2001 ALL JA コンテスト
電信部門シングルオペマルチバンド H

ようが違います。コンディションは良かった

JO2JDJ/2:特に HF 帯では、HIGH POWER

ですが 28MHz はきつかったです。交信局数

局の混信で、CQ をだしても呼ばれているの

得点もこんなものでしょう（自分で納得 Hi）。

が、モスキーで受信がうまく出来ず、局数が

次回も宜しくお願い致します。

延びませんでした（コンテスト参加の未熟を

JA6CM:初めてコンテストログソフトを使い、

痛感しました）
。

不慣れなところがありました。

JA7JHT:今年は 7〜コールの参加が少なかっ

JP6GQN:HIGH BAND 主体の PLAN で参加

たような気がしました。それにしても相変わ

しましたがあまりコンディションはさえず、

らず M や L で信号の強い局が多いですねえ。

レートが思うように上がらず残念でした（デ

JH3AIU:ALL JA では初めて CMH に参加し

ュープ、マルチチェックは zLog に入れ直して

ました。シングルバンドとは異なり、バンド

やっていますが、プリントがうまくいか

間をあちこち渡り歩くので、あっという間に

ず・・・）
。

24 時間が過ぎて密度の濃い運用を楽しめま

JF1OIJ:電力記号に P や L を送信してくる局

した。

が増えたようで FB に思います。強力に入感

JH8SLS:ハイバンドのコンディションの浮き

してくる信号もあり感心させられました。不

沈みが激しく苦労しました

本意ながら 2 時間 30 分仮眠してしまいました。

JL1EJO:HF はコールエリアに関係なく上位

DX コンテストのように健康の面からも休憩

から賞状を出すべき

時間を設けていただけると有難いですね（年

JR1UJX:2 日目朝のコンディションが悪く、

かな〜hi。
）

調子を崩してしまいました。このロスを取り

JA6APS:21MHz もオープンし、まあまあの

返せず、結局昨年よりも局数・マルチとも減

コンディションでした。来年からはシルバー

ってしまいました。

となりますが、電力区分がないのは厳しい。

JS1DCZ:今年もお相手頂いた各局ありがとう

年寄りに配慮を！

ございました。ハイバンドがあまり開けませ

JN1RKE:初めての電信部門への参加でした。

んでした。交信頂いた方全局に QSL カード発

JK2EIJ/2:設営の時は良かったのですが、撤収

行致します。

の時は雨で大変でした。マルチバンドでの参
加は初めてですが、思うように出来なかった

電信部門シングルオペマルチバンド M

感じの割に、交信出来た局数が多かったよう

JA1RSX:7MHz のアンテナで 50MHz を除く

です。まあなんとかなった・・・かな？

オールバンドで運用しました。毎年訓練のつ

JH1MTR/4:29 日は午後から仕事、まあ昨年

もりで参加しています。各局 QSO ありがとう

並みの交信局数だったけれど、21/28MHz の

ございました。

悪さに残念。J.NEW で昨年 3 度も入賞取消し

JI0NXA:さすがにメジャーコンテスト、混み

の措置をとられた局が相変わらず参加してい
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る。その心理が理解出来ない。

ます。29 日はあいにくの雨でしたが風が無か

JA0AAQ:GW には、なかなか家族とのマッチ

ったので助かりました。QTH が HOME に

ングへの配慮などから、運用時間がとれませ

QSY してからの初めてのコンテストで勢い

ん。寸暇を惜しんで参加した、というところ

込んだのですが・・・。お相手いただいた皆

です。

さん、有難うございました。

JJ7FZC:仕事のためフル参加できませんでした。

JA6QDU:High Band Condx が悪くあまり遊

JH1SAR:14MHz のコンディションが良く、

べませんでした

ローパワーとベランダ whip アンテナからも

JA7AEM/7:29 日の午後 2 時過ぎから時間が

QSO できました。いつかはフルサイズのアン

できたので、ご挨拶のつもりで参加しました。

テナから参加してみたいと思います。

14MHz が遅くまで開けていましたが、この季

JA8NNE:仕事の都合でフルタイムの運用が

節はこんなコンディションなのですね。普段

出来ませんでした。

でませんので分かりませんでした。

JF1QBN:以前にくらべるとずいぶん静かな

JA8CJY:単身赴任のため久々の自宅でのエン

感じでした。

トリー。コンテストログソフトの準備が間に

JE1LDU:A4 版の提出書類作成は、私にとっ

合わず、追っかけのみ。野暮用をしながら、

て交信より骨の折れる物でした。電子ログも

そして睡眠もとっての参加のため余裕があっ

検討したのですが、紙ログ→zLog & (turbo

たように感じた。今回、初めての電子ログで

HAMLOG)→電子ログで連休の半分が費やさ

の提出。

れてしまいました。愛用の B5 版の在庫処分

JF3BTR:ローバンドのアンテナの調子が悪く、

を思案中です。Hi Hi

ハイバンドのみでした。

7N3NUP:毎度のことながら子供と他の子と

JG0AXT:タマタマ休みになりましたが、家の

をして遊びながらのコンテストでしたフルサ

事や子供の事で参加時間が大分限られました。

ンカはいつになるか電子ログは便利ですね、

JG1GGF:自宅のタワーに常設アンテナがな

なかなかうまくいかないですが

いため、オートチューンデルタループを上げ

JA1CP:毎年楽しく参加させて頂いております。

ようとしました。ところが作業中にエレメン

昨年の実績を僅か上回ることが出来ました。

トが折れてしまい、急遽 20m 長のオートチュ

JA1IVL:楽しませていただきました。

ーンオフセットダイポールに変更しました。

JA1RRA:電信部門初参加です

どちらも移動用で短時間で設営できるメリッ

JA1SJR:楽しく参加出来ました。

トが今回のトラブル時にも発揮されました。

JA2QVP:集計ご苦労様です。コンディション

フル運用はできませんでしたが楽しませても

がいまいち良くなかったみたいですが？特に

らいました。

21、28MHz は全然ダメでした。途中から CQ

JG3VEI/1:2m 長のホイップアンテナとアン

出すのもやめて、時間を見ては単発的な参加

テナチューナーで QRV。弱い信号をピックア

でした。

ップしてくださった各局に感謝します。

JA3ATJ:29 日が理事会と重なったために、1

1.9MHz バンドをコンテストに追加して欲しい。

時間半しか参加できず、とても残念でした。

JG5CAJ/5:長時間参加することが出来ました。

JA3EOG:仕事の関係で、短時間でしたが、楽

また、来年も参加したいと思います。

しく参加させていただきました。ものぐさな

JH1JGZ:せっかくの 3 連休の日程でしたが、

私は書類作成がネックでしたが、この電子ロ

固定からの参加です。しっかり睡眠時間をと

グ作成ツールで意欲がわいてきます！

ったのでそこそこの結果に終わりました。

JA5IVG/5:アンテナチューナーか RIG の不調

JH6SWF/1:毎年短時間の参加ですが楽しむ

で 3.5MHz に出られませんでした。勝負にな

事が出来ました

らないと思いながらもマルチバンドで参加し

JI0AXL:いつも ALL JA は、夜少ししか参加
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できませんが楽しめました。

を張りました。2F ですので地上高がなく、い

JI1RXQ:昨年の反省点を生かせませんでした。

い ANT ではありませんが、
「参加することに

また 1 年後忘れないようにせねば？

意義がある」ということで、お許しを。貧弱

JI7OED:今年も参加することができました。

な ANT の割には、思った以上に交信できま

来年は 6m を用意したいです。北海道の支庁

した。来年は移動したいものです。

ナンバーが 3 桁なのは当該局に対して不公平

JR6DNR:楽しみました、有り難う。またよろ

で失礼だと思います。ぜひとも 2 桁に改正お

しく。

願いします。

JR7HOD/1:アンテナの調整不備で 14MHz の

JK1JHU/1:仕事の調整がつかず、近場の土手

得点が去年より 1/4 減。ショックでした。

からの参加になりました。一部ログデータを

JR8OGB:ローバンドのコンディションも思

飛ばしてしまって、得点が下がってしまいま

わしくなくそれに輪を掛けてハイバンドのコ

した。

ンディションが悪く局数こそ over1000 局し

JK1XDB:今回初めて固定から CMM に参加

ましたが、マルチが少なすぎて悔いの残る結

しました。

移動運用の FMM に比べると地

果になってしまいました。

味な印象があったのですが、電離層を相手に

JS1OYN:5 時間も寝てしまった。恥ずかしい。

知的なゲームを楽しませてもらったという感

1000 局交信は夢に終わった。

じがしています。
JK2RCP:個人としてははじめてマルチバン

電信部門シングルオペマルチバンド L

ドで参加しました。ハイバンドがいまいちで

JA1RIZ/1:見渡すロケーションは FB だった

したが、楽しく参加できました。

のですが、電波の方はいまひとつでした。hi

JK3HLP/3:CONDX は、期待したほどあがり

どこか探して又トライしてみたいと思います。

ませんでしたが、久々の参加で楽しめました。

電子ファイルで出している局はどの位の割合

JL3IVX:今回初めての電子ログ提出です。ま

なのでしょうか？そろそろとり組みが必要？

だ少し時間が掛かります。…早く慣れれぱと

JI2CQH:移動して 50MHz を、と考えていた

思っております。

のですが、雨のため自宅から HF になってし

JN3ANO:今年も参加できました。

まいました。

JO1IDL/2:コンテスト中に雨が降り出し、撤

JH4JUK:今回は、開催日が日曜と重なり当局

収は耀冾ﾅした。耀冾煖 x 日だったためもう一

としては久々のフルタイム参加できました。

泊。車中 3 連泊は身体に響きます。

コンディションか、ANT が悪いのかハイバン

JO1OYZ/2:ハイバンドはあまりコンディショ

ドとくに 28MHz、50MHz 全然だめでした。

ンが良くなかったように思います。仕事の疲

連休まえのコンテスト 24 時間は、疲れました。

れが響いてしまい、前半はソコソコのペース

休みは、のんびりとローカルコンテストに参

でしたが、後半は失速してしまいました。相

加予定です。

手局を呼んでおきながら居眠りしたのも一度

JA1LLV:今回は多忙で、夜と早朝のみ参加。

や二度ではなかったような・・・ (^^;

全くふるいませんでした。

JR1KFT/2:電力区分の見直しと移動局部門の

JK1REJ:パソコンで直接 CW 符号を送信する

新設を希望します。

局が増えている。中には、定型個所（599・

JR3EOI/3:今回の移動地は標高が低かったの

10・M など）のスピードを極端に早くしてい

で、50MHz が伸びませんでした。またハイバ

る局がいるが、さほどパイルアップでもない

ンドのコンディションも思ったほどよくなく、

時は、いかにもあせっているようであじけない。

そのため 7MHz ばかりに頼ってしまいました。

なお、当局、新しいパドルの感覚がつかめず、

JR4CZM/2:転勤で 4 月より肱 R 市に引っ越し

符号が度々乱れて、ご迷惑をかけました。

ました。28 日当日に、急遽ベランダから LW

JA6SRB/4:アパマンハムから初のマルチバン
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ド!しかも CML!!飛ばなった。10W のベラン

電信部門シングルオペ 3.5MHz バンド L

ダ whip ではランニングができなかった。

JA2KFI:北海道・九州が 17 マルチも残りまし

JH2NWP:全交信について、2.5W か 5W の

た。やはり 10W ではパンチ不足です。

QRP で QSO をしました。トランシーバーキ
ットのラダーフレームの選択度と FT817 の

電信部門シングルオペ 7MHz バンド H

CW フィルターは、メジャーなコンテストでは

JA7OB:昨年よりコンディションも良好で参

厳しいものがありました。来年からは、ぜひ、

加者も多いと感じました

QRP マルチバンド部門を設定してください。

JA9SSY:日曜日の午前中、1 エリア、3 エリア

JI1CUP:風邪の為、約 12 時間のオペレーショ

といった大票田がスキップして局数が思った

ンでした。

より伸びませんでした。またがんばります。

JN1KWR:6 年ぶりの ALL JA コンテスト参加

JE7RIT:混信がいつもより少なく感じていま

です。

したが、参加局が少なかったようですね！電

JR5GWR:よろしくお願いします。

子ログ作成ツールを使用して送りたいと思い
ますが

うまくいくやら心配です。

電信部門シングルオペ 3.5MHz バンド H

JH5FIS:50MHz バンド全国 1 位の表彰をし

JA1XEM:年々参加者が減っているように思

ましょう。

います。交信局数の減少はコンディションの
悪さばかりではないようです。

電信部門シングルオペ 7MHz バンド M

JK3HFN:初めて電子ログで出します。よろし

JE2PGW:自分なりに楽しんでいきたいと思

くお願いします。

います。

JM7TKK:今年は参加局が少なかったように

JG1SYY:もうじきシルバーです。今回はガン

思いますが・・・(単なるヘボ OP のせいかも)

バッタつもりです。
JQ1VLB:電子提出用ログシートの JARL 書

電信部門シングルオペ 3.5MHz バンド M

式リリースを望みます。

JE8GNN:次回もがんばりたいと思います。

JA7QLP/1:短時間でしたが、出られただけで

JE7DMH:3.5〜21MHz まで QRV しましたが、

も楽しかったです。

14、21MHz はほとんど QSO 出来ず、3.5MHz

JA1GOQ:ご苦労様です。

のみで書類を出します。

JG4UWC:次回 JARL コンテストまで電信の

JA1MSS:昨年は参加出来ませんでしたが今

実力を上げたいと思います。

年はシングル 3.5MHz の電信で参加してみま

JE3OZB/3:今年は、コンディションが悪かっ

した。夜のコンディションが良く結構稼げま

たんでしょうか？これが 7MHz かと思うほど

したが寝てしまいました。2 日目の午後に所

信号が弱かったです。P 局も多かったですね。

用が有り、フル参加できませんでした。次回

最近の RIG の影響でしょうか。みなさんスピ

を楽しみにしております。

ードが速いですね。何度も聞き返してしまい

JH1GVY/1:車のバッテリー充電の為、休み休

ました。でもすごく楽しめました。目標の 500

み運用しました。

局は越えましたし、マルチは、WAJA が出来

JH9ISB:初めと後だけの参加で，中は農作業。

ちゃいました。

こんなコンテストも珍しい。3.5MHz は私に

7L3ECZ:OM 達と緊張したバトルを繰り広げ

ぴったりのバンドです。でもこれは ALL JA

ました。コンテストは楽しいです。自分の技

のみ。6M＆DOWN からはフルタイムです。

量がわかるのが良いですね。

JR2NTC/2:1 日目は暖かく快適な運用でした。

JA4MES:7MHz は QRV する所がありません。

2 日目は雨の中での運用になりました。なか

又来年も楽しみです。

なか目標の 300QSO に届きません。

7M4QNP:電子ログで提出できるようになっ
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たので、簡単で良くなりました。参加者を一

ど伸びませんでした。また、年とともに気力

層増やすために、4 時間程度のスプリント部

が・・・

門を設けてはどうでしょうか。

JP3ILG:今年の 7MHz のコンディションは

7N4MXU:電子ログ初めて使ってみます。

今ひとつだったような気がします。

JA1BNW:今まではコンテストログの提出が

JR3QZS/1:今年はコンディションが冴えなか

大変でコンテストへの参加を躊躇していまし

ったようです。来年もがんばります

たが、インターネットでログの提出が可能とな

7030.2kHz あたりで QSO している局がいた。

りコンテストへの参加意欲が沸いてきました。
JA1FPV:家人に雑用を押しつけられて、落ち

電信部門シングルオペ 7MHz バンド L

着いてコンテストに参加できませんでした。

JH2HUQ:29 日の日中のコンディションが悪

かみさんには、コンテスト中は旅行にでも行

く伸び悩みましたが、夕方からスキマを探し

ってて欲しいと思うのは私だけでしょうか。

て細々CQ を出し続けなんとか局数を伸ばし

JF3IYW/3:参加部門について、QRP 部門以外

ました。大電力局がぎっしりでスキマがあり

では、4 アマの操作範囲、3 アマの操作範囲、

ません。でも"P"でがんばる局もおり楽しめま

2 アマの操作範囲、1 アマの操作範囲という風

した。

に分けたほうがいいのではないでしょうか。

JM4KHC/2:ANT コンディションと空のコン

電信電話部門で電話のみしか出られないとい

ディション（特に深夜と 4/29 午前中）が悪く、

うのは明らかに不利ですし、移動局の 50W と

惨々な結果となってしまいました。

固定局の 200W が同じ土俵で戦うのもつらい

JM6FMW:フルタイム参加はできませんでし

です。電話部門、電信部門、電信電話部門と

たが、パートタイムで楽しみました。

分けても不具合はないように思いますけど。

JA9RPU:SSY の半分はやる予定が・・・6 時

JG5DHX/5:コンテスト当日になって予定が変

間も寝てパートタイム運用だとやはり×でし

わり、結果は中途半端になってしまったが、久

た。それにしても日曜の AM のコンディショ

しぶりに無線が出来、ストレス解消になった。

ンの悪いこと！！ 10W では空き周波数があ

JH0LPH:短時間での参加でした

っても 10 分ともちませ〜ん！

JI1TJJ:集計、お疲れさまです。初めての電子

JA6DNV:今回はマルチバンドに出るつもり

サマリー・ログ提出です。よろしくお願いい

でハリ切っていましたが、14MHz 以上は全く

たします。

聞こえませんでした。結局 7MHz のみとなり

JK1LYP/1:日曜の午前中は近場がスキップし

ましたが、それでも行事の合間をぬって何と

てあまりできませんでした。初めて C7 でロ

かかせぎました。小出力で各局に迷わくをか

グを出します。撤収時は雨でしたが移動され

けました。取って下さった局長さんありがと

た方は大変でしたね。

うございました。

JK3GWT:集計ご苦労様です。もうちょっとで

JA5IDV:移動地が山に囲まれてあまりいい条

きるかなと予想してたのですが，思ったより

件ではなかったけれど，大変よく楽しめました。

できませんでした。

JR3NDM:昨年の交信数に足りませんでした。

JL7AIA:夜間のみ参加しました。仕事が QRL
なので少し疲れ気味かな？あまり冴えません

電信部門シングルオペ 14MHz バンド H

でした。それでもたくさん QSO でき良い気分

JR7SLC:東北管内局が、やはり少ないと思う。

転換になりました。第一日曜休めなくなりそ

もっと参加してほしい。

うで、今後のコンテスト活動がどうなるのか

JR2TRC:結果はどうあれ、全てのコンテスト

頭を抱えています。

に参加！

JM3AVI:今年は、コンディションがいまいち

JE6QQN:コンディションがいまいちでした

だったのか、局数・マルチともに期待したほ

が、適度に楽しみました。今年もやはり、子
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供達の乱入により中断を余儀なくされ、子守

JH5LