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五⼗川500k(540k)RG当⽇結果

hat  2016/03/16 (Wed) 23:07:15

hamanakoさん、みなさん、こんばんは。

今、審査から帰ってきました。

hamanakoさん、まずは、帰還おめでとうございます。

ところで・・当舎の鳩が、シビルさんとこにお邪魔したようです。hamanakoさんの鳩さんと連れだ
って⾏ったのかもしれません。明⽇の早朝引き取りに⾏く予定です。
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さて・・本⽇のレ-スもようですが・・・、
予測通り・・・3時38分に⼀番⿃が来ました。

後は、ほとんどが1⽻で帰り・・・PM6時前まで帰還がありました。
結局、22⽻/38⽻で6割弱の帰還率になりました。
連合会が5.1割ですから・・・遠⽅の当舎としては、まずまずです。

⼀番⿃の分速は、1084.306m/minで、連合会13位です。
後は、18、20、23、24、25と続きます。

連盟では、⼜・・・シビルさんの総合優勝(暫定)みたいですね。
あの⽅は、連盟レ-ス3連勝で、凄いですね。

当舎の結果は、直前の出来事から考えると・・まずまずです。

マ-ク鳩も、当舎で1、3番⼿に⼊り、とても喜んでいます。
総合の2割内は、間違いなしと思います。

来ている鳩さんを⾒ても・・・、納得で、帰還率もまずまずですから・・・よしとします。

後は、明⽇の朝の帰りしだいですね。

次の700kナショナルは、28⽇から天気⾒です。

返信  編集  削除

五⼗川放鳩シーン

hamanako  2016/03/16 (Wed) 07:42:12

hatさん 皆さん おはようございます。

三重連盟五⼗川500Rg 7:20放鳩シーンです

ブログには東海連盟放鳩シーンも載せてます

返信  編集  削除

Re: 五⼗川放鳩シーン

hat  2016/03/16 (Wed) 13:59:16

hamanakoさん、こんにちは。

放鳩シ-ンありがとうございます。

この中に、当舎の鳩さんもいるんですね。

お互い頑張って帰ってきてほしいですね。

帰還予想時刻は、3時半前後では・・??・・と思っています。
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今から鳩舎に⾏ってきます。

昨⽇のこともあり、早めに⾏って、待っていてあげようと思います。

編集  削除

Re: 五⼗川放鳩シーン

hamanako  2016/03/16 (Wed) 17:37:02

hat さん 今晩は。

16:50やっと帰還しました 厳しいレースのようですね

⾵の⼼配が無いから⼤丈夫と思ってましたが

遅い帰還に成りました 次の地区ナショナルでがんばって貰います。

編集  削除

鷹の不法侵⼊

hat  2016/03/15 (Tue) 19:15:27

みなさん、こんばんは。

今⽇の選⼿鳩鳩舎は、・・留守番のメス三⽻、雄⼆⽻が・・・、⼆部屋を陣取っています。

後の⼆部屋に、・・もう展望台に⼊れなければならないヒナが、60⽻、巣⽴ち後間もないヒナが10⽻
それぞれ⼊れています。

レ-ス待ちのこの期間・・、選⼿もいないし・・ヒナを展望台に出しました。(ヒナを上げると、鷹を呼
びますので・・・なかなか出せない⽇々が続いていましたから・・・。)

そして・・・展望台横の第⼆部屋(雄選⼿鳩部屋)の⼊舎⼝だけ後⽇帰りのため開けた状態にして・・・
鳩舎を去りました。

⼣⽅・・選⼿鳩鳩舎に⾏くと・・・

展望台にヒナがいません。

今年のヒナは、2回⽬なのにトラップをもう潜ったのか・・??賢いなぁ〜・・なんて感⼼して、鳩舎に
近づくと・・・、ヒナが鳩舎内で騒いでいます。

何事かと・・外から鳩舎内を観察・・・ななななんと・・鷹が
ヒナの横の部屋(雄の選⼿鳩部屋)に⼊っています。

こちらも "びっくりぼん"・・

⼀瞬放⼼状態、・・・気を取り直して、鷹の確保から始めました。

鳩舎内は、⾎のりが付いたり・・⽻が⼀杯・・・・・鳩さんは、無残な形で1⽻犠牲になっていまし
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た。

