JARL
CONTEST REVIEW
6m AND DOWN Contest
3-4, July 2004
2004 年 7 月 3 日から 4 日にかけて開催された第 34 回 6m AND DOWN コンテストの
CONTEST REVIEW をお送りします。
この"JARL CONTEST REVIEW"は、サマリーシートのコメント欄に記載された皆さんか
らの意見を掲載したものです。
今年は 50MHz のコンディションが良かったようです。E スポ伝搬を利用して、ローパワ
ーで参加された方も多くのマルチを獲得できたことでしょう。特に 8 エリア方面からは
長時間にわたり全国的なオープンがあり、大幅にスコアが伸びていました。また 144MHz
で参加された方も昨年と比べて全体的に獲得できたマルチ数が多かったようです。しか
しながら、ログ提出局数は昨年と比べて約 3%減少となってしまいました。
（コンテスト審査分科会）
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
●電話部門シングルオペオールバンド

AND DOWN コンテストに参加し、十分楽し

JN1AEQ/1： 暑 い 中 の 移 動で し た が、 Ｅス ポ

めたと思います。

も出て楽しめました。

JA8CZR/8:単 身赴任の寮住まいで ANT が最悪

7N1PWM/１ ： E スポの発生等もあり、楽しめ

でしたが楽しみました。 QRP も良しとしまし

ました。次回のコンテストが楽しみです。

た。

JR2NRP:私 用とゴルフに行っていたため、ほ

7K4MSS/1： 山の頂上は暑かった。

とんど参加出来ませんでした。それでも早く

JI4UMT/4:天 候に も恵まれて 又コンテスト で

自宅に帰れて少しですが参加できました。ほ

出会う仲間達も今回は多く山に来てわいわい

ッー！

と話が出来て大変楽しく有意義な移動運用で

JA1DTS:休 養のためにコンテストの始めと終

ありました。得点は今一歩ですが、久しぶり

わり近くの短時間のみ参加でした。学生時代

に楽しくコンテストに参加できて良かったと

はコンテストにはフルタイム参加したのが懐

思います。

かしいです。次回も参加します。集計作業ご

7M1ELX:今 回は 7/4 が法事その他の用事で参

苦労様です

加できなかったので残念、別なコンテストに

7N4LDG/１ ： 短 時 間 で し た が 、 初 め て 6m

チャレンジしまーす。
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JA5ND/３ ：参加できて幸甚！

JE2ZWF:コ ンディションも良く色々なエリア

JL4GRQ:天 気があまり良くなかったので移動

の局と更新ができました、 大変楽しかった

運用をあきらめましたが裏目に出てしまいま

です。

した。移動すれば 144,430MHz も 運用できて

JF3QND:今 年は日曜日のみの参加です、午前

局数等も増えていたのですが残念です。でも

中は 8 エリアがよく開けていました。

参加できてホッとしています。

JG2YMU:コ ンディションも良く色々なエリア

7K3HAJ:皆 さん大変お世話になりました。翌

の局と更新ができました、 大変楽しかった

日は所用で出かけたため参加できませんでし

です。

た。

JJ7KRA/7:18 時 間楽しく過ごしました

JR1BSV:残 念ですが少ししかできませんでし

JL2IBT:コ ンディションも良く色々なエリアの

た。

局と更新ができました、 大変楽しかったで

JA1BON:ル ールが理解できなかった。

す。

7N3AKG:つ いに自己最高を更新した。全市全

JM4QNI/4:年 年局数が、へり寂しい中、たの

郡コンテスト以来の 100 局達成。

しく、運用しました！

7M2HCK/1:西 方面が E スポ出ないのでマルチ

JO1GJB:事 務局の皆様には集計ご苦労さまで

が少なく近県でも群馬県が意外と少なく今年

す。今年も参加させていただきまし た。

の気候が影響しているかと？思います。空梅

５０ＭＨｚでは、８エリアや６エリアが聞こ

雨の様ですね。フィールドデーに期待します。

えてきて賑やかでした 。。

JJ3XJS:コ ンディションが全般的に芳しくなか

グ提出ができるのが、とてもＦＢです。。。

ったようでクラブ局によるマルチオペがいつ

JR2FWN/2:毎 年移動で参加しています。今回

もより少なく思いました。個人的には出力が

は天候とコンディションに恵まれて有意義な

最大でも 20w を超えないので次回は 50w 出

コンテ ストでした。電話部門は新設３年、

力できるよう、設備を改善したいと思います。

しっかり定着してきたと思います。ローパワ

7N2DYO:初 参加です。このコンテストは、ポ

ーで 参加できるので気軽に移動運用を楽し

イントは５０ Mhz ですね。 Es がはまるとい

んでいます。今後もルール変更がないことを

いです ね。北海道は、広いですね！

望 みます。

7N3OJR/1:初 めての運用場所でしたが、ロケ

JR3WIX/3:眠 いなぁ

ーションが悪かったようです。

JS1DCZ:最 近は高校、大学のクラブ局が少な

JA1QQU/1:東 方向に開けた山の中腹で運用し

くなってきましたね。 それでもいつ も聞こ

た為、南西または西方向にあたる群馬県と１

えるクラブ局はアクティブに出ていました。

局も交信できなかったのが残念でした。 ５

以前よりマナーは良くなってい るように思

０ＭＨｚで強力なＥｓが出たのは印象的でし

えます。 久々に電話のみで参加しました。

た。

JS1MBH:毎 年 430 の み で 参 加 し て い ま し た

JA1WWH:コ ンピ ューターの トラブルでスタ

が、今年は 50 ものぞいてみました。来年は

ート３時間分のデーターが消えてしまい、大

できれば アンテナを整え 50 でやってみたい

変な思いで運用した今回のコンテストでし

と思いました。

Ｅｍ ａｉｌでロ

た。これからは慎重に取り組まなければと再
認識本当に疲れました、成績はこんなモンか

●電話部門シングルオペニューカマー

な？、でも楽しめました。

JN3VUT:今 回は初参加で緊張しました。次回

JE1TGL/1:ト ータル２５マルチ賞

も参加したいです。
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7N4VZO/1： 今回でコンテスト参加が２年目

●電話部門マルチオペオールバンド

に入りました。 6m でマルチが少なかったの

JA7YFB:福 島県移動でしたが夜は寒く昼は暑

が残念でした。また、頑張ります。有り難う

く、とても温度の変化が激しかったのでみん

ございました。

な少々こたえていたみたいでした。

JJ5BYQ:今 回初参加！！来年以降も参加する

JM1ZJI/1:晴 天、涼風の中心地よく運用できた。

ぞ！！移動運用でもよろしく。

50 は北も西もよく開けていたようです。

JQ2HYB:お とうさんに負けてしまったので次
回は頑張るぞ！！

●電信部門シングルオペオールバンド

JJ0KHN:昨 年に引き続いて２回目の参加です。

JK1REJ： 目標とした 120 交信をかろうじてク

今年は念願の 6m にも声を出し、空中状態を

リアでき，一応満足している。

楽しむことが出来ました。

JA0AAQ： Es やダクトを利用しての参加です

JQ2EAN/2:50MHz の コンディションが良く楽

が，それなりに楽しめました。

しかったです。

7M1LPQ/1:集 計お疲れ様です。楽しく参加で

7N4XEC:大 変楽しく参加させて戴きました。

きました。ご交信頂きました各局、誠に有難

次も参加したいと思います。

うございます。

7N4XLR/1 運 用中に近くで運用していたアマ

JA1HTG:自 分 の リ グ ( IC706MK2GM/定 格

チュア局が１人で６人分の休憩施設を独占し

50W)の出力が、 430MHz で は "20W"な のをす

ていたとハイカーから苦情を受けた。普段ゴ

っ かり失念しており、430MHz で も送信ナン

ミ等を持ち帰る等をしていたのに台無しにな

バーを「 14M」と送ってしまいました。ログ

った。マナー遵守の徹底を呼びかけて欲し

上は交信時に送信した通り「 14M」 と記載し

い！運用場所が減ってしまう。

てあります。実際の送信出力は 20W ですの

7N4UWM:日 曜日は仕事のため、土曜の夜の

で、運用上は許可範囲の逸脱はしておりませ

み参加、ＣＷにチャレンジしようとしました

ん。来年は気をつけたいと思います。失 礼

があまりの速さに断念。もっと聞き取りの練

致しました。

習が必要ですね。結局ＰＨＯＮＥのみ。コン

JA1IVL:短 時間の参加でした

テストは長い時間参加できませんが、出来る

JA1TCF/1:フ ルタイム参加できませんでした。

範囲で参加しようと思います。

JA1XEM:VU の アンテナはしばらく使ってい

JA1NGG:電 子ログ作成ツールは便利ですね。

なかったので整備の必要性を感じたコン テ

JA1NKU:開 局１年未満ですが、ＣＷでのニュ

ストでした。

ーカマーってないんでしょうか？とっても疲

JA6JMJ:楽 しく遊べました。

れました。初参加です。

JA7KJR/7:昨 年 に 続 い て 、今 年 も ＣＤ Ｘ

JA1PKB:初 めて参加しましたが難しかったで

爆発でしたね。昨年は、隣の青森だけ QSO

す。

できなかった WAJA でしたが、 今年は、な

JA1QPU:朝 八時半から寝てしまったのが致命

んとか達成できて喜んでおります 。（それも

的でした。

ALL JA に 続いて 2 回連続で） 来年もよろし

JA1RVD:初 交信に緊張しました。

くお願いします。

JA6LTX/1:し っかり睡眠時間をとってしまい

JH1AWN:コ ンテストを結構楽しむことが出来

ました。おかげで、意識が途切れることなく

ました。４日の午前中が５０ＭＨｚでＪＡ８

最後まで参加できました。

方面が開けました。

大

JH2NWP:昨 年より交信局数は増えましたが、
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マルチは微増でした。

