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JARL
CONTEST REVIEW
6m AND DOWN Contest

2-3, July 2005

年 月 日から 日にかけて開催された第 回 コンテストの2005 7 2 3 35 6m AND DOWN
をお送りします。CONTEST REVIEW

この は、サマリーシートのコメント欄に記載された皆さんか"JARL CONTEST REVIEW"
らの意見を掲載したものです。

（コンテスト審査分科会）

-------------------------------------------------------------------------------

●電話部門シングルオペオールバンド

：アマチュア無線活性化の一端JN3DQK/3
として に参加しています。普段のContest
運用も、もっと活発にせねばと思ってい

ます。

：今回は常置場所からの参加でJO7HNT
した。

：夜中も頑張って を出そう7K4TBB/1 CQ
と考えておりましたが、朝 時過ぎまで5
寝込んでしまい今一得点が伸びなかった

のが残念です。

：今年は天気がイマイチだったJQ3BUX
ので移動運用をあきらめ自宅から参加し

ました ・・・電波が飛ばん（泣 。やっ。 ）

ぱり移動運用がいいなあ！

：天候がいまいちでしたが、意7N4BGU
外に参加局が多かったように思います。

：このコンテストに参加するとJP2GJS/2
もう夏だなと季節を実感します。

「 」 、JR2OJK L：空中線電力 が少ないこと

資格の「 」が必要か。QRO
7N3AKG 100QSO：やっと終わった。また

を超した。いつものことだが、 カーQSL
ドの警告文にはいつも苦労する。ありき

たりの警告を書くと、マンネリになって

しまうので、タバコの警告文などを参考

にしながら、より実効性のある警告文に

したいと思う。

：移動で運用しましたが、天候JN1AEQ/1
が不安定で雷が怖かったです。 スポがE
弱いながらも出たのとグランドウエーブ

が伸びたので楽しめました。

：少ししかオペレーション出来まJI1QEO
せんでしたが、楽しかったです。

：街灯も何もない真っ暗闇の山JO1HOS/1
中で室内灯をつけて窓を開けておいたと

ころありの大群が飛び込んできてその対

応で大分体力と時間を消耗してしまいま

した。夏の夜の移動運用には虫対策の必

要性を痛感しました。
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：空いた時間にのんびりできて去JJ5BYQ
年より多くの人とつながったから良かっ

た。

：山に移動してのコンテスト参JF7KMP/7
加は、学生時代以来 年ぶりでした。久20
しぶりにまた「はまり」そうです。

：小雨のためもありホームからのJR2NRP
でした。ON AIR
： にて が したのJO7CMK 50MHz Es Open

で でした。FB
：今回も時間が余り取れなかっ7M1ELX

たので残念、更に次回チャレンジ。

：いつもと同じくホーム固定かJH2POY
らなかなか飛びません。

： 局できず残念です。JK1USO 200
：今回は、 で、 での交JF2FKJ 50MHz Es

信が無く局数が増えませんでした。

、 。JL4GRQ：当日 大雨のため移動できず

残念・・・。

：今回も参加できました。しかJF1FHM/1
し、時間があまりありませんでした。お

世話様です。来年はシルバーで参加致し

ます。

：天候悪く、自宅より参加しましJJ4MEA
た。

：最近のコンテストの日曜日は急JA1DTS
な仕事のためにフルタイム参加できませ

ん。学生時代が懐かしいです。リタイヤ

しないと無理かも？

：今回も仕事の終わりや初め、JE1CMO/1
昼休み でした。ON THE AIR

：梅雨時期のコンテストで天気7N4LDG/1
FBが心配でしたが 曇り空で過ごし易く、 、

な移動運用が出来ました。

7K3HAJ GP：皆さんお世話になりました。

( )で、 エリア、 エリアの局と交50MHz 4 6
信ができました。

：ちょっと参加程度でした。7K4MSS
： 日の 時までの運用で、高JA1WWH 3 11

校のクラス会への出席、途中までの運用

で消化不良です。

：標高 ほどの小高いとこJE0KBP/0 500m
ろに移動して運用しました。夜空の星が

とてもきれいで見とれていたらあまり局

数 が伸びませんでした。

：私の設備では、飛ばない。聞JE3LGJ/3
こえない。少し寂しい。

： 日間とも、梅雨前線の影響JF3OQA/3 2
による悪天候の中の移動運用でした。本

144-1200 GP 50MHz HB9CV来、 用 と 用

アンテナを設置し使う予定でしたが、天

候悪化で急遽撤収、また落雷の危険性も

あったため、設置は断念しモービルホイ

ップの運用となりました。設備の割には

局数を伸ばせたように思います。

：育児中のため自宅からのんびJG5UXT/1
り参加しました バックノイズ( 歳の娘)。 3
が大きくて相手局にご迷惑をお掛けした

かもしれません。次回は電信部門へのエ

!?ントリーを検討すべき

： が朝から開けて楽しいJH6WKF 50MHz
ひと時でした。

：雲の上は星がきれい！でも、JI1EUI/2
寒かった！

：次回もがんばりたいと思いまJK2EXU
す。

：事務局の皆様には集計ご苦労さJO1GJB
まです。今年も参加させていただきまし

た。コンテスト参加局が減少している昨

今、誰もが参加したくなるような施策が

必要かもしれません。そんな中で、ログ

提出をメールで出来るのはとても でFB
す。

：毎年恒例で楽しんでいます。JR2FWN/2
今回は雨天なので近場移動で参加しまし

3 4た 期待していたＥスポもなく また ･。 、

･ エリアの参加局が少なく残念でした。5
帰宅してニュースを見てびっくり。西日

本は集中豪雨で大きな被害が出て無線ど

ころではなかったでしょう。東海地方で
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はとりあえず楽しめたので幸いでした。