この鳩さん、⽬のふちをつつかれて、⼩さなイボのようなものがありましたので・・・500kを⽌めた
鳩さんです。
(鳩痘になると・・・厄介なので・・)

こんなことになるのなら・・レ-スに出してあげた⽅が良かったかな???・・・なんて少し悔やみまし
たが仕⽅なしです。

今回不法侵⼊した鷹は、先⽇来から・・しっこく、凄まじく鳩を追い回していた腹減り鷹のようです。

それにしても・・・中にいた鳩さん達は、ホント災難でした。
次に、その様⼦を描きこします。

返信  編集  削除

鷹の不法侵⼊後の鳩さん達

hat  2016/03/15 (Tue) 19:22:45

私が着いた時、ヒナ鳩さん達は、鳩舎内を所狭しと⾶び回っていましたが・・・、

留守番中の選⼿鳩さん達は、固まっていました。

写真上左は、雌鳩さん三⽻。
写真上右は、運のいい雄鳩さん、⼀⽻・・・です。

ヒナ鳩さん達は、鳩舎内が落ち着くと、皆、⾏儀よく、⽌まり⽊に⽌まりました。(写真中)

巣⽴ち後の鳩さん達は、部屋も離れていることもあり、いつもと変わりません。(写真下
左)、・・そして・・いつも通り、餌も⾷べていました。

写真右は、ヒナたちの⼣⾷の様⼦です。
あんなに、驚いていた様⼦だったのに・・・忘れたかのように・・餌をがつついて⾷べていまし
た。

そして・・・、さすがに・・選⼿鳩さん達は、まったく餌を⾷べません。

あ---ぁぁ・・・
明⽇のレ-ス⼤丈夫かな?????

今⽇で、悪夢が去ってしまったことを願うばかりのhat-pop鳩舎の⼀⽇でした。

編集  削除

今⽇は500kRGの持ち寄り
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hat  2016/03/15 (Tue) 00:05:30

みなさん、こんばんは。

今、持ち寄りから帰って、お⾵呂に⼊って⼀息・・・、今⽇は、寒かったぁ〜・・・、伊賀は、雪が降
っていました。

籠詰めの時、ずいぶん悩みましたが・・・5⽻お休み、38⽻持ち寄りました。

500kが終われば、1000kに向け・・700、600、800と3レ-スありますから・・、体調を万全にし
て、ジャンプさせようと決断しました。

500kRGからは、お楽しみのマ－ク鳩もあります。
2⽻選びましたが・・・、どうなることか???とても楽しみです。
さて、さて・・このレ-ス、・・16⽇放鳩予定です。

レ-スは、やってみなければわかりません。

シビルさんが、いち早くダッシュしましたが・・三重は、今、誰が勝ってもおかしくない⼤混戦の様相
です。

さて、さて・・どうなるか??
みなさんの戦いぶりも・・楽しみで興味深いですね。

返信  編集  削除

Re: 今⽇は500kRGの持ち寄り

hamanako  2016/03/15 (Tue) 10:13:25

hatさん こんにちは。

明⽇の五⼗川は天気も良いから楽しみですね

インフルエンザで⽇曜⽇からダウンしてましたがインフルエンザ特効薬で1⽇で平熱に下がりまし
た

会社は5⽇間出勤停⽌ですからのんびり過ごします

⼋郷国際は20⽇以降に延期に成りました。

編集  削除

Re: 今⽇は500kRGの持ち寄り

hat  2016/03/15 (Tue) 18:19:19

hamanakoさん、こんばんは。

インフルエンザ⼤変でしたね。
でも・・もう元気そう・・良かったです。



明⽇の三重の500kRG楽しみですね。
連続シングルを⽬指してくださ〜い。

シビルさんなら可能にしてくれそうですね。

こちらは、鷹の後遺症が⼼配ですが・・・仕⽅なしですね。
何とか帰ってくれるといいんですが…。

編集  削除

鳩さんのストライキ

hat  2016/03/12 (Sat) 19:47:33

みなさん、こんばんは。

昨⽇の・・あまりにも凄まじい鷹の攻撃で、鳩さん達が、今朝はストライキ・・・、あれほど遠征に⾏
ったのに・・・、鳩舎の上で、警戒⾶⾏です。

舎外になりません。
仕⽅なしに⼊舎させると・・・、餌も⾷べません。

ハンガ－ストライキかな??

