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内津峠後帰り

hat  2017/09/15 (Fri) 13:29:24

みなさん、こんにちは。

今朝は、⼜内津峠訓練の後⽇がありました。
経験鳩です。経験鳩は、後2⽻の未帰還になりました。

今朝の秋組舎外は、この涼しさの所為か・・?よく⾶んでいました。

javascript:iEWindow()
javascript:eEWindow()
javascript:vEWindow()
javascript:mWindow()
https://web.archive.org/web/20170915201957/http://hatpop.bbs.fc2.com/
https://web.archive.org/web/20170915201957/http://hatpop.bbs.fc2.com/
https://web.archive.org/web/20170915201957/http://www.hat-pop.com/
https://web.archive.org/web/20170915201957/http://hatpop.bbs.fc2.com/?act=search_form
https://web.archive.org/web/20170915201957/http://hatpop.bbs.fc2.com/?act=help
https://web.archive.org/web/20170915201957/mailto:@?body=http://hatpop.bbs.fc2.com/
https://web.archive.org/web/20170915201957/http://bbs1.fc2.com/php/user/741359/


40分後の舎外をご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=eMnXmFnQue4&feature=youtu.be

⾼さは、たぶん500mぐらいだと思います。

⼀部の鳩さんの電線⽌まりもなく、全鳩が⾶ぶのは、ひさしぶりです。

涼しさが利いているのか・・?連⽇の2回舎外の所為なのか・・?
何は、ともあれ喜んでいると・・・

この動画の後、ハヤブサの襲撃です。

更に更に⾼く上がって(1000m以上では・・)、視界では、とられないほどになって、どこかに⾶んで
⾏って・・・、しばらくして戻ってくると、・・またハヤブサの襲撃です。

ハヤブサは、集団から離れた鳩さんを執拗に追いかけて、⾶び交っています。

そんなことを何度か繰り返して・・・ようやく2時間⾜らずになって・・15⽻・・10⽻・・5⽻・・1
⽻、1⽻・・と次々戻ってきて舎外は、終わりました。

でも・・まだ4⽻戻っていません。

やられていなければ⼣⽅までには、戻るでしょう・・。

ハヤブサに追い回されたとは、⾔え・・久しぶりに良い舎外になりました。

そろそろ、鳩さん達・・レースまじかなのを意識してきたのかもしれません。(もちろんhatpopもで
す・・。)

返信  編集  削除

連合会訓練中⽌

hat  2017/09/14 (Thu) 22:36:45

みなさん、こんばんは。

今⽇は、持ち寄り中⽌になりました。

萩原の予定でしたが・・・、たふん・・? 後帰りがひろいにくからかなぁ〜・・?

次は、18⽇からの天気⾒です。

返信  編集  削除

春⽤在舎チェック(卵の結果)

hat  2017/09/12 (Tue) 19:02:29

https://web.archive.org/web/20170915201957/https://www.youtube.com/watch?v=eMnXmFnQue4&feature=youtu.be


みなさん、こんばんは。

今朝は、あいにくの⾬、春⽤の在舎チェックを⾏いました。

在舎チェックは、落ちたと思っていた鳩が帰っていたり・・・思わぬ鳩が居なかったり・・・、喜んだ
り、落胆したり・・、でも・・これは、これで楽しい作業です。

それと・・・今回は、とても興味深い調査があります。

今年の作出の終盤に、雌と思われる卵だけにして10⽻作出をしました。

後で・・、その選択は、逆だとか・・いろいろ意⾒をいただきましたが・・・実際の結果が、真実を物
がってくれます。

卵をよ〜く観察すると、細⻑いものと、少し⼩さめの丸いものに層別されます。

前者を♂、後者を♀として、♀を狙って作出しました。

そして、本⽇、変な先⼊観を⼊れずに、popさんと♂♀を選別しました。

結果は、1⽻失踪・・?・・9⽻の結果です。

8⽻雌でした。

1⽻♂です。(でも・・メスかもしれないと、迷いの印がありました。)

狙いは、⾒事的中したようです。

来年の作出から本格的に、この⼿法を取り⼊れたいと思います。

⾮常に注⽬してくれていたチャンピョン鳩舎さ〜ん・・!!!
⾮常に明確に結果が出ましたよ〜・・!