ン ス を 大 き く 崩 す も の と 思 い ま す 。・

JH4JUK/4:仕 事日 で部分参加 でした。日中少

1200MHz 以 上のコンテスト推奨周波数を決め

々眠い

てもらいたいです。これも局数の少ない地方

JJ1JJD:準 備不足、体力不足、時間不足と不足

で QSO できる確率を高めるためです。・是非

だらけで出だしもおそかったにもかかわら

jarl コンテストの公式オールタイムレコード

ず、 コンディションもそこそこで、目標の

を web に載せてもらいたいです。自分なりの

局数を達成でき満足です。 次回もがんばり

目標ができモチベーションが上がります。

たいと思います。
JK1JHU/1:ト ラブ ル頻発でし たが、なんとか

●電信部門シングルオペ50MHzバンド

波が出せました。

JA6VU： 空中状態はあまり良くありませんで

JK1LYP:初 めて自宅から参加しました。天気

したが，けっこう楽しめました。

もよかったし移動したかったです。

JA5SQH： さすがに４０才すぎると徹夜は大

JK1XDB:コ ンディションに恵まれたので自己

変で，同時にパソコン入力なんてことするか

最高得点になりました。移動局には歯が立ち

ら疲れてしっかり眠ってしまいました。重複

ませ んでしたが緊張感を持ってフル参加で

チェックには良いのですがやっぱり手書きが

きてよかったです。

早い。ロスタイムがありましたけど，こんな

JK2RCP/1:ロ ケもいい所からでしたし、コン

に多くのマルチがとれたのは，はじめてでし

ディションもよく楽しく参加できました。

た。すばらしい E ｓでした。

JN2UIY/2:雨 が心配な時期のこの TEST

台風

JE8GNN/8： 各局 QSO ありがとうございまし

暑さはしかたないでしたが天

た。今回は，蚊にさされながらがんばりまし

の影響もなく

気は良かったです 近くの河川敷で移動で参

た。

加でしたが

やはり標高のある所で運用しな

JE1BMJ： 今回 はじめて仰角可変の８エレス

いとダメですね CONDX は 良いのか悪いの

タックで参加しましたが，電離層 E 層領域の

か？？？

電波伝搬を効率的に利用できました。

でも 144 や 430 がにぎあうこの

TEST が一番好きです Hi PS
も再送

電子 LOG 何度

SRI です

JN3ANO:各 局

交信ありがとうございまし

JE7ENK/7： Es で ８エリアが開けましたが，
パイルの中で取ってもらうには，アンテナの
強化が必要なようです。

た。

JA4OEY/1： 気 力 も 体 力 もダ ウ ン ，若 手に ノ

JO1OYZ:久 々のコンテスト参加です。固定設

ウハウ，教えます。コンテスト歴 34 年。

備で本格的にやるのは初めてでしたが非常に

JF0OAJ：６ｍは３日は NG!

楽でした。朝６時から１２時まで寝てし ま

って参加しようと思っていたのに・・・

ったのは痛かったのですが。（笑）

オープンした日曜は用事があり，４日の朝し

JP2GUL/2:初 参加でしたが、普段ほとんど交

か出れませんでした。残念！参加証が手元に

信することのない５０メガで多数交信で き

届くのが遅くて・・・・・。首を長くして待

てＦＢでした。

ってます。早く発行して下さい。

JR8OGB/8:２ 日目朝から Es が出て楽しめまし

JA7UQB： Es も出て FB でした。９エリアは

た。

取れず NG ！集計ごくろうさまでした。

JR9DPV/2:・ 2400MHz は 都府県支庁マルチに

JH0CHR： 楽しめました。関係皆様のますま

すべきです。現状では絶対局数の少ない地方

すのご活躍をお祈り申し上げます。

と格差が大きくなるばかりでなくゲームバラ

7N1DVK： 昨年からはじめた 50MHz 運用コン
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せっかく張りき

テストは２回目，昨年 25 局 275 点で，今年

JF1JDG:例 年よりコンディションはよかった

は頑張って 82 局でした。大出力の電波に消

のでマルチは増えた このコンテストは電力

されながらの交信，来年は 144,430CW で 山頂

差の区分はないのにナンバーでは送らせるの

から挑戦したいですね。

は 意味がないと思う

JR5HWQ/5： ２日目に 8,7 エリアとの Es が発

差での表彰に対応してほしい

生し，楽しいコンテストでした。参加局は，

JF1NHD/8:集 計ご苦労さまです 。 去年より E

JA よ りも多かったように思います。こ

スポで開けていた時間が長かったようです

ALL

ALLJA と 同様に電力

れだけコンディションが良いと，コンテスト

ね。

周波数 50.50 〜 90MHz で は，少し狭い気がし

JF3RSF:50M は コンディションは良かったの

ました。

かな・・・

JA0GSG:Es 発 生があり、楽しめました。

JH1MTR/4:台 風の余波で AM10 頃から強風と

JA1ECG/1:好 天と高コンデイションに恵まれ

なり Whip が 大きく揺れました。海抜 900m

て良いコンテストを過ごせました。

で涼しくて FB でした。 朝出発のお手軽移動

JA1GAC:初 めての参加ですが、それなりにで

でしたが、やはり Beam と 50W でやりたいと
ころ です。

きたかなと思っています。
JA1HIY:FB に お相手頂き、感謝いします。

JH1RNI/1:フ ル参加したのは久々でした。６ｍ

JA1JON:次 回もがんばりたいと思います。

のコンデションは大変良く楽しめました。た

JA1LPV:天 候が良かったのが災いしたのか、

だ局数マルチ共に目標未達、課題が残りまし

去年より参加局数が減少したように思う。

た。

JA3RSJ:あ まりコンディションが良くなく、

JH3GZO:集 計作業ご苦労様です。

多くの局長さんにお会い出来ませんで した。

JH5NAE/5:今 回はコンディションがとてもよ

各局ＱＳＱ，ＴＫＳ

かったです。短時間の参加でしたが、楽 し

JA5FFJ:今 年も Es による交信が多くなりまし

めました。

た。

JH6WHN:今 年はフルオペできず。

JA5MAJ:今 年はコンディションがよかったで

JI2GVL:こ の部門に初めて参加しました。Ｑ

すよ。

ＳＯいただいた各局ありがとうござい まし

JA7AEM/7:日 曜日朝 8 時頃から移動運用で参

た。

加しました。八木アンテナを持って行っ た

JI3KHN/2:集 計 ご 苦 労 様 です 。 今 年も コン デ

のですが、 組み立てが面倒でモービルホイ

ィションが良かったですね。途中からの参加

ップのままで運用しました。

でしたが、楽しむ事ができました。

JA9BSL/9:終 盤近く に強 風でアンテ ナが倒れ

JJ1IDW:ほ どほどのコンディションで楽しめ

て途中断念！

ました。

それでも東北地方でマル チ

が稼げ昨年より高得点。

電信活性化のため電話バンドでの

電信の運用を認めてほしい。

フィールドデーま

でにはアンテナを修理してまた挑戦し ます。

JK8PJN:昨 年の 6 ｍ＆ D コンテストのレビュ

JA9IAX/1:8 エ リアがオープンして楽しめまし

ーを読んで、日高支庁のマルチ取りこぼした

た。

局が結 構いたらしいという事を知り日高の

JE8FGY:珍 しく ,北海道からでも楽しめるコン

様似町へ移動しました。去年のコンディショ

ディションでした。

ンが 良すぎたので、今年はそれほど期待し

JE8TTS/1:８ エリアから６エリアまで楽しむこ

ていなかったのですが、気まぐれな E スポの

とができました。

女 神は去年以上のオープンを与えてくださ
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いました。オープンのしすぎで QRM が酷く、

