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JARL
CONTEST REVIEW
全市全郡コンテスト
9-10, October 2004

2004 10 9 10 25 CONTEST年 月 日から 日かけて開催された第 回全市全郡コンテストの

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

コンテスト開始当日に台風の上陸により、参加計画の変更を余儀なくされた方も多かっ

たようです。そのためコンテスト前半は参加局が少ないように感じましたが、天候が回

復した 日目から参加された方も多く、後半は例年並に賑わったようです。 帯は夜2 HF
間のスキップにより 数は少なくなりました。最近誕生した新市郡のナンバーがマルQSO
チとして記載されていないログが見られましたので、ロギングソフトの市郡データの更

新をお願いいたします。

また、コンテストレビューの発行が遅れましたことお詫び申し上げます。

（コンテスト審査分科会）

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

●電話部門シングルオペオールバンド

：アンテナの設定で苦労しましたJA6QHX/6

， 。が マルチ・得点がタイムリーに増えました

たくさんの方に交信していただき有り難うご

ざいました。

：今年は台風のせいか，１日目（９7N3AKG

） 。日 に出ている局が少なかったように思える

当局のＱＳＬカードは単なる交信証ではP.S.

なく 「交信証発行命令書」です。ＱＳＬカ，

ードは必ず発行しましょう。

： が殆ど交信できなかったのJK1SMY 21MHz

が，さびしい感じです。ビームアンテナにあ

こがれます。

：先月の台風でアンテナの向きが変JL4GRQ

わり，修理後，本格的に電波を出そうと思い

参加しましたが向きが少し悪いのかコンディ

ションが悪いのかあまり聞こえませんでし

た。 はダメでした。21MHz

：今回の台風 号が静岡以東を直JI4UMT/4 22

撃したので 等で１エリアが全然交信50MHz

出来なかったことと前回の台風 号で私の21

ホームグランドの岡山市貝殻山が土砂崩れに

より頂上までの道が通行不能で上がれず

で全然３エリアが交信出来ず低430/144MHz

い得点に終わって残念。

：固定より運用しました。 はJF2FKJ 3.5MHz
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の調子が悪く運用できず， ･ ･ANT 21 28

では参加局が聞こえず，交信できま1200MHz

せんでした。

：いつも楽しく参加しています。JE9EYW

：台風の影響で予定していた場所7M1AAC/1

で運用できなかったのが残念です。

：台風の関係で予定していた移動運7N4BGU

。 。用を断念 久々の常置場所からの運用でした

：いつもながらの自宅からです。JH2POY

台風 号の直撃の中，移動されている局に22

感謝感謝，ご苦労様です。

：移動運用の予定でしたが，台風のJN1AEQ

来襲で固定での参加も楽しかったです。

：コンディション今一， ハイバンJL2PCI/3 HF

ドは全く聞こえず昨年より局数・マルチ共に

少なかったようです。

：久々に全市全郡コンテストに参JO1ULQ/1

加しました。参加部門がずいぶん変わり，驚

いています。合間の運用でしたが，楽しむこ

とができました。

：台風の直撃が予想されたため，移7N1PWM

動運用から固定運用に変更。数日前からひい

ていた風邪が悪化して途中でダウン。何事も

準備が肝心ですね。

，JA1HHV：台風が来ている中での参加となり

自宅からの運用となりました。

よろしくお願いいたします。JA1QAO:
地区の住民体育祭が、台風のたJA1WWH:

め中止になったのでゆっくり参加できま

した。成績はこんなもんかな？、オペレ

ートのテクニックは何回参加してもさっ

ぱり上達しません。

台風上陸で移動できませんでJA6BLQ/1:
したが、少しでも参加できコンテスト気

分を満喫できま した。

ＦＢに楽しめました。JA8RUU:
茨城県久慈郡への移動運用を計JF1ZJI/1:

画しましたが、台風のために断念。例年

より、移動局が少なかったようです、多

くの局が自宅から参加のためか・・ ＱＳ

Ｏ数に比して多くのマルチが得られまし

た。

結局、数時間の参加になってしまJF2TIR:
いました。

台風 号でコンテストどころでJF3QND: 22
、 。はなかった各局 お見舞い申し上げます

あまり聞こえなかったので早めにJI1JCI:
終わりにしました。

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

。 、 、た 今回は ２時間弱しかＱＲＶできず

過去最低の結果になってしまいました。

Ｅｍａｉｌでログ提出ができるのがとて

もＦＢです。また来年を楽しみにしてい

ま す。

台風直後のコンテストで同軸にJQ1XBY:
水が入ったらしく が高くて思うよSWR
うに運用できませんでした。

集計ご苦労様です。毎年楽しみJR5PPN:
に参加でき、楽しい時間を過ごせ喜んで

います。次回の楽しみにしています。

●電話部門シングルオペ3.5MHzバンド

：おかげさまでたのしませてもらいJA7QPG

ました。今回は電話 に参加させても3.5MHz

らいました。ありがとうございました。

： 参加部門及び種目」欄の記入方法JG0PFO 「

3.5MHzが理解できなくて困りました。要は

の を当局一人で出力 で参加しましSSB 10W

た。

集計ご苦労様です。毎年楽しみJR5PPN:
に参加でき、楽しい時間を過ごせ喜んで

います。次回の楽しみにしています。

●電話部門シングルオペ7MHzバンド

：全市全郡コンテストをコンディショJG0OJC

ンの良い 月にやって欲しい。6,7,8

：久方振りに「全市全郡」に参加させJG1VCI

。 。ていただきました いつもお世話になります

今後も宜しくお願い致します。

：楽しませてもらいました。JO6SNH
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： 日は朝早くから仕事に出かけ，JH2KQR 10

夜 時頃帰ってきてから少しだけでもコンテ8

ストに参加したかったので提出します。

集計ご苦労様です7M4PEQ/1:
参加証をゲットするだけになっJP2PHC:

てしまいました しかたないです。受験生

ですから。さあー勉強に します。QSY

●電話部門シングルオペ21MHzバンド

：全市全郡コンテストに初めて参加JP1TFK/1

しました。少々寒い日でしたが楽しく運用で

きました。

：今年は 連休と前日の台風の影響JE1WKI 3

か，参加局が少なく感じたのとコンディショ

ンも今一つのような気がしました。

，JD1BKW/JD1：コンディションがとても悪く

安定した運用をすることが出来なかった。ア

ンテナを取り替えてみたり，向きを替ええた

りと，いろいろと試行錯誤してみたが，やっ

ぱりダメ。 できた局長さん，ありがとうQSO

ございました。

ラスト１０分の参加でした。JS1MBH:

●電話部門シングルオペ28MHzバンド

：台風の余波で雨の中でした！7K4MSS/1

●電話部門シングルオペ50MHzバンド

：全市全郡コンテストに初めて参7N4LDG/1

加しました。

：今回は当日に所用があった為，自宅JH1PFR

からの運用になりました。運用場所が同一市

内でのみの移動，固定からの両方で運用が可

能であると，更に良かったと思います。参加

するのみで，順位は気にしていません。

：台風 号の影響で移動局が少なかJA1ZV 22

った。年を取ってくると 時間出ずっぱり24

はムリで充分睡眠をとって，もっぱらポイン

トサービスに徹しました。

： 年連続土曜日は移動運用できまJH2VOO/2 2

せんでした。

：台風 号の通過後，霧雨の中でJA7CXT/7 22

の短時間の運用でした。

：今年は 日は台風 号襲来で大変JR2NRP 9 22

でした。ことに風は無かったですが，雨が激

しく１日しか参加できませんでしたが皆様大

変であったかと思います。

：当日関東地方を襲った台風の影響でJI1CPN

移動局が激減。全体の参加局も少なかったよ

うに思います。

：台風一過にならず，雨が降って7L1MPQ/1

いたので，家の前の駐車場での「移動運用」

になってしまいました。今度こそは，頑張ろ

うと思っています （いつものことですが ）。 。

： 以上の電話部門もあってJH1CIG 144MHz

いいのではないですか。たくさん部門，種目

があって大変と思いますが。

： メガは 対策として にパJA3JY 50 TVI 10W

ワーダウンして運用・局数少ないですが，コ

ンテストに参加が意義ありと考え提出しま

す。

：パソコンソフトを使用せずにチェJK1USO

ックリストを作ってやったので大変でした。

昔はみなさんそうだったのですが，次回から

はパソコンでやりたいと思います。 での10W

局数アップはやはりきびしいですね。

短時間でしたがコンテストの面7K1ALW:
白さを味わえました

標高１，４０５ｍ御前山からJA1KHZ/1:
の運用でした。生憎雨模様で寒かった

夏に比べ遠くへ電波が届かなJA6HQQ/1:
くなり、マルチが稼げず。今回は台風で

、 。移動を諦めたが 次回は移動を掛けたい

悪天候にて時間短縮で運用JG0WMZ/0:
集計ご苦労様です。台風 号JM1TDG/1: 22

の通過を確認してから出発。山に行こう

かと思いましたが、林道でスタックする

危険があったので、急遽、平地移動とし

ました。ただし、思っていた場所に入れ

ず、代替地を探したり、深夜に小雨の中

での設営となり、だいぶ遅刻してしまい
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ました。電話は、喉がつらいですね。

●電話部門シングルオペニューカマー

：今回のコンテストが初めてでしたJA1OFO

が，ドキドキしながら一局目の方と交信を終

えるとものすごい達成感があり， 局の方と13

交信できました。

：今年初めて参加させていただきまJA1MQI

した。多数の方が参加されるので大変賑わっ

てとても楽しかったです。いつもこれ位賑わ

っていたらいいなと思います。

土曜日の２時間しか参加でPN:7N4UWM:
きませんでしたが、楽しむことが出来ま

した。開始時間が夜６時頃になると嬉し

いです。

初の電子ログです。よろしくPN:JA1NGR:
お願いいたします。

もう少し頑張らないと駄目でPN:JA1PKB:
す。

また頑張りますPN:JA1SDN:
初めての全市全郡コンテストPN:JQ2HYB:

参加でした。少しの時間しか できなQSO
かったので、次回はがんばります。

●電話部門マルチオペオールバンド

：今回の大会では台風が来るというJA7YFB

，ことで のアンテナを出さなかったが50MHz

台風がそれたので出していれば良かったと思

った。

来年は学生免許保持者がいなくJA7YJU:
なってしまうのです

●電信部門シングルオペオールバンド

：新市誕生が多かったのでそれを狙JH7CJM

っての参加でしたが新市からの は大変QRV

。 。少なくがっかりしました 来年又頑張りたい

：仕事と開催日時が，重複してしまJG2KGS

ったので，帰宅後の運用でした。色々とバン

ドを変更しようとしましたが，１時間のみの

運用でした。

：那珂郡からは最後の参加となりましJH1VIG

た。次回は常陸大宮市に変わります。

：アンテナの調子が悪く，ハイバンJA1BAN

ドに できず残念でした。本当の意味でQRV

のオールバンドは次回ということで。

： （市町村）を探していまJA4AVO 1st QSO

した。 はみつかりませんでした。JCC CW

：最近は空界不良ですね。７ とJA6DNV M

14M 50M以外は全くだめでした。いつもなら

21M Es 58や の を期待するのですが，やっと

局，参加のみです！

：又，来年も元気で参加します。JA3ATK/5

： 、 も期待したのですJA6FKX 21MHz 28MHz

がコンディションが良くならず残念でした。

：最近は空界不良ですね。７ とJA6DNV MHz

１ 以外は全くだめでした。いつもなら4MHz

50MHz 21MHz Es ,や の を期待するのですが

やっと 局、参加のみです！58

ハイバンドのコンディションがJA7AEM:
あまりよくなく、ＤＰアンテナではかな

り苦しい状態でした。

の データを更新しJA7DLE:Zlog ACAG
ていなくて入力出来なくなり立ち往生の

失敗でした。来年は気を付けようと思い

ます。コンディションは良く無かったで

すね。

あ゛～、 さえなかったら取JE5JHZ: QRM
れるのにーー！！。呼ばれているのは判

るんだけど できないのって辛いでCopy
。 。 、す いつものことですけど(苦笑) 各局

スミマセンデシタ( 。--;
桜区に移動予定でしたが、台7L4SCQ/1:

風の影響で、腰くらいまで水が上がって

おり、志木市に変更して、部分運用しま

した。

台風直撃の首都圏とは打って変7N2JZT/6:
わり、非常に良い天気に恵まれ、楽しむ

ことができました。ハイバンドと心中す

るつもりでしたが、そのハイバンドがイ

マイチでした。
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当日は悪天候で移動局が少なか7N2SPK:
ったですね。今回は長時間参加できて楽

しめました。得点は？？？ですが・・・

短時間の参加でしたがログ提出7N4MXU:
します。次回はフルタイム参加を目指し

ます。

あいにくの雨でアンテナのＳＷ7N4VPS:
Ｒ調整に手間取りましたが、楽しめまし

た。ありがとうございました。

なんとか参加出来る時間が得らJA0AAQ:
れました。

台風の予報のため、移動は中止JA1ECG:
して自宅から参加しました。

次回もがんばりますJA1IZ:
台風だったのでやはり初日の参JA1LPV:

加局数は少なめ。参加局数増加のため、

希望者にはメーリングリストで開催案内

などの広報活動が必要かと思います。

今回もフル参加できず。ＨＦのJA1TCF:
１４ＭＨＺから上はＣＯＮＤＸが悪いで

す。

呼びに回らず だけのコンテJA1XEM: CQ
ストでした。

集計ご苦労さまです。JA2QVP:
が静まりかえっていまJA3ATJ:21/28 MHz

した。 した局数の ほどがマルチQSO 95%
としてもカウントするというこのコンテ

ストルールは，ボチボチ変えどきではな

いですか。

集計ご苦労様です。今年最後のJA5IVG/5:
４大コンテストということで、 に36006d
移動して参加しました。颱風 号の影響22
はなかったのですが、翌１０日昼頃から

雨が激しくなり山の上ということもあっ

てリタイヤしました。これで、今年の４

大コンテストは全て移動で参加できまし

た。各局有り難うございました。

家族サービスでフル参加ができJA6NWC:
ませんでした。

幸いにも台風の影響は殆んどJF1NHD/8:

ありませんでした。昨年と比較してハイ

、バンドの が良くなかったようでCONDX
大分スコアを減らしました。

次回もがんばりたいといいながJG0EXP:
ら、 年近く同じシステムです10

コンテストナンバーのうち、運JG3VEI/1:
用場所を示すコードは区ナンバーは止め

て市・郡のみとした方が良い。

楽しい 時間を過ごさせて頂JH1AWN: 24
。 。きました 遠距離が不調に終わりました

時間ができましたので、ゆっくJH1MZG:
り参加楽しませていただきました バ, HI。

ンドがコン ディションがよくないようで

すね

仕事がＱＲＬで疲れていた為、JH2NWP:
８時間の睡眠とお昼寝までしてしまいま

した。結果は散々ですが、最後は体調も

よくなり３時間半ほどランニングできた

ので、コンテストに参加したと感じるこ

とができました。

１２時間参加のハーフタイム部JH3AIU:
門を新設してはいかがでしょうか？

の コンテストでは実施してRSGB IOTA
おり、 参加者からは好評のようでOT/OM
す。

ＪＡＲＬ県役員会で部分参加にJH4JUK:
なりました、ハイバンドは聞こえないで

すね。

集計ご苦労様です、 日は昼かJH6KDY: 10
ら仕事で余り出来ませんでした、又宜し

くお願いします。

は常識の無い局増JH7IPR/6:Low band CW
えました。 無しでいきなり 出しQRL? CQ

Call始め、同じ周波数で呼べばちゃんと

あり。 と打ってback QRL QRL PSE QSY
も何を言われているのか理解できない人

もおりました。

コンテスト委員会で歴代JH7PKU/0:JARL
記録(レコード)の管理と公表をぜひお願

いします。
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今年も参加出来、光栄です。台JI0NXA:
風の関係か局数伸びませんでした。交信

して下さった各局さん有難う御座いまし

た。又お会いしましょう。

集計ありがとうございます。今回JI1HFJ:
は、１４４／４３０で思ったより交信で

きました。 は自宅が狭い敷地なの3.5, 7
Wで アンテナに苦労しました １００、 。（

でもフルサイズ の５ よりも弱かっDP W
たかもしれません！）

楽しめましたJJ1UDO:
一瞬だけの参加です。初日の台JK1LYP:

風のおかげで移動組が少なかったようで

す ね。残念。

台風の被害を心配して参加も迷JK1XDB:
ったのですが、幸いフル参加することが

できました。

台風のせいか、参加局が少なかJK2EIJ/0:
ったような感じでした。

台風のため部分参加となってしJK3HLP/3:
まいましたが楽しめました。

台風の影響で参加が危ぶまれまJM1LRQ:
したが、直撃は回避されたため無事参加

できました。ハイバンドの状態がいまひ

とつであったため、ローバンド主体の運

用になってしまいました。

久し振りに 月 日に当たりJM2CAN: 10 10
ましたが、台風 号の影響で参加出来な22
い方 が沢山みえたように思います。極端

に参加局が少なく感じました。１年に９

個も、台風が上陸は異常に思います。

各局 交信ありがとうございまJN3ANO:
した。

仕事（自営業）の合間を見て楽JN6WHW:
しませて戴きました、有り難う御座いま

。 。した スタッフの皆さんご苦労様でした

１４メガのコンディションをJR1WYV/7:
期待したが、非常に悪かった。７メガに

集中した感がある。 早くコンディショ

ンが良くなって欲しい

。JR6DNR:台風には毎度心配させられます
風対策は充分にしよう。

台風接近の予報にビビってしJR8LRQ/8:
まい、移動運用の予定を急遽変更。千歳

の大人げない設備を借用し、無線機持ち

込みで参加しました。土曜日に行ったア

ンテナ工事の打ち上げで、コンテスト開

始直前まで栄養ドリンクを大量摂取して

、 （ ）いたため 波に乗りきれず 乗りすぎ？

眠くて仕方なかったです。今回は台風の

影響のためか、参加者が少なかったよう

に感じました。

昨年に続き南幌町から参加。JR8QMO/8:
台風が近付いていたため、いつでも撤収

可能な状態にし ていました。夜中に少し

風が強まりましたが、結局朝方までもち

ました。コンテストは無線機が不調で、

おまけに発電機まで…。そういうことも

あって 時には撤収開始。普段のメンテ8
ナンスが大切だということを痛感しまし

た。

ハイバンドのコンディションがJR9DPV:
悪く、 の９０％が でした。ローQSO LB
バンドマルチ部門があれば間違いなくエ

ントリーした事でしょう。

●電信部門シングルオペ3.5MHzバンド

： 月 日は台風 号が関東地方をJQ1NGT 10 9 22

通過のため，激しい雨が降りました。そのた

めか移動局が少ないように感じました。

は例年どおりの賑わいでした。3.5MHz

：終了 分前からの運用になりましJA3TVQ 30

た。

：集計，ご苦労様です。台風の通過JK2BAP/2

直後でまだ雨が残っていましたが，近場へ移

動して参加しました。設営時，撤収時ともに

雨模様で，晴れの時に比べて倍近い時間が掛

かり大変でした。今年はとにかく天候に祟ら

れる１年になりそうですね。

フルタイム参加出来ず残念でーJH3GZO:
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す。

短時間のコンテスト参加でしたJA0GSG:
が、楽しみました。ハイバンドをワッチ

してもコン ディションの為か殆ど聞こえ

ず、寂しい状態でした。

ローバンド初めてのメジャーJA1VVH/1:
コンテスト参加です。 の フィ600Hz CW
ルタでは呼ばれても混信で内容確認でき

ず、設備のグレードアップ化を痛感しま

し た。

朝、夕刻を中心に参加させて貰いJA3RSJ:
ました。各局ＱＳＱ，ＴＫＳ

で を狙って参加しまJH0SGG:3.5 WAJA
した。しかし、フルにオペレートできず

・・・沖縄聞こえず で残念でした。

堺市のヨットハーバーからＱＲJI3DNN/3:
Ｖしました。全参加者数は減ってません

か？

集計作業お疲れ様です。ありがJK1HWQ:
とうございます。土日が仕事の関係で、

夜間運用ができる３．５ＭＨｚシングル

で参加しました。私の貧弱なアンテナで

も戦えるように、ＣＷでの参加でした。

私のアンテナで聞いた１エリア各局の信

号は、フワフワした感じでした。ローバ

ンドは、いいアンテナがないとコンテス

。 、トにはきついですね コンテスト終盤に

オンフレで突然／２移動のクラブ局が出

てきて、周波数を取られてしまったのに

は閉口しました。

アンテナの整備につきますね。JR1UMO:

●電信部門シングルオペ7MHzバンド

：途中だけの短時間の参加でしたがJG2VOJ

久しぶりに楽しませていただきました。来年

も是非参加したいと思います。集計作業御苦

労様です。

：ハイバンドのコンディションが悪JA8ABK

いので苦手な バンドに参加しました。7MHz

：集計ご苦労様です。２回目の参加JA6URZ

になります。今回もたのしく が出来ましCW

た 。。

： 中 なし，安定したJH8COB QRV QSB

でした。BAND CONDX

：この時期めずらしい台風の通過後7K2AMG

の全市全郡コンテスト，結果予想されるのは

各バンドのコンディションで特に 帯は7MHz

晩から夜中にかけて今年ほど悪い年はなかっ

た。コンディションはずれて殆どの人は

帯へ降りてきている人が多かった。3.5MHz

来年はもっと頑張るぞ！！

：限られた時間での参加でした。アJO7GEV

ンテナの飛びが今一つ悪く，交換をかんがえ

ております。来年もガンバルぞ！！

：初めてコンテストに参加しました。JQ6XJP

今後も積極的に参加し上位入賞を狙いたいと

思います。そのための第一歩として書類提出

させていただきます。

JI2IWB/2 All JA, 6m & down,Field-day,：今年は

All Asian DX Phone & CW JARL全市全郡， 等

の大きなコンテストに全部出られました。参

加証の日本地図＆世界地図を ！！GET

： 月いっぱいで無くなる北会津JE7DMH/7 10

郡のサービスに行きました。９日が台風とコ

ンディションが悪かったので局数が伸びず，

プラスパソコンがトラブッて全手打ちとなり

ました。

：初めての参加です。今回は参加してJN2GIG

申請することを目的にしました。

：リグのパワーを絞って 部門7N4XAN/1 QRP

で参加しました。コンテストでは是非電信，

少なくとも電信電話のジュニア・ニューカマ

ー部門があれば良いなと思いました。

：自作オートだインや自作送受信機JP6VCH

（キット含む）を使いました。

：ＱＲＰｐ信号を受信していただいJA1BVA

た沢山の局に感謝します。 以下の部門0.5W

を新設してほしいと思います。電力表記はＱ

を提案します。ご検討をお願いします。

時間の合間に出ただけなので、JA0SOO:
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このくらいがいいところかな。

久々のコンテストを楽しみましJE6DND:
た。

７ＭＨｚ電信部門初参加です。JJ5AKK:
各局有難うございました。今回ＱＲＰ局

の活躍が大変目立ったように思いますが

気のせいでしたか？

参加でしたが約 時間しっJM1TUY:C7H 9
かり睡眠してしまい、僅か 局程度の400
交信 で完敗です。

が と に記録JS1OYN:JA5APU 0618 0710
JA5APUしてあります。これは２回目に

が呼んできたときに と何回もQSO B4
送ったにもかかわらず、しつこく呼んで

きたので仕方なく交信をしたためです。

当然得点は としておきましたが、0
側は一回目の の記録が無いJA5APU QSO

のかもしれません。

短い時間ですが とにかく参加7K2GMF:
しました

このところ、なかなかフル参加JA2BCQ:
ができていませんが、ＪＡＲＬのコンテ

ストには短時間でも参加しています。表

彰盾をもらいたいと思っています。

久しぶりの充実したコンテストでJA3QG:
した。

体調悪く，少しだけ参加しましJA3QOS:
た。

集計ご苦労様！今回も仕事の為JA5IDV:
フル出場できず残念！

台風１８号でハイバンドのアンJA6HXW:
テナが降りてますので、 で参加しましDP
た。コンディションもハイバンドは開か

なかったようです。７ＭＨｚはＨの局が

多く なり、ＣＱもままならない感じがし

ました。雨だったのでゆっくり楽しみま

した。

ロギング用 とリグの連動がJE4TRB/2: PC
上手くいかず、出鼻をくじかれた状態で

コンテストに突入したためか、やる気が

今ひとつのまま終了まで過ごして しまい

ました。来年の は万全の体勢でALL JA
挑みます。

今年は九州が割合コンタクトできJF3RSF:
ました。

長野は台風の影響はそれほどJG0SXC/0:
ではなかったですが、 のコンディ7MHz
ションが悪いのと局数が少なくつい眠っ

てしまいました。日曜朝少し寝坊し出遅

れました。台風一過で快晴、秋の風がさ

わやかでした。

時間がなくあまり参加できませJG5CAJ:
。 。んでした 来年は長時間参加できるかな

今回も都合で移動できず、自宅JH1DHV:
から細々と出ました。

国内コンテストに５００Ｗ、１JJ6TWQ:
ＫＷのパワーは必要ないのでは？参加者

のパワーの上限を制定してはどうか？ハ

イパワー局で を出して呼ばれても受CQ
信できず、ＣＱを連呼するばかりの局が

あった。こういう電波は海外にも受信さ

れており、日本のハムの世界的評価を落

とすことになっている。コンテスト委員

会で検討していただきたい。

なかなか局数を増やすことがでJO3AGQ:
きませんでしたが、楽しんで させてQSO
いただきました。交信いただきました各

局 ありがとうございました。FB QSO
ログシートは データをJR0GNY: Hamlog

独自の方法で変換処理しました

JR1CPB: .初めて参加しました

前日の台風のため移動をあきらJR2NTC:
め，自宅から少しだけ参加しました。

は夜中と夕方、国内がスJS1PWV:7MHz
キップして がのびませんでした。QSO

今回の７ ｚはまずまずのコJA7UDE: MH
ンディションであったと思います。コン

テスト周波数範囲はたくさんの局でいっ

ぱいでした。仕事の関係で、断続的にし

か参加できませんでしたが、楽しむこと
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ができました。

昨年よりスコアーを伸ばすことがJE7RIT:
出来ました。新市・郡がＱＲＶしにぎや

かになるかと思っておりましたが、そう

でもなかったようです。

から初めてコンテスJE7YTQ:FISTS JA7
トに参加しました。次はマルチオペに挑

戦したいです。今 回のオペレーターは

大杉だけでした。JK7UST/
JG1UKW/QRP: QRP短 い時間でしたが、

で参加を致しました。皆さん耳が良いの

で結構ＱＳＯ出来ました。

台風の影響で、移動先よりマルJH0NVX:
チバンド運用できず、シングルバンド

の参加となりました。それなりに楽QRP
しめたコンテストでした。

●電信部門シングルオペ14MHzバンド

： ニューを期待したいのですがJA1DZZ JCC

・・・・。

：パートタイムでの運用でしたが皆JA9RPU

さんの耳の良さと スポのおかげで楽しめまE

した。

。JK1LUY:次回もがんばりたいと思います
楽しく参加させて頂きました。JA6JMJ:
近年まれに見るコンディションJA6SRB:

の悪さでした・・・

台風＆連休の影響か、少なめのJF6NBB:
得点となりました。午前中はあまり良く

なかったです。

Ｐｏｏｒ にがっかりJH1MTR/4: Condx
でした。

台風でアンテナが壊れたので、コJH6QIL:
ンテスト２日目の朝から作業し、夕方に

やっと電波が出せました。

本土と安定してＱＳＯできるJN1NOP/6:
バンドは、１４だけになってしまったよ

うな 気がします。

楽しめましたJR4GPA:
コンディションがいまいちであJR0QWW:

ったためか、遠方しか開けず、大票田で

ある エリアがぜんぜん聞こえませんで1
した。これでは入賞もおぼつかないよう

に思います。今度は出るバンドもよく検

討して出たいと思います。

●電信部門シングルオペ21MHzバンド

：台風のすぐ後のコンテストで特にJA6FXT/1

東北・北海道の局が少なかった皆さんアンテ.

ナは大丈夫だったのであろうか。

：数時間の参加でしたが楽しめましJG3SVP

た リグの不調のため 廻りこみでご迷惑をか. ,

けたようで申し訳ございませんでした。初め

てキーを操作することなく運用しました。パ

ソコンキーイング使うと手打ちには戻れませ

んね！！

：久しぶりに でのコンテスJE7ENK/7 21MHz

ト参加でした。

短時間で参加させていただきましJH7PJQ:
た。

出勤日の為、部分参加でしたがJR1NKN:
参加できてうれしいです。また次回も参

加できればと思っております。

●電信部門シングルオペ28MHzバンド

で や エリアと出来、ビッ7K2PBB:Sc 4 7
73 GLクリ。毎回の集計ご苦労様です。

台風の直後とコンディションJA0EOK/1:
のせいか参加局がとても少なく、２８Ｍ

Ｈｚシング ルバンドでの参加は暇でし

た。

台風が通り過ぎてからの移動JM1RPV/1:
だったので、半分だけの参加となりまし

た。全市全郡コンテストの開始時刻に無

線機の前に座っていなかったのは、十数

年ぶりの出来事でした。

●電信部門シングルオペ50MHzバンド

：度重なる台風のためアンテナが半JA5SQH

分しか回らなくなってしまい、思うように方
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向が定まりません直前まで長時間労働だった.

ので、大変よく眠りました。

：さすがに 参加は無理になっJA4OEY/1 24H

Hiてきました。

：台風 号の影響もあってかコンJR5HWQ/5 22

テスト参加局が少なかったように思います。

年々コンテスト参加局が減っている中 時,24

間コンテストを維持するのは大変です来年度.