返信  編集  削除

舎外

hat  2017/09/10 (Sun) 12:56:16

みなさん、こんにちは。

今⽇は、連合会訓練でしたが・・、当舎は、良い舎外を⽬指して頑張りました。

連合会訓練は、とても帰り良かったようです。

地磁気嵐の⼼配していましたが・・本当に良かったです。
8⽇の7時ごろから終息とC.Cさんが書かれていましたが・・・その通りになったようです。

さて・・、舎外ですが・・・、

秋⽤もようやく⾶べるようになってきました。
ダッシュの回数は、まだまだですが・・時間は70分程⾶んでいました。

⼀昨⽇から2回舎外に切り替え、・・そろそろ調⼦あげてくるでしょう・・。



次の合同訓練は14⽇からの天気⾒ですから、何とか間に合いそうです。

今⽇は、秋⽤の後、⾏った春組舎外を動画とってみました。
ご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=R9PpapVecpo&feature=youtu.be

なぜか、くるくる回っているなぁ〜・・と思っていましたが・・・この後、オオタカのお出ましです。

集団は、⼀気にどこかに・・・、⼀部の鳩さん達は、離れてチリチリバラバラ・・・、無事に帰ってく
ることを祈るばかりです。

そろそろ・・春組も在舎チェックをして、訓練を始めようと思います。

返信  編集  削除

Re: 舎外

⻄遊帰  2017/09/11 (Mon) 18:53:45

hat さん、こんばんは。

GPSもレースマンにとっては、なかなか難しいところがあるようですね。
協会が委託鳩舎等を活⽤し、率先してデータ取りを⾏うのが良いとも思うのですが。

舎外の動画も、いつも楽しく拝⾒しています（ベランダ飼育では無理です、羨ましい）。
愉しみは、年に少数を送り込む委託レースです。
この秋は他⼈様からはアホか︕と⾔われそうですが「⾝体（主翼）障害鳩」をつくば国際に委託
しました。
処分は絶対出来ないし、さりとてストックする余裕もありません。
トリを⾒た⽅に、トヤがあがったらもしかして治るかも︖と⾔われはしたものの、⾒す⾒す猛禽
類の餌⾷になるとわかっていながら「幼稚園で皆と遊んでおいで︕」と⾔い訳し送り出しまし
た。
そのトリが１回⽬の在舎調べで無地が確認でき、ナント昨⽇の１５Ｋ訓練では遅いですが帰って
きました。
この先は分かりませんが、レース鳩として⽣まれ⼀度でも皆と訓練に参加しガンバッテ帰ってこ
れたことが愛おしくて仕⽅ありません。

編集  削除

Re: 舎外

hat  2017/09/11 (Mon) 20:08:35

⻄遊帰さん、こんばんは。

つくば国際、在舎・・おめでとうございます。
⻄遊帰さんの鳩を思う気持ち、痛いほどわかります。

15kを帰ったということは、⼗分⾶べるということですから・・、これからも朗報を届けてくれ
そうですね。

応援しています。

https://web.archive.org/web/20170915201957/https://www.youtube.com/watch?v=R9PpapVecpo&feature=youtu.be


当舎も伊賀国際と、⼋郷国際に委託していましたが・・・、すでに伊賀国際はドボ-ンです。

伊賀国際は、雷の影響があったとか・・?
雷は、ホント怖いですね。
当舎も10年ぐらい前に痛い⽬にあったことがありました。

GPS、今は、まだあきらめていませんが・・・、次にどの鳩さんにつけるか・・?とても迷ってい
ます。

春活躍していた鳩さんにつけたところ、副翼を抜かれ・・・、今⽇の舎外でも、鷹が出たと同時
にどこかに⾏って、⼣⽅まで帰ってきませんでした。

⼀度失った⾃信は、なかなか戻らないようです。
GPSばかりの所為とは、⾔い切れませんが・・・要因であったことは、確かでしたから・・・。

編集  削除

8/25南濃70k訓練後帰り

hat  2017/09/09 (Sat) 18:49:58

みなさん、こんばんは。

今⽇は、地磁気嵐を⼼配していましたが・・・、なんと南濃70k訓練後帰りが、4⽻ありました。

1⽻は、600k経験鳩で、これは、秋に使います。
後の3⽻は、春組に配置換えです。

たまたま、帰還が、秋組の舎外時でしたので、分かりましたが・・・、ひょっとして、春組にも、まだ
後帰りがいるかもしれません。

地磁気嵐の割には、各地の訓練も良好だったようで、あまりひどくならなかったようですね。

⼤々的にニュ-スになると、こんなようになることがありますね。

でも・・まだまだ気を緩めてはいけませんね。

今⽇は、連合会訓練の持ち寄りですが・・・当舎の鳩さん達、まだまだ舎外の内容が物⾜りません。

もう少し鍛えてから、次に備えます。

>hamanakoさんへ

そうですかァ〜、三重では、秋レ-ス不参加ですか・・、残念です。
太陽フレア-の影響、今⽇のところは、⼤丈夫のようでしたね。明⽇は、どうなるかなぁ・・?

GPSは、⾊々のことを教えてくれるので続けたいのですが・・・、やはり⼗分な準備が必要なようで
す。

返信  編集  削除



編成替え

hat  2017/09/08 (Fri) 19:32:48

みなさん、こんばんは。

今の鳩さんのことを、⾊々考えました。
余り調⼦よくありません。

したがって・・・秋は、無理をせず、オリンピック精神で頑張ろう・・という結論になりました。

先⽇の内津訓練での帰還第⼀集団と経験鳩10⽻を秋組としました。
後は、装着したチップを外し、春組の部屋に移しました。

秋組総勢50⽻、・・・今後もコンディションの悪い鳩は、除こうと思います。

今⽇で3⽇⽬の舎外です。

30分ほどで3⽻電線に・・・でも、全体的には、舎外良くなってきました。

40分後の舎外をご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=wRrsolJ4ERk&feature=youtu.be

全体として、70分⾜らずで舎外終りましたが・・・

今朝は、旗を⽴てるだけで、ほとんど追っていませんので・・・進歩が⾒られます。

さて・・明⽇は、合同訓練の持ち寄りになっていますが・・・地磁気嵐の情報もあり、思案していま
す。

秋の若鳩には、極⼒リスクを避けなければ・と思っています。

返信  編集  削除

Re: 編成替え

hamanako  2017/09/08 (Fri) 21:29:55

hat さん 皆さんこんばんは。

シビルさん委託鳩も 秋レース不参加 春レースから参加します

まだ10⽻以上残っているそうですが春レースに5⽻参加して欲しいですね。

太陽フレア 影響の可能性も有りますから 委託先には訓練中⽌にして貰いました 皆さん 直ぐに了
解でした 影響が有るかは判りませんが以前にヨーロッパでは全滅レースも有ったと聞いていま
す。

⼟曜⽇の全国の訓練の結果次第で⽇曜⽇に 訓練する⼈もいます。

GPSは楽しみですが 鳩に負担は有りますね 知⼈も購⼊しましたが

https://web.archive.org/web/20170915201957/https://www.youtube.com/watch?v=wRrsolJ4ERk&feature=youtu.be


200Kmレースだけ装着するそうです 200Kmからのデータだけで

他は知らないが ⾯⽩いと⾔ってました。

編集  削除

GPSの今後

hat  2017/09/07 (Thu) 19:26:26

みなさん、こんばんは。

いままで、今春の活躍鳩2⽻にGPSリングをつけてきま
したが・・・、現在、装着を断念しました。

というのも・・・、この2⽻の帰り⽅が変わってきたから
です。

ハヤブサに突っ込まれた時、必ず、集団から離れて帰還が遅れています。

1⽻は、副翼を取られ、1⽻は、アッと思われる⾶⾏をして、保護されました。

通常、舎外でも・・・、集団から離れ逃げ惑うのは、必ず、何か⽋点、不安のある鳩さんです。

したがって、GPSを装着することで、ハヤブサ等猛禽に遭遇した時、⼀瞬の切れに鳩⾃⾝が⾃信を持
てなくなっているのでは、・・と考えています。

GPSは、5g、チップは1gですから・・・、この4gの差が、微妙に影響しているのでしょう・・・。

しかしながら、この有効なGPS装着をあきらめるわけには、いかないので・・・、今いろいろ思案し
ています。

例えば、・・・・

今回装着していた鳩さん達は、⼩さい♀鳩でしたので、今後は、頑丈な♂鳩に装着するとか・・・、⾺
⼒のある若鳩に装着するとか・・・、⾊々試⾏錯誤しなければ、なりません。