大変失礼致しました。局数はそこそこで き

受信に苦しみかえってレートが上がらない

たと思いますが、相変わらず道内マルチが取
れず大苦戦です。

という逆効果を招くほどでした。それでも
去年以上の得点を稼ぐ事が出来て、充実感で
一杯です。

7K3DWN/1:Ｑ ＲＰが注目されている現在、バ

JL2HIW/2:山 に機材を担ぎ上げて参加しまし

ンドごとのＱＲＰ部門を設けてはいかがでし

た。今回はトラブル無しで運用できてよかっ

ょう か。

たです。

JA1VVH:フ ル参加できず残念でした。

JL3MZJ:状 況もよくＱＳＯありがとうござい

JA2BCQ:こ の日ばかりは２ＭでもＣＷがにぎ

ます

やかで嬉しかったです。

JM1LRQ:E ス ポ、スキャッター、 FAI etc.い ろ

JG0EXP:次 回もがんばりたいと思います。

いろな伝搬が楽しめました。 2 日目は E スポ

JH6KDY:集 計ご苦労様です、 2 メーターの方

で 8 エリアが大オープンしたため、 CQ を出

は年々少なくなつているように思われます、

しても呼ばれず開店休業状態でした。

又の 機会を楽しみにします。

JM6EKY:次 回もがんばりたいと思います。

JJ1LRD:昨 年よりスコアを伸ばすことが出来

JN1NOP/6:ロ グは無事でしたが、ハードディ

ました。来年は移動参加しようかと考えてい

スクがぶっ飛んで、ログ提出が遅れてし ま

ます。

いました。

JK3RFU/1:２ 時間だけの参加でしたが、普段

JO3AGQ:な か な か 局 数 が 稼 げ ま せ ん で し た

は静かな 144MHz の ＣＷが混信だらけになっ

が、各局 FB

ていて、 まさに「交信技術を競う」場に居

QSO ありがとうございました。

JO3CLC/3:１ 局のみの交信ですが提出します。

合わせることができ、本当に感激でした。

次回はがんばりたいと思います。

JM2DNO/2:仕 事の帰りにコンテストに参加し

JR0LME/0:暑 さのため途中棄権。 Es のおかげ

ました。普段は静かな 2m ですが、さかん に

で短時間でも楽しめました。

CW 交信がされていたのにはびっくりしまし

JR3FOS:コ ンディションが良く楽しめました。

た。ありがとうございました。

JR4QPD/4:台 風７号の影響で風が強く、思う

JR1TMI/1:常 連 さ んば か りの 参 加が 目 立っ て

ように運用できませんでした。

いたようです。

JR6GUI/1:コ ンテスト前から連日 E スポのコ

JR1WYV/7:出 ている局が少なくＣＱを出し続

ンディションが良かったので期待し ていま

けて漸く５局獲得

したが、期待通り楽しめました。アンテナの
具合も ALL JA の 時よりは良く なりました。

●電信部門シングルオペ144MHzバンド

途中で出掛けなければならなかったのが非常

JA9RPU： ９エリアにはなかなかビームを向

に残念です。

けてもらえず，局数が伸びませんが当日上げ

JR8QMO/8:開 始当日は勤務だったので、終業

たＴＶ屋根馬のウェーブハンターのおかげで

後機材を積込し出発しました。今回も天塩郡

30 マルチは，こえることができました。

（宗 谷）豊富町からの参加。開始時間には

JK1HIX/1： 天候に恵まれ，屋外での運用が楽

何とか間に合いましたが、疲れで日付が変わ

しめました。

っ た 1 時ころには寝てしまいました。 2 日目

JI7CDB/7： 6m

の午前中はとてもコンディションが良く、呼

が，天候に恵まれ楽しくすごしました。猿の

ばれすぎでイモオペぶりを露呈してしまい、

群れが近くまできたことと，夜の若者のドリ
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AND

DOWN

初参加です

フト走行のうるさい事には参りました。

が，北海道からも青森県内からも応答が少な

JL4MPH/4： こ の 時 期 ， 山に 泊 ま って の夜 間

く，誠に寂しいかぎりでした。２階ベランダ

運用は虫との戦いでもあります。(> _<)面倒

に ANT をあげたので高さ不足かもしれませ

くさいので 6m だけで日曜日に参加にしよう

ん。

と思っていたところ，日曜日は昼頃から雨に
なるとの予報。急遽土曜日から参加し翌日早

●電信部門シングルオペ430MHzバンド

々に引き上げることに変更しました。 6m だ

JA9XAT/9： 開 始 １ 時 間 前に い つ もの 移動 ポ

けでなく 2m の ANT も上げてしまいました。

イントヘ到着。すると，先客がアンテナをセ

やっぱりコンテストが好きなんですねー。ロ

ッティングし，車の中で仮眠中。その場をあ

グは 2m で提出します。

きらめ，少し離れた所から QRV。ロケが変わ

JH0KSP/0： 当初目指した場所が競合者がいた

った分，好天の割には局数が伸びず，撤収。

ため移動を余儀なくされました。しかし代替

あとで先客がコンテスト参加局ではないとわ

えに設営した地は事前のロケハンでハムバン

かったのが悔やまれます。

ド以外の AM/FM/T の 昼間の受信状況をチェ

JP1HFL：自分のエントリーは C430 ですが，

ックし，第二候補地としておきました。マル

そのたに， 50/144/130/1200MHz の 電信電話で

チプﾗイヤから判断しても，ロケ的に問題な

JQ1YER の みと各バンド１交信づつしました。

いことがコンテストの結果わかりました。

必要であれば，このチェックログの提出もし

JE3PKU： 仕事上あまり出来ませんでした。6m

ます。

でも Es が出ていたのですが，ANT の関係上，

JM2LSJ/2： 仕事の関係で３時間半の参加でし

2m に出ました。

たが大いに楽しめました。 CW フィルターが

JR0BQD/0： 天 候 に 恵 ま れま し た が暑 くて 大

入っていないので混信から逃げるのに苦労し

変でした。暑さ対策を考えます。

ていました。

JH2QLC： GP アンテナでも相手のアンテナに

JA1CWY:ア マチュア無線の衰退により，コン

助けられ，多くの局と交信できた。

テストの参加局も減っている現状が良く解っ

JF2DND： 正味３時間の QRV でした。

た 。

JA1HHF： 例年通りの運用で特に問題，意見

JA1IE:Ｑ ＲＰ部門でのエントリーでは有りま

なし。

せん。

JK1DMT： 今年も 2mCW のみで自宅から運用

JG8HVD:集 計ご苦労様です。 8 エリアでは交

しました。

信相手を見つけるのが大変な種目でし た。

JK2BAP/2： 集計，ご苦労様です。一緒に運用

JS1PWV:集 計ご苦労様です。去年は 144MHz

した先輩たちの残り物のバンド（ Hi）で参加

電信でしたが、今年は 430MHz に チャレ ン

しました。開催時間の大半が雲の中で相当ロ

ジしてみました。

念のため付記します。

スするなあと心配しましたが，果たしてどう
だったかはよく分かりません。まっ，時期が

●電信部門シングルオペ1200MHzバンド

時期だから仕方ありませんけれど・・・。

JF1CQH： 電力記号は受信したままで，印字

JE7DMH： 今回気合を入れて，50MHz で北会

ミスではありません。他に 50 で 47 局， 144

津村か，塩川町から QRV と思っていたので

で 88 局， 430 で 57 局交信しましたが，どれ

すが，仕事が終わるのがおそく結局自宅から

も中途半端なので一番力を入れた 1200MHz

ちょっとだけの参加でした。

でエントリーしました。

JO7GEV： 初参加です。 2mCW で の参加です

JA1DBG： 中途ハンパアパマンハム！
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ANT

JA0EYF/0:天 気もよくＦＢな移動運用でした。

も首も回らないが，ひたすらワッチのみ。ダ

5 Ｗでも結構飛びました！

イヤルブぶを回す手・指がくたびれた！あと
FD・全市全郡・ AA 電話・半分終わった！

JA1AGJ:５ ０ MH ｚは、コンデションが良す

JA1RIZ/1:１ ２００シングルでこんなにできる

ぎて５ W では弾き飛ばされていました。１

とは思いませんでした。 hi

４４ MH ｚ、４３０ MH ｚで予想以上にたく

JE2HVC:参 加局が少なく、疲れました。

さん QSO できました。
JA9XAO:6 エ リア方向の Es が発生しなかった

●電信部門シングルオペシルバー

ため、マルチは増えなかった。

JA3AA： 2400MHz は ブルートゥースと思われ

JE0IBO/1:自 宅（アパマン）からのＱＲＶだっ

る協力な妨害はが広帯域にわたって存在し，

たので、結果はイマイチでした。しかも朝寝
坊してしまい、

数年前に比べ交信に支障をきたしています。

６ｍでの６エリア方面Ｅ

JARL は ブルートゥス対策をどのようにお考

スポＯＰＥＮを逃したのが残念。

えですか。

JF2AIJ:６ ｍ ＆ Ｄ Ｏ Ｗ Ｎ は 久 し ぶ り （ ２ ０ 年

JK1SDQ:7 月 4 日午前中に 50MHz が 開け、8

来？）に参加しました。

Area の局が取れたのが楽しかった。 紙ログ

JH1MZG:50MHz は E スポ伝播は遭遇しませ

で参加したが、限界を感ずる。

いよいよコ

んでしたが、 2m は、遠く兵庫より呼ばれ、

ンテストログの導入を勉強始めよ うと考え

結構楽しませていただきました。家の買い物

ている。

手伝いなどでフル QRV は出来ませんでした
が、いつもの局とも更新できました。

●電信部門シングルオペQRP

JH8GUL:二 日目のコンディションがとても良

JJ5CVM： ５エリアの常置場所から初めての

好で、バンド中がひしめき合ってました。

QRP 運用での参加でした。４日は早朝からは

そのため、かなりの CW オペレーション技量

っせいした Es でマルチが増え，大変楽しめ

を必要としたので、 CW 初心者には厳しかっ

ました。今回は結局 50MHz バ ンドのみにな

た です。 いつかはトップクラスを狙えるよ

ってしまいました。

う、今後も精進していきたいです。

JI6TJL/2： 岐阜県の某高台に車を止めて，い

JI1HFJ:集 計どうもありがとうございます。今

つも通りエンジンをかけっぱなしでフルタイ

年は 144MHz の ＧＷが伸びて、楽しめ まし

ム参加（ QRP のため発電機を使わず，シガー

た。

ライターから電源を取っている）する予定が，

JI3BAP:マ ルチ がもう少し、伸びればよかっ

２日目早朝にエンジン不調でリタイヤ。こん

た思いました。次回も参加したいと思います。

な 事 な ら 非 常 に 重 く QRP 機 に 似 合 わ な い

JI3OYM:世 話方の皆さんいつもご苦労様です。

2.2kVA の 発々を持って来れば良かったと後

アパマンかつホイップで参加しています。ノ

悔！来年こそ！

イ ズレベル等の環境年々悪化している感が

JA6PVO： ハイパワー局 H はすごいと思いま

します。電子ログにまだなれていないので、

すが，599 で聞こえていますが 5W ではとび

誤り等あるかもしれませんが、その際は職

ませんでした。Hi

Hi

QRP シ ングルバンド

権訂正で救済お願い致します。

もあると FB。

JJ0FMU/0:今 回は ＱＲＰに挑 戦。ところがア

7L3EBJ/QRP:集 計ご苦労様です、ＱＲＰにも

ンテナもＱＲＰ？で、／２や／３も聞こえま

是非シングルバンドでの参加部門の設定を

したがコールバックなし ．．．．でもＥスポは

ご検討下さい。

ＦＢ。なお、リグが不機嫌？で４３０に出ら
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・・。集計局ご苦労様です。

れず、残念。
JK1TCV:集 計ご苦労様です。Ｅスポが出てマ
ルチが稼げました。

●電信電話部門シングルオペオールバンド

JM1LQI/1:2nd と 一緒に山に登って参加しまし

JA1NZN/0:6m ＆ DOWN

た。ロケーションはなかなか良 かったので

ンドにて参加しましたが、ロケーションとの

すが、2m の移動用アンテナがなく、 2m に出

マッチングが悪く残念でした。

られなかったのが残念で す。

JJ5ADI:今回も 100m の山の上から QRV しま

JM1OZP/1:新 ルールになり初参加です。 天候

した。たくさん声が掛かりかかりました。特

はＶＹＦＢ、伝搬状態もまずまずだったと思

に 50MHz は 最高のコンディションでした。

います。 しかし食料を忘れたり虫に襲われ

JF0VMJ/0:初 めて 本格的な移 動運用をしまし

たりリグの操作方法を忘れたりと、終わって

た。今後もあらゆるコンテストに積極参加し

み れば反省点の多いコンテストでした。 Ｑ

ていきたいと思います。

ＲＰシングルバンド部門の設定を望みます。

JI0AMG/0:初 日殆ど聞こえず移動地の選択を

JM1RFU/0:旅 行の合間に少しだけやりました。

誤ったと思いました。八木アンテナの方向も

題名がコールサインになっていなかったので

確かめる時間的ゆとりがなかったことも悔や

再送しました。電力に w が含まれていたので

まれます。もう少し早めに出かけて色々セッ

再送しました。

ティングをするべきでした。

JR1NKN:出 勤日の為、約 3 時間の参加でした。

7L3TDU:50MHz と 10GHz で は出ている人の

またがんばりたいと思います。

タイプが全くことなること、マルチバンドで

JR2RPB/2:QRP 部 門ができたことは評価でき

あっても１エリアでは 50 〜 430MHz だ けで

ますが、どうしてもハイパワー局と競り合っ

捌いた方が点になること、からマルチを２種

た場合 どうしても不利です。

か３種に分けてはいかが？

そのため、

に初めてマルチバ

例 :MHz マ ルチ

QRP 局救済のため QRP 局の得点を他局とは

と GHz、又は VHF マルチと UHF マルチと

差をつけることを提案します。 得点に差を

SHF マルチ。

つけることにより、積極的に QRP 局 を拾う

JP3DVP/3:年 々さみしい VUHF の 関西地方。

努力をすると考えられます。現 在でも

JH1MKU/0： 今回初めてオールバンドに参加

2400MH ｚ 以上の得点は 2 点となっており計

しましたが、時間配合にひと工夫が必要。

算に不都合があるとは考えられませ ん。一

50MHz の８エリアのオープンにパイルでした

考してください。

が、コールサインを数分以上言わないのでム

JR3UIC/3:今 年も「6m AND POWER-DOWN」

ダ時間を過ごしてしまった。

コンテストでした。

JG1IEB/1： マルチ獲得が少なかったです。

JS3XOR:自 宅からのＱＲＶだったので、局数

7N4JZK： ３時 間だけ固定からでましたが、

が伸びませんでした。

１年振りなので楽しめました。来年は移動し
て、また入賞を狙います。

●電信部門マルチオペオールバンド

JA8JWS/7： 久々の参加でした。 50MHz は 大

JI3ZOX:今 回は、クラブ員の都合が付かずに

変にぎやかで懐かしくなりました。これを機

クラブ常置場所にて運用するも１４４／４３

会に QRV

０Ｍ Ｈｚ帯アンテナの老化で送受信とも調

JA1BCR/7:1200MHz 帯 の運用局が少ないので

子が悪く、交信局は増えませんでした、次回

活性化のために得点を２点としてほしい。

は グレードアップ出きれば良いのですが・

JA7LRR/7:集 計係の皆さん、大変ご苦労様で
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UP にしたいです。

す。今回も、 50MHz の Es が好調で、国内全

と参加局が絶対的に減少すると思われます。

エリアが聞こえていました。今回は、電話の

（要検討）

みの参加でしたが、次回は、電信もでたいと

JF1WQO： 各バンド、運用時間同じ位なのに

思っています。

1.2GHz 帯の局数が一番多いということは、も

JA8CEA:急 に休みが取れて、フル参加するこ

う、いきわたったということなのか？それに

とが出来ました。コンディションもよく沢山

してもマルチの少なさはなんなのか？もっと

の方が呼んでくれまして、思ったよりも QSO

上のバンドでの電信を考えるべきか？来年の

出来ました。皆様有難うございました。

戦略、考えねば！！

JQ3OIS:面 白かったです。 PS． 下記の「私の

JA1QEU:毎 年参加者現 象傾向野｢歯止めがか

名誉において誓います」は多少問題あるので

からず寂しい。

はないかと思います 。「誓います」だけでい

JA1RIR:今 回は時間が無く残念でしたが、ま

いのではないかと思いますが。あるいは「相

た参加します。

違ないものであることを保証します」でいい

JA1RRA:今 回は残念ながら土曜日短時間での

のでは。

参加と成りました。

JI5XTW： ホイップアンテナでも、結構楽し

JA1WSE/0:ｅ スポが発生を期待したがあまり

めました。有難うございました。

出ず、遠い局とは交信できなかった

JA1BAN： 50MHz に 出られず残念。でも、そ

JA2SBE/2:大 変楽し かっ たです、次 回も参加

こそこ楽しめました。

したいと思います。

JI1IIF：ログ提出者の中から、抽選で JARL グ

JA3OLO/3:初 めての移動地で段取りが悪かっ

ッズのプレゼントなどの楽しみがあるとよい

たです、次回がんばります。

と思います。

JA5IVG/5:集 計 ご 苦 労 様 です 。 今 年度 ２度 目

JA6BLQ/1:次 回も頑張りたいと思います。

のＪＡＲＬ主催コンテスト参加となります。

JA6DNV： 当地では相変わらずハイバンドは

が・・「 ブユ」との戦いに負け２日ヶ目１０

少ないようです。４日朝のうち JA1 方面が聞

：００をもってあえなくリタイヤでした。本

こえ始めましたが、用件ありのため残念なが

当にヤツら「 ブユ」天敵です。と云うわけで、

ら中断でした。午後までの間、各局さんは如

へいへいの体で帰ってきました。上でやって

何でしたか？ Es をもっと楽しみたいもので

られたＪＡ５ＹＡＰ／５メンバー、ご挨拶に

す。

行けなくてゴメンなさい。また宜しくお願い

JI7IMX/7： 今回初めての参加でした。局数は

します。

少ないですが、以前 QSO した局長さんにも

JA9SCB/1:２ ００２，２００３と２年続けて

助けられ感謝しております。来年も頑張りた

参加できず、今回久しぶりの参加でした。 2m

いと思います。

と 1200 は アンテナシステムをこれまでと変

7N4RTV： 参加し、楽しむことに意義あり。

えてチャレンジし、以前よりは改善が見られ

カード交換しなくとも、交信局数が増えるこ

たようでした。６ｍは朝方のＥｓｐで８の各

とに喜び。

マルチを埋められ、ラッキーでした。

JA1HFB： 今回は、マルチバンド( 144,430) に

JE0KBP/0:今 回の６ ＆Ｄ は全く雨風 の心配が

参加いたしました。２バンド共、クラブ局が

ないほど天気が良く素晴らしいコンディショ

多く、個人局の参加は非常に少なかったと思

ンで した。４日のＥスポはあまり長くはな

います。（私の貧弱な ANT のせいかもしれま

かったけど広くオープンして楽しめました。

せんが？）今後は、何らかの対策を講じない

やっぱりア マチュア無線は楽しいなあと感
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じられるいい時間を持つことができました。

えてました。しかしＡＮＴが良くなかっ た

集計や事務に当た る皆さんに感謝いたしま

のであまり拾ってもらえませんでした。

す。

JJ1NNH/1:楽 しく 参加させて 頂きました。あ

JE1HMC:毎 回参加しています。

りがとうございました。

JE6MIS/6:す ばらしいコンディションで、楽し

JJ8GFL/1:小 さい子供がいるので恒例ではあり

めました。次回はもっと 1,200MHz の 設備を

ますが CQ が出せずに追っかけのみでの参加

よくしたいと思います。なお、 1,200MHz で

です。 今年は ALL MODE, ALL BAND で 参

うっかりナンバー M と送ってしまった局があ

加するのが目的でしたが、今回は 144M, 430M

りました。正しくは P です。

の Phone の みとなってしまいましたので 次

JF2FIU:集 計審査ご苦労様です、今年は、移動

回は是非 CW や 50M,1200M で の交信も実行

できずかつ仕事と重なったため固定 から少

したいと思います。それにしても、もう少し

し参加しただけになりました。来年は本格的

マルチが欲しい...

