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200k総合結果(中間調整の評価)

hat  2016/02/14 (Sun) 22:21:08

みなさん、こんばんは。

⼀作⽇、暫定ですが・・、総合結果が出ました。

1423/1877(例年になく少な〜い)、75%の帰還率でした。

やはり・・いつもの帰還率より悪い結果です。
でも・・・予想していたよりは、まずまずで、少し安⼼しました。
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レ-スは、北⻄⾵が強かったので・・・海岸べりのレ-スと思っていましたが・・・、上位の⽅は、伊勢
⾼速道沿いに多いようです。

トップグル-プは、海側というより・・むしろ、少し⼭側から伊勢⾼速道沿いに流れたようです。

たぶん、伊勢⾼速道上には、この時期、とても良い追い⾵が、吹きますので、当⽇もこの⾵が強く、さ
らに鳩さんたちを加速させたのでは・・と思います。

そこで、更に、当舎の成績を重ね合わせると・・・よりはっきりしてきます。

当舎の⼀番⼿が、137、139、143位と続きます。

通常、この分速で、この逆⾵であれば・・・・、もっと順位が下がるのが常です。

でも・・予想に反し順位的に善戦しています。
これは、鳩さんが海岸べりではなく、少し⼭側近くを通ったことを物語っています。

さてさて、何はともあれ・・・200kも無事に終了、

ここで、新たな試み、所謂懸案の中間調整について、評価をしたいと思います。

今回は、鷹害対策のため、まともな舎外をしていません。
訓練主体で調整・・・少し不安でしたが、まったく問題がないようです。

連盟での成績も、⾵の影響が少なくなれば問題なく、納得のいくものになるでしょう。
今回もいつも通りで、今回の調整で、特に劣っていたとは感じていません。

そして・・帰れなくなった鳩さんも、能⼒に不安のあった鳩さんが・・半分ほどいます。

これで、スッキリしましたぁ〜・・300kの調整ができそうです。

鷹害の様⼦を⾒ながらですが・・・・

今度は、この⽅法をもう少し・・改善して、パワ-アップを図り、しばらく続けてみようと思います。

返信  編集  削除

Re: 200k総合結果(中間調整の評価)

⻤剣舞  2016/02/15 (Mon) 09:16:25

おはようございます。各地スタートを⽪切りに個々の思いを乗せて最終レースに向けて漕ぎ出し
たようですね。
レースはロマンと云いますが、やはり夢を現実の物しするため試⾏錯誤して是⾮、結果を出して
ほしいものです。
昨⽇も知り合いから連絡があって⻤さんの仔が200Kで5位でマーク1位この鳩は100Kからシング
ルでマーク取っているようです(笑) そして圧巻なのが内陸に鳩舎を構えているにも関わらず茨
城連盟に移籍して120Kスタート1533m叩き出して優勝!!お⾒事!! 出だしからこんな吉報が⼊っ
て嬉しいが最後まで持たないのでは??? 嬉しいような悲しいような・・・複雑な⼼境ですな
ぁ・・・。最後まで頑張ってほしい!!

編集  削除



Re: 200k総合結果(中間調整の評価)

hat  2016/02/15 (Mon) 17:27:32

⻤剣舞さん、こんばんは。

先⽇の沼南⾼柳さんの⼤活躍の鳩さんの筋・・・、そして、お知り合いの⽅の活躍・・・更に思
い起こせば・・昨年秋、伊賀国際での200kでの⼤活躍・・等々、・・・⻤剣舞さんの短距離快速
鳩の筋は、凄いですね・・。

中距離での速さは、以前から感じていましたが・・・、とにかく速い筋が居ているようで、うら
やましい限りです。

それに・・東北の⻑距離粘り筋の活躍を、この春期待していましたのに・・・、春レ-スお休みと
は・・・・とても、残念です。

でも・・・、今秋からまた再開とのこと、良かったです。

編集  削除

⼋郷3⽇⽬粘り腰

hat  2016/02/12 (Fri) 18:25:57

みなさん、こんばんは。

⼣⽅、アミノさんから連絡がありましたぁ〜・・・!!!