ホント、鳩さんは、繊細な⿃さんですね。

持ち寄りまじかに控え・・・、⼼配ですが、これもレ-ス、仕⽅なしですね。

ケセラセラ・・でいくしかありません。

返信  編集  削除

500kRG天気⾒は、15⽇~

hat  2016/03/09 (Wed) 18:48:51

みなさん、こんばんは。

今年は、いつもと違いレ-ス⽇程が変わっています。

チャンピョン、グランドまでに、500kRGを終わってから・・700k(地区ナショナル)、600k、800k
(グランプリ)と3つのレ-スが、計画されています。(今までは、2つ)

現在のところ・・⼤きな遅れは発⽣していませんが、・・・・・、今後余裕のない厳しい⽇程になるか
もしれません。

したがって、今後の持ち寄り⽇決定に・・これらの事情が、影響しそうです。

尚、⼀つの対策として、今まで連盟として採⽤されていなかった前倒し持ち寄りが、今年から可能にな
っています。



まず・・・500kRGをそんな対応も含めて考えると・・・

現在、微妙な予報が出ていますので・・・、注意が必要です。

今のところ、16⽇ができそうな天気模様だからです。

とすると・・15⽇持ち寄りを前倒しして14⽇もありということになります。

そこで・・まずは、14⽇持ち寄りからの想定で準備をしなければならないということになります
が・・・・、さてさて、どうなることでしょう・・・。

これから・・天気図から⽬を離せない毎⽇が続きそうです。

返信  編集  削除

Re: 500kRG天気⾒は、15⽇~

hat  2016/03/11 (Fri) 19:18:41

みなさん、こんばんは。

今朝早く、連合会⻑から、天気⾒(持ち寄り)の前倒しの連絡がありました。

予測通りですが・・・、なかなか準備が、⼤変です。

鳩さん達、あっ・・という間に遠征に⾏くのですが・・・、帰りが遅く、遠征先で、鷹に遭遇し
ているようです。

そして、命からがら逃げてきたと思ったら・・またまた、鳩舎前で、鷹の襲撃、鳩舎下や
ら・・・藪の中やらに逃げ込みます。
今⽇も背中と尾っぽを掴まれ・・・、あわよく逃げ切った鳩さんが、藪の中に突っ込みました。

何とか救い出しましたが・・これは、もうお休み・・残念。

今⽇も・・4⽻ほど帰りませんでしたが・・・⼣⽅には、何とか揃い、⼀安⼼。

こんな⽇が、持ち寄りまで続きそうです。

鳩さん達も頑張っているのですから・・こちらも何とか⼼折れずに、踏ん張りたいと思います。

編集  削除

Re: 500kRG天気⾒は、15⽇~

沼南⾼柳  2016/03/11 (Fri) 20:26:44

hatさん こんばんは

ＲＳＬから参加した春季４レースを振り返って⾒ても、予定通りに実施されたのは１レースだけ
であり、２レースは順延になり、１レースは前倒しになりました。
レース⽇程が天候不順で、なかなか予定通り実施されず鳩のコンデションを整えるのは⼤変でし
ょうね。



鳩さん達にとっても、飼育者にとっても猛禽類との攻防戦、苦労が堪えませんね。
先⽇の５００ＫＲｇレースにＲＳＬから４⽻が参加しているはずが、３００Ｋ帰還後の舎外で１
⽻鷹の被害に遇ってしまっており、３⽻の参加になってしまってました。
猛禽類被害は鳩界にとって深刻な問題ですね。

