かったことは、・・
川辺訓練で、全鳩帰還とともに、舎外でいなくなっていた1⽻も戻ってきていたことでした。

そして・・本⽇も鷹の猛攻撃、・・・訓練から帰って、⼊舎直前、突進してきた鷹に鳩さん達1直線に
なってはるか向こうに逃げていったようです。

その結末が、なんと秋のRG総合20位の鳩さんが犠牲になりました。

この鳩、副翼を4枚ほどとられていましたので、⼼配していたのですが・・・やはり、⾃然界は厳しい
ですね。

昨⽇、今⽇で3⽻も犠牲鳩を出してしまい・・・、⼜・・ブル-な気持ちになっています。

でも・・popさんは気丈夫で、何かある鳩、何かあった鳩からいなくなっているから・・・仕⽅ないな
んて⾔っています。

⼥性は、ホント・・・強いですね

返信  編集  削除

Re: 備忘録のため整理してみました。

沼南⾼柳  2016/01/13 (Wed) 23:40:20

hatさん こんばんは

相変わらず猛禽類の被害が続いてしまっているようですね。
春季レースでの活躍を期待している⼤切な戦⼒が⽇を追うごとに次々と猛禽類の被害に遭いレー
ス開幕前に１⽻減り２⽻減りしていくのは⾟いものが有りますね。
猛禽類に⻑期休暇を与えて、海外旅⾏にでも⾏って欲しいですね。

明⽇は公休⽇なので、雄雌２分割にしている鳩⼩屋を６分割に⼿直しして、活躍鳩が作出できる
ことを期待して配合する予定です。

編集  削除

Re: 備忘録のため整理してみました。

hat  2016/01/14 (Thu) 07:03:22

沼南⾼柳さん、おはようございます。

仕⽅ないとはいえ・・本当につらいものがありますね。
でも・・めげずに頑張るしかありません。

そろそろ配合ですかぁ〜・・。

こちらは、遅くペアリングした鳩さんを除けば・・ほぼ抱卵しています。ただ・・3つ卵のあると
ころがあり、原因を調査中・・、困ったものです。

これから、楽しみでもあり・・⼤変でもある時期が到来しますね。



お互い頑張って楽しみましょう・・。

編集  削除

合同訓練、川辺120k翌⽇帰り

hat  2016/01/11 (Mon) 18:02:44

みなさん、こんばんは。

今⽇は、・・"びっくりぽん"・・・でした。

なんと106⽻全鳩揃いました。

今年最初の合同訓練、・・とてもうれしいです。

なぜ、良かったのか、⼗分考えてみます。

そして・・・次の加⼦⺟訓練15⽇持ち寄りに向け・・・どのように舎外、訓練をするか???

調⼦に乗らず、⼗分考えたいと思います。

ただ・・・鷹やハヤブサの出没に少し変化が出てきたように感じています。

年末までは、・・・

"絶対捕るぞ!!"という攻撃でしたが・・・・

それが・・"捕るぞ"に変わり・・・、

年始では、2⽻とられたものの、しっこさは感じませんでした。
ここ最近は、・・・出るには出ますが、・・"挨拶"・・に来たよ〜・・スタイルになる確率が゛⾼くな
りました。

