
CONTEST REVIEW

11 - 12, October 2003

JARL

JARL コンテスト委員会

2003 年 10 月 11 日から 12 日にかけて開催された第 24 回 全市全郡コンテストの CONTEST REVIEW

です。

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，2005 年も全市全郡 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

JR2FWN/2 ：入賞目標にス

タートしたが雨が降り始め SWR

悪化で送信不能。やむなく途中リ

タイヤとなってしまった。入賞 3

要素のロケ・設備・オペレートテ

クニックを揃えたつもりでした

が，設備の雨天対策を甘くみてい

たのが敗因です。来年こそ 4大コ

ンテスト連続入賞をめざしてチャ

レンジします。

JJ7KRA：今回初めて参加しま

した。

JJ1VEX/1：毎年々参加・交信

局数が少ないと思います，JARL

の存続，アマチュア無線の魅力

等含め復活再開局増加の関連提

案制度を行ってみてはいかが?

144MHzの FMモードでは，CQ

を出している方がおりませんでし

た。ハンディトランシーバーのみ

で開局している局も少なくないの

で FM モードのみの参加部門も

検討戴ければ参加局が増えるので

はないでしょうか。

JF3QND：昨年に比べハイバン

ドがさえませんでした。

7N2DYO：初めて参加しまし

た。次はもっと交信できるように

したいです。

7L3NOO：楽しいコンテストで

した。24 時間フルの運用ではな

いが，ほぼ最長時間のオペレー

トをしました。反省点は，やはり

HF帯で交信局数をいかにして増

やすかです（永遠のテーマかも?

）。

7K3HAJ：皆さん，大変お世話

になりました。

JD1BKW/1：3 度目のコンテ

スト参加となりました。今までは

「ニューカマー」で参加しました

が，今回からは「ニューカマー」

ではなくなったため，電話部門シ

ングルオールバンドでの参加とな

りました。約 20 時間弱の運用で

したが，満足度は 90％！ 21MHz

が急に使えなくなったのが残念

（ANTの不良? ）。

7M1ELX：次回はもっと時間を

掛けて，たくさん交信したいで

す。これからも積極的に色々なコ

ンテストに参加したいです。

JA1OGZ/1：約 1 時間の運用

であったが楽しめました。

JK8WBR：ハイバンドが良く

なかった。7MHz ではランニン

グもできて楽しめた。

7N4HXO：今後は，電話シング
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ルオペ 430MHz の部門も増やし

ていただけると FBですね。

JF9HLU：12 日は時間が無く，

よく HFができたと思うくらいで

す。

JI2MKP ：今回のコンテスト

も常置場所からの運用。HF 帯

は 7MHz 以外はできなかった。

1200MHz 帯は出ている局が少な

い。

JF2FKJ：固定より運用しまし

た。

JI1IMB/1 ：今 回 初 め て

1200MHz 帯で参加しました。

ビームが固定のため，位相ズレ等

で苦労しました（特に 1200MHz

に関しては，ビーム方向によっ

て）。

JA3KYS/3 ：雨の予想をして

いたので近くの海岸で車内での運

用となった。今回 3.5MHz でも

参加したがいつもよりロケーショ

ンが悪く，局数・マルチ共に伸び

がなかった。マルチバンドである

が 1day AJD が達成できたので

満足。

JF1FHM/1：大変お世話様で

した。次のコンテストもよろしく

お願い致します。

7N3AKG：今回は 100 マルチ

のコンテストアワードを取ること

ができ，去年は 50 マルチだった

ので，過去最高の成績となった。

7N4BGU：久しぶりの常置場所

からの運用でした。

JL4GRQ：V・UHF帯は参加局

が非常に少ない。外出時に 2 局

（共にローカル局）サービス局と

して交信しました。HF帯しかコ

ンテスト参加局がいなくなるので

は?

JA5ND/3：2 局ですが提出し

ておきます。

JJ0HWL：運用時間が少なかっ

たうえ，コンディションがあまり

良くなく，参加局も少なかったの

で，点が伸びませんでしたが，参

加できたのがよかったです。

電話部門シングルオペ 3.5MHzバ

ンド

JH6FTJ：今回は JARL宮崎県

支部大会があり，満足に on airで

きませんでした。朝の内にちょっ

と 14MHzに出たのですが，電話

の 14MHz という種目がないの

で，電話 3.5MHzでログを提出し

ます。集計ご苦労様です。

JR0GSJ：集計ご苦労様です。

よろしくお願いします。

JL7XVL：バンド巾狭く，空き

周波数確保大変だったが，年に一

度 QSOできる OMおり，FBで

した。

電話部門シングルオペ 7MHz

JG5AVM：7MHzにて各局に交

信いただきました。少ない局数で

すが，ログ・サマリーを提出しま

すので，集計等御手数ですが，ヨ

ロシク御願いします。

JF3EPU：関西地区からの初め

ての参加でしたが，1エリアより

かなり参加局が少ない。

JA6KYU：今回も時間なかなか

取れなく交信局数も少なかった。

次回はどうにかして時間を作り，

もっと交信できる様がんばりま

す。

7K4TBB：家事の合間にコンテ

ストに参加しました。7MHzはい

いですね。また，コンテストも最

高です！

JR0GXA：今回は時間が無く僅

かな QSOにとどまってしまいま

した。来年はもっとじっくりと参

加できればと思っています。

JF9FWY：初参加の全市全郡コ

ンテストです。都合上，7MHzだ

けでしたが，いいところとつなが

りました。最高でした！

JP2MLS：7MHzは相変わらず

非常に混んでいてコンテストどこ

ろではなく周波数を探すのにとて

も苦労しました。やっとのことで

近隣で ON AIR している局に混

信を掛けずに運用をしていたらク

ラブ局が割り込んできて非常に腹

が立ちました。もう少しバンドに

ゆとりがあれば非常にうれしいで

す。

JE9XQS：他の行事と重なり，参

加のみになりました。今回は上位

狙っていたんですが残念です。

電話部門シングルオペ 21MHz

JE8DBO：自宅から暇を見つけ

ての参加でした。

JF7UOA：仕事の都合で，結果

はこの通りでした次回がんばりま

す。

JE1WKI：今年は期間中雨が降

り，目標の局数・マルチ共に達成

できませんでした。また，24時間

は，もう体力の限界です。

電話部門シングルオペ 28MHz
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JH1RJN：28MHz は参加局が

少なく（? ），コンディションも

開けずで，相手探しに苦労しまし

た。

7M4PEQ/1：集計お疲れ様で

す

7K4MSS/1：山岳移動で雨が降

ったので最悪でした。大変疲れま

した。

電話部門シングルオペ 50MHz

JM4QNI/4：移動運用を楽しく

運用しました！！！

JH8GUL：ハムが趣味の王様と

言われた全盛期を思い出すと，何

とも閑散としてさびしいコンテス

トでした。ハム人口の減少傾向が

顕著な昨今，仕方のないことでは

ありますが…

JH1HFH/2：旧式の機械でチャ

レンジしてみましたがまだまだ使

えます

JG0WMZ/0:参加局が年々減少

していますが，参加局は皆さん

がんばっている様子。当局もがん

ばりたいと思います。

JP2IVQ/2：固定からと移動運

用と両方できたら，と思います。

JG3KFM：参加局数が年々，各

コンテストを含め，減少する中，

今回も少ない状態でしたが，参加

することに意義を感じて参加致し

ました（10/12 JST PM4:30 頃，

急に YB0，YC1，YC0 が RS59

で入感していました）。

JA1ZV：コンテストスタート時

は雨のため直近の（アンテナから

20m位）高圧線（6万 6千ボルト）

からのノイズに悩まされ弱りまし

た。

JJ2XWT/2：今回は天気に嫌わ

れて局数をかせぐことができなか

った。ちょっと残念だなあ・・・。

JP2PHC：シングルオペのジュ

ニア部門を作っていただければ僕

たちのような若い者でもコンテス

トがもっと楽しめると思うので，

よろしくお願いします。

JK1USO：限られた時間内での

参加で，局数が増えず，しかも参

加局数が少ないように感じてい

ましたので得点が伸びませんでし

た。

JA3WDL：21MHz参加を予定

していましたが，急遽 50MHzで

参加しました。

JI1CPN/1：開始からの 3時間

は順調に呼ばれましたが，朝から

は局数も伸びず，コンディション

もあまり良くなかったので，目標

の得点には届きませんでした。コ

ンテストの開始時間を早い時間に

変更する件は，検討していただい

てますでしょうか?

