
6m AND Downコンテスト　入賞者レポート

2003 年 7 月 5 日，6 日に開催された 6m AND Down コンテストの CONTEST REVIEW です。今回は

激戦区となった電信電話部門シングルオペ 50MHz バンドの各エリア優勝者の方々にレポートをお願いしま

した。

6m AND Downコンテストは局数が多い 1エリアが優位と言われますが，今回のようにコンディションが

良くて全国的にオープンすると，どのエリアでも全国上位を狙うことができます。

逆にいえば 1マルチの取りこぼしが順位を大きく左右することになります。

皆さんもこのレポートを読んで，より上位を目指してがんばってください。

固定局は戦術でカバーする

関東 1位　 JP1LRT　津久浦　慶治

640× 56=35,840

プロフィール

1983 年 3 月に 50MHz にて開局。当時は IC-502

で運用していた。1995年から何となくコンテストに

参加したが，そのうちはまってしまった。JARL の

4 大コンテストのうち FD 以外に参加。固定からし
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か気力も体力も持たないのです…　私のコンテスト

に参加する基本方針は「らくらくこんてすと」です。

山岳移動とかではなく，自宅からの参加。いつもの

デスク，いつもの部屋，いつものトイレ。腹が減っ

たら冷蔵庫（冷えたビールが超重要!!)。睡眠は自分

の布団です。

使用機材

RIG： FT-920 + AMP

ANT： 8ele YAGI 13mh，2ele HB9CV 11mh

PC： NEC PC-9821Ns，zLog(DOS)，CW イン

ターフェスはシリアル用 DOS 版の安定性と

使い勝手の良さ，また慣れからも今回もこれ

としました。

インターネットに接続したノート PC 最近は素晴

らしいページがありコンディションの予想に使えま

す。日本国内の電離層観測データ

http://wdc-c2.crl.go.jp/ISDJ/

8ele 一本ですとサイドからの呼び出しに対応でき

ないので，90度方向の違うHB9CVを上げています。

なぜこの部門を選んだのか

基本的に 6m が好きなのと，他のバンドの知識も

コンテストに参加できるようなまともな設備も無い

ため。

獲得目標

参加するからには「優勝」です。全国は無理とし

ても関東エリアは制覇したい。大胆な目標を立てま

した。当初はスケジュールの関係で参加が危ぶまれ

ていたのですが，いざ参加可能となると欲が出てき

ました。去年は寝て，休んででエリア 4 位，488 ×

37=18,056でした。今年は少なくとも 550局，マル

チも 50ととんでもなく大胆な目標を立てました。

過去のコンテストから改善・強化した点

実際にはできなかったのですが，垂直系のアンテ

ナを用意したかったです。6m は GP の局もいるた

めです。偏波面を合わすのも重要な事です。

準備

特にありません。当日の休みをリクエストしただ

けです (不規則勤務なので)。

コンテスト当日

当日は 15 時から 2 時間ほど昼寝をしました。ち

ょっと寝足りないかとは思いましたけど。コンビニ

で買い物を。ドリンク剤，眠気覚まし，ブラックコー

ヒー，ウーロン茶，ビタミン C入り飴，ガム。冷え

たビールやその他の食料は自宅の冷蔵庫に完備です。

コンテスト前～

コンテスト開始前のコンディションは Es が発生

していて 4，5，6エリアが入感しています。しかし

その強度は「がつん」というものではありませんで

した。コンテスト開始後 3 時間はひたすら RUN-

NING という方針はどのコンテストでも共通です

が，今回は迷いました。明日の日中に開かないとす

ればマルチ拾いは今のうちにしないといけない。し

かし夜中に FAI が開けば 6 のマルチはとれるだろ

う… 結局いつも通りの RUNNING で行くことにし

ました。シャックには 20 時半くらいより入り，周

波数の確保です。確保と言うほどのことでもないの

ですが，50.300MHzより低い周波数をキープして適

当に CQ。ローカルが呼んできてくれました。ちょ

こっと話してまた CQ。またまたローカルが呼んで

きてくれました。彼は CW 部門ということでコン

テスト中の再会とお互いの健闘を祈ってその後また

CQ。なんと JA4IQK 局が呼んできてくれました。

ラグチューしながらコンテストに突入。コンテスト

のスタートが 1エリアの局以外というのは初めてで

す。さい先の良いスタートです。

スタートから終了まで

コンテストに突入し，最初の一時間は 94QSO と

ごく普通のペースです。2時間目は 70 QSOでした。

最初の 3 時間で 250QSO を考えていたのに，結果

は 231QSO でした。しかしマルチは最初の 1 時間

で 24。その後は 3，2という感じでした。6エリアの

マルチはすべて最初の 1時間で取れたのはその後の
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方針に大きく影響しています。最初の 3時間は SSB

でランニングと決めていたので，ずっと CQ を出

し続けました。日が変わった後は CW に移り，CQ

TEST。ALL JA と違いたまに SSB に戻ったりし

ながら 3 時半まで。4 時台は経験的に「仮眠時間」。

しっかり寝ました。5時から再開。

劇的な変化が現れたのは 7時台後半から。CWで

西にアンテナを振っているとバズ音が入ってきまし

た。オープンすると期待をしていると西からオープ

ン。6 がガンガンに入ってきました。と同時になん

と 8 が!!!!!!　すぐさま北にアンテナを振りマルチ拾

い。もちろんマルチ以外も交信。8 のマルチが次々

取れる。一方西方面は 4～6 が入っていたが「無視」

を決め込んで 8のマルチ一本に。結果 111と 113以

外のマルチは拾えました。これはデカかった。Esは

7の北部にとどまらず，秋田まで開いていました。こ

れで北方面のマルチは先の 2つを残して全て取って

しまった。後は西向け一本です。ひたすら CQを出

すと面白いように 1，2，4，5，6から呼ばれます。ロ

グはまるで HF の様です。取れていなかったところ

もドンドン埋まる。31，32，34，36等。これはけっ

こういけるかな？？？？

今回も滋賀，奈良，京都が残る。相性か…　奈良

の移動局はいつも強いのに…　京都はいつもの移動

局が相楽郡にいるはずだが見つけられない。しかし

奈良の局は CWで呼んできてくれました。京都も終

了 30分前に見つけることができて無事取得。かの局

の CQ を聞いた瞬間に彼だと分かりました。CQ が

終わるのをドキドキしながら待ちました。

7時以降は 30局以上／毎時を維持しながら (12時

台は 23局）15時に終了。疲れました。

反省点

目標はクリアする事ができました。

相変わらず都区内はノイズと近接局のかぶりがひ

どいです。またバズ音のため取りきれない局がたく

さんいました。コンディションも良すぎでした…・

アドバイス

6mの場合，コンテストに勝つ気で参加しているの

は，ほとんど移動局です。ロケーションのいいとこ

ろから出てこられますので，固定から頑張る場合は

戦術でカバーです。仮眠のタイミングや SSB・CW

のモード変更のタイミングなど，見極めが重要です。

コンディションの把握はむしろ固定の方がしやす

いと思います。体力を消耗する度合いは，移動局に

比較してずっと有利ですので，その分をオペレート

に向けて気合いで頑張りまょう。

「より多く，より遠く」との交信を目指そう

中国 1位　 JH4UTP　宮地敬幸

521× 57=29,697

プロフィール

誰しも「あんな風にコンテストをしてみたい」と

いう憧れがあると思います。私のそんな憧れの一つ

が，50MHzのビッグアンテナ・ハイパワーでした。

50MHz に興味をもち始めたのは，’82～’88 に

JH1YDT からマルチオペで参加してからです。

都心の高層ビルで運用する 50MHz のパイルは

200QSO/h を超える印象的な経験でした。91 から

始めた移動運用は，手軽に多くの局とQSOすること

ができ，私を虜にしました。しかし，いずれも設備は

標準的なものだったので，大型アンテナ・ハイパワー

の局が僅かなコンディションの変化を捕らえてマル
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チを獲得していく姿に憧れたものでした。’98 から

は JH4WBY 岡本さんのシャックから毎年 ALLJA

をマルチオペで楽しんでいます。8el と 4CX250 パ

ラのリニアアンプで運用する 50M は，まさに冒頭

の夢を叶えてくれる体験でした。’00 からは 8el を

スタック化し 5el のサブアンテナを追加して現在に

至っています。

準備

今回は 3 年ぶりのフル参加です。’00 にこの設備

から参加したときのスコア（468QSO× 56 = 26,208

　全国 9位)＋αの 3万点が目標です。前の週には，

機材のチェックと整備で半日くらいを準備にかけ

ました。準備をしながら JA8 コンテストを聞くと，

Es とその Sc で全国が聞こえていて，本番が楽しみ

です。

また，500wで参加すると弱い局のコピーが一苦労

なので，zLogのスーパーチェック用のデータを過去

3 年の JARL News の結果と私の QSO データから

作成しています。ミスコピーを減らす目的でしたが，

短いチャンスで効率良く交信するためにも効果的で

した。

本番

土曜は仕事の後，まつり準備のボランティアをし

てから，シャックへ出発です。開始には間に合わず，

おまけに PC の設定ミスなどで 20 分位電波が出せ

ず焦りました。6エリアが楽しそうに Esを捌いてい

ましたが，こちらは GW のみ。22J からは CW へ

QSY。ここでやっと弁当にありつけ，ひと心地です。

さて，出だしはリニアの出力を 2 分配して 8el ス

タックを東向け，5elを西向けでスタートです。参加

局の多い時間帯は局密度の高い 2 方向にビームを向

けて，能率よく局数・マルチを増やす作戦です。一

方，遠距離を狙う場合は，8el スタックだけにしま

す。受信の S/Nを良くし，出力を 2倍にするわけで

す。こうして，伝播状況と参加局の動向を考えなが

ら ANTの方向と組合せを変えながら運用するので，

なかなか忙しいです。しかし，この夜は 1 エリアの

H 局も蚊が鳴くようにしか聞こえません。翌朝に期

待して 03Jに寝袋へ。

05J に目が覚めると一転して GW がよく聞こえ

ます。6:30 には早くも 8 エリアから呼ばれ期待が

膨らみます，Es と Sc 混じりを楽しんでいるうちに

condxが上がってきたので，10J前から CQ。7エリ

アに呼ばれているうちに待望の 1エリアが開け始め

ます。11J 前，開けている割にはあまり呼ばれずお

かしいな～，と思っていたら他局と同一周波数で潰

しあいになっていると QSP あり。相手は聞こえま

せんが Esで西に勝てるわけもないので即 QSY。こ

れがあたって最初の 10 分で 27QSO! 最大瞬間風速

5QSO/min のパイルを楽むことができました。Es

はすぐ収束し，午後からは残る 4 マルチをとるべく

2 本のアンテナを降りまわして CQ だしたりワッチ

をしましたが，結局見つからないまま終了時間を迎

えました。

岡山は Es は西に，GW は関西に歯が立たないの

で，あまり恵まれた場所とはいえません。それを補

う設備を目指してきましたが，大きく複雑になるに

つれ手間もかかり運用も難しくなってきます。しか

し，「より多く，より遠く」と交信できたときの面白

さは格別です。次の機会には，今回活用できなかっ

た 2波同時受信や，ANT3本を任意に組合せるシス

テムなどを試してみたいと考えています。

設備の大小や結果の上下ばかりにとらわれずに，

「より多く，より遠く」と交信する為の工夫を楽しみ，

それを仲間と語り合えば，ますますコンテストが面

白くなると思いますよ。

ローパワー，シンプルなアンテナでも楽し

める

四国 1位　 JE5JHZ/5　川中　秀和

496× 56=27,776

プロフィール

1987年，小学 5年生の時，電話級で開局。当時は

お決まりの 2mFMで開局するも，世のオトナ達のラ

グチューについていけず (苦笑)，ショート QSO で

4



終わり短時間で局数が稼げ，かつ QSLカードも沢山

届くようになるコンテストに興味をもつ。

学生時代は JR6(沖縄) より QRV。学寮でシンプ

ルなワイヤーアンテナしか上げられないものの，地

の利を生かして HF ハイバンドでコンテストを楽

しむ。

5 エリアに帰郷してからは，もっぱら移動運用で

参加するようになる。

使用機材

• リグ: IC-706MK2G

• アンテナ: 7ele 八木 7mH(東向け) / 4ele

HB9CV 4mH(西向け)

• ログ: zLog(DOS版)

• 発電機: ホンダ EG550

• クルマ: ダイハツ Move (軽カーです Hi)

なぜこの部門を選んだのか

144MHz 以上は，特化した設備を持っていないこ

とと (ちなみに 1200MHz 以上は免許もありません

(^^;)，やはり元々 6mバンドが好きで，このバンド

に集中してやりたいと思うからでしょうか。

獲得目標

とりあえずは，過去の自己ベストスコアの更新。

そして，できれば 5エリア 1位に食い込むことが目

標です。でも，当エリアには 6m のコンテストでは

重鎮の某 JA5局 (^^; がいらっしゃるので，これが

ナカナカ…(笑)。

改善・強化した点

遅ればせながら本コンテストから CQマシンを導

入しました。理想は肉声でのオペレーションですが，

実際 CQマシンを使ってみるととっても便利。やは

り体力の消耗がぜんぜん違います。

注意点は，適正なマイクゲインにすること，回り

込み防止対策をすること (繋がる線にはすべてフェ

ライトバーやコアを入れる／マシンの電源は充電式

電池を使用し独立電源とする等），コンテスト開始前

に試しに使用してみて，おかしな変調になっていな

いかレポートをもらう，ことなどです。

準備

特にこれといった準備はしませんでしたが，なに

ぶんにも移動運用ですので忘れ物だけは注意します。

参考までに当局が，よく忘れた経験のある機材を以

下に列挙します。

・ヘッドホン: (意外と忘れやすい盲点。なくても

何とかなるが，微弱な信号や QRMを聞くことの多

いコンテストではほぼ必需品。マルチオペでこれを

忘れると即リタイアかも？ Hi）・発電機のオイルの

予備: (目立って減るものでもないので…と甘く見て

いると，いつのまにか無くなっていたりすることが

あるので注意)