： サービスも兼ねて移動しJR3RIY/3 JCC
ました。運用地に着くまで雨風で今日は

止めて帰ろうかと迷いましたが山の上は

そうでもなく何とか運用ができました。

今年の場所はロケーションがあまり良く

あませんでしたので局数は伸びませんで

した。

： が今一開けなくて残念でしJS1MBH 50
た。

●電話部門シングルオペニューカマー

：初めて コンテJQ2PRX 6m AND DOWN
ストに参加しました。

：天候が悪かったので残念でしJO3FIO/3
た。

：今回も土曜日の夜のみ参加、7N4UWM
日曜日は仕事で参加出来ません。始まる

時間が 位だとありがたいですね。19:00
：初めてのコンテンストで楽しみJA1LSX

ました。

：あまり良い結果ではなかったのJA1PKB
で次回に期待してます

：初めて参加しました。次回はJE1DHV/1
もっとがんばりたいと思います。

：雨のため、移動運用者が少なJN4TYW
い気がしました。午前中 が開けたの6m
、 。 、で 局数を稼ぐことができました また

コンテストに参加したいです。

：父・兄・弟と参加しました。JQ2HYB
（もちろん別々です ） 週末に行事が入。

っていたので、参加証をいただくための

参加です。

、JQ2HYC：子供会のスポーツ大会があり
あまりできませんでした。

●電話部門マルチオペオールバンド

：今年は最低のコンディションでJA6QPB
した。メーンの周波数で無変調の電波が

あり、約１時間位変調なしで出ていた。

今後はお互いに注意したいです。電波を

出す前にヒヤリングをすることを守るよ

うに！！

：天候不良により、南の地方とJA7YFB/7
の通信がいまいち良い結果を出せなかっ

たことが悔やまれます。しかし、全体的

な結果は昨年よりも良いものとなりまし

た。

：都合で短時間しか出られなかっJF3EPU
たのとアンテナの整備不良で交信数は少

なかった。

：梅雨時の曇り空、暑くない状JM1ZJI/1
態でラッキーだったが、最後は雨に。

：コンテスト直前とコンテストJO7FGZ/7
中にリグが故障してしまい、対応に時間

を取られてしまいました。

●電信部門シングルオペオールバンド

：各バンドの空中線電力の表記JA7DJO
不明です （各バンドでの空中線電力の表。

記ちがって良いのか？）

：久々のマルチバンド運用でしJF1CQH
た。高いバンドに片足を突っ込んでいた

ので局数、マルチも伸びませんでした。

でも大勢の局に呼ばれて楽しかったです

よ。

：コンディションが悪く、マルチJA1SIM
は稼げませんでした。

： が一瞬だけ開けて熊本と交7N2SPK 6m
信できたのが楽しかったです。 もう少し

長く が出たらよかったのですがEs
：日曜日はゴルフのため土曜のJA1FPV

夜、２時間ほどの参加でした。 スポにE
遭遇できず残念でした。

：お世話になります。今回はJA1FWY
。50MHz&144MHz CWの で参加しました

バンドで東京の多くの局長さんと50MHz
が出来ました。これまでは静QSO&QSL

岡、茨城、栃木、千葉等の局長さんが多

かったのですが、また、 の局長さんQRP
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の信号が大変強く入管していたように感

じました。多くの局長さんとコンタクト

が出来楽しむことが出来ました。有難う

ございました。今後共よろしくお願い致

します。

： 開催日を一週間違えた！！JA1IVL
参加局は少ない感じでしたが普JA1XEM:

段あまり出る機会がないバンドなので 結

構楽しめました。

： のコンディションが今一JA3RSJ 50MHz
でしたが短時間参加させて貰いました。

QSO,TKS各局

：久々の でした。楽しみJA4XHF/3 QRV
ました。

：今回は、久しぶりの移動でしJA7KJR/7
た。 は、まずまずでしたが、 あまCDX
り できず、残念でした。QSO

：久しぶりの コンテスト参JE6CAJ VHF
加で楽しめました。自局の設備の貧弱さ

hiがますます気になりました

： 部門初体験でした。JF1NHD/1 CA
：集計審査ご苦労様です。今年はJF2FIU

移動できずに固定から空いた時間だけ

しただけになりました。来年こそはQRV
移動してみたいと思います。

：日曜出勤と大雨警報出たので移JH4JUK
動出来ずホームからの参加でした。交信

数少ないですが提出します。

：集中豪雨で 時間残して運用JH4OUH/4 4
。 。を断念しました が運用できず430MHz

：開始前に開けていた北方向がサJJ1JJD/1
ッパリで、 のマルチが期待したほど取6m
れませんでしたが、目標の得点を達成で

き満足です。夜中は星空の下、遠雷の稲

妻を眺めつつ、楽しく運用できました。

次回もがんばりたいと思います。

：今年の コンテストは、JJ6TWQ VUHF
空梅雨模様でしたので、晴天を期待して

移動運用の準備をしていましたが、前日

より大雨となり、ひさしぶりに自宅から

参加しました。

： の スポ をうまくJK1XDB 50MHz E open
捉えることができず、 エリアのマルチ8
が拾えませんでした。局数は昨年並みで

したが のマルチ減によりスコアも50MHz
大幅減になりました。

： 帯でもコンテストJK2XXK/2 1200MHz
周波数帯を設定していただけると、特に

CW SSB FBや へ出る時の目安となるので

かと思います。ぜひご検討下さいませ。

。 、JK3HLP/3：集計お疲れさまです 今回は

コンテスト自体は楽しかったのですが、

撤収時の雨に参りました。

：各局交信ありがとうございまJN3ANO
した。

：標高 超えると、出力がJR3UIC/3 1,000m
でも でも、ほとんど変わりがな5W 26W

い。

：来年も出たいと思いますJR8ONS
： は関東エリア以外ではJR9DPV/1 2.4Ghz

ほとんどアクティブがないので都府県支

庁マルチで良いと思う。 以上に1200MHZ
ついてもコンテスト推奨周波数を設定し

て下さい。

： のコンディションが悪くマJS1PWV 6m
ルチを延ばすことが難しかったです。

の方が局数が多かったのは初め144MHz
てでした。

●電信部門シングルオペ50MHzバンド

： 日の午前中に が発生してJA5ATN 3 Es
電信バンドは 並の でコンテ7MHz QRM
ストらしく楽しめた。

：開始直後はローカル局のみでJA6DNV
したが、 日の 時頃気がついたら が3 9 Es
出ていました。わずか 時間で消えまし1
たが、何とか 局かせげました。22

：地元の仲間に集合を掛けらJK2BAP/2
れ、恒例になった移動バーベキューしま

した。但し、真剣勝負する気のあるのは
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私だけ。他の人は 集めが本音のAJA/JCA
ようで、私と同調がズレてちょっと困っ

たことも・・・。欲を言えば、一人で参

加した方が勝負に専念できます。

：バンド状態が悪く苦労した。JA6VU
：コンディションが悪く意欲喪JA8AHA

失。運用時間も短いものとなりました。

：今年は で参加しまJA1AAT 50MHzCW
した。次回来年も楽しみにしてます。

： 帯が開けて良かった。固JF0OAJ 50MHz
定からだと ・ が全くと言っていいV UHF
ほど なので（笑 ・・・でも で参BF CW）

加したので少ししかできなくて残念！！

：雨模様でさっぱり。JP3DVP/3
：午後 時、体を横になったらJA5SQH 8

最後。寝過ごしてしまい、時計をみると

零時半！えらいこっちゃー。あきらめよ

うかと思ってた朝に、 がおもしろいよEs
うに開いて楽しかったです。

、 、JE3PKU QRP：アンテナが低く 出力も

やっと 局です。おまけにヘボ電信では3
ダメです。

：活気のあった でしたが、参JO7GEV 6m
加狙いですから、 局で終わりました。2

：開始から 時間のブランクが大JH7CJM 1
きかったのか・・・と反省しています。

、もう少しオープンすると思ったのですが

。 。さっぱりでした 来年に期待しましょう

：次回もがんばりたいと思いま7N3BGR
す。

：あまり時間が取れず残念でし7N4QAZ
た。

：本年も強力な の発生を期待JA0GSG Es
、 。していたが 弱々しい であったCONDX

来年に期待する。

：時間がとれなくて 分だけのJA1ECG 30
参加でした。

：昨年に続き今年も参加しましJA1GAC
た。入賞は無理だと思いますが、コンテ

ストを楽しみました。

：チャチな でもとても感良好JA1HIY GP
に交信出来ました、感謝致します。

：電信のみの参加でしたが、楽しJA1IEU
く運用できました。

：次回もがんばりたいと思いまJA1JON/1
す。

：短時間の参加でしたが、結構楽JA1LPV
しめて良かったです。

：集計ご苦労様です。JA2QVP
：集計ご苦労様です。コンディシJA3VUI

ョンは良かったのですが、あいにくの雨

50MHzで移動局が少ないように思います。

は夏の季節が一番スリリングです。

：雷のノイズと強雨のためグランJA5FFJ
ドウェーブはほとんど使えなかった

：参加局が減ったような気がしJA5MAJ
ました。

：楽しく参加させて頂きました。JA6JMJ
： は午前中で終わり、午後JA7AEM/7 Es

は による弱い信号のみとなりましGW
た。やはり では厳しい。Whip

： は発生していたが、もっとJA7GBS Es
長時間、恵みがほしかった。 局数が伸び

ず、残念！！！

JA7MJ Esp：当地では空電が多く、また

も小規模でしたので 数はこんなものQSO
でしょうね。めったに会えない三人の友

人と できたのが収穫？でした。QSO
：来年も参加します。JA7OMJ/1
：今回は を使って参加、JA9BSL/9 Zlog

充分に使いこなせていないが快適に運用

できました。ノートパソコンの外付けキ

ーボードに自作のマニピレーターを取り

付けたのと、車のダッシュボードに専用

のテーブルを設置したので、姿勢良く運

用でき疲れも半減でした。でもその分緊

、張感に欠けたのか得点の伸びは今ひとつ

UP次のコンテストもまた工夫して得点

を考えます。

：コンディションはいまひとつJE6MIS/6
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と感じました。

