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サマリーシートの意見欄に記入されたコメントを収録しました。文字の間違いを修正したり，語句の統一

を行っ ているほかは記入された通りに掲載しております。ぜひ、2003年もALL JAコンテ ストに参

加していただくとともに、サマリーシートに御意見や御感想を書いてい ただき、写真なども寄せていた

だきたいと思います。

電話部門シングルオペオールバン

ド

7K4EXG: 次回もがんばりたい

と思います。

7L3NOO:充分時間が取れず，参

加だけとのログ提出です。次回は

フルに参加したい。

7M4OAQ: もう少し楽しんで

おけばよかった。特に 7MHz に

QRVしなかったのが心残り。

7N4JZK: HFは 10Wなので 90

％呼びに回ったが，コンデション

が悪くて非常に苦労した。QRP

局の つらさが良くわかった。 今

回は 10W でも耳の良くない局，

つまり S メーターで 9 を振って

くるのにこちらのコール を全然

取れないでCQを出し続ける不思

議な『L』局が散見された。 6mは

20W 出せるので，聞こえていれ

ば応答も良く，快適であった。 目

標の 500QSOは行かなかったが，

この 21/28MHz のコンデション

と HF10W 出力ならこ の結果に

は満足。声も枯れ果てた....

JF3QND: Highバンドの国内コ

ンディションが開かなく残念。

JM1DSC/1: 夜は冷え込みまし

た。

JR8LRQ/8: 初物狙いで電話部

門に出てみましたが，予想してい

たよりもショボい結果に終わって

しまいました。10W の電話って

本当に飛ばないですね。コンテス

トを始めた頃を思い出してしまい

ました。

7L3IUE: 初めて ALL JA に参

加しました。緊張しました。

JA8CEA: 今年は初めて電話の

みの部門に参加させていただきま

した。ローパワーの為に呼んでも

あまり応答が無くかなりストレス

が溜まりました。コンディション

が良くなかったので残念でした。

JL7XBN/1: 1QSO1 点ではな

く，QRP 局との交信は 2 或いは

3点にしてはいかがでしょうか。

JA8NKQ: HF 帯のコンディシ

ョンが悪く局数がのびなかったの

が残念。

7M4CBF: ALL JAは初めて参

加しました。少しのつもりがあれ

もこれも参加してしまいオールバ

ンド参加となってしまいました。

7N4BGU: 電話部門が新設され

て良かったと思います。早速，応

募しました。

電話部門シングルオペ 3.5MHz

バンド

JH6FTJ:日曜日は仕事のため，

固定 (10W) では土曜日のみの運

用になり ました。日曜日のお昼

休みには 14MHz(50W)で東諸県

郡国富町ポー タブルで電波を出

しました。こちらの方が多くの局

と QSOできたのですが，運用場

所が違うため，今回は 3.5MHzで

のログを提出します。集計ご苦労

様です。

7K4MSS:がんばりました！

JN7WRE:開局 3 年目で JA コ

ンテスト初めて参加しました。

10Wでも楽しめました。

電話部門シングルオペ 7MHzバ

ンド

JE4RXL:10W で 7MHzに挑戦

しましたが，巨大な出力局の影に

隠れてしまい局数 が伸びません。

国内コンテストでは 100W もあ

れば十分な気がしました。　今後

コンテスト規約を改正する機会が

ありましたら出力の上限を 50～

100W 程度に規 制して機器を競

うコンテストでなくオペレータ主

体のコンテストにしてほしい。

JG5AVM:今回からはちょっと

参加しやすくなったように・・・

思います。Hi.

JE1CMO:ハンディダイポール

のテストを兼ねて参加したが 1局

としか QSOできなかった。

JG2KTZ/2:やっぱり 7MHz は

10W では厳しいですね。今年は

途中で挫けてしまいました。

JJ0FBZ:コンテストナンバー L

を送信してくるのに M よりも強

い局がたいへん多く感じました。

CQを出してもすぐつぶされてし

まう。やっぱりハイパー局になら

なくてはコンテストでは勝てない
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のでしょうか？

JE9XQS:連休中 (コールデンウ

ィーク) の運用はなかなか目一杯

できませんね！しばらくぶりの無

線でしたので，なれるまでしゃべ

れない，ききとれないで大変でし

た。

7L4DES:7.0800MHz 近くでコ

ンテスト参加局へ不参加局から

の妨害が長い時間ありました。し

ばらく聞いていたのですが，同じ

無線家として考えさせられまし

た！？当然ですが妨害局はコール

サイン言いませんでした。

JA7AOV:QRP種目が無くなり

ましたが，電話部門で QRPにエ

ントリーしました。コンテストナ

ンバーでは P が有りながら種目

では無く従来通りに QRP種目を

設けてほしい。各部門にも QRP

をシングルマルチ OK で P，L，

M，Hと云うように。

電話部門シングルオペ 21MHz

バンド

7L2BEI:今年初めてのコンテス

ト参加。楽しく参加できました。

JE0IBO:実家から FT－ 817　

5W で参加してみました。 呼べ

ど叫べどなかなかコンタクトが　

出来ず，なんとか 3局だ け QSO

出来ました。

JF7GSE:電子ログに作り変える

のに苦労しました。 出来たら

JARL で専用ソフトを配布して

そのデ－ターを添付ファイルで送

れないで しょうか？

JG6JRH/2:参加者が少なくな

っている様に感じました。コンテ

ストの時間ですが調整お 願いで

きますでしょうか！終了時刻を夕

方 6時とするよう提案します。

JN3DRB/3:コンディションが

悪く，夜間は全く局数が伸びませ

んでした。10Wの電話では，100

局をするのがやっとでした。

JK8DWN:電話部門が新設され

たのではりきって参加してみた

が，結果はいまひとつでした。

JL4CEV/6:サマリーシートの

記入例の表がないのが残念。

JR2OJK:空中コンディション

最悪。S メーターを振らせたの

は，ローカル局のみであった。8

エリアが全く入感せず。

JP2VWA:今回は短時間の運用

でした。次回はフル運用したいと

思います。結果にこだわらずに，

楽しく参加させていただきまし

た。

JS1MBH:今年はコンディショ

ンが悪くマルチが例年の半分もい

きませんでした。

JL4GRQ/4:コンディションが

非常に悪く，遠くのエリア (7，8)

が入感しませんでした。

JE1WKI:コンテストも 24 時間

あると体力がキビシイですね。今

年は新規約の為，参加のみにしま

した。

JA5EO:体調が悪くフルタイム

で参加できませんでした。

JS6BTO:昨年よりはたくさんの

局と交信でき，喜んでいます。

JM3WWN/7:残念ながらコン

テスト当日は仕事でわずかしか

参加できませんでした。6m ＆

Down，フィールドデーはフル参

加したいです。

電話部門シングルオペ 28MHz

バンド

7K2PBB:今年は GW だけでし

た…さびしい!

