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700k当⽇帰還

hat  2018/04/10 (Tue) 19:03:30

みなさん、こんばんは。

今年は、とにかく⼤変です。

何とか当⽇2⽻帰りましたが・・・、遅いし、 ホントやきもちした1⽇・・⼣刻でした。

返信  編集  削除
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700k地区N放鳩

hat  2018/04/10 (Tue) 07:04:08

みなさん、おはようございます。

700kNの放鳩は、5時50分です。

今⽇は、良い天気、・・・どんなことになるのでしょう。

楽しみな⼀⽇が始まります。

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。

https://web.archive.org/web/20180410233416/http://bbs1.fc2.com//bbs/img/_741400/741359/full/741359_1522231674.jpg


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、・・・

 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
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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。

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

⻑野盆地と松本盆地の間⾶翔

hat  2018/04/09 (Mon) 19:41:10

⾊々あって・・今になってしまいました。

妙⾼の横を南下して・・鳩さんは、⻑野盆地と松本盆地の間・・・1000m前後の⾼地を1150〜1
250m/minで⾶翔しています。

この間、猛禽の攻撃は、なかったようです。

10時15分頃、松本盆地に⼊ります。

放鳩後、3時間15分経っています。

編集  削除

松本盆地から最終デ-タまで

hat  2018/04/09 (Mon) 20:02:19

続いて・・⾶翔軌跡を追っていきます。

松本盆地に⼊って、⻄側の⼭すそを⾶翔、約800m
の⾼さで1100mぐらいで⾶んでいます。

そして・・・塩尻の⻄の⼭すそから、乗鞍岳と御岳
の間(野⻨峠)
を⽬指して⽅向を変えて⾶翔し始めた時、猛禽に⼊
られたようです。

その時AM11時頃・・・・それから猛禽に追われ、1時間半ぐらい⾼度1500mぐらいの⾼地で⽌
まっています。

その後、1700mぐらいの⾼度を1300〜1700m/minの分速で伊那盆地に逃げているようです。

その時PM1時過ぎで・・・後、伊那盆地の運送会社と思われる屋根に⽌まったようです。

そこで⼀度⾶んだようですが・・・⼜戻って4時半過ぎまでデ-タは、確認できますが・・・その
後電池切れの様で後は、分かりません。

これからは、推測ですが・・・どこかにお邪魔したか・・?
翼朝、静岡⽅⾯に⾏ってしまったか・・?

https://web.archive.org/web/20180410233416/http://bbs1.fc2.com//bbs/img/_741400/741359/full/741359_1523270471.jpg
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謎です。

でも・・・今年の寒い冬を耐えて、よく帰ってきました。

編集  削除

今⽇の天気⾒は、流れました。

hat  2018/04/07 (Sat) 18:44:11

みなさん、こんばんは。

今⽇の700kN(能代)天気⾒は、流れ、⼜明⽇も天気⾒です。

8⽇持ち寄り、10⽇放鳩・・ワンチャンスであるかもしれませんので・・・、それなりの準備は、しま
したが・・・さてさて、どうなるでしょう・・?

返信  編集  削除

Re: 今⽇の天気⾒は、流れました。

天翔  Site  2018/04/08 (Sun) 10:28:19

hatさん みなさん おはようございます

ご無沙汰しております みなさん頑張っておられるようでなによりです
こちらも新湊Ｎ７００ｋは天気⾒で延期になっております

今季も我家は全くいいところなしの状態です
Rg500kで９位総合１３位 他３⽻３０位以内に⼊賞はしましたが
それ以外は⼊賞圏内から⼤きく離れて番外だらけです
地区Ｎ７００ｋにかけているのですが・・・・・

編集  削除

今⽇は、700ki持ち寄りです。

hat  2018/04/08 (Sun) 12:17:03

天翔さん、こんにちは。

こちらも、この春、良いところなしで・・・、しかも鳩もずいぶん少なくなって・・・がっくり
しています。

こちらの700k地区Nは、本⽇持ち寄りになりました。

オリンピック精神で、持ち寄りに⾏ってきます。

https://web.archive.org/web/20180410233416/http://www.fo.askanet.ne.jp/hato/hatoindex.html


鳩は減っても、鳩レ-ス楽しいですね。

お互い楽しみましょう・・!!!

