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ようやく400k後帰り

hat  2018/03/30 (Fri) 14:31:25

みなさん、こんにちは。

ようやくこの春の400k後帰りがありました。

27⽇ぶりの帰還です。

この鳩も、何故帰れなかったのか・・?不思議でした
が・・ようやく帰ってくれました。
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体は、痩せてはいましたが・・・それなりに折合が付いた様な体つきでした。

野良して帰ってくる鳩さんは、こんな感じが多いですね。

とにかく、良かった。

後、まだまだ帰らなくてはいけない鳩が多くいますので、・・この流れ、・・続いてほしいと思いま
す。

返信  編集  削除

後帰り(GPS装着鳩＆昨年鳩)

hat  2018/03/28 (Wed) 19:07:54

みなさん、こんばんは。

今⽇は、待ちに待った後帰りが、ありました。

でも・・・、今春の300〜500kの後帰りではなく・・・少しがっか
りでした。

なんと昨秋の訓練鳩と、秋のRG(11/6放鳩)のGPS装着鳩でした。

特に、GPS装着鳩は、経験鳩で、絶対帰ると思い、GPSを付けていた
鳩さんでしたが・・・・、5gが負担になっていたのか、今⽇になって
しまったようです。

帰った鳩さんの状態は、とても・・良く・・・特にGPS装着鳩(写真
上)は、どこかでお世話になっていたのでは・・なんて思わされるほど・・・、元気でした。

訓練鳩(写真下)は、さすがに⿐コブが真っ⿊で、相当苦労していた様⼦がうかがわれます。

それと・・・、早速、GPSデ-タを開けてみましたが、きっちりデ-タが記録されていました。

分析後、載せたいと思いますので、⼜⾒てやってください。

返信  編集  削除

2017年11⽉6⽇400kRG巻GPS軌跡

hat  2018/03/28 (Wed) 22:36:13

全体のGPS軌跡を添付します。
まずは、全体の軌跡をご覧ください。
⼀⾒、上⼿く帰っているような軌跡ですが・・・、
猛禽によって何度か・・コ-スを外れているようで
す。

尚、この軌跡のポイントは、・・・
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 ① ⽇本海側から⻑野県への⼊り⽅
 ② ⻑野県から、濃尾平野への⼊り⽅
 ③ 猛禽の攻撃とその逃げ⽅(コース外れ)
 ④ どこで迷ったか?

 以上4点ですが・・・以下、そのポイントに沿って軌跡を次に⾒ていきます。

編集  削除

放鳩初期の状態

hat  2018/03/30 (Fri) 12:48:41

① ⽇本海側から⻑野県への⼊り⽅・・の前に、放
鳩直後の鳩の軌跡を⾒てみました。

放鳩後、逆⽅向6kmあたりまで⾏き、戻っています
ので、⽅向判定に約30分程かかっています。

その後、⼭際(物⾒⼭150mぐらいの際)を⾶翔、8号
線を横切り、その台地を8号線沿いに横切っていま
す。

ただ、横切る⼿前で、急に⽅向転換をしていますので、猛禽に遭遇したのかもしれません。

その間約500mの⾼度で、⾶翔しています。

横切った後、柏崎に向かって⾶翔・・ほぼ8号線に沿っています。

柏崎まで、放鳩地から、約45km・・・放鳩7時から1時間17分後の8時17分に通過しています。

その後・・海岸沿いを⾶翔、⾼⽥平野に向かいます。

編集  削除

① ⽇本海側から⻑野県への⼊り⽅

hat  2018/03/30 (Fri) 14:18:36

柏崎から海岸線を⾶翔・・・⾼⽥平野、上越市に⼊
ります。

⾼⽥平野を南下、妙⾼市を通過・・・この時、約a
m9時ですから、放鳩後2時間が経っていることにな
ります。

その後、上信越線に沿って、妙⾼⼭の東側を通り・・・どんどん南下してきます。

この時の分速は、1030〜1050m/minで⾼度は700m前後で⾶翔していました。

この区間では、猛禽の影響は⾒られません。
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尚、以前モ-リ-さんのデ－タでも、この妙⾼⼭の横を通って⽇本海側から⼊っていますので、信
濃川〜千曲川の侵⼊コ-スより、かなり確率が⾼いのかもしれません。