・方位磁石: (アンテナのビーム合わせには必須。

特に初めての移動地では，これを忘れると大変かも)

・水平器: (アンテナポールの垂直合わせに使用。

特に大型アンテナを上げる場合には，垂直を出さな

いとポールが伸張できない場合がある)

・脚立: (大型アンテナを上げる場合はあると何か

と便利)

コンテスト当日

わりかし優柔不断なもので，いつも移動地をどこ

にするかで直前まで悩みます。今回もぎりぎりまで

悩んだあげく，WXがあまり良くないということを

考慮して，自宅から割と近くてロケーションの良い，

愛媛県北条市高縄山 (986mH) に行くことに決めま

した。
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午前中に近くのホームセンターで不足の機材の

買い出しをして，現地に到着したのが 13 時過ぎ。

メインに 7 エレ八木，バック/サイド向けに 4 エレ

HB9CV を設営。終始風が強くアンテナマストを伸

張するのに手こずりましたが，倒壊防止のステーを

厳重に張って完了。

途中，JH5PHC 局，JA5RCT 局が来訪。同じ

50MHz部門に出る予定だったそうで，私が設営して

いるのを見てしばしアイボールの後，別の移動地に

QSYしていきましたが，なんだか申し訳なく思いま

した Hi。全部のセッティングを完了したのが 17 時

過ぎ。その後はチャージだけ済ませて，21時前まで

仮眠。

スタートから終了まで

コンディションが良さそうでしたのでスタートは

SSBで CQを出していきました。1，7エリアにチラ

ホラと呼ばれるもののすぐにクローズ。以後，あま

りレートは上がらないもののぽつぽつと呼ばれるの

で辛抱強くランニングする。

22時過ぎから，ビームを回してくれつつあるので

しょうか，2エリア方面が聞こえ出す。22時 30分過

ぎからバンド内を CWを含めてざーっとスイープし

呼びに回る。その後は RUN と呼び回りをこまめに

繰り返す。

1時過ぎ，奮発したタウリン 3000の効き目はあま

りにも弱く (^^;;，眠くなる。一応バンド内の局数

がまばらになってきたのを確認して，初日は 1時 50

分をもって QRT。2日目は寝過ぎたと思ったが 6時

前に起床。グランドウェーブが延びる時間帯なので

SSBよりは CWがやりやすいだろうと思い，CWで

ランニングを始めるも，あまり遠方は聞こえてこな

いので，15分ほどやって SSBに QSY。

バンドを下端からスイープしていると，6時 30分

過ぎに突然 8 エリアが強力に入感。7 時からランニ

ング開始すると 8，7エリアに快調に呼ばれる。7時

45 分に待望の Es による 1 エリアがオープン。以

後，午前中は FB なオープンが続く。9 時台は沖縄

(@47)と小笠原 (@48)のマルチも埋まった。

11時台になって QRMがきつくなり，たびたび呼

ばれてもコピーできない状態が発生したので，ここ

は見切りを付けて CW に QSY。これが的中しレー

トを回復する。

12時からはコンディションが下降気味になったの

で，レートは無視し呼び回りと CWを中心とした組

み立てに変更。1 エリアは単発的にしか聞こえなく

なったが，それでも 1 エリアはコンテスト終了間際

まで入感していた。

反省点

まだまだスキャッターが十分活用できていないと

感じます。現状ではいちいち手でアンテナを回さな

ければならないので，こまめなビームの調節ができ

ないからです。より迅速に細かなビームの調整がで

きる機構を考えたい（ローテーターの導入等）と思っ

ています。

アドバイス

勝ち負けはともかくとして，ローパワー，シンプ

ルなアンテナでも楽しめるのが 50MHz です。特に

時期的にも FBな 6m AND DOWNコンテストは初

心者に最適ではないかと思います。

グランドウェーブを延ばしたいと思っている場合

は，移動運用が早道です。その場合，ただ単に標高

が高い場所よりも，まず第一に目で見て眺めの良い

所，連峰の頂上よりは独立峰を選ぶのが，良いので

はないかと思います (経験則ですが)。

末筆ながら，いつもコンテスト等で QSO してい

ただいている各局にお礼を申し上げます。CU IN

TEST!

59マルチ獲得に感激した

北陸 1位　 JM2FCJ/9　大西弘展

356× 59=21,004

プロフィール

1988年 JM2FCJ開局

1996年 JA9YAA入部　コンテストを始める
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2000年 6m AND DOWNコンテスト 50MHz 9エ

リア 1位

全市全郡コンテスト　 7MHzCW 全国 1位

2001年 フィールドデーコンテスト 7MHzCW 全

国 1位

全市全郡コンテスト　 7MHzCW 全国 1位

2002年 フィールドデーコンテスト JI2ZLX/1 に

て 7MHzオペ

2003年 フィールドデーコンテスト JI2ZLX/1 に

て 7MHzオペ

現在 25歳

使用機材

リグは TS-850S とトランスバーターを使いまし

た。もともと，コンテストに使えそうな 50MHz 用

の無線機を持っていなかったため，2000 年にトラ

ンスバーターを製作しました。親機は TS-850Sで普

段 HF 帯で使い慣れているリグです。トランスバー

ターの出力は 10W少々で，それにリニアアンプを接

続しています。

アンテナは 2 系統準備しました。一つは 1 エリ

ア向け固定ビームで，もう一つはローテーターを使

用して回しました。前者はナガラの SS-96ブームを

目一杯に使った 7 エレ八木，後者はクリエートの

CL6DXX で同じく 7 エレ八木です。どちらも地上

高は 10mH弱で，ポールには FSP-610Dと FAP-612

を使用しました。

発電機は大きめですが 1500VAの物を使用しまし

た。もう一台 550VAのを持っているのですが，これ

を高地にもって行くと CWで音が悪くなることがあ

るのと，照明を使いたかったので，今回は大きいの

を持ち込みました。

ロギングには PC を使用し，zLog for Windows

を WindowsXP で使用しました。CW のインター

フェースは JG5CBR 中茂氏が開発された US-

BIF4CW を使用しました。その他に，PC と TS-

850S を RS-232C でリグコントロールしました。

これも USB を使用し，USB-232C の変換アダプ

ターを使用しています。SSB/CW のモードチェン

ジ時に PC とリグの連携が取れて非常に便利です。

なぜこの部門を選んだのか

局数をバリバリ裁いてコンテストに参加したいな

ら，9 エリアからの 6m AND DOWN コンテスト

の 50MHz 以外はおもしろくありません。そもそも

9 エリアの V/UHF 人口が少なすぎです。他のエリ

アに行けば楽しそうですが，時間や旅費の面で余裕

がなく 9 エリアから出ることになりました。楽しむ

にはマルチバンド部門も良いのですが，設備や気分

的にちょっとヘビーだったので 50MHz 部門にしま

した。

獲得目標

2000年の 6m AND DOWNコンテストで 422局

× 51 マルチの結果を出しました。これは私が 9 エ

リアから 50MHz に出た中では最高の記録です。も

ちろんこれを上回るのが一つの目標で，二つ目の目

標として，2000 年に達成した目標で，2 エリアの 1

位より高得点を目指す，この 2点を目標としました。

改善・強化した点

大きく改善・強化したのは移動場所です。過去に運

用したことがあるのは JA9YAA で移動した能登半

島の中程にあるの 350mHぐらいの山，2000年には

石川県金沢市と富山県西礪波郡の境界にある 790mH

の山でした。どちらもそれなりに良い場所です。前

者は「少し標高が低いかな？」，後者は「東～南に高

い山があり，1～2エリアが不利かな？それに，8エ

リアが遠い！」等といろいろ悩みながら検討しまし
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た。その結果，能登半島の先端，輪島市にある高州

山に決定しましました。そこは 500mH も越してい

るし，8エリアも近くマルチが狙えるかと，それに山

岳回折を利用して 1～2エリアとの交信に有利かと思

い決定しました。

準備

以前から高州山で運用したかったのですが，踏み出

せなかった理由があります。そこには自衛隊のレー

ダー基地があります。「運用の許可が出ないのではな

いか？」「ノイズレベルが高いのではないか？」等と

いろいろ考えましたが，とりあえず運用許可を取る

ことにしました。まず金沢の陸上自衛隊に電話をし，

輪島基地の連絡先を教えてもらいました。結局，航

空自衛隊輪島分屯基地とわかり，運用許可書を送る

ために，住所・担当者等を教えてもらい，その日の

うちに書面を送付しました。コンテストの 2 週間位

前だったと思います。その山は霊山ということもあ

り，登り口がいくつかあるため，「軍専用道路以外は

運行をしても良い」との返事をもらい，コンテスト

の前の週に下見に行きました。

その際に，「ペグは刺さるか？」「アンテナの設営

方法は？」「ロケーションは？」などのロケハンを行

いました。地図を眺めていた以上のロケーションで，

南西（3/4/6エリア）～南（2エリア）～南東（1エ

リア）～北東（7/8エリア）にさえぎる物は何もあり

ません。さすがレーダー基地を作るだけあると思い

ます。

心配していたノイズですが，レーダーによると

思われるノイズが 50MHz に少々ありました。た

だ，その周波数を避ければ問題は無さそうです。

144/430MHzも一応調査しましたが，こちらは特に

問題がないようです。ただ，今回は調査していませ

んが，1200MHzにやっかいなノイズがあるというこ

とを聞いたことがあります。

コンテスト当日

車への積み込みは前日に行いました。本当は前日

には場所を確保したかったのですが，基地があるよ

うな場所なだけあって，高州山に移動する局はいな

いと見越して当日の出発としました。6 時には起床

し，7 時に近所のスーパーで食料と飲み物を購入。

スーパーが 24 時間営業になったので非常に便利で

す。家から現地までは約 150km時間にして約 2.5時

間です。10時過ぎには現地に入り，アンテナを設営

しはじめました。のんびり食事をとったり，暑いの

でビールを飲みながら設営したので，14時過ぎまで

かかって設営を行いました。風が強くなく，大きな

アンテナも何とか上がりました。50MHz で移動運

用を楽しむには，軽量のアンテナや組み立てが簡単

など，工夫が必要だと改めて感じました。

スタートから終了まで

まずは局数が稼げる SSB でスタートしましたが，

思ったより局数が伸びず 30 分程で CW の運用にな

りました。

良いロケだと思っていましたが，それほど 1 エリ

アの入感は無く，少し残念でした。1 エリアから呼

ばれるのを期待していましたが，こちらからの電波

は 1エリアでは混信に埋もれているのだろうと考え

ながらの運用でした。

今回驚いたのは 6，7エリアのマルチが埋まるのが

早かったことです。両エリアとも海上伝搬で，能登

半島先端部からの運用の甲斐があったと思います。8

エリアとの海上伝搬での交信も期待していたのです

が，それは 1局もできませんでした。

目立ったトラブルはありませんでした。毎回です

が，コンテストの途中に眠くなります。何とか眠気

を覚ます方法を考えて，雑誌を読んだり，お菓子を

つまんだり… とあれこれ試すのですが，今回も日が

昇って 8時頃より眠くなりました。30分ほど，居眠

りをしていて，ふと 8 エリアが聞こえた気がして飛

び起きました。Es の発生です。バンド中で 8 エリ

アが聞こえました。今思い出してもゾクゾクします。

早速バンドの端っこから呼びに回りました。8 エリ

ア向けに CQを出しましたが，意外と呼ばれません

でした。Es の発生は 13～14 時台にもあり，この 2

回の Es で 8 エリアの 14 マルチ中 13 マルチを得ま

した。
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反省点

目標： 422× 51 = 21,522

結果： 356× 59 = 21,004

今回移動した場所は，交信局数も多く狙えると考

えていましたが，意外と少ない結果になりました。

しかし，59マルチには感激しました。今まで，個人

や社団でコンテストに参加しても，58マルチまでし

か見たことがありませんでした。取れなかったマル

チは 111，32，49，50でした。目と鼻の先の 32を落

としていたのが痛いです。

今後の課題は，やはり局数を伸ばすことでしょう。

9 エリアから局数の多い 1 エリアと交信するにはど

うすればよいかをもう少し考える必要があります。

例えば，少し上の方の周波数で CQを出すことです。

そうすれば，1 エリアの混信に埋もれずにすむかも

しれません。アンテナを工夫するのも良いかもしれ

ません。

あと今回失敗したのは，設営時にけっこうな日焼

けをしてしまったことです。コンテスト中に体が痛

くて集中できない時がありました。薄曇りの時もか

なりの日焼けをします。

アドバイス

6m AND DOWNコンテストは，梅雨も明けてい

ないし暑いし移動運用をするには少し大変かもしれ

ません。しかし，山の上に移動すればそれなりに涼

しく過ごすことが出来ます。しかも電波の飛びが良

いから言うことはありません。最近はコンテストに

参加する人も少なくなり，CQ を出していても暇な

時間が多い気がしますが，ちょっと山まで足を伸ば

してハンディーやモービルホイップで電波を出して

もらえば… なんて思います。

生声と縦振電鍵で生打ち 18時間

信越 1位　 JH0BQX　藤原順昭

409× 53=21,677

6m AND Down コンテストは，10 年以上前から

仲間で懇親会をメインにビギナー OPを招聘すると

いう形で，同一場所から参加しています。

この間，トランシーバーを除き HB9CV 6 エレ・

スタック，ローテーターその他の機器を自作すると

ともに運動会テントに椅子，机と OP環境も整って

きました。しかし，最近は OP 不足（移動免許が無

い酒飲みばかり）で，「腹出てきたな！」という隊長

の言葉から，今年も私こと藤原（JH0BQX）が生け

にえとなり，18 時間に渡る「生声，縦ぶれ生打ち」

ダイエットに挑みました。電波の飛びはイマイチで

したが，バックの酒飲み隊からは「CQ出し続けろ！

エリア 1 位を狙え！」などと山間というロケーショ

ンを無視した傍若無人な掛け声だけは良く飛んでき

ました。来年の目標は，何とか痩せて酒飲み隊への

入隊です…。

では，今年の 6m AND DOWN の参戦記に入り

ます。

話はいつもの誘いから

設営は，自然とできた役割分担で，非常にスムーズ

17:00 には酒盛り。だけど OP は隊長からそれ以

上飲むなの指示。いよいよ 21:00 スタート，運用パ

ターンはうるさい酒飲み隊の指示で。局数稼げない。

無線している人減ったしね。ツライ 02:00 からの深
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夜帯，呼んでこないし出てもいない。