：コンデションがいまいちでしJG1UKW
たが、 エリヤと で出来ました。6 QRP

：家の用事があり、一日目夜のJG3VEI/1
みの運用でした。

：自動車／ で の山JH1MTR/4 Whip 320m
にお手軽移動でした。

： の エリアが寂しいオJH1RNI/1 50MHz 8
1ープンでした しかしマルチが去年より。

つ少ないだけで済んだのは幸いでしたが

結果 は？？。また来年も頑張ります。

：集計ご苦労さまです。JH6AJT/6
：集計御苦労様です、始めてこJH6KDY

、 、のバンドに出ましたので 要領が解らず

余り良く出来ませんでした、又参加して

みます宜しくお願いします。

：のんびりやりました。JJ1UDO
： は 年連続で大オープンしJK8PJN 6m 2

ましたが今年は今ひとつ、箱根の山を越

せませんでした。それでも エリア各局7
からコール頂き、マルチは伸びました。

：今回も山に担ぎ上げての参加JL2HIW/2
でした。 スポが今一歩ひらけず伊豆かE
らは エリアのマルチがあまりとれませ8
んでした。

：交信ありがとうございます。JL3MZJ
：今年は スポが不安定で苦労JM1LRQ E

しました。

： 時間爆睡し惨敗でした。某JM1TUY 6
社団局が近隣住宅地の高台に遠征、抑圧

で地元局は苦しみました。移動運用は自

由ですが、某局宅周辺では電波障害が発

生。近所からの苦情対応に苦慮。住宅地

域での一時的移動運用で地元局が誤解受

け脅かされ遺憾です。移動先も熟慮願い

たいものです。

：移動運用でしたが、運用するJO1IDL/1
予定の場所の近くに数局いる状態での運

、 。用 お互いに苦労した運用となりました

場所によっては運用許可や場所の借用許

可が必要であり、そうした許可がスムー

ズに取れるよう、自治体等へ からJARL
の働きかけをお願いしたいです。

：あいにくの天気で、移動局はJO3CLC/3
大変だったと思います。

：局数が減ってきているのかJQ1DSK/0
な。

：もっと多くの局と交信できるJR1NKN
様にまたがんばりたいと思います。

：集計ご苦労様です。JR3NDM
：空梅雨で渇水が懸念されるJR5HWQ/5

中、恵みの雨でしたが、移動運用にはつ

らい雨でした。 日間ともコンディショ2
ンが良く、コンテストを楽しむことがで

きました。ただ、昨年のスコアを更新で

きなかったのは、心残りです。

：土曜日 スタートならフJR8BRK/8 15:00
ル参加したい。 スタートだと 日目21:00 1
移動する気にならず。

：ここ数年は道北で運用したのJR8LRQ/8
で、今回は目先を変えて久しぶりに道東

から運用してみました。しかしスポット

的に開ける不安定なコンディションでス

コアが伸びず、トホホな結果に終わって

しまったのでした。

：今回も仕事が終わってからJR8QMO/8
の移動だったので、開始時刻には間に合

わず、朝方からアンテナ設営を始めまし

た。今年も天塩郡豊富町からの参加。天

気は良かったのですが、コンディション

が不安定でした。

●電信部門シングルオペ144MHzバンド

：今年も のみで参加。さJK1DMT 2mCW
すがに では も大にぎ6m&DOWN 2mCW
わいですね。

：今年はコンディションがあまりJA6ICO
50MHz 67よくなかったようですが？ が

局ぐらいでしたが、 で参加しま144MHz
した。
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、JA1ROK/1 50MHz：家で に参加した方が

沢山 出来たかも知れない。QSO
：強力な局（移動）が電波を出JH2QLC

すとコンテスト使用周波帯全域を高調波

でおおい、弱い信号は受信に苦労した。

：楽しめました。JL1VWL
：睡魔に襲われ帰って寝てしまJE7DMH
。 、いました は好調のようでしたが50MHz

はのびませんでした。2m
：固定からでしたので飛びませJA0QBY

んでした。

：開局以来初めての でJE0QNF CWQSO
した。これを機会にアクティビティを高

めたいです。

： はいつも少ないですね。JF3RSF 144
：初めてログを提出します。次回JF7RJM

も楽しみです。

：苦労して担ぎ上げしましたJG2TSL/2
が、ロケの良い分、混信も激しく、ミス

が目立ってしまいました。

： は でしたが、結構楽JJ5AKK/5 WX NG
しみました。

：局数が少なく残念でした。JM7EPG
。JQ2DNZ：昨年より交信数が少ないです

Log昨晩は私用で参加できず本日のみの

になります。

：梅雨の中この 日間だけ天候JR0BQD/0 2
に恵まれ、移動運用には助かりました。

●電信部門シングルオペ430MHzバンド

：コンテスト当日、福岡は大雨JH6XGC
警報。移動運用ができず、交信も 局の2
みで終わった。

：はじめてのポイントから運用JA9XAT/9
してみましたが、勝手がわからず、一苦

労。いったん下山して翌日再度登ってし

まいました。

：今回は自作アンテナの調整をJJ4CDW/4
兼ねての参加でした。天候が悪く夜には

雷の音も聞こえましたが、 、 共ANT RIG

に無事でした。移動運用参加各局、雨の

中お疲れ様でした （ 電話の方はチェ。 FM
ックログとして提出します）

： でも大いに楽しむことがJM2LSJ/2 QRP
出来ました。

：久し振りの、ログ提出です。7K4GUR
初めての電子申請です。エントリー出来

るか？心配です。

：日曜日はほとんど参加できなっ7L2VVI
かたのですが、結構楽しめました。

： ｚの を大いに楽しJA1BNW 430MH CW
めました。

：生憎の雨でしたので短時間のJH4RAL/4
Morse Runner参加となりました。事前に

で練習したのですが効果無しでした。ま

た、次回も参加します。

：標高の無い場所から しJI3DNN/3 QRV
ました。参加者数は減ってますかね。

●電信部門シングルオペ1200MHzバンド

：昨日より大雨で移動局は少なJH5AEN
かった。平地でも の雨が降るので50mm
山頂はものすごいと思います。

：フル参加出来ませんでした。JA1TCF/1
：首都圏を離れるとほとんど参JA1WSE/0

加者は居なくなる、特典を与えるような

配慮を検討願いたいものである。関東南

部の地域コンテストみたいに参加局は減

ってしまった。今回も地方参加振興のた

めに多額の交通費を負担して移動運用し

てみたが、それだけの価値が得られたか

どうか納得はできなかった。

。JA1YHC：仕事の合間の部分参加でした
会社からの飛ばない・聞こえない具合が

何となくわかってきました。

●電信部門シングルオペ2400MHzバンド

： 結構聞えました。JA1AGJ 2400MHz

●電信部門シングルオペ10.1GHzバンド以上
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：楽しく運用できました。JH1AOY/1