JL3XJQ：点数気にしない！参

加するのみ。

JH2GMK：50MHz バンドは，

今年も参加局が少なかったように

感じました。ちょっと残念。

電話部門シングルオペニューカ

マー

JA6LTX/1：ラスト 3 時間は，

声がガラガラでした。

7N4UWM：全市全郡は初めて

の参加。呼び専門でしたが，コン

テストに慣れるように次回は CQ

を出していきたいですね。

JN3WQL：初めて参加しまし

た。関西地方では V/UHF での

参加者が思っていたより少なかっ

たです。

JQ2JST：ハム人口は多い割に

参加者は少ないようだった。

JJ5CRK/5 ：開局ホヤホヤで

す。よろしくお願いします。

7N4XEC：混信が多く受信が大

変だった。50 局を過ぎると同じ

局のみ聞こえてきてダブりでない

局との交信がむずかしくなった。

JA1ENX：自宅から参加しまし

たが，家族サービスの合間の運用。

しかしとても FBでした。

7N4VZO/1：初めて全市全郡コ

ンテストに参加しましたが，コン

テストナンバーが長いのが大変で

した。また，HF のアンテナ（V

形短縮型）と 10Wでは，つらかっ

たです。V/UHFはがんばりまし

た。

電話部門マルチオペオールバンド

JA1YGC：コンテスト開始前に

準備にドタバタしましたが，何ご

ともなく終了して何よりでした。

JA0YDD：楽しく通信ができま

した。

電信部門シングルオペオールバン

ド H

JG2TSL：昨年，成し得なかっ

た 1000QSOを目指し，無事，達

成できました。

電信部門シングルオペオールバン

ドM

JR6DNR：特にありません，ご
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苦労様です。

JR3NDM：集計ご苦労様です。

JN3ANO：各局交信ありがとう

ございました。

JN1NOP/6：さすがにこの時

期になると，本土は遠いです。近

くする武器（＝アンテナ）がこれ

以上良くできないので・・・夜は

しっかり寝て，昼間もしっかり寝

て，泡盛飲んで，オリオンビール

飲んで。ちょっと無線したって感

じです。

JM6EKY：短時間に効率的に

QSOできた。

JK3HLP/3 ：ハイバンドの

Condx は悪かったものの，楽し

むことができました。

JK2EIJ/0：回り込みがあって

3R5，7MHzはパワーをしぼって

の参加になりました。それでもな

んとかなるものだ・・・・。

JK1XDB：多くのコンテスター

が CAM 部門に出るということ

で，私も今回初めて CAM 部門

に参加しました。XAM の時は

VUHFの PHONEで 1エリアは

有利でしたが，今回はその手が使

えずに苦戦しました。ただ最後ま

で緊張感を持って参加できたこと

が良かったです。

JK1JHU/1：コンディションは

今ひとつでしたが，それが幸いし

てか 1 エリア局有利な展開でし

た。得点も自己最高でした。

JJ6TWQ/6：今年の全市全郡コ

ンテストは天候も良かったので，

移動運用しましたが，テントのな

かで窮屈な姿勢で座っていたら

ギックリ腰になってしまい，早々

に引き揚げる結果になりました。

やはりイスと机でないときついで

すね。来年はがんばりたいです。

JJ1IDW：HF ハイバンドを含

めてほどほど楽しめました。

JJ1BDX/3：3.5/7MHzとも大

変な混信と強い信号で弱い局は

かき消されてしまいますね。でも

一番アクティブなのはこの両バ

ンドでした。14MHz は昼間けっ

こう出てましたが，21MHz 以上

は今回はコンディションの低下

もあり厳しかったようです。昨年

同様に思うことですが，現在のコ

ンテストルールでは，マルチがほ

とんど意味を成しません。マルチ

プライヤーは都道府県単位にす

るなどの工夫が必要でしょう。そ

もそも全市全郡である必要はない

のではないかという気がします。

そうすると年 2 回 ALL JA をや

ることになるのですが，そこまで

必要があるかどうか。再考してい

ただければ幸いです。さらに，電

信に関しては 14MHz以上の局数

が非常に少ないことを考えると，

3.5/7MHzのみの電信部門を設け

ると面白いかと思います。以上で

す。

JI1HFJ：3.5，7MHz はアンテ

ナが無く，ほとんど QSOができ

ませんでした。しかし，色々なバ

ンドに出ることはシングルバンド

参加とは違った楽しみがあります

ね。

JI0NXA：今年初めてのフル参

加でした。参加局も多く大分盛り

上がってたようで充分に楽しみま

した。さすがメジャーコンテスト

ですね。充分に楽しみました，こ

れからも参加して行きたいと思

います，コンテスト大好き人間で

す。

JH8SLS：CAM部門のバトルを

楽しませていただきました。来年

はどの部門で参加しましょうか?

JH8PHT/1：コンテストにおけ

る移動局の最大出力は 50W です

ので，出力表示のMを 100Wで

分けるのではなく 50W で分けた

方が 3アマまたは最大 50W運用

局とはっきりと判明しやすいと思

います。P，L，M，H各表示の再

検討をお願いします。

JH6SWF/1：家族サービスの合

間をぬっての参加でしたが，楽し

むことができました

JH4JUK：連休でフルタイム参

加のつもりが，途中所用でロスす

るし，ハイバンドが全然伸びずコ

ンディション不良かアンテナ不調

かな? 次回までには，何とかした

い。

JH2NWP：徹夜をしようと思

っていましたが，夜 12 時過ぎに

は無線機の前で寝ていました。昨

年の記録を少し下回ってしまいま

した。

JH0NVX/1：移動運用のため

天候が心配でしたが，アンテナ

設営・撤収時は雨が降らず FBで

した。コンディションが今ひとつ

で，昨年のスコアを越えたものの

目標に届かず残念でした。

JF1NHD/8：集計ご苦労様で

す。

JE5JHZ/5 ：いくら FB なロ

ケーションに移動しても，やっ
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ぱり Condx が良くないとダメで

すね Hi。特に HF ハイバンドで

は太刀打ちできません。来年に期

待！ （^-^;

JA8DJY：14MHz から上のバ

ンドのコンディションが悪く，残

念な結果に終わりました。

JA6NWC：家族サービスの合

間に参加しました。思うように得

点が伸びませんでした。24 時間

はりついて取り組みたいもので

す。

JA6HXW：ハイバンドは開け

なかったようで，さびしい限りで

す。主力は 7MHzだったので，ハ

イパワー局が威力があったようで

す。

JA6BJV：リグの分離性能も上

がってきました。そろそろ 160m

バンドも含めたらどうですか

JA5IVG：集計ご苦労様です。

今年最後の 4 大コンテスト。移

動しようと思ったのですが，所

用があって HOME からの参加

となりました。従って，ログの

通り健康的な参加となりました。

HOME の Poor な ANT からそ

れでも 7MHz はそこそこにいけ

たようです。今年から CW のイ

ンターフェースを PCにしました

ので，回り込みのせいか，変な符

号でごめんなさい。お呼びいただ

いた各局有り難うございました。

JA2QVP：集計ご苦労様です。

JA1TCF：久しぶりに長時間運

用しました。

JA1FPV：無線外の友人達が遊

びに来ていて，そちらの相手で忙

しく，パートタイムの参加でした。

JA0QWO：「Contest review」へ

の掲載，ありがとうございます。

大変楽しく，参考にさせていただ

いています。今後も，続けていた

だけますようお願いします。

JA0AAQ：孫の相手（子守り）

が優先業務でした。

7N2SPK：HF ハイバンドに出

ている局が少なかったようでし

た。ローバンドはいつもの賑わい

で楽しめました。

JH0SGG：ログのメールで送る

場合の電子化の方法，再度 JARL

NEWS にお願いします。世界標

準になりつつある Cabrillo 型式

の受付なども検討していただきた

いです。

JG8SIS/8：JARL 主催コンテ

ストも最終回になり，短い北海道

の夏と，つくづく感じる季節です。

今回二度目のマルチバンド参加で

すが，モノバンドアンテナを取り

替えながらの QRV，あまり得点

も伸びませんでした。集計ご苦労

様です。

JH6KDY：昨年は具合が悪くて

参加できなくて残念でした。今年

は仕事の合間を見て参加しました

が，パワー不足で満足な結果を得

られなかった。

JA6DNV ：21MHz での QSO

を期待していましたが，ほんの数

局聞こえたのみでした。14MHz

が好調でした。7MHz は QRM

大ですがねばりでかせぎました。

ビームアンテナ局しようが，いく

ら呼んでも応答ナシも有りまし

た。でもコンテストの感じを充分

味わいました。

JH1SAR：11 日夜のコンディ

ションが悪いように感じました。

コンディションが悪いとアパマン

ハムはお手上げです。ムリせず続

けていきます。

JH1HMC：のべ 6 時間ほどで

したが，コンテストを楽しめまし

た。

JF2FNB：終了後，直ちに送り

ました。電子ログですと，こうし

た場合チェックが行われ不備を修

正する時間があると聞きました。

紙の場合も失格を事前に回避でき

るとありがたいです。

JH7CJM：病院から一時帰宅を

許されての参加でした。21MHz

は弱い信号ながらオープンして楽

しめました。年のせいか早い電信

がコピーできなくなってきたよう

な感じがします。

電信部門シングルオペオールバン

ド P

JR1WYV/7：7MHzと 14MHz

のコンディションが良かった。盛

岡地区の 144MHz CW は 2時間

以上 CQを出してできた QSOが

1局と非常に少なくてがっかりし

た。

JR1NKN：所用で部分参加でし

たが多くの局と交信できてうれし

いです。

JL1UYE：時間がなかったため，

少しだけ参加しました。

JH2OMM：集計作業，よろし

くお願いします。

JF2OZH/1：子供の運動会が雨

で中止になり，フル参加で楽しま

せていただきました。QRP は交
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信できたときの喜びは大きいの

ですが，疲れますね。力尽きまし

た。自宅アパートからの参加でし

たが，特に HFハイバンドが全く

ダメでした。アンテナの限界を感

じます。

7K1CPT/1：スタートのバンド

選択を失敗しましたが，フル参加

でき楽しめました。

JA1NHM：自分の体力がない

ので甘ったれの事になるが，コン

テストの参加時間部門制も設けた

らと思う。24時間，8時間，4時

間などと自動車の耐久レースのよ

うにシルバーの参加が増すでしょ

う。

JI6TJL/1：15 年ぶりの参加で

QRP 初参戦です。3.5MHz45m

高フルサイズ逆 V，7MHz3 エレ

八木などローバンド対策に力を入

れましたが，3.5MHzで CQを出

せたのは仮眠局が増えて空いてく

る 04 時 12 分頃から，7MHz で

CQを出せたのはハイバンドが絶

好調な真っ昼間・・・など混雑を

避けた QRP独自の周波数配分で

運用しました。また，ビーム方向

以外からの応答が皆無であるなど

QRP の戦略の難しさも痛感しま

した。

電信部門シングルオペ 3.5MHzバ

ンド H

JH1AWN：コンディションが

FB でした。JJ1Y ○○局の電波

の質が劣悪（電信の信号がキー

クリックが多く）で，妨害されて

困った。これについての善処をお

願いしたい。

JA1MSS ：今年もシングル

3.5MHzの電信で参加してみまし

た。コンテストで長く周波数を独

占するのは気が引けます。2時間

に一度 30 分位の休憩を規約で入

れてはどうでしょうか。次回を楽

しみにしております。

JQ1NGT：今年も全市全郡コン

テストに参加しました。参加局は

例年並みだと思います。夜半に雨

が降りましたが，日中は天候が安

定し移動日和だったと思います。

電信部門シングルオペ 3.5MHzバ

ンドM

JR2NTC/2：気象情報では天気

が崩れるとのことでしたが，運良

く雨が落ちず，稲穂に囲まれて快

適に運用ができました。仮眠のつ

もりが寝過ぎてしまい，局数が稼

げませんでした。雑音が無く，コ

ンディションはそれなりに良かっ

たと思います。

JR1UMO：時間を確保し，アン

テナを整備してのぞめればよかっ

た。

JN2UIY/2：この部門 3.5MHz

は初めての LOG提出です移動で

の参加でしたので雨の心配があり

ましたがパラパラ程度で助かりま

した混信の中良くこれだけ QSO

できたと思います HI

JL7AIA：前半は 1/4λ GP，後

半は ATU ＋ LOOP で参加しま

した。GPはストレス無く楽しめ

ましたが，3/8 λ LOOP はだい

ぶ苦戦しました。

JJ1UDO ：80m は 混 雑 時 ，

500Hz のフィルターではきつい

です。

JH1MTR/4：日曜日が午後一

時まで勤務，止む無くシングルバ

ンド参加。バグキーの調子が NG

で多くの方に迷惑かけました，次

回には ADJします。

JA2BCQ：今年はフル参加がで

きませんでした。残念。

JE0DDK：日曜日は相変わらず

仕事なので，土曜日の夜中と朝だ

けの参加でした。（毎年の事です

が）それもコンテストだという事

を忘れていて出遅れてしまった。

参加する事に意義があるのだと自

己満足！

JN7WPD：久々の休日なので

参加しました。

JF6NBB：家の都合で 12 日夕

方少しだけ参加しました。

JG4UWS：今回も時間の許す

範囲で参加させてもらいました。

1stQSOは少なくまた，参加局が

少なくなったのではと思います。

書類点検等ご苦労様です。

JF0OAJ：12日は町の駅伝大会

だったので参加できず残念でし

た。

JA0LKK/0：このコンテスト，

日中出れないので 3.5MHz はい

いですね。

JA8CEA：短時間しか参加でき

ませんでした。

電信部門シングルオペ 3.5MHzバ

ンド P

JH4FUF：集計ご苦労様です。

賑やかで FBでした，不覚にも夜

中に寝てしまい残念・・・・・。

JE2HVC：キカイの出力を最小
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にして参加しました，何度もコ－