縦ぶれ電鍵でのコンテスト参加雑感いよいよ睡魔

が… 2時間寝ていたら起きろコール夜明けとともに，

いざ 1エリアへ信号をたたき込め，しかし飛ばない。

何で？？，ロケーション悪すぎ。

オット，E スポ？？ここはガムシャラしかないマ

ルチを稼げ，1 アップ× 300 点ニューが無くなった

ら，ひたすら CQ。オット呼んでくるじゃん最後の

あがき 15:00終了して。毎年Wのマルチホップ入る

よね？ でも，止めよう自宅で，やっぱりW 入った

か，後 30分遊んでいれば…

コンテスト暦

冷やかしで DXコンテスト中心に参加はしていま

すが，さしたる実績はありません。まじめに参加し

ているのは 6m＆ downコンテストだけです。

使用機材

リグは，IC-575D アンテナは，HB9CV 6 エレ・

スタック。フジインダストリのポールであげていま

す。昨年から，新兵器，JH0LTJ 制作のローテータ

を使用。

オートキーヤー，ボイスメモリーの類は使用して

いません。すべて，縦振電鍵と生声です（コンテスト

が終わる頃には腕は上がらず，喉はかれますが，コン

テストの参加した充実感は大きい？ホントはオート

キーは苦手，）デュープチェックのため，コンピュー

タは使っています，SOFTは使い慣れたHAMLOG。

JH0EQN制作のオペレーティングデスク（コンパネ

のみ持参してあとは現地調達の木の枝で現場あわせ

で制作）。

なぜこの部門を選んだのか

昔から 6m に，たむろしていたローカルの宴会を

兼ねていますので必然的に。

獲得目標

もちろんエリア 1位。昨年の雪辱を果たすこと。

改善・強化した点

移動用ローテータ（昨年から）

準備

自然とできたルールと役割分担で，大きな設備な

のですがスムースにことは運びます。…どちらかと

いうと宴会準備の方が大がかり？？

コンテスト当日

昼過ぎに現地到着。まずビールを一杯。アンテナ，

テント等設営してから宴会の準備。日暮れ頃から宴

会を始め，コンテスト開始を待つ。OP はあんまり

飲めないのが難点。コンテストが始まると，後方か

らは罵声，いやいや懇切丁寧なご助言が。

スタートから終了まで

昨年と比べコンディションはまあまあで，トラブ

ルもなく楽しく参加。

反省点

一応目標は，達成しましたが，自己スコア更新は

ならず。

アドバイス

どなたか，OP をしませんか。私もそろそろ後ろ

で宴会組にまわりたいのですが…。と書くと，いい

加減な参加をしているように思われますが，真剣に

参加しています。
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入賞者のログ分析

1QSOが 1マルチの有無を左右することも

今回，コメントをいただいた 5 人のログを分析したものです。タイムチャートを見れば何時にどのぐらい

QSOしているかが分かります。夜中の 3時，4時は寝ていてもほとんど影響はないということです。

マルチマップは一番上の 3 行がマルチで，縦に「101，102，103・・・」と読み，下の行がバンドごとに獲

得できたマルチを「*」で表しています。つまり，津久浦さんは 111（日高），113（檜山），23（滋賀），28（富

山），48（小笠原），49（沖ノ鳥島），50（南鳥島）以外のマルチを獲得していることがわかります。

時間ごとの取得マルチを見れば，どの時間帯にどちら方面のマルチを獲得できているかが分かります。ビー

ムアンテナを使用しているなら，西に向けるか北に向けるか（関東エリアの場合）といった目安になります。

各局とも朝の 7時，8時に北海道のマルチを大量に獲得しています。

面白いのは JP1LRT局以外は 113のマルチを 14時台に獲得していることです。これは JA8IUB/8局によ

るもので，この局はほぼ 6 日の 13 時ごろから 14 時半ぐらいまでの短い時間しか出ていなかったようです。

他に 113のマルチを提供した局は 2，3いますが，複数局と交信しているのは JA8IUBだけであり，この局と

できたかできなかったが 113のマルチを獲得できるかどうかを左右します。

地域によってはアマチュア局が少なく，そのマルチをとるためにはある決まった局と QSO できなければな

らない，ということもあります。

電信電話部門シングルオペ 50MHz　関東 1位　 JP1LRT

タイムチャート
JST 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

QSO 94 70 67 43 32 23 5 - 16 19 33 34 36 32 49 23 34 31

累計 231 329 350 436 553 641
　

マルチマップ

11111111111111
000000000111110000000011111111112222222222333333333344444444445
123456789012342345678901234567890123456789012345678901234567890
**********.*.**********************.****.*******************...

時間ごとの獲得マルチ

[21] 33 10 45 47 17 18 35 40 12 11 44 38 43 42 41 14 20 13 09 46 15 08 16 21
[22] 06 07 03
[23] 04 05
[00] 30
[01] 27 26
[02] 19
[05] 25
[07] 37 39
[08] 107 110 105 103 104 112 106 101 109 108 02
[09] 114
[10] 102 32 34 36 31
[12] 24
[13] 29
[14] 22
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電信電話部門シングルオペ 50MHz　中国 1位　 JH4UTP

タイムチャート
JST 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

QSO 57 51 42 30 16 16 - - 17 15 27 21 22 81 66 18 20 32

累計 150 212 229 292 461 531
　

マルチマップ

11111111111111
000000000111110000000011111111112222222222333333333344444444445
123456789012342345678901234567890123456789012345678901234567890
*.*****.********************.*****************.**************..

時間ごとの獲得マルチ

[21] 38 27 31 35 25 33 21 26 39 45 43 03 36 20 47 24 23 44 22
[22] 09 18 11 37 29 42 40 19
[23] 30
[00] 17
[01] 12 41
[05] 13 08 14 10
[06] 28 107
[07] 32 46 112 106 110 103 02 105 101
[08] 48 15 109
[09] 06 07 104
[10] 05 114 04
[13] 111
[14] 113

電信電話部門シングルオペ 50MHz　四国 1位　 JE5JHZ/5

タイムチャート
JST 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

QSO 45 47 30 21 13 - - - 1 22 56 48 36 41 79 15 20 22

累計 122 156 157 283 439 496

マルチマップ

11111111111111
000000000111110000000011111111112222222222333333333344444444445
123456789012342345678901234567890123456789012345678901234567890
*.********.*****************************.***.*************.**..

時間ごとの獲得マルチ

[21] 26 03 43 27 06 14 12 10 37 35 41 31 36 38 33 40 44 25
[22] 39 45 19 21 18 24 20 22 42 11 29
[00] 09
[06] 30 107 112
[07] 106 104 103 105 07 101 15 13 02
[08] 110 04 23 114
[09] 47 48 34
[10] 08 05
[11] 17 16
[12] 109
[14] 108 113
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電信電話部門シングルオペ 50MHz　北陸 1位　 JM2FCJ/9

タイムチャート
JST 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

QSO 43 24 26 16 21 3 - - 13 21 28 18 33 21 24 12 19 34

累計 93 133 146 213 291 356
　

　マルチマップ

11111111111111
000000000111110000000011111111112222222222333333333344444444445
123456789012342345678901234567890123456789012345678901234567890
**********.*********************************.****************..

時間ごとの獲得マルチ

[21] 08 07 28 09 30 03 05 02 06 04 19 35 48 11 29 31 46 45 47 25
[22] 37 44 41 36 12 10 15 20 13 21 26 18
[23] 17 42 22 27 24
[01] 14
[05] 33 39
[06] 38 43
[07] 40 16
[08] 112 110 103 101 107 104 105 106
[09] 23
[10] 34
[13] 109 114
[14] 113 108 102

電信電話部門シングルオペ 50MHz　信越 1位　 JH0BQX
タイムチャート　

JST 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

QSO 30 43 23 26 28 15 11 4 4 15 24 27 22 45 25 33 16 18

累計 96 165 184 250 342 409
　

マルチマップ

11111111111111
000000000111110000000011111111112222222222333333333344444444445
123456789012342345678901234567890123456789012345678901234567890
*.*****..*.**.********************..**********.*************...

時間ごとの獲得マルチ

[21] 45 26 30 35 44 08 05 09 43 42 07 46 18 13 41 10 03 06 16
[22] 14 15 28 11 17 04 12
[23] 21 19 24 20
[00] 10 27 29
[04] 25
[05] 31
[06] 02
[07] 47 36 40
[08] 107 103 110 112 105 104 106 101
[10] 32 37 38 33
[11] 39
[14] 113
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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，2004 年も 6m AND Down 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

7K2EUY: 今回初めてコンテス

トに参加しました。当初は徹夜を

して得点を稼ごうと思いました

が，歳には勝てずに寝てしまいま

した。これから極力コンテストは

参加していこうかと思いました。

7L2NOJ: 希望者でよいと思う

がコンテスト期間内で交信局数，

マルチ数をインターネット上で速

報できるシステムがあると，見て

いる方でも面白いし，盛り上がる

と思います（公平性には，非常に

問題があると思いますが？）。

JE1TGL/1: 144MHzの参加局

数急減には驚きました。

JF3CCN/3: 参加局数が毎年

減っている…？

JF3QND: 50MHz はにぎわっ

てましたが，1200MHz はほとん

ど聞こえず。

JH1CRL: 今回は前回に比べ

賑わっていたように思えた。

50MHz のコンディションが上

がればもっと楽しめたと思う。

JI4EAW/3: 少し雨が来たもの

の去年ほどの悪天候でなく，運用

を楽しめた。

JI7OED/7: 日曜日だけ参加

しましたが自己記録を大幅に

更新し楽しみました。秋田では

144MHz 以上は年々寂しくなっ

てます。

JL2TPF/2: モービルホイップ

だけで運用しました。

JL7XBN/1: 電話部門にもシン

グルバンドがほしい。

JM4QNI/4: 移動運用を楽しく

運用しました！！！

JO1GJB: 事務局の皆様には集

計作業ご苦労さまです。今年も参

加させていただきました。時間的

に半分だけの参加でしたがログ提

出させていただきます。ログ・サ

マリーの提出をメールで出来るの

はとても FBです。

JQ6UNY: 次回は頑張りたいと

思います。

JR2FWN/2: 雨にも負けず移

動運用で参加しました。E スポ

に助けられ，目標としていた 200

局・1万点以上を達成でき満足で

す。自作アンテナでどこまで飛ぶ

かを試しながら，短時間で多くの

局と QSOできるのはコンテスト

の醍醐味ですね！

JS1MBH: 初めて電子ログでの

提出です。

7K3HAJ: 数時間しか参加でき

ませんでした。皆さん，大変お世

話になりました。

JI8NLS: 4 局ですが交信できま

した。

7N3NAG: 初 の 6m AND

DOWNコンテスト参加です。

JF2FKJ: 今回は 50MHzのコン

ディションが良く，Eスポの発生

があり，楽しめました。

7N4BGU/1: 6m の Es も開け

久々に楽しめたコンテストでし

た。

JG6VMO: 初めての参加でした

が楽しませていただきました。熊

本では 430MHz の局が少なく残

念でした。今後もアマチュア無線

の活性化のために協力させていた

だきます。

7N3AKG: 今回は久しぶりに

100QSO に達し，25 マルチと共

にコンテストアワードを 2 枚と

ることができました。しかし，

RTTY と SSTV の変更申請が間

に合わなかったのが残念。
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JO1HOS/1: VHF ではマルチ

が伸びませんでしたので，局数の

割には点数がいきませんでした。

JN4KQV: 外気温 24 ℃，曇り

のやや涼しい日でした。南の方が

入感しませんでした。2m バンド

は運用局がありませんでした。

JP1TFK/1: コンテストに参加

したのは先日のテレコムパーティ

に引き続き 2 回目でした。ログ

シートに記入する際，マルチと得

点の書き方に手間取ってしまいま

した。でも，とても楽しく運用で

きました。サマリーシートの記入

が間違っていないか心配です。

7K4MSS/1: 500mH の山は寒

かった。眠気には勝てませんでし

た！

JA1AUL/1: UM-1× 6で運用

したが，全くの新しい電池ではな

く，Rx 時 9V，Tx 時 8V に下が

り，QRZ となって 2 局の QSO

に終わった。cell は未だ使える，

Rx としては充分，Tx 時の Volt

低下と cell の Life について未解

決。将来は，充電電池にしようと

考えています。

JH2GMK: Eスポが出てくれた

おかげで，貧弱なシステムに短時

間でもなんとかマルチと局数がか

せげました。

JN2XFC: 固定に仮設のモービ

ルホイップでの参加。福島県と交

信できたのはオドロキ！早くアン

テナをあげて固定からバッチリ波

を出したい。

JI1TYY: 7月 5日のみの参加で

した。

JA1WWH: 参加することに意

義があると思っています。

JI2MKP: 7月 5日（土)21:00～

コンテストに参加しましたが，夜

中～7月 6日（日）未明まで運用

中，01:00 以降 05:00 迄は，あま

り交信できず，徹夜をするより朝

早く起きて (05:00 ごろ) 起床～

15:00 迄運用すればよかった。今

回は 7/6 　 10:00 ごろまで寝て

しまった。

電話部門シングルオペニューカ

マー

JN3WXS/3: 暑い中がんばり

ました。

JO7FGZ/3: 移動してマルチオ

ペの予定でしたが，仕事の都合

でできなくなり，シングルオペで

参加しましたが，不完全燃焼で終

わってしまいました。

JA6LTX/1: 峠の頂上での運用

でした。霧の中サルが現れ驚きま

した。

7N4XYK/1: コンテスト初参加

でした。次の FDもがんばるぞ！

7N4UWM: 電子ログで提出し

たいのですが PC 初心者のため，

WEBの説明だけでは，今一わか

りません。初心者用の説明を望み

ます。

JJ5BXI/5: 6mでもモービルホ

イップで北海道とつながって良

かった。

JQ2EAN/2: たくさんできてお

もしろかったです。

7N4XLD: 初めての参加でした

が，短い時間で多くの局長さん

と交信でき，とても楽しかったで

す。

7N4VZO/1: 一人で移動運用，

コンテスト参加と初めてのことば

かりでした。又，山中に一人で車

の中に泊まったのですが恐ろしく

て寝れなかったです。また，がん

ばります。

電話部門マルチオペオールバンド

JA7YUD/7: 来年も是非がん

ばりたい。430MHz はほとんど

聞こえず残念。

JE2ZSG:今年は初めてのクラブ

としての参加になりました。FD

はがんばるぞー！

JARL NEWS には提出期限が 7

月 31 日となっていたように思う

のですが…

JI3ZJT/3: 2 回目の参加です。

昨年の自己記録を上回り，満足し

ています。430MHz が寂しかっ

た気がします。50MHz はコンデ

ィションに恵まれて，楽しかった

です。

JM1ZJI/1: 朝，小雨の中で設営

開始。50MHz は午前中は北も西

も開けていたようです。

電信部門シングルオペオールバン

ド

7L1ETP/1: 今年は途中で雨が

降るなど涼しい 6Dでした。

7L4SCQ: 部分参加でした。

Phoneも運用しましたが，CWの

みの申請です（Phone分は，0点

にしてあります）。なお，430MHz

においてRig上コンテスト番号は

13Lにも関わらず，誤って 13Mで

送付してしまいました。144中心

に運用していたので，430にQSY

しても同様に送信してしまいまし

た。1つのコンテストでコンテス

ト番号が変わるのは，間違えやす
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いですね。以後，気をつけます。