⼜、⼀からやり直してみます。

返信  編集  削除

内津峠120k訓練

hat  2017/09/03 (Sun) 19:45:12

みなさん、こんばんは。

昨⽇、内津峠訓練に⾏ってきました。

現地AM5時着、ここは、峠と⾔っても下りに⼊っているので、なかなか太陽が出てきません。

https://web.archive.org/web/20170915201957/http://bbs1.fc2.com//bbs/img/_741400/741359/full/741359_1504779986.jpg


雲が⾚くなってきた5時40分放鳩です。

⽅向判定も良く、今⽇は、・・楽勝だろう・・なんて思いながら帰路に・・・でも・・いつものpopさ
んからの帰るコ-ルが、なかなかありません。

私の⽅が、早く鳩舎に着いて・・・、放鳩後2時間ぐらいたって、⾼〜い所から、40⽻程の集団がまと
まって帰りましたが・・・後が続きません。

結局、当⽇64/77⽻、・・良くありません。

そして・・翌⽇を期待していましたが・・2⽻しか帰りません。
待ちくたびれて家に帰ると・・・、うれしい知らせが、ありました。

GPSを装着したGPのシングル鳩さんが、奈良県の葛城市に迷いで保護されたとのことでした。

なぜ・・?と頭を傾げますが・・・まずは、明⽇、引き取りに⾏って考えてみます。

こんな調⼦ですから、経験鳩3⽻を含む10⽻がまだ⾏くへ不明です。

返信  編集  削除

内津峠120k訓練GPS解析

hat  2017/09/05 (Tue) 15:32:58

みなさん、こんにちは。

昨⽇、奈良県の葛城市Aさん宅に当該鳩を引き取りに⾏ってきました。

Aさんは、泣く⼦も黙る⽇鳩の強豪です。

鳩舎は、凄〜い⾼台にあって、とても⾒晴らしの良いところでした。ただ、後ろに⼭があり、ハ
ヤブサの被害が凄いそうです。
でも・・、それにひるまず舎外をやっているそうです。

その結果が、とても素晴らしい成績に結びついているのでしょう・・・。当舎も猛禽の被害が多
いですが、このお話を聞いて、とても勇気づけられました。

それでは、本題のGPS軌跡に移ります。

全体軌跡をご覧ください。◎が、今回の訓練軌跡の記しです。

全体的にハヤブサに追われて、帰ることより逃げ回ることが優先された軌跡の様に感じていま
す。

20分ほどで、弥冨から多度の端を通るかに⾒せて、多度⼭から鈴⿅⼭脈、⻲⼭から南下して美杉
あたりりで⻄に⽅向を変え、和歌⼭の笠間峠に当⽇のPM3時頃までに⾏っています。そこでデ-タ
が切れているのでわかりませんが・・当⽇は、そこで⽌まったようです。

翌⽇⻄名阪に向かい北上しているとき、葛城市Aさん宅の舎外にオアシスを求めたのでしょ
う・・。

頑張って、⾃鳩舎に帰ってほしかったのですが・・、

でも・・本当に保護されて良かったです。

https://web.archive.org/web/20170915201957/http://bbs1.fc2.com//bbs/img/_741400/741359/full/741359_1504593179.jpg