ルとナンバ－を聞き返されました

が QROするなんてインチキせず

自己満足しています。それにして

も H ナンバ－を送る局の多いこ

と！ いかに 1 アマの試験が簡単

になったかということを証明して

いますね。

JA7GBS：夜間と朝方の QRV

で楽しめました。中には××の大

声がおりまして，数多く Call し

なければならず，効率低下の 1因

となった面もありました。電話部

門のように上限電力を制限するコ

ンテストも魅力があるのではない

でしょうか? CONDX. にもより

ますが，3.5，7MHzでは 5wもあ

れば十分に 8から 6まで QSO可

能ですもの！！！

電信部門シングルオペ 7MHz バ

ンド H

JF6EZY：次回もがんばります。

JA7AEM：増築中のため ANT

がありません。屋根に這わせた仮

設の DP で参加しましたが，パ

ワーの大部分はトタン板に吸収さ

れてしまったようです。

電信部門シングルオペ 7MHz バ

ンドM

JR8LRQ/8：この時期，8エリ

アから移動でマルチバンドはツラ

いので，シングルバンドを選択。

それではと，今まで経験のない

7MHzCW で参加してみました。

結果，一日のコンディション変化

を再確認でき，日中でもそれなり

に使えるバンドであることが分か

りました。今後，マルチバンドで

参加する際に反映できるであろう

良い経験を積むことができたよう

に思います。

JR7UOL：久しぶりに個人で参

加しました。

JR6PQD：次回も参加したいと

思います。

JR0ETA/0：天候に恵まれ，野

外での移動運用を気持ちよく行う

ことができました。シングルバン

ドでしたので，夜もしっかり寝て

体力的に楽でした。

JQ1UXN：夜スキップしてまし

たので，無理せず寝ました。おか

げで昼間眠くなりませんでした。

JQ1BTP/9：Low バンドのコ

ンディションが良かったと思いま

す。

JP2RDH：仕事の合間を縫って

の参加でしたが，ランニングもで

きて楽しかったです。

JO2EWL/2：新しいアンテナ

の調整を兼ねて，時間の空きを見

つけて参加しました。移動先にア

ンテナを設置したまま自宅から 4

往復しました。

JN7ELL：この季節の国内コン

テストはコンディションが開け

ない。開催時期を 2 ヶ月前にず

らしてほしい。7MHZ は分かっ

てはいるものの夜中のスキップが

誤算でした。今回はセカンドリグ

IC706MK2での参加でした

JK3GWT：部分参加でしたの

で，局数が多い 7MHz にシング

ルバンドで出ました。300マルチ

直前でマルチが増えなくなりまし

たが，とりあえず 300マルチ取れ

ました。

JI1ALP：全市全郡は幼稚園の運

動会と良くバッティングします。

今年は参加局が多かったのか，昨

年と比べて賑わっていた気がしま

す。

JH3VEY：全市全郡は初めての

参加でしたが，コンテストナン

バーが長いので最初ためらいまし

た。私のような CW 初心者には

受信技術の鍛錬にはよいと思いま

す。今後も参加させていただきま

す。

JH1MZG：以前よりの友人にお

会いできる FB なコンテストで，

今回も楽しませていただきまし

た。アマチュア無線活性化に良い

ですね。

JH0SDA/7：提出期限を忘れて

いました！チェックログとして提

出します

JH0PPS：電子ログでの書類提

出は初めてです。

JF3IYW/3：夜間の 7MHz の

国内コンディションが予想以上に

悪く感じました。7MHz帯は時間

の大半がスキップ状態でした。一

部のクラブ局なんですが，まだこ

ちらが他の局（相手は弱い信号で

あったのですが）と交信中にもか

かわらず「QRL? 」の後に間髪入

れず「CQ TEST」とオンフレで

CQを出し始め・・・ひどい話で

す。まだ不慣れな方が多い学校関

係のクラブ局ならいざ知らず，ベ

テランが揃う，1エリアの某役所

関係のクラブ局がこんなことをす

るのですから呆れてしまいます。

このような行為はコンテスト参加
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者の減少を招きますし，不愉快以

外のなにものでも無いと思います

が如何でしょうか?

JE1XRK：夜間のコンディショ

ンが良くなかったように思いまし

た。昨年より短い時間で参加しま

したが，楽しかったです。

JE0IBO：実家からの参加でし

た。夜の間は降雨で SWR が上

がってしまい断念。翌日は曇りで

SWR も下がり，コンディション

もまずまずで 1 DAY AJDも達成

でき，楽しむことができました。

JA6QDU：運用できる時間だけ

参加して，楽しく遊ばせていただ

きました。ハイバンドを聴いた限

りでは，あまり良くなかったよう

ですね。

JA3QG：毎年楽しく参加してい

ます。

JA3EOG：限られた時間の範囲

でしたが，久しぶりに参加させて

いただきました。

JA1HHU：パパやママは気の毒

ですね。毎年このコンテストは運

動会とダブッてしまうのでちょっ

としか，出られないものね。

JA0SOO：時間の合間に出ただ

けなので，このくらいがいいとこ

ろかな。

7N4MXU/3：シングルバンド

で参加しました。集中して楽しむ

ことができました。QSO してい

ただいた各局ありがとうございま

した。

JA3GW：’02ALL JAがコンテ

スト参加の初めての経験です。今

回の全市全郡は初参加です。コン

テストナンバーが長い，局により

桁数が異なる等で CW 初心者の

私には楽しさ半減でした。

JH4NJQ：政令市はナンバーが

長く不公平と感じる。

JH2WIC：久しぶりのコンテス

ト参加です。子供とフリマに行っ

たり，買い物につき合ったりと，

のんきにコンテストしてました。

QSO していただいた方，ありが

とうございました。

JE1CVL：開局以来，初めての

参加です。長時間は参加できませ

んでしたが，良い経験となりまし

た。

JH2HUQ：初日の夜間はコン

ディションが悪くどうなるかと

思いましたが翌日は例年どおり順

調に交信できました。集計して島

根，鳥取の局が 0でした。他参加

局の少ない県もけっこう多く参加

局の低下がさらに心配です。

JA3ATK/5：同一郡ナンバー局

が CQを出していたのに私は CQ

局を CALLにまわった。

JE7DMH：たまたま会社を休む

用事があったので，7MHzにて参

加する事ができました。3.5MHz

と違って局数が伸びるのが面白

かった。

JA4AVO：「呼びに回る」コンテ

スト参加でした。JCC 増えず残

念でした。

JN3SLN：空中線電力表記 Lの

局が種目コードでは M の中に含

まれてしまうのはどうも納得でき

ません。種目コード L の部門を

設けてほしいと思います。

JH7JHY：年々参加者が減少し

てきて，さみしくなります。

JP3DVP：クラブミーティング

と重なってやりくりがたいへんで

した。また参加だけはします。よ

ろしく。

7K2AMG：今回の全市全郡コ

ンテストの後半，雨になりコン

ディションもいまいちというと

こでしょうか，今使用しているグ

ランドプレーンアンテナの雨対策

をして次回のコンテストではもっ

と雨に強い GP あるいは V ダイ

ポールを使用して雨に強いアンテ

ナを設置しようと思っています。

JA7TJ：短時間でも全国のナジ

ミ局の信号と対して楽しい。

JO7GEV：家族サービスのため

30 分余りしか参加できませんで

した。参加証狙いの参加でしたが

よろしくお願いします。

JA7CRT：とにかく参加して設

備のメンテナンスの資料とする。

電信部門シングルオペ 7MHz バ

ンド P

JJ1RMV ：マンションのベラ

ンダに釣りざお使用のロングワ

イヤーアンテナと最近購入した

IC703で参加しました。交信局数

は，わずかですが私なりに満足し

ています。次回のコンテストも参

加したいと思っています。

JJ1LRD：今年の ALL JAと全

く同じ種目 C7P に参加しました

が，時間の長い全市全郡の方が

QSO が少なかったです。初日の

数が少なく，夜のコンディション

が 4 月と 10 月でかなり違うのを

実感しました。交信いただいた皆

さんありがとうございました。目
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標の 300QSO には程遠かったの

で，入賞は無理と予想しています。

JG1UKW/QRP ：今 回 は ，

QRP で参加致しました。次回も

がんばりたいと思います。

JE7RIT：QRP運用で初の全市

全郡コンテスト参加しました。9

割がた応答に徹し正味 10 時間の

バトルでしたが，楽しかったです。

JE2FJI：QRP でも大変楽しく

参加できました。

JA7FYF/1：短時間の運用でし

たが，QRP運用を楽しみました。

結果は発表が楽しみです。

JA2AXB：久しぶりの，JARL

主催のコンテスト参加です。

7L3EBJ：集計ご苦労さまです。

7L3DNX：2 時間程度の参加で

したが，何とか参加できました。

JI5XTW：マルチが多く楽しめ

ました。ありがとうございまし

た。

JH8FAJ/7：QRP で参加しま

した。交信していただいた耳の良

い各局，有り難うございました。

電信部門シングルオペ 14MHzバ

ンド H

JJ5AKK：初めての電信部門エ

ントリーでした。今回も時間があ

まり取れなくて無念です。でも，

次回は必ずフルに QRV します。

各局にご迷惑を掛けたことと思い

ますが，次回も宜しくです。どう

ぞお手柔らかに。

JH2QLC：1 エリアとの交信が

少なく，コンディションも今一つ

良くなかった。でも，楽しくコン

テストができた。

電信部門シングルオペ 14MHzバ

ンドM

JR8QMO/8：空知郡（空知）南

幌町より，連休での帰省に合わせ

て父 JR8QHS と一緒に移動して

参加。天気予報では雨となってい

て心配だったのですが，意外と天

気が良くなり楽しめました。年に

数回しか使わないせいか，無線機

が不調で次回までの課題を残しま

した。

JR4GPA：楽しめました

JR0EFE/7：パートタイムなが

ら参加させていただき，楽しむこ

とができました。7MHzはチェッ

クログで提出させていただきま

す。

JK1NSR：参加局が減っている

ように感じます。

JH1IFQ：関東から 14MHz に

出ると，コンディションが悪いと

きには，主に九州・北海道しか交

信できません。一方 6・8 エリア

局は関東に比べ交信エリアが広く

得点面で有利だと思います。

JG5DHX/5：Thanks for all,

see you next contest.

JE8GNN：次回は 24 時間がん

ばります。

JK1REJ/1：「絶好の移動運用

日和」が急変して，夜から朝方に

かけての雨。翌日も回復する見込

みが少ない予報を聞いて，半日残

して引き上げた。「体育の日」を

10/10から，第 2月曜日に回した

ツケが回ってきたのか?

電信部門シングルオペ 14MHzバ

ンド P

JN4FNZ：忙しくても楽しめる

部門と考えて 14 の QRP で参加

しました。アンテナのおかげでず

いぶんとたくさんの交信ができま

した。国内コンテストでは 100W

も 5W もあんまり大差ないよう

に思いました。

電信部門シングルオペ 21MHzバ

ンドM

JJ1LBJ：昨年に比較して局数が

減りました。

JA6FXT/1：今回はコンディシ

ョン最悪でした。次回はどうなる

のでしょうか。

JK2BAP/2：集計，ご苦労様で

す。今回 zLog を「QSO 直後に

入力する」道具としてのみ使用。

半端な使い方ですが，未 QSOや

DUPE それにマルチや得点をそ

の場で確認できて，便利の一言に

尽きるモノです。ただ使ったノー

ト PC が Batt 劣化の情けない状

態で紙ログ併記でした。Hi

電信部門シングルオペ 28MHzバ

ンド H

JA0KJD：楽しめました

電信部門シングルオペ 28MHzバ

ンドM

JA4ETH：久しぶりのコンテス

ト参加で，耳の感度とフィルタリ

ング低下に痛感しました。まだま

だ若いのですが！各局，有り難う

ございました。

JA1AAT：28MHz 参加時間の

関係で 3局のみ次回に期待したい
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QRVします。

電信部門シングルオペ 50MHzバ

ンド H

JH3GZO：限られた時間の運用

だったので消化不足です (^ ^)

JE1BMJ：参加局が少なく，明

け方は聞こえる局がほとんど居な

い状態になりました。ALL JAと

ACAG も 6d や FD のように 15

時で終了することを提案します。

電信部門シングルオペ 50MHzバ

ンドM

JR2NOU/9：久しぶりのコン

テスト参加でした移動先エリアの

局との交信ができませんでした

JN1IKR：睡魔に勝てず，だい

ぶ寝込んでしまいました。

JM1LQI：風邪をひいてボロボ

ロでした（T_T）

JH7BEO/7：約 1000m 高原か

らの移動でした。

JE6CUC/6：子供の運動会終了

後の短時間運用でした

JA9IAX/1：3 時間半の参加で

したがけっこう楽しめました。

JA6EFA/4：毎年参加局が減少

しているようです。今年はコン

ディションは最悪でした。

JA1ECG/1：なんとか参加する

人を増やさなければと痛感しまし

た。

7M4QNP：天候が悪く外出を控

えた人が多かったのか，局数とし

ては予想より多かったので良かっ

たです。JARL会員や前回参加局

に対しては，コンテスト紹介メー

ルなどの告知をしても良いので

は?

JA4OEY/1：久しぶりの移動で

した。後半は寝てました。Hi。

JH0CHR：短時間でしたが楽し

めました。関係皆様のますますの

ご活躍をお祈り申し上げます。

電信部門シングルオペ 50MHzバ

ンド P

JR6GUI/1：忙しい中短時間だ

けですが参加しました。今回はア

ンテナを変えて見ましたが，その

評価まで至らなかったのが残念で

す。今年はコンテストの日に限っ

て忙しい事が多く，今一つ充実感

が得られない一年でした。

JF1JDG：今回出てみて参加ク

ラスとリンクしない電力表示の L

について，送信している局は今回

は大変少なかった。意味のない

規定であるので検討いただきた

い。私としては参加クラスを増や

すのが良いと思う。Lのクラス＝

C50L

JE7ENK/7 ：全 市 全 郡 を

「50MHz」で本格的に運用した

のは，実は今回が初めてです。

JI3OYM：集計スタッフの皆様

お疲れ様です。アパマンハムなの

ですが常時 S5 のノイズが出てお

りきびしい状態での引用でした。

メモリーキーヤーのトラブル等も

ありさんざんでした。

7N4QAZ：はじめての CW で

のコンテスト参加でした。大変楽

しかったです。

電信部門シングルオペ 144MHz

バンド

JK3RFU/1 ：144MHzCW，

2.5W，参加時間（準備を含む）1

時間という制約で挑みましたが，

これでけっこう楽しめました。

JH4OUH/4：毎年参加局が減

少しているようです。今年はコン

ディションは最悪でした。

JA6JMJ ：初めての参加でし

た，楽しく遊べました。

JA1VVH：フル参加できません

でした。

7L4SCQ：144MHzCW を中心

に他バンド/モードも運用しまし

た。ログには，すべて含めていま

す（マルチ/得点は 0 になってい

ます）。さいたま市が区になって

初めての全市全郡コンテストでし

た。JCC だけで済むのと，AJA

になるのでは，ずいぶんと違いま

すねー。改めて感じました！！

JE1YQL：今回も何とか参加で

きましたし，前回の倍，交信でき

て喜んでいます。まだ，口ぐせの

フルタイム参加ができておりませ

んが，少しずつ時間を伸ばしてい

きたいです。交信いただきありが

とうございました。

JK1DMT：夜は寝てしまいま

したが，起きている間は，自宅か

らのんびり参加させていただきま

した。

JR0BQD/0：時間が取れず部

分参加となりました。思いがけず

3 エリアと QSO でき驚いていま

す。

JE3PKU ：HF でも 2W 出力

で出しましたが，アンテナが BF

のため全然応答ナシです。2m も

やっとローカル局のみできまし
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た。Hi

電信部門シングルオペ 430MHz

バンド

JI1OWT/0：移動場所のロケー

ションがいまいちで成果もいまい

ちでした。

JE3OZB/1：パートタイムの参

加でしたが，予想以上に QSOで

きました。全市全郡コンテスト

は，HFマルチ部門と VUマルチ

部門を新設してはいかがでしょ

う。

JS1PWV ：今回，町内会の祭

りがありフルオペできないので，

430MHzシングルにしました。

JJ2SQJ：GPアンテナのお手軽

運用でした。Hi

JA9XAT/9：「CQ TEST」を打

ち続けましたが，全然 QSOでき

ず，SSB へ浮気してしまいまし

た。

電信部門シングルオペ 1200MHz

バンド

JF1NDT/2：CW部門がもっと

活性化すればいいのですが・・・

JA1KI：参加局の減少傾向はさ

びしいですが，何とか都合をつけ

て毎年恙なく参加できるのが楽し

みです。

JF1CQH：1200MHz 電信，以

前のようにたくさんの局が参加す

るような方法ないでしょうかね。

もう減る一方なのでしょうか?

JA1DBG：昨年と違って今年

は，1200MHzCW は，参加局が

多く聞こえ FB でした！当局を

含めて呼びに回っている局 5～6

局 QSO できなかったのが残念。

AA ＆ CW に出たので JARL 主

催コンテストに全部参加できて

VYFB！ 73！

電信部門シングルオペ 2400MHz

バンド

JA1LLX/1：久々の担ぎ上げで

したが，天候不順のせいか期待程

できませんでした。

電信部門シングルオペ 5600MHz

バンド

JA5JSU：次回も参加したいと

思います。

電信部門シングルオペシルバー

JP1SRG：参加する事に意義あ

り！

JK1SDQ：コンテストでのお馴

染み局が増えて来ているのが楽し

い。いつも聞こえるコールサイン

が聞こえないと心配になる。

JA1HIY：とても有意義な交信

ができました。感謝いします。

JA6APS：21MHz のコンディ

ション良くなかったですが，今後

の課題としてワークバンドも検討

して下さい。アクティビティをあ

げて，電波の有効利用を図るため

にも。

JA3AA ：多くの局と QSO で

きて喜んでいます。V/UHF帯の

CW参加者がもう少し多ければさ

らに楽しかったと思います。益々

のご盛況をお祈りします。73

電信部門マルチオペオールバンド

H

JH6WDG：PCが使えなくなる

トラブルが多発でした，ハイバン

ドがあまり期待できませんね

電信部門マルチオペオールバンド

M

JO1ZZZ/0：集計お疲れ様です

JI3ZOX：今回も移動ができず

じまいで，アパマンクラブ常置場

所からの運用と成りました，集計

局ご苦労様です。

電信部門マルチオペ 2波

JH7VVR/1 ：BBQ と若手の

CW 練習会を兼ねての，のんび

り参加を楽しみました。

電信電話部門シングルオペオール

バンド H

JR8QNR：体調不良で 5時間ほ

ど蒲団の中で目を回してました。

とほほ・・・

JR3NZC：コンディションはあ

まりよくなかったです。

JQ2EHG：コンテストナンバー

が依然としてわかりづらい。パ

ワー分けはよりシンプルに HML

とすべき，Pは Lに併合すればよ

い。できなければ L も部門とす

べき。電話部門は位置づけが曖昧

である。4 級限定部門とすべき。

1級が参加するようでは意味合い

が薄れる。電話部門とするのなら

HML 分け＋ 14M を新設するべ

き。マルチバンド参加者にバンド

別にコンテストナンバーを変えな

ければならないのも混乱となり，

現実的でない。使用最大電力，あ

るいは参加部門のパワーをイコー
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ルとし送信すれば良いのではない

か? JARL 形式（adi）ログは見

難い。キャブリロファイルでの受

付を行って欲しい。

JM1JIV：最近はフル参加する

と疲れます

JK1QAY：初日 QRVできなか

ったのが，残念

JH4UYB：参加局が減少してい

るようで苦戦した。

JH1WFK：孫の運動会などで

フルタイム運用できませんでし

た。

JH1UUT：21，28MHz のコン

ディションが悪かった。

JF2FIU：全市全郡コンテストは

地方からですと，1エリア近郊か

らQRVする局には V/UHFで圧

倒的に差がついてしまうので HF

主体に QRVしましたが，残念な

ことに HFハイバンドもスキップ

地帯? に入ってしまい苦労しまし

た。それでも昨年比 UPでしたの

でヨシとします. 集計審査ご苦労

様です。

JA1TMG：次回もがんばる

JR6CUM：500WにQROして

最初のコンテストでした。短時間

でしたが楽しめました。

JA7ODY：開催日は，日～月の

体育の日に開催してほしい。

JR3XTO：大都市の区の別は無

くても良いのでは。それでなくて

もマルチが多すぎるし，4ケタの

局に対して 6 ケタ送るのは不利。

それでもダメならこのコンテスト

は全市全郡全区コンテストと改称

すべし。

JA1DXI：”参加”することを目

的としております。今後は交信局

数を増していくこととします。

JH4WBY：運営ご苦労様です。

研究会とぶつかったので 1QSO

のみの参加でした。

JF1WQO：JIDX Contestのス

プリント部門が参考になると思い

ます。重複，マルチに関する考え

ですが，パイルが小さくてツマラ

ナイ，と思うなら例えば「CQス

プリント」を叫ぶ局（[CQコンテ

スト」のかわりに）に対しては，

重複交信でも得点として認めるこ

とが（CQを出した局の CQに応

える局にとっても）「自局のコー

ル＋スプリント」で応える局は回

数を決めて得点として認めるとか

すればいいと思いますし（本体の

コンテストに関しては重複として

得点 0でログに明記させるのは勿

論です），パイルが大きすぎると

思うなら，こういう考え無用と思

いますが，とりあえず 50MHz帯

のみででもスプリント部門，やっ

てみませんか? いずれにしろス

プリント部門，参加局には，電子

ログの提出は義務づけないと収ま

りがつかなくなると思います。種

目が増える事についてですが今で

も種目が細分化し過ぎていると思

います。極端なことを言えば全参

加局まとめての総合順位だけでも

章典としては（発表として）充分

だと思います（オールバンドに出

られるようにしたり，いいアンテ

ナを用意したりするのがコンテス

トに対する，というか，アマチュ

ア無線家としての日々の努力の一

部と思います）。今のルールでい

うところの種目，部門は，それな

りの数のエントリーがあればその

時，表彰すればいいのでは? 私は

まだ「CQ」というものを出した

ことがないので感じ方に偏りがあ

るかもしれません。スプリントの

件，今でもあるかどうかしりませ

んが。

JA4XY：ハイバンドのコンディ

ションが非常に悪かったです。

電信電話部門シングルオペオール

バンドM

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。

JR6BTH：今回は，支部の集い，

市体育祭（雨で中止）等と重なり，

思う様に参加できませんでした。

JR1SLM：HF～1200M まで電

話と CWで楽しく参加しました。

JR1MRG：21MHと 28MHzが

NGでした。次回がんばりたいと

思います。

JR1CCP/1：期待の 7MHzの 2

エレ八木が突然不調！急遽，HF

各バンドのDPを建てて運用する

ことになりました。各バンドでた

くさんの局に呼ばれ楽しいコンテ

ストでした。今までの最高得点と

なりました。

JO1VVT：睡眠不足のため早い

時間にダウンしました。その後も

ダラダラ参加。次回はもう少しま

じめにやります。

XAM:JL6XZI:メインで運用して

いる 21MHz帯がコンディション

が悪く残念だった。

JK2VOC：久しぶりにシングル
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OPで参加しましたが，参加局が