編集  削除

Re: Re: 500kRG天気⾒は、15⽇~

hamanako  2016/03/11 (Fri) 20:27:44

hatさん こんばんは。
16⽇は全国的に晴れ&#9728;のようですね

⻄埼⽟も16⽇に成りました ⼋郷国際も16⽇か17⽇には

有りそうです がんばって貰いたいですね。

⽇曜⽇には新潟委託もレース有ります若ちゃんの⽩鳩が

1⽻参加しますから楽しみです270kmです。

編集  削除

Re: 500kRG天気⾒は、15⽇~

hat  2016/03/11 (Fri) 22:17:06

沼南⾼柳さん、hamanakoさん、こんばんは。

16⽇・・気圧配置は、よさそうですね。
良いレース⽇和になるといいですが・・・。

レ-スがいつあるか︖・・・を考えるのも楽しいレ-スの⼀コマですね。考えて、いろいろ調べ
て・・・・とにかく楽しいです。

若ちゃんの⽩鳩、頑張ってほしいです。

編集  削除

400k(巻)レ-ス総合成績

hat  2016/03/06 (Sun) 20:06:43

みなさん、こんばんは。

総合成績(暫定)が出ました。

シビルさんの固め打ち・・1255.904m/minを筆頭に7位までの凄い勝ち⽅でした。



当舎は、17,19,27,29,30,34,37位で、成績表１ぺ-ジ40⽻の中で7⽻⼊りました。

当⽇の⼭越え後の逆⾵等地理的条件を考えたとき、⼿前みそですが、良く戦ったと思います。

トップグル-プに⼊っていれば、いつかチャンスは、来るはずです。

帰還率は、49%でした。
50%を予測していましたので、遅い放鳩の割には、良い帰還率といえるでしょう。

さて・・・、当舎の3⽇⽬ですが・・1⽻帰りました。
そして・・・名古屋Yさん宅で、1⽻お世話になったようです。

まだ・・帰ってくると思っていた鳩さんもいてますが・・・欲は⾔えません。

後は500kRGに向かって頑張りたいと思います。

返信  編集  削除

Re: 400k(巻)レ-ス総合成績

hamanako  2016/03/07 (Mon) 13:18:16

hatさん 皆さんこんにちは。

総合成績(暫定) ＨＰで⾒ました 間違い無く 作出鳩でした

次は500kmですから ⼀番合った距離かな︖ 楽しみにしてます。

⻄埼⽟は15⽇放鳩予定だそうです 三重も15⽇かな︖

次回から500Rg 400Rg(地元)ですから 楽しみです

やっと春レース本番ですね。

編集  削除

Re: 400k(巻)レ-ス総合成績

hat  2016/03/07 (Mon) 22:07:42

hamanakoさん、こんばんは。

良かったですね。
シビルさんですから・・・500kもバッチリ上位独占かもしれません。

hamanakoさんの作出鳩、エ-スピジョンタイプの活躍ができればいいですね。

お互い頑張りましょう。

編集  削除



沼南⾼柳さん、おめでとう!!!

hat  2016/03/06 (Sun) 07:08:37

みなさ〜ん・・おはようございます。

平成千葉連盟500k総合優勝・・・まことにおめでとうございます。

フロントリバーサイド号・・すごい鳩ですね。
まさに、皆が求めている"エースピジョン"です。

エ-スピジョンは、間違いなく良い種鳩になります。
今後の種鳩⽣活を期待しています。

それにしても・・・鳩飼育間もなくで、次々と良い成績を上げられ・・・今回の⼤輪!!!

本当に良かったですね。

⻤剣舞さんも、hamanakoさんも、本当に喜んでおられる様⼦が⼿に取るようにわかります。

沼南⾼柳さん、万歳〜!!!

返信  編集  削除

Re: 沼南⾼柳さん、おめでとう!!!

沼南⾼柳  2016/03/06 (Sun) 08:35:22

hatさん ⻤剣舞さん hamanakoさん お早う御座います

昨⽇は勤務終了後、ＲＳＬへ訪問したり、⽇鳩の審査会場に⾏ったりと⾝体は疲れているにも関
わらず嬉しさの為か、なかなか寝付けませんのでした。
素⼈の私が、連盟総合優勝できたのは良い種鳩をプレゼントして頂いたり、皆様からのアドバイ
スやご協⼒を頂いたお陰だと感謝しております。
皆様からの⼒添えを頂きながら今後も細く⻑く無理をせず鳩レースを楽しんで⾏きたいと思って
おります。

編集  削除

Re: 沼南⾼柳さん、おめでとう!!!