ここ最近の暖かさで、繁殖活動に重⼼が移ってきたのかもしれません。

でも、まだまだ気を許すわけにはいかないと思います。

なにはともあれ、今回は、最⾼の初訓練でした。

返信  編集  削除

Re: 合同訓練、川辺120k翌⽇帰り

沼南⾼柳  2016/01/12 (Tue) 23:20:14

hatさん こんばんは

１２０Ｋ合同訓練、１０６⽻全鳩帰還おめでとう御座います。
この調⼦で春季レースに、全鳩揃って参加出来ると良いですね。



編集  削除

Re: 合同訓練、川辺120k翌⽇帰り

hat  2016/01/13 (Wed) 06:54:40

沼南⾼柳さん、おはようございます。

全鳩、とてもうれしかったのですが・・・・、

昨⽇、舎外、・・早速、秋の経験鳩が被害にあってしまいました。

朝、雲が多くなるとのことで、思い切って舎外にしましたが・・・、どんどん晴れて・・空が真
っ⻘になりました。

鳩さんどんどん⾼く上がるし・・鷹は、出るし・・⼤変でした。

そんなひと時が終わると、⼜雲が出てきて・・・予想の天気になったのですが、後の祭りでし
た。

仕⽅なしですね。

編集  削除

合同訓練、川辺120k

hat  2016/01/10 (Sun) 07:11:54

みなさん、おはようございます。

昨⽇は、川辺の持ち寄りに⾏ってきました。

籠詰めで、確認したら・・・、⼀昨⽇は、被害なしと思っていましたが・・・、やはり⼀⽻減っていま
した。

今年になってからは、いろいろの対策のおかげか、2⽻の被害でとどまっていますので・・・鳩さんに
は、かわいそうですが・・良しとしなければなりません。

2⽻休養・・・106⽻の参加になりました。

中間の舎外や・・訓練が、いつもと違うので、どんな結果になるか楽しみです。

悪くても仕⽅なし・・よくても・・、何故よかったか等々いろいろ考えなければなりません。

なにはともあれ・・合同訓練が始まり、春レ－スいよいよです。

返信  編集  削除

Re: 合同訓練、川辺120k



hat  2016/01/10 (Sun) 11:55:56

みなさん、こんにちは。

川辺合同訓練、7時40分放鳩です。

帰りが良いか?悪いか?・・・⼭向こうの第⼀報が気になるところです。

約⼀時間後、まとまってきたとのお知らせが⼊りました。
帰りは、いいようです。

とすると・・当舎は、放鳩後1時間半後から待てば・・・という判断になります。

先に選⼿鳩鳩舎に向かったpopさんの第⼀報が、ちょうど1時間40分後の9時20分で・・・30ぐ
らいの集団が帰った・・とのことでした。

その後、選⼿鳩鳩舎に向かい鳩さんを待っていると、10⽻ぐらいの集団が次から次へと帰ってき
ます。

30分で9割ぐらいになって・・・その後、帰りがピタリと⽌まりました。

11時ごろに家路につきましたが・・・その時、後8⽻になっていました。

まずまずの帰りで、⼀安⼼・・・、後の鳩さん達も1⽻でも多く帰ってほしいと思います。

編集  削除

Re: 合同訓練、川辺120k

hamanako  2016/01/10 (Sun) 15:43:35

hatさん 皆さんこんにちは。

合同訓練 お疲れ様でした まずまずの帰還で良い訓練に成ったようですね。

シビルさんの連合会は明⽇予定だそうです。

残念ながら猛禽被害が多く昨秋の５００Ｒｇ総合９位鳩も

被害でした。 残った鳩に頑張って貰います。

編集  削除

Re: 合同訓練、川辺120k

沼南⾼柳  2016/01/10 (Sun) 15:51:15

hatさん hamanakoさん こんにちは

合同訓練まずまずの結果で良かったですね。
間もなく始まる春季レースが楽しみですね。

昨⽇は伝書鳩協会の授賞式に⾏き、つくば国際５００Ｋでの⼊賞賞⾦を頂いたので、今⽇は協会
のオークションで昨⽇、頂いた賞⾦＋アルファでつくば国際⾶び筋の雌鳩１⽻を落札して来まし



た。
結果を出してくれると良いのですが・・・・

編集  削除

Re: 合同訓練、川辺120k

関東A  2016/01/10 (Sun) 16:23:31

おめでとうございます、出遅れですが（笑）
沼南さんオークションで良い鳩を落とされてよかったですね、何番の鳩なのかな︖買う気はない
のですが現場にいました知⼈達は８⽻
ぐらい落札されてました、特に今年は安くて笑えましたね
鳩質が悪い訳ではないのですが 年末のオークションが凄すぎかな。

編集  削除

Re: 合同訓練、川辺120k

hat  2016/01/10 (Sun) 19:05:38

hamanakoさん、沼南⾼柳さん、関東Aさん、こんばんは。

結局、当⽇103⽻/106⽻であと3⽻になりました。
明⽇の帰還を楽しみに待ちたいと思います。
未帰還鳩の中にチョコのBCWP(こんな表記でいいのかなぁ〜???)がいます。注⽬鳩なので、何と
か帰ってほしいです。

>hamanakoさん・・・

500kRGシングルバ-ド被害にあったのですかぁ・・・、

こちらも500RGの帰還鳩3⽻被害にあいました。
秋頑張ると・・・鷹害の確率が本当に⾼くなりますね。
きちっと分析して、対策を取りたいと思いながら・・・、なかなか難しいですね。
でも、強い意識を持っていますから・・いずれ対応をしていけると思っています。

>沼南⾼柳さん・・・

700kは、残念でしたが、500kは、鳩さん、本当に頑張ってくれてよかったですね。

ご褒美ももらえて、おめでとうございました。

⾶び筋ゲットですかぁ〜・・・、ホント、鳩はどんどん増えてきますが、不思議な程、結果が出
ているから、今度も楽しみですね。頑張ってください。

>関東Aさん・・・

今年もよろしくお願いします。
お元気そうでよかったです。
こちらは、もう作出していますよ〜・・。

編集  削除



Re: 合同訓練、川辺120k

沼南⾼柳  2016/01/10 (Sun) 19:36:24

関東Ａさん こんばんは

関東Ａさんもフェスティバル会場に⾒えて居たのですか︖
今年は全国区的に名の通っている作出者の鳩が、我々にとっては有り難いことですが、出品者が
ガッカリしてしまうような値段で落札された鳩も多く⾒受けられましたね。
私は３９番狙いだったのですが、私の予算枠を超えて競り上がってしまいました。
⼿ぶらで帰るのもしゃくなので、４５番狙いに切り替えて落札することが出来ました。
⺟鳩５００Ｋ全国優勝・祖⺟３００Ｋ全国優勝、つくば国際２代全国優勝であり、⽗鳩の兄弟も
つくば国際３００Ｋ全国優勝鳩であり、昨年度のフェスティバルで落札した⽗鳩つくば国際３０
０Ｋ全国優勝・全兄弟つくば国際５００Ｋ全国優勝の雄鳩とつくば国際とＲＳＬ委託⽤に早速、
配合する予定です。

編集  削除

Re: 合同訓練、川辺120k

関東A  2016/01/10 (Sun) 20:16:15

本当に値段が、、でもレース鳩愛好家にはいいのじゃありませんか
⼀⼈だけ若いお兄さんがガンバつて優勝鳩を３⽻落としてましたね
それでも作るよりはるかに安い(笑)落札できた鳩がうまく当たると
いいですね、秋のレース期待してます、家の鳩も２⽻筑波に参加しますよ、レースまで残る
か︖︖︖

編集  削除

Re: 合同訓練、川辺120k

hat  2016/01/11 (Mon) 17:25:32

沼南⾼柳さん、関東Aさん、こんばんは。

お⼆⼈のお話の様⼦では、とてもお値打ちの鳩さん達のオークションだったようですね。

今年は、沼南⾼柳さんと関東のAさんの鳩さん達が⽇鳩の筑波で頑張られるんですね。

⼜、楽しみが増えましたぁ〜・・。

お⼆⼈とも、頑張ってください。

編集  削除

次へ



 