減っている感じです。目標にも届

かず不本意な結果で終わりまし

た。特に VUが全然居ないです。

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。

JJ1JJD：昨年に引き続き電信電

話で参加しました。今年はお手軽

準備でしたが，仕事疲れでよく寝

てました。やはり，体調を整えて

参加したほうが楽しいですね。次

回もがんばりたいと思います。

JJ0ACA/0：集計作業ご苦労様

です。

JI1JPJ/1：今年度は短時間の参

加だったので，局数が延びません

でした。

JI1BFD ：今年は 14MHz や

21MHzがいまいちでした。

JH9VUU：初めて参加し，とて

も有意義でした。次回も参加した

いと思います。

JH7PKU/1：XAM初挑戦しま

した。コンテスト委員会で JARL

コンテストの歴代記録の管理と公

開をぜひお願いしたいものです。

JH6WKF：コンディション最

悪！ハイパワー局のみ入感

JH1QXP：500局の大台乗せが

でき満足しています

JG8HVD：集計ご苦労様です。

HF帯は 10Wで運用しましたが，

思ったより良く飛んでくれていた

ようで楽しめました。

JG0IPW：仕事の都合で出られ

ない時間帯が有りましたが，それ

なりに楽しみました。

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

効率のいい QSO ができました。

昨年の自己結果を下回りました。

また挑戦します。サービスいただ

いた方，有り難うございました。

JF2WOW/2：移動サービスを

兼ねていったので，参加は 2 日

目からとなりました。あまりコン

ディションがよくなかったように

感じます。

JE1SCJ/1：初めて山の上から

コンテストに出ましたが，VUHF

がある程度呼ばれますが，HFは

苦戦しました。目標の 1000 局を

かろうじて達成できましたが，山

の上でもアンテナをしっかり立て

ないとダメだと言うことが良く分

かりました。

JE1REU：3 時間程の参加でし

たが，楽しめました。

JE1HMC：短時間でしたが多バ

ンドに QRVしました。

JE1CKA/1：山頂まで 240Kg

の荷物を 8回に分けて担ぎ上げた

が，3.5/7MHzで RFの回り込み

があり，コンテスト中に対策を施

して 20W の出力がやっとであっ

た。アンテナ設営に手間取り，全

バンドのチェックを事前にできな

かったことが敗因である。

JE0DKR/1：11 年ぶりの全市

全郡コンテスト参加でした。少し

参加者が少なかったような気がし

ますので，特に超短波，極超短波

帯での参加者が増えるようなルー

ル改正を希望します。

JA8JCR：HF ハイバンドはコ

ンディションが悪く参加局が少な

くさびしかったです。でも，自己

記録を更新でき喜んでいます。

JA3QOS：今年も参加できまし

た。

JA3IEZ：次回もがんばりたい

と思います。

JA1XRH：目標の 800QSOs，50

万点をクリアし，ラスト 2時間前

には狙いを 60 万点に上げ，ギリ

ギリでゴールしました。体力的お

よび精神的には全力投球をしまし

たが，まだまだ課題を残しました。

QRL? に対し QRLと応答しても

そのまま居座る参加局には閉口し

ました。こんな局への対応もコン

テストのテクニックなのかな?

JA1RRA：今年最後の JARLコ

ンテスト参加しました。これで目

標の 6 コンテスト参加できまし

た。

JA1QEU：仕事でフル参加でき

ず残念でした。

JA1PTO：今年も登録クラブ部

門の上位入賞を目標にしていま

す。

JA1OQ：今年も楽しく参加でき

ました。

JA1IQK：個人局の運用は 11日

夜だけで短時間でしたが，7M～

1200MHz帯までの 8バンドで参

加できました。なお 12 日昼間は

クラブ局の運用を行いました。

JA1EGP/1：参加者が大変少な

くなったように感じました。

JA0EOK/1：HFハイバンドは

さびしい状態でした。

7N4TEN：144MHzは出力符号

M を送っていましたが，10W だ

と気づき途中から L を送りまし

た。
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7M4HXE：年のせいか長時間の

オペレーションは辛い。

7M4BZX：いつも集計ご苦労様

です。記念局がもっとコンテスト

に出てくれると良いと思います。

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。

7L2RAC：最近移動できません

が，自宅から少しだけ参加しまし

た。また前のように移動運用をし

たいと思っています。

7L1ETP/1 ：初めてマトモに

マルチバンドで参加しました。

50MHzの設備が不安定でしたが，

ノルマの 1200局，100万点を達成

できました。さらには 1Day AJA

（=1000マルチ）も達成! 昼前から

集中力が切れてペースダウンして

しまい，目標の 1分 1局（=1440

局）には遠く及びませんでした。

設営～運用～撤収と忙しく，45時

間で 15 分居眠りしただけだった

ので，さすがに疲れましたが楽し

かったです。

7K2GMJ：今年も楽しめまし

た。

7K1PEO/1 ：準備不足で去年

より得点がダウン！都市部でも

VUHF の局数減は去年よりも加

速しているように感じられます。

魅力あるコンテストにするには…

これも時代の流れでしょうか?

（私もコンテスト以外はほとんど

QRVしませんが）。

JO1BPF：コンテストは今回で

2回目です。時間的合間を見ての

参加ですが楽しくできました。ま

た，コンテストに参加しもっと局

数をかせぎたいと思っています。

JA1BAN ：50MHz でもっと

QSO 数を増やしたかったのです

が，NGでした。

JG1IEB/1：最近は途中リタイ

ヤが多くなりました。

JF1JDA：手が不自由なためサ

マリーシートおよびログシートな

どを JARL 規定同様に作成しま

した。

JF6TYV：全市全郡コンテスト

は，今年初めて参加しました。

JN6WHW：ハムの集いの合間

に QSOしました。夜中のコンタ

クト楽しくできました。

JI1IIF ：千葉県の次の新市の

JCC は 1234 です。もしかする

と私の住んでいるところがそうな

るかもしれない。

JA0AUF：「L」局の信号が「H」

局を凌いで＋ 40db で飛び込ん

で来ました。ただただ驚きある

のみ。VU 帯の信号が極めて少

ない・・・。年々参加局が少なく

なって来ているのは・・・? 困っ

た事です。とにかく，先ず参加す

ること・・・JARL会員としてこ

れしかできませんからチョボ波承

知，呼びかけ専門で参加して行き

ます。

7N4NUC：初めてのコンテスト

参加で少々戸惑いましたが，要領

が判ってきましたので次回からコ

ンテストにはできるだけ出ようと

思っています。

JJ1BWG：今年で 2 回目の参

加ですが，昨年よりも局数できて

FB でした。ハイパワー局が出て

いるためパワーの無い私では HF

で CQ を出してもかぶされてし

まい呼ぶ事にしました。

JA1DTS：144MHzSSBでハイ

パワー（H）は必要でしょうか? バ

リバリで広く周波数使用しても自

己満足でしょう！ 7MHzSSB で

の QRM はなんとかならないで

しょうか? 早くバンドが広がって

ほしい！

7N4IIB/1：当局のコールを録

音し他の周波数で流している局が

いる。処分してほしい。

JF0VMJ/0：2回目の参加です。

楽しませていただきました。今後

も自作アンテナでの効率を工夫し

ていきたいと思います。

JE1SLP：コンテスト人口が減

ってきているような気がします。

JR1EEU：10W でも H 局と同

じかそれ以上強い局が多すぎる。

特にクラブ局に！空中線表示を見

直せ！ 5W～100Wは絶対おかし

い。5W 以下を PP，5W～20W

を P，20W～200WをMにせよ。

JA8NKQ：今回は，所用のため

短時間の参加でした。

JA0LHG：10月 12日の 7:30～

16:30の 9時間の参加でした。昨

年の ALL JA 以来の参加でした

が楽しめました。

JR1MXX：家族サービスの合

間に全市全郡コンテストに参加し

てます。今年もこれで 4大コンテ

スト参加できました。

JI1TYY：短時間の参加でした。

7L1PNG：コンテスト用ログソ

フトと連動する予定でしたが，パ

ソコンが故障したため，基本に

戻ったログでの参加になりまし
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た。それでも，今まで参加した各

コンテストは最高得点となりまし

た。アパマン 2Fハムで，昼夜参

加（深夜抜き）でしたので，大変

満足でした。

JH3PXA：初めて 7MHz コン

テスト参加。3m ワイヤーでは苦

しい。

JA8IBU：仕事が QRL で全然

QRVできませんでした。

7M1VUE/1：集計 5963 です。

WX Rain のため，思うような運

用ができませんでした。

JH1EMH：楽しい時間でした。

JA6URZ：初めての参加でした

が楽しい一時，ありがとうござい

ました。

JG0GGI ：日中の 14/21MHz

は，お昼頃に少々コンディショ

ンが上がりましたが，あまり良好

ではありませんでした。それなり

に楽しませていただきました。

電信電話部門シングルオペオール

バンド P JS1LQI/1：今回もど

うにか参加する事ができました。

JR1TOK：次回もがんばりたい

と思います。

JL1WCN/1：約 10年ぶりのカ

ムバックです。ハンディー機＆ホ

イップアンテナでも十分楽しみま

した。

JJ2VVH：時間がなく短時間の

参加でしたが，楽しめました。秋

のコンディションになっており，

バンドの選択を慎重にしないと局

数が稼げないことも今回のコンテ

スト参加でわかりました。次回以

降の参考にしたいと思います。

JI1AQY：次回もがんばりたい

と思います。

JH2CMH：送信出力と受信能

力のバランスの悪い局がよくわか

りました。（特に 1 エリアの社団

に多い）

JG8QXY：初めての参加でした

が，次回も参加したいと思います。

JF1NPO：次回もがんばりたい

と思います。

XAP:JE7CWH/7:昨年同様忘れ

物で 50 メガの ANT は無しでし

た。昨年の様に 14 メガ爆発が無

い分，マルチがガクンと落ちまし

た。朝方雨でしたが，設営/撤収

時には降らずに FBでした。28～

430は局数探しに苦労します・・・

7N2ECX：仕事疲れが抜けず，

メゲました。HI。

JJ3XJS：コンディションがあま

り良くないせいか，全体的にアク

ティビティの低さが目立った今回

の大会であったと思います。コン

テストに限らずなお一層普段から

アクティビティを高めていきたい

と思います。

JE1CMO/1：前日から仕事で

休み時間しか QRV できず残念。

144MHzSSB で銚子市と 1ST

QSOでき良かった。

JH9YTJ/9：山の中はこわかっ

た。

電信電話部門シングルオペ

3.5MHzバンドM

JS1DCZ：PC のセットアップ

にてこずりました。次の日のお

昼頃からの参加です。やはり日頃

から備えてないとうまくいきま

せん。日頃から自己訓練が必要で

す。Hi

JJ1XNF：3.5MHz に参加して

夜中は寝ていました。昼間は暇な

ので他のバンドで遊んでいまし

た。他のバンドはチェックログで

す。チェックログ以外にもお友達

と数バンドで交信しております。

JA2JTN/2：昼間は 7，14MHz

に QRVしていました。夜中に集

中豪雨にあい，大変でした。

JA0ABK：3.5MHzでははじめ

ての参加ですが，10/11の夜は出

られなく 10/12 昼は聞こえなく，

10/12の夜だけ少しの参加になり

ました。来年はどのバンドにしよ

うかな！

JE8NRE/8：初めての 3.5MHz

運用，楽しかったです。

電信電話部門シングルオペ 7MHz

バンド H

JH8NBJ：今回初めて 7MHzに

出てみました。50MHz の QRM

と違い，とまどいました。長いコ

ンテストナンバーと QRM に悪

戦苦闘しました。

JA2XRO：2002 年に続き 5 回

目の参加です。よろしくお願いし

ます。今回は SSB のみで参加し

ました。正味のオペレーション時

間は 9時間がんばりました。半分

の 12 時間できますと点数が面白

くなります。日中のコンディショ

ンが一時期ダウンしましたが各局

精力的にやっておられました。来

年も参加させていただきたいと思

います。
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電信電話部門シングルオペ 7MHz

バンドM

JR4HNT：楽しめました。

JR3BVX：今年も参加できまし

たが，昨年と同じく HOMEと裏

山との間に張ったアンテナにツタ

が絡まっており，局数は減りまし

た。早めに切り上げる事になりま

したが，最後の 3時間前迄，連続

できました。次回もどうぞよろし

くお願いします。

JQ1DSK/1：河川敷でアンテナ

を張って運用していると，河川管

理者の人から注意を受けました。

自分は迷惑にならないようにして

も，他人には迷惑だと・・

JI2VLM：電子メールによる結

果送付希望

JH9URT ：今年も参加しまし

た！ 夜間の CONDX が悪く伸

び悩みでした。

JH8IZA/8：家族旅行の合間に

夜だけ参加しました。QSO いた

だきました各局 TU。

JH1BED/1：新田町主催の新田

花トピア 2003 イベント局として

参加

JA3AOP：昨年より少しだけ交

信数とマルチが増えました。

7L2MZT：QRV する時間の都

合で AJDを逃しました

JM4NXT：来年は本格的に参加

したいです！

JL7NYX：今年も残り少なくな

りました。オール東北，オール

JA，6m AND DOWN，フィー

ルドディ，そして全市全郡。これ

だけのコンテストしたのは，私

にとっては初めての参加でした。

2004年も参加したいと思います。

宜しくお願いします。

JF3WMN：今回は，コマーシャ

ルの都合で PM からの参加とな

りました。来年は一日中がんばり

ます!!

JO6SNH/6：楽しませてもらい

ました。

JA7ESQ：今年初めて All JA，

6m AND Down，フィールドデ

ィ，全市全郡の 4大コンテストに

すべて参加しました。来年はもっ

と多くの局とナンバー交換するよ

う努力したい（参加証はいつごろ

届くのでしょうか。上記すべての

参加証が来ておりません）。

JA1HAP：コンテストをやる予

定で段取りをしても何かと用事が

でき 1日中やることが出来ません

で，予定していた点数になりませ

んでした。次回もがんばります。

JN3DQK：地域の行事（お祭り）

と重なりました。次回他のコンテ

ストにも時間が取れれば参加した

いと思います。

JA5DFY：集計ご苦労様です。

JL4ORY/4：楽しい時間が過ご

せました。

JA0GEY/0：少し雨に見舞わ

れたがまずまずの天気でありまし

た。途中からキノコ狩りに夢中に

なってしまいました。来年はキノ

コ狩りがメインになりそうでコワ

イのです。

JG7IGQ：ALL JAに続いての

参加でした。バンド内がにぎわい

で大変でした。

JA6LYO/4：来年はがんばりま

す。

JQ6MXW：国内コンテストで

100W 以上の POWER を要求し

ないでほしい。だいたい日頃パ

ワーをできるだけ下げて運用する

法（ルール）があるのに・・・。

JARL主催のコンテストは，考え

てほしい。

電信電話部門シングルオペ

14MHzバンド H

JA8QWT：JARL主催のコン

テストには，できるだけ参加する

ようにしています。

JO6QAW：全市全郡コンテス

トは毎年自宅から参加しておりま

す。

JI6OXK：去年よりコンディシ

ョンが悪く交信局が減り，少々残

念でした。入賞よりも AJA ポイ

ント取得が主な目的でコンテスト

に参加しております。

電信電話部門シングルオペ

14MHzバンドM

JL4BLD：パッとしないコンデ

ィションに悩まされました。来年

もがんばります！

JH6MHO：このコンテストで

は初めて，移動局で参加しまし

た。コンテスト終了時間は 15 時

で十分と思います。

JH5GEN：14MHz のコンディ

ションに恵まれませんでした。

JA6PL：14 メガに出てみまし

た。参加するだけでした。

JA1SWB：国内コンディション

がこんなに悪いとは。アンテナの

良し悪しがモロに出ますネ。こん

な状況がまだまだ続くかと思うと
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憂鬱になります。サイクルの谷は

何回か経験してきましたが，次の

ピークまでハムを続けていられる

か不安になります。

JL4MPH/4：コンテストは「一

泊移動でのんびりと」をモットー

に参加しています。ちょっと遠

出をしましたが，天候不順で昼

過ぎには撤収しました。その後

14MHzが GUD CONDXになり

ました。hi リンゴの産地なので

家族にリンゴを買って早々に帰宅

しました。

JH0QYS：HF もエリアによっ

て開ける条件が違いますので 1，

2，2 エリアに近くてもほとんど

聞こえないことが多いようです。

HFのハイバンドは，6，8エリア

に有利。ローバンドは，1～3エリ

アに有利。エリア別の表彰の復活

を希望します！

JL4LHB：9月に 2アマとなり，

今回初めて 14MHz に QRV。自

作の 1/2 波長逆 V 型 DP で FB

に QSO ができました。しかし

リグは 4 アマ当時から使用中の

10W機のままですが・・・けっこ

う面白い！でも 24 時間は長すぎ

ると思うが。

電信電話部門シングルオペ

14MHzバンド P

JJ4CDW：今回はフルタイムの

参加ができず残念でしたが，SSB

での QSO が以外と楽しめまし

た。参加各局，お疲れさまでし

た。

電信電話部門シングルオペ

21MHzバンド H

JI1DLW：コンディションが大

変悪く国内が開けませんでした。

近場の局もあまり出てきてくれま

せん!! 途中から買い物に行ったり

して，諦めてしまった。残念。

電信電話部門シングルオペ

21MHzバンドM

JL7BIS：運用時間が取れません

でした。

JS6BTO：いつものようにシン

グルバンド（21MHz）なので初日

は見送り，ほとんど聞こえないか

ら 2 日目の朝からの QRV，今回

なかなかきびしい！！中国，四国，

九州の声が聞こえない。種目コー

ドに Lはないのに 10Wで出てし

まった，失敗した。

JK1NAF：200局以上を目標に

参加しましたが，目標には遠い結

果で終了時間を迎えてしまいまし

た。参加している時間は増えてい

るのに反比例して局数は減ってい

ます。ぜひ来年こそ目標をクリア

したいものです。

JH7KSU：あまりコンディショ

ンよくなかった！

JA8RAT：コンディション悪く

苦戦しました。

JE8SND：コンディション悪く

なんとなく参加。以前より参加者

が少なくなりややさみしさがあり

ますね・・・

電信電話部門シングルオペ

28MHzバンドM

JI6DUE/3：今年もコンディシ

ョンが悪く全然でした。年々参加

する局が減ってきているような気

がします。さびしい限りです。

JA0JYU/0：参加者が少なく，

かつ，コンディション悪かった

7N1BHO：本業が忙しく移動運

用の時間が取れず，ホームより仮

設アンテナでお付き合い参加。今

回，PCと RIGを接続し，PCに

よるテスト運用を行ってみまし

た。なれない PC操作にオペレー

ションがついていかず，また RIG

コントロールの IF 製作不十分も

あり多くの課題が見つかりまし

た。少ない交信局数でしたが交信

いただいた方ありがとうございま

した。

JR2TRC ：結果は良くありま

せんが，折角参加したのですか

ら・・・!

JG1TVK：昨年より気合いと目

標を掲げての参加したもののス

タート直後の CW は全然相手局

がいなく，キョトンとしてしまっ

た。翌日は寝坊もするし，逃がし

た局，マルチも多々あり，まだまだ

やりきれていない状態であった。

終わってみると昨年よりも UPし

ていたが，反省点が山積みのコン

テストであった。

電信電話部門シングルオペ

28MHzバンド P

7K2PBB：OC DX TESTと重

なり忙しかった? 10m としては

けっこう楽しめました。集計ご苦

労様です。73 GL

JI7CDB：コンディションが悪

く，さっぱりでした。

JH3DMQ：28MHzSSBは特に
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局数が少なかった。QRP だから

聞こえても中々コールサインが認

識してもらえず苦労しました。コ

ンテスト周波数でラグチュウする

局がいました。せめてコンテスト

時間は避けてほしいものです。広

いバンドなのに!!