に移動して復活したいと思ってい ます。交

JK1HWQ:集 計ご苦労様です。私の設備では、

信して頂いた皆様、ありがとうございました。

５０ＭＨｚのオープンをとらえきれず、 マ

JF2IWL/2:運 営ご苦労様です。心配していた雨

ルチが少なくなってしまいました。

には祟られませんでしたが暑くて途中バテま

JK2EIJ:Es が 出てコンディションは良かった

した

ようですが、その割りに成績がいま いちか

JF3IYW/3:日 曜日は朝から 50MHz の オープン

な。

が続きました。 50MHz の華やかな状況に 対

JK2VOC:集 計お疲れ様です。６ｍと２ｍのコ

して、 144/430MHz の 閑散としたムードが差

ンディションが良く、夜勤明けだったにも関

がありすぎ驚きました。

わらず仮眠時間を取る時間が無く、終了まで

JF5WCT:昨 年より参加局が多かった様に思い

フル運用となりました。

ます。お天気にも恵まれ久し振りに賑やかな

JM7EPG:久 しぶりに楽しいコンテストでした。

コンテストでした。

ログに不備がありましたらお知 らせくださ

JH0NVX/1:ロ ケーションのよいところに移動

い。

できませんでしたが、たくさん交信できて楽

JO1KXP:大 変楽しく参加出来、有意義なひと

しめました。

時でした。

JH1JGZ:短 時間しか参加できませんでした。

JO2WOB:楽 しく参加させていただきました。

JH1QXP:６ ｍでＪＡ８方面が開け、参加局数

JQ1BVI/1:マ ルチバンドシングルオペレータに

が少ない中、得点に貢献してくれました。

とって、１２００ＭはいつもパワーＭを送

JH4UYB:盛 況で楽しめた。

りそうになってしまいます。 参加部門の送

JH6WKF:参 加 時 間 少 し だ っ た け ど 楽 し か っ

信ナンバーとし統一していただけると混乱が

た。

防げＦＢです。又、部門のない出力Ｌはそろ

JH7PKU/2:JARL コ ンテスト委員会で JARL コ

そろ廃止しても良いのではないでしょうか？

ンテストのレコードの管理・公表をぜひお願

JQ2KAE/2:強 風と霧に悩まされましたが、雨

いします。

は降らず、楽しく参加出来ました。

JI1AQY:次 回もがんばりたいと思います。

JR1CCP:移 動する予定でしたが、風邪を引い

JI2MKP:電 信電話部門に参加でも、電話のみ

てしまい、自宅からの参加となりました。VU

の交信でした。

のアンテナを仮設し、ちゃぶ台から参加しま

JI3DNN/3:２ 日 目 は Ｅ ｓ で北 海 道 が良 く聞 こ

した。
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JR1LQK/1:昨 年に引き続き、小金沢連嶺黒岳

JN3KST/3： E スポ発生し、当局としては記録

1900m へ 70kg の荷物を担ぎ上げ。今回はが

的な交信局数になりました。又、ロケも東向

んばって 2 回で上げ降ろししたので設営も撤

けは抜群でした。

収もゆとりが持てた。これまでになく準備万

JL1KUH： 移動から固定で QSO、あまりよく

端で余裕を持ってスタートできたのに、なぜ

ありませんでした。また機会がありましたら

かスコアは昨年を下回る結果に。来年の課題

参加したいと思います。

はスコアアップ!!

JA0LSQ/0： 山岳移動によるコンテスト参加で

JR1MRG:50MHz に Ｅスポが発生しましたが、

した。８月のＦ・Ｄテストも参加したく計画

交信できた(聞こえた)のは６エリア及 び８

中です。コンテストナンバーを交換してくだ

エリアだけでした。

さった各局

JR2GGV/2:気 軽にのんびりと参加させていた

JA1EL： 24 時間の開催になりませんか？（確

だきました。ご相手いただきました 各局長

か 21 時からのスタートは TVI の関係でゴー

様、有難うございました。参加局がちょっと

ルデンタイムをはずした。 15 時終了は移動局

少なくなったようにも感じま したが・・・

の引き上げタイムを考慮したものと記憶して

JR4ISF/3:次 回もがんばりたいと思います。

います。）

JR5PDX/1:今 年はマルチ増を目論んで南房方

JL4CUN/4： フルタイム運用出来なくて残念。

面から参加してみましたが、眠気と暑さに負

JL3TEM： 直前の台風で（地元直撃）アンテ

けて惰性のオペレーションに流された結果、

ナを壊され、仮設アンテナのみでの参戦で、

落とす必要の無いマルチを落とすような有様

満足のいく成績を得られず残念でした。

でした。

JJ1CPN/1： 開始から３時間は参加局が少なく

TNX、カード発行します！

感じられましたが、翌朝 E スポが開けてから
●電信電話部門シングルオペ50MHzバンド

は、いつもの活気ある６ m バンドでした。

JF3OZF/3： 久 し ぶ り の コ ン テ ス ト 参 加 で し

JK4JYA： ４日はコンディションがよかった。

た。途中暑いので休憩（仮眠）しました。

JG8QXB： 多分午後からでした。 50、 430 あ

JA2GSM： 今回珍しく宮城、新潟が出来たが

たりでずっと使っていましたら、誰かが同じ

福島が出来なかった。タイミングの違いかな。

周波数に８エリアの局が出てくるからどけて

成績はこんなものかな、移動が出来ればよか

くれと言われました。初めは無視していまし

ったな。

たが２度３度と言われ 460 ま で上がりまし

JG1TVK： 出勤とリグ不調で、参加程度とな

た。これは変じゃないですか？特にコンテス

ってしまった。

トではお互い狭いバンドの中で行いますので

JA9TRU/9： 参加局が年々減っていくみたいで

かぶされたりかぶしたりは当たり前だと思い

す。

ます。いつもがまんして参加しています。私

JR3JBH/3： コンテスト参加出来て FB です。

などはパワーが少ないのでにげてばかりで

JA7UIW： Es が開いてバンド中にぎやかで FB

す。ある時はにげ過ぎてコンテストの枠から

なコンディションでした。

はずれ逆に注意されあわてて戻った経験がご

JA0LHG/0： 今回は天気に恵まれてよかった。

ざいます。今回のようにどけるように言われ

Ｚ log の使い方に不慣れで時系列になりませ

たのは初めてです。もし、８エリアの局で遅

んでした。

くに出てきた局がわかりましたら教えてくだ

JH2JTW/2： Ｈ・Ｍ・Ｌ・Ｐ別ノミネートした

さい。波の上で私に言いました局のコールサ

ら、又熱が入るのでは？

インを聞いたり新たに出てきた局のコールを
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聞くことはとてもみにくいことなのでがまん

JJ8NNR/8： 地方本部役員及び支部役員は率先

しました。どうして私が周波数を変えなけれ

してコンテストに出て書類を提出しなさい！

ばならなかったのか納得出来ません。けんか

JL4QGF/4： コンディションが良く今までのコ

してでもがんばればよかったのでしょうか？

ンテストで１番充実していました。これから

ご意見をお聞かせくださいますように。お願

も参加します。

いいたします。

JF2TIR： 子供達にはまだ負けられません。何

JA8JCJ： 集計ご苦労様です。相変わらず明ら

とか踏ん張れたかな。久しぶりに楽しめまし

かにＬ・Ｍでのパワーオーバーが目立ちます

た。

ね。

JP2PHC： いろいろなことがあったので、あま

JA3PYH/3： ４日午前中のコンディションは大

り参加出来ませんでした。今度のコンテスト

変よかった。８エリアで混信していました。

ではもっと頑張ります。

JE8SND： 久々の良コンディションにより楽

JL3XJQ： だ ん だ ん テ ン シ ョ ン が 下が っ て き

しく参加させていただきました。

た！気合い入れ直し。

JF3UCT/3： 用事があり朝７時半までしか参加

JA2OOY/2： やっとのこと７０才になりまし

出来ませんでしたが、グランドウェーブが伸

た。しかしながら７０才の子供です。コンテ

びたのか、他の伝搬なのか判りませんでした

ストは永久の夢です。わが JARL にカンパイ！

がいままでにない所と交信出来楽しめまし

JA0GEY： 仕事多忙につきこの程度でご勘弁

た。

を！！いつも同じようなコメント書いている

JG1GCO： E スポのおかげでマルチが多かっ

ような気がします。土日が休みの方がうらや

たです。

ましいですね〜。

JI5MTS： 身体不調のため、移動出来ず残念で

JL8GFB： HF 並み（以上）の最高のコンディ

した。

ションでした。

JL2CPW： 初めての参加です。忙しかったで

7L2MZT:コ ンデションがいまいちでローカル

す。イースポが出てすばらしいコンディショ

だけでした。残念でした。

ンでした。

7M4BZX/1:集 計ご苦労様です。

JE8NRE/8： 参加が午後からでも多数の局との

JA0BJY/1:小 貝川堤防で２ｈ運用

交信出来ました。

JA0BYV/0:日 曜日午前中の 50MHz は、まるで

JH2GMK： 短時間の参加となりましたが、朝

コンテストのためにＥスポが発生してくれた

から E スポで８エリアの局と沢山交信出来ま

ようで交信局数は少ないですが、６ｍ＆Ｄｏ

した。

ｗｎに合わせて作ったＡＮＴもそこそこ使え

JG3KFM： ７，８エリアの Es が開け、大いに

充分楽しめました。

楽しめました 。（家庭サービスの合間にでき

JA0SOO:Ｃ ｏｎｄｘが良かったように思いま

ましたが・・・。）

す。

JH8HLU/8： 初めての６ m AND DOWN

コン

JA1CJA/3:次 回も頑張る

テストの参加でした。

JA1FCX/1:非 常にＦＢなコンディションでし

JH2WIC/2： お手軽移動コンテストのわりに、

たが、電源トラブルによりあえなく途中で断

暑さと途中、発々がこわれたりして、本当に

念！！

今回は参りました。移動先の選択も悪かった

JA1FWJ:次 回もがんばりたいと思います。

です。次回はもう少し楽しめる場所で参加し

JA1UKF/0:コ ンディションにも恵まれ楽しい

たい。

コンテスト運用が出来ました。
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JA1WHG/1:自 作５０八木を再調整しての参加

ョンが良く楽しめました。

でした。Ｅスポにもめぐまれて楽しませてい

JG2WIL/2:長 く続けるように頑張ります。

ただきました。参加することに意義ありでし

JG5DHX/5:寝 過ごしてしまい、気がついたら

た。

コンディションが上がっていて、空き周波数

JA3BBG:2 日 目に ES が出て賑わって良かった

が無かった。

と思います。

JH0DYN:一 部時間帯のみの参加でした。

JA5KHS:30 年 ぶりの提出です。

JH2FXK:１ 週間前からアンテナ等の準備を始

JA6HQQ/1:思 いがけず北海道が大オープンし

め万全の体制で臨んだのですがアンテナのス

たが、西方面が伸びず残念。

タックケーブルの不良から始まり開始直前に

JA6JCL:３ 局のみですが提出させていただき

はリグのトラブル、とどめはコンテスト中パ

ます。

ソコンが３回もフリーズ！それにもめげずに

JA6QDU:台 風が近いづいていたため、移動は

最後まで QRV しました。目標の５００局に

止めました。

は遙かに及ばず！次回に持ち越しです。

JA8JCJ:集 計ご苦労様です。相変わらず明らか

JH2OJS/2:天 気及びコンディションが良くて楽

にＬ、Ｍでのパワーオーバーが目立ちますね。

しめました

JA8NKQ:今 回は、短時間の参加で終わりまし

JH4VCQ/4:コ ンテスト２日目、台風７号の影

た。コンディションが良かったので残念です。

響が出始めたので安全を考え早期に撤収に入

JA8TMJ:次 回もがんばりたいと思います。

ったため少し残念な結果でした。

JE0DKR/0:ラ スト 2 時間新潟県東蒲原郡津川

JH5UPI/5:８ エリアのＥスポ開いたので、マル

町(JCG08013A) から参加しました。

チはだいぶできました。

JE4ABN/4:久 しぶり移動運用で大変楽しく参

JH6FTJ/6:昨 年の半分くらいしか QSO ができ

加しました。コンディションは７・８エリア

ませんでした。2m、 430MHz は コンディショ

が良く開けて、マルチが増やせました。去年

ンが悪かったようです。今回は、 6m オンリ

の局数には届きませんでしたが、まずまずの

ーで提出致します。すべて SSB での QSO で

成果でした。居眠り運用には要注意ですね。

す。電話部門も、各バンドあると良いですね。

JF2WOW/2:４ 日朝から７．８エリア方面が開

集計ご苦労様です。

けたので、大変楽しかったのですが、そのお

JH7VIB/7:今 年もお世話になります

ＺＬＯＧ

でもよろしいでしょうか？？おしらせくだ

かげで１エリアのマルチをいくつか落としま
した。

さい

JF3VKM:久 しぶりのコンテストは自宅から参

JH7XGN:多 忙で準備不足のため移動できなか

加しました。朝から８方面Ｅスポが開けて面

ったがＥＳが出てある程度楽しめました。

白かったです。

JH8BHP:終 了時間が 15 時ではなく 21 時の方

JF4CZL/4:集 計ご苦労様です。今回も短いコン

がゆっくりと参加できます。

テストナンバーで効率の良いオペレートがで

JI0KLM/0:Es 、 スキャッターと 楽しめたんで

きました。今後も短いコンテストナンバーを

しょうか？？？頭の上をかすめていったよう

希望します。久しぶりの４エリアからのコン

な、あまり恩恵に授かれなったですね。でも

テストで、リハビリがてらでした。

賑やかで楽しんで一日過ごしました。

JG0IPW:仕 事の都合で多くの局と交信出来ず

JI1ALP:E ス ポ、スキャッターと FB なオープ

残念です、来年も頑張ります。

ンで楽しめました。北海道や九州のコンテス

JG1GGF:短 時間の参加でしたが、コンディシ

ター達がどれくらいのスコアを出してくるか
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興味のあるところです。

ぶり？コンディションにも恵まれ楽しめまし

JI1FLB/7:今 年はコンテスト前日から休暇が取

た。 １５：００終了は勿体無い。夕方のコ

れたので、福島県まで遠出し、思う存分 6m

ンディションが良い時間帯まで延長もありか

を楽しみました。かなりの局数ができました

なと思います。

がコンデションが非常に良かったため結果が

JK7DWD/7:限 ら れ た 時 間 と 設 備 か ら の 運 用

楽しみです。

で、聞こえて交信出来たのは 50MHz で の１

JI1JPJ/1:今 年度はＥスポも発生し、5 エリア以

局 の み で し た 。 他 の バ ン ド

外ＱＳＯできました。

144MHz,430MHz,1200MHz で は、コンテスト

JI2IXA/3:単 身 先 の マ ン シ ョ ン か ら の 運 用 で

参加局が聞こえず、とても寂しい結果でした。

は、難しかったです、やはりいつもの淡路に

JL1RUC:次 回を頑張りたい。

いかなーご

JL1UYE:コ ンディションもそこそこ良く、楽

JI2QIX/2:集 計ご苦労様です。６エリアの局と

しめました。フル参加出来ませんでし たが

交信できず残念でした。

自分なりに目標は達成できました。

JI6CUK/1:今 年は、南西方面よりも北方面への

JL3DYW/3:非 常に良いコンディションで、ほ

Ｅスポのオープン時間が長かったようです。

ぼ常時何処かがオープンしている状態、楽し

JJ1BDX/3:CQ 誌 の 50MHz ア クティビティ・

めました。あともう少しで WAJA 完成だっ

アワードの影響か，今年の 6m は昨年に比べ

たのですが、残念です。

てずっとアクティビティが上っているように

JL6XZI:あ まり時 間が 取れなくて局数が伸び

感じられます．

ませんでした。次回は、もう少し頑 張りた

JJ1RJR:コ ンディションは良かったようですが

いと思います。QSO 頂いた各局、有難う御座

残念ながら初日の数時間の参加でした。

いました。

JJ1XNF/1:今 年は天気にも恵まれ、楽しい６Ｄ

JM1LAW:日 曜日に用事があったので３時間弱

コンテスト参加となりました。 途中トラブ

の参加で１０４局でした。

ルも少々あり、スコアは悪かったものの、久

JM1LPN:コ ンディションが味方してくれたよ

びさの５０ MHz 参加で面白い伝播も楽しめ

うで望外の結果が残せたようで満足しており

マルチは思ったより多く取れました。運用地

ます。

は初めての場所でしたが、結果的にロケーシ

JM1RPV/1:久 しぶりに 50MHz シングルバンド

ョンは今ひとつだったようです。

で参加しましたが、マルチが全く伸びません

JJ5AKK:今 回はサボりました。次回頑張りま

でした。ちょっと物足りない結果です。

す。

JN3DRB/3:2 日 目からの参加で、局数が伸び

JK1BII:楽しめました-hi

ませんでした。

JK1NAF:ALL JA に 引き続き Zlog を使用して

JN3IEC/2:寝 てしまいました。次回はもう少し

コンテストに参加しました。が、上手く CW

がんばります。

インターフェースが作 成できず、全てマニ

JO1VVT:コ ンディションが良く、楽しめまし

ュアル操作での参戦となりました。非常に精

た。次回もやりたいと思います。

神的に疲れました。 hi 今回で 2 回目の電子ロ

JP1LRT:今 年もコンディション爆発でした。

グ提出になります。内容的には大丈夫だと思

寝ずに頑張って昨年のエリア優勝のスコアを

うのですが・・・

超えましたが、全国的にはＥｓに有利なエリ

JK3HLP/3:予 想外の暑さにバテました。

アの参加局にはとうてい及ばないと思いま

JK4USZ/1:雨 の降らない６ｍ＆ Down は 久し

す。でも、昨年のスコアを超えたので自分的
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には満足です。