⼋郷3⽇⽬しんがりで帰っているよ〜・・とのうれしい連絡です。

早速、家に帰って確認、確かに記録がありました。

しんがり・・とは、粘り腰で何とかこらえたのですね。

でも、⼤多数の鳩舎で、どこまで回復できるかな??
まだまだ試練が待っていそうですね。

何はともあれ・・次につながったのですから・・とてもうれしいですね。

ところで、この鳩さんの全兄弟ですが・・・、

同腹は、秋も頑張っていたのですが、昨年末、舎外で鷹害、駆け付けたのですが、popさんの⼿の中で
息絶えました。

その他の全兄弟は、200kが終わって4⽻残っています。
当舎では、確率の良いペア-の⼦たちです。

何とか回復して、これからのレ-ス頑張ってほしいですね。

返信  編集  削除



Re: ⼋郷3⽇⽬粘り腰

沼南⾼柳  2016/02/12 (Fri) 19:01:58

hatさん こんばんは

⼋郷国際２００Ｋ帰還良かったですね。
他の全兄弟も頑張っているとのこと、今後が楽しみですね。

編集  削除

Re: ⼋郷3⽇⽬粘り腰

hamanako  2016/02/12 (Fri) 20:17:49

hatさん こんばんは。
⼋郷国際帰還次に繋がりましたね
後1週間有りますから⼤丈夫ですよ。
200km後⽇鳩が900CH記録した鳩は⼋郷では多いですよ

400kmから500kmがスムーズでしたら楽しみですよ。

編集  削除

Re: ⼋郷3⽇⽬粘り腰

hat  2016/02/12 (Fri) 22:06:22

沼南⾼柳さん、hamanakoさん、こんばんは。

あきらめていたので・・・、正直、うれしい帰還になりました。
とにかく、次も楽しめるのが、良いです。

ありがとうございました。

編集  削除

200k当⽇結果

hat  2016/02/11 (Thu) 00:03:31

みなさん、こんばんは。

今、審査から帰ってきました。
結果は、予想通り、蚊帳の外で〜す。

当舎の⼀番⼿は、1266.816m/minで連合会27位です。
あと・・28,29,31,35と続きます。
因みに、1位は、1332.303m/minでした。

帰還率は、連合会85%、当舎71/86の82.5%でした。



さて・・レ-ス模様ですが・・・

放鳩時刻は、9時20分です。

放鳩地は、分かりませんが・・・、予報では、いろいろの予報があって、どれが当たっているかはわか
りません。

でも・・放鳩時刻から、あまり良いとは⾔えないようです。

そして・・・、帰還地の⼭向こうもあまり良いとは⾔えないとのお話が⼊ってきます。

当舎が⼼配していた加太の⼭も、⼭向こうから⾒ると・・雲がさえぎったりしながら、良いとは⾔えな
いようで、・・
もちろん、こちらから⾒ても良くありません。

伊賀も、やはり午前中は、寒気が⼊っていると思われるいやな雲の流れで、・・それでも時々⽇も差し
ますが・・・⾵が良くありません。

逆⾵の強い⾵で、鳩さん達⼤変そうです。

そんなこんなで・・pm4時ごろまでは、スッキリとはしませんでした。

そんな中、鳩さん達は、1時30分ごろ8⽻の集団で帰ってきました。そして・・・、⼩さな集団が続い
て・・1時間で6割です。

帰り良くありません。

でも・・、⼣⽅まで、ポツリポツリかえって、ようやく71⽻/86⽻です。

何とか8割を超えて⼀安⼼。

でも・・・200kで、こんないやな帰り⽅とは、とほほほ・・です。

先が思い知らされる200kレ-スでした。

明⽇は、予想通り、とても良い天気なようです。
何とか、翌⽇帰りを期待したいと思います。

鳩さん達が静岡⽅⾯に流れていないことを祈りたいと思います。

返信  編集  削除

Re: 200k翌⽇帰還

hat  2016/02/11 (Thu) 21:24:40

みなさん、こんばんは。

今⽇の帰りは、3⽻で、74/86⽻で、ようやく86%の帰還になりました。

残りの鳩さん達は、静岡⽅⾯に⾏ったかもしれません。

帰らなかった鳩さんの中に13年の経験鳩がいます。
この鳩、・・今までも、鷹にやられながらも、粘って帰ってきています。きっと・・また元気に
戻ってきてくれるでしょう・・。