JA0QBY: E スポがでましたの

で，楽しめました。

JA1TCF: フル時間参加出来ま

せんでした。

JA1XEM: アンテナの調整不十

分での参加です。

JA3ATJ: クラブで移動運用を

計画していましたが，天候が怪

しいので中止しました。結果的に

は，移動可能な天候でしたので残

念でしたが，代わりに家から個人

で参加することができました。

JA5YDE/5: お世話になりま

す。毎日，毎日，雨でじめじめと

気分まで滅入りそうです。

JA6NWC: 6m で早朝から開け

てとても楽しいコンテストになり

ました。

JA7KJR/7: Condxが VY FB

でしたので，まずまずQSOでき，

楽しめました。1day WAJAに隣

りの青森だけできず残念な思いを

しました。

JA9ZRF/0: 標高が高い所でし

たが (2180m)，終始雲（濃霧）の中

でした。そのせいか 2.4GHzが使

い物にならず大変な誤算でした。

JE6MIS/6: 毎年 6m で参加し

ていましたが，今回はドネーショ

ンが発表されていましたので，初

めてマルチバンドで参加しまし

た。設営は大変でしたが，当日は

大変コンディションもよく楽しめ

ました。

JF2QNM: 結構楽しめました。

コンテストレコードをホームペー

ジ上で公開してくれませんか？過

去の成績は全てキャンセルし，今

年から新たに掲載すれば，また参

加者が増えるのではないでしょう

か？

JF3IYW/3: 土曜日の朝は雨が

激しくコンテスト参加を見合わ

せようかと思いましたが，昼前に

雨がいったん上がったため，移動

運用にてコンテストに参加しまし

た。

JH0NVX/1: 短時間の参加でし

たが，6m のオープンもあり楽し

めました。

JH2NWP: 例年のごとく，食事

と睡眠は，通常通り取りながら参

加しました。

JH4JUK/4: スタートが遅れ，

夜間は局数伸びず。日中は小規模

ながら Es 発生し，そこそこ取れ

ました。

JH7PKU/0: コンテスト委員会

で JARL 主催コンテストの歴代

記録をぜひ管理して公開していた

だきたくお願い申し上げます。

JH8KYU/1: 久々に自宅にア

ンテナを設置して短時間ながら参

加しました。最上階なのでモービ

ルホイップ＋ QRPでも良く飛び

ます。

JH8SLS: 久々に良いコンディ

ションで楽しめました。

JI1CUP: 2400MHz 帯以上にお

いてもマルチプライヤーは都道府

県支庁であるべきと考えます。現

行の市郡区マルチはコンテスト

のゲームバランスを歪めるばかり

か，遠距離通信への情熱を阻害す

るものです。

JJ1JJD/1: コンディションも

良く，6m でこれほどマルチが取

れるとは思いませんでした。目標

の得点を達成でき満足です。天気

は良くありませんでしたが，楽し

く運用できました。次回もがんば

りたいと思います。

JK1LYP/1: 6m のコンディシ

ョンはよかったのですが，2m と

430MHz がいまいちでした。初

めてのマルチにしてはまあまあか

な。

JK1XDB: 2400MHzCW バン

ドは無線 LAN と思われる QRM

のために弱い信号が受信できな

い状態です。今回も 2400MHzは

FM バンドの F2 による QSO の

みでした。

JK2EIJ/0: 設営・撤収時には風

雨が止んで助かった。

JM1LQI: 寝坊して山に移動で

きませんでしたが，固定からでも

意外と呼ばれたので，結構楽しめ

ました。

JN2UIY/2: 梅雨の時期　土

曜夜は雨にたたられ移動地で全

BAND の ANT 上げずに…その

おかげで深夜は帰宅でしっかりと

寝ることが。日曜日は雨も上がり

50MHz 中心に楽しめました。コ

ンディションの把握がいつもなが

ら上手くつかめずでしたがVUの

TESTを楽しめた週末でした。

JN3ANO: 各局　交信ありがと

うございました。

JQ2RMA: アンテナが GPでし

たが，それでも 34 局交信できま

した。

JP3DVP/3: 個人コールサイン

が本人でなく他人の声で聞こえる

（マルチオペ）。いやーな思いで

す。コールサインと言うものは名

前と同じだと思ってますが…。

JH1AWN: 50MHzは Eスポが
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発生してましたが，それより上の

バンドでは国内DXが開けずマル

チが増えませんでした。それにし

ても，十分にコンテストを楽しむ

ことが出来まして有難うございま

した。

JA6FOF/6: 50MHz ワイヤー

アンテナではビームアンテナに

勝てません。来年は八木でやりま

す。

JA1KWF/1: 常置場所（小金井

市）からの参加が多いのですが，

久しぶりに，自宅に建てた ANT

から運用してみました。

JE0DDK/0: 今年は仕事を休め

たけれど地域の行事に参加しなけ

ればならないため，AM10:00 ま

でしかコンテストに参加できな

かった。朝もう少し E スポがで

てくれたらと思ったが残念。でも

自分では満足できる結果でした。

JA3TVQ/3: コンテスト当日終

了の 3 時間前までアンテナ造っ

てまして昼飯食べて近所の小さい

山にて 2 時だけの運用となりま

した。CQだけを出し続けやっと

27QSO。有り難うございました。

電信部門シングルオペ 50MHzバ

ンド

7M4MON:コンディションは良

かったのですが，参加時間が取れ

ませんでした。

JA1ECG: 15時終了とゆうのが

移動局にとっては大変好都合です

ね。

JA1OZK: 50MHz帯では，空中

線電力別の H，M，L，P の参加

部門を検討して欲しい。HFと同

じように電力の差が得点差にな

ると思います。提出ログ Cabrillo

や ADIF での提出も検討して欲

しい。

JA2QVP: 集計ご苦労様です。

比較的コンディションは良かった

みたいですね。しかし，4，5，6

エリアがあまり聞こえずマルチが

増えませんでした。

JA5FFJ: 今年は Es による交信

が多くなりました。

JA5XOZ/5: 日曜朝から約 5時

間の参加でしたが condx に恵ま

れ楽しめました。

JA6EOD: 少しの時間の参加で

した。

JA7UDE: 短時間でしたが，E

スポが出ていて楽しめました。

JA7VHJ/7: Es が出ていまし

た。DP ANTでの参加でした。

JA8AJE: 日曜日 8 時前後から

急に呼ばれ始めました。特に珍し

いマルチでもないのに，呼んでい

ただいて有難うございました。

JA9BSL/9: 今回は自作の 3 エ

レクワッドで参加。自作の腕も

ちょっとは上がったかも。天候

は今一つでしたが北は北海道か

ら南は沖縄まで，小笠原も含めて

50MHz の醍醐味を満喫できまし

た。

JA9IAX/1: 今回は時間が無く，

短時間のみの参加でした。

JE1HJA: ネットログのような

形でログをリアルタイムにアップ

して，現在の自分の順位が見える

ような仕組みがあると面白いかも

しれない。

JE2EZA: 毎年楽しみにしてい

るコンテストです。

JF1FFF: 集合住宅 1 階のベラ

ンダアンテナより運用。運用時間

が短かったが，伝搬状態は良かっ

た。

JF1JDG: このコンテストの場

合，出力の低いものは不利であ

る。何とかならないか。出力別の

クラスにするなど。

JF1NDT/1: 日曜の朝，移動に

手間取り出遅れてしまいました。

JF1NHD/8: 集計ご苦労様で

す。Eスポが出て楽しめました。

JG1CYE/0: わずかな時間でし

たが参加できました。

JG4DDN/1: 短時間の参加の

みとなってしまい残念！

JG5MTP: まずまずのコンディ

ションで FBにコンテストを楽し

みました。コンテストの集計ご苦

労様です。初めての電子ログの提

出です。ちょっと苦労しました。

JH0SJJ/0: 久しぶりのコンテ

スト参加でした。

JH1MTR/4: E スポで楽しめ

たがお手軽移動の限界も味わう。

やはり beam でないと… が実感

でした。

JH4FUF:来年も，是非とも参加

したいです。

JH6QIL: 開始から最高のコン

ディションでした。

JH6WHN: 当日の夕方，雨の合

間に 6mのアンテナを上げて，久

しぶりのフルオペレートでしたが

疲れで 0時にダウン。6時過ぎま

で爆睡してしまいましたが，十分

楽しめたので満足できました。

JH7BEO/7: 朝の 6時から移動

しました。強烈な E スポのおか

げで久々に 100 局以上と交信で

きました。非常に満足していま
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す。

JI1ALP: 昨年に引き続き，C50

に参加です。自己記録更新が目標

でしたので，達成できて嬉しいで

す。CONDX も良く大変エキサ

イティングなコンテストでした。

JJ1IDW: ほどほどに Es が開

け楽しめました。電信部門では

SSB バンドでの CW の QSO も

有効とすれば，もっと点数が伸び

ると考えられます。

JK8PJN: 予想外の好コンディ

ションと好天に恵まれ，予想外の

高得点を記録できました。根室支

庁のマルチも貴重だったかと思い

ます。

JM1LRQ: 今年は Eスポで広範

囲に QSOができました。

JN1NCB/1: 本コンテストは，

開始日時を土曜日の午後 12時（そ

れより早くても良い) に変更すべ

きと提案します。（週休 2 日が一

般的になっている昨今）土曜日の

みの参加も可能になり，参加しや

すくなると思います。開始時間が

土曜日の午後 9時からというのも

今となってはおかしな設定である

と思います。

JN7ELL: 西日本が比較的開け

たので楽しめました。

JO3AGQ: 2002 年 12 月開局

しました。初めての 6m AND

down コンテストに参加しまし

た。

JQ1DSK/0: マルチ CW にて

参加しましたが 144，430MHz

の 局 数 が 激 少 だ っ た の で

50MHzCWでログを提出します。

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。

JR3NDM: 集計ご苦労様です。

久しぶりに 50MHzのみの参加で

した。

JR4CZM/2: 急遽，自宅に上げ

た短縮GPからでした。時間のあ

る時にワッチしての参加でした。

いつの日かまた移動して参加した

いと思います。

JR4QPD/4: 6 日の 11 時台の

コンディションがとても良かった

です，ただし QRM でなかなか

ピックアップできず，呼んでいた

だいた局にはご迷惑をおかけしま

した。

JR8MCR: コンテスト集計ご苦

労様です。

JH7CJM: 自分で CQ を出すと

全くコールが無く，呼びに回りス

キャッターの浮き上がった瞬間の

QSO で稼ぎましたが思うように

はいきませんでした。

JF6OVA: 風邪をひいて未だ完

全になおっていない。移動した

かったが，6日の仕事もきつかっ

たしで，とりあえずホームから参

加しました。とてもいいコンディ

ションだったので残念です。次の

フィールドデーで楽しみます。

JH1VIG: 仕事の合間のコンテ

スト参加です。

JA3BKP: 参加者の減少してい

る中，移動して徹夜で頑張ってお

られた方もかなり居られたようで

その熱意に敬意を表します。

JJ7FZC: ちょっとだけの参加で

した。

JH0CHR: コンディションに恵

まれ，マルチプライヤーが稼げま

した。関係者皆様のますますのご

活躍をお祈り申し上げます。

JA0EKI/0: FB なコンディシ

ョンでした。

JA6DNV: Es が出た間に他の

エリアと QSO できて幸せでし

た。一昨年よりも多数稼げたの

でコンテストをした感じでした。

JD1YAB 局が安定して聞こえて

いたのはおどろきでした。もっ

と 50MHzがにぎわうといいです

ね！

7N1DVK: 50MHz の交信は聞

くのも送信も初めての事で新鮮で

した。

JL4MPH/4: CONDXも良く，

今までにない交信局数でした。楽

しく参加できました。強風のため

2mのANTは設営を控えました。

JE1BMJ: 電離層 E 層領域のコ

ンディションが良く，JA8や JA6

の局に勝てそうにないので諦めて

洗車でもしていようかと思ったの

ですが，それくらいでリタイヤす

るくらいなら出ない方が良いかと

思い直しフル参加しました。

電信部門シングルオペ 144MHz

バンド

7M4KSC/1: 半日の運用でし

た。

JA1VVH: 思いもかけず多数の

局と交信できたので，ひさしぶり

にエキサイトしました。

JA2BCQ: 430MHz は聞こえま

せんでした。

JA6SRB/6: 午後 2時前からの

参加でしたが，できるもんですね。

JE1KFX: 5 日は FAI が好調で

開始直前に 4～6 エリアと交信。

コンテストに期待して真西ビー
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ムでマルチ重視に開始するも，結