編集  削除

500kRG(五⼗川)の結果分析・・その①

hat  2018/03/26 (Mon) 14:04:48

みなさん、こんにちは。

とにかく、散々な⽬にあったレース・・500k、400kの結果を分析してみました。

その①・・・当舎のデ-タと、そのコメント
その②・・・全体のデ-タと、そのコメント
その③・・・考察と今後について

上記の様にまとめてみました。

まず、その①ですが・・・・(当舎デ-タ)

 400k 参加46⽻ 帰還25⽻ 帰還率54%(全体翌⽇含む42%)
 500k 参加23⽻ 帰還06⽻ 帰還率26%(全体翌⽇含む43%) 

因みに昨年は、・・・

 400k 参加57⽻ 帰還50⽻ 帰還率88%(全体64%)
 500k 参加49⽻ 帰還35⽻ 帰還率71%(全体47%) 

 (コメント)
 今年の400k、500kの帰還率は、とにかく全体としても悪いので、連盟として、共通の原因があると
思われる(後で分析)。

そんな中、当舎としては、500kの帰還率が全体と⽐べて、悪く、この当舎特有に結果について、原因
を突き⽌めなければならない。今のところ、当⽇の強い北⻄⾵で、当舎のレ-スでなかったこと以外
に、やはり・・・当舎の鳩さんのコンディションが落ちていたとしか⾔えません。

では、何故落ちていたのか・・? このことを解明することが、⼀番の重要なことと考え、以下、デー
タを分析していきます。

 尚、その他、400k、500kの調整段階で、特に気の付いたこと として・・・

  A) 300k〜400kの持ち寄りまで、短かった(⼀週間)ため
   300k後の舎外⽌め帰還を、何時もより⼀⽇短縮した。 
   (完全に疲れがとれていなかったかもしれない)

  B) 400〜500kの持ち寄りまでは、雌が⾮常に良い⾶びを
   していたにも関わらず、エサの⼀⽇の摂取量が、例年に
   ⽐べ、8〜10g少なかったし、⾷いの⽌まるのが早かった   。
   (300〜500kに⾄る調整で、芯に疲れを残したままだった
   かもしれない。)

 
 以上から、今回の帰還率の悪さは、300k〜500kに⾄る過程で起こっているような気がします。
 特に、その期間の中⼼に位置する400kレースに原因が、あると考えています。



 したがって、まずは、その②に、全体のデ-タを提⽰し、全体(連盟)として考えてみます。  

返信  編集  削除

500kRG(五⼗川)の結果分析・・その②

hat  2018/03/26 (Mon) 14:49:32

それでは、続いて,その②・・です。

先に、今回の帰還率の悪さは、400kレ-スに、その原因があると思われ、・・・連盟全体の400k
デ-タを次に⽰します。

     参加⽻数 当⽇帰還数  帰還率  300k〜400k
                      までの⽇数
2018年   1255⽻    376⽻   29.9%    8⽇
2017年   1308     845    64.6    12⽇
2016年   1404     695    49.5    14⽇
2015年   1921     682    35.5    22⽇
2014年   2282     936    41.0    33⽇

上記の様に、その①でも、少しお話したように・・・、当舎の500k帰還率を除けば、500kの落
ち込みは、過去のデ-タからも、誤差範囲とも⾔えますが・・・400kは、明らかに悪いデ-タで
す。 

その悪さの原因は、当⽇の帰還鳩の疲れ具合(⾮常に疲れていた)から、相当の逆⾵にさらされた
ことと、急によくなった天気の所為での猛禽類の猛攻撃が、あったとも予測されます
が・・・・・
上記のデ-タから、例年に⽐べ、300kからのレ-ス間隔が、短すぎたことも影響しているように思
えます。

当初、配布された⽇程表とは、違い、今回のレース間が、約半分に短縮されたことも⾒逃せませ
ん。
たぶん、200、300kが順調に進んだこと、全体のレ-ス⽇程が遅れ気味だったことが、このよう
に変更された理由なんでしょうね。