●電信部門シングルオペシルバー

、JA3AA JA8 JA7 50MHz： ・ が でオープン

では多くの と 、素晴ら144MHz JA1 QSO
しいコンテストを楽しむことができ喜ん

でいます。 ・ でも電信愛好者が多V UHF
数健在であり安心しました。本コンテス

トのますますの発展をお祈りします。

：次回もがんばりますJA1IZ
、JK1SDQ：昨年よりも交信数は増えたが

目標の 交信は未達成。事後ｚ で300 Log
提出書類を作成出来るようになり作業改

善が顕著。来年は で を打たせzLog CW
るようになりたい。

●電信部門シングルオペＱＲＰ

：風雨の中で、設営と撤収が大JF3LXP/3
変でした。毎年、梅雨の最中に行われる

このコンテストは、移動運用のノウハウ

。を知り尽くしている局が強いようですね

：相変わらずマンションのベランJI3OYM
ダ設置のホイップで でどこまでできQRP
るかと参加しています。年々自宅周辺の

電波環境の悪化によるノイズレベルの上

昇のためか、昨年取れていたマルチが取

れなかった県もありました。いつも通り

に食事、入浴、睡眠を取ってのこのスコ

アなら仕方ないか？世話方の皆さんお疲

れ様でした。

： で結構楽しむことができJE7ENK/7 QRP
て、良かったです

： 優先の周波数帯を各バンJH0SPE/0 QRP
ド で良いので設けて欲しい5KHz

：集計ご苦労様です、短時間でし7L3EBJ
たが参加させていただきました。

：移動運用しましたがこの期間JA0EYF/0
だけ晴れ、前後は雨、ラッキ でした。-

：自宅から 時間弱でしたが参加JA1CIR 1
できました。 スポの時間に出れればもE

う少し楽しめたのですが。

：久しぶりのコンテスト、 とJA1SKY 144
電信は初めてです430
：集計ご苦労様です。今回初めJA6URZ

て参加しました４階のベランダにモービ

ルアンテナを設置し での 感FT-817 QSO
動致しました自分がやりたいと思ったら

どのような状況でも出来るのですね有り

難う御座いました

：多少 による交信もできたJA9XAO Es
が、ダクト中心の であった。QSO

：はじめて参加しましたが、固定JE7RIT
からのＱＲＰ運用では、アンテナが重要

だと良く理解致しました。 の を堪6m Es
能出来ました。

：初めて１エリアから に出JG3QBJ/1 VU
ましたが局数の多いことに驚きました。

JH1MZG 50MHz：断続的に、朝晩運用、

、 、は スポﾟが開けづ 中心に運用E 144MHz
結構楽しめました。

：昨年に比べるとコンデションがJI1HFJ
悪かった様ですが、各局ありがとうござ

いました。

：楽しめました。JK1TCV
：初めて コンJK6MXY/6 6m AND DOWN

テストに参加しました。

●電信部門マルチオペオールバンド

： の スポのピークを逃JF6YFB 50MHz E
がしてしまいました。また来年がんばり

ます。

：今回はマンション全面塗装工事JI3ZOX
の為にアンテナを撤去してから調整不良

、 。の為に が悪く 最悪の状態でしたSWR

●電信電話部門シングルオペオールバンド

：入賞した場合、アワードはなJH8DEH
るべく早く発行願います。コンテストは

土曜日 スタート、翌日 終了が15:00 15:00
ベストだと思います。
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： の が 開 い た の でJA2RM/1 6m Es
等の不参加局が 相手局をJA6,JA4,JA8 Es

求めてコンテストバンドに展開したのに

は参った。折角コンタクトしても不参加

です！にはねえ！何とかして下さいと言

いたい （参加局への合法的 時間（コ。 Es
ンテスト時間でもある）の強奪に等し

い！）

：梅雨前線の影響で広範囲に雨JA3HPD
が降っていたのか、参加者が少ないよう

でした。天候に恵まれていればアパマン

ハムの方々の移動運用で賑やかだったで

。しょうに・・・と思うと少し残念でした

：今年は も参加しましJA7NT/1 1200MHz
た。手廻しアンテナで。

：毎年自宅からの参加です。家JR1MXX
族サービスの合間をみての運用です。マ

ルチが少なく残念ですが。

：楽しませて頂きました。３日JF0VMJ/0
のコンディションは今ひとつでした。

： 八木は方向固定、他のJA1BAN 50MHz
は と制限付きの参加でしたが、そVU GP

れなりに楽しめました。

：段々すくなくなっていますJA5ND/3
ね！雨降りで外ではできず！

：局数が少なかった。JH1OHZ
： で九州、沖縄と でJE1FTN 50MHz QSO

きたのでマルチが予想より多くなった。

：１時間半しか参加できませんでJJ3XJS
した。

： に載るのも今回JF1WQO JARL NEWS
で最後かと思うと、さみしいです。

：コンディションが良かったの7K1PEO/2
ですが・・・体力がついて行けませんで

し た。

：当日に の免許が届7L1ETP/1 2400MHz
きましたので、近場から参加しました。

さすがに平地だけあって 出しても呼CQ
ばれず、 も聞こえるのは山の上ばか2400
り。平地とはいえ が意外によく飛び144

楽しめました。

：自分なりの目標を設定し挑戦7L1PNG
しました。

：今回は で スポに遭遇7L3IUE 50MHz E
せず、マルチが増加しませんでした。ま

た来年も参加したいと思います。

：前日の疲れが残り、後半の参加7L4SCQ
でした。

：集計ご苦労様です。今年は夜間7N1NAI
だけでしたが自宅から参戦させていただ

きました。来年は移動から出てみたいで

す

：頑張りました！7N4JQJ/1
7N4WZI 2 11：仕事があったので 日目の

時で でした。残念。QRT
。JA0AAQ：いつも楽しく参加しています

：旧友に会えて、楽しい時間をJA1AYO
持てました。

： 文字コールの方の活躍がめだJA1EGP 2
ちました。又、リサイクル コールのJA
方と 文字コールの方が出られ戸惑いま4
した。

：次回もがんばりたいと思いまJA1EHV
す。

： メガ帯で スポが出たがノJA1HBV 50 E
イズが大きくなり苦労した さんの参OM
加が感じられたが更に多くの個人局の参

加が欲しい

：昨年に比べて もいまいちJA1NZN Es
で、局数が伸びませんでした

：毎年参加局が少なくなり面白JA1QEU
さが半減です。

：昨年入賞した方は、次の年JA1VQM/1
には同じ場所での運用を認めない、とし

てはいかがでしょう。

：参加する時間が少なかったのでJA3IEZ
コンディション等あまり分りませんでし

た。

：発発がうまくなくてしんどかJA6HXW
った。
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：ちょうど梅雨空の晴れ間にアJA9SCB/1
ンテナの設置・撤収ができ、好都合でし