局 FAIは 1局のみで非常に残念。

コンテストに参加された方で気付

いていた局はどれくらいいるのだ

ろう。6 の移動局が 2230 頃まで

FAIで強力に入感しており，コン

テスト参加局がもっとアンテナを

向けてくれれば多数交信できたと

想像している。5日の北方面への

コンディションは最悪，翌 6日は

午前中に BV，JR6の ESがオー

プンするも，コンテスト参加者は

無し。非常に残念。ここ数年来，

2m で ES が開いた記憶が無いの

ですが如何ですか？＞委員会さ

ん。茨城の北部の固定，ましてや

電信では流石に厳しかった。局数

150 局を目標にやったが，結果 1

局届かず。途中の ESでコンテス

トから離れたり，寝たりで 3時間

くらい浪費しました。余談だが，

2m での仰角の効き目は凄い。西

方面は仰角ありが有効，北方面は

仰角無しが有効な感じ。少々誇張

気味ではあるが，カスカスの信号

が浮いてくる。

JE3ORT: 集計ご苦労様です。

JF2FIU: 今年は移動できずに固

定から少しの時間 QRVしただけ

にとどまりました。

JG1HUF:生涯，2回目のコンテ

スト参加。

JH5LYW: お世話になります。

毎日，毎日，雨でじめじめと気分

まで滅入りそうです。

JJ1LRD: 固定から 11m 高のグ

ランドプレーンでしたので，この

バンドとしてはハンディキャップ

を持った感じの参加でしたが，ま

ずまず楽しめました。

JM6FMW: 局数が少なく苦労

しました。

JR0ETA/0: 集計ご苦労様で

す。移動地を誤りマルチがさっ

ぱりでした。2 日目の 10:00JST

には断念し撤収下山してしまいま

したが野外で気持ちよく過ごすこ

とができました。

JR1WYV: 普段は 2mで電信が

聞こえる事はめったに無いが，コ

ンテストには多くの局が参加する

のには驚いた。当初は電信・電話

での参加を考えたので電話での交

信局はチェックログで添付した。

JH2QLC: 2m で CW でのオン

エアーは楽しくできた。コンテス

トでは多くの局がオンエアーする

が，普段オンエアーする局は少な

い。

JR2TRC: 結果はどうあれ，参

加のみ！

JK1DMT: 今年も昨年同様，2m

の CW のみで，自宅からのんび

り参加しました。

JE1YQL: 今回は参加時間が伸

びたことと卓上型から直下型へ

プリアンプを切り替えた成果が出

ました。但し，それによる混信や

抑圧の度合いも便乗してしまった

が，交信数 UP につながりまし

た。残念なのはエレキーが壊れて

交信に不具合があったことです。

JH6KDY: 2m は出られる局が

少なかったようでした。又，参加

予定。

JJ4CDW/4: 今回は，夜から山

に移動して参加しましたが，終日

雨と霧でコンディションはいまひ

とつでした。参加各局，お疲れ様

でした。

JA7UQB: 運営ごくろうさまで

す。短時間の参加でしたが，提出

します。6m は Es も出て FB で

した。TU 73

JO1QGK: 途中で寝てしまっ

た！！

JA7NT/1: 今年も参加。7から

始まる CALLが少ないです。

JS1PWV: 平地からの運用でし

たが，遠方と QSO出来ました。

電信部門シングルオペ 430MHz

バンド

JA0EOK/1: のんびり楽しめま

した。

JA1IVL: どうも夜は眠くてや

っと一時間 QRV，年を取った

証？？。このロケーションで，こ

のアンテナで 100 局以上と QSO

出来，満足。

JA3EPI: 次回も参加します。

JI1OWT/0: 今回も昨年同様 0

エリアからの参加でした。

JK1NSR: 朝からの運用でした。

JL3IVX: フォックス用の八木ア

ンテナで運用するも昨日よりの雨

で SWRが悪く，またマンション

の立地条件が悪いので局数は増え

ません，移動運用を考えておりま

すが実験は… 軍資金が無く寂し

い限りです。

JQ2BJK: 雨天で出鼻がくじか

れ移動を止めてしまいました。

JR2SCJ/2: 4 時には設営完了，

暗くなってからコンテストが始ま

るまでラジオのナイター放送で暇

を潰すのが結構しんどかった。皆

さん明るい内に設営を完了すると

思うので，あと 1時間でも 2時間

でも早く始めて終りを 1，2 時間
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繰り上げると撤収・帰宅（つまり

は翌日の仕事ね）が楽なのではな

いでしょうか。

JA6PVO/6: パワー H～Pがあ

るのだから賞もパワー別に出して

欲しい。KW 局と 10W 局では，

大人と子供。勝負にならないと思

います。

JE7ENK/7: 天気の崩れが無

く，設営や撤収がスムーズにい

きました。

JK2BAP/2: 集計御苦労様で

す。いつもコンテストを始める

と気になるのが，ライバルの存

在。今回も地元の 1局がどうやら

同じエントリーの様でした。良い

意味で緊張感が持続し，この局が

いたからこそ，ここまでガンバレ

タのだと思いました。

JJ2SQJ: コンディションが悪か

ったのでしょうか，あまり聞こ

えてきませんでした。フィールド

デーコンテストでガンバリマス！

JA9RPU: 自宅から屋根の上の

アンテナ（GP+15 エレウェーブ

ハンター）では聞こえず，飛ばず。

たまに FM/SSB もワッチしまし

たが参加局が少なく，さみしいで

す。

JA9XAT/9: WXは曇りで，山

頂はガスの中。コンディションが

悪かった。

JH2FSE: 今回は急用が出来，十

分参加が出来ず残念であります。

電信部門シングルオペ 1200MHz

バンド

JE2HVC:参加局が少なく，ビー

コンのように CQ を出してばか

り。疲れました。

JR7RJZ: 1局の QSOでエント

リーします。

JF1CQH: ご無沙汰です。今回

から 10W運用 (1200MHz）が出

来るようになり，フルタイム運用

を目論んでいたのですが，残念な

がら所用のためラスト 1時間の参

加となりました（ログを見たら昨

年は QSO無しでした。Hi）。

JA1DBG: さすが 6m AND

DOWN，他のコンテストと異なっ

て 1200MHz CWのCQを聞くこ

とが出来ました！ FBでした！

JH5AEN: 交信相手がなかなか

見つからない。

電信部門シングルオペ 5600MHz

バンド

JA1LLX/1: あいにくの天候，

霧の中の運用はマクロウェーブに

とって辛いかと思いましたが，結

構（？）飛んでくれました。

電信部門シングルオペシルバー

JH3TCM/3: 50MHz のマルチ

が伸びず苦戦，昨年（QRP部門参

加）を下回る成績になりました。

JK1SDQ: 今年は旅行が入った

ために，運用時間が短くなってし

まった。

JA1VE: 短時間参加でした。

JA3AA: 50MHz 帯のコンディ

ションが良く，多くの局と QSO

が出来て喜んでいます。今後益々

のご盛会をお祈りします。73

電信部門シングルオペ QRP

7L2VVI: 初めて参加しました，

来年もがんばります。

7L3DNX: QRPでの運用で，時

間はわずかでしたがなんとか参加

できました。

7L3EBJ: 集計ご苦労様です。

QRP にも是非シングルバンドで

の参加部門の設定をご検討下さ

い。

JA1KEG: 次回も QRP で参加

したい。

JE0IBO/1: 自宅からの参加で

したが，まあそこそこの結果で

しょうか。UHF 帯の参加者が特

に少なくなっているのが気になり

ました。

JH1MZG: 50MHz も時々 E ス

ポが出て，6エリアとも交信でき，

楽しみました。

JH2OMM/QRP: 楽しめまし

た。集計作業，よろしくお願いし

ます。

JI1HFJ: 50MHz では大阪，奈

良，鳥取と続けざまに呼ばれ，びっ

くりしました。5Wでもコンディ

ション次第と改めて感じました。

各局，どうもありがとうございま

した。

JI3OYM: 集計担当その他世話

役の方ご苦労様です。数年ぶりに

復帰しました。

JJ2VVH: 電信部門初参加です。

6m といえどもコンテスト中は，

土日の 7MHz のように込み合っ

ていました。CWフィルターの必

要性を感じました。次回のフィー

ルドデーコンテストにも参加した

いと思います。

JK8NLB: 50MHz CW はコン

ディションのピーク時には CQ

を出す周波数がないくらいにぎ

わっていましたね。おかげさまで

楽しい休日のひとときを過ごすこ
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とができました。関係者各位の活