電信電話部門シングルオペ

50MHzバンド H

JP1LRT：開始直後から約 11時

間，ノイズに悩まされました。そ

れがなければ・・・3連休になって

から参加局が減ったと思います。

JG2WIL：長く続けるようにが

んばります。

7K4TSJ：あまり伝播状況が芳

しくなく大変でしたが楽しめまし

た。

電信電話部門シングルオペ

50MHzバンドM

JR1ERU/1：残念ながら諸事情

により中途棄権しました。

JQ1AHZ/2：今年は雨風強く移

動するにはキツイ 2日間でした。

JM1TDG/1：集計ご苦労様で

す。初めての場所でしたが，いか

んせん局数が少なく，初日の晩は

さびしい状態でした。

JK1BII：30分の運用でした。

JJ2GOB/2：二晩宿泊でフルタ

イム参加の予定で出かけたのです

が，コンテスト開始とほぼ同時に

雨が降り出してしまい，翌日小雨

になったのを見計らって撤収して

しまいました。

JJ1TML：参加したと言うよう

な点数ではありませんが，雰囲気

だけ楽しませてもらいました。

JI3KHN/2 ：集計ご苦労様で

す。今回は午後から参加しまし

た。コンテスト終了直後から大粒

の雨が・・・小降りになったとこ

ろを見計らっての撤収となりまし

た。

JH8BHP：Eスポによるオープ

ンもなく，バンド内 1局もいない

時間が多かったです。

JH5UPI/5：10/12 は朝のうち

雨が降っていたためか，移動局は

ちょっと少なかったです。

JH4IJG/4：全国順位を目標に

してがんばります。地方順位，全

国順位と上の目標を目指していけ

るので地方に住んでいるものには

励みになります。

JH2OJS/2：3 連休になってい

るところが多いので土曜日の朝

09:00 から日曜日の朝 09:00 まで

の開催にすれば，家族サービスも

できて参加者が増えるのではない

でしょうか。

JH1PCJ：久しぶりのコンテス

ト参加で楽しく運用できました。

JG1HTA/1：10月 12日，朝か

ら参加した。奥武蔵グリーンラ

インは，朝方は雨，昼間は霧に包

まれて涼しかった。7MHz 用の

INV-V に 50MHz を乗せての参

加であったが，2エリアや 0エリ

アと交信ができけっこう楽しめ

た。

JF3LCH/3：天気が悪くて移動

局が少なく少しさびしいコンテス

トでした。移動地の天候も悪く，

台風のような強風のため最後まで

運用できませんでした。

JA9RBZ/9：CQを出しても呼

ばれない，CQを出している局も

少ないと局数が全然伸びず。天候

も良かったので日頃の疲れが溜

まっていたのか午前中からうとう

と寝ていました。

JA1WHG：参加者が少ないで

すね，なぜでしょうか? 私はANT

の調整不測で早々にリタイヤでし

たが

JA1OVD：（1）連休で局数減少・

前後の週に変更希望 （2）時間変

更・21時から 18時迄で十分（3）

VUHFでは移動局に勝てない，局

数減の原因でもある・移動/固定

別種目の設定

JA1FCX：数年ぶりに開局し参

加しましたが，参加局も減り残念

に思いました。時代の流れですか

ね・・・。

JG1GCO：相変わらず参加局少

ないですね。

JI0KLM/0：コンディションが

上がらず苦戦でした。また，参加

局も少なく感じました。天気のせ

いもあるかもしれませんね。CW

は回り込みが解消せず QRVでき

ませんでしたが，次回の課題です。

JA4TOH：短時間しかワッチで

きませんでしたが，参加局が少な

いようでした。

JA9VEQ/4：参加者が少なく，

さびしいコンテストでした。

JF3UCF/3：年々参加者が少な

くなってきているように感じまし

た。

JJ8NNR/8：支部役員，本部役

員がもっと参加しなさい！

JR2NRP：全市全郡コンテスト
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は毎年参加しています。参加者が

携帯電話の関係か非常に少なく

なったように思われます。家族と

の合間に参加させていただきまし

た。

JE3KXB：土，日曜日が仕事上，

休みでないため，土曜日の夜，自

宅からの参加になりました。

JA3PYH/4：参加局数が少なく

なりました。

JN3TRI：全市全郡コンテスト

初めて参加しました。

JH2JTW/2：気象条件の変化，

突然やって来て同一バンドの抑圧

によるトラブル等で途中でコンテ

ストをやめなくてはならないこと

が多々あるので運用場所の移動を

2個所迄良しとして欲しい。

JJ3TAE/3：集計ご苦労様です。

今年も無事参加する事ができまし

てけっこう楽しめました。今年の

大きな国内コンテストも終わりま

したが来年もできるだけ参加した

いと思います。

JA9TQY/9：ALL JA～全市全

郡まで 4 大コンテストすべてに

参加。サマリーシートを出すこと

ができました。来年もがんばりま

す。

JA5SQH：徳島上空で動かない

低気圧，ずっと雨，時々雷，このた

め一日中帯電したノイズと移動局

の混信が続く最悪のコンディショ

ンでした。この中で一瞬のすきま

から遠くの局が沢山できたのは良

かった。

JK1FBA：毎回，コンテストに

出ている局が限られた人になって

きてしまっているような気がしま

す。

JA2GSM：コンテストが始まっ

ているのに混信なし。約 1時間の

参加でしたが得点も少なし。もう

少し参加してほしい！

JA1COW：初めて 50MHzオン

リーで参加してみました。大変楽

しい 2日間を過ごすことができま

した。

電信電話部門シングルオペ

50MHzバンド P

JR0LME/0：悪天候，悪? コン

ディションで大変なコンテストで

した。初めて P 部門に挑戦しま

したが，コンディションが悪く聞

こえないためか昨年の半分程度の

成果に終わりました。しかし，予

想よりも PHONE での応答率が

高かったのは驚きでした。それな

りに耳の良い方が増えているよう

で，P部門でも楽しめることがわ

かりました。年に 1回程度この部

門に挑戦することに決めました。

JM1RPV/1：今回は，QRP＋

自作アンテナでどこまで電波が飛

んでいくかを楽しみながらのコン

テストでした。いつものことです

が，微弱電波を拾っていただいた

各局に感謝!です。

JI5OCD/1：久々のコンテスト

参加でした。面白かったです。

JF1ABZ/1：移動運用場所が悪

く，蚊に悩まされました。暦の上

では秋ですが，まだ夏が残ってい

ますね。

JE6TUP/6：久しぶりの参加で

したがコンディションが今一つで

局数が伸びませんでした。

JA3XQO/3：すべて 6mAMの

みで運用して交信したものです。

JA2MWV：ノイズが多かった

様に思います。いつも応答が有っ

た局からの応答が無かったのが

多かった。コンディションも今一

だった。QRPでは限界かな? ?

JQ1NBE：移動運用の準備をし

ていましたがあいにくの雨で，固

定からの運用となりました。その

分，局数は増えましたが・・・

7L1MPQ：今回も QRPの 2W

出力で参加しました。今年は，聞

こえる局が少なく感じました。リ

グはいつもと変わらないのです

が・・・。

JH4WMP/4：正味 1～2 時間

でしたが，500mWで参加しまし

た。数人の方には私のCQに答え

ていただき，感謝・感謝です。も

う少しゲインのある ANT＋長時

間運用すればけっこう交信できそ

うですね。来年はがんばってみる

つもりです。

JK1TCV/1：集計ご苦労様で

す。短時間でしたが楽しめまし

た。

JE1OOV：久しぶりにがんばり

ました。

JA3QVQ/3：この度は，風力発

電機がよく廻ったので夜も安心で

きた。局数はコンテストの度に少

なくなるように感じる。運用時間

の最終を 2日目の 15:00位にする

ともっと楽しく参加できる。

電信電話部門シングルオペ

144MHzバンド

JO6UVN：秋晴れの中，家族は
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運動会に，私は暗いシャックに 24

時間。明日はお日様に当たろう

JK8TBL：楽しいコンテストで

した！

JK8FQE/8：北海道は天候もよ

く FB でした。50 － 430 部門も

あったら面白いと思います。

JJ8GFL/1：家族サービスでほ

とんど運用できなく大変残念でし

た。来年こそはせめて半日でも運

用できればなぁと思っています。

JG0EGY：14MHz のコンディ

ションが悪かったので，急遽 2m

で参加しました。

JF2DND：2m初参加です。

JE7NZB/7：参加者増加をお願

いします。

JE7BFU/7 ：雨の中大変でし

た。

JE3CSO/3：次回もがんばりた

いと思います。

JA8NNT/1：GP1 本のお手軽

運用でした。

JA7WXL/1：疲れました短時

間のスプリント部門を設置してく

ださい。

JA1XEM：久しぶりに VHFに

でてみました。

7M1UBW：来年もがんばりま

す

JL1DLX ：今年も何局かのフ

ァースト交信ができ，参加の楽

しさを味わいました。コンテスト

なので QSL カードの交換が思う

ようにいかないのがデメリットか

な? でもまた参加します。

JH3FJU/3 ：10 月 12 日の

21:00 迄の運用は長すぎる。

15:00 時位迄が望まれる。参加者

の要望も聞いてご判断下さい。

JA9TRJ/9：年々参加者が減っ

ているようです。

JL4SXA/4 ：来年消滅郡にな

る甲奴郡甲奴町（過去 10 年間

144MHz バンドでは声を聞いた

事の無い）珍しい町名から，コー

ルバックを期待し QRV しまし

た。バンド内は静かでコールバッ

クは少なく，過去最低の結果でし

たが，交信局の約 93％が「甲奴町

1STです」の声で，サービスでき

たから良しとし，帰宅しました。

JK1HCG：今年は少し局数が増

えました。

JR3JBH：10月 11日～10月 12

日会社を休んで参加する予定が仕

事が入り休めず残念でしたが時間

の許す限り QRVしました。

JR0JOW ：今回もフルエント

リーできませんでした。参加に意

義あり！年々，参加局が減ってき

ているのを実感しています。

JN4AIW：今回はコンテストの

ことを忘れてて，急に参加したの

で時間取れなく 5局との QSOで

した。

JE2LWP：全市全郡コンテスト

は毎年自宅から参加しています

家族サービスの合間の運用で参加

だけはしましたという結果でした

がコンテストはやっぱりいいです

ね。

JK4AMX：参加される局が少

なくなりました。

JN7LRG/7：2年ぶりに全市全

郡に参加しました。参加局が少な

く感じました。昨年は仕事の都合

で参加できず，残念。今年は初め

て耶麻郡（やまぐん）から運用し

てみました。眼下に檜原湖や会津

磐梯山を望み，紅葉を見ながら素

晴らしい運用ができました。

JN2VBA/2：アパマン局なの

で，車からの移動運用しかできま

せん。早く，固定局から ONAIR

したいです。

JE4KHQ：年々コンテストは

FMの場合，参加局が少なく，さ

みしいです。時間の都合上参加の

みです。

JG1ENI：長男（小学 3 年）と

移動運用しようと思い，現地・ア

ンテナ等すべてセットした後に長

男が熱を出し，慌てて自宅へ帰り

ました。そのためこのような結果

でした。

JH7DMS/7：10/2早朝より雨。

また，夕方より霧でコンディショ

ン良くなかったが，がんばりまし

た。マルチが多くできたので満足

です。各局大変ありがとうござい

ました。今回 4 年目の参加でし

た。73！！

JM3TDZ/3：当地から東へ向

けての運用でしたが，小さいアン

テナでも 1エリアの方と QSOで

きたので嬉しかった。今後のアン

テナの方向のアンテナの指針にも

なり有意義でした。ただし参加数

は少なかったように思います。

JH9VJW：コンテストマン養成

に力を貸して下さい。

電信電話部門シングルオペ

430MHzバンド

JR9HCV/9：仕事の関係で終

了まぎわの 2時間あまりの参加で
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した。コンテストの声は全く聞こ