7M3NRB/1:終わって見れば開

始から約 3時間程で全体の 3分の

2位の交信になっておりました。

JL7XVL:今年も 28MHzのコン

ディション，今ひとつでしたが楽

しみました。コンテスト規約改正

大変 FBです。今後ともよろしく

お願いします。

JF3MYU:新設された電話部

門で Condx の変化の大きい

28MHz で参加しましたが 3 エリ

ア以外とは QSOできませんでし

た。

JA0GWJ/0:コンディションが

良くなかった事もあるが，全般に

参加局数が減少しているのでは

ないかと思います。なお，コンテ

スト運用時間の終了時刻が最終日

15 時位だと移動運用および翌日

への仕事の影響も少なく，参加し

やすくなると思います。

電話部門シングルオペ 50MHz

バンド

7K1PKW/1:コンディションの

変化が激しく，開けてる時間が短

かったので難しかっ た。

7M1RXC/1:次回もがんばりた

いと思います。

7M4PEQ/1:集計お疲れ様です

7N4LVW/0:3 アマのニューカ

マー局ですが，どの部門で参加し

ようかかなり悩みました。

7N4QAZ:初めての参加でした。

喉が痛いです。

JE3CSO/3:次回もがんばりた
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いと思います。

JI2XUS:e メールの練習も兼ね

て，挑戦してみました。

JI4EUM:コンディションが悪

く，深夜になっても局数伸び

ず・・・・。 また参 加します。

JO1GJB:事務局の皆様には集

計作業ご苦労さまです。今年もフ

ル参加はできませんでした。で

も，コンテストって楽しいです

ね。HF も少し交信しましたが，

50MHzへエントリーします。

JP1EIR/1:参加することに意義

がある。と思って参加しました。

JP2AUS:昨年よりも自分なりに

進歩がありました。こちらのたい

へん弱い信 号をとっていただき，

たいへんありがたく思っていま

す。これから もよろしくお願い

します。

JQ1VKO:新しい部門ができた

ので電話部門に参加してみまし

た。都合により短時間 の運用と

なりました。

JR2FWN/2:次回もがんばりた

いと思います。

JI7RVJ/7:楽しく遊ぶことが出

来ましたが参加局が少ないでした

ね。副賞でも設けてはどうでしょ

うか。

7L2NOJ:50 局を目標にしてい

ました。48 局で目標達成ならず

残念です。

JI1EUI/1:仕事の合間に 3 時間

又は 30局と決めて参加しました。

得点より参加すること！！

JH2JTW/2:祭日のコンテスト

は仕事で全く出れない。ぜひ日曜

日に。日中移動を予定している局

は 4/28 の夜と 4/29 の夜コンテ

ストに出たくても出られないの

で，都道府県支庁ナンバー内に限

り運用地の変更も可にしてほし

い。

JL1KUH/1:何年ぶりかでコン

テストに参加しました。仕事で転

勤が多く，定まる場所がなく，仕

事とコンテストが重なり参加でき

ずにいましたが，今回は参加する

ことができました。みなさまご苦

労さまです。

JL3XJQ:得点は少なくてもとり

あえず参加。

7L1MPQ:アンテナを製作し，少

しはと思ったのですが結局全然で

きずに終わってしまいました。い

つかは 100局，がんばります。

JF2FMY:参加のみ。4/28～29

日他行事と重なり終わりがけに 5

局をチェックしか出来なかった。

参加証だけは欲しかったので。

JH2GMK:参加局の少なさが残

念。この設備では苦戦です。

JJ8HKD/8:いつも参加してい

て思うのですが，開始時刻はもっ

と早くならないものかと思いま

す。スタート時刻が 15時とか 17

時とかにならないものでしょう

か。

JI8NLS:短時間でしたが楽しく

参加できました。

JI1CPN/1:コンテスト終了時

刻が 21 時だと，移動して参加す

る場合翌日休みを取るか，早めに

切り上げるしかなく，満足して参

加できないことがある。開始，終

了共 15時ではどうか？

JS1DVC/1:天気が良く，気持

ちの良い移動運用でした。

JK8PBO/8:シ ン グ ル オ ペ

50MHz バンドの全国 1～3 位？

この賞に何の意味があるのでしょ

うか? せめて全エリアと交信出来

た局に限るとか・・・

JA1ZV:いつも思うのですが，コ

ンテストとなると一段とシグナル

が強くなるのが不思議です。今回

のためにアンテナをグレードアッ

プしましたが JA3 が聞こえてた

のですが，QRMのため取れませ

んでした。公営住宅はいまだにア

ンテナ建設許可を貰うのに 10W

以下に規制されています。50W

出したいのですが，それが出来ず

残念。

JA5ND/3:参加することに意義

を感じています。年々局数減少の

中での OP. なんとか○○の賑わ

いか？

JN2MPP/2:28 日はローカル

局と多治見市の山の上でバーベ

キューと鍋を食べ，アイボール

会！ 50MHzでサービス運用。29

日は午後用事があるので午前中 2

時間だけの QRP運用。短い時間

でしたが楽しく参加出来ました。

コンテストは 29 日でエントリー

します。

JR1EZW/1:他のコンテストの

ように土曜日，日曜日に開催して

ほしい。6m ＆ Down，フィール

ドデー，全市全郡は土日にあるた

め参加できるが，4/29 のみの休

日になる来年からは満足に参加で

きないため。

電話部門シングルオペニューカ

マー

JF9HTS:ALLJA 初参加。来年

も参加出来る かな？
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JK8WBR:最悪のコンディショ

ンでした。

JN4QIN/3:初めてのコンテスト

参加です。次回もがんばろうと思

います。

JN4QCU/4:コンテスト開始時間

前 7MHz で一般呼び出しをして

いる社団局。9 時開始と同時に

CQコンテストへ変更。これって

コンテストの為の周波数確保では

ありませんか？ JARL 運用課の

コメントやいかに。

7N4IIB:墨田区はあまり飛ばな

い。

電話部門マルチオペオールバンド

JA1YNE:新設の電話部門に出

てみました。覚悟はしていたもの

の「10Wの電話だけ」という制限

はバンドによってはかなり厳しい

と実感しました。

JA6YDM:特に問題なく運用で

きました。

JI2YUF:ここ数年のコンテスト

に関して，特に無線人口の減少が

表れているような気がします。

電信部門シングルオペオールバン

ド

JA2FJP:そこそこ，楽しめまし

た。

JH0RNN:固定局 (新潟県豊栄

市) より運用。短時間の 50MHz

のオープンがマルチに大きく貢献

しました。

JH2CMH:CMH で参加できる

と思ったら，コードが変更になっ

ていましたね。残念。

JH8CBH:部分参加ですが楽し

ませていただきました。。

JH8SLS:ハイバンドのコンデ

ションが悪く疲れました

JP6JKK:JP6JKK として最後

のコンテストです。同局は 4 月

30 日をもって廃局致しました。

皆様たいへん有り難う御座いまし

た。

JF6CAI:集計ご苦労様です。私

にとっては初めての 24 時間運用

でした。私のロケーションから

は，南方向の弱い Sc を捕まえる

のは厳しくて，なかなか得点が

伸びませんでした。今後，28 と

50MHz のアンテナを検討する必

要がありそうです。それでも目標

の 1000QSOが達成できて満足で

す。また来年も参加します。

JR1LEV:昨年に続き，今年もま

ともにコンテスト参加出来そうに

ありません。

JF4ETK:久しぶりの参加とな

りました。期待していたハイバン

ドのコンディションも今ひとつ

で苦戦しました。しかし，運用パ

ターンを変えたため念願の自己ベ

スト達成です。

7L4SCQ/1:移動運用を行いま

した。天気が良く，思いっきり焼

けてしまいまし た。

7N2LBG:今回は参加局が少な

く感じた。

7N4MXU:雑用をこなしながら

の参加でした。次回はゆっくりと

参加したいと思います。

JA0FVU:HFハイバンドの調子

が悪く電波を出すことができませ

んでした。日頃の整備不足を感じ

ます。今回はリグのトラブルが無

かったのが幸いですが，常に電波

を出す習慣をつけないとコンテス

ト参加は難しいです。

JA1BPN:1958 年のコンテスト

に参加して正味 10W で 3.5 と

7MHz だけでオールバンド 2 位

に なったことがあります (当時は

全国しかなかった) 。パワーをは

じめ免許書類通りの設備で運用し

ても，テクニック等で上位入賞で

きる条件はないものでしょうか。

そうすればまじめなコンテスター

がファイトを燃やすのではないで

しょうか。 何年かコンテストに

参加していますが，とても 10W

とは考えられない信号強 度で参

加している局が多すぎます。

JA1EMQ:始めて電子ログにて

提出します。これで良いのか不安

です。

JA1PTO:次回もがんばります。

JA1RSX:各局 QSO有難うござ

いました。

JA1TCF:たくさん楽しめまし

た。P部門の参加局が多いようで

した。

JA2CX/3:楽しい一日が過ごせ

た。

JA2QVP:規約の改正があって

か，H 局や P 局の参加が目立ち

ました。体調が不十分 で長時間

の参加が出来なく休み休みの参加

でした。PCロギングでの参加局

が多いで すね。私も zLog(DOS)

とエレキーの併用でした。

JA7AEM/7:久しぶりに時間が

取れて，思いっきり楽しむことが

できました。結果は， いつもの

ベランダ アンテナですから，こ

んなものです。

JA9IAX/1:久しぶりに気合を

入れて参加しましたが，身体が続
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きませんでした。 それ でもたく

さんの局と QSO出来て，楽しい

時間を過ごすことが出来ました。

オールバンドで 入賞するには寝

ずにがんばらないと駄目ですね。

JE1SGH:7MHz CW の混雑と

運用状況は異常で，モラルある方

法では，まともに運用できない.

放置すれば，ますますのモラル低

下を招きかねない.

JE3OZB/3:いっきに疲れが出

て，だれちゃいました。寄る年波

に体力・気力が持ちません。

JE6EKC/3:短時間の参加でし

たが楽しめました。次回はフル参

加できるようがんばりたいです。

JF1NHD/1:集計ご苦労様です。

今回初めてオールバンドで参加し

ました。

JF2QNM:ドナー制度はたいへ

ん良いと思います。ARRL のよ

うにコンテスト終了後でもドナー

を受け付けたらどうでしょうか。

とにかく参加者が楽しくなって次

回も参加したくなるようなドナー

制度も検討ください。

JG0AXT:29 日は仕事で夜と夕

方の 3時間程の参加でした。

JG3LGD:QRP局が多いのに驚

きました。活性化に貢献している

と思います。

JH0NVX/1:ハイバンドのコン

ディションがいまひとつで，当局

の設備では局数を伸ばすことがで

きず残念でした。

JH2NWP:今年は，アンテナの

整備をしたので，100W部門に参

加をしました。出 だしで，ログ

管理をしているパソコンがフリー

ズし，つまずいてしまいました。

JH3GBD/1:家庭の事情で 14

時半までしか運用できなかったの

が残念です.

JI0NXA:集計ご苦労様です。

ALL JA コンテスト，毎年参加す

るのが楽しみです。7MHz は挟

まるのが大変です。少しの空きも

有りませんから。ランニング，呼

びとコンテストの醍醐味を満喫致

しました。各局またお会いしまし

よう。電子メールで提出してみま

した。

JI1CUP:L 種目が廃止された為

に仕方なくミドルパワーに上げま

したが，得点の伸びは芳しくな

く，激戦の M 種目には通用しそ

うにありません。

JJ6WYS:ハ イ バ ン ド の

CONDXがいまいちでしたね。

JK1LYP/1:久々にマルチバン

ドで参加しました。天気が良くて

助かりました。

JK1XDB:今年は XAM 部門に

出ようと準備を進めていました

が，コンテスト直前に風邪をひ

いてしま い声 が出なくなってし

まったので，急きょ CAM部門に

変更しました。1エリアからはハ

イバン ドのコ ンディションが良

くなかったので苦手なローバンド

の割合が高くなりました。

JK2RCP:コンディションには

恵まれませんでしたが去年よりス

コアアップできました。

JK3HLP/3:色々トラブルが

あって，フルオペすることができ

ませんでしたが， 何 とか参加は

できました。

JN3ANO:交信ありがとうござ

いました。

JN4FNZ:今年こそと意気込ん

だもののコンディションの把握に

苦しみました。

JO2JDJ:今年はオールバンドで

きました。

JR2NTC/2:今回はオールバン

ド部門に参加してみました。コン

ディションの把握にな れていな

いためにバンド切り替えのタイミ

ングを逃し，目標の 500交信には

至りま せんでした。しかし，天

候には恵まれ，心地よい風の中

で運用ができました。また来 年

チャレンジします。

JR3EOI/3:どうも年齢から来る

気力の低下があるようで，移動の

マルチバンドなどに参加するのは

それほどの意気込みがなかったの

ですが，まわりからせっつかれ出

ることになりました。出る限りは

力を出し切りたいという一念があ

りまして，なんとか 24 時間闘え

ました。

JR3NDM:集計ご苦労様です。

昨年の参加部門が今年から無く

なったので，オールバ ンドで参

加しました。私の交信数は増えま

したが，参加局数が減少している

のでしょ うか。

JR7HOD/1:種目が同じ M で

もコンテストナンバーが M/L と

2 種類あるのでは M が有利と思

います. 結果を公表するとき，M

部門は得点の後にM・Lを明示す

るとおもしろいと思いますが.

JH6SWF/1:家族サービスもあ

るのでフル参加は出来ませんが，

楽しむことができまし た。

JP1SRG:参加することに意義あ

り。
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JQ1BTP/9:しょぼく遊んでま

す。

JA6FKX:21MHz，28MHz，

50MHz の各バンドは全くコン

ディションが良くならず残念でし

た。

JJ6TWQ:年々，ローバンドで

の競争が激化していくようです。

CW では 250Hz フィルターのほ

か DSP がないと勝負にならない

のでしょうか？ TS950 が故障し

途中でリグを替えましたが厳しい

コンテストでした。(Hi)

JH1SAR:記念局も参加してナ

ンバー交換できました。記念局も

マルチになればおもしろいと思い

ます。

JA7MVI/1:ハイバンドがパッ

としなかったですね。

JA5IVG:集計ご苦労様です。ロ

ギングのコンピュータの不調か

ら，最初の気合いが抜けご覧のと

おりスコアとなりました。完全に

不完全燃焼です。次は 6 ＆ D で

したっけ！がんばります。

JH1MTR/4:21MHz 以 上

CONDX悪く残念。

JA1PS:世の中は省エネ志向 (指

向) だと云うのに，例年になく種

目コード H の局が多いように感

じた。国内局の相手のコンテスト

なのに電力がもったいないと思

う。

JA1HHF:CQを出し，続けて交

信できるのは 10 局まで，あるい

は 10 分間として，微小電力局で

も CQ が出せるようにするとよ

い。

JJ4MAI/8:午前中の運用でし

たが，久々に楽しめました。

JA1QEU:3.5，7MHz は短縮且

つ折り曲げ DP のため TVI が心

配で 25Wで運用したので CQを

出さず呼びに回り局数が稼げな

かった。また CODX も悪くマル

チが極端に少なかった。

JA6DNV:日中の 28，50MHz

を期待していましたがダメでし

た。21NHz が少し開けた感じで

したが特定局のみで終わりまし

た。例年通りの 7と 14MHzでな

んとか稼ぎました。10W 局をひ

ろってくださった各局さんありが

とうございましたる

JF2VIP:しばらく無線を休んで

いたので久しぶりに LW を張り，

ウォーミングアップ時に参加でき

ました。

JM6NJU:時間不足で交信がで

きなかった。参加しただけです。

JA1COH:「2 バンド」に参加で

も「オールバンド」何か変です

ね。やはり「マルチバンド」の方

がぴったりするようです。200W

機を無理して買ったのですが電力

区分の変更で古いリグを引っ張り

出して参加しました。あまり気合

いが入りませんでした。

JR0ETA/0:集計ご苦労様で

す。初めての移動運用参加です。

3.5MHzのアンテナを自宅に忘れ

てきてしまったりハイバンドが今

ひとつパッとせず，局数，マルチ

ともに低迷したりしましたが，天

候に恵まれ野外での 2日間を気持

ちよく過ごすことができました。

7K1CPT/1:QRP マルチバン

ド・シングルバンドの制定ありが

とうございます，コンディ ショ

ンによっては，大量得点の望めな

いバンドにも QRVすることが出

来，楽しいと感じま した。

7N2ECX:29 日夕方の 3.5MHz

帯でだいぶマルチを稼げました。

北海道・九州の皆様 TNX!

7N3KVN:飛び石連休ならぬ飛

び石参加でしたが，楽しめまし

た。

JA1RIZ/1:あたり前ではありま

すが，CONDX が開けていれば

QRP でも楽しめます。 あとは

「忍」の一字。精神修養になりま

す。hi

JA2BCQ:ハイバンドの condx

が悪く残念でした。しかし QRP

でもかなりのスコアがあげられる

ので満足です。クラブ局のオペ

レーションでは，優れた局と迷惑

な局との 2極化現象があるようで

す。

JA6EOD:QRP 5Wで参加しま

したが，さすがにローバンドは

大変でした。 14MHzは　とても

condxも良くなり，適当に楽しめ

ましたが　 Hi-band は私のアン

テナで は，かんこ鳥が鳴いてい

ました。hi

JA6SRB:5Wで参加，かなりの

ストレスになる。来年はコード

Mにて参加する。

JH0IXE:L 部門の廃止には反対

です。やむなく P 部門で参加し

ましたが L 部門の復活を希望し

ます。

JN1JJQ:29 日の 00：56～01：

24 までの QSO データを紛失し

ました。チェックログ にする場

合は気をつけてください。

JR7HAN:CQ を連呼している

マルチオペの強力局は耳が悪い局
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が多いうえ，こち らがランニン

グしている周波数に割り込み上か

ら CQ を打たれることもしばし

ば です。これらの局は，CQの空

打ちばかりで，周波数を無駄に占

拠しているだけで す。QSYルー

ルを採用すれば，これらの局も他

局と同じように呼びに回る必要

が出るのでバンド内がすっきりす

るのではないかと思います。主催

者側でご検討 下さい。

JH2HUQ:QRP5W でフルタイ

ム参加しました。21MHz 以上で

の CONDXが悪く，残念でした。

さすがに QRPですと最後の交信

まで待たされることの連続でした

が各局に根気よくとっていただい

て助かりました。

JF2KIV/1:気のせいか？ P の

局が多いような・・・・信号はと

ても強いのですが！！

JK1TCV:集 計 ご 苦 労 様 で

す。”P”部門が新設され，コン

テスト参加者が増えることを希望

します。

JA6FOF:集計ご苦労様です。ハ

イバンドの CONDX があまり上

がらず残念でした。

JA1SIM:QRP でも聞こえてい

る局の応答率は 90%以上でした。

体力は 8時間の睡眠でどうにか保

持。

電信部門シングルオペ 3.5MHz

バンド

JA7YIT:クラブから一人での運

用でした。

JA1XEM:4月 29日一日だけの

運用になりました。

JL1EJO:SWL 部門もクラブ対

抗に算上してほしい。

JS1PWV:残念ながら目標の

400QSO50 マルチには到達でき

ませんでした。

7K2STM:3.5MHz での参加は

初めてです。

JE1ORU:たいへん充実したコ

ンテストでした。

JH4JUK:29 日が仕事でフルタ

イム参加ならず，ハイバンドが少

ないので 3.5MHz バンドで提出

します。

JH5LYW:このコンテストは結

婚記念日のため，毎年 XYLの目

を気にしながら なので，コンテス

トには集中できませんが，楽しく

参加させていただいていま す。

JJ1JJD/2:月明かりの中，アン

テナの調子も良く，楽しく運用

できました。次回もがんばりたい

と思います。

JM6FMW:交信していただいた

皆さん有難うございました

JR3FOS:初日のみの参加でした

がなんとか目標の AJD を完成で

きました。

JP6GQN:今回はフルタイムで

参加できなかったので 3.5MHz

シングルバンドでエントリーし

ました。短縮 V-DP の 19mH と

以前の 14mHスローパー＋ ATU

を比較するとかなり高さが効果的

に感じました。

JH1KSB:家庭サービスのた

め，朝 1 時間の QRV でした。

21MHz はチェックログ提出しま

す。

JA9RPU:念願のシングルバン

ド QRP部門が新設され，楽しむ

(苦しむ？) ことがで きました。

さすがに 5W ではつぶされっぱ

なし？で，応答いただいた各局に

感謝しま す。

JH4FUF:今年は，”P”局の割合

が増えたようです。でも，強力

な”L”も hi。チェックログ有りま

す。

JJ1OAS:仕事の都合で全時間参

加できませんでした。特定時間参

加武門なんかあるといいですね。

JS3XOR:なんとか目標の 100

局を超えました。

JA2KFI:部門新設初入賞めざし

てガンバリました。北海道から九

州まで小笠原を含みコンタクトで

きました。国内 P 部門はもう少

しパワーを下げ，1Wないし 2W

以下にするとおもしろいでしょう

ネ。

電信部門シングルオペ 7MHzバ

ンド

JA3EPI:次回も参加します。

JA1HHU:WAJA達成を目標に

しましたが出来ませんでした。最

もアクテブの 高い 7MHz(CW)

で一局も出ていない県があるな

んて信じられません。やはり探し

方が下手なんでしょうね。残念で

した。

JA7OB:参加者が少ないです。

参加者の大幅増しのために，ア

メも必要なってきた と思います。

学校のクラブ局の参加が減少して

いるのが，その現れと思います。

いま どきの若者は学校とかクラ

ブの名誉のために徹夜はしませ

ん。もしやっているなら，ネクラ

少年の代表でしょう。

JA9SSY:途中までは去年より良
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いペースでしたが，終わってみ

れば再現性良く，去年と同じ得点

(claimed scoreで 0.4%の違い)に

なってしまいました。

JS1OYN:初めて 24 時間がんば

りましたが，過去の自己記録には

遠く及びませんでした。

JF2ION:多くの局と交信できて

楽しむことができました。

JA5IP:ログシート，集計欄を合

計の他に累計欄を設けてほしい。

7K2GMF:遠隔地と多く交信で

きませんでした。来年もよろしく

お願いします。

JA1PZD:北海道各支庁の活発

な QRVを期待します。

JA1SJR:マイペースでの参加で

したが楽しめました。電子 LOG

での提出はたいへん楽ですね，助

かります。

JE2OUK:コンテストは楽しみ

です

JF3CHM:AM03:00頃から，た

くさんの方に呼ばれました。 交

信頂いた方，どうもありがとうご

ざいました。次回もよろしくお願

いします。

JF3RSF:4/28 は出張で出れな

かったのが残念でした。

JG1SYY:がんばりました。

JH3VEY:ALLJA初参加，楽し

めました

JL7AIA:仕事と子守がQRLで，

今回は 1/4 だけですが参加でき

ました。私もようやく 一児 (女

の子) の父となり，今はもうメロ

メロの状態です (^-^)v　 (XYL

談)。それで も QRV するとは，

わたしも相当好き者なのか？今後

ともよろしく。

JR0EYF:二文字コールの OM

ががんばられているのには驚き

ました。さすがですね。 今年は

電鍵の調子が悪く，苦労しました。

いろいろトラブルがあり，「毎年

これはよかった」ということは無

いですね。

JR1UMO:アンテナの整備が不

十分でした。次回はと思います

が・・・

JE7DMH:”P”で参加の局が多

く感じた。しかし 7MHz の混信

はいつもながらすごかった。

JL6IPK:スコアが 4 桁とは残

念。ウデ上げて出直しします。

7N2SPK/7:フル参加は出来な

かったが DP一本でも楽しめた。

JA4AVO:昨年は 6局，今年は態

勢を整えてやる気で参加しまし

た。コンテストログ「HCT」はア

ルファベットが入力できないので

未入力になり，見苦しいのですが

Sri。

JP3DVP/3:パワー (H) には移

動してもお手上げです。おもしろ

くないです。

JA1DUA:エリアで 5，7，8の局

が少なくなかなか交信出来ません

でした。

7L3WEV:QRP部門シングルバ

ンド新設ということで，参加しま

した。

JA1FPV:かみさんのお客さん

が遊びに来ていたので，お相手

をしながらの参加でした。 時間

が十分取れず残念。 QRPでした

が，耳の良い方が多く，弱い信号

を取っていただき感謝していま

す。

JA5DIM:今年はシングルバン

ドでエントリーしました。

JA7UDE:QRP3W で呼びにま

わりましたが，QRMのなかでも，

呼んだ局とはほとんど QSOでき

ました。微弱な電波を拾っていた

だいた皆さんに感謝。

JE6MIS:QRPは難しいですね，

次はぜひマルチバンドで参加して

みたいと思います。

JH7BEO/7:CW 5W はかなり

きついです。10W 部門復活を望

みます。

JN2UIY:P部門で参加してみま

した。空振り CQ が多かったで

す HI。 肝心な 29 日は所用で　

お昼ま聞けませんでした。残念。

5W で呼び 取ってくれた局長さ

ん　 TNX!でした

JQ1AAC:アンテナが貧弱なた

め他の QRP局と比べても一段と

弱かったようで， 各局 にはご迷

惑をおかけしました。それでも結

構楽しめました。

JA7MGH:まだ初回のせいか，

L(10W 以下)，P(5W 以下) の局

が非常に少なかった。

JS1QIZ:国 内 コ ン テ ス ト に

200W をこえる電力は不要と思

います。大出力を無くせばもっと

CQを出せる局が増えて楽しめる

と思います。

電信部門シングルオペ 14MHz

バンド

JK1LUY:少しの時間でしたが，

参加することができました。

JA7VHJ:連休中にもかかわら

ず短時間の参加になりました。

JG5CAJ/5:長時間参加できな

かったので残念です。来年は，も
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うすこし参加したいと思います。

JG5DHX:29 日は仕事の為フル

参加出来ず，マルチが思うように

獲得出来ませんでした。

JH7PKU/0:出稼ぎ先でのパー

トタイムシングルバンドエント

リーです。10 時間ほどの運用で

すが，そこそこ楽しめました。

TNX!