動に心から感謝します。

JM7TKK: 朝から Es が出て

FB でした。飛び飛びに 5 時間

ほどの運用でしたが，それなりに

楽しめました。1Day AJD を目

指しましたが，とうとう 0エリア

が取れませんでした。

JN1MKZ: 次回もがんばりたい

と思います。

JR1NKN/1: 所用で 3 時間弱

の参加でした。またがんばりたい

と思います。

JR3UIC/3: 自宅の固定局

(1,000W免許)の 1/200のパワー

で，コンテストに参加しました。

JR5EHB: 50メガがオープンし

て 5W でも楽しめました。しか

し 2エリアには届かず。

JR6GUI/1: 短時間の参加でし

たが，ちょうど Es 発生と重なり

割と楽しめました。最近コンテス

トではパソコンに頼っているの

で，ちょっとパソコンの調子が悪

くなるとうろたえてしまう自分が

情けなかったです。紙と鉛筆，縦

振り電鍵でやっていた頃の元気は

何処へやら…Hi

JR7HOD/1: 初めて QRP部門

に参加しました。短時間の QRV

です。

JA6UG: コンディションまかせ

なので思うようには稼げません

ね！！

JA1SIM: バンド別QRP部門が

あればと思います。QRP でも 9

エリア以外全エリアと交信できま

した。実質 6時間程度の参加でし

た。

JH0SPE/0: QRP 専用あるい

は QRP優先の周波数帯を各バン

ド 5kHz で良いので設けて欲し

い。

電信部門マルチオペオールバンド

7L1FFH/7: はじめての 7 エリ

ア移動でした。50MHz は開始当

初から 6エリアが開けており FB

なコンディションでした。でも，

大票田の 1エリアが遠いですね。

JI3ZOX: 前回はクラブ員と共に

参加して第 3位に入賞し，各局と

祝勝会で盛り上がりました。今回

は寂しく，クラブ常置場所にて当

局のみの参加となりました。集計

ご苦労様。次回も参加したいと思

います。

電話部門シングルオペオールバン

ド

7J3AOZ: 今年は，昨年よりは参

加局数が増加していたように思い

ます。

7K1PEO/1: コンディションが

良いコンテストでした。冷やかし

参加が減って，真面目に参加して

いる局が多いと感じがしたコンテ

ストでした。

7L3IUE: 楽しいコンテストを企

画していただきましてありがとう

ございます。楽しめました。

7M4BZX/1: 集計ご苦労様で

す。局数は少ないですがログを

提出しておきます。

7M4RJB/7: とてもコンディシ

ョンが良く，楽しかったです。た

だ，全く 8エリアが聞こえなかっ

たのが残念です。

7N4JQJ: 運用時間が短かったの

て，次回はフル参加したいと思い

ます。

JA0SOO: 参加局が少なかった

ように思います。

JA1FPV: 6 メータがやっとの

ダイポール，バランも許容周波数

外のものを使ったので SWRが 3

程度，出力も半分以下に下がって

しまうなど準備不足でした。次回

は反省してアンテナを整備しま

す。

JA1IQK: このコンテストらし

く 50MHz の E スポで西方面と

ナンバー交換ができ，楽しく参加

した。2400M以上もやりたいが，

周囲の建物と自宅アンテナ高さよ

り常置場所ではあきらめている。

JA1IZ: 次回もがんばります。

JA1OQ: 今年も楽しく参加する

ことができました！

JA1PTO: 今年もクラブスラッ

シュ上位入賞を目標にしていま

す。

JA1QEU: フル参加出来ず残念

でした。

JA1RRA: 初日は元気が出ませ

んでしたが日曜日は頑張りまし

た。楽しめたコンテストでした。

JA1STY: 短時間の参加でした

がそれなりに楽しみました。

JA1SWB: 参加局数アップにな

ればと思い，でてみました。Hi

JA1XRH: 睡眠も十分取れたは

ずなのに，昼食後は昼寝までして

しまい，終了間際の貴重な時間帯

を無駄に過ごしてしまいました。

JA3IEZ: 次回もがんばりたいと

思います。

JE1HMC: 今回初めて当コンテ

ストのログを電子データで提出し

ます。
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JE1REU: 6mのコンディション

がいまひとつだった。

JF2OZH/1: 11階のベランダに

50～430MHz の八木を仮設して

参加しましたが，90 度しか回転

せず NGでした。

JF3PLF: 久々に自宅から楽しむ

コンテストでした。昨年の得点を

超えることと，クラブ対抗部門に

貢献することを目的に，頑張りま

した。

JF4CZL/1: 集計ご苦労様です。

今回も短いコンテストナンバー

でスマートなオペレートが出来

ました。今後も短いコンテストナ

ンバーであることを希望します。

今回は体調不良と重なり，満足の

いく結果ではありませんでした。

また挑戦します。サービス頂いた

方，有り難うございました。

JG1HTA/1: 7月 6日，朝から

参加した。奥武蔵グリーンライン

は，一日中霧に包まれて涼しかっ

た。昼前に Eスポで 50.5MHz付

近まで切れ目なく入感し，結構楽

しめた。

JG2KKG: 今年は設備の整備が

間に合わず，メインの 50MHzに

出れませんでした。

JG5WLV: マルチを稼ごうと思

ったら移動運用をする局が多いと

思うのですが，この時期まだ梅雨

明けしてません。もう少し時期を

ずらせばと思います。あとほんの

1週間ぐらいで梅雨は明けると思

うのですが，いかがでしょう。

JH1DHV/1: 今回は頑張って

アンテナを今までより少し高くし

てみましたが（6mh → 8～9m），

結局交信局数は伸びませんでし

た。運用能力が低いのを実感しま

す。皆さん良くたくさんの局と交

信できますねぇ。

JH1JGZ: 短時間しか参加でき

ませんでした。

JH1QXP: E-spが 50MHzで発

生して久しぶりにエキサイトしま

した。

JH2CMH: 6m のコンディショ

ンが良く，楽しめました。

JH4UYB: 久々の Eスポで興奮

した。

JH6FTJ/6: 電話部門も各バン

ドあるといいですね。集計ご苦労

様です。

JH6WKF: 50MHz は少し楽し

ませてもらいました。

JH7VVR/1: もう少し部門を増

やしてはいかがでしょう。

JH9UJB/1: 仕事の都合でちょ

っとだけの参加でした。6m は全

国が開け，短時間ですが楽しむこ

とができました。

JI1BFD: 初めて電子ログで提出

します。6m の開きがありました

が，運用時間が制限（家庭の事情）

されてしまい　残念でした。

JK1JHU/1: 久しぶりに 6m

AND Downにシングルオペで参

加しました。50MHz がかなり開

いて，面白かったです。他のバン

ドはマルチが伸びませんでした。

JK2VOC: 50MHz のコンディ

ションが最高で大変楽しめまし

た。

JL7AIA: 家族サービスの合間に

少しだけ出ました。

JM1LAW: 集計ご苦労様です。

6mは 6も 8も同時に開けてたよ

うで，どっちに向けて良いのか迷

いました。

JM1TDG/1: 集計ご苦労様で

す。開始直前に 50MHz の SWR

が上がり，かなり意気消沈。散漫

になってしまいました。

JQ1BTP/9: 移動しないとスコ

アが伸びませんね。

JR1CCP/1: 50～430の 3Band

で楽しく運用できました。6日午

後に用事があり，昼過ぎ早々に撤

収してしまいましたが，今までの

局数・スコア・マルチを更新する

ことができました。最初の数時間

が勝負ですね。夜は寝てしまいま

したが…。

JR1LQK: 昨年は発電機の不調

などにより，リアイタを余儀なく

された 1900m の山に再度挑戦。

今回は 20kg もある ET800 を担

ぎ上げた。全体としては順調で自

己ベストを更新できた。

JR1MRG: 今年も昨年同様

50MHzに Eスポが発生し，そこ

そこ楽しめました。

JG8SIS/8: 相変わらずの少得点

Hi 久しぶりの 50MHzにて QRV

このコンテストのおかげで楽しま

せていただきました。6 日 11 時

台は 1 時間空振りに終わりまし

た。宜しくお願いします。

JL1VWL: 50MHz は E スポで

楽しかったです。

JA8IBU/8: FB なコンディ

ションでした。久しぶりに

144MHz にも QRV しましたが，

JA8 エリアだけかもしれません

が，144MHzに出てくれる局が本

当に少なくなり，驚きました。

JA7FEX: 144MHz はあっとい

う間に ON AIR 局がいなくなっ
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た。50MHzは短時間に Eスポ楽

しめマルチも増えた。

JA1OGZ: 2.4GHz が思った以

上交信出来ずでした。

JA7MVI/1: 50MHz がイマイ

チでした。

JH9VJW: 50MHz のオープン

時は仕事でマルチが増えませんで

した。

7L1PNG: 第 3 級になり，多バ

ンド，多モードで運用するように

なりました。ログ管理にパソコン

を使ってますが電波障害対策に苦

労しました。無事に印刷までこぎ

つけました。

JH1EMH: 楽しい時間でした。

JE1SLP/1: 昔に比べると参加

局数が少なくなったような気がし

ます。

JA1DTS: 短時間（約 50分）の

参加でしたが楽しく QSOしまし

た。次回も参加します。集計作業

ごくろうさまです。リグのトラブ

ルで 2 バンドのみの参加でした。

次回にがんばります。

JJ1BDX/3: ちょっとアクティ

ビティが低いという気がしまし

た。

JG1IEB/1: アンテナを忘れて

しまい局数ダウンでしたが，マル

チアップで得点は昨年を上回りま

した。

JE3LGJ/3: 局数は減っていま

すが，参加しているメンバーのあ

たたかい気持ちが伝わってくるよ

うな気がしました。TNX

JH4WBY: 雑用に追われ，数分

だけの参加でした。

電信電話部門シングルオペ

50MHzバンド

7K2GMJ: 今年も参加させてい

ただきました。短時間しか時間

がとれずたった 30 分の参加でし

た。

7K4TSJ: 伝播状況が変化に富

み，大変でしたが楽しめました。

JA0AAQ: 1 時間ほどの運用で

したが，Esは終わっていました。

JA1DKU: 2 日間ともコンディ

ションが良かったので予想外に交

信局数が増えました。全体的に運

用マナーがよくなったようだ。ハ

イパワーでがなりたてる局がほと

んどいいなたった。ただ，100w

超の局で移動している局と開始直

後に周波数帯を守らない局がいた

が PRの仕方としてルールを守っ

てと言うだけでなく，こういくこ

とに注意をしましょうと具体的な

事例で PR して欲しいと思いま

す。

JA1OVD: (1)ALL JA と同一

ルールの採用（24時間，電力別ク

ラス分け）(2) 移動・固定別種目

（山に登らないと勝てなくては，

固定局参加は減少）

JA2JTN/2: E スポも適当に発

生しコンテストを楽しみました。

JA5DEU: 来年は移動運用した

い。

JA5MAJ: これからもよろし

く！

JA6JCL: 仕事の都合で短時間

の運用でした。コンディションは

最高に良かっただけに残念でし

た。多くの移動局に感謝いたしま

す。

JA7ASI: 6m AND DOWN コ

ンテストに 4 回目の参加で一番

の成績？コンディションのせいだ

からみんなも良いだろうから順位

は，あがらないだろうなー。

JA7KPI/7: 今回は 1 時間半

にわたって CW で呼ばれ続け，

久々にいい思いをさせていただき

ました。そのわりに局数が少な

い?… これが実力なんです (^^;)

JA8IJY: コンテストアワード申

請のため。

JA9RBZ: 地域の行事で最終 1

時間だけの参加でした。家からは

8エリアしか開けませんでした。

JE4ABN/4: コンテストでは E

スポによる 1エリアパイルを久し

ぶりに楽しむことができました。

JE5JHZ/5: 集計ご苦労様です。

JE6CUC/6: 悪天候のためアン

テナ設営は苦労したが，コンテス

ト中は涼しく快適だった。

JE6DND/6: 天候には恵まれま

せんでしたが，そこそこ呼ばれて

楽しみました。

JF2WOW/2: 天候には恵まれ

ませんでしたが，2 日目にコン

ディションが開けたので，十分楽

しめました。

JF3IPR: 2 日目の午前中，コン

ディションが上がり楽しめまし

た。

JF3VKM: 所用で今回も移動で

きず，自宅から簡易移動用リグの

テストを兼ねて 10W で出ました

が，ちょうど Es が開けている時

間だったので 1，7，8 方面と多

く交信でき，この無線機もまだま

だ使えるなと思いました。時間を

みつけて移動に行きたいと思いま

す。

JF6EZY: 次回も頑張ります。
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JG2WIL: 長く続けるように頑

張ります。

JG5DHX/5: Thanks for all,

see you next contest.

JH0NEC/0: コンディションも

よく楽しめましたが，もう少し局

数 JH2OJS/2: コンディション

がよすぎて山の上からは取っても

らえないことが多く大変でした。

JH4IJG/4: QRPが多いようで

す。QRP シングルバンドがあれ

ば面白そうです。

JH4UTP: 久 々 の フ ル オ

ペ 。FB condx に 恵 ま れ 楽

し い コ ン テ ス ト で し た 。

http://member.nifty.ne.jp/jh4utp/

JH5UPI/5: 50MHz は E スポ

も開いて，賑やかなコンテスト楽

しめました。

JH6MHO: コンディションもま

あまあでそこそこ楽しめました。

このコンテストでの小笠原とのコ

ンタクトは初めてです。

JH7ELZ/1: 気が付いたらコン

テストが終了する直前でした。

JH7IPR/6: スタート直後，午

前中，昼頃と 1エリアが 3度開い

たので楽しめました。

JH8BHP: 昨年に続いて，2 回

目の参加になります。

JH8SIT: 2 日目早朝よりコン

ディションがよく，とても楽しめ

ました。

JI1JCI: コンテスト開始時に周

波数帯区分を守らず 50.22MHz

付近で出ていた局がいた。ルール

くらい確認すべき。21 時の前か

ら CQ コンテストを出していた

局がいたが，時計を正確に合せて

おく義務が有る筈。

JI2GVL: 今年も楽しめました。

JI3KHN/2: 集計ご苦労様で

す。今年はコンディションが良

かったですね。久しぶりに沢山の

マルチプライヤーを埋める事がで

き，自己記録を更新できました。

電子ログ提出は添付ファイルによ

る提出は不可となったのでしょう

か？規約ではテキストメールのみ

可能と読みとれるのですが，「所

定の様式で作成したデータ」か

らのジャンプ先である JARL の

web「JARL主催コンテスト電子

ログ提出要項解説」には添付ファ

イルとして送信とも書かれていま

す。明確明快な規約の掲示と更新

をお願いします。

JI6CUK/1: 個人では初めての

6m and Down参加でした。小さ

なアンテナの割にはコンディショ

ンに恵まれ楽しめました。

JJ7UGJ/7: 例年になく涼しく，

バンドコンディションもまずまず

でした。移動地で SWR が高く

なり，いろいろやっているうちに

あっという間に暗くなってしまい

ました。8・9 エリアが全くとれ

なかったのが残念でした。

JK2VQR/2: 短時間ですがモー

ビルからの参加でした。久々の参

加で楽しめました。

JK3HLP/3: コンディションが

良く，楽しめました。

JK4USZ/1: 良いコンディショ

ンに恵まれ久しぶりに楽しめまし

た。アンテナが 2 本欲しかった

なぁ。

JL2BSA: 時間がとれなくて，中

途半端だった。

JL2HIW/2: 担ぎ上げをしよう

としましたが，悪天候のため車か

らの運用となりました。

JL2TYH/2: 当初狙っていた移

動地に先客がいたため，急遽別の

場所を探索。コンディションの変

化が激しく，追いつけませんでし

た。

JL4BLD: 移動運用で参加でき

なくて少し残念でしたが，コン

ディションに助けられ楽しいコン

テストになりました。

JM1GII: 局数が伸びずに残念で

したが，そこそこ楽しめました。

JN1NOP/6: コンディションが

良かったのですが，飛行機の都合

で 12 時に QRT。もっと遅い飛

行機にすれば良かったかな？ 残

念。沖縄って「電波が集まる所」

というイメージを持ちました。

JN3IEC/2: もっとコンテスト

をにぎやかにしたい。

JO1DFG/8: 今年は 4年ぶりに

楽しめました。

JO1VVT: コンディションが良

く，楽しめました。次回もやりた

いと思います。

JP1LRT: コンディションに恵

まれた楽しいコンテストでした。

JP1XLU: 移動用の機材を準備

して筑波山まで出かけましたが，

寒くて寒くて…すぐに帰って自宅

からの運用となりました。まさか

防寒具が必要とは思いませんでし

た。翌日も早くから用事があった

為，運用はごく僅かでしたが，楽

しかったです。

JP3OTA: 5 日はコンディショ

ン余りよくありませんでしたが，

翌 6 日は，朝早くから 6m が開

けておりました。その後も開き続
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け，初めて 1day AJDを達成出来