⻤剣舞  2016/03/06 (Sun) 21:30:54

実は今朝、沼南⾼柳さんと同じ連盟の⼈から連絡があって当舎の仔がＲｇ500Ｋ総合７位に⼊賞
したと電話があり拝⾒して来ました、このＲｇで沼南⾼柳さんの総合優勝と7位は嬉しい吉報でし
た。⾎統的に、はまった分速のようです。1508ｍは沼南⾼柳
さんの1⽻のみで完璧に抜けたようです。他の鳩は1400台ｗｗ殆んどの群れは⻄側(本線より)か
らの帰還の様⼦でRSLの位置からすれば沼南⾼柳さんの委託鳩は値千⾦!! 参加数2760⽻中平成
千葉の強豪達を抑えての総合ですから圧巻の⼀⾔です。秋レースから頭⾓を現し今季のG1で総合
ですからスカッとしますね。

編集  削除



Re: Re: 沼南⾼柳さん、おめでとう!!!

hamanako  2016/03/06 (Sun) 22:06:09

hatさん ⻤剣舞さん こんばんは。

hatさん 500Rg楽しみに成りました がんばって貰いたいですね。

⻤剣舞さん crazyboy直⼦と配合が合ったようですね

カイパー X ヤンセンの配合ですから距離的にも
⼤丈夫ですから 全兄弟が楽しみですね。

⼋郷国際 500kmもがんばって貰います。

編集  削除

Re: 沼南⾼柳さん、おめでとう!!!

沼南⾼柳  2016/03/07 (Mon) 00:20:53

皆さん こんばんは

昨⽇今⽇と⼤勢の⽅達から祝福のお⾔葉を頂き有難う御座いました。
⻤剣舞鳩舎筋の活躍ぶりは素晴らしいですね。
良い種鳩をプレゼントして頂き有難う御座いました。

編集  削除

400k(巻)レ-ス持ち寄り

hat  2016/03/03 (Thu) 14:09:03

みなさん、こんにちは。

今⽇の持ち寄りが、決定しました。

当舎は、300k以降・・2⽻の鷹害、1⽻種におろし、3⽻留守番で、４６⽻の参加になります。

この中間、舎外をきっちりしましたが、2⽻の犠牲で済んで良かったです。

でも・・舎外をしたわりには、鳩さんあまり調⼦は上がっていないように感じてます。

レ-スは、やってみないとわかりませんので、頑張って持ち寄りたいと思います。

返信  編集  削除

Re: 400k(巻)レ-ス放鳩



hat  2016/03/04 (Fri) 11:16:50

みなさん、こんにちは。

なかなか放鳩ができないようです。

新潟ライブカメラを朝から⾒てましたが・・・三条あたりは、モヤで、とてもとても放鳩できる
状態ではありませんでした。

モヤも深く、広範囲にわたっているようです。
そして・・鳩舎に⾏って、⼀仕事・・・、11時過ぎに帰って、早速ライブカメラを⾒ると・・ス
ッキリとモヤが消えていましたぁ〜・・これなら、放鳩しただろうと、放鳩留守番電話に電話す
ると・・・

10時50分放鳩とのことです。

当舎の予測帰還時間は、PM5時〜5時半でしょう・・・。
当⽇何⽻拾えるか??
微妙ですね。

帰還率は、明⽇勝負になりそうです。

とにかく、このレ-ス・・・連盟レ-ス初戦とは⾔え、順位よりも⼀⽻でも多く帰って次につなげ
たいですね。

編集  削除

Re: 400k(巻)レ-ス当⽇結果

hat  2016/03/04 (Fri) 23:28:03

みなさん、こんばんは。

今審査から帰って、⾵呂に⼊って・・・書き込んでいます。

今⽇のレ-スは、放鳩時間が遅く・・当舎の様な遠距離鳩舎の当⽇帰還は、あまり望めないだろう
なぁ〜・・なんて少しあきらめ気味でしたが・・・、

⼀番⼿が意外と・・予想より30分ほど速く、4時33分で、分速1232.452m/minでした。

連合会の順位は、1、2、5,6,7,8,9位と続きます。
帰還率は、29/46の63%・・連合会の平均が65%でしたから、展開と距離を考えるとまずまずの
当⽇帰還でした。