編集  削除

⼋郷国際オリエンタルカップ当⽇帰還

hat  2018/04/05 (Thu) 19:47:35

みなさん、こんばんは。

今⽇は、国際の700kレ-スでした。

優勝は、北多摩の佐藤さん、1252.369m/minでした・
おめでとうございます。

当⽇帰還は、17⽻/128の13%の帰還率・・・やはり厳しい結果です。

その中で・・・ななななんと、わが連合会のシビルさんの鳩さんが、13位のあっぱれな成績で帰って
います。

この鳩、シビルさんの⾶び筋で、三重の⾎統も⼊っての結果ですから・・・、三重の鳩も⼋郷で⼗分通
⽤することを証明してくれたことになります。

本当に良かったです。
おめでとうございました。

それと・・・、⼜hamanakoさんがやってくれました。
16番⽬の当⽇帰還です。

この鳩・・500kで10位でしたから・・・アベレ-ジ賞が楽しみになってきましたね。

この鳩も凄い!!!  
hamanakoさん、おめでとうございました。

それと、Iさんの鳩、明⽇の帰還を楽しみにしています。
Iさん、頑張れ・・!!!

返信  編集  削除

Re: ⼋郷国際オリエンタルカップ当⽇帰還

hamanako  2018/04/05 (Thu) 20:40:04

hat さん 皆さんこんばんは。

仕事中で確認出来ませんでした

19時終了したら着信 メールが沢⼭有り帰還したと思いました

予想より1時間遅れましたが



頑張ってくれました。

⽬標の900CHで全⼒投球ですね

ありがとうございました。

編集  削除

Re: ⼋郷国際オリエンタルカップ当⽇帰還

Iです。  E-mail  2018/04/05 (Thu) 21:04:25

hatさん 皆さんこんばんは。
今⽇は帰還しませんでしたが、何とか帰ってくれると思います。

編集  削除

Re: ⼋郷国際オリエンタルカップ当⽇帰還

hat  2018/04/05 (Thu) 23:03:14

hamanakoさん、Iさん、こんばんは。

hamanakoさん、本当に良かったですね。
900kも期待しています。

Iさん、明朝に帰るような気がします。
聞くところによると、⾎統もとても良い鳩だそうですので・・・、きっと頑張ってくれるでしょ
う・・。
応援しています。

編集  削除

⼋郷国際オリエンタルカップ

hat  2018/04/01 (Sun) 20:36:20

みなさん、こんばんは。

⼋郷700km、持ち寄りましたね。

ひょっとして、後帰りしてないかなぁ〜・・?
未練がましく、⾒てみましたが・・・、そんなに⽢くありません。

三重では、シビルさんとIさんの2⽻です。

4⽉4⽇放鳩予定ですから・・⽬⼀杯応援したいと思います。

返信  編集  削除

https://web.archive.org/web/20180410233416/mailto:i-mituru@intsurf.ne.jp


Re: ⼋郷国際オリエンタルカップ

Iです。  E-mail  2018/04/03 (Tue) 08:43:41

hatさん、皆さんおはようございます。
⼋郷７００Kレース、４⽇放鳩の確率は低いと思いますが、どのように成るか解りません。(５⽇
放鳩希望ですが︖）
何とか帰還して欲しいですが、そんなに⽢くないと思います。
応援の程、よろしくお願い致します。
hatさんも地区Nレース頑張ってくださいね。

編集  削除

Re: ⼋郷国際オリエンタルカップ

⻤剣舞  2018/04/03 (Tue) 14:21:39

こんにちは。地区N⽇曜⽇の9時に持ち寄り完了しました。なんかこの春は帰還が異常な程悪いで
すねー!!何にかの原因あるのか??? 悪いと⾔っても帰ってる鳩もいる訳ですから⾔葉もでません
ww N700KGP700Kは4⽇予定ですが天候悪いようですねww Iさんの⾔うように5⽇の放鳩か
もしれませんね??? 昨⽇、東坂東地区のN700Kは当⽇ゼロとの情報ww今⽇何⽻上がるのでしょ
うか??? 厳しい展開のようです。今回700K参加のため、⼩まめに訓練を打ちましたが猛禽の餌
に1⽻wwそして副翼抜けて帰還鳩1⽻・・・良い事なしですww 今回浜名湖さんの委託鳩調⼦上
向きのようです〜期待してますよ!!両親はhatさんのところに⾏ってるとの事 この鳩は⼩ぶりの
♀で濁り灰、機敏な動きをする鳩さんです。事故でも無い限り期待は⼗分です
 ⺟親の⾎統で今回N700K総合優勝と総合3位との事ですから適正な距離と思ってます。頑張っ
てもらいます(笑)

編集  削除

Re: ⼋郷国際オリエンタルカップ

hat  2018/04/03 (Tue) 19:14:00

Iさん、こんばんは。

700k帰るといいですね。

当舎も、昨年は700k挑戦できたのですが・・・、ドボ-ンでした。

なかなか難しいですが・・・、とにかく頑張って、帰ってくれるといいですね。

こちらも精⼀杯、応援しています。

頑張れ〜・・!!!

編集  削除

Re: ⼋郷国際オリエンタルカップ

https://web.archive.org/web/20180410233416/mailto:i-mituru@intsurf.ne.jp


hat  2018/04/03 (Tue) 19:27:57

⻤剣舞さん、こんばんは。

ホント、なぜか今年は、帰還が悪いです。

こちらは、地区Nの天気⾒が明⽇からですが・・・、たぶん延びるでしょう・・。

もう今年は、鳩がいてませんから、オリンピック精神での参加です。

ところで・・・

>両親はhatさんのところに⾏ってるとの事・・・

確かに、こちらに来てますが・・・、なぜか卵産みません。
⼀度仕切り直して・・・ ミス浜名湖だけ、投薬しなおし、
別の雄と再配合しましたが・・・、変化なしです。

投薬前も後も・・体は、良くて・・・、ただ・・ファイトしません。

まだ・・若いのに・・
それに・・・昨年の⼦供たちは、⻤剣舞さん始め、三重でも頑張っているようだし・・・残念で
す。

今⽇も・・ペア替えをし直して、試しています。

賢い♀みたいなので・・・何とか、頑張ってくれるように、こちらも頑張っています。

地区Nの吉報、待っています。

編集  削除

地区N(能代)は、何時かなぁ〜?

hat  2018/04/02 (Mon) 20:14:16

みなさん、こんばんは。

良い天気続きで・・・、畑の⽔やりが⼤変です。

でも・・この天気・・もう少したてば、グズグズ天気になるような・・?

地区Nの天気⾒が、4⽇からですが・・・、早ければ、ワンチャンスの7⽇持ち寄りも頭の⽚隅に置いて
おかなければ、ならないような・・・そんな気がします。

東海の3連盟が、・・・7⽇持ち寄りなんてこともあるかもしれません。

但し…その後は、まだまだ⾒通せませんので・・・もうしばらく様⼦を⾒てからでないと、アクセルは
踏めません。

なんて・・・ことを⾔っていますが・・当舎は、オリンピック精神でのレ-ス・・・、

でも、⼀⽻でも⼆⽻でも帰ってほしい気持ちは、⽻数に関係ありませんから、⼀⽣懸命です。



返信  編集  削除

意外な鳩が帰りました。

hat  2018/04/01 (Sun) 13:31:27

みなさん、こんにちは。

昨年の70k訓練の後帰りが、本⽇ありました。
7か⽉ぶりです。

まだまだ・・・、後帰りの流れは続きます。

本命の、昨年のGNとCH帰りの2⽻が、早く帰ってほし〜
い!!!!

返信  編集  削除

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。

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

500kRG(五⼗川)の結果分析・・その①

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

https://web.archive.org/web/20180410233416/http://bbs1.fc2.com//bbs/img/_741400/741359/full/741359_1522557087.jpg
https://web.archive.org/web/20180410233416/http://bbs1.fc2.com//bbs/img/_741400/741359/full/741359_1522387885.jpg


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。  
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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。
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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

次へ



 