自作して出てみました。ホイップアンテナみ

JP6RFZ/6:こ れからも参加します．管理運営お

たいな物でも，1w でマルチ 17,18 が取れ良い

疲れさまです．

テストになりました。

JQ2SJN/2:Es で マルチを稼げましたが、バズ

JE9XQS： いつもながら目一杯出来ないのと

が強くて・・・

移動できないのはつらい。今回は GP オンリ

JR1TOK:次 回もがんばりたいと思います。

ーでした。

JR2NTC:今 年の５０ MHz はまれに見るよいコ

JE0AZE/0： 天候にも恵まれた２日間でした。

ンディションでした。Ｅスポが開け，７，８

18 時間テントの中では大変でしたけど，沢山

方面ががんがん入ってきていました。ベラン

の局と QSO でき，楽しいコンテストでした。

ダに設置したアンテナでのお遊び参加でし

来年も参加しようと思います。

た。

JH0DGG： 昨年より気張りました。 GP で[ 11

JR2WBT:局 数は昨年を上回ることができまし

マルチ]ウレシカッタ。来年は山へ移動した

たが、Ｅスポが開けた割にマルチが伸 びま

いです。

せんでした。平均したコンディションで、コ

JL2FLB： アパマンハムとしては，１時間の参

ンテストを楽しむことができまし た。

加で聞こえるところはすべて QSO しました。

JR3RIY:標 高が 1000m を 超える山に移動した

JL4SXA/4:５ 月に体調を崩し国内 DX のみゲ

のですが台風の影響で強い風が吹いており

ットをすることに専念して早めの帰宅と就寝

アンテナをあまり高くできませんでした。

をするために自らの CQ は出さず CQ ステー

JR4FLW/4:今 年は天気がもったので、移動す

ションにのみ声を掛けました。コンテストに

ることが出来ました。

フル参加することが出来ず残念でした。次の

JR5PPN/5:集 計ご苦労様です。 久しぶりの移

日に同所まで移動しましたが，シャック内が

動運用で参加しました。次回も楽しみにして

かなり暑くなり，車内でエアコンを掛けモー

おります。

ビルホイップでの運用でした。

JR8LRQ/8:８ エリアからはバカッ開けのコン

JA1OTP/1： 今回このコンテストは４年振りに

ディションで、風邪の後遺症を引きずった喉

参加しました。梅雨の中休みの晴天で，参加

ではツライ（＝楽しい）コンテストでした。

しやすかったのです。ハム離れが進んでいる

今回は地上高の違うアンテナを用意し、Ｅス

とはいえ，バンド内は賑わっていたように感

ポ伝搬時の打ち上げ角による違いを確認する

じました。しかしながら，コンテスト参加局

ことができたのも収穫でした。

はいつも決まった局という雰囲気は以前と変

JS2KDD/2:半 日のみの参加でしたが、５０Ｍ

わっていません。もう少し参加局が増えるよ

Ｈｚのコンディションがよく、充分楽しむこ

う，コンテスト規約の見直しなども必要では

とができました。

ないかと思います。
JR0JOW： 今回も自宅から参加となりました。

●電信電話部門シングルオペ144MHzバンド

高いところに移動したいなあと思いながらの

JA6QPB： コンテストの参加局が少ない。要

参加でした。最後の 10 分でマルチが 3 つも

検討ですね。 SSB が１局（これも少ないよう

増えました。１エリアの局の裏側から２エリ

です）

アが浮き上がってきました。異状伝搬の前兆

JE4KHQ： 仕事の都合上，３日の夜１時間程

のようでした。

参加し楽しみました。

JH7DMS/7： 非常に暑く大変でしたがフルタ

JA1NHM： FT-817 を購入したので急遽ｈ型を

イムで楽しめました。各局大変ありがとうご
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ざいました。

ことが出来ました。来年もぜひ参加したいと

JL7NYX： 今年も参加しましたが，あまり交

思います。

信できませんでした。

JM1NXT/4： 今年はいっしょうけんめい頑張

JA7DHN： ご苦労様です。毎年心まちにして

りました。

このコンテストに参加させていただいており

JA6LYO/4： 今 年 は 楽 し くが ん ば りま した 。

ます。このコンテストをすえ永く続けられる

JH2POY： 都合により短時間の参加になって

様期待しています。

しまいました。

JS1VWU:万 全な体制とはいかず，たんなる参

7K4ECG： 楽しかったんです。

加にとどまりました。コンテスト仲間にお空

JN3KDO/3： 暑い日でしたが，モービル移動

であえて，良かったです。

で FB なコンテストになりました。

7M4POI/1:年 々参加者が減って来ている様で

JP2BOQ： 運用局数が少なかった？・・・聞

すが、残念です。でも、天候が良かったのが

こえ方がさっぱりでした。

せめてもの救いです。

JR9FNY： 天候に恵まれてやはり「移動すれ

JA6HXW:時 間の関係で１時間の QRV でした。

ば良かったかな」と思う。毎回 FM モードの

少なかったようです。

みの参加ですがコンディションさえよければ

JE3CSO/3:次 回もが んば りたいと思 います。

10W で充分。この間 430FM でロシアのウラ

JF3EPU:仕 事の関係で１時間しか参加できま

ジオストックと交信できた。自分としての最

せんでしたがＦＢに楽しく交信できま した。

長距離をだしてよろこんでいる。先細りにな

JH1LTR/1:短 時間の運用でしたが、今回も楽

らないためには日ごろの CQ が大切です。だ

しめました。マルチの目標は２０でした が、

れもいないけどでも CQ 出し続けている。

もう１歩及ばず。

JI5SAO： 本年度も移動にいけず，あまり時間

JH4RAL/4:初 めて 144MHz で 参加しました。

は取れませんでしたが，また，来年頑張りま

４時間程度の運用となりましたが、簡単なア

す。

ンテナの割に適当に楽しめました。各局あり

JA1ELE： 昔とく らべ ると運用局すうが少な

がとうございました。

いような気がしています。

JI8BUR:本 当に短時間の参加でした。

7K2GMF/1:近 くの公園から参加して楽しみま

JJ0ACA/1:集 計お疲れ様です。

した。

JL7AIA/7:今 回は前半だけでしたが、移動運用

7K4FVR:次 回もがんばりたいと思います。

して楽しむ事が出来ました。

7L2BEI:フ ル参加できず残念！

JL7BIS:久 々のＱＲＶでした。

7M1URA:次 回もがんばりたいと思います。

JM3TDZ:> 時 間 が 無 く ２ 局 だ け の 交 信 で し

7M4HXE/1:お 天気が良くて移動局が賑やかで

た。

した。

JN7WPD:６ M は全国的に良かったみたいで

7M4OAQ:モ ービル移動からでも参加できるよ

すね。

うにして欲しい。

JQ1AHZ/2:今 年は天気にも恵まれ移動日和で

7N1OVK:時 間がなく、お声がけのみの参加で

した。

した。

JQ1GLJ/0:来 年も頑張りたい

7N4LXB/1:梅 雨時期とは思えない天候に恵ま
れ絶好の移動運用日和でした。しかし、午前

●電信電話部門シングルオペ430MHzバンド

中しか時間がとれなかったため、１時間半の

JA1HHI/1： ７時間程度の参加でしたが楽しむ

みの参加でしたが、呼ぶ側、呼ばれる側両方
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でみっちりと運用することができました。

が，取り損ねたマルチも多く反省すべき点も

JA9MPK/9:常 連参加局や２０数年ぶりのＱＳ

多かったように思います． New JCC/JCG も あ

Ｏなど両日とも楽しめました。簡易アンテナ

ってそこそこ楽しめましたが．．．

での運用だったが、結構飛んでくれました。
JE1MPR/1:集 計ご苦労様です。天気もよく楽

●電信電話部門シングルオペ1200MHzﾊﾞﾝﾄﾞ

しめました。

JA1DZZ： アワードねらいで参加してみまし

JE4RXL/4:短 時間でしたが、家族全員で山の

たが，しずかでしたね

上での移動運用を楽しみました .

JJ1ITU：いつもしずかな GHz で久しぶりに交

JF3OQA/3:今 回は仕事の泊まり明けで、スタ

信を楽しめました。

ート時点から１時間遅れで参加しましたが、

7L1FFN/2:Ｄ −ＳＴ ＡＲ 実用化実験 の一環と

やはり眠気には勝てずにあまり出来ませんで

して，デジタル無線機ＩＤ−１を使って耐久

した。やはり、体長は万全でないとつらいで

試験行いました． 思ったより多く，遠く の

すね。

局と交信でき，天気もよく，楽しかったです．

次回は万全の体制で臨もうと思いま

Hi

す。

JA1DOS:い つも冷やかしですいません。クラ

JG2TSL/2:担 ぎ 上 げ移 動 をし て みま し た。 今

ブ局が元気なのが印象的でした。

回はシンプルに GP1 本で参加しましたが、広

JG5WLV:途 中で RIG が不調になってしまい１

島や鳥取と QSO できたのはビックリでした。

０ W 送信ができなくなってしまいました。

担ぎ上げの成果があったかな !?

JH7XMO:毎 年参加局数が減少しているように

JH1DHV:い つも近所の山（と言っても３００

思われます。

ｍｈ弱）へ移動して参加しているのですが、
今回は都合で移動できず、ずっと続けて参加

●電信電話部門ｼﾝｸﾞﾙｵﾍﾟ2400MHzﾊﾞﾝﾄﾞ

しているのに、途切れてしまうのも残念なの

JA7AIY： 今年は局数が少なかった。

で、自宅から短時間参加しました。

JH1HEK/0： 今回も移動運用では， 1.2G・ 2.4G

JI6DUE/3:昨 年に比べロケーションも悪かった

・5.6G・ 10G の４バンドをもっていきました。

為局数が全く伸びませんでした。コンディシ

お天気は両日とも大変よくコンテスト日和で

ョンはそんなに悪くなかったと思うのですが

した。去年の交信局数 45 局にたいし，今年

もう少し作戦を 考える必要があるかもしれ

は 13 局少ない結果となりました。

ません。昨年の反省にもありましたがもう少

JA9NOF/9:少 なくて寂しい。

しアンテナ設備をグレードアップしないとだ

JE1DRJ/1:穏 やかなさわやかな天気で、例年に

めですね。他の局には受信できてもこちらに

なくよく飛びました

は聞こえない局が多かったように思えます。

JI4EAW/3:淡 路島の山の上から運用しました 。

JL1SXQ/1:430MHz シ ン グ ル バ ン ド で

暑くて大変でした。

500QSO、 20 マルチを目標にしましたが、な
かなか マルチは取れません。かろうじて QSO

●電信電話部門シングルオペ5600MHzﾊﾞﾝﾄﾞ

数は目標に達したので来年は違う種目で参加

JA1KKL/1： 1.2GHz 〜 24GHz で QRV しまし

してみようかと思います。

た。７月３日は 10GHz 以上にトライしました

JR9HCV/9:呼 ばれない時間がとても長いので

が，２局のみ。仮眠後、気を取り直し 5600MHz

紙ログを入力してました．帰宅してからの集

をメインに頑張りましたが思うような成績は

計がとても楽でした．コンテストはフル参加

えられず。 WX は近年まれにみる FB な移動

できたためか去年よりスコアは増えました

日和でした。
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JA1CQP/1： 久しぶりの JARL コンテスト長時