JJ3TBB:運用地は大阪府豊中市

(無線設備の常置場所)です。各エ

リア方面とも一通り開けて，まず

まず楽しめました。

JK3GWT:集計ご苦労様です.3

エリアからのコンディションは

最低でした. 大票田の 1 エリアが

しっかり開けることがなく，ロー

パワーではあんまり呼ばれません

でした.次回に期待です.

JM1LQI:なんとか，AJD完成し

ました。 コンテストアワード楽

しみにしています。

JM1MTE/6:初 め て の 電 子

LOG提出です

JQ6FAI/6:HF ハイバンドのコ

ンディションが良くなく，全体的

に参加者が少なく感じた。 種目

は L，Mで分けられたほうがいい

と思います。

JR0GNY:ログシートは HCT

データを独自の方法で変換処理

しました

JR4GPA:14MHz は十分楽しめ

るコンディションでした

JR8QMO/8:珍しく今回はス

タートから参加。でもまだ移動

運用には季節が早かったのでしょ

う か，とても寒くて夜中は車の

エンジンをかけっぱなしでした。

昨年より局数も増えた し，道内

マルチが若干できたので「良し」

としましょうか？しかし撤収時間

は相変わ らず 14 時ころでした。

体力の衰えを痛感する今日この

頃・・・。

JS3MUT:2 年ぶりの参加でし

た。少ない時間でしたが，楽し

い時間を過ごしました。 お相手

いただいた局に感謝します。

JA4LCI:今年は，ややにぎやか

だった様な気がしました。

JI6DMN:たった 11 局ですが本

日締め切りと知りすべりこみ提出

です。

JA3LXY/2:転勤のためアンテ

ナが整備できず，マルチバンドで

は参加出来ませんでした。

JM2LSJ:仕事で短時間しか参加

できませんでした。

JG8SIS/8:今年の参加局は多く

感じましたが体調悪く少得点 Hi。

お手数かけますがよろしく。

JJ7FZC:前週のオール東北で気

張り過ぎました。今回はほんのち

よっと覗いてみただけでした。

JE8NTJ:たくさんの局に応答い

ただき楽しいコンテストでした。

心なしか参加局が年々減少してい

るのが気がかりです。楽しいコン

テスト作りに事務局の皆様ご苦労

様です。

JG4UWS/4:今回も時間の合間

を移動し運用しました。14MHz

が比較的に余裕がある様に思え参

加 1stQSO の局もあり FB でし

た。近距離が NGデシタガ

C14M:満足しています。

JN3LXF/9:はじめて福井県か

ら QRVしましたが，期待してい

たよりも得点が低かったので残念

です。ちようど田植えの時期と重

なっていましたのである程度暇な

14MHz を選んだわけですが，次

回は，福井県から 7MHz部門でや

りたいと思います。しかし，家と

は違い思い出に残るコンテストで

した。

JF6NBB/6:コンディションが

よかったので 14MHzで提出しま

す。

7M3CJQ:まずまずの condx だ

ったようです。今回は出力を 3W

に絞って参加しました。

JK7UST:3エリアは日曜日の正

午過ぎに開けましたが，大票田

の 1 エリアが開けなかっ たのは

痛かったです。5Wではスキャッ

ターは難しいし。

JR0QWW:14MHz はコンディ

ションが今一つで，せっかく移動

したわりにはあまり局数を稼げま

せんでした。 でも QRP にもマ

ルチバンドや，シングルバンド種

目ができて楽しみが増しました。

良かったです。

JR3UVW/2:5W運用はおもし

ろかった。次も 5Wで

JA0BDJ/1:時間がなく 15分だ

け QRPで 5局との交信。コンテ

スターは耳が良い。一回でひろっ

てくれる。びっくりした。2Wの

QRPQSOは気分が良いですね，

JA9BKU:風邪，喪中で運用

QRV 少なし (ダウンして寝てま

した!)。

電信部門シングルオペ 21MHz

バンド

7L2DXD:コンディションがあ

まり安定せず，受信の悪さもあっ
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て，ちょっと残念でした.

JH2HHJ:次回に向けての良い

データ収集ができました！

JJ1LBJ:昨年より交信局数が減

ってしましました。

JJ1XPJ:初めての電子ログ提出

です

JE3SAE:日，月曜日のコンテス

トで私自身，仕事が月曜日休みな

ので今回ゆっくりコンテストに参

加できました。

JK1REJ/1:”L”部門の廃止に反

対する。10Wの RIGしか持って

いない局がいきなり 100W の局

と勝負しろと言われても勝ち目が

ない。5Wの QRPでは交信して

くれる相手がいなくなる。”L”の

復活を!!

JA6FXT/1:今年はこの数年の

うち一番コンディションが悪かっ

たように思います。

JA3TVQ:ノイズの中からの信

号，何度も聞き直してすみませ

ん。

JQ1DFS:コンディションが良く

なかった。

JR1NKN:所用で部分参加でし

た。またがんばりたいと思いま

す。

JR5HWQ/1:QRPp にもかか

わらず QSOしていただきありが

とうございます。0.5W+GP で

は都内の Big station しか交信で

きませんでした。

電信部門シングルオペ 28MHz

バンド

7N1BHO:いつもの移動運用で

きずベランダ仮設アンテナで参

加。受け飛び共にいま いちです

が，参加することに意義ありでし

た。

JI1HFJ:スキャッタと GWの伝

搬が主で，今一力強さに欠けた伝

搬でした。その為 か，九州など，

いつも交信できるマルチを落とし

てしまい，マルチを昨年より減ら

し てしまいました。 各局どうも

ありがとうございました。

JA4GXX:新人の参加者が少な

い。いつも同じ顔ぶれ。

JH6XGC:コンディションが九

州では今ひとつでした。

7N2VNF:昨年に続き 2 回目の

参加となりました。昨年より順位

を上げることが今回の目標です。

電信部門シングルオペ 50MHz

バンド

7M4QNP:新区分で結果がどう

出るか楽しみです。　天気が良

かったためか，参加局は少なかっ

たのが残念です。

JG3HBO:初めて電子ログにて

提出いたします。よろしくお願い

いたします。 今年は昨年と比べ

て参加局も増えたように思いま

す。

JI1ACI:あまりの呼ばれなさに，

途中で戦意喪失してしまいまし

た。

JM1SBU:私の所では，残念な

がら E スポの発生が確認できま

せんでした。さすがにグランド

ウェーブでは，マルチが稼げない

ですね。次回に期待します。

JA2ACI:6m の DX は開けまし

たが国内は芳しくなく，次回のコ

ンテストもこのバンドでがんばっ

てみたいと思います。

JA3ATJ:今年は，理事会と重な

らなかったので，QRV できまし

たが，さて理事・監事で参加した

のは何人？ かくいう私も，コンテ

スト時間中はずっと家にいたので

すが，参加できたのは僅かな時間

でした。

JJ1IDW:海外のコンテストと同

様にWEB　 CLUSTERに自局

の周波数を記入した場合，マルチ

オペ (ASSISTED) になる旨規定

に明文化してほしい。

JL3IVX:アパマン固定からの運

用。移動局がうらやましいので次

回は移動での運用をと思って お

ります。

JR6GUI/1:リグのトラブルに

より途中リタイアしました。今

までタダでさえ 10W 局が少な

かったのに今回は規約改正のた

めか 10W(20W) 局は殆ど居なく

なったよう です。今回の規約改

正は CW が叩けるのなら QRP

か 50W 以上を選択しろと言われ

てい るように感じましたが，す

ぐに QRO できる人は別として，

3 アマ以上の資格を持っ ていて

も都合により 10W(20W) でしか

オンエアできない人もいることを

忘れないで 欲しいものです。今

一度電力区分を見直して下さい。

10W局と 100W局が同じ土俵 と

言うのはあまりにも酷ではないで

しょうか。

JK1DMT:今年も自宅から 6m

の CWのみで参加しました。

JH0CHR:コンテスト主催関係

皆様のますますのご活躍をお祈り

申し上げます。

JR1BQJ/1:久しぶりの ALL
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JA でした。夜のみの参加でした

が CONDXが今ひとつでした。

JR7SLC:参加局がやはり少ない

と思う。もっと参加してほしい。

JL4MPH/4:29日朝からの参加

でした。参加局が少ないですね。

年々少なくなっているようで・・・

50MHz CWだけでは暇をもてあ

ましてしまいます。SSB にいっ

たり他のバンドに浮気したりしま

したが，結局 6時間運用して下山

しました。不完全燃焼でした。

7L3EBJ/QRP:集計ご苦労さま

です，参加時間が短く成績が伸び

ませんでした。

JA3CVN/3:次回も参加したい

と思います。

JH9ATT:QRP 運用でも思った

以上に交信できました。

JI1AQY:次回もがんばりたいと

思います。

JL3MZJ:CWで交信できて楽し

かった.

JM1LPN:QRPでちょっとだけ

出てみました。

JR1LZK:参加局数が少なくなっ

たように感じました。

JR5EHB:1 交信に 5 分近くか

かった交信もあり，苦労しまし

た。

JH0NAH/1:久々の参加です。

今回は 3 時間程度しか参加でき

ませんでした。

JE1YQL:今回，初参加です。今

後ともよろしくお願いいたしま

す。

JI2CQH/0:低山への移動とは

いえ夜は寒くて大変でした。各

局 TX!