えず，交信もわずかにとどまって

しまいました。1日目はコンディ

ションもよさそうだっただけに

（? ）残念でした。

JQ1KWE：次回もがんばりた

いと思います。

JO1GJB：事務局の皆様には集

計作業ご苦労さまです。今年も参

加させていただきました。年々参

加局が減少していく昨今，何か工

夫が必要な時期なのかもしれませ

ん。例えば，飛び賞の新設やログ

提出局の中から抽選で何かが当た

る等というのはいかがでしょう。

JL3OXR/1：久々に移動局の免

許を取って，久々に移動運用し

て，久々にコンテストに参加しま

した。

JL1OKJ/1：思ったより多くの

局と QSOできました。首都圏に

は 430MHz の局がまだまだたく

さんいますね。

JJ1EMC：開始時間が遅かった

ため，ポイントを稼げなかった。

次回はもう少しがんばりたい。

JI4EAW/3 ：集計ご苦労様で

す。やはり参加者が少なかった

ですが，楽しめました。ありがと

うございました。

JI1OJZ：すべて応答しての交

信，大変だった。

JI1JCI：時間が少なく，あまり

できませんでした。

JG6JRH/1：今年も無事に締め

くくることができました。来年は

ステップアップして参加したいと

思います。

JG1DKS：集計ご苦労様です。

30分位ですが参加してみました。

JE1MPR/1：集計ご苦労様で

す。天気が悪かったためか移動局

が少なく感じましたが楽しめまし

た。

7N4LXB/1：今回は初めて CQ

を出してみました。ロケが良かっ

たせいか，即パイルアップとなっ

てしまい，慣れなくて慌ててし

まいました。スムーズなオペレー

ションの難しさを痛感しました。

お相手くださった局長さん有り難

うございました。

7M1URA：次回もがんばりた

いと思います。

7L2BEI：昨年の個人の記録を更

新できて，良かったと思います。

7K4FVR：次回もがんばりたい

と思います。

JL3YAE/5：クラブコールです

が，シングルオペレーターでの参

加です。430MHz FM のみでの

参加でした。

JK1VZK：来年は時間をつくる

ぞ。

JA1AAA/1：時間的に厳しい

オペレートでしたが，楽しむこと

ができました。来年も是非参加し

たいと思います。

JI5SAO：本年度も移動には行

けませんでしたが，また，来年度

も参加したいと思います。

JL8HWJ/8：全市全郡コンテス

トは，開局してまもなく参加しま

した。緊張の連続でしたが，楽し

くできました。また色んな場所へ

行き電波を飛ばしたい。コンテス

トは楽しくていいですね。

7M4JUO：全市全郡コンテスト

を始めとして，すべてハンディー

機にてささやかな運用をしていま

す。自分なりに今回も満足できま

した。

7N3WAG：初の全市全郡コン

テスト参加です。

7K3GOH：参加局が少ないこと

もあって一桁でした。

JK4JYA：来年は時間をつくり

フル参加したい。

JI1GUM：局数は少なかったで

すが，楽しめました。

7L2KOZ/1：久々のコンテスト

参加です。参加部門＜種目＞が増

えているのに驚きました。

JR1GNT/1：久しぶりにバン

ド内がにぎやかでした。途中で雨

に降られたのが残念です。

JN3KDO/3：今回のコンテス

トは非常に少ない QSOで終わり

ました。次回がんばります。

7K4ECG：楽しませていただき

ありがとうございました。

JS1FVG/1：関東はあいにくパ

ットしない天気でしたが，おかげ

で雲海が見れたり雨上がりの虹が

見えたり，また秋祭りの時期なの

で遠くの花火が見れたりと，コン

テストをしながらもそれ以外のこ

とでも楽しめました。それと 24

時間の場合には後片付けなどがあ

るので，18 時～18 時にして欲し

いです。

JL7IXB：集計ご苦労様です。

JO1GTL/1：初めてのコンテス

ト参加です。実家湯河原町鍛冶屋

に訪問。帰りに星ケ山に上がった

らコンテストを行っていました。

そのままコンテスト参加となりま
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した。苦心の末記入しましたので

ミスがあるかもしれません。宜し

くお願い致します。

JJ3BTI/3：免許を取ったとき

は，モービル局，移動局が大変多

くて，430MHzバンドは，にぎや

かだったが，携帯電話が普及した

分，局数が大変少なくなったと改

めて実感した。

7L3EMP：アマチュア無線のバ

ンド内が普段はとても静かです

が，コンテストがあるときだけに

ぎやかです。これもコンテストの

意義あるものですが，ちょっとさ

みしいですね！

JK8SQQ/8：全市全郡コンテス

トは，初めての参加でした。楽し

かったです。

電信電話部門シングルオペ

1200MHzバンド

JR1UJX：9 月末に茨城県鹿嶋

市から東京都練馬区へ引っ越し

ました。転居前は CAH部門ばか

り参加していましたが，今回は

X1200 です。都市部だというこ

ともあり，けっこう楽しめまし

た。

JL2OGZ/1：たった 1局ですが

書類を提出します。集計ご苦労様

です。よろしくお願いします。

JI4HKA/4：残念ながら，今年

は過去最低の結果となってしまい

ました。

JH1SZO：1200MHzCW次回参

加を検討！送りと受けのバランス

がやっと取れたかなと感じました

JA1FWJ：次回もがんばりたい

と思います。

7L1FFN/2：仕事の都合で，途

中からの参加でした。風雨が強

く，結局最小設備での運用でし

た。2日目の夕方に見た雲海上の

半円型の虹には感動しました。来

年は 24 時間フル参加したいもの

です。

JS1UVH/2：あいにくの雨の

ため，移動予定地を変更し，

JCC サービスに切り換えました

が・・・。来年を期待しよう。

JR9NVB：バンド防衛の笛吹け

ど，ハムは踊らず。

JP3LMH：毎年このコンテスト

は参加者が少ない。体育会および

お祭りなどと重なる。日程の変更

などされては。

JF1LAU：1200MHz で初めて

のコンテスト，局数が少なくがっ

かりした。

電信電話部門シングルオペ

2400MHzバンド

7M3TSA：久々に全市全郡コン

テストに参加しました。

JA1KKL/1：初日は運用開始直

後の雨のため中断，そしてトラン

スバータのトラブルによる中断

で，力を出すことができず，途中

撤退しました。雨対策や予備の機

器の用意が必要と感じました。

JH1HEK/1：全市全郡コンテ

ストは，毎年移動運用を楽しんで

います。紅葉真っ盛りの中でのコ

ンテストでした。お天気は 10/11

のコンテスト開始 3時間は良かっ

たがその後は雨となり，翌日も雨

とコンディションは最悪でした。

電信電話部門シングルオペ

5600MHzバンド

JA5MFY：次回も参加したいと

思います。

電信電話部門シングルオペシル

バー

JR1CQZ：今回は UHF，VHF

にも出ましたので今までの私の記

録を更新しました。

JL2MCG：12 日午前中 2 時間

の間に，1.2GHz より低いバンド

へ SCAN をかけ，CQ 出してい

る局に呼びかけ，応答してくれた

局です。

JA1CP：毎年楽しみに参加させ

ていただいております，おかげ様

で FBな時間を過ごすことができ

ました，有り難うございました。

JM6BYV：孫の相手で限られた

時間しか出られませんでした。

JA7QPG：楽しませてもらいま

した。ありがとうございました。

JA6EX：最近 2文字コールの局

の参加が少ないようで少し恥ずか

しいような気持ちです。サフィッ

クスの 3文字をゆっくり送って下

さいと言われるのが恐い・・・。

2CALL の STN が多いとそんな

こともないのでしょうが。と思う

昨今です。

7N2DFV：旅行中で早く帰って

来て行いましたので前日ができず

残念でした。

JF3LOQ/3：「趣味は広く持て」

と先人から教わりましたが，ハム

に，写真に，オーディオに，音楽

にあり，毎年外資系の SP（スピー

カー）メーカーのセミナーに東京
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へ。その際ハムに余暇に（あまり

の TIME）ハムにかせぎますが，

ハムにも哲学，写真に哲学，オー

ディオに哲学，音楽に哲学がある

のが見えて来ました。人間のドロ

ドロしたものの中から美しいもの

が見えてきたようです。次の世界

に入る 1歩かなと思ったり弱気に

もなりますが若い世代に逆行から

MAPなんかがようものがありま

す。詩が美しい中でも「世界に一

つだけの花」はとても良く大好き

です。人生観もあります。どんな

詩人が作詞したのでしょう。

電信電話部門シングルオペ SWL

JA8LWS/1 ：都合により最初

だけの参加でした。次回はぜ

ひ・・・。

JA4-37294：町内の秋祭りのだ

んじりを見物しながら，コンテス

トに参加しました。

JA7-2227/1：1000 の大台に乗

りません！ 14MHzが昨年と比べ

てとても悪かったのが誤算でし

た。24 時間受信はきつかったで

す。

電信電話部門マルチオペ 2波

JR8YIK/8：メンバーが集まっ

てクラブを結成してから 2回目の

コンテスト参加になりました。ハ

イバンドのコンディションは今ひ

とつでしたが十分楽しめました。

JR0ZAY：コンテストそのもの

はもちろんのこと，その準備など

の過程を含めて大勢で楽しめまし

た。

JH1YHS：久しぶりのクラブ゛

によるコンテストで，楽しい時間

を過ごすことができました。

JO1ZYI：今年は去年に比べる

とコンテスト参加局が大変多かっ

た。コンディションも大変良く，

たくさんの局と交信できたので

FBでした。

電信電話部門マルチオペオールバ

ンド H

JM4UJY：最近はマルチオペの

楽しさにおぼれています。

JA1YYE：次回もがんばりたい

と思います。

JA1YGX：次回もがんばりたい

と思います

電信電話部門マルチオペオールバ

ンドM

JR4ZUZ：楽しく参加させてい

ただきました。

JR1ZTI：目標得点クリアしま

した。

JI2ZNP/2：雨・風に負けず，今

年も移動運用でがんばりました。

JA2ZLF：当クラブは，長いブ

ランクのあとのコンテスト参加で

す。

JA1YAD：昨年より交信局数，

マルチともに伸びてよかったで

す。

8N4ISS/4：VUの参加者が少な

くなりました。さびしいです。

JM1ZJI/1：朝，小雨のため出

発を 45 分繰り下げ。現地到着後

は良い運用日和となりました。

7CW は 3W ＋ 2.5mh 小形 DP

としてはがんばったと思います。

電信電話部門マルチオペジュニア

JN1ZST：最後のコンテストと

なりました。長い間ありがとうご

ざいました。

JH0TIS/0：中学生二人と 4 ア

マ取得から始め，やっと 3アマに

合格したと思ったら，もう卒業！

あっと言う間でした。マルチオペ

でのつたない交信からも卒業し

て，立派に一人歩きを始めます。
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