以降は ＆ や と同じ 時間に短縮し6m D FD 18

てはいかがでしょうか？,

： は から上は 悪くJL4MPH/4 HF 14MHz condx

ほとんど聞こえません。天気は悪い は,condx

悪いで最悪のコンテストでした ログは.

のみ提出します。50MHz

：台風のため、山岳移動を断念し、JI6TJL/2

マンション屋上に 段と をCLDXZx2 CL610A

45m 12D-SFA仮設で建設し、 高のアンテナ＋

で 運用しました。 でも１エリア在QRP QRP

住当時の皆様と再会でき充実した時間を過ご

、 。しましたが 撤収も丸 日かかり大変でした1

。7N3BGR:次回もがんばりたいと思います
多くの局と で交信でき楽しJA1GAC: CW

めました。

とても有意義な交信が出来ましJA1HIY:
た。有り難う御座いました。

参加局が少ないですね。JA7MJ:
ベランダＧＰでは限界でしょうJA9IAX/1:

か。？他局がＱＳＯしている相手局が聞

こえません。

ちょっとだけの参加でした。JF3IPR:
短時間ながら今年も参加できましJI2GVL:

た。

台風の影響で参加局がとても少なJJ1IDW:
く感じました。

約４年ぶりに 主催コンテJN1WXW: JARL
ストに参加しました。トレーニング不足

によるスキル低下で 局の弱い信号を拾P
。 、いきれませんでした 台風の影響なのか

目標ＱＳＯ数にも届かず、不完全燃焼で

す。変な話ですが、オリンピックで３連

覇した柔道の野村選手が握力が４０ｋｇ

ない、と言われていたのを聞いて自分も

何か戦いたいな、という気力が湧いてき

ました。

最後の１時間だけ参加しました。JF2AIJ:
台風のためか、参加局が少ないと思いま

した。

台風のため、移動局が少なかっJH9UJB/1:
、 。たですが 局数的には昨年と同様でした

集計お疲れ様です。

いつもこの時期は、職場の行事JJ2VVH:
と重なります。何とか少なくても参加す

ることに意義 があると思って、交信をし

ています。アンテナをきちんとあげて、

短時間でたくさんの局と交信できるよう

な工夫も必要なようです。

。JL3MZJ:５エリアと交信できてよかった
台風の影響で半日しか運用でJR2NOU/9:

きませんでした。

前日からの悪天候で移動局が少JR6GUI/1:
なかったですね。

●電信部門シングルオペ144MHzバンド

：今年も自宅から２ｍ のみで参JK1DMT CW

加。交信局数は昨年並み。果たして今年はど

んな結果か･･･？

集計ご苦労様です。久しぶりの参加JQ1HIV:

ですが楽しめました。

台風の接近・通過により野外移動運JH0KSP:

用をあきらめました。しかし、都道府県マル

チではなく市郡マルチのため、移動運用に固

執せず固定のアンテナに託した結果、移動時

に引けを取らない成績であったと思います。

：台風の影響で、高台からモービルJI4EAW/3

.ホイップでの簡単な運用になりました

参加局が少なく、疲れました。JE2HVC:
今回も３０分以内のちょっとJK3RFU/1:

だけコンテスターとして参加しました。

山の上は霧雨でした。４時頃にJM1LQI/1:
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なって暗くなってきたので、帰ろうとし

たのですが、 がどうしても私の交信2nd
局数より多く交信してから帰ると言って

きかなかったので、少し帰りが遅くなり

ました。

●電信部門シングルオペ430MHzバンド

： 日の朝は、台風一過の快晴だJA9XAT/9 10

ったので、喜び勇んでいつもの移動ポイント

へ行ってみると、山頂はガスの中。風が強い

うえ、寒くてしばらくは、アンテナを上げれ

ず、モービルホイップでしのぐハメとなりま

した。 も空振りばかりで、午前中で撤収CQ

しました。

：やはり開始直後しか局数が増えまJJ5CVM

せんでした。 日目は雨が降るし移動局も少2 ,

なく 午後も を出せど出せどコー, CQ TEST

.ルなく、さびしさを感じました

集計ご苦労様です。 局だけでJG8HVD: 1
すが提出します。

台風 号の接近で、当初予定しJI1OWT: 22
ていた信州遠征もできずベランダＧＰで

パートタイムの参加になってしまい大変

残念です。元々ロケーションは最悪です

が移動局が殆ど聞こえなかったのも台風

の影響かと思います。

●電信部門シングルオペ1200MHzバンド

：今年も全市全郡に参加出来、これJA1DBG

で全コンテストにエントリー完了いした！台

風 号の影響で移動局が出掛けられなかっ22

たせいか、局数が少なかった！

： は台風の影響か移動局も特JF1CQH 1200CW

になく閑散、低調につきた。深夜、早朝以外

は「 」の連呼 連続１時間コールバCQ TEST ,

ックなしは結構寂しい。せっかく 運用10W

が可能になったら、相手してくれる局がいな

Hiくいなりました。

●電信部門シングルオペシルバー

：年毎に受信能力が落ちて、今年も追JR8CIX

っかけで楽しみました平日は余り信号が聞こ.

えませんので各コンテスト参加が生きがいみ

たいです。

今年も時間の許す範囲内での参加とJG4UWS:

なりました。例年のことですが［東広島西条

］ 。酒祭り の の運用と重なり ですJA4RL/4 BF

日本列島は悪天候に見舞われ伝播状JG8SIS/8:

態も今ひとつでした （古希を迎え）早速シ。

ルバー部門に初参加。宜しくお願いします。

なかなか根気が続きません。耳もJJ1JGI:
衰え、老化が始まっています

台風 号直後のコンテストのたJK1SDQ: 22
めか 月 日夜は参加局数が少なく、見10 9
限って早く寝てしまったのが間違いであ

った。目標の に遥かにとどかず300QSO
残念。

●電信電話部門シングルオペオールバンド

：ハイバンドのコンディションが悪かJA4XY

ったです。

。 、JF1WQO:ひどい台風で 生き残り率というか

ワイアアンテナ局の復活率の高さをあてこん

で 帯で居座りました。マルチ率が下が7MHz

ったら、バンドチェンジと思ったのですが、

必要なかったようですこの次からは交信バン.

3.5 5600MHzド数もマルチにしませんか。 ～

帯まで用意はしていたのですがそれどころじ

ゃなかったです。今回、フルバンドで出られ

た人はエライなと思います。

今回は、２ に主に参加しまJA1HFB: M,430M

した。 帯はコンディションのせいか、亜HF

アンテナのせいか分かりませんが局数がのび,

ませんでした。次回はアンテナの整備の上参

.加したいと思います

交信した局数が少なかったが、各局JJ0GSM:

さんと できましたことうれしく思ってQSO

。 。います 次回もがんばりたいと思っています

色々とありがとうございました！！

集計大変御苦労様です。来年も宜しJF1FHM:
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くお願いいたします。

や の中には の局よりとても強JR1EEU:L M H

い局がいますね。困ったもんです。

仕事と雑用と台風のために短時間のJA1DTS:

運用となりました。 帯は雨（台風）のたHF

めに が高くなってしまって参加できずSWR

残念でした。次回も参加します。

開局以来始めてコンテストに参加しJI1RTA:

ました。今回の 時間の間、食事とか飲み24

物とか今後の参考になりました。又各ぺディ,

ショﾝによってはこれ以上に過酷なものでは

と思いました。

：子供の運動会と重なり運用時間が制JK1HIX

限されました。

：いつものように （ ＝ ）JN7XQN P QRP 5W

ではじめたのですがハイバンドが使えず、ロ

ーバンドで ではとってもらえず、やむな5W

く で参加しました。M

１：台風によって が使えないJP1LMU/ ANT

のが続出して思うように出来なかったのが非

常に悔しい。

：リグの故障により、コンテストはJS1VWU

中止に至りました。台風が悪いのか私の技術,

知識がないのか、運が悪いのか？？

ハイバンドの状態があまりよくありJA8CEA:

ませんでした。でも楽しい一時を過ごさせて

いただきました。

全市全郡は初めて参加しました。楽JO7BXF:

しかったです。

きっと毎年参加局数が減少している7N4RTV:

のでしようか。合併で歴史のある北方自治体

とその名称がなくなり、そんなたそがれてい

る、中高年趣味が好き！！

] 台風にて のアンテナを下げ残念JA1HDP : HF

でした。

：台風のため 予定の移動が出来ず残JA1NZN ,

念でした。

：コンディションが低下の中だと、JH1SAR

ローパワーアパマン族にはつらいコンテスト

でした。

：数十前と比べると参加局数が年々JA1ELE

少なくなっているようです。

：久しぶりの参加 でした。何と7N1SGR QSO

か参加できて満足しています。

：中々局数が出来ませんがコンテスJR1OZO

ト大好きなのでこれからも参加します。

、JA1KAJ：台風のせいか参加局が大変少なく

移動局は開始時間にはほとんどみられなかっ

た。 以上はマルチのうまみもないの2400MHz

で局数が極端に少ないので点数をあげてほし

い（ 交信 点 。ex.1 3 ）

：本コンテストとは別ですが、全くJA1DDT

別ですばらしく面白いコンテストを考えて実

行していただきたい。これはもっぱら活性化

のためで、従来の常識を破棄し何でもありで,

面白くてしようがないような事をやりましょ

う。たとえば同一エリア内は移動自由とか、

あるいは複数コールのタッグマッチとか考え

ましょう。自作機のみとか、 以下のみと1W

か、自作アンテナのみとかいろいろ考えまし

ょう。そしてもっと活性化しましょう。

： が広がるのが楽しみです。JE1SLP 7MHz

：次回から交信局数 局以上をめざJQ3OIS 50

してがんばりたいと思います。

：台風の上陸で天候も悪く移動参加JJ1VEX/1 ,

断念の局も多いようで移動局との交信数も伸

び悩みました。開局しているが、コンテスト

に参加する局が年々少なく思えます。毎回コ

ンテストに参加する局が決まっているようで

す。参加局数を増やし 会員の入会促進,JARL

の存続に繋がる魅力あるコンテストをJARL

考えて欲しいです。

：台風 号の上陸で移動局は少なかJA0ILF/1 22

った様子。又、時局の が大きくゆれてANT

心配であったが、全く無事であった。

：台風のため移動局が少なかったよ7N4NJE

うです。参加局数も減っているのではないで

しょうか。

： 今回 で した。次回はJE1CMO/1 90QSO

以上が目標です。100QSO
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台風の影響か移動局が少なく閑JA1QEU:
散としていた。