JE7ENK/7:思ったより局数，マ

ルチが多くできて，とてもうれし

いです。

電信部門シングルオペシルバー

JA1HIY:お世話様になります。

久々振りの参加でした手打ち電鍵

ですが，今後 とも宜敷です。

JF7DXT:各バンドとも昔のよ

うなにぎやかさはなくなったが

それでも楽しく過ごすことが出来

ました。

JA3AA:コンテストナンバーに

Hをつけている局が随分増えまし

た。参加局も多くさすがALL JA

と思いました，十分コンテストを

楽しむことが出来ました。

電信部門マルチオペ 2波

JI2ZJS:3年連続で電信電話部門

に出ましたが，今年は電信部門に

出てみました。途中までは昨年と

同様のペースで局数が伸びました

が，途中で頭打ちになった感じで

す。

JK6SEW:ハイバンドのコンデ

ィションが悪く，鹿児島からは厳

しいものでしたが，Scを中心にな

んとかそれなりのスコアを上げる

ことができました。

電信部門マルチオペオールバンド

JI3ZOX:クラブ常置場所にて運

用，アパマン固定では局数延びず，

予定目標 300 局との交信 は達成

できずに 152 局で終わりました。

今年中にはメンバー 3級に合格す

れば…今回の運用は 2局でした。

電信電話部門シングルオペオール

バンド

JA7SYA:今年のようにハイバン

ドのコンディションがよくない

と電話部門はほとん ど入門者に

とって，まるで交信できないコ

ンテストと化してしまいそうで

す。強力な局が一旦ローバンドで

スポットを陣取りしてしまうと

電話部門や L，P種目は参入でき

ません。「1交信後に QSY」のよ

うなルールも必要ではないかと

思います。それ にしても早期の

3.5MHz，7MHz のバンド拡幅を

望みたいですね。

JA9JFO:ハイバンドのコンディ

ションが悪かった。

JF2FIU:なんとか完走できまし

た。ハイバンドがパッとしません

でしたが，昨年比 UP だったの

でヨシとします HI。交信して頂

いた皆様，ありがとうございまし

た。

JH1EAQ:山梨の固定局から

JARLコンテストに All Bandで

参加するのは初めてでし た。 開

始 3 時間で AMP が壊れたりし

て大変でしたが楽しめました。

JH4UYB:スキャッターで楽し

めた。

JH0IEW:新設された電話部門

の局は，100W局を同じ強さでと

ても 10Wと思えない。

JK1QAY:年々，参加者が減っ

てきているような…

JN1WTQ:転居後初めてのコン

テスト参加です。昼間ノイズが多

いのには困りました。

JR1VAY:楽しく参加できまし

た。

JS3CTQ:各局 QSO ありがとう

ございました。来年もよろしくお
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願いいたします

JI1CMZ:交信局数新記録達成

JR3XTO:紙ログ部門があれば

優勝したかもしれません。

7K1PEO/1:規約が変わって最

初のコンテストでしたが，50M

が少なく感じまし た。 局数減の

歯止めがかかっていないようでし

た。

7K2GMJ:最初は 3.5MHz の電

信シングルバンドで出ようと思っ

ていましたが，開始前 から強力

な局の試験電波等により出られる

周波数の確保ができず，CQを出

す隙間があ りませんでした。残

念。結局 XAM でログを提出す

ることにしました。

7K2IVK/1:コンディションも

そこそこで楽しめました。

7L1FFH/1:開局以来はじめて，

ALL JA に個人局で参加しまし

た。天候にも恵まれ，思いっきり

コンテストを満喫できました。今

回の ALL JA は連休という日程

に恵まれたため移動して参加する

ことが出来ました。ALL JA の

日程を 4 月第 4 週の週末などに

調整することは出来ないもので

しょうか?

7M4CLF/6:集計ご苦労様です。

今回は，体調を崩して途中でダウ

ンしてしまいまし た。

JA0BMS/1:アパマンハムです

JA1BVY:ランニングせず，呼

び専門局の順位を出し表彰してく

れればがんばるのです が。Hi

JA1HBV:全体的に参加局が少

なくなってきた感じがしました。

JA1IQK:電子メール提出の前回

コンテストで JARL News に記

載漏れとなり，申し入れで訂正記

事に掲載された。電子メール処理

の手動部分でミス が生じたとの

こと，大丈夫かどうか心配であ

る。電子メールは自動処理され，

手書き提出分と合体後に，メール

アドレス記入者へは，メールで順

位 を連絡して貰う仕組みを考え

て欲しい。

JA1OQ:今年も楽しく参加でき

ました。 参加者の減少を感じま

した。

JA1RRA:コンテストアワード

にチャレンジの目標で参加しまし

た。AJD(7MHz CW)，50MHz-

100をゲットし喜んで います

JA1VBP:次回もがんばりたい

と思います。

JA1XRH:昨年に比べ 21 / 28

/ 50MHz のコンディションが悪

く，12時間経過では昨年のQSOs

を 50 局ほど上回ってい ました

が，夕方には遅れが出てしまいま

した。スキャッタで若干のマルチ

は獲得できましたが，昨年の得点

を上 回るのは微妙な状況が続き

ました。終了 10 分前にようやく

到達し「前年以上の得点」目標を

達成しました。

JA6QDU:21，28，50MHz が

さっぱりでした。50MHz は

ANT を揚げたばかりなので少

しは期待したのですが， 聞こえ

るのは，ほんの近場だけでした，

夏の testに期待します。

JA8JCR:ハイバンド全然だ

めでしたね，チェック不足で

28/50MHz は 0QSO でした。今

回 も色々と問題点が見つかりま

したので次回までに対策して自己

記録更新ができるよう にしたい

と思ってます。

JF2OZH:アパマンですが，夜間

だけは下の立ち木にローバンド用

に長めの LW を はって QRV し

ました。

JF4CZL/1:集計ご苦労様です。

今年も短いナンバーで効率の良い

オペレートができました。 今回

はマルチの取りこぼしが多く悔い

の残るコンテストでした。また

参加します。 交信して頂いた方，

ありがとうございました。

JG0OXL:3.5MHz のアンテナ

を上げる時間が無く，7MHz～

28MHzの運用でしたが， まずま

ずのスコア－でした。 でも久し

ぶりに，7MHz SSB でランニン

グしました が，相変わらずすご

い混信ですね。

JG6MDS/7:マルチバンドでの

参戦も 3年目，今年はトラブルに

泣かされました。

JH0NEC/0:ハ イ バ ン ド と

phone があまり QSO できず

残念でした。7MHz では P の局

も強力に聞こえて ました。

JH1DHV/1:ハイバンドのコン

デションがよくなかった (耳が悪

いのか？)。

JH1FNU:今回 3 時程，寝てし

まいました。残念です。次のコン

テストもがんばります。

JH1JGZ:休憩時間をしっかり

とっての参加でした。

JH1QPJ:29 日が仕事でしたの

で運用時間が少なかった。相変わ

らず H，M を送っている局より

Lを送っている局の方が強いです

ね。
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JH6KOQ:6m がさっぱりだめ

でした。九州の参加者が少なす

ぎです。今回は CQ を 出さずに

呼び専門でやってみました。 今

回は CW の比重が多くなりまし

た。速い CW は受信が苦手なの

でマッキントッシュにお任せでし

た。びっくりしたのは 7MHz で

も使えたことですね。

JH7IPR/6:50MHz がイマイチ

でした。日曜の夕方 1 エリア Sc

で開いたけど聞こえて来るのは親

方ばかりでなかなか取ってもらえ

なかった。

JH7VVR/1:集計ご苦労さまで

す。地方の参加局が楽しめる内容

でないと，減少傾向が 加速しそ

うしな気がしました。

JI7OED:電話部門制定記念とし

て電話にも出てみましたが，コン

ディションの悪さに苦戦し疲れま

した。でも電信のときより世界が

広がり楽しめました。 毎度の意

見でまたかとお思いでしょうが，

北海道の局だけコンテストナン

バーが長いのはおかしいと思いま

す。

JJ1NNH:楽しく参加させてい

ただきました。ありがとうござい

ました。

JJ1ONR:久しぶりの 24 時間参

加でしたが，途中で 6時間眠って

しまいました。　体力のなさ を

痛感しました。

JJ1VKT:局数をもう少し上積み

したかったのですが，最後は気力

がなくなりまし た。久しぶりに

夜寝ないで運用した反動で昼間眠

くて集中力が欠けてしまいまし

た。 完徹はもうムリかなぁ・・・

JJ6LPG:集計ご苦労様です。い

つも中途半端な結果で終わってい

るので今回は時間内フル参加 を

目標にしていましたが，やっぱり

私用が割り込んでしまい予測点数

とはかけ離れた 点数でした。パ

ワー H の局が予想よりはるかに

多くて驚きました。ベアフット

200W 時 代 って事なんでしょう

ね。

JK1FNN:全バンドまんべんな

く出ました。

JK2VOC/3:生存証明です。

JL3TXW:コンテストに参加し

ていきます

JL6XZI:メインで運用している

21MHz帯が伸びず残念だった。

JN3BMB:1 年半ぶりに 4 大コ

ンテストに参加させて頂きまし

た。コンデションが良 くなかっ

た点もありますが，年々ハイバン

ド・6m がさびしくなっており残

念です。そ れから，パワー L の

参加局も年々少なくなっているよ

うです。新規約の結果はいかに

？

JO1VVT:次回もがんばりたい

と思います

JO2EWL/2:時間の許す限り参

加し，十分楽しめました。コン

ディションがいまひとつ・・・

JR1LQK:春の嵐でアンテナが

壊れたままの参加でした。スター

トダッシュは調子良かったけど，

明け方 1時間以上も寝てしまいま

した。昨年より 1万点アップした

のでよしとしよう。

JR1MRG:思うように局数が伸

びませんでした。来年はがんばり

たいと思います。

JR2AWS/1:シングルバンドの

つもりが，オールバンドになって

しまった。

JR4QZH:21MHz，28MHz が

開けず残念でしたが，その分，

14MHz，7MHzで 楽しめました。

規約が改正されましたが，参加者

が減っているように感じました。

JA3QOS:電子ログになって FB

です。

JF2SKV:移動せずに固定から参

加してみました。

JR1SGU:今年も楽しむことが

できました。e-mail でのログは，

Cabrillo 方式にはで きません

か？ DX コンテストと同方式の

ほうが管理上もやりやすいのです

が。

JR1CCP:数時間しか参加でき

ませんでしたが，14MHz で結

構楽しめました。来期は LOW

BAND のアンテナ整備検討。

28MHz の東南アジアからの電波

には閉口しました。何らかの対応

策は取れないものでしょうか？

JA0LHG:HF High Band のコ

ンディションが悪かった。

JE0KBP:コンディションがよ

く，楽しめるコンテストでした。

自分としては結構がんばって運用

できたと思います。ほとんど呼び

に回るつもりでしたが，時々空い

ている周波数を見つけることがで

きたので短時間ですがランニン

グもでき，スリルがありました。

やっぱりアマチュア無線はおもし

ろいなあと思いました。

JA1DDT:7MHz は強力な局に

負けるため 50W でも交信困難で

す。4 アマ 10W でも参加できる
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ように最高電力を 100W に制限