たが、コンディションはまあまあのとこ

ろで、 は今ひとつ開け切らず、マルチ6m
が埋め切れませんでした。

：毎回参加しています。JE1HMC
：下準備も無く参加しました。JE2ZWF

ログの提出はできましたが、勉強不足の

ため不具合が多いと思いますがよろしく

お願いいたします。

：次回もがんばりたいと思いまJF1NPO
す。

：コンテスト開始日より参加の予JG0IPW
定でしたが途中参加致しました。( )50MHz

、のコンディションが好ましくないのかと

少々心配して降りました。

：移動運用を楽しみました．次JG1KTC/1
回もまた楽しみます．

：今年もなんとか 局ほどがんJG2YMU 10
ばったのでログの提出ができます 、来年

も参加したいと思います。

：短時間しか参加できませんでしJH1JGZ
た。

：仕事の都合でパートタイムでのJH1QPJ
参加

：スリリングな で楽しJH4UYB CONDX
めました。

：大雨予報で移動を中止しましたJH9ATT
。がその分スコアメイクできませんでした

：久し振りのコンテスト参加で楽JJ1XPJ
しみました

：今年も子守の合間での参加でJJ8GFL/1
す。期待していた の スポがイマイ50M E
チで残念でした。来年こそは移動運用で

...フル参加したいなぁ

：集計お疲れ様です。ありがとJK1HWQ
うございます。自宅からの切れ切れ参加

でしたので、アンテナ、ロケ、時間共に

不足していました。でも、気楽な気分の

中でコンテストを楽しめました。

：ご近所に同部門の方が先に移JK2RCP/1
動されてましたので、今年は で参加XA
となりました。いきなりの部門変更でス

コアも伸ばせずでした。

：新しく購入した機器のテストJK2VOC/3
参加でした。

：勉強不足でログに不具合が多いJL2IBT
と思いますがよろしくお願いい たしま

す。久しぶりにたくさんの局と交信がで

。 。きました 来年もよろしくお願いします

：自宅から短時間参加しました。JL7AIA
：次回もがんばりたいと思いまJM1ABX

す。

：初めてフル参戦しました。目JO1KXP
標の 局を超え、楽しめました。400

： だけに絞りましたJO3FUO 144/430MHz
が，結構飛びますね．

：今回は参加者が多かった様にJP1AHN
思えましたが、果たして書類提出局は増

えたでしょうか！

：今年は参加者が少なかったよJP2GUL/2
うな気がしましたが、コンテスト兼移動

で楽しめました。

：昨年よりも局数・マルチと共JQ2KAE/2
に下がってしまいました。来年こそは！

：自宅から仕事の合間を縫って部JR0ETA
分参加しました。来年はぜひ移動してフ

ル参加したいと思います。

：次回もがんばりたいと思いまJR4ISF/3
す。

： で エリアの数局と出JR1MRG 50MHz 6
来ましたが、もう少し、 スポが出てくE
れたらなあと思いました。

●電信電話部門シングルオペ50MHzバンド

：はじめてコンテストログを提JA3KKE/3
出します。

：初日はローカルエリア（宮城県JN7JJJ
内 、 日目は エリアと エリアが開け） 2 6 4
た感じです。
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。JL1KUH：何とか今回も参加できました
年々交信局数が少なくなっていきます。

73&88残念。

：日曜日急用のため、この時間JF7UOA
帯が限度でした。

：当初の予想通り エリアが開かJL8DJS 1
ず、 過ぎには さえ聞こえない10:30 CW
最悪のコンディションでした。

：集計、お疲れさまです。参加JG1TVK
しようと思ったものの種々トラブルと、

、 。翌日は仕事のために リタイヤしました

ほんのつまみ食い程度の参加でした。

：天候が不順であったため、移JL4CUN/4
動局が非常に少なかったようです。

：なんとか も出て、多くの方JG1GCO Es
と できました。QSO

：コンディションが良くて北海JA2GSM
。道・東北・九州・沖縄が出来て良かった

前線が四国・中国地方にあったので、４

・５エリアは少なかった。残念。だけど

久々にぎやかなコンテストだった。あり

がとうございました。

：年々加齢により夜通しのオペレJA1ZV
。ートはきつくなり充分に休ませてもらう

又午前中はリハビリを兼ねて犬の散歩・

。・・・従ってフルに運用が出来なかった

：最近、他のハムの祭典とかちJA2OOY/2
合わないので、コンテストに出られるの

で大変嬉しく思います。もっと早くから

変更してくれたならばもっと良かったと

思います （７１才になりました。コンテ。

ストマニアでーす）

：このコンテストは始めての参JA1HAP
加です。次回がんばります。

：新しく設置した 用 の性JA0AUF UV GP
能テストを兼ねて参加する予定が、 、144
共１局も入感なしでした！！430
：最近コンテストに参加した場合JK1FBA

に無意味な カードの交換が発生するQSL
ので、コンテストナンバーに が欲しQSL

いというコード（アルファベット）をつ

けたらどうかと思うのですが、どうでし

ょうか。

：近くの山に行き小鳥がさえずJA8CEA/8
る中、ゆっくりとコンテストに参加する

ことが出来ました。

：日曜日早朝からの移動でしたJL3TEM/3
が、連日の雨模様で最後までガスの中で

の運用でした。オマケに 時終了時点か15
らは土砂降りで撤収はまさに「ぬれねず

み 。悪条件にもめげず頑張りましたが、」

目標の 万点超には、ウーン、もう一歩1
でした。次回こそ！

：集計ご苦労様です。楽しく参JJ3TAE/3
加させて頂いています。

： のため、マルチが伸びなかJE7VSJ QSB
った。

：この時期の は、結構マJR1UIE/1 50MHz
ルチが取れて楽しめますね。次回はさら

。に設備をグレードアップして参加します

：気温が低めで も短時間でコJL2CPW Es
ンディションは悪かった。

： では初参加でした。JK8SQQ/8 50MHz
楽しかったです。

：なかなか時間が取れず、 のJH2GMK Es
時間に稼げませんでした。西方面の局と

交信できず残念。それにしても静岡中部

地区の参加者の少なさは驚きです。県内

局はほとんど伊豆や箱根に移動の１エリ

ア局でした。

：今回も楽しく参加させてもらいJA1FJD
ました。記念局が するのはよいとQRV
思います。次回も出て欲しいものです。

にぎやかで ！！Good
：天候がいまいちでしたが、そこJS1UHZ

そこ でき楽しむことが出来ました。QSO
：８Ｊ，８ＮステーションがコンテJI1IIF

ストに参加していてＦＢでした。近ごろ

は告知しておきながらアクティビティー

の低い記念局が、目立ちます。免許人を
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処罰すべきだと思います。

：２階ベランダからモービルホイJF1OJC
ップによる 分間の参加でしたが 局30 14
に交信を頂きました。開局以来 年、細32
く長くたのしんでいます。

：日曜日の朝からで、参加時間JF3UCF/3
は短かったですが、Ｅｓで全エリアと交

信でき楽しめました。

：本年のコンディションは最悪１JE8SND
Field～３エリアとの交信できず残念！！

に期待。移動局で頑張るぞ。Day Contest
：久しぶりに参加しました。結JA4HXC

構楽しみました。

：開催日時をもう少し長くしてJG4JDR/4
欲しい （土、日以外に平日を含む）。

：天候が悪く移動運用が出来なJI6ABX/6
かったので残念でした。

：２日は参加局も少なく、コンデJI1CPN
ィションも良くなかった。３日はＥｓが

出てマルチもそこそこ稼げましたが、例

年以下の成績でした。

：関西の局が天候のためか少なJA0LHG
かった。Ｅｓも弱かった。

：今回も先生と一晩を三ヶ根山JI2NTJ/2
上でがんばりました。成果の方はいまい

ちでしたが楽しかった。

：交信していただいた各局にお7K2GMJ
礼を申し上げます。

：次回もがんばりたいと思いま7K4TSJ
す。

：時折小雨がぱらつくお天気7M4HXE/1
でした。

：６月末の豪雨でガレージが浸JA0BYV/0
水し、発電機が冠水、修理し試運転を兼

ねて２時間ほど参加してみました。

： が良かったように思いまJA0SOO Condx
す。

：次回もがんばりたいと思いまJA1FWJ
す。

： など 特有の伝播はコJA1QQU Es 50MHz

ンテストの間中ありましたが、 で交信S9
、開始しても交信終了直後に消滅するなど

大変不安定でした。しかしそれなりにス

リルもあり、楽しめました。

：マンションの一階からの参加JA1RBP/1
でしたが、 局以上できたので満足で100
す。

： 年ぶりに に参加JA2PAC/2 10 6mDOWN
しました。以前と比較すると局数も伸び

ず低迷しました。しかし エリアが予想1
以上に出来満足しました。

：空中線電力 の局で、明らかJA3BBG M
に と思われる局があった （移動先のH 。

距離から考え、 とは考えられない電界M
強度で入感していた、 )JN2***/3

：中国・四国・九州方面が開けJA6HQQ/1
たが、逆に北海道・東 北が伸びずマルチ

に留まった。次回はマルチ 突破に25 30
挑戦したい。

。JA6QDU 6m open： は して楽しめました

：土曜日は 時まで仕事、日曜JA7KPI/7 17
日は 時から仕事だったので、その間隙08

。を縫っての近場移動による でしたQRV
途中で せざるを得なかったので、体QRT
力的にはなんとかなっても、精神的には

まいりました。

：開始時間が遅れ、 のおいJA8NKQ/8 Es
しい時間に間に合わなく局数が伸びず残

念でした。

： スポの状態が不安定でとくにJA8TR E
関東北陸のオープンがほとんどありませ

んでした。北海道においては低調なコン

テストになりました。

：強雨のためか移動局が少なJE4ABN/4
、 。く 思うように局数が延びませんでした

日曜日は、 スポが 時～ 時まで強弱E 7 11
で不安定ながら発生しましたので、マル

チを増やすことができました。

：昨年の様な「大爆発」はありまJE8FGY
!せんでした。残念
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：あいにくの雨模様で移動運用JF3IYW/3
局が少ないようでした。雨にも負けず移