ました。反面，混信が激しく，対

策も必要です。都合でフル参加で

きませんでしたが楽しめました。

50MHz の面白さを再確認でき，

6D コンテストでは 50MHz は外

せません。次は移動運用でチャ

レンジしたいです。50MHz 最高

だっ！！

JQ1COB: よく眠れました。

JQ1HZU: 次回もがんばりたい

と思います。

JQ2SJN/2: Esのオープンのお

かげでマルチが稼げましたが，西

方向はバズが非常に強く…

JR1ERU/1: コンディション爆

発して楽しめました。

JR2WBT: 1 エリア方面のグラ

ンドの延びはイマイチでしたが，

Eスポが開け久しぶりに楽しめた

コンテストになりました。

JR3BVX: お昼を過ぎてから

1.5h の参加でしたが，E スポで

8，7エリアとできました。今回，

電子ログで提出します。もし所定

の様式（フォーマット）等に不備

があった場合でも，修正できる機

会があればもっと電子ログ提出が

増えると思いますデータはテキス

トメールのみ可でしょうか？

JA7，JA8方面が開け楽しめた。

JR8LRQ/8: 今回は東西に有利

なコンディションだったようで，

8エリアはなかなか相手にしても

らえず参りました。ショボいオー

プンに備えて宗谷支庁まで行って

みましたが，距離にあまり関係の

ないスポット的な開け方をしたよ

うで，時間をかけて北上した意味

がほとんど無かったような気がし

ます。

JS2KDD/2: 50MHz のコン

ディションがまぁまぁで，半日で

したが充分楽しむことができまし

た。

JS3QWI: あまり QSO できま

せんでしたが交信いただいた方あ

りがとうございました。

JR2CWF: 7/6 は午前中，E ス

ポでマルチが多くなった。昼から

バンド全体静かになった。

JI5WIH/5: 短時間のコンテス

ト参加でしたが，FB コンディ

ションにたすけられ，多くの交信

が出来ました。次回は，本格的な

移動運用を行い，上位入賞をねら

いたいものです。

JE8GNN/8: 3時間半くらいの

短い運用でしたが，楽しかったで

す。

JA7UIW: Esが開いてバンド中

にぎやかで FBなコンディション

でした。

JA7GPC: 今回は少し聞こえま

した。フィールドデーも参加予定

です。

JH1PCJ: 久しぶりのコンテス

ト参加でした。楽しく皆さんと交

信ができました。

JR2NRP: 6m AND DOWNコ

ンテストは，50MHz を中心に運

用している局が毎年自宅から参加

しています。ただ書類提出は今回

が初めてです。

JA1TR/0: 小千谷市へ移動して

参加しました。

JG1TVK: かなりコンディショ

ンが良く，それに上手く乗ってや

れた局はそれなりに高得点を上げ

ることが出来たものと思われる

が，合間合間に参加していたので

はほとんど関係なく参加程度と

なってしまった。

JL2FLB/1 初めて都内から運

用。結構楽しめました。各局

TNX！！

JF2FMY: 今年も参加できまし

た。ただし，常置場所からサービ

スのみの参加です。

7M1CUN: 95 年以来 8 年ぶり

にフル参加しました。常置場所か

らの参加でしたので色々と誓約が

ありましたが，とても楽しむこと

が出来ました。コンディションが

非常に良くマルチが伸びました

が，取りこぼしも沢山ありまし

た。もう少しスコアを伸ばすこと

は出来たと思いますが，満足して

います。

JJ3TAE/3: 集計ご苦労様です。

今年はコンディションが良かった

ので結構マルチが増えて楽しめま

した。

JA2OOY/2: 今年は，愛知ハム

の祭典を 6月にしていただいてい

るので大変ありがとうございまし

た。友人と参加しました。楽しい

1日でした。

JG1GCO: 今年も Eスポが発生

したため，マルチが増えました。

JA1ZV: 時ならぬ夏かぜをひい

てしまい，フルアワー出来ず。

JH6MLB: やっぱり移動局は強

いです！！

JG3RCE/3: 50MHz はたいへ

んにぎわってました。

JG4UWS: コンテスト久方ぶり

に少時間ですが参加させていただ

きました。野外移動局が多いです

ネ。電波伝播の特性上で F の重
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なりが可成り多く見られました。

JA8NKQ: 6m のコンディショ

ンがよく，十分楽しめました。久

しぶりの 300局との QSOが出来

ました。6m のコンディションが

良かったので 2mに QRVする暇

がなかった。2m は短時間聞いた

範囲ですがコンテスト参加局を聞

くことが出来なかった (SSBモー

ド)。

JR3JBH/3: 自分なりにベスト

を尽くしました。次回フィールド

デーも参加したいと考えていま

す。

JA2GSM: 始まりと同時に北海

道，九州が少し入感。今回マルチ

が多くかせげたので良かった。

JH8NBJ/8: 今年の 6m AND

DOWN は，2 時間強のみの運用

でしたが，コンディションにも恵

まれて，182 局 QSO が出来た。

運用地点は砂浜に 1/4 ホイップ

を突き刺したものでバッテリーか

らの QRVです。

JM6NJU: 2 階のベランダに

ANT をとりつけても交信でき

た。しかし聞こえている割には，

相手を呼び出せない。アンテナを

工夫すれば遠距離と交信できるだ

ろう。

JA9VEQ/4: コンディションが

よく楽しめました。

JA1COW: はじめて CW で参

加しました。大変楽しい 2日間を

過ごすことが出来ました。これか

らは CW で積極的に参加しよう

と思っています。

JG5PJJ: 自作の HB9CV を 2

段で使用しました。自作でしたの

で少し心配はしてましたがいい感

じで交信できました。

JR1EEU: 大島，三宅，八丈は，

北海道のように支庁マルチにしな

くては不公平。せっかく出来て

も南に ANTをふってくれる局は

いない。これじゃ八丈の人は出

ないはずです。また，前日土曜日

は 12 時昼から開始してほしい。

せっかく移動している局はもった

いない。

JE2IMX: あいにくの雨のため

移動をあきらめ，固定にての運用

でしたが，コンディションに恵ま

れ，最近のコンテストの中で，い

つになく交信局数が多かったよう

に思います。

JR3XTO/3: 今まで 4elで運用

していたのを 6 エレに変えまし

た。その違いにはびっくりしまし

た。

JA0GEY: Esも出て楽しめまし

た。JD1YAB 局とも出来ました

し，8N2JHQ も出てきてくれた

ので満足です。

JE0ANW/0: コンディション

が良くてもう少しで全てのマルチ

が取れるところでした。残念だっ

たです。

JF1VCE/6: 日曜日の午前中，

3時間のみの参加でした。

電信電話部門シングルオペ

144MHzバンド

7L1FFN/2: 慣れないバンドで

したが，借り物と 15 年前の古い

アンテナを使って参加しました。

雨が降っていたので組み立て・撤

収が大変でした。

7L2MZT/8: 北海道観光中に参

加。

7M1UBW: 来年も頑張ります。

7月 5日の夜のみしか運用できま

せんでしたが，普段 UV帯に出ら

れない方々と QSOでき有意義で

した。

JA1HHU: リグの不調で BF で

した。

JA7AEM: 2F 窓際にくくりつ

けた仮アンテナで少しだけ参加し

ました。

JE2OUK: 次回もがんばりたい

と思います。

JE3OZB/0: 不思議なコンディ

ションでした。早い QSB に悩ま

されました。久しぶりに Phone

にも出てみました。

JJ0ACA/0: 集計ご苦労様で

す。

JJ1XNF/1: 高所から，フル参

加しました。運用場所はとても

涼しく，かつ 600 局を超えとて

も楽しいコンテストでした。最終

交信は 15 時ちょうどかちょっと

オーバーのため得点は 0として計

上しました。また，50MHz1局は

チェックログ（0点）です。

JJ8GFL/1: 子供の面倒を見な

がらの参加でしたので，非常に限

られた時間での運用となりました

が，結果としては非常に満足して

います。来年こそはビームアンテ

ナも導入してコンテストに専念で

きればなぁ，と思っています。

JK8TBL/8: 次回は上位を目指

します。

JL7BIS/7: 久々の QRVおよび

移動運用でした。

JO7HRI/8: 北海道観光中に参

加。

JK4AMX: 参加される局が極端
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に少なくなった。

JH0DGG: 初書類提出，50才の

手習い，チャレンジのトン，積極

参加します。次回はもっとガンバ

ルマンします。

JJ4KFK/6: いよいよきびし

い！

JH6KYJ: 勤務の関係で時間が

取れませんでしたが提出します。

今年は JARL のコンテストには

全部門参加することを目標にして

います。

JF1DIJ: 親が入院していたの

で，運用できたのはわずか 20 分

でした。

JF0AZE/0: 終日雨降りでコン

ディションもあまり良くありませ

んでした。出てくる局もだいぶ少

なくなった気がします。もうすこ

し参加局が増えるといいですね。

JL7IXB/7: 集計ご苦労様です。

JK7CJM: 144MHzの FMバン

ドでの東北エリア交信可能だが，9

エリアと交信できると思わなかっ

た。

JM3WWN/7: 今年は 1000 得

点を目標にしましたが，とどきま

せんでした。フィールドデーも参

加予定，ガンバルぞー！！

JR0JOW: 今回は天候の具合が

不明だったので自宅から QRVと

しました。とりあえず参加という

形ですが，年々参加者が減ってい

る感じです。もっと多く繋がると

いいなぁ！

JR9FNY: 雨に降られたので移

動できなかった。ここ 2 年の間

ではけっこう参加者があった。

ニューカマーでシルバーでがん

ばっていた。書類の提出も以前よ

りは多くあるのではなかろうか？

フィールドデーとの関係もあるが

梅雨が明けてからの方が参加（移

動運用）しやすい。

7K4TBB/7: 本来ですと筑波山

山頂から運用予定でしたが，家内

の叔母の葬儀で弘前市に移動運

用しました。このため交信局数も

8局のみで終了となりました。岩

木山での運用ですと交信局数も多

かったかなと思います。

JH7DMS/7: 雨も上がって天気

も良く，気持ちも良く楽しむこと

ができました。

7M4PEQ/1: 集計ご苦労様で

す。

JL4SXA/4: 今年も 6 日にアマ

チュア無線赤十字奉仕団の非常

通信訓練と重複し中継に入ったた

め，9 時半頃より 15 時頃まで空

時間にオペレートをしたので，交

信局はは昨年に比較し 50局減少，

マルチは 2つ増加したが，いつも

聞こえる 1 エリアからのコール

バックがコンディションの関係で

全く無く残念だった。

JE4KHQ:時間の都合上，1時間

程参加しました。

JN7EMM/7: キャンプを兼ね

て宮城県登米郡登米町のコテージ

で行いました。仲間と楽しく過ご

せました。

JM4NXT: 次のコンテストもが

んばって参加するゾ！

JA6LYO: 次のフィールドデー

コンテストにも参加するゾ！

電信電話部門シングルオペ

430MHzバンド

7K2GMF/1: ハンディでは応

答してくれるところが少なく，興

味がでなかった。

7K4FVR: 次回もがんばりたい

と思います。

7M1URA: 次回もがんばりたい

と思います。

7N2ECX: 立川から出力 5W ／

12エレ八木の富士山ビームで，初

めて和歌山 (JA3YPV/3) とつな

がり，ビックリしました。

7N4LXB/1: 裏山山頂での霧雨

の中での参加でした。道中の登山

道はぬかるし，ログシートは霧で

濡れて破れそうになるし，未練を

残しながら 2時間で切り上げてし

まいました。得点はともかくドロ

ドロになりながら運用した思い出

だけが残りました。

JA9MPK/9: 天候が悪くてNG

でした。

JE1MPR/1: 天気もまずまずで

楽しめました。

JE3CSO/3: 次回もがんばりた

いと思います。

JG8HVD: 集計ご苦労様です。

50MHz はコンディションも良く

て呼ばれる楽しみを味わえまし

た。430MHz は聴いている人が

少ないのか局数が伸びず残念でし

た。なお，430MHz以外はチェッ

クログでお願いします。

JI6DUE/3: もう少しアンテナ

設備をグレードアップしないとだ

めなようです。他の局には受信で

きてもこちらには聞こえない局が

多かったように思えます。

JJ1EMC: 430MHz 帯　 GP ア

ンテナでは自宅より余り飛ばない

為，次回はビームアンテナで挑戦

したい。
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JJ1TZB: 今回は QRPの局が結

構多く，FT817 の影響でしょう

か。

JJ7ODS:天候が悪くて移動でき

なかった。

JL1SXQ/1: 昨年と同じ場所で

設備を替えて運用してみました。

きっと昨年よりはいい結果になる

のではないかとわくわくしていま

す。

JR9HCV/9: 数年ぶりの移動先

は，周りの木々の成長が著しく見

通しだったところに壁が… コン

ディションもよくなく，マルチが

のびませんでした。参加局が少な

いせいもあるのか，もちろん局数

ものびません。ところで，2日目

は 12 時まででよいのではないで

しょうか？

JN3WQL: 高校の期末試験と重

なり，クラブ局から運用できな

かった。できれば，夏休み中の 7

月下旬にしてほしい。

JS1FVG/1: 今回も開始数時間

前からのどたばた移動で，当初移

動したかった場所に行くことはで

きませんでした。いいかげん車を

ちゃんと治して落ち着いて移動し

たいです。コンテスト自体はこれ

といった DXオープンもなく，今

ひとつでした。

JK1NAF: 無指向性アンテナ

（6mhGP）でも 200局を超える交

信ができました（内訳　CW:32.4

％，SSB：6.7％，FM：60.9％）。

以前からくらべると SSB 局が極

端に減った気がします。

JI5SAO: 今回は家の方がばたば

たしていて，移動には行けません

でしたが，今後も参加して行きた

いと思います。

JN3KDO: 久しぶりに雨も上が

り FB なコンテストになりまし

た。今後ともよろしくお願い致し

ます。

JR1BSV: 他のバンドも参加

したかったが調子の良いのは

430MHz のリグしかなかったの

で残念です。

7K4JCC/1: 電話部門もオール

バンドだけではなく，各バンドで

参加できないかなあ？（例　電話，

シングルオペ，430MHzバンド）

JI1GUM: 局数は少なかったで

すが楽しめました。

JJ3XJS: 初めてコンテストに参

加しましたが，大変楽しくかつ勉

強になりました。今後とも，コン

テスト内容を充実して行かれるこ

とを切に望みますと共に，協力を

させていただきたいと思います。

7L2DOP: 23 時からの参加と 2

時間遅れでしたが，前年並みの交

信局数となんとかガンバレまし

た。もう少しマルチを稼ぎたかっ

た・・・。

7M4ISC:次回もがんばりたいと

思います。

JJ2JQF/1: 〆切間近で気付い

たので旧形式のサマリーとなって

しまいました。サイズは A4にし

ておきますので，ご対応お願いい

たします。

JI1FGG/1: 今回は 10W で参

加。

電信電話部門シングルオペ

1200MHzバンド

JA1WSE/0: QRP では混信が

激しいうちはコンタクトも難し

く，ハイパワー局が一段落した時

が稼ぎ時でした。

JA6QDU/6: ロ ー カ ル の

1.2GHz では殆んど局数がありま

せん。喚けど・叫べど還り来るは

ノイズばかりなりけり，嗚呼来年

はもう止めた! と言いながら又出

て来るは，悲しき性なり…(陰の

声：アホたれが又あげんとこ行っ

ておらびよるばい，コンテストや

らせんでん他にするこたぁなんぼ

でんあろうもんに，クッ，糞っ，

言われんでん解っちょる，止めら

れんけんしよるったい，あん小さ

な穴倉に棒切れで玉入れて喜びよ

るとがおろうが，あれと一つもん

たい。)