この鳩、期待鳩でしたし・・何よりもpopさんのお気に⼊り鳩で、GPSを装着することに猛反対
されていたからです。

それに今回、貴重なGPSデ-タもとれたし・・ホント良かったです。

さて・・・、今回の軌跡のポイントを次の項で、もう少し詳しく⾒てみたいと思います。

編集  削除

Re: 内津峠120k訓練

hamanako  2017/09/05 (Tue) 21:24:46

hat さん 皆さんこんばんは。

訓練お疲れ様です。

つくば国際鳩舎 15Km訓練持ち寄りました 今年から持ち寄りリスト レース実況など ⾒れるよう
に成りました。

参加1191⽻と 厳しいようです 登録⽻数は判りませんが 例年並みなら在舎率は45%位かな︖

浜名湖 2⽻委託2⽻参加しました ⽢えん坊ちゃん孫&リトル孫です

故 沼南⾼柳さん4⽻参加していますから 頑張って
最終700Km記録して欲しいですね。

編集  削除

Re: 内津峠120k訓練

hat  2017/09/05 (Tue) 22:42:55

hamanakoさん、こんばんは。

つくば国際も、ますます楽しめるように改善しているのですね。
2/2で良かったです。

故沼南⾼柳さんも天国で鳩レ-ス楽しんでいるのですね。

みなさんを、応援しています。

編集  削除

Re: 内津峠120k訓練

⻄遊帰  2017/09/06 (Wed) 12:38:06

いつも楽しく拝⾒しています。
特に最近のＧＰＳ記事は興味深く、⼤変だと思いますが、これからもＵＰ宜しくお願い致しま



す。

ＰＳ.
つくば国際の登録数は、２１６１⽻。在舎１１９１⽻で在舎率５５％。
今回の１５Ｋは、バスケットタイムから実際にバスケットに⼊れていないはずです。
参加リストは、いつかの時点の在舎調べだと推測されます。
違っていたらすみません。

編集  削除

内津峠120k訓練GPS解析・・ポイント①

hat  2017/09/06 (Wed) 18:02:40

みなさん、こんにちは。

GPS軌跡のポイント ①です。

内津峠を⾶び⽴った鳩さん達は、1440〜1560m/minの分速で、⾼さ200〜300mのところを帰
還地に向かって真っすぐ⾶んで来て、・・・
弥冨〜多度の南東外れで急に折れ曲がった帰還コ-スに⼊っています。

これは、明らかにハヤブサの襲撃を避けたのだと思われます。

GPS軌跡をご覧ください。

なんと帰還コ-スから外れ、多度の尾根づたいに⾶んでいます。

分速1140m/min⾼度1087mで⾶⾏・・・

そして、進路を変え、鈴⿅⼭脈の尾根つたいの⾼度800m〜900mから⾼いところでは、1616m
を⾶⾏・・・

ここで、不思議なのは・・・ハヤブサの襲撃を受けたあと、とにかく⼤変と思われる⼭の⾼いと
ころを⾶んでいることです。

これは、安全⾏動なのでしょうか・・?

そして、次に・・新名神を横切り・・・いつものコ-スに⼊る・・と思いましたが・・・・、

なんとコ-スを外れて南下し始めました。

⼜、ハヤブサの襲撃では・・、と思います。

それては、次の項ポイント②をご覧ください。

編集  削除

Re: 内津峠120k訓練

hat  2017/09/06 (Wed) 18:34:27

https://web.archive.org/web/20170915201957/http://bbs1.fc2.com//bbs/img/_741400/741359/full/741359_1504688560.jpg


⻄遊帰 さん、初めまして・・こんばんは。

GPS解析を始めて、まだまだですが・・・、ずいぶん、鳩さんのことを分かるうえで、勉強にな
っています。

ただ・・装着鳩への負担を感じ始めていて、・・少し迷っています。

このあたりをもう少し検討して、有益にGPSを楽しみたいと思います。

今後とも、よろしくお願いします。

、

編集  削除

内津峠120k訓練GPS解析・・ポイント②

hat  2017/09/07 (Thu) 16:05:35

みなさん、こんにちは。

ポイント①では、鈴⿅⼭脈の尾根つたい(⾼いところ
では、1616の⾼さを⾶⾏)に関あたりまで来て、進
路を変更したとかきましたが・・・、

第⼀グル-プの帰還時間から、ここまでは、GPS装
着鳩も集団で来ていたと思われます。

ここで、ハヤブサに追われ、GPS装着鳩を含む何⽻かは、帰還コ-スから外れ南下したようです。

そして・・またもや布引⼭系の尾根つたいを1000m前後の⾼度で⾶⾏、美杉リゾ－トあたりから
進路を⻄南に取り、奈良の⾼市郡から橋本市を通りPM3時頃和歌⼭県の笠松峠で⽌まっていま
す。