今年は台風の当たり年、アンテJA3OLO:
ナ修理も当たり年、このコンテストも朝

からアンテナ修理でした。

今年は、台風２２号の影響に尽きJF2FIU:
ると思います。そのため運用を中止した

局もたくさんいたと聞きます。私も仕事

が途中で入ってしまい泣く泣くＱＲＴし

ました。来年はリベンジをと思っていま

す。

運営ご苦労様です。大野郡久々JF2IWL:
野町固定からの運用です。 部門にMop

部門がありますが、設備の問題など2TX
もあり、なかなか参加局が増えないよう

です。シングル 部門があると、個人TX
局設備でも仲間で楽しめるのではないか

と 思います。かつてルール改変時に要望

が多かった「ハーフタイム部門」のひと

つの解決法にもなるかもしれません。

台風の中、移動で参加の皆さんJH1EAQ:
御苦労様でした。

そろそろ バンドの復活をJH4UYB: 160m
検討願います。

体育の日が必ず月曜日となったJL1LNC:
のだから、たまには日、月で開催される

コンテストが会ってもいいと思います。

リグトラブルで部分参加になってJM1JIV:
しまいました

。JR3NZC:少し参加でしたが楽しめました
台風２２号直後でも皆さんアク7L1PNG:

ティブで、多数の局長さんとＱＳＯでき

ま した。

最近はフル参加がなかなかでき7L2RAC:
ません

本年は昨年の半数しか交信できま7L3IUE:
せんでした。これも台風通過のせい だっ

たのでしょう。被害にあわれた方の無事

をお祈りいたします。

集計、ご苦労様です。 ハイ7M4BZX: HF

バンドがあまり出来ませんでした。

台風の影響で移動局が少なく４7M4HXE:
３０の得点が得られなかった。

と にも し7M4OAQ:144MHz 28MHz QRV
ておくべきでした。来年がんばります。

。JA1AGJ:台風の影響で移動は諦めました
自宅からＶ．Ｕ中心にＱＲＶしました。

全市全郡コンテストに、ＨＦマルチ種目

とＶ．Ｕマルチ種目を新設すれば、もっ

と盛り上がると思うんですがいかがでし

ょう。

天気予報が悪く、クラブ局移動JA1ANF:
運用がつぶれたので、個人局 を運用しま

した。ＣＱ５０ＭＨｚアクティビティー

・アワードをねらった のですが、１０日

は期限外だったのを後で知り、残念。

次回も頑張るJA1CJA/3:
最近のパターンで、 日昼間はJA1IQK: 10

クラブ局運用、個人コールは９日夜 日/10
朝 夜の運用でした。得点が寂しいのです/
が、参加各局と楽しくナンバー交換でき

ました。 最近はコンテスト参加局が減っ

ていると感じます、コンテストマニアだ

けでなく、新しい局長さんが楽しく参加

出来る工夫が必要なのでしょう。

台風に遭いましたが、アンテナJA1OJE/1:
は何とか持ちこたえてくれ完走できてよ

かったです。

今年も楽しく参加することができJA1OQ:
ました。感謝！

去年はクラブ対抗で上位をとれJA1PTO:
ました。今年もがんばりたいと思います

今回は日曜日からの参加でしたJA1RRA:
が楽しめたコンテスト参加でした。 これ

で今年の目標の ６つのコンテストJARL
に参加でき ました。 来年も つのコン6
テスト参加できるよう頑張ります。

楽しく参戦しました。集計ご苦JA1TMG:
労ですがよろしくお願いします。次回も

頑張ります。
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JA1XRH: 22 21台風 号関東直撃の影響で、

時の開始早々は参加局が非常に少なく感

じました。 時間経過後の 時に昨年の3 24
実績 を 局弱下回り、そのまま翌QSO 30
日午後まで一進一退を続けましたが、そ

の後少しずつ昨年実績 に近づきまQSO
2 430/50MHz CQした。ラスト 時間は で

コンテストの連発で、 局強 年度10 2003
を上回って終了することが出来ました。

残念ながらマルチが減少したため得点更

新はなりませんでしたが、充実した 時24
QSO間を楽しく過ごすことが出来ました。

いただいた各局に感謝します。

ハイバンドの が良くなJA6QDU: CONDX
いですね、でも楽しめました。

初日は雨の中、早い時間の内にJA9SCB/1:
最小のアンテナを準備できましたが、開

始直前の１８時前に台風２２号のほぼ中

心が横須賀上空を通過し、約 時間ほど1
の暴風雨でＨＦハイバンドのアンテナが

崩壊してしまいました。２１時には静け

さを取り戻し、なんとか参加にこぎつけ

ました。２日目に再度アンテナを上げな

おし、無事最後まで運用できました。

おなじみの局と楽しくＱＳＯ出JE1REU:
来ました。

もう少しコンテストを続けたかJG0IPW:
ったのですが残念ながら途中でリタイヤ

致しました、来年も参加致します。

短時間しか参加できませんでしJH1JGZ:
た。

ＨＦハイバンドのコンディショJH1QXP:
ンが良くなかったのが残念でした

相手局が少なくなり、寂しくなJH3MZP:
りました。

台風の為か移動局が少なかったJH8PHT/1:
。 、 。ですね それでも ＱＳＯ楽しめました

過変調の局が多く、送信する電波の質を

気にするべきと感じました。

電信電話部門に参加でも、電話JI2MKP:

のみの交信でした。あまり多数の局と交

信できなかった。

コンテスト中に海外から帰国しJI6CUK/1:
ましたので、部分参加でした。

。 、JJ1JJD:台風直撃で移動を断念 おかげで

かえって集中できたでしょうか。

楽しく参加させて頂きました。JJ1NNH:
ありがとうございました。

台風の上陸で天候も悪く、移動JJ1VEX/1:
参加断念の局も多い様で移動局との交信

数も伸び悩みました。開局しているが、ｺ

、ﾝﾃｽﾄに参加する局が年々少なく思えます

毎回コンテストに参加する局が決まって

JARLいる様です。参加局数を増やし、

会員の入会促進 の存続に繋がる魅JARL
力あるｺﾝﾃｽﾄを考えて欲しいです。

台風 号の影響によりコンテJJ8GFL/1: 22
ストがどうなるのか心配でしたが、自分

としてはこれまでで最高の結果となり大

変満足しています。今回はＨＦは一切運

用せず のみの運用でした。144M/430M
は設備調整の関係で交信数がゼロ1200M

だったので、次回への課題として取り組

んでいきたいと思います。

台風の影響を考えて、二日目朝JK2RCP/1:
。9時からのハーフタイムで参加しました

集計及び編集お疲れさまです。試JL2VZJ:
しで電子ログアップしてみました。

終始２１ＭＨ のコンデショんがJL6XZI: z
悪く残念でした。

集計ご苦労様です。台風の影響JM1LAW:
か移動組みが少なかったです。最近フル

オペは出来なくなりましたが、そこそこ

楽しめました。

某 エリアの固定のクラブ局JN1ATL/1: 1
より、 エリアのＮＲを頂き、何度か確9
認しま したが、間違いないとの事。私の

ミスコピーでは有りません。得点として

加算させて頂きます。何か勘違いをされ

ているように思えます。
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台風のため移動局が少なかったJP1AHN:
ように思います。次回は移動してコンテ

ストに参加したいです。う～ん、 局100
は超えたかった！

台風 号の直撃で、久慈郡へのJR1CCP: 22
移動運用は断念することになりました。

ロッジも予約し、７ から ｚMHz 430MH
まで準備していたのに残念 ・・でも、安。

全が最優先です。来年は がんばりましょ

う！

クラブと支部両エントリ－が可JR1NVW:
能となったので対抗意識が高まり、大変

面 白くなり参加意識が高まりました。

移動運用で高得点をねらう予定JR2FWN:
でしたが、台風接近により常置場所参加

としました。入賞には及ばない得点です

が、無理に出かけず台風被害もなく幸い

でした。４大コン テストでまだ入賞でき

ないのは全市全郡だけなので、来年こそ

は入賞をねらいます。現状ルールの変更

がないように希望します。

子どもの行事と重なり、短時JS2KDD/2:
間の参加になりました 。

時間がなく、参加のみでした。7N2DYO:
台風にもまいりました。

7N2ECX:3.5MHz 7MHz QRMの空電と の

(外国 が 帯に侵入)が強かった気SSB CW
がします。 時間のうち 時間ぐらい24 10
寝てしまいました 。HIHI

台風の影響で雨、中止も考えJE7CWH/7:
ましたが遅れて参加、来年合併で消滅す

る町からですがロケが悪く、ハイバンド

ＮＧ、 天候の為にフルサイズを張らなか

った為に得点にも大きく影響が 有りまし

た、皆 さん台風で外出しない為か

の混み様は 凄かったです。3.5/7MHz
初日の台風はものすごく、２日JF1ABZ/1:

目からボチボチ参加しました。ローバン

ドのＳＳＢはＱＲＰではなかなか交信で

きず、時間だけが過ぎてしまします 「見。

きわめ」が大切だと思いました。集計し

てわかった事ですが、あともう１交信で

４ケタ得点だったのです・・・チョッと

残念でした。

台風の影響により、参加を縮小JK1JHU/1:
。 、しました Ｐ部門には初めて出ましたが

オペレーションの工夫の余地がさらに大

きく、その点では面白い部門であること

を知りました。

次回もがんばりたいと思いまJN1RVS/1:
す。

●電信電話部門シングルオペ3.5MHzバンド

：開催日は、日～月の体育の日に開JA70DY

催して欲しい。今回は、台風の接近のためア

。 、 、ンテナをおろしていました また 日曜日は

法事のため できず。QRV

、JJ2JQF/2：朝までしか運用できなかったため

のシングルバンドにしました。久し3.5MHz

ぶりのコンテストでヘボ ぶりを発揮してOP

しまいました。

：長期出張帰りに、オリンピック精JL3TEM

神でのエントリーです。

： 月に誕生したばかりの新市からのJH6SCA 8

運用でしたのでロキングのバージョン をUP

されていないお方が多いのか、市ナンバーに

対して「？」や「 」を送る方が、かなりAGN

いました。

日は子供の幼稚園の運動会で7N4WZI:10
夕方まで×でした。毎年この日曜日が運

動会なのであと４年以上フル参加は無理

です （昨年は雨で中止だったのでフル参。

加できました ）残念。。

今年も家の貧弱な設備で出ましJL7AIA:
た。少し志向を変えて にしましたがMIX
やはり飛びませんでした。

単身赴任中で時間的にしんどかJH4FUF:
ったです。

●電信電話部門シングルオペ7MHzバンド
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：前日（９日）はＢＳ音楽番組オヤJA0GEY

ジバトルを観てしまったらのってしまい、そ

の後ＣＤを聞きまくってしまった。やっぱり

クリームのクロスロードは最高です。コンテ

10W JA7ストは久しぶりに で出場しました。

の某局にからんでいる馬鹿なオヤジがいまし

た。無視して を出していたオペレーターCQ

さんのガンバリに拍手。

：今回で 回目の参加になります、JL7NYX 2

今年もオール東北、６ 、フィーm & DOWN

ルド、全市全郡、各コンテストに参加しまし

た。 年も参加したいと思います、宜しく2005

お願いいたします。

：今回は一日中 出来、 点JF3WMN QSO 6000

をクリアしました。

： 局が多かったと思います。コJL1UTS QRP

ンディションがイマイチでしたので取るのに

苦労しました。来年は で参加したい3.5MHz

ですね。

：台風のために日曜日のみの参加でJG1IEB/1

シングルバンドです。

：例年ですと や も聞JA5KWI 14MHz 21MHz

こえるのですが今年は オンリーの運用7MHz

となりました。

：台風対策で下げていたアンテナをJM6QKC

夜になってから設置し直しましたがやはり準

備不足でした。

：国内コンテストでの１ 局の廃JQ6MXW kw

止（禁止 、電力区分“ ”の廃止を提案しま） H

す。

大変有意義でした。もう少し時間がJG7IGQ:

あれば長く出来たのですが残念です。

帯の混信の中ではこの結果がJE7EYZ/7:7MHz

やっとです。

私の弱いコールを取ってくれた局にJJ0FMU:

感謝します。 を一発でコールバックするQRP

さんの耳の良さに感激。OM

に達しなかった。JA1WQX:100QSO
現代人は忙しい！？長時間コンJA6MGQ:

テストの中でもスプリント部門を設けて

みては如何でしょう？例えばある単位時

間で（１時間とか３時間とか）交信局数

を競うっていうのも面白いかも。

ハイバンドがまったくダメでしJD1BIA:
たので、７シングルバンドでエントリー

します。

台風のため移動できず残念でしJE2OBE:
たが、常置場所から参加しました。

時間がうまく取れなくて、予定JG0EGY:
より交信局数が、少なかった。

月 日のみの参加となりましJH1QPJ:10 10
た( 日は疲れきって寝ちゃいました）9

７ＭＨｚは夜間のＣＯＮＤＸ悪JH9URT:
すぎでした。

集計ご苦労様です。２日目のみJI2QIX/2:
の参加でしたが、それなりに楽しめまし

た。交信いただいた各局ありがとうござ

いました。

台風の中移動しましたが、体調JJ1XNF/1:
が思わしくなくフル参加できずに残念で

す。

市民体育祭参加の為、１４局のJR6BTH:
ＱＳＯでした。来年は３．５ＭＨｚのア

ンテナを上げて、オールバンド部門に参

加したいと思います。

久しぶりに常置場所から運用しJF3WNO:
ました。軒先アンテナなので飛ばず、聞

こえずでした。

●電信電話部門シングルオペ14MHzバンド

（ ）JN1HOW 4： 年ぶりのコンテスト 無線活動

で浦島太郎状態でしたが、何とか乗り切りま

した。また台風の影響からか参加局が心なし

か少なく感じました。毎年、こんなものなの

かな？

コンディションが悪くて悪くて、とJI6OXK:

てもつかれました。

：天気は良かったけど（ エリアはJA4IOM/6 1

台風でしたが）コンディションはイマイチで

した。
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電話部門シングルオペ バンドJL4LHB: 14MHz

を新設して欲しい。又 コードナンバーの,

と空中線電力別記号の が紛らH.M.P. H.M.L.P.

10W 100Wわしい 送信でもコードナンバーは。

と同じ なので上位に入れない。コードナンM.

バーも電力別記号の としてはどうH.M.L.P.

か。

：当局ニューカマー局の最後の該当コJL8DJS ,

ンテストだったのにもかかわらず ７メガは,

では取ってもらえず メガは国内スキ10W ,21

ップで上級バンド メガでの参戦になりま, 14

したが１エリアが開けなくて局数が稼げませ,

んでした。台風の影響で移動局が少なかった

のが印象に残りました。

使用ソフト でパソコンJH8DMS: ZLOG
入力しました。

電話部門で１４ＭＨｚのカテゴリJH6FTJ:
ーを希望いたします。今回の はすQSO
べて での でした。集計ご苦労SSB QSO
様です。

前日の台風で伊豆地方は大打JQ1AHZ/2:
撃。道路は通行止めで移動どころではあ

りませんでした。

●電信電話部門シングルオペ21MHzバンド

猛烈な台風 号の暴風雨圏に突入。JL1OEC: 22

開始 時間前に無事通過したがその後のコン2

ディションが・・・・

コンディションが悪くノイズの中かJA8RAT:

らコンテストナンバー等をいただくのに苦労

しました。また 帯は国内をスキップ21MHz

RTTYしてしまったため同時に行われていた

（海外）コンテストの方がにぎやかに感じま

した。

台風の影響で予定地へ行くこJA0ATX/1:
とが出来ず、あまりコンディションの良

くない場所で運用したため、ＳＳＢで聞

こえている局にお声掛けするも１局も取

って貰えず。ＣＷで運用で、やっと１０

局と交信して終わった。 次回はもっと良

。 。い場所を選択したい でも結構楽しめた

●電信電話部門シングルオペ28MHzバンド

集計お疲れ様です。今回は当日夕方JG1TVK:

に関東上陸の台風が大きすぎ、無線どころで

ない状態で、移動局どころか固定局も参加が

少なく、閑散としていた。皆さんの危害は大

丈夫だったのか？？従って 今回は 身が入ら, ,

ず、投げた状態であったので昨年よりかなり

落ちた状態で終了した。

台風２２号の接近で移動運用7N1BHO/1:
をあきらめかけましたが、直前で当エリ

アを それた為移動決行しました。風は無

し霧雨の中苦労して準備。１時間遅刻、

仮設アンテナで開始。終日天気に恵まれ

SCず。局数も伸びませんでしたが、弱い

が昼過ぎ出た ようです。交信頂いた方あ

りがとうございました。

今年は昨年に比べかなり局数、JI6DUE/3:
マルチを落としてしまいました。台風 の

影響でしょうか？局数が少く、コンディ

ションも悪く感じたコンテストでした。

●電信電話部門シングルオペ50MHzバンド

台風の影響で移動局が少なかったようJI1IIF:

,です。それでも移動した人はすごいですね

台風 号の影響で、移動局が少なかJK1FBA: 22

ったためにかえってマルチプライヤーの数が

増えたように感じました。

台風の影響か、土曜日は参加局がJF3UCF/3:

,1,2少なかったですが 日曜日の昼過ぎからは、

エリアの移動局も多くなり楽しめました。

７ は台風で大変だったが無事耐N2JFU/1:10/9

えることが出来た。天気に恵まれずコンディ

ションあまりよくないが良い体験だった。

台風の直後だったためか、移動サーJH2GMK:

ビス局も少なかったようでした。全般的に

は静かで中々局数が稼げず残念でし50MHz

た。

：近接局の抑圧又は、天候の変化にJH2JTW/2
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よる やむなくコンテストをやめなければな

らないので、運用地の移動を２ヶ所迄可能に

して欲しい。

色々な事情で細切れ的に参加をするJA3HPD:

ことになってしまったが、前日の台風 号22

の影響なのか今回は極端に参加者が少なかっ

た気がしました。全国的に秋祭りの季節でも

あるしそれに三連休も参加減の要因なのか？,

でも来年も参加します。

今回は エリア（長野県）に移動JH2PZB/0: O

し参加しました。コンディションが良くなか

ったのか局数が伸びませんでした （台風通。

過後）

階ベランダに取り付けたモービルホJF1OJC:2

イップで しました。短時間の参加でしQRV

たが計 局と楽しく交信出来ました。いつ23

もコンテストの度に多くの局が カードをQSL

交歓していただけるので嬉しいです

天候が悪かったので 日昼から移JA3PYH/4: 10

動しましたがやっぱり雨でした。

１：３エリアからのコールが多々あJL1GHM/

り、３時間半の参加でしたが十分コンテスト

を楽しむことが出来ました。

：集計御苦労様です。台風の影響がJJ3TAE/3

合って参加局が少なかったと思いますが、昨

年と同じくらいの交信が出来ました。そして

楽しくコンテストに参加できました。

相変わらず寂しい でした地JJ8NNR/8: ACAG .

方本部、支部役員はもっとコンテストにでな

さい！

JG1GCO:CQ 700 50MHz誌 号記念のためか、

.の参加者が多かったですね

参加局の少ないのにガックリきましJA9TRJ:

た ９エリア/

： 時間半の運用でした山岳移動はJA0LSQ/0 2 .

楽しくもありますコンテスト来年度も参加し.

.たいと思います

台風のせいであまりコンディショJM4NXT/4:

ンも良くなく交信局も少なかった。

自宅からの参加でした仕事の都合でJE3KXB: .

夜のみの参加でしたが参加局数が少なく寂し

,い印象を感じました

：台風の影響により (日)早朝JA3KYS/3 10/10

からの参加となった昼過ぎまでの参加であっ.

たがロケーションに恵まれシングルバンドで

は自己最多の交信数となった特に関東の固定.

局や宮崎の移動も交信出来大いに楽しむこと

.が出来た

久しぶりの参加です ありがとうござJG3RCE: .

.いました

全市全郡コンテストには 初めて参加JJ2PUE: ,

.しました

移動運用の準備をしていましたが、JQ1NBE:

台風２２号上陸のため、今年も固定からの運

用となりました。私の所は特段の被害には遭

いませんでしたが、みなさん大丈夫だったで

しょうか。

初参加しました。参加証ください。JN4SKD:

土・日は仕事なのでコンテストは無理なんで

すよね。局数少なすぎますよね。

１エリアの局がアンテナを北に向けJI7CDB/7:

てくれた時はなんとかＱＳＯ出来るのですが

。 。・・・ 東北にもアンテナを向けてください

Ｈｉ。前日の台風２２号がなければ２日間移

動できたので台風がうらめしい。

台風の影響で東方向の局長さんがJA3QVQ/3:

少ないかと思ったが１エリア２エリアの局と

沢山交信が出来ました。クラブ局の数が少な

いのと、６エリアのＱＳＯがゼロでした。１

０／１０の までの時間は変更して欲し21:00

い。早めに。

今年６月に旧コール復活し初めてのJR1UIE/1:

コンテストです。刻々と変わる状況に対して

の判断と緊張感・・・・いいものですね 途。（

中からの参加でしたががんばりました ）移。

動運用組としては、１８時位の終了を希望し

ます。

今年も のＱＲＰで参加しまJE1OOV: 50MHz

した。台風が早く過ぎてほっとしました。

コンディションがつかみきれず苦7K4TSJ:
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労しました。

時間なく１局のみの参加でしたJA1IEU:
台風一過、アンテナに被害なくコJI1ALP:

ンテストを楽しむことができました。

台風の影響で関東エリアは移動JP1LRT:
局が極端に少なかったです。昨年の結果

を上回りまして自分としては満足です。

楽しいコンテストでした。

数年振りの固定からの参加でしJQ1BVI:
た。コンテスト中に６時間以上寝てしま

い歳を感じました。

年々参加者が減っているようなJR8OXT:
気がします。 会員以外にも表彰すJARL
るようにして、 会員以外の局を活JARL
性化し全アマチュア局が活性化すれば良

いと思うのですが…。

台風で、予定した高台への登JA1UKF/1:
、 。山道が通れず 止む無く下の公園で運用

窪地のため信号が弱く苦労したが、それ

なりに善戦できたと思う。

に出る佐藤琢磨が見たくてJA5KHS/5:F1
早く帰ってしまった。しまった！！

台風の影響のためか、参加局JE4ABN/4:
数が少なく感じられました。次回もがん

ばりたいと思います。

台風で事前に を下ろし、再JF1VDI: ANT
度据え付けてからの参加でした。

今回は、 のみの運用で参JF3CHM: 50MHZ
加しました。交信頂きました方々、あり

がとうございました。

次回もがんばりたいと思いまJG1DVW:
す。

次回もがんばりたいと思いまJG2WIL/2:
す。

諸条件が重なり、参加局は少JG5DHX/5:
なかったようだ。新市新郡からの運用も

、 。期待したが ３ポイントしか交信できず

台風の影響で移動できませんでしJH2OJS:
た。 エリアの移動局が少なかったよう1
に思います。

コンテストは土日曜日に行なうJH5UPI/5:
のがいいと思います。昨年よりもにぎや

かだったです。

台風の影響で風が強く、アンテJI0KLM/0:
ナを上げられず、思ったように運用でき

ませんでした。

台風の影響で参加局が少なかったJI1JPJ:
様です。

短時間の運用でした。JK1BII:
、JL3DYW/3:台風のためか移動局が少なく

特に エリアからの移動局が聞こえず、1
少し寂しいコンテストになりました。コ

ンディションは良い方だったのに、台風

さえ来なければもっと面白くなるのにと

思っていました。

台風の影響もあってか、やや参JR2WBT:
加局が少ないように感じました。

天候悪くロケの良いところに移JA1WSE:
動できずかなり苦戦した

台風の通過直後だったが１エリJA2MWV:
アの各局は良くがんばっていたように思

う。静岡県の方は台風の影響が大きかっ

。たのか当局にはほとんど入感しなかった

ＱＰＰではコンディションも今一で、１

エリアがそこそこ聞こえていたのに呼べ

ど答えずの連発だった。もう少しゲイン

の有るアンテナが欲しくなった。

参加局数が少なかったでJH3DMQ/QRP:
す。

固定から５Ｗ ＱＲＰで参加しJK1TCV:
ました。移動しないと局数が上がりませ

んね。又来年、がんばります。

仕事や子供の運動会があり、約JR1UJX:
半分しか参加出来ませんでした。

が で 週間ぶりの休みJR5EHB:CM QRL 2
で何とか参加できました。しかし風邪を

ひいて体力もなく、初日は仕事、 日目2
は ＮＤの運動会と公私の間にわずかし2

1か参加できませんでした 今回はパワー。

3ワットでやりましたが やはりというか、
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エリアまで届かず、県内 局と岡山 局2 1
でした。しかも岡山の 局にはビJH4UTP
ームを振ってもらってようやく交信でき

た次第でした。

●電信電話部門シングルオペ144MHzバンド

今年から、各種のコンテストに参加JA3EYZ:

したいと思っています。

今年は１２日必着の仕事上の原稿作JL4SXA:

成し、１０日に行われる地区運動会とが重な

り、やむなく自宅からの空いた時間でのＱＲ

Ｖで、おまけに予備移動用リグからのコンテ

スト参加結果受信が今一でした。

台風襲来ということで、参加は二日JL7JFZ/7:

目からとなり残念。ほんとはクラブで移動し

て参加の予定だったが。一人での移動運用は

あまり楽しくはない、しかしアイボールに来

てくれた２局さんありがとう、コーヒー美味

かったです。

久々の参加でしたが、１０日の運JN3GYJ/3:

用ができなかったのが悔しいところです。

全市全郡コンテスト参加だけはしまJL7XRD:

した 結果１６局でした。コンテストはいつ

も気合いがはいります。楽しみにしておりま

す。

今年参加出来て光栄です Ｈｉ！ 電JA5ND/3: 。 （

話部門は バンドＵＰはないのです144MHz

か？）

JN3END: 144,430出る局が本当に少ないです。（

ですが）

台風２２号には関係はなかったが夜JE4VBW:

は雨が時々降りＤＸはだめだったが毎年参加

しているのでＱＳＯを楽しみました。

２１年前に初めて電波を出してＱＳJR5DPV:

Ｏしたのが全市全郡コンテストでした。以来

毎年 で参加していましたが今年はＲ50MHz

ＩＧがトラブってしまい修理中なので

で となりました。Ｇ．Ｐ144MHz ON AIR

のせいなのかロケのせいなのか局数が少なか

ったです。

機材の撤収を考えると運用時間は移JH3FJN/3:

21:00 15:00動の場合２日目 迄はきついので

位に考え直して欲しい。

全市全郡コンテストは毎年自宅からJE2LWP:

参加してます。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～。

新しく 月 日から市になり、ＪＣJL3BZZ: 10 1

Ｃコードが変わり、うまくとってもらえない

ときがありました。

コンテスト大好きJH2EUM:

台風の影響でしょうか各バンドともJL1VWL:

参加局が少なかったように感じました。

雑用があり少しの参加でした。JI1TYY:

全市全郡コンテストはフルタイムJL3QEM/3:

で参加するつもりでしたが、夕方風が強くな

りアンテナがダウン。残念マタガンバロー。

当日 帯は一般のＱＳＯはかJA0IMK: 144MHz

なりＱＲＶしておりましたが、コンテスト局

は若干で減少傾向です。

台風でアンテナが倒壊し何とか２ｍモJJ3XJS:

ービルホイップのみ使用出来たので参加しま

した参加できる時間も少なくもう少しコンテ

ストを楽しみたかったです。

移動局が少ないようでした。JK1HCG:

久々の個人コンテスト参加、少しのJA0LDY:

時間で思ったより交信でき楽しい時間を過ご

せました。

台風で風、雨強く移動には厳JH7DMS/7:10/9

しかった。 頑張りましたが移動局少な10/10

くマルチを増やすようにしました。各局大変

ありがとうございました。

月 日有効以降始めたが、出てJH1OHZ:10 10

いる局が極端に少なかった。

今回は、もっぱらサービスに回りまJR0JOW:

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。特に０エリ

アは聞こえない（２ｍは特に！）１はいっぱ

い出ているようだが聞こえないぞ！

今回は、台風の影響で最初は参7M4POI/1:
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加局が少なかったですが、時間が翌日に

なると 参加局が多くなり、ＦＢなコンテ

ストになったと思います。

全市全郡コンテストに初めて参JA1HOJ:
加しました。普段あまり使用しない

で参加して みました。144MHz
次回もがんばりたいと思いまJE3CSO/3:

す。

今回は参加者が異常に少ないコJJ7UUO/7:
ンテストでした。( )144MHz

あまり呼ばれませんでしたJJ8UDA:
台風の通過を待っての運用になりJL7BIS:

ました。

来年も頑張りたい。JQ1GLJ/1:
台風接近による作戦変更を余儀JR8ROI/8:

なくされた｡ 今年最後の４大コンテスト

の有終の美を飾るには今一つ不完全燃焼

か｡ いよいよ ハイバンド以上には長HF
い氷河期の到来を感じさせられた｡

●電信電話部門シングルオペ430MHzバンド

同じ市内から参加していた にJH1LSP: JO1ZYI

ついて、電が異様に強力なため受信に支障を

生じた。参加局の出力など知る由もないが、

普段あまり体験できない状況だけに 以50W

上の過大出力を疑ってしまう。できればこの

局に対し、出力の確認をお願いしたいが・・

・。

何度かＥメールで書類を提出したことJI1LAI:

があります。今回は、ワープロとタイプライ

ターでやってみました。

久々の参加でしたが両日共に仕事でJE8GKI:

交信局数は少なく残念な結果となりました。

台風の通過・接近により山岳移動を7N4IIB/1:

断念しました、ＪＡＲＬ主催コンテストは何

故にして月の初めなのでしょうか 全国のコ

ンテスターのなかにも月初めが仕事が詰まっ

て参加したくても出られない局もいる事実を

忘れないで下さい。

目標１００交信達成する事ができま7M3IKJ:

した。書類、再提出です。お手数をおかけい

たしますがよろしくお願いいたします。

室内からの交信でしたが、二日間に7M4JUO:

わたりなんとか４０局と交信できました。最

終日が夜９時までできたので、自分のペース

で楽しめました。無線局が少し減ってきたの

が残念です。

台風の影響で２日目の８時間程度のJA1HII/1:

参加でした。来年はもう少し長時間参加した

いと思います。

フィールドデーにつづいてのコン7M4RTJ/1:

テスト参加です。

今回のコンテストではいままでで一JA1JUR:

番最高の交信局数とマルチをかせぐことがで

きて、とてもよかった。

甥の運動会でコンテストのことを忘JP2GJS/2:

れておりました。聞き覚えのある声が聞こえ

あわてて参加したので局数がいきませんでし

た。

今回は単身赴任先の仙台で参加さ7L3LHU/7:

せて頂きました。楽しいコンテストでした。

本年度も移動には行けずあまり時間JI5SAO:

が取れませんでしたが又来年度も参加しま

す。本年度は台風の影響で参加局が少なかっ

たと思いますが来年度はもっと参加局が増え

ることを期待しています。

２４時間は少々長い気がします。JN2IFL/2:

コンテストの２４時間はちょうど良JA1FJD:

い感じがしています。

ハンディー機と付属アンテナで参加JN3MMU:

しました。

全市全郡コンテストでは参加局の数JP2KUN:

が非常に少ない状態でした。参加局が少ない

のは残念ですが、これからもコンテストに参

加したいと思います。

今回は自宅より参加しました。7M4TPL:

なんとか参加しました。JL7FBV/7:

今回のコンテストは非常に少ないＱJN3KDO:

ＳＯで終わりました。

ハム人口が減ったと痛感したコンJQ3BUX/3:
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テストでした。その中にあってサービス頂い

た各局長さん本当にありがとうございまし

た。

台風２２号が直撃したため１０月９JE1SGT:

日夜アンテナを取り外し１０月１０日早朝取

り付けてのコンテスト参加でした。今回は特

に厚木方面の電波がよくとれました。

、JJ6WDB/6: 430MHz台風の接近のためか 帯は

全く移動局がなく、また年々個人局はもとよ

り社団局も参加局・サービス局が少なくなっ

ています。以前のようにたくさん参加される

時がくればと思い毎回参加してます。

９エリア参加局少なかった、参加証JR9FNY:

だけじゃなくてもう少し工夫してみては！！

（台風２２号の影響もあったかも ）移動運。

用したかった。コンテストの楽しさなど入門

をＣＱ ｈａｍ ｒａｄｉｏに！！

台風２２号関東地方にやって来まし7M4OFA:

たが時間の合間をみて運用参加しました。コ

ンテストは多くの人とＱＳＯでき楽しいでし

た。

２２号台風により東方面の各局のJI5GND/5:

声（ ～ ）があまり聞こえませんで21:00 12:00

したが、被害に遭われた方のお見舞い申し上

げます。次回もＣＱ－ＱＳＯで楽しみたいと

思います。

のハイバンドのコンディシ7K2MGH:HF
ョンが悪いので、 バンドだけに430MHz
出ました。

。7K4FVR:次回もがんばりたいと思います
台風が来る前に現地に入り，台7L1FFN/2:

風を現場で体験し，そして台風が過ぎ去

ったころにコンテストがスタートしまし

． ，た 移動局が少なかったのが残念ですが

， ．たくさんの局と交信でき 楽しめました

時間がなく、参加のみでした。7N1OVK:
台風による倒木を跨ぎながら7N4LXB/1:

登った、時々小雨が降る裏山での運用で

した。雨の中、アンテナの調整も十分で

はありませんでしたが、お相手いただい

た各局有り難うございました。

今年開局したばかりで コンテJA1MCD:
ストの練習と思っていましたが 局以上10
交信できたので 提出することにしまし

た。

天候が良くなく翌日（ 日）JA9MPK/9: 10
だけの参加になりました。

集計ご苦労様です。初日は台JE1MPR/1:
風２２号、翌日も天候が回復しなかった

せいか移動局が少なくチョット寂しく感

じました。

台風の中皆さん移動ご苦労様でJG6JRH/1:
。 、 、した 今回は 御岳山で運用しましたが

中々の居心地でした、週末のクラブ移動

等で良さそうな場所でした。これからも

よろしくお願いいたします。

今年は参加局数が少ない感じだっJI1OJZ:
た。

自宅から６ｍｈのＧ・Ｐで参戦JK1NAF:
しました。結果は今ひとつでしたが、こ

んな設備でも十分楽しめることが分かり

ました。開始当初は台風の影響で移動局

の声が少なかったのですが・・・・翌日

は移動局の元気な声が沢山聞こえだしま

した （移動局お疲れ様でした）。

台風 号の影響でしょうか、JM4MGM: 22
局数が少なく移動局も少なく非常に苦し

く伸び悩みました。こちらも悪天候のた

め満足の行く移動ではありませんでした

次回もがんばりたいと思いまJQ1KWE:
す。

台風がそれて予定どおり移動JR9HCV/9:
できました．全市全郡のフル参加は初め

2 15てですがやはり長いですね． 日目は

時もしくは 時まででいいように思いま12
430FMす とはいうものの楽しめました． ．

での ， があったのもラッキNew JCC JCG
ーでした．

●電信電話部門シングルオペ1200MHzバンド
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台風の後で移動からの参加出来ず、JA1OCY:

本格的な参加を諦めてしまいました。大変だ

、 。とは思われますが 集計頑張られてください

いつもお疲れ様です。

あいかわらず でＱＲＶしJH5DAH/5: 1200MHz

てます。

９日は台風のため中止 １０日、JA1CQP/1:

１日だけの運用でしたので局数のびず小雨の

ため早上がりでした。

ハンディ機で聞えた局だけのJK2VOC/3:
ＱＳＯでした。

●電信電話部門シングルオペ2400MHzバンド

最大級の台風２２号が通過中に筑JA1KKL/1:

波山に移動しました。途中枯れ枝が落下し車

にあたったり通行止め箇所があったが開始時

間には天候も回復し から で運用1.2G 10GHz

しました。２日目も時々雨の天候でありお相

手いただける局も無くなったので１４時頃に

早上がりしました。

は台風の影響で一日中雨と風JH1HEK/0:10/9

で移動運用ができる状況ではなかった。翌日

は早朝より雨９時４０分ごろから小雨となり

移動運用地へ向かう、標高が を超える200m

とお天気はほぼ快晴となり、即設営を行い１

０時過ぎに運用開始しかし午後１時を回ると

また雨が落ちてくる、最悪の気象条件、全身

ぬれながら撤収となった （忘れられないコ。

ンテストであった）

●電信電話部門シングルオペ5600MHzバンド

天候霧雨 パラボラとトランスバJA1WTB/1:

ータへかっぱをかけて車内より運用

●電信電話部門シングルオペ10GHz以上

台風の影響でしょうか、いつもよJS1UVH/2:

り静かなコンテストだったようです。富士山

５合目はそれでもいつもの局が２局がんばっ

。 ， ， ，ていましたね １２００ ４００ ２４００

５６００，１０．１ＧのバンドでＱＲＶいた

しました。

●電信電話部門シングルオペシルバー

初めてシルバー部門に参加。 生JJ3RZX: 1929

歳。ログシートの記入が分からずログ帳そ75

のまま記入しました。間違ってると思います

がご容赦ください。内容は真実です。

コンテストは毎回参加いたしており7N2DFV:

ますが用事で遅れて局数少なく残念でした。

コンテストは毎月やりたいですね。

帯のコンディションが悪くてJA5KO:21MHz

残念でした。

今年は台風の中、アンテナを心配JA1CP:
しながらのコンテストになりました。

シルバー昨年より参加の局が少JR1CQZ:
なかったようです。

●電信電話部門シングルオペSWL

ローバンドはコンディションが良JA4-37294:

く楽しめましたがハイバンドは良くなかっ

た。期待していたＶＵ帯がさっぱり、残念で

した。ＶＵ帯の再び局数の増加を願います。

今回が初めてのコンテストでしたJA1PYD/1:

がアンテナが悪くて電波が良く出せなかった

ので、今回は受信だけをしてました。今年は

電波を出して参加したいです。

●電信電話部門マルチオペオールバンド

短時間の参加でしたJH5JKH/4:
次回も頑張ります。JR2ZIA/2:
台風で大変でしたがなんとか無JA1YAD:

事参加できて良かったです。

初めての台風直撃中のコンテストJR1ZTI:
でした。

楽しく参加させていただきましJR4ZUZ:
た。

●電信電話部門マルチオ２波

久々に全国規模のコンテストにJG3CCD:
参加できて喜んでおります。
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●電信電話部門マルチオペジュニア

初めての参加です。私は１７歳ですJN4THO:

が次回は同世代の方とＱＳＯしたいですね！

台風で朝からの参加となりましJA2YDE:

た。ありがとうございました。

初日は台風で登校できず、２日JH1ZDF:
目からの運用となりました。
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