後は、今まで、よ-く頑張っていたなぁ〜・・という鳩が、何⽻かいて・・・、壁にぶっかったよ
うで、仕⽅なしですね。

そんなこんなで・・・、このレ-ス良しとしたいと思います。

後は、新たな中間の調教法の評価を、したいと思いますが・・・全体の結果を待ってからにしま
す。

編集  削除

Re: 200k3⽇⽬帰還

hat  2016/02/12 (Fri) 17:55:11

みなさん、こんばんは。

今⽇は、9時頃・・カチャリン!!とタラップから、⼼地よい⾳が・・聞こえてきましたぁ〜。

463が帰ってきました。

これで75/86⽻・・・87%の帰還率になりました。

もうだめと思っていた帰還なので、とてもうれしかったです。

編集  削除

⼋郷200k当⽇結果

hat  2016/02/11 (Thu) 07:31:19

みなさん、おはようございます。

昨⽇は、こちらの200kレ-スで、⼋郷の結果は、気になっていただけに終わっていました。

朝⾒ると・・・、どれだけ⾒ても・・当舎の鳩が帰っていません。
三重の4⽻の鳩やhamanakoさんの3⽻の鳩さんは、帰っているようです。

確率的には、三重の鳩も1⽻落ちることになりますが・・・、どうも当舎の鳩に順番が来たみたいで
す。

ここは、粘り腰、翌⽇帰還をしてほしいと思います。

頑張れ!!

返信  編集  削除

Re: ⼋郷200k当⽇結果

沼南⾼柳  2016/02/11 (Thu) 11:59:41



hatさん こんにちは

⼋郷国際２００Ｋ愛鳩の帰還信じて待ってあげましょう。
当⽅、⽇鳩の１００Ｋ合同訓練が１４⽇に予定されておりましたが悪天候の予報の為、今⽇持ち
寄りで明⽇放鳩に前倒しになりました。
今朝、２ペアで孵化が確認されました。
他のペアも明⽇あたりには孵化予定であり、これから鳩舎の中がにぎやかになり、忙しくなりま
すが楽しみな⽇々になりそうです。

編集  削除

Re: ⼋郷200k当⽇結果

hamanako  2016/02/11 (Thu) 12:20:27

hatさん 沼南⾼柳さん こんにちは

昨⽇は順調に帰還してくれました。

昨⽇は3時に起き配合しました

22ペア中21ペアは直ぐにペアに成りました

今朝⼼配していた1ペアも順調でした

しかし1⽻が産卵していました 発情が強い♀でした

1週間抱卵させてから外します1ペア遅れますが

鳩の体調を⼀番にします。

編集  削除

Re: ⼋郷200k当⽇結果

hat  2016/02/11 (Thu) 21:12:44

沼南⾼柳さん、hamanakoさん、こんばんは。

hamanakoさん、帰還良かったですね。
私の分も頑張ってくださ〜い。

当舎の委託鳩は、残念ながら今⽇も帰りませんでした。

でも、くじけず、今年も委託の難しさに挑戦します。

編集  削除



200k持ち寄り

hat  2016/02/09 (Tue) 23:27:34

みなさん、こんばんは。

今、持ち寄りから帰ってきました。
帰り道、ポツリポツリと⾬が・・・、明⽇は、⼤丈夫かな??