これらの軌跡から・・・GPS装着鳩は、ハヤブサの追撃を振り切ることなく追われるままに⾶⾏
したように思われます。

GPSを装着したことによって、鳩⾃⾝が、紙⼀重で逃げ切る⾃信を無くしていたのかもしれませ
ん。
それゆえに集団から離れたのでしょう・・。

この鳩は、この程度の距離で、GPSを装着するまでは、集団から離れるような帰還をしたことが
ありませんでした。

以上から・・・そして、今までのGPS軌跡から・・・・

三重県では、多度の⼭の周辺と⻲⼭の関の周辺(特に鈴⿅峠から関にかけて)の2か所が、猛禽の厳
しいところのようです。

これを避けきるには、やはり、・・当然のことながら鳩さんのコンディションを良好に保ちつ
つ、訓練に向かうしかないのでしょう・・。

そんな意味で、当舎の鳩さん達の調⼦に問題があったのかもしれません。

何はともあれ・・今回も貴重なデ-タを得ることが出来ました。

https://web.archive.org/web/20170915201957/http://bbs1.fc2.com//bbs/img/_741400/741359/full/741359_1504767935.jpg
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宅急便帰り＆⻲⼭⾬訓練の後帰り

hat  2017/08/31 (Thu) 19:37:49

みなさん、こんばんは。

今⽇も⻲⼭⾬訓練の後帰りが⼀⽻帰りました。

⾜はドロドロ、少しスリムにはなっていましたが、まずまず元気でした。

そして・・・新城市からの宅急便帰りが着きましたが・・・さすがに5⽇⽬迷いですから・・・、⾻と
⽪だけ・・という感じでした。

でも・・⽬だけは、ギラギラ輝いていましたので・・・ひょっとして・・と思いながら、エサをあげま
したが・・⾷べません。
⽔をやっても飲みません。

しばらくリラックスさせようと、家の床に新聞紙をひいて解放しました。

結構歩いて、頑張れるかな・・とも思いましたが、残念な結果になりました。

でも・・家に着くまで頑張ってくれたかと思うと、こみ上げてくるものがありました。

鳩レ-ス・・ホント残酷な趣味だなぁ・・popさんとしみじみ話し合いました。

返信  編集  削除

⻲⼭⾬訓練の後帰り＆南濃5⽇⽬迷い

hat  2017/08/29 (Tue) 15:17:25

みなさん、こんにちは。

⻲⼭⾬訓練の後帰りが本⽇1⽻ありました。
これで、あと9⽻です。

南濃70k5⽇⽬迷いが、本⽇連絡がありました。
予想通り、静岡との境・・新城市の⼯場に不時着したようです。

GPSの軌跡を⾒て、相当数が、⻄⾵に煽られ、⻄の⽅に⾏ったと思っていましたが・・・、やっぱり
でした。

返信  編集  削除



Re: ⻲⼭⾬訓練の後帰り＆南濃5⽇⽬迷い

C.C  E-mail  Site  2017/08/30 (Wed) 10:28:23

hatさん、popさん
おはようございます。
ヨミ通り次々帰って来ますね、流⽯です。
家も23⽻出して1⽻は積み込時逃がして、翌⽇帰還。
堅⽥90㎞を後⽇含めて20⽻帰りました。20／２２。
新モデルGPS35秒間隔装着した鳩も帰還しました。
分析結果からいろいろ分かりました。
予想通り帰還⽅向探索中に鷹に襲われあらぬ⽅向に⾶び。⾼い⼭に逃げ込み隠れたりしてる間、
気温上がり元々⾼湿度もあって休み休み⼜鷹の襲撃避けて翌⽇帰還しました。良く帰ってきてく
れたと思います。
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Re: ⻲⼭⾬訓練の後帰り＆南濃5⽇⽬迷い

hat  2017/08/30 (Wed) 21:24:07

c.cさん、こんばんは。

20/22⽻帰還、良かったですね。
GPSの結果を⾒ていると・・・、ホント、鳩さん達の⾏動が、⼿に取るように分かりますね。

C.Cさんのデ－タや、TOMさんのデ-タ等々・・・、これからとっても楽しみです。

GPSの新モデルも出るようですし、ますます楽しくなりますね。
今後ともよろしくです。

編集  削除
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