そんなこんなで、全体的にも、300kでの疲れも残っていたのかもしれません。

それでは、⼀番分析したい、当舎がなぜ500kの帰還率が落ちたか・・?について、考察を次の、
その③に記します。

編集  削除

500kRG(五⼗川)の結果分析・・その③

hat  2018/03/26 (Mon) 18:47:11

その③、考察と今後についてです。

その前に、当舎の重要なデ-タを付け加えます。

それは、後帰りです。例年、3⽉〜4⽉にかけて何⽻かの後帰りがあります。



昨年のデ-タを⾒てみますと・・・(300k〜500kに限れば・・)

300k 3/29帰り 41⽇ぶり
400k 3/17帰り 17⽇ぶり
500k 3/16帰り 04⽇ぶり
500k 3/20帰り 08⽇ぶり
500k 3/24帰り 12⽇ぶり
500k 3/30帰り 18⽇ぶり

の6⽻でしたが、今年は、500k放鳩後9⽇⽬になりますが、まったく300〜500kの後帰りがあり
ません。

この傾向が、当舎だけかについては、定かでありません。

でも・・・もし、そうであれば、当舎の鳩さんのコンデションが悪かったと⾔えるでしょ
う・・。

以上のデータとその①、その②のデ-タを加え、考察してみると、・・・

次のことが⾔えそうです。

全体的には、逆⾵、久しぶりの⽇本海側晴天による猛禽類の影響が、主因ですが、・・・・

その他、・・

300k〜400kまでの期間が、予想外にも短くなってしまい、
その結果、・・・休ませる⽇を除くと、調整期間は、2〜3⽇になってしまい・・・⼗分な準備が
できず、そのことが、低帰還率の⼀因となったかもしれないことも⾒過ごせません。

そのような状況下、当舎は、未だ鳩の状態を上げておらず、この短い調整期間に無理をしてしま
いました。

それは・・・

⼭向こうの鳩舎さんより、更に1⽇多くとらねばならない休養期間を、⼭向こうの鳩舎さんより1
⽇少なくとってしまいました。

このことによって、上げようとした鳩さんの状態は、むしろ、疲れを残したままで、コンデショ
ンは、落ちてしまったかもしれません。

そして・・・、そのしこりを残したまま、400kレ-ス、その後、500kの調整に⼊ったわけですか
ら・・・、結果は、おのずと知れたものです。

思い起こせば・・・・・

500k調整時、何時もの年に⽐べ、餌⾷い量の低下がみられ、運動量を増やしましたが・・・まっ
たく効果がなかったことも、鳩さんからの情報だったのでしょう。

鳩レ-スは、疲労抜きゲ-ムとよく⾔われますが、・・・・・
当舎の敗因は、疲労抜きに失敗したと思います。

その原因は、焦りで、鳩さんとのコミュニケ-ションをうまく取れなかったことでしょう・・。

やはり・・我慢して、管理をすべきであったと今更ながら思っています。

今後は、"疲労抜き"と"我慢"を、再度、肝に命じ、鳩さんとコミュニュケ－ションを取っていきた
いと思います。



今シ-ズンは、もうレ-スに参加するのが、やっとですが、来シ-ズンにこの教訓を⽣かしていきた
いと思います。 

編集  削除

500Kレース結果PDF

ururu  2018/03/25 (Sun) 06:46:08

500Kレース結果を更新しました。

http://www.hat-pop.com/resultofraces/resultofracespdf.html

返信  編集  削除

鳩談義

hat  2018/03/24 (Sat) 18:57:42

みなさん、こんばんは。

今⽇は、気の置けない鳩仲間と"500kRG反省⾷事会"をしました。

そこに、途中から珍客T⽒が、加わり・・・、鳩談義が、熱を帯びてきました。

⾊々のお話の中・・・・・、

猫背の鳩さんのお話がありました。

T⽒⽈く・・・・まず種鳩は、呼吸器の良いことが、第⼀条件で(T⽒は実に素早くその判断ができ、県
内NO1だそうです。)

・・・、その上で、⾊々の銘鳩としての特徴が⼤切とのことです。

その特徴の⼀つ・・・猫背の鳩は、⻑距離に強いそうで、昔の鳩さんには、結構いたそうですが、・・

今は、なかなかいないいとか・・・?

そんな話を聞くにつれ・・、当舎の鳩群の中に・・・そんな特徴らしき姿形を持った鳩が・・いたので
は・・・なんて錯覚に陥っていました。

未熟な私は、なんと・・不格好な鳩と・・⽇ごろから感じていて・・、余り筋として期待していません
でした。

でも・・・、この鳩たちは、総合優勝の親⼦掛けでできた雄鳩に⾒られていますから、優秀な因⼦を持
っているかもしれません。

実際・・・T⽒の⾔う"猫背"と⾔う姿かたちを明確には、分かりませんので、当舎の鳩さんが、それに
該当するかは、・・???ですが・・・、⾯⽩い話でした。

https://web.archive.org/web/20180330095202/http://www.hat-pop.com/resultofraces/resultofracespdf.html


鳩舎に帰り、その鳩さん達を・・・、観察しましたが・・・、そうでもないなぁ〜・・なんて、ガック
リしています。

みなさんの中にも・・・、そのような猫背の鳩の話をご存知の⽅が、いらっしゃいましたら・・ぜひ情
報をお願いします。

さてさて、明⽇から・・地区Nに向けて調整に精を出したいと思いますが、・・・駒不⾜で、舎外にな
るかどうか・・?不安ばかりが、先⽴ちます。

でも・・できる範囲で、次の地区Nを楽しみたいと思います。

返信  編集  削除

700k天気⾒は、4⽉4⽇〜

hat  2018/03/23 (Fri) 22:10:06

みなさん、こんばんは。

地区Nの天気⾒が４⽉４⽇〜始まります。

今回は、東海さんに便乗させてもらうようです。

低帰還率続きですから・・仕⽅なしですね。

返信  編集  削除

ダブルパンチ

hat  2018/03/20 (Tue) 19:43:20

みなさん、こんばんは。

今⽇の⼋郷国際レースは、当舎の鳩さんにとって難しかったみたいです。

全体で104/333の31%当⽇帰還、当舎は、未帰還です。

先⽇のRGレ-スでパンチを⾷って、⼋郷でもパンチで・・・ダブルパンチです。

もう・・ノックアウトしそうです。

でも・・・、当舎以外の、三重の鳩さんは、・・なんと⼀緒に帰還・・64位のシビルさん、65位のIさ
ん、でした。

お⼆⼈ともおめでとうございました。

400kに続きお⼟産ももらって、本当に良かったですね。

それにそれに・・hamanakoさんが、やってくれました。
なんと、10位です。



おめでとうございました。

明⽇は、⼋郷は、もう⾬・・(雪・?)で、絶望的です。
朝⼀に望みが少しありそうですが・・・、難しそう。

めげづに・・来年の委託鳩づくりに励みます。

返信  編集  削除

Re: ダブルパンチ

hamanako  2018/03/20 (Tue) 20:50:41

hatさん皆さんこんばんは

hatさんありがとうございます

次も頑張って貰います。

明⽇は10時までは曇り予報ですから

⾬に成る前に帰還して貰いたいですね、

編集  削除

Re: ダブルパンチ

hat  2018/03/20 (Tue) 22:21:59

hamanakoさん、こんばんは。

ホント良かったですね。
次も、そしてその次も頑張ってください。

10時までに帰るといいんですが・・・、なるようにしかなりませんね。

もう寝ます。
明⽇の良い夢を期待して・・お休みなさ〜い。

編集  削除

Re: ダブルパンチ

Iです。  E-mail  2018/03/21 (Wed) 07:59:27

おはようございます。
⼋郷は朝から帰還鳩がありますので、きっとhatさん委託鳩も
帰還すると信じております。また、連盟レースはこれからがhatさんの得意とする距離ですので頑
張って下さい。
hamanakoさん、10位⼊賞おめでとうございます。私など、⼋郷国際への委託は初めてですの

https://web.archive.org/web/20180330095202/mailto:i-mituru@intsurf.ne.jp


で、この後どの様になるか解りませんが
1レース毎、頑張って欲しいものです。

編集  削除

Re: ダブルパンチ

hamanako  2018/03/21 (Wed) 08:21:44

hatさん 皆さん おはようございます

⼋郷国際翌⽇は⾼曇りで午前中の帰還は有りそうですね。

1⽻でも多く帰還して貰いたいですね。

I さん ありがとうございます

次から海越えレースですから厳しいレースに毎年成ります、

のんびり帰還して貰い最終東⽇本CHで頑張って貰いたいですね

次の700kmが⼀番厳しいです。

編集  削除

Re: ダブルパンチ

hat  2018/03/21 (Wed) 15:25:08

Iさん、hamanakoさん、こんにちは。

午前中、何度かスマホを開いていましたが・・・残念でした。

これからは、皆さんの応援団に回ります。

みなさん、これからも頑張ってくださ〜い!!!

編集  削除

⼋郷国際500K放鳩

hat  2018/03/20 (Tue) 08:56:36

皆さん、おはようございます。
⼋郷国際は、7時放鳩です。
⼀⽇楽しみたいと思います。
鳩さんたち頑張れ︕

返信  編集  削除



500kRG(五⼗川)総合結果(暫定)

hat  2018/03/19 (Mon) 19:53:58

みなさん、こんばんは。

最近、花粉症で・・・、眼はしょぼしょぼ、顔はむくれ気味、・・・薬も飲んでいますが、⾟い毎⽇が
続きます。

毎年のこととはいえ・・・、ホント⾟いです。

そして・・レ-ス成績も情けなく、ダブルでつらい毎⽇です。
でも・・popさんと励まし合いながら楽しく鳩ライフを過ごしています。

さてさて・・・もう、総合結果が発表されました。
ホント早いですね。

関係者の⽅々、お疲れ様です。

結果を⾒ると・・・

当⽇の北⻄⾵のため・・海岸よりのレ-ス展開だったようです。
その中で、今回も絶好調の第⼀連合会の⼭側鳩舎さんが、またまた活躍されています。

全く、あっぱれの結果ですね。

それと、もう⼀つの"あっぱれ"が、あります。

わが連合会のNさんの総合優勝鳩ですが・・・、
200kでも総合優勝、300、400でも上位キ-プ、・・・それに、今回は、マ-ク鳩にされていました。

北野さんのHPでも書かれていましたが・・・マ-クをして、総合優勝ですから、飼育者冥利に尽きる出
来事だと思います。

そんな話に反して、当舎の成績は、とても情けないです。

序列が、総合62、63位と悪いのは、当⽇の⾵から仕⽅がないことですが・・・、とにかく、帰還率が
悪い!!

連盟全体で、43%・・当舎は26%ですから話になりません。
以前から、帰還の悪いレ-スの時は、⼭向こうの鳩舎さんより1割5分から2割ほどは、悪い傾向にあっ
たものの・・最近は、少し改善していたのに・・逆戻りです。

この原因は、⼤体わかってきました。
⼜明⽇以降書き込みたいと思います。

後、総合成績表は、ururuさんが、準備中ですので、処理後添付します。

http://www.hat-pop.com/resultofraces/pdffiles/500K20180317.pdf
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https://web.archive.org/web/20180330095202/http://www.hat-pop.com/resultofraces/pdffiles/500K20180317.pdf


⼋郷、国際親善500kレ-ス持ち寄り

hat  2018/03/19 (Mon) 19:23:53

みなさん、こんばんは。

昨⽇持ち寄り、明⽇20⽇放鳩予定です。

国際鳩舎まで、良い天気でレ-スができるといいのですが・・・少し?ですね。

でも、皆同じ条件ですので、とにかく頑張ってほしいと思います。

さて、今回の持ち寄りは、333のぞろ⽬です。

当初の登録⽻数が、4872⽻でしたから・・・、随分減って、当舎は1⽻の参加ですが、参加できるだ
けでも、満⾜です。

三重の鳩さんも減りに減って、もう3⽻しかいません。
同じ連合会のシビルさん、第⼀のIさん、それに当舎です。

みなさんの鳩共々、今回も無事に帰還して、次につながれば、いいんですが・・・、

明⽇は、楽しみたいと思います。

返信  編集  削除
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