皆さんの10⽇持ち寄り予想と反して・・・、本⽇の持ち寄り・・・、待った割には、びっくりぽ
ん・・の持ち寄りでした。

でも・・熟慮の上でのこと、きっといいレ-スになることでしょう。

さて・・当舎は、86⽻の参加になりました。
この中間、とにかく、ひと⼿間もふた⼿間もかけての調教でした。

この結果が、どうなるか・・・、不安もありますが、とても楽しみです。

返信  編集  削除

200K優勝

⻤剣舞  2016/02/07 (Sun) 17:11:45

皆さんご無沙汰してます。今⽇、沼南⾼柳さんからリバーサイド委託鳩舎で200K優勝したと報告があ
りました。分速1478m!! 
当舎では家事都合により春レースは中⽌しております。秋から仕切り直しです。⾃分で休んでいても、
こうして結果を出して頂くと嬉しいものです。沼南⾼柳さんおめでとうございます。

返信  編集  削除

Re: 200K優勝

hamanako  2016/02/07 (Sun) 18:30:57

hatさん ⻤剣舞さん 皆さんこんばんは。

沼南⾼柳さんリバーサイドロフト２００ｋｍ優勝おめでとうございます。

４⽻参加４⽻帰還で次が楽しみですね。

優勝鳩の♂親がＣＲＡＺＹ ＢＯＹ直仔 ♀親が⻤剣舞さん作ヤンセン系だそうです。

編集  削除

Re: 200K優勝



hat  2016/02/07 (Sun) 18:37:20

沼南⾼柳さん、⻤剣舞さん、hamanakoさん、こんばんは。

おめでとうございます。
この鳩、秋のRGでも、⼤活躍・・すごいですね。

秋活躍の鳩で、春にまた、活躍する鳩は、本物だとおもいます。
これからの春レ-ス楽しみがいっぱい・・・、でも・・・もう種におろすのかな・・???

本当におめでとうございます。

編集  削除

Re: 200K優勝

沼南⾼柳  2016/02/07 (Sun) 20:24:00

皆さん こんばんは 有難う御座います。

今朝もＲＳＬを訪問し、委託仲間達と利根川の堤防でレース観戦して来ました。
１２年度から委託開始して、やっと念願の初優勝することが出来、最良の１⽇となりました。
先⽇の１００ＫではＲＳＬの参加した鳩、全鳩が帰還しており、今⽇の２００Ｋでも１5時時点で
未帰還鳩１⽻のみと⾮常に素晴らしい帰還率になりました。
ＲＳＬの⽇頃の管理の良さが⾼帰還率に表れているのでしょうね。

編集  削除

200ｋレース

ぐるっぽ  2016/02/07 (Sun) 14:44:39

hatさん、popさん、沼南⾼柳さんこんにちは。

今⽇は200kレースです。

現在16⽻参加で15⽻帰還。ホッとしたので⼀時帰宅しました。

返信  編集  削除

Re: 200ｋレース

hat  2016/02/07 (Sun) 18:45:51

ぐるっぼさん、こんばんは。

⾼帰還率、良かったです。
おめでとうございます。

こちらの200kレ-スは、9⽇からの天気⾒になりました。



⾼気圧スッポリの天気を狙ってくれているようです。

毎⽇鷹を恐れながらの調教ですが・・・今⽇も何とか鷹をしのぐことができました。

とにかく、ひと⼿間・・ふた⼿間をかけて頑張っています。

編集  削除

⼋郷在舎発表

hat  2016/02/05 (Fri) 07:20:49

みなさん、おはようございます。

100k後の在舎発表がありました。

残っていました。

これで、200kレ-スの参加資格ができました。
hamanakoさんも3⽻残っていました。

2/10が楽しみですね。

こちらの200kレ-ス、今⽇から天気⾒です。

今⽇か?・・明⽇か?・・微妙ですが・・、昨⽇から今朝の予報では、明⽇になりそうな???・・でも直
前の変化もあるし・・。
ひょっとして⾼気圧スッポリの10⽇放鳩ということも考えて・・・頭が、混乱しています。

hさんの頭の中をのぞきたいですね。

何はともあれ・・・春レ-スが始まろうとしています。

返信  編集  削除

Re: ⼋郷在舎発表

hamanako  2016/02/05 (Fri) 14:51:42

hatさん 皆さんこんにちは

hatさん ⼋郷国際200kmから東⽇本CHまで

参加出来たら楽しみですね。

がんばって貰いたいですね

茨城が都合により春レース中⽌に成りました

昨⽇⻄埼⽟200km2⽻とも順調に帰還して

⼋郷国際3⽻と関東三⼤⻑距離レース記録に期待します。



三重は秋レース後の猛禽被害が酷く

参加は秤ちゃん全姉妹1⽻に成りました。

地元は45⽻参加ですから楽しみです

春レースは60⽻参加に成りました。

編集  削除

Re: ⼋郷在舎発表

hat  2016/02/05 (Fri) 19:20:41

hamanakoさん、こんばんは。

ホント、東⽇本CHまで残れば・・いいですね。

こちらは、初めてですので、・・
今後のための、傾向とか・・何か情報が得られたら良しとしますが・・、やはり、残ってほしい
ぃ〜ですね。

hamanakoさんは、数も多いし・・いろいろ研究もされているし・・・こちらの何倍も可能性が
ありますね。
期待していますよ〜・・。

三重での春レ-ス、1⽻ですかぁ〜・・秋のRGシングルバ-ド残念でしたね。

茨城は、・・私も凄く注⽬していましたのに・・とても残念です。

こちらの200kレ-ス、今⽇は、持ち寄り中⽌、・・・明⽇あるかなぁ・・??

何か、コロコロ天気変わるので、明⽇にならないとわかりません。

鳩さん達、今⽇はポカポカ陽気で、やかましく唸ってきています、⼤丈夫かなぁ〜。

編集  削除

Re: ⼋郷在舎発表

沼南⾼柳  2016/02/07 (Sun) 14:09:16

hatさん hamanakoさん ⻤剣舞さん こんにちは

今⽇は、⼤変嬉しい報告をさせて頂きます。
本⽇、ＲＳＬから参加した広野２００Ｋレースで⻤剣舞鳩舎からプレゼントして頂いた雌鳩の直
仔がＲＳＬで優勝することが出来ました。
⻤剣舞さん素晴らしい種鳩を有難う御座いました。
この鳩は、秋季レース５００Ｋ Ｒｇで５位・連合会８位・連盟１４位に⼊賞しておりましたが、
幸運にも私にとってＲＳＬでの初優勝をプレゼントしてくれました。
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100ｋ持ち寄りました〜

ぐるっぽ  2016/01/31 (Sun) 23:08:31

hatさん、popさん、みなさん⼤変ご無沙汰しております。

今⽇100ｋレースの持ち寄りに⾏ってきました。

明⽇の天気予報があまりよくないので、帰りの悪いレースになりそうです。隣の連盟は、明⽇持ち寄り
のあさって放鳩になっていました。

秋レースは、不参加。去年の春レースは、11⽻スタートでしたが、秋レースに参加しなかったおかげ
で、今年は27⽻スタートです。

返信  編集  削除

Re: 100ｋ持ち寄りました〜

hat  2016/02/01 (Mon) 07:20:30

ぐるっぼさん、おはようございます。

昨年は、佐々⽊いさおさんとのツ-ショット・・それに百名⼭の⽥中陽希さんともツ－ショ
ト・・・、ぐるっぼさんも有名⼈の仲間⼊りでしたね・・・。

今年は、鳩の世界で・・協会誌を賑わしてくださ〜い。

まずは、スタ-トが⼤切、今⽇の良い結果を楽しみにしています。

ぐるっぼさん鳩と東⽇本CH(⼋郷委託鳩)を⼀緒に参加できることを夢⾒ていますよ〜・・。

お互い頑張りましょう・・・。
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Re: 100ｋ持ち寄りました〜