200k、300kの悪夢からは、少し⽬覚められたようです。

連盟では、トップが、1255m/min台と聞いていますので、分速としては、ずいぶんおかれまし
た。

でも・・鳩さん達は、⼭側の展開で、・・・当舎の鳩さんも、ひょっとして、トップグル-プに紛
れ込んでいたのかもしれません。

そんなこんなで、明⽇の帰還がある程度あれば、まずまずだったと思います。

それにしても、連盟では、・・・暫定ではありますが、・・シビルさんの1〜7位固めうちで、皆
をあっ・・と⾔わせました。



hamanakoさん作は、どうだったのかなぁ???
⼋郷で17位と、好成績を上げたし・・ひょっとして????

何はともあれ、固め打ちのシビルさん、⼋郷でのhamanakoさんまことにおめでとうございまし
た。

編集  削除

Re: Re: 400k(巻)レ-ス当⽇結果

hamanako  2016/03/04 (Fri) 23:39:59

hatさん お疲れ様です。

連合会優勝おめでとうございます。

⼋郷国際は厳しいレースに成りました

⽢えん坊ちゃん直⼦が17位とがんばってくれましたが
残り2⽻が末帰還で喜びは半分に成りました。

⻄埼⽟は お昼休みに2⽻とも帰還して⼀安⼼でした。

三重はシビルさん後ろから2番⼿でした

500Rgでは浜名湖委託が⼀番に帰還して欲しいですね。

編集  削除

Re: 400k(巻)レ-ス持ち寄り

ぐるっぽ  2016/03/04 (Fri) 23:45:30

hatさん、popさん こんばんは。

400ｋ優勝おめでとうございます。

こちらは今⽇500ｋ持ち寄りました。本当は⾦曜持ち寄りの⽇曜放鳩予定でしたが、⾦曜持ち寄
りの⼟曜放鳩です。

8⽻参加しました。明⽇はどんなレース展開になるんでしょう。

編集  削除

Re: Re: 400k(巻)レ-ス当⽇結果

hamanako  2016/03/05 (Sat) 07:18:13

hatさん 皆さん おはようございます。

昨⽇の三重400km シビルさん6番⼿(トップグループ)



暫定 総合6位でした

全姉妹は⼋郷国際500km8位 静岡東700Gp総合6位
900桜花賞総合30位

全兄弟直⼦は ⽢えん坊ちゃんと配合して昨⽇⼋郷国際400km17位でした

次が楽しみです。

編集  削除

Re: 400k(巻)レ-ス持ち寄り

⻤剣舞  2016/03/05 (Sat) 11:43:09

こんにちは。昨⽇の⼋郷国際400Ｋ浜名湖さん全国17位おめでとうございます。そしてｈａｔさ
ん連合会優勝及びベストテン7⽻⼊賞おめでとうございます。上位固め打ち素晴らしいの⼀⾔につ
きますね。今までの疲れが吹っ⾶んだようですね〜

編集  削除

Re: Re: 400k(巻)レ-ス持ち寄り

hamanako  2016/03/05 (Sat) 14:59:04

⻤剣舞さん ありがとうございます。

⼋郷国際は今朝2⽻帰還しました 次の500kmが楽しみに成りました。

編集  削除

Re: 400k(巻)レ-ス持ち寄り

⻤剣舞  2016/03/05 (Sat) 15:11:56

RSL・・・な なんと沼南⾼柳さん200Kで優勝鳩が500Kでまたまた優勝!! 2番⼿に5分ちぎっ
てるようです(笑)怪物鳩の誕⽣ですねぇ(^^♪ hamanakoさんから連絡あってHPで確認したら
腰がぬけました(笑) 今夜の審査楽しみ!!おめでとうございます。

編集  削除

Re: 400k(巻)レ-ス翌⽇帰還

hat  2016/03/05 (Sat) 21:20:15

ぐるっぼさん、hamanakoさん、⻤剣舞さん、こんばんは。



今⽇は、ネットでの調べ物で、パソコンとにらめっこ、・・⽬が痛くなるし・・・、ほしいもの
が、なかなか⾒つからないし・・・、そんなこんなで、掲⽰板も⾒ていませんでした。

そして今⾒たら・・ぐるっぼさんは、本⽇レ-スだし・・・頑張れ!!

hamanakoさんは、シビルさんとこで、結局シングルだったみたいだし、⼋郷は、帰るし・・・
重ね重ねおめでとうございます。

そして・・きわめつきは、沼南⾼柳さんの連続優勝・・すごいですね。

沼南⾼柳さん、⻤剣舞さん、おめでとうございます。

ところで、今⽇の翌⽇帰還は、8+1(200k後⽇)でした。
欲を⾔えばきりがありませんが・・・ねもう少し帰ってほしかったぁ〜・・仕⽅なしかな。

皆に負けずに次の500k頑張ろう・・と思います。

編集  削除

Re: 400k(巻)レ-ス持ち寄り

⻤剣舞  2016/03/05 (Sat) 21:36:24

こんばんは。沼南⾼柳さんＲＳＬ連合会優勝、平成千葉連盟総合優勝と連絡ありました（笑）す
ごいーーー︕︕
誠におめでとうございます。hamanakoさんバンザーイですねぇ︕︕

編集  削除

Re: Re: 400k(巻)レ-ス持ち寄り

hamanako  2016/03/05 (Sat) 21:45:29

沼南⾼柳さん 総合優勝(暫定)おめでとうございます

沼南⾼柳さんのレース鳩の思いが鳩に伝わった結果ですね

奥さんの反対から粘って⼩さな鳩舎で作った事が

素晴らしい結果に繋がり ⻤剣舞作X crazyboy直⼦の配合

ですから⾃分の事のように嬉しいですね。

編集  削除

Re: 400k(巻)レ-ス持ち寄り

沼南⾼柳  2016/03/05 (Sat) 22:35:52

皆さん こんばんは



hatさん４００Ｋレース連合会優勝を筆頭にシングル⼊賞７⽻おめでとう御座います。
hamanakoさん⼋郷国際４００Ｋレース１７位おめでとう御座います。

今⽇は、鳩再開後⼀番嬉しい１⽇となりました。
⻤剣舞鳩舎からプレゼントして頂いた鳩の直仔がＲＳＬで２００Ｋ優勝に続いて今⽇の５００Ｋ
でも優勝し、今回は連盟総合優勝の⼤⾦星となりました。
この鳩は、昨年秋５００Ｋ５位・春２００Ｋ優勝・３００Ｋ８位と素晴らしい鳩だけに、ＲＳＬ
と私の名前から早速、フロントリバーサイド号と命名し種鳩として今後は頑張ってもらいます。

編集  削除

がっくり

hat  2016/03/03 (Thu) 14:01:46

みなさん、こんにちは。

何気なく、協会のHPを開いたら・・・・、明⽇の400kの持ち寄りリスト(参加鳩⼀覧)が載っていまし
た。

当然、載っているものとして・・確認すると・・・ななななんと、いないではないですか???

8⽻ぐらいの舎外での犠牲の中に当舎の鳩さんが、⼊っているみたいです。

残念ですが・・・仕⽅なしですね。

今までよく頑張ったと思います。

後は、三重では、やすらぎさんの鳩しかいません。

やすらぎさんの鳩さんとhamanakoさんの3⽻の鳩さん達を応援したいと思います。

頑張れ!!!

返信  編集  削除

Re: がっくり

hamanako  2016/03/03 (Thu) 20:17:16

hatさん 皆さん こんばんは。

⼋郷国際 猛禽被害のようですね 知⼈も1⽻減っているようです
当⽇遅い帰還や翌⽇帰還が被害のようですね

疲れていても予定通り舎外しますから国際鳩舎の厳しさ

ですね。
明⽇はがんばって貰いたいですね 応援ありがとうございます。

編集  削除



Re: がっくり

⻤剣舞  2016/03/04 (Fri) 09:44:04

おはようございます。今⽇は晴天で無⾵状態ww分速は1200〜1300mかな???。当連盟も400K
 持ち寄りの変更で昨⽇持ち寄って今⽇の7:00放鳩だそうです。⼋郷国際も400Kで7:30に放鳩
されてます。hamanakoさんの鳩には頑張ってもらいたいです〜

編集  削除

次へ

 