QRP でも遠方の局と交信出来た。50MHz は Es

間でしたが，楽しむことが出来ました。次回

より JA7,JA8 管 内局と交信出来、マルチ、局

のコンテストもチャレンじいたします。各局

数共に増やすことが出来た。関西の参加局が

お声掛け有り難うございました。

年々減少している。成績としては局数が大幅

JG1QGF/2:梅 雨の真ん中は避けて欲しい。

に増えて満足している。
JE6DYV/6： 短 時 間 で す が、 楽 し めま した 。

●電信電話部門シングルオペ10GHz以上

JQ1NBE： アベック台風７・８号が運んでき

JI6DRF/6： 2400MHz 以 上のバンドは空中線電

た熱風の中のコンテストでしたね。参加証を

力が最大 2W であり，電力コードが

楽しみに、のんびり QRV しています。

Ｐ

の

みです。せめて 1W 以上， 1W 未満の２種類

JE6TUP/1： 今年の６ m ＆Ｄ own は風邪気味

にしてもらいたい。

のため殆ど運用出来ず仕舞いでした。次回の
フィールドデーでこの分を取り返したいと思

●電信電話部門シングルオペシルバー

います。

JA7QPG： 50MHz 開 けておかげさまで楽しま

JP2GJS/2： 今年は天候が不順でコンテストに

せてもらいました。ありがとうございます。

参加出来ませんでした。後半挽回するぞ。
JG3RCE： 最近 QRP 運 用を始めました。常

JO7JTV： コンディションが悪く残念でした。
U,V はだれも参加していませんでした。

置場所より初めての運用参加でした。

JA0BNP： 今年のコンテストは２日目の朝か

JQ3BUX/3： 初参 加でまずま ずの成績。次回

ら 50MHz 帯 に Es の発生があり、北は北海道

は 50 局以上 1000 点を目標にがんばるぞ！

から南は沖縄まで渦巻くように賑わった。し

JA2KTX： 50MHz の Es が ７ 〜 １ ５ 時 ま で

かしその割には交信局数は増えず、 50MHz に

OPEN していたが、 JA2 からは６エリアが入

かかわったため 144MHz 帯 や 430MHz 帯 がお

感せず残念。毎年参加局が少なくなってきて

ろそかになったことは否めない。しかし異常

いる。

伝搬による利点が多かったと思う。

JE2UWN/1： 50MHz は ハイパワー局にバンド

JA1CP:毎 年 楽 し く 参 加 さ せ て 頂 い て お り ま

占有され QRP 局 の運用が困難です。コンテ

す、各バンド盛況で昨年の実績を上回ること

ストでは 50W 以下にするか、電力符号 H 局

が出来ました。

のバンド制限。例えば 50.400-50.500 と かにし

JH9CFT/1:運 用地渋峠は 2 日間共お天気に恵

てほしい。

まれて良い運用ができました。

7L1MPQ： 朝から E スポで賑わっていました

JR1CQZ:今 回は 7 時間ほど寝てしまいました

が、なかなかとれません。ここでマルチをか

ので昨年よりダウンしました。

せぎたかったのですが。
JA3QVQ/3： 今回 50M で Es が開け、北海道沖

●電信電話部門シングルオペQRP

縄とつながり１エリアのマルチも多くいただ

JM3AYY： 最近は RIG のパワーはいつもしぼ

いた。日本海側の県がつながらなかった。電

ってやってます。

源は車用の鉛バッテリーとソーラーで、発々

JE1CMO： 今回初めて 50MHz に 参加しまし

は持参しませんでした。

た。時間の都合で 144MHzSSB や 430MHzFM

JQ1HAM/１ ：7/4 の午前、北海道・東北の Es

の準備が出来ず残念です。次回は 1200MHz

が開いた。バンド内は大騒ぎ、しかし、幾つ

まで参加できればと思っています。

かのマルチを落とした。こういう時、 QRP は

JA3KYS/3： 今回は六甲山系の山頂より参加。

つらい。

- 19 -

JA0SUQ/2:数 年ぶりのコンテスト参加でした。

た。

ＱＲＰ局との交信にボーナスポイント（例：

JJ1VEX:１ ４４ＭＨｚでは、毎度お馴染み無

１交信５点など）とすれば弱いＱＲＰ局にも

免許と思われるモード違反のＦＭかぶり、SSB

耳を向けてもらえるのでは？つんぼの大声が

帯でのモービル同士での突然の交信開始嫌が

見受けられました。

らせ等で多少交信を邪魔されたが、５０ＭＨ z

JA1YHC:本 社屋上のアンテナテストの続きと

では、８エリヤとの交信も出来マルチが増え

して参加しました。ＱＲＰということだけで

楽しい２日間でした。撤収のときに若干風が

なく、ロケーションやアンテナ の方向など

出て来て、１０ｍの伸縮ポールが降りなく成

も全然わからず苦労しました。１２００Ｍは

り １ 時 間 も 格 闘 し て し ま い ま し た 。・ ・ ・

チェックログ扱いでお願いします。

（笑）

JA2MWV:５ ０ MHz でバンドが開けたので大

JL1WCN/1:ハ ンディー機＆ホイップアンテナ

変騒がしかった。最近こんなにＱＳＯしたの

＆内蔵バッテリーで、近所の高台からの OA。

は久しぶりだった。又 ＱＲＰで参加してい

Es 発生でラッキーでした。

る局も多くて良かった。

JN3DMJ:ロ グシート中 1200MHz は チェックロ

JE7CWH/7:午 前中６ｍの condx が良く楽しめ

グです。

ましたが、パイルになりません・・・ 局数

JO1MND:シ ングルバンド QRP 部門希望しま

減少の影響もあるでしょうね。あと１時間長

す。

くオープンしてもらいたかった。 144FM では

JO3CES/4:個 人局運 用と しては十数 年ぶりの

北海道が呼んで来たり、北方面は良かったで

コンテスト。短時間の運用でも楽しかったが、

すが、どのバンドでも９エリアが出来なかっ

以前に比べ局数が激減している印象が強かっ

たのが痛かったです。

た。コンテスト不参加局も多く、そういった

JF1ABZ/1:今 年も何とか「 参加」できました。

人達の目をコンテストにも向けさせる努力・

交信して得点をあげるよりも、コンテストに

施策が必要かもしれないと感じた。

出ても問題ないようにやりくりする事の方が

JQ1KWE:次 回もがんばりたいと思います。

難しいとつくづく思いました。
JF3WNO/2:夜 半過ぎから撤収時まで霧雨が降

●電信電話部門シングルオペSWL

り続き寒かったです。標高が高いとＥｓに弱

JA4-37294/4： 昨年より得点、マルチ共に UP

いというのを実感できました。(笑)

しました。

JG8QXY/8:6 ｍ だけの参加で、80 ％は 2.5W で

JA1-22825： 今年の Es はさっぱりです。

運用しました。
JH1HGF/1:天 気はＦＢでしたが、コンディシ

●電信電話部門マルチオペオールバンド

ョンは西方面がいまいちで聞こえてもＱＲＰ

JA1YAD:昨 年よりちょっとだけ交信数が伸び

の悲しさで取ってもらえず。ＱＲＰでの参加

て良かったです。

局が去年より増えてました。今年もバッテリ

JA1YGX:今 回初めて 6dn に 5600MHz で 出場

ーのみで全ての電力を賄いました。

させていただきました .

JH2CMH:Condx が よく、例年になく賑わって

て来年に生かしたいと思います.

いて FB でした。

JA3YKV/3:市 制６０周年・中核市移行記念Ｑ

JH2FCE/2:久 しぶり に山 の上での移 動運用で

ＳＬカードを ＪＡＲＬ経由で発行しました。

した。終始ガスがかかり、視界数十メートル

JA8NNT/1:場 所取り失敗、少人数でお手軽運

の非常に涼しい環境の中での運用となりまし

用(4 人 ）、また、よろしくお願いいたします。
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今回の経験を生かし

JG1YGH/1:楽 しく参加させて頂きました。あ

参加がしやすいコンテストです。１エリアの

りがとうございました。

スコアに近づこう、そしてうまくいけば追い

JO1YGK/1:今 年は天候に恵まれ、日差しは強

越そうと画策しています。しかし、なかなか

かったですが、快適な運用が出来ました。

うくいきません。しばらくは厚い壁を貫けそ

JO1YWV/0:今 回は６ m のコンディションが良

うにありません。

すぎました。マルチより局数での勝負となり

JR4ZUZ/4:楽 しく参加させていただきました 。

ました が、思ったほどのばせませんでした。

JR8YIK/8:6m の コンディションが良く、大変

参加局が減っているのが原因でしょうか。

楽しめました。また、マルチオペでの参加で

JR1ZTI:コ ンディションがよくない中、全員で

したがオペレート順とオペレート時間の割り

奮闘しました。

振りが難しかったです。

JR2ZIA/2:次 回もがんばりたいと思います。

JH7YTU/7:フ ィールドデーもがんばりたいと

JR3EOI/3:こ と し も マ ル チ オ ペ で 参 加 し ま し

思います。

た。 VU で はバンドごとのカブリ対策が HF
に比べて少ないこともあり、マルチオペでの
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