してください。国内コンテストで

は 100Wで十分で 500，1KWの

出力は必要ありません。単なる迷

惑のみです。

JO1WZM:Hi バンドのコン

ディションが良くなかったが今年

も楽しく参加させてもらいまし

た。

JE1WVJ:年々参加局が少なく

なっている様でさびしいです。参

加する事に意義が有ると思いま

す。無線が好きならば。

JE1SLP:3.5 ＆ 7MHzは 1時間

QSY 制度を検討したらいかがで

しょうか。

JH1QXP:例年に比べていく

らか活発になってきたようだ。

50MHzは低調であったが。

JE8FWF:くーっっ！電信で

「L:10W 以下」を叩いていたの

は，やはり私だけだったか！全国

広しといえども時代に遅れたばか

は他にいなかったようで，参戦を

していた幾人かの常連 OM から

QRP だといって呼んでいただい

た。規則改正で戦略上の大転換が

起きたようだ。今年から私のよう

なモードを股にかける「マルチ

派」は，完全に 50W 体制転換が

終了したようで，勝ち負けは抜き

にして「CWで 10Wの同志がい

ない」というさびしさだ。しかし

規則改正の目的は成就したと見え

る。ますます私の戦略上の立場が

悪化していくようである　 HI。

だからといって新しい規則に不満

を上げれば切りがないし，意見募

集の時点で何も提言せずに，今更

不満を愚痴るのも理屈の通らぬ

事だし。問題は現状でいかに多

く QSOしたかでは？私は最後ま

で「10W のおんぼろリグでへな

ちょこ参戦」という意地を通すつ

もり。だって，これでも十分私の

電波 (ただし，”微弱な”という条

件付きだが HI) が国内に飛んで

いくから。それにしても日頃局数

が減ったといわれるが，あのロー

バンドの賑わいはなんだ？あん

なに多く HAM がいれば連盟は

しばらく体制的に安心か・・・。

HW？ちよつとでも皆に科学する

心があれば組織は盤石でしょう

に。では再見，73。

JH9VJW:コンディションが

50，28，21MHz とも悪くマルチ

が上がりませんでした。

JF2FKJ:今回のコンテストで

は，28MHz で交信ができません

でした。

JL1FGN:3年振りの参加です。

JL2VZJ:HF ハイバンドのコン

ディションがあまり良くなかった

気がする。全体的にバンドが空い

てきている気がします。

JA6LIM:次回もがんばりたいと

思います。

JE1PJR:楽しく参加させていた

だきました。

JN2XPQ:今年で 4 回目の参加

です。来年も時間を見つけて参加

します。

JG1IEB/1:夜中はたいへん寒

かったです。

JJ0HXH:ハイバンドのコン

ディションが良くなかったようで

す。残念でした。次回のコンテス

トにきたいします。

JA1DTS:仕事の合間に短時間

の参加となりました。

JR8ALJ/8:15 年ぶりのコンテ

スト参加でした。

JE7CWH/0:1 エリア境の所で

すがロケが悪く，ハイバンドが

NGでした。

JF3WNO/3:もう少し局数が伸

びるかと思ったのに残念。

JH1HGF/1:21，28MHzが開け

ず QSO 数が伸びませんでした。

今回はルール 改定で，オールバ

ンドとなり，移動しての運用で

は LOWBAND のアンテナ設営

の 場所選びに苦労しました。

JL1UYE:いつもはハイパワー

での参加が多いのですが，今回は

QRPでの参加です。 呼べど叫べ

ど取ってもらえないことが多く，

ストレスを感じつつもフルタイム

参加でき ました。また，来年から

休日のつながりが悪いので開催日

を土日に変更したほうが沢 山の

局が参加できて良いと思います。

ぜひ，考慮していただきたい。

JM1RPV/1:FT-817 の出力を

半分に落とし，QRP での参加

でした。3.5MHz や 7MHz では

思っていた以上に飛んでいっ た

ようでしたが，21MHzや 28MHz

はアンテナが貧弱だったことも

あって苦戦しました。微弱信号を

拾っていただい た各局に感謝!