ぐるっぽ  2016/02/01 (Mon) 20:56:18

hatさん、popさん、みなさんこんばんは。

今⽇7時30分放鳩︕︕天気曇り→⾬→ちょっと雪→曇り。

午前の半休とって、鳩さん待ちましたが、なかなか来ません。⼀番⼿が、9時30分。午前中で27
⽻中４⽻。

仕事が終わって、鳩⼩屋⾏ったら、全部で10⽻。

落としにいったら、私が⼀番帰還率悪いみたい。でも、連合会で6位になりました。



鳩さんたち、10時台に帰還しているのが多かったし、⾖鉄砲さんもトップが11時02分でした。⾖
鉄砲さんは帰還率は5割。

明⽇、何⽻帰って来れるのか︖

今度の⽇曜⽇200ｋレースです。
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Re: 100ｋ持ち寄りました〜

hat  2016/02/01 (Mon) 23:01:19

ぐるっぼさん、こんばんは。

今⽇は、こちらも変な天気でした。
雲っていて・・しかも空気がぼんやりして、前が⾒にくかったです。

⼣⽅のテレビでは、全国的に悪かったようですね・・・。

こんな天気の中・・・、⼤変でしたね。

でも・・連合会シングル、良かったです。

明⽇は、良い天気・・・⾖鉄砲さん共々、たくさんの鳩さんの帰りを待っていてあげてくださ
い。
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Re: 100ｋ持ち寄りました〜

ぐるっぽ  2016/02/02 (Tue) 21:05:47

今⽇の帰還は、6⽻でした。あと11⽻です。

連盟の総合がでました。海側の鳩舎さんの分速がでていました。完全に蚊帳の外でした。

明⽇の天気も良いので、帰還してほしいです。
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Re: 100ｋ持ち寄りました〜

hat  2016/02/02 (Tue) 22:13:20

ぐるっぼさん、こんばんは。

今⽇は、ぐるっぼさんとこ・・・・帰ったかなぁ〜・・・と、とても気になっていました。

書き込みありがとうございます。

6⽻ですか・・・、何とか・・あと、もう少し帰ってほしいですね。



明⽇も期待して待っていてあげてください。

こちらも、200kレ-ス、5⽇持ち寄り6⽇放鳩で実施される確率が、だんだん⾼くなってきまし
た。

毎⽇、鷹との知恵⽐べ・・ひと⼿間もふた⼿間もかけて、何とかしのいでいます。

お互い、春レ-ス、⼤いに楽しんで頑張りましょう
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Re: 100ｋ持ち寄りました〜

沼南⾼柳  2016/02/02 (Tue) 23:07:10

ぐるっぽさん hatさん こんばんは

ぐるっぽさん、６位⼊賞おめでとう御座います。
当⽅は１００ＫオプンレースにＲＳＬから４⽻中、３⽻（１⽻体調不良の為、留守番）が参加し
ＲＳＬの１４６⽻全鳩が午前中に帰還致しました。
今⽇は午後からの出勤でしたので、久々にＲＳＬを訪問し委託仲間達とレース観戦して来まし
た。
７⽇は２００Ｋレースが予定されております。
これからの時期、レースや作出等で楽しみが⼀杯です。
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Re: 100ｋ持ち寄りました〜

hat  2016/02/03 (Wed) 07:13:05

沼南⾼柳さん、おはようございます。

全鳩帰還おめでとうございます。

この週末、⼜あちらこちらで、レ-スがあるんですね。

ホント・・、これから・・むレースや作出等で楽しみが⼀杯ですね。 

お互い頑張りましょう
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⼋郷在舎発表

hamanako  2016/01/28 (Thu) 22:19:26

hatさん 皆さんこんばんは。



⼋郷３回⽬訓練後の在舎発表でした －７８⽻

１８１０⽻在舎です ２⽉２⽇１００ｋｍ訓練から１０⽇２００ｋｍレース予定です。

３⽻残っていました。
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Re: ⼋郷在舎発表

hat  2016/01/29 (Fri) 07:46:13

hamanakoさん、おはようございます。

こちらも、⻁の⼦1⽻残っていましたぁ〜・・・!!

このまま、このまま・・・、何事もなく残ってほしいと思います。
2/10待ち遠しいですね!

お互い最後まで楽しめたらいいですね。
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