JH1SZO: 1200 でもこんなに交

信できるのが新たな発見でした。

JH4CES/4: 今年も仕事が忙し

く，お山に行けず，昨年も参加出

来ませんでしたので，帰宅中の車

から少しだけコンテスト気分を味

わってみました。やっと電子ログ

でログが提出出来るようになりま

した。

JK7DWD/7: 岩手県盛岡市か

らの 1200MHzバンド（シングル

オペ）は当方のみ？聞こえた（交

信した）のは，社団局の 1局のみ

でした。寂しい結果でした。

JQ1AHZ/2: 天候が悪く出遅れ

ました。

JA1FWJ: 次回もがんばりたい

と思います。

JA0BDJ/1: 雨とぶよにやら

れて，前半は QRT 状態でした。

5GHz～24GHz をやりたかった

のですが，6 日は大雨で NG で

した。残念。来年にもちこし。
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JH2KZV: 年々 1200MHz の参

加局が少なくなっているようで

す。オールモードでフルタイム参

加して 3局のみとは残念です。次

回は移動して参加しようと思いま

すが，梅雨の時期なので無理かも

知れません。

JN4AIW: 時間が無く，天気も

悪く，移動が出来ず，局数が出な

かった。

JR0GSJ/0: 集計御苦労様です。

5月 1日しか参加できませんでし

た。又，3時間運用して 1局しか

出来ず残念でした。今後ともよろ

しくお願いいたします。

JP3LMH/3: 開始時間をもっと

早くしては。

電信電話部門シングルオペ

2400MHzバンド

7M3TSA: 久々にコンテストへ

参加しました。秋の全市全郡は，

時間がとれれば本格的に参加しよ

うか検討中です。

JA5REF: 雨が降り，急遽移動

中止…。

JG2TSL/2: 宝永山に担ぎ上げ

移動をしたのですが，あまりの強

風に設営を断念。中腹の駐車場か

らノンビリ参加しました。しか

し，霧が濃いせいか，途中から何

も聞こえなくなってしまいまし

た。

JR1TMI: 6m AND DOWN

2400MHz 部門に初めて参加しま

したが，相当に暇でした。

JN1GYM/1: バンドによって

は，クラブ局が多く,CQを出す周

波数が見つからない！！ワッチを

して空いていると思いチェックを

すると「使用中」と言われ，それ

から CQ を出すクラブ局が数局

確認された。

JA1KKL/1: 梅雨の季節，筑波

山移動で参加しました。今回は

2400MHz に力を入れましたが，

交信局数 43局で，初日 21時から

3 時間で 32 局と 74 ％をしめ，2

日目は 6時～15時の 9時間で 11

局と激減し，特に 6時～9時の間

3時間は 1局も交信できませんで

した。

JR5EEK: 新たに，広島県竹原

市に 10.1GHz を開局した。コン

テストの成果だと思う。

JH1HEK/0: 今回の移動運用で

は，1.2GHz，2.4GHz，5.6GHz，

10GHz の 4 バンドを持って行き

ました。お天気は 7/6 は午前中，

雨となりましたが午後はお天気が

あがりました。まずまずのコンテ

スト日和でした。また来年も参加

しますのでよろしく。

JR2GGV/2: 50MHz，

144/430MHz，2400MHz と リ

グの不調で来年はちゃんと整備し

て出ます。

電信電話部門シングルオペ

5600MHzバンド

JG1QGF/2: 雨がひどく，日曜

日のみの参加になってしまった。

梅雨の真ん中は避けて欲しい。

JH9CFT/1: お天気が良くなく

霧雨状態，移動局が少なかったよ

うです。

JS1UVH/2: 山は雨であいにく

の天気，10GHz バンドでやって

いたが出ている局はなく，仕方な

く 5GHzでやってみたが，雨がひ

どくなり，約 3時間で終了した。

JK1HIX/1: マイクロ波に興味

が出てきました。

電信電話部門シングルオペ

10.1GHz以上

JA5JSU:次回も参加したいとお

もいます。

JI6DRF/6: JARL ではバンド

防衛と言っておりますが，マイク

ロ運用の関係者以外の役員の方

は，気にしておられないように見

受けられます。2400MHz 以上に

ついては，参考ログの形でコンテ

スト中に運用した他のバンドも提

出して発表できませんか！！

電信電話部門シングルオペシル

バー

JA1CP: 毎年楽しみに参加させ

て頂いております，今年からシル

バーの仲間になりました。

JA6AHE/6: 1959年八幡市（現

在の北九州市）で開局以来 44 年

間，東京，名古屋，仙台 etc. と

転勤しながらこのコールサイン

で，細々と運用を続けてきた。シ

ルバー運用を楽しみたい。！

JA0AO: 年々参加局減少し淋し

い限りです。せめてシルバーの仲

間の参加を要請したいところで

す。

JA1QPG: 楽しませてもらいま

した。ありがとうございました。

JA3RR: 来客やら愛犬の散歩の

合間にちょっぴりと参加致しまし

た。もう喜寿を迎えたら健在証明

のようなもので，若い人たちが頑

張っているところに顔をだしたと

いうような感じでした。来年も出
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られることを念願しております。

電信電話部門シングルオペ QRP

7K1CPT/1: ちょっと出遅れ

ました。日曜の午前中は E スポ

のコンディションが良かったみた

いですね。

JE2FJI: フル参加できずに残念

です。

JE7CWH/7: 昨年と違い 6m

の condxが良く，開始から Esで

した。 430MHz が激減，終了ま

じかにアイボールの為に 30 分以

上ロスが痛い。終了後にしてもら

いたい…（泣

JF1ABZ/1: 短時間でしたが今

年も何とか参加でき，ホッとして

います。これからも毎年連続参加

していきたいと思います。

JF3WNO/9: 雨に降られまし

たが風は強くなくすごしやすかっ

たです。目標の半分ぐらいしか出

来なかったので残念。

JG1VGX/1: 宿直中の勤務先

の 2F窓からホイップアンテナで

運用しました。呼びに回るのみ。

もっと参加局が多いと良いのです

が。。。

JG8QXY: 短時間の参加でした

が，次回も参加したいと思います。

JH1HGF/1: 今回はバッテリー

だけの QRP で，地球にやさし

い ECO 運用を心がけました

JH1IFQ: シングルバンドでの

QRP 部門を作って欲しい。オー

ルバンドでオンエアー出来る設

備を持った人はわずかであり，高

得点者も毎回同じ人になってしま

う。ハンディ機でもやり方によっ

ては上位に食い込める可能性があ

れば，参加者も増えると思う。

JI4RDO: QRP部門にもバンド

活性化のため 1200MHzが認めら

れれば嬉しいです。どうせなら，

県マルチのバンドをまとめたほう

がルールが分かりやすいですし。

JJ1VEX/1: 50MHzでは，Eス

ポが発生してマルチも増え楽しい

コンテストでした。

JK1AFI: QRP にもシングルバ

ンド部門を設置希望。

JN3DMJ: 今回は日曜日が出勤

だったため，土曜日だけの参加と

なりました。

JQ1KWE: 次回もがんばりたい

と思います。

JR1TOK: 次回もがんばりたい

と思います。

JS1LQI/1: 今回もわずかでは

ありますが参加することができま

した。

JE1CMO/1: 今回 3BAND で

きました。50MHz で時間があれ

ばいつもは電話マルチバンドでし

たが今回は QRPに参加です。

JE4AKG/1: 友人結婚披露宴出

席のため上京し，披露宴終了後，

宿泊先ホテルに戻り，持参したハ

ンディ機で参加しました。ホテル

20階のロケーションに助けられ，

大いに楽しむことができました。

JA2KTX: 体調不良のため，固

定からの参加で地上高が稼げず

GW は不発，Es 中心で楽しみま

した。

JE6DYV/6: 天候は今一つでし

たが，50MHz のコンディション

に恵まれ大変楽しめました。微弱

な電波に応答頂き，各局ありがと

うございました。

JF9HLU: Esが出ていたが，6m

の 8エリアと QSOができなかっ

た。残念。

JH8FAJ/7: E スポにより，

QRPでも楽しめました。

7N1PFW/1: 430MHz バンド

において，当局の近くでコンテス

ト参加していた局のカブリを強く

受けました（FMで 100kHz毎に

かぶった他，SSB 周波数にも影

響有）。山岳移動時は QRP がベ

ターかと思われます。

JA1GND: 定年を機会に 40 年

ぶりに再開，締切時刻ギリギリの

参加となりました。小電力で低い

アンテナでも交信できる範囲を確

認する事が出来，参考になりまし

た。次回にアンテナを整備し参加

時間を伸ばしたいと考えておりま

す。

JI2NTJ/2: 長時間の 6m 運用

は面白い。経時的にコンディショ

ンが変化し，鹿児島県と長崎県が

出来たのがうれしかった！

JQ1NBE: JARL のコンテスト

は，去年のフィールドデーコンテ

ストから QRV しはじめました。

これで 3回目です。参加賞が楽し

みです。

JK1TCV: コンディションが良

く楽しめました。シングルバンド

の QRP部門新設を希望します。

JA3QVQ/3: 今回 50MHz は

Es発生。北海道・沖縄とQSOで

きたが，1エリアでの取りこぼし

があった。144MHz，430MHzの

アンテナをグレードアップした

い。クリーンエネルギーで全部の

電気を働かすことが出来た。

JL7KOQ: 6mのコンディション
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が良く QRPでも楽しめました。

7L1MPQ:やはりQRPには，移

動運用をしないときびしいものが

あるようです。と毎年思っている

のですが… 今年は朝から遠方が

聞こえはするのですが，なかなか

交信できず残念でした。来年こそ

はガンバル。

JA3KYS/3: 標高 200m位の高

台（住宅地）に移動。あまり GW

は伸びず（山が近すぎた）Esの発

生によりマルチは助けられたが応

答率が上がらず局数が伸びなかっ

た。今回もあと一歩の所で 1day

AJDを取りのがした残念。

7L4KBK: 電話シングルオペ

QRP部門を設定して欲しい。

JA0AUF: 隣接県をカバーする

5 マルチ・20 局を目標に，FM・

QRP 運用にこだわって参加しま

した (UV・SSB 及び 50MHz は

5Wで運用できるリグの手持ちが

無く今回は断念しました）。

JK1FBA: ヨーイドンの 21時か

らの 6m は 5W ではかなり苦し

いものがありました。夜中は 5W

で CQ を出しても結構呼ばれま

した。

JE4HUB/1: 短い時間での運用

でしたが，FB なコンテストでし

た。

JA0ILF/1: コンディションは

上々。私用多数のため参加時間少

なく残念であった。次回はもっと

頑張ろう。

JR0EFE/7: 初エントリーです。

当地では 2mはコンテスト中でも

静かです。

電信電話部門シングルオペ SWL

JA1-22825: まずまずのコン

ディションでした。

JE2RBK: SWL で参加しまし

た。よろしくお願いします。

JA4-3729414: 50MHz のコン

ディション良く楽しめました。

電信電話部門マルチオペオールバ

ンド

7K2IVK/3: 楽しめました。

JA1YAD: 昨年より得点が伸び

て良かったです。

JA1YFD: 今年は 6m がスター

ト時と朝方にオープンしていたの

で，とても面白かった。

JA1ZGP: 雨が少しぱらついた

りして大変だった。雲一つない晴

天というのよりはよかったかもし

れないが。

JA3ABV: コールサインは個人

だけと思っていたが，JR3EOI局

は私の知人ではなく知らない若い

人の声だった。免許切れ？　クラ

ブ名簿見たり悩んだ。楽しいコン

テストが暗い気持ちになったのは

なぜか。ルールが変わったのが原

因か。

JA3YEA/3: 今回は第 1回目の

参加でした。来年も参加します。

JA8NNT/1: 少人数でお手軽，

運用。

JF2YPW/2: 集計ご苦労様で

す。

JF6YME: 今年は 144MHzに 9

エレスタックを導入し他成果があ

り，1，9，0エリア方面が聞こえる

のに，殆どの局が呼べど叫べどか

すりもしない？混信かノイズか…

とても残念でした。

JG1YGH: 楽しく参加させて頂

きました。ありがとうございまし

た。

JH0YNE/0: 電源トラブルによ

り 6m の 02:00～08:00 の間約 50

局分のログが飛んでしまいまし

た。

JH7YTU/7: フィールドデーも

がんばりたいと思います。

JN1ZST: 6 時間だけの参加で

す。

JO1YGK/2: 久々のコンテス

ト，担ぎ上げによるフル参加。予

想以上に大変でした。

JO1ZRT: 次回も頑張ります。

参加する意欲を湧き起こす方策

は無いものでしょうか？参加者

が年々減少しているように感じま

す。上位局以外にも賞品を出した

り，参加記念品を用意することも

必要でしょうか？

JR1YOZ: クラブ活性化のため

に企画しました。定常化したいと

思ってます。

JR1ZTI: 参加メンバーの頑張り

で，昨年より得点が増えました。

JR2ZIA/0: 次回もがんばりま

す。

JR3EOI/3: ほとんど思いつき

でのマルチオペ参加でした。どこ

まで食いつけるかが今回の課題で

す。50MHz ではにぎやかなコン

テストが楽しめました。

JR4ZUZ/5: 楽しく参加させて

いただきました。

JR8YIK/8: クラブ局として初

めてのコンテスト参加でした。　

マルチオペでの運用の楽しさと

6m のコンディションの良さで楽

しい時間を過ごすことが出来まし

た。
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編集後記

大変遅くなりましたが，2003年の 6m AND Downコンテスト　 CONTEST REVIEWをお届けします。

昨年末には原稿がそろって，編集に着手したものの仕事が急に忙しくなり，延び延びになっていたところで

ハードディスクを飛ばしてしまい，編集途中のデータが消えるというアクシデントに見回れました。

幸い，オリジナルの原稿は残っていたので，それを元に作業を再開し，発行にこぎつけることができました。

そのドタバタもあり，全電子ログの分析などは省略させていただきました。

いろいろ苦労もありますが，アイボールの場などで「いつも CONTEST REVIEWを楽しみにしています」

などと声をかけていただき，たいへんうれしく思っています。

また今年も 6m AND Down コンテストが近づいてきました。お空でお会いできることを楽しみにしてい

ます。

� �

� �
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