JA1TAZ/1:QRP部門も全バン

ドで参加出来るようになり，楽し

みが増えました。

JA2MWV:3.5MHz は ANT が

いまいちでした。28MHz のコン

ディションが悪かったので残念で

した。

JI3HOE/3:3.5MHz帯の狭いバ

36



ンドの中で 100W 超局と共存し

なければならないのはばからしく

なってくる。私が CQ コンテス

トを出しているとすぐ近くまで

100W超局に上も下もはさまれた

らどうしようもない。

JA0GEY:各バンド 10局以上を

目標にしたが残念であった。28

と 50MHz は QRPp にはちよっ

と苦しい。でも楽しませてもらい

ました。

JH8FAJ:28MHz は 1 局も交信

できず，残念だった。

JR1WYV:QRP 種目に初めて

参加致しました。　 WPX コン

テストの時はハイバンドのコン

ディションが良かったので 15m

バンドでも数多く交信出来ました

が，今回は 15m バンドが不調で

5 局しか交信出来ませんでした。

　また，聞こえていてもなかなか

取って貰えず QRP種目の難しさ

をちょっぴり感じました。

電信電話部門シングルオペ

3.5MHzバンド

JA3AOP:3.5MHz 帯は昼間は

全く静かで，庭仕事に切り替え

日没前後でラストス パートでし

た。

JH1RLU/1:天候に恵まれて移

動運用には最適な天気でした。

JI1FLB/1:1 時間遅刻参加，お

よび日中帯の家族サービスによる

コンテスト中断にもかかわらず昨

年と同程度の結果でした。

JI7ROR/7:去年はログの提出

が出来ず残念でした。今年は雪

辱戦のつもりでしたが やっぱり

「参加する事に意義がある」状態

でした。またがんばります。

JH9VFG:個人局の参加が少な

くなったように感じた。コンディ

ションの関係もあるが，コンテス

トの時いつも思うのが，HFロー

バンドはバンド幅が狭く，もう少

し余裕が欲しいが検討願いたい。

JA1KKL:3.5MHz について社

団局のマナー違反が気になりま

した。使用している周波数に無理

に割り込み，QRMの指摘も無視

され，結局 QRM で交信出来ず，

追い出されることが度々ありま

した。また違反ではないが，コン

ディションにかかわらず 24 時間

オペレータが交代し周波数を独

占するので個人局の入る隙間が

少なく，このバンドの面白みが無

くなったと感じたコンテストでし

た。意見ではなくグチを言いまし

た。

JH7DMS:初めて参加，クラブ

局ががんばっている。次回はスケ

ジュールをしっかり取って参加し

ます。

JG2ADX:コンテスト委員の

方々ご苦労様です。P:5W出力で

初参加でした。やはり SSB はパ

ワーの差で局数がのびず，大部分

が CW の得点です。L から P へ

の違いは，CQを出せるか呼びに

回るかの違いと感じさせられまし

た。

電信電話部門シングルオペ

7MHzバンド

JA2FSM:QRP 参加が増えて楽

しかった。

JA0ADY:昨年は長時間がんば

って疲労が蓄積したので今年はほ

どほどに参加しました。楽しく運

用できました。

JO2VML:仕事の関係でフルに

参加できませんでした。コンディ

ションも良く夜間でも多くの局と

交信出来ました。

JA0VN:次回もがんばりたいと

思います。

JA8NNT/1:初めての 7MHz参

加です。SSB はつらいものがあ

りますが，CW でがんばりまし

た。今年も楽しくコンテスト参加

できました。

JS3VSD:マイペースでの参加で

すが，次回もがんばりたいと思い

ます。

JG3SVP:QSO いただいた方々

ありがとうございました。QRP

の方々の信号がなかなか取れず耳

の悪さを感じました。

JJ7WRV:交信局数が少なくて

残念ですが，JARL主催コンテス

ト年 4回以上参加をめざしてがん

ばりたいと思います。

JA2PYD:電信だけで出るつも

りなのが，皆さんすごく早く打つ

ので余りよくとれず，2 回，3 回

と念を入れながら受信し，打つの

で，時間がかかってしまい，急遽

電話に回った。早く電信だけで出

たいナー。

JR0JOW:春の農作業の間でな

んとか参加のみでした。毎年同じ

くらいしか出来ないと思いますが

また参加したいと思います。

JL4LHB:規約 (参加部門および

種目) がややこしい。当局の場合

P7 では提出出来ないだろうか？

10W出力で 7MHzシングルオペ

電話のみの場合 JN3，2000のP15

37



を読むと電話部門のすべての種

目は・・・と有るので，これにも

該当すると思うのだが。4 アマ

のニューカマーにも気軽に参加

を・・・と有るのも内容がわかり

にくい。「コンテストナンバーで

L」と言っておきながら種目では

M になる等。毎年参加していて

も今年からの改正された種目と

コードナンバーは誤解を生むので

はないだろうか。

JL2QWL:初めてのコンテスト

参加楽しかったです。

JA5TFJ:参加することに意義あ

りと今年も参加しましたがシング

ルオペはやはり疲れます。でも苦

しい中で全国の各局にあえる楽し

さは何よりです。成績は今ひとつ

でしたが，各局OM諸兄にお世話

になり感謝しております。今後共

末永くよろしくお願い申し上げま

す。

7K4XVK:久しぶりの参加楽し

めました。

JR3BVX:裏山の木と家の間に

ダイポール ANT を上げて QRV

しました。最後の 2.5時間は用事

があり早めに切り上げました，24

時間は長いため，シングルオペで

は 3回以内の休み時間 (たとえば

6 時間) の義務化をしていただき

たい。

JJ0AHF:コンテストの当日，移

動用のワイヤーダイポールアンテ

ナを屋根の上にあげてコンテスト

に参加しました。7MHz帯のみの

参加でしたが，混信の中，予想以

上に多くの人と QSO出来て，満

足しました。

JA8JCJ:集計ご苦労様です。今

年は仕事の為，運用する時間が少

なく，コンディションも悪かった

ですね。

電信電話部門シングルオペ

14MHzバンド

JA5MAJ:四国からは，Es 層反

射による国内のビッグオープンも

ほとんどなく，スキャッターに よ

る交信が遠方の局とコンタクトす

る唯一の手段だったので，局数と

マルチを稼ぐの に苦労しました。

でも来年も参加したいと思ってい

ます。

JH4EMK:今回はあまり時間が

なかったのですが参加しました。

JH8DMS:使用ソフト　 zLog

でパソコン入力しました。

JI6OXK:今年より 200W 出力

が”M”から”H”となり，慣れるま

でコンテストナンバーがいいづら

かったね。それにしても”H”局の

少なさに少々びっくりしました。

2 アマの 200W 局もっと多いと

思ってました。

JL1UTS:今回は運用時間を昨年

より少なくしたためか 05，21，34

のマルチを落としてしまいまし

た。CONDX は一週間前は HF

帯が全く使えなかったのですが，

幸い回復していました。

JA7DOT:時間は短かったので

すが，AJD を完成させたく参加

しました。

JA1DKU:電子ログは 3 回目に

なったが手数がかからず FB で

す。

JF7PHE:今年はつらかった。と

ばない！聞こえない！

JH5GEN:めまぐるしく変化す

るコンディションに苦労しまし

た。

JH8QBY:今年初の JARL コン

テストはフル参加でぎず残念に終

わりました。次回頑張 ります。

JJ1XNF:数バンド交信しまし

た。 久々の QRV でストレスを

発散しました。 なお，参加部門バ

ンド以外のログはチェックログと

して提出いたします。

JJ5AKK:今回気合いを入れて

延べ 16 時間リグの前に張り付き

ましたが，結果はご覧の通りの有

り様。勝利の女神に微笑んでもら

うために設備やオペレートを含め

てもっと研究します。

JM1LRQ:2 年ぶりに参加しま

した。1 エリアからは 2，3 エリ

アと正規パスのオープンがなかっ

たように思えます。ペランダアン

テナにし てはまあまあの結果だ

と思います。

JM6EKY:短時間に効率的に

QSOできた。

JQ6DCY:今年も楽しませて頂

きました。結果発表が楽しみで

す。

JS1HIR/1:初めて 14MHz 帯で

コンテストに参加しました。

JS2KDD/2:今回初めて 14MHz

のシングルにエントリーします。

コンディションの 浮き沈み　が

結構ありましたが，まぁまぁの局

数と交信することができました。

JR6BTH:今年はコンディショ

ンも良く，昨年の倍の局数と交信

できました。

JG8MBV:退院直後で体力がな

く例年の半分以下の交信。来年は

体力を蓄えてマルチバンドで参加
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するぞ。

JA9IKL:例年よりもちょっとコ

ンディションがよかったです。楽

しめました。

JE7DOT:14M SSBは 14.250～

14.300MHz はコンディションが

良い時は狭い感じがします。もう

少し広い方が良いと思います。

JG1GCO:他のコンテストは参

加局が少ないなか，オール JAは

多くの方と QSOができました。

JA8IBU:コンテストの時は，い

つも仕事で NGです。

JA8EJZ:100W超をHとしたの

は良かったと思います。

JH7CJM:当地から 2，3エリア

があまりオープンせず強い局の

スキャッターしか QSOできませ

んでした。全体としてはコンディ

ションは良かったようでなかなか

順番が回ってきませんでした。

JR3JSG:100 ％　呼ぶ方に廻り

ました。QRP のため取りにくか

ったと思いますが 嫌な顔？をせ

ずに相手をしていただきました。

TNX

JA7LIF:1W 未満の種目または

0.5W 未満の種目を設けていただ

きたいです。

JA7NT/1:昔のリグを直して

4Wで参加しました。ゆっくりし

たQSOが出来 FBでした。QRP

クラブでは電力係数を使用してい

ますが集計が VYQRL になり難

しいところです。

JJ4CDW/4:今年はじめての移

動運用でしかも QRPでの参加に

なりました。5W，DP で大丈夫

かなと心配していましたがコン

ディションと良い天気 (?)に恵ま

れ予想外の上出来だったと思いま

す。ただ，アンテナの方向が変え

られない状況だったので四国の局

と 1局も交信できなかったのが残

でした。八木アンテナが欲しい今

日このごろです Hi。交信した局

TNX!

JA8EE:はじめて QRP 運用。

設備が POOR なのと MINI

POWRE なのでさっぱり拾って

もらえなかったが一応満足。今後

も QRPで挑戦します。

電信電話部門シングルオペ

21MHzバンド

JS6PXB:エリアで第 1位になれ

たか？エリアで四連覇なったか？

仕事でなければ 1位になれたと思

いますが？

JI1DLW:29 日が勤務だったの

で 28 日しかコンテストに参加出

来なかった。残念でした！！

JH4FJR:今年は割とよく聞こえ

ていた。しかしなかなか取っても

らえなかった。29 日午後は強風

になったので早々にアンテナを畳

んで下山した。

JQ1COB:良 い 天 気 で し た 。

年々 24時間の運用がつらい。HI

　 HI

JA0EOK:6エリアのハイパワー

局でスプリアスだらけの方がいて

バンド内が使えないとき があっ

た。なんとか出来ないものだろう

か

JA6PL:コンディション悪く，参

加数が少なかった感じでした。

ANT方向はス キャッター。

JH8IZA/8:21MHz は 8 エリア

ではコンデション今一でDPでは

きつかったです。特に 1，2，3エ

リアが殆どオープンしなかったの

は残念でした。

JJ0EIV/0:仕事から帰ってから

の参加でしたが，バッテリートラ

ブルで早々に撤収し ました。

JK7ESY:もっと開けてくれれば

おもしろかったのになぁ。

JQ1AHZ/2:昼は快適でしたが，

夜はまだ寒いです。

JK8PDM:コンディションが悪

く初めての参加でしたが，次回も

参加したいです。

JE3JWY:只今，新シャックへの

引っ越しの準備中につき 1QSO

のみの参加です。「JARL カード

の抽選楽しみにしています。」

JG8QXB:7MHz も参加しまし

たがクラブ局の多さにはびっくり

しました。個人コールの局をさが

すのが大変で自らも CQ を出す

のはやめました。

JK8ODX:コンディションが上

がらず苦戦しましたが，目標とし

ていた 30 局をなんとか達成でき

ました。

JL1VWL:高コンディションを

期待したのですが・・・残念です。

JK1NAF:コンテスト規約改正

ご苦労様でした。様々なコンテス

ターの意見を参考に第一歩がス

タートしました。他 BAND は分

かりませんが 21MHz は Condx

も今イチで参加局が増えたとし

感じませんでした。※ H 局のス

プリアス (スプラッター) で電信

BAND が使えない状態が・・・

困ったものです。

JA1WSE:QRPでは競争が激し

いうちは　交信もままならず　皆
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さんが一段落したときが稼ぎ 時

でした。 ハイゲインのアンテナ

でパワーをカバーしました。コン

ディションはあがりませんで し

た。 5W機だったのでQRP部門

に提出し直します。

JA7KM/7:突然の参加で準備不

足でした。

JA6MSC:住所変更に係る変更

申請により，新しいコールを付与

されて初めての運用。

電信電話部門シングルオペ

28MHzバンド

JE8FGY:北海道からは，この時

期はとてもつらいです。 しっか

りとした設備が必要です。

JG1TVK:天気も良く，移動局

もかなり参加されており，今回か

ら規約変更のお陰からか昨年よ

り局数が伸びた。又，早朝からス

キャッターがズーッと出ていた為

にマルチも伸ばす事が出来，久々

に満足感に浸る事が出来た。

JH0WYT:なかなかフル出場で

きません。ハーフ，クォーター部

門を新設しませんか？

電信電話部門シングルオペ

50MHzバンド

JE3USO:ログシートは，ターボ

ハムログから出力編集したもの

で， 間違い，不足がありました

ら，ぜひご指摘下さい。 よろしく

お願いします。

JL7GUD/7:他のコンテスト

(6D，FD，全市全郡) みたいに 4

月の最終土，日に固定できない も

のでしょうか？

JP1LRT:大型連休のせいか局数

が少なかったです。

JR7RJZ:フルタイム参加出来ず

残念です。イマイチのコンディ

ションでしたがエントリーしま

す。

JK7CJM:21:00から 24:00まで

運用しました。3時間内コンテス

ト参加しました。24 時間のコン

テスト参加を参加出来なくて残念

でした。

7K4TSJ:近隣のノイズは一向に

改善されず，HF帯の参加が難し

い状況が続いていま す。

7L4VYK/1:次回もがんばりた

いと思います

7M2WNR/1:参加局数が毎年

少なくなってきているように思

われてなりません。さびしいコン

テストだったように思います。

7N1OVK:時間がなく，お声がけ

のみの参加でした。

JA2JTN/2:海抜 917m の山の

上から参加でした，まだ 4 月で

すね，夜は寒くて寝れません でし

た。4 エレ YAGI では GW がの

びませんね，次回はグレードアッ

プで 望みたいです。次ぎの日が

コマーシャルあり 16 時で終了し

ました。

JA2SPY:コンディションが悪く

マルチがが稼げなかった

JA5GCT/5:昼間のコンデショ

ンが，あまりよくなかったのでマ

ルチが，伸びなっかった。

JA9RBZ/9:前日はスキャッタ

が開け良いコンディションを期待

していたが，残念ながら開けず。

今一歩局数，マルチとも伸び悩み

ました。次回の 6m＆ダウンコン

テストに期待します。

JE6HJT/1:ES がオープンする

かと 15時 30分まで待ちました。

コンテスト最中にローカルからの

差し入れに 感激でした。

JF3VKM/3:参加局が少ない？

私は今回そんなこと感じませんで

した。zLog Winが FT-920にも

対応してくれたので CW と SSB

のモード切り替えが簡単になり

ました。CW でもたくさん QSO

できました。天候は今年も雨でし

たが，十分楽しむことができまし

た。F50Mと F50Lが一緒になっ

たので順位がどうなるか楽しみで

す。

JG2VSF/2:29 日 11:00(AM)

以降の QSOは，運用場所変更の

為，チェックログあつかいでお願

いいたします。 移動範囲の緩和

を求めます (同一ナンバー (県内)