動運用を行いました。結果として、暑さ

。に苦しむことなく快適に運用できました

曇り時々小雨くらいがこの季節のコンテ

ストにおいて、移動運用にやさしい天候

かもしれません。

：自宅からちょっとだけ参加しJF3VKM
ました。

：次回もがんばります。JF6EZY
：時間が取れませんでした。JG0EGY

JG0GGI OPEN：日曜日の朝に西方面が

し、一瞬期待しましたが短時間で終って

しまいました。

JG5DHX/5 I had a great time with this：

contest. Thanks for all the operaters with
great ears. See you next year.

：セカンドシャックからの運用JH1XYR
：１週間前からアンテナ等の準JH2FXK

備をし余裕で臨みました。直線で 程5km
の山から参加していた局がありカブリで

の局数が伸びず！殆ど呼びに回りまSSB
したお陰でマルチは過去最高でした。

：コンディションの変化を見逃JH2OJS/2
。し多くのマルチを落としてしまいました

：天候が悪かったので常置場所JH2ZSM
からの運用でしたが、 スポも少し発生E
し全エリアとの ができました。QSO

：雨の中、移動局が少なかったJH5UPH/4
です。

：天気は雨だったので、移動局JH5UPI/5
はちょっと少なかったようです。

：土曜日の夕方には、 の スJH6FTJ 2m E
ポがでましたね！！土曜日の朝から父の

具合 が悪くなり、移動運用の予定が大幅

に狂い、今回は固定での運用でした。集

計御苦労様 です。

： 時間程度でしたが、コンディJH6QIL 2
ションが爆発して楽しめました。

：コンディションはそこそこ良JH7IPR/6

かったのですが、さてどんな結果になり

ますか。

：昨年に比べ局数が伸びず残念JH7VIB/7
であった。

：昨年に続いて、 回目の参加にJH8BHP 4
なります。今回はコンテスト期間中ほと

んど用事が あったため、お付き合い程度

の参加です。

：年々参加者が減っているようJI0KLM
な！ 気がしませんか。個人的な意見で?
はありますが、初日の夜 してる局QRV

、 、 、が少ないので 朝スタート 夕方或いは

夜終了。そんなのではどうでしょうか？

JI1ALP E：自己記録更新を狙いましたが、

スポが低調で でした。NG
：集計ご苦労様です。交信いただJI2QIX

いた局ありがとうございました。

：集計ご苦労様です。今年も転JI3KHN/2
送された カードの荷受け手続きに手QSL
間取り、早朝からの参加でした。当地で

は、６エリア方面はＦＢなＥｓが開いて

くれましたが、北方面は短時間のオープ

ンのみでした。

：当初予定した場所での運用がJJ1RJR/1
できなかったため、ロケーションのあま

りよくない場所からの運用で思ったほど

局数、マルチがのびず。関東は移動場所

の確保が難しいですね。結局、雨がふり

途中リタイアとなりました。次回はがん

ばりたいと思います 。

：まあまあのコンディションでJJ8UDA/8
した。天気もよく気持ちの良い運用が出

来ました。

：この設備で 局を目標に参JK1NAF 250
加しましたが、今一歩・二歩及ばずの結

果になってしまいました。 の高さがAnt
Condxもろ局数に表れました （もう少し。

が爆発すれば・・・・） ※提出期限ギリ

ギリになってしまい申し訳有りません。

：交信局数も少なく、コンディシJL2CZY
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ョンの上昇も、後半数時間のみで 終了し

てしまったが、この周波数帯における交

信困難な地域が、他局より聞いていたの

。と同様な結果が出たことに興味を覚えた

：天候がイマイチでした。JL2XMW/2
：次回もがんばりたいと思いまJM1IQI

す。

：直前のコンディションが爆発JM1LPN
的だったので今年もかなりの高得点かと

思いきや、コンテスト中はおとなしいコ

ンディションだったような気がします。

：昨年と違ってコンディションJM1RPV/1
がイマイチでした。 エリアが聞こえて8
いる時間がごくごくわずかで、 エリア8
のマルチを大量に落とす結果になりまし

た。

：参加局が少なく残念。JM2FCJ/9
：電波状況が不安定でノイズなJM2JNT/2

どあり、やりにくかった

：ほとんど１年ぶりのコンテスJO1VVT
トで、調子が出ませんでしたががんばり

ました。

：局数は去年より 割減。あまりJP1LRT 2
ぱっとしないコンディションでした。

：小学校でニューカマー部門東JP2TDQ/2
海地方１位になりました。今回、中学最

後の６ｍ＆ＤＯＷＮでどこまで行けるか

楽しみです。

：６エリアでは開けないと６ｍJQ1AHZ/6
は全然聞こえません。たくさんできるか

はコンディション次第です。

：短時間でしたがノンビリ運用JQ1VKO
できました。皆さん、ありがとうござい

まし た。

、JQ2SJN/2：悪天候の予報の為か移動局が
少ないようでしたね。開始前には、大変

良いコンデションでしたので、いざコン

テストになり期待しましたが、いまいち

良くなくマルチが延びなかった。

：天候悪化、気力不足などで久JR1LQK

しぶりに移動せず、自宅から出ました。

やはり飛びません。

：例年はクラブ局で移動して参加JR1SGU
していますが、今年は移動できず残念。

来年は、またクラブ局で移動運用したい

と思います。

：昨年と同じ場所で参加しましJR4FLW/4
た。天候が悪かったせいか、昨年より参

加局が少なかったようですね。この時期

は梅雨で雨に当たる可能性が高いのです

が、 の国内コンディションはよいの50M
で日程の変更は厳しいかも知れません。

Ｅスポも西が有利なようで、４エリアの

東側はよくありませんでした。この場所

で何回か移動していますが結果がよくな

いので 来年も参加できたら場所の見直し

を検討したいと思います （といっても鳥。

取によいロケーションはないので、困っ

ていますが・・・・）

： でした。JH6TOR FB
：マルチがあまり伸びず、受信JQ1COB

に苦労しました。

：局数マルチとも昨年を上回るJR2WBT
ことができませんでしたが、不安定なが

らも そこそこのコンディションで、コン

テストを楽しむことができました。

●電信電話部門シングルオペ144MHzバンド

：交信少なかったが（残念）参JH0DGG
加に活路を来年再挑戦。がんばるぞー。

来年はシステムアップするぞー

：集計担当者殿 大変お疲れさまJO1GTL
です。お世話になります。当局の足の不

調につき、常置場所となりました。久々

の常置場所運用でテントやアンテナの設

営が無く大変楽に出来ました

：豪雨のあとで移動運用できず、JR9FNY
残念。毎年このコンテストとフィールド

デーは楽しみにしている。ただ悪天候も

コンテストのうちと割り切っているのだ
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が。今回は危険を避けた。

： 日の悪天候にもかかわらJE4ISL/4 7/2,3
ず山頂での参加は『のぼせ者』の私１局

と思っていましたが。いました、いまし

た同じ仲間が・・・。悪天候の中での１

泊は１人より２人で心強かったです。当

然参加局は少なかったですが・・・。

： の中、マルチを稼ぐのJH4XFZ/1 QRM
に苦労しました。

：今年は局数が少なく感じましJF0AZE/0
た。空振りの の時は天の川を見るなCQ
ど星をながめていました。

：雨にたたられました・・・。JA3FNO/3
：７月２日の開始前の夕方にはJR0JOW

ＨＬが良く聞こえていました。国内はど

うかと思いわくわくしてバンド内をワッ

チしましたが、昨年よりも が少なQRV
い感じ。海外出張を控えてバタバタして

おりあまり参加できませんでした。

：今回は短時間での勝負、参加JJ1VPV/1
局が多く、まだまだ無線界の同志が沢山

いるので安心しました。

：大雨洪水警報発令中のため、移JR5DPV
動局が非常に少なかったです。固定

Home QSO（ ）から聞こえた局を呼んで

。 。しました 次からは を出したいですCQ
。JA0GEY 144MHz：はじめて に出ました

思ったより飛んだので楽しかったです。

中国、四国地方は雨の中、移動ご苦労様

でした。

：ご苦労様です。毎年心待ちにJA7DHN
してこのコンテストに参加させて頂いて

おります。このコンテストを末永く続け

られるよう期待しています。

：よろしくお願いします。これJA6FAA
で書き方良かったのか心配なんですが、

これにこりずまた参加したいです。家か

らハンディ機です。こんなんでもよかっ

たんでしようか。

：次のコンテストまた運用しまJH2EUM

す。当日天候不良のため、設置作業に苦

労しました。沢山の方に交信して頂き有

難うございました。

：仕事でフルに出られなかったJH7DMS/7
ので残念、次回がんばります。各局大変

有難うございました。

：当初はマルチバンドでの参加JL8LGW/8
を予定していましたが、 のアンテナが6m
間に合わずシングルバンドでの参加とな

りました。来年は是非マルチバンドで参

加したいです。

：寝坊をしたので、近場の山か7L1FFN/2
ら運用しました。思ったより遠くの局と

交信できてよかったです。

：来年も頑張ります7M1UBW/1
：開局以来初めての運用でしJA1DYB/1

。 。た また機会を見つけて参加したいです

：ひさびさの運用で戸惑いましJA6LTX/1
た。次は電信もできるよう特訓です。

：参加局の減少が酷い。なんらかJA9LPY
の対策を。

用事の合間にコンテストでは、得JF2TIR:
点もあがりませんよネ。今度は頑張りま

す。

：わずかな時間でしたが参加させJG2VOJ
て頂きました。

：集計ご苦労様です。もう少しJG8HVD
呼んでくれる局が多いと楽しいのです

が。

： を出さずに参加してみましJH1EDZ CQ
た。

：雨を気にしながらの運用は落JH9ISB/9
ち付きません。午後から雨の情報を聞き

早朝に下山しました。 ･ エリアのマル4 5
チが埋まらなかったのは残念です。おそ

らく雨のせい？

：だんだん局数が減って寂しくJN3IEC/2
なってきました。

：当初は車からの運用を予定しJQ1GLJ/1
ていたが事情により林道から野営運用。
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夜は虫の来襲に悩まされましたが、お天

。気がまずまずだったので楽しかったです

： 帯での交信はJS3CTQ 50,430,1200MHz
チェックログとして提出いたします （得。

点は 点として計上し、下記のログに含0
まれています）

●電信電話部門シングルオペ430MHzバンド

：交信局数が少なかったのが残JN3KDD
念です。

：仕事が多忙の中、最終 分間JP1TFK 15
だけ参加できました。ゆっくり時間を取

って参加したいのですが、なかなか厳し

いのが現状です。でも 分間でも参加で15
きてよかったと思っています。

：ちょこっと顔を出してみましJA1UGI
た。楽しかったです。

：毎度のことながら少ない交信でJE1SGT
した。７のコールの方が少なくＪの方が

多く感じられるのはもう にはＪの方430
しか残っていなく、 の方は他のバンド7
に行かれたのでしょうか、ちょっと寂し

い感じもします。

：昨年の は、 メJI1LAI 6m AND DOWN E
ールで書類を提出しました。今回は、ワ

ープロとタイプライターでやってみまし

た。

：仕事に追われ， が 時間7N4IIB/1 QRV 3
遅れ悔しい。相変わらず、メイン周波数

でラジオを流す局がいて、情けない、ど

うにかして下さい。

：交信局数とマルチが両方とも昨JA1JUR
年を上回り、順位も少し良くなったので

はないかと思いました。

：久しぶりに出ました。少なくJR6XQG/1
なりましたね。 での初めてのコンテVX-5
ストでした。

：このコンテストへの参加は今JA1OFO
回が初めてになります。とても良い経験

が出来ました。

：本年度もあまり時間が取れませJI5SAO
んでしたが、又来年度も参加します。

：初めて東御市から運用しましJI1IMB/0
た。各局有難うございました！！

： めざせ、今年も中国１位”JM4NXT/4 “
でがんばりました！

：今回の移動は、前日までの空JI5GND/5
梅雨状況が打って変わって大雨でした。

豪雨で災害にあった方々にお見舞い申し

上げます。設営および撤収も雨の中で苦

労致しましたが、約 移動とあって900mh
。沢山の局にお声がけ頂き大変 でしたFB

つぎは、フィールドデーコンテスト頑張

ります。

：フル参加できず残念。来年に期7L2BEI
待

：今年は、お声がけ主体の参加7N1OVK
でした。時間の余裕がなく少し残念でし

た。

：初めてにしてはまあまあなの7N3DHF
かな？

：７月とは思えないほど涼しい7N4LXB
中、自宅ベランダからの参加でした。交

信していただいた皆様ありがとうござい

ました。

：雨降りが心配でしたが、十分楽JE1BNZ
しめました。

：集計ご苦労様です。天気もまJE1MPR/1
ずまずで楽しめました。

参加者が年々少なくなるようでJJ1EMC:
少し寂しい

： では、コンテストJK7DWD/7 1200MHz
参加局が聞こえず、残念でした。仕方な

、 （ ）く でのエントリ 参加証狙い430MHz
です。

：意外とマルチが伸びずにがっJL1SXQ/1
かりしました。相変わらず不法局が多く

て困ります。

：運用開始直後から雨が降りだJN3KST
し、 時くらいにピークで、車内に雨が13
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侵入 そこで匙投げました

：いつもの です。コンJR9HCV/9 430MHz
ディションがイマイチなうえ、参加局の

少ない印象でした。移動しやすくするに

は、天候の安定する 月下旬頃の開催が5
望ましいのではないでしょうか。地方か

ら のみで 時間は長すぎです430MHz 18
ね。一度 エリアに乗り込んで参加して1
みたいものです。

●電信電話部門シングルオペ1200MHzバンド

：天候が鬱陶しく参加局が非常JJ5CVM/4
に少なかったです。 帯の方もワ430MHZ
ッチしたのですが、やはり少なかったよ

うです。更なるコンテスト活性化が必要

に思います。

：初めての 時間コンテストJA1OCY/1 18
フル参加でした。やってみれば、何とか

やりきれるものだな、と感じました。当

日は、霧雨というか雲の中で、同軸の付

け替えに苦労しました。

：集計ご苦労様です。よろしくおJR0GSJ
願い致します

：真面目な話、このコンテストはJA1DZZ
文字どおり して行きますね。モDOWN
チベーションが無くなりそうです。

：今年はカラ梅雨だったのに、JG5WLV
1200MHzコンテストだという日に雨で、

に出ている移動局が例年より少ないよう

でした。ローカル局を捕まえて何とか去

年の点数を越えましたが。マルチが少な

いのが痛かったです。

●電信電話部門シングルオペ2400MHzバンド

：雷雨が通り過ぎて、約２時間JH1HEK/0
いよいよコンテストの開始です。移動運

用地は昨年と同じく横手山から、リグ・

アンテナも変わりません。今回のコンテ

スト参加は都合により１日だけとなりま

した。交信を頂いた各局ありがとうござ

いました。来年も参加しますのでよろし

く。

：いつもの移動地つくば市筑波JA1KKL/1
山の移動運用ポイントは多くのクラブ局

他で満席状態、こんなに多くの参加者を

見たのは久しぶりでした （交信数が増え。

るので大歓迎 。当局は筑波山北西部の真）

壁郡からの運用となりました。

：今回は梅雨とは言え大雨で移JI6FRD/6
動運用が思うように出来なかった。

：梅雨時で運用局が少なかったよJH9CFT
うです。

：天気が不安定な上、コンディJI4EAW/3
ションもいまいちでした。

●電信電話部門シングルオペ10.1GHz以上

： 連呼もお声掛け少なくJA1CQP/1 CQCQ
疲れました。

：あいにくの天候で４時間ほどJS1UVH/3
で終了しました。

●電信電話部門シングルオペシルバー

： と参加局少なくさっぱりJA8EE Condx
で寂しい限り。

：集計ご苦労様です。今回は特JG8SIS/8
に設備が悪い上に、Ｅｓ変動激しく、Ｃ

Ｑコールも空振り多く残念。

： で エリアが開けた時間帯JA1KK 6m 6
に、 バンドに出ていたので九州430MHz
は 県しか取れず、高得点を逃がしたこ3
とが悔しい。朝 ～ 時台だったので油8 9
断した。

JA1CP 50MHz：局数は昨年並みでしたが

帯の の関係でマルチが伸びませんでしEs
た。

：今年からシルバーエイジ。楽しJA1OQ
く参加できました。

●電信電話部門シングルオペＱＲＰ

：梅雨前線が少し南下したお陰JA0GWJ/0
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で移動運用がなんとかできました。

： ～ までの 局JH1CIG 7/3 5:00 9:00 QSO
（ 数局）のデータが消失してしまいま30

50/144/430 QSOした。 ＭＨｚのバンドで

しています。チェックの時には されQSO
た局に迷惑が掛かりますがコールサイン

QSO等わからなくなってしまいましたが、

。していますのでよろしくお願い致します

：集計ご苦労さんです。ＥｓがでJH0HZF
て結構楽しめましたよ。

：アンテナ設営中、振り出しポJA3QVQ/3
ールを伸ばしきったところ、アンテナが

倒れてポールを差し込んでいた基台が壊

れた。アンテナは助かったがコンテスト

参加を諦めていたところ、クラブのメン

バーが新しい基台とポールを持って救援

に来てもらって、コンテストに参加する

ことが出来た。ラッキーでした。 回連12
続参加です。

：十数年ぶりの がこのコンJO1SIM QRV
テストになりました。

：来年はもう少し頑張りたいとJA1HII/1
思います。

：仕事の都合上一日だけの参加JI7IMX/7
でしたが天気にも恵まれ な山岳移動FB
でした。次回は是非初日から参加したい

と思います。又、サービスコール頂いた

各局には大変感謝申し上げます。

：天候が梅雨空になったため山JA3KYS/3
行きを平地の海岸に変更。地上高が無い

ため では局数は伸びなかったが、GW
の により 方面と交信で50MHz Es 6,7,8

き、マルチが増え楽しむことが出来まし

た。 部門でも 以上出来るQRP 1200MHz
ともっと楽しくなるのでは。

：自作アンテナのテストが出来JA1NHM
。 。た マルチ 迄飛んだのでまあまあ満足18

：山中の幕営も楽しみました。7L3DGP/1
JA1KHZ/0 QRV：仙ノ倉山からの

：高い周波数の参加局が少なくJA1TAZ/1

なっています。 以上は得点に差を1.2GHz
付ける等して参加局を増やす対策が必要

と思われます。

：スタートは初めて にJE7CWH/7 144CW
しましたが結構沢山出来てビックリしま

した。目標の 局に届いて良かったで300
す。

：アンテナやリグも軽装備で手JF1ABZ/1
軽に参加できましたが、運用時間まで手

軽に（短かく）なってしまいました、こ

の点が次回の反省です。

：コンテスト前は北海道が良JF3WNO/0
く聞こえていたのですが 、、、

：集計お疲れ様です。JG8QXY/8
： が したので、 でJH0QYS 6m OPEN QRP

も楽しむ事が出来ました！ぜひ を普QRP
及させる為にも 部門の参加者の増加QRP

VY TKS CU AGN!!を希望します！ ！

、JH1IFQ QRP：今回は 部門で参加したが

シングルバンド を設けて貰いたい。QRP
オールバンドで参加できる人は、設備の

優れたごく限られた常連だけである。

： ｍはスリリングなコンディJH2CMH 6
ションで楽しめました。

： 部門参加。朝のコンディJI4EUM QRP
ションに助けられた感じです。

： の スポも開けずマルJJ1VEX 50MHz E
チ確保も出来ず、悪天候の予想からか移

、 。動局も少なく 交信数も伸び悩みました

： 年ぶりに コJL1PMH 4 6m AND DOWN
ンテストに参加しました。 部門がオQRP
ールバンドになったのは良いのですが、

部門は 以下に限定されていQRP 430MHz
るため、このコンテストに限っては実質

的に バンドに限定されてしまいます。3
以上も出力限定で組み合わせら1200MHz

れるなどの仕組みがあると良いのではと

思います。

：浜松の 伝搬とアクテJL1WCN/2 VUHF
ィビティが分かり有意義でした。
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。JL2VZJ/2：集計及び編集お疲れさまです
電子ログで申請しますので宜しくお願 い

します。

： 局の 交信の点数ではJM1ANA/1 QRP 1
点でもよいのでは？ 局がシングル2 QRP
バンドで対等に戦えるようになると思い

ます。

：今回は、 のニューカマーJM1LQI/1 2nd
最後の なので、 のサポAND DOWN 2nd
ートに徹しました。

：次回もがんばりたいと思いJQ1KWE/1
ます。

：次回もがんばりたいと思いまJQ1YFM/1
す。

：クラブでのはじめての参加でしJQ1YIR
た。楽しかったです。

●電信電話部門シングルオペＳＷＬ

：今年は雨のため移動局が少なJA4-37294
かったです。

：参加できて嬉しく思います。JA1-22825
のおかげで もにぎやかでしたね。Es 6m

：年々参加局が減JA2VSU/3
：コンテスト後ログ提出期限まJA1-1921

での期間が短すぎる

●電信電話部門マルチオペオールバンド

：今回はコンテスト中にローテJA1YGX
ーターの故障などアクシデントが起き、

思ったよりもマルチプライヤーが取れま

せんでした。次回までに装備品の点検修

理をしっかりしておこうと思います。

： 久々に本郷の部室からのJA1YWX
QRV!

：少人数でお手軽、運用でしたJA8NNT/1
：初めてのコンテスト参加でしJQ1YEC

た。楽しめました。

：周囲に高層ビルが建ち始め、厳JR1ZTI
しくなってきました。

JR3EOI/3 3：ことしでマルチオペ参加が

回目です。悪天候などものともせず取り

組みました。みんなでやるのは楽しいも

のです。

：楽しく参加させていただきましJR4ZUZ
た。

：いまいちでした。JA1YAD
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