なら可)。

JH1XXM:今年はリグの不調か

らか，聞こえる局にコールしても

なかなかとってもらえませんでし

た。来年に向けて調整します。

JH3TBY:参加者が少なく，さみ

しく感じました

JH4IJG/4:電話部門はなかなか

おもしろいですね。結果が楽しみ

です。コンデションが悪かっ た

ため，4エリア内での順位は私の

運用地の岡山が有利になります。

E スポが発生する時期 が好きな

方もいらっしゃるようですが，そ

うではない意見もあります。時間

を選べば，E スポ・スキャッター

がなくても，お互いのアンテナが

よければ十分 1エリアまで飛びま

す。日の出前，日没直後に 4エリ

アに向けて CQ 出してほしいで
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す。

JH4QZV/4:次回もがんばりた

いと思います。

JH4SMT/4:ドライブの途中で

運用しました。

JH4VCQ:今年も良い天候に恵

まれず残念でした。参加するたび

に局数が少なくなっているみたい

です。

JH5UPI/5:5エリアの参加局が

少なかったです。

JH7DWU/2:移動運用によるコ

ンテストへの参加です。次の日が

平日でコンテスト終了が 21 時と

い うのは，社会人の私にとって

は非常につらいものがあります。

日程の再考 (終了日の次の 日は休

みの日，終了は 18時，24時間コ

ンテストというならば開始が 18

時でも可) の再考を強く希望しま

す。

JI2GVL:今年は短時間の参加で

したが楽しむことができました。

JK3DGX/3:6m シングルで

ALL 　 JA に参加するのは初め

てでした。 途中で撤収してしま

いま したので，撤収後どのような

コンディションだったのか把握し

ていませんが，ひたすら忍耐のよ

う な状態でした。そのためマル

チも伸びませんでした。

JK3RFU/1:昨年より得点は低

かったですが，今年も参加できて

満足でした。

JK4USZ/1:天候に恵まれ，非常

にここちの良いコンテストでし

た。でも体調が優れず途中リタイ

ア してしまいました。

JM1TDG/1:集計ご苦労様で

す。途中で発々が動かなくなり，

7時間以上ふて寝してしまいまし

た。ただ，諦めきれずバッテリー

で運用。この間あがったばかりの

バッテ リーでしたが，なんとか無

事帰還できました。こんなことな

ら，バッテリーに切り替 えてフル

運用していればと後悔してます。

JN3IEC:参加が年々少なくなっ

ているので，さみしいです

JR1ERU/1:翌日の仕事のため

に 1700 には撤収してしまいまし

た。それにしても参加局が減少し

ていますね。

JR4FLW:4 月 29 日は出来れば

避けてほしい。月末だし，祭日の

ため前後の休みが非常に取りに

くい。5 月の始めにしてほしい。

また，時間によるコンテスト入賞

局を決めたらどうか？

JR8OXT/8:Esが開けず残念で

した。 24 時間のフル参加でした

が，北海道から GWのみ 50MHz

ではつらいモノが有りました。

7M4IZH:ALL JAコンテストに

は初めて参加させていただきまし

た。

JA3PYH/3:144MHz 430MHz

にしか QRV していなかった局

が 50MHzにも電波を出し始めて

いるようです。

JI2IXA/3:次回もがんばりたい

と思います。

JF3LXP/3:今年は E スポが発

生しなかったようなので，8・7エ

リアが聞こえずに残念だった。相

変わらず，受信と送信がアンバラ

ンスな局が少なからずいて (特に

1 エリア) こちらの呼びかけに無

反応か，あるいは反応しても非常

に苦労して受信しているようだ。

混信かノイズが多いのだろうか？

JA2GSM:時間は少なかったが

マルチで 22取れたのは良かった。

今回は CW で半分いけたのはう

れしい。

JI0KLM:初めてのコンテストで

したが一日楽しんできました。

JK8NQW:海外局を参加できる

ようにすること。開始時間，終了

時間を早めること。8エリアに不

利な時期 (4月)を避けること。

JH3QOH:4 月 29 日が仕事の

為，サービスのみの参加となり

ました。

JA2KAH:参加局少ないのが残

念だ。

JI1IIF/1:「社団局　 CQ 連呼で

　受信へた」

JL4CUN/4:参加局，移動，固定

共に少なくなった様です。もっと

コンテストを楽しいものにしたい

ですね。たとえば，入賞をもっと

増やすとか。

JR2WBT:100 局以上を目標と

していたが，いろいろと雑用が入

りほとんど運用できず残念であっ

た。

JG3RCE/3:ALL JA コンテス

ト初参加です。当日 CM でした

が，合間をぬって参加させていた

だきました。

JK1FBA:ここのところ参加局

数が減って来ているような気が

していましたが，休みの具合も

あって今回は参加局数が多いよう

に感じました。

JL4QGE/4:100 局交信が出来

て良かったです。

JJ8NNR/8:社団局はコンテス

トマナーというか運用のやり方を
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よく考えてほしい。今回の道内某

クラブ局のような運用は違反では

ないか，迷惑であると思います。

責任者 (指導者) の資質が問われ

ます。

JA3XQO/3:すべて AMのみで

交信しました。

JF1ABZ/1:今回新設された

QRP 部門での参加で，なかなか

楽しめました。

JH7OZQ/1:QRP0.5W 　の移

動運用でがんばってみました。

JI4EAW/3:5Wのせいか，聞こ

えてもこちらの電波が届きにくい

ことが多くあり，ご迷惑をかけま

した。 2 日目の昼過ぎには，参

加局やサービス局もかなり減って

しまい，さびしいコンテストでし

た。

JL1PMH:P 種目が独立したせ

いか，QRP の参加局が増えたよ

うな気がします。

JM1ANA/1:FT-817 は耳が良

すぎます。1 エリアから 4，5，9

エリアがはっきりと入感してい

まし たが，5W で 10 分間くら

いコールしましたが NG でした。

後から知ったのですが，バ ッテ

リーが 12V だったので，FT817

の出力が 3W に自動的に低減さ

れてしまうことも 誤算でした。

また，参加局数の減少は歯止めが

利きませんね。結局，29 日の昼

頃には交信する 局が無くなって

しまい，やむなく 15:00で撤収と

なってしまいました。もはや，コ

ンテストに参加してくれる局は固

定してしまった感があります。や

はり，アマチュア局数の全体の底

上げが無いと，コンテストの活性

化は難しいようです。反面，JA1

コールの OM 諸氏の参加は年々

増えている様に思います。かつて

の OM がリタイア後に戻ってき

てくれている様子が伺えます。う

れしい限りです。

JM1OZP/1:天候は FB でした

が寒さにブルブル。Sc も捕まえ

られず思ったよりマルチも伸びま

せんでした。しかし局数は目標値

をクリア。自作 ANTもがんばっ

てくれて満足できる結果でした。

各局ありがとう。今年こそは入賞

したいです！

JQ1KWE:次回もがんばりたい

と思います。

JR8DAG:自作の QRP 送信機

を使用して参加しました。コン

ディションは良くなかったです

が，なんとか 29 局と QSO でき

ました。

JG2WIL:長く続けるようにが

んばります。

JH4WMP:12～13 年ぶりのコ

ンテスト参加です。今年は QRP

でがんばります。が，やはり参加

される人数が少ないですね。

JM3GAY/3:買い物の待ち時間

を利用してお手軽移動運用を楽し

みました。

JE3PKU:定格出力 2.5W です

が，実測で 0.5W。これでは少し

きついです。おまけに ANT 高

2mでは。細々といきます。

JA3KYS/3:近くの海岸からの

QRP運用でした。Esが出ずマル

チが伸びませんでした。

JI5SAO/5:本年度は，1 局だけ

でしたが来年度は本腰入れて参加

してみたいと思います。

JO3FNU/3:400m 余りの山の

上からの QRV でしたが 9 エリ

ア，6エリアが全然聞こえず。飛

びはともかくもう少し聞こえても

良いのに参加局少ない。運用時間

は 29 日は 15:00 迄にした方が内

容が充実する。

電信電話部門シングルオペシル

バー

JA7QPG:ありがとうございま

した。楽しませてもらいました。

JM6BYV:孫の誕生やコンディ

ション不良などで成績上がらず。

JA6UKR:電波伝搬状況不良の

ため交信が困難であった。

電信電話部門シングルオペ SWL

JA1-19213:今回は，いまひとつ

でした。

JR0LME:移動の予定が立たず，

受信部門に久しぶりに参加しま

した。プアな空中線でしたが，

メーター振り切れの L のクラブ

が結構居たように思います。Ex.

JA04714

JA437294:21MHz のコンディシ

ョンが悪かったです。

JA29329:ハイバンドでのコンデ

ィションがいまひとつのようで残

念でしたが，自分なりにがんばれ

た今コンテストでした。

JA122825:参加できてうれしく思

います。今回は予想を大きく下

回ってしまいました。一部部門の

統合がありましたが，今後とも統

合があるのでしょうか。逆に部門

をふやし参加者をふやして少しで

も魅力あるコンテストにすべきで

はないでしょうか。
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JA72227/1:結果発表時のバンド

ごとのマルチ局数の表に SWLの

部門がないのはどうしてでしょ

う。今後忘れずにのせてくださ

い。オールアジアはいつになった

ら SWL部門が始まるのでしょう

か。30 年前から待っているので

す。

JA77453/1:今までにない結果が

えられました。今回は過去にない

高得点でした。3.5M と 28M が

もっと伸びれば良かったと思う。

電信電話部門マルチオペ 2波

JA1YFG:交信して頂いた皆様，

有り難うございました。ハイバン

ドが使いにくい condx で伸び悩

みましたが，クラブの活動の一つ

としては成功だったように 思い

ます。個人的にも楽しく運用でき

ました。また，コンテスト委員会

の皆様，運営全般ご苦労様です。

(文責：岩田)

JA6ZPR:また来年もがんばり

たいと思います

JA8CDT:(JA8CDT)28/50MHz

の国内コンデションが悪く楽しめ

ませんでした。 CT をはじめて

使いましたが非常に良いです。カ

ルチャーショックでした。 今ま

では電信も手で (エレキー) 打つ

のも腕の内と思ってましたが時

代には 勝てません。思っていた

より楽しめました。 (JR8VSE)

オール JAコンテストでは，久々

の電信電話部門への参加です。

ハイバンドの奇麗なオープンが

無かったのがとても残念でした

が，その分 14 以下のバンドにお

いて，電信・電話の配分を考慮す

るなど，レート維持を意識 しな

がら進めました。ラスト 1時間は

7MHzPH で進めましたが，さす

がに電話の 方がいつもの電信に

比べると，更に多くの方に呼んで

いただき，順調に終了を 迎える

事ができました。 (JR8PPM)3

年振りのコンピューターロギン

グと初めてのフットスイッチに

苦戦 しながらも，非常に楽しく

運用できました。 反面，ハイバ

ンドのコンディションの悪さに

苦戦を強いられました。 呼んで

頂いた皆さんに感謝いたします。

(JR8QNR)1ヶ月足らずの準備で

参加にこぎつけることができまし

た。 キャプテン (VSE)のだんど

りの良さには，驚きの連発でし

た。

JR3NZC:集計お疲れ様です よ

ろしくお願いします。

電信電話部門マルチオペオールバ

ンド

JA2YKA:良かったです。

JA0YDD:みなさん礼儀正しく

てやりやすかったです。ただ記録

をつけるのにいくつ か重複して

しまったのが失敗だった。

JA1YAD:トラブルがたくさん

あったが，なんとか持ち直せてよ

かったです。

JM1ZJI/1:当クラブはいつもフ

ィールドデー・スタイルで参加し

ています。 昨年より長い運用時

間を取り，バンドも 7，14MHzが

増えました。マルチを稼ごう と

下手なキーでがんばったのに，な

かなか応答が来ず，SSBに切り換

えた時点で TXのパワーメータが

振れないのが分かり，ANF ガッ

クリ。

JR1ZTI:少数精鋭のメンバーで

がんばりました

JN1ZUA:今年の ALL JA コン

テストでは九州が聞こえてきませ

んでした。

電信電話部門マルチオペジュニア

JA2YDE:今回は，新しい部員と

コンテストに参加し，いい経験が

できました。

JN1ZST:10 時間がんばりまし

た。

JO1ZHQ:色々な局と交信がで

きて楽しかったので，どんどんや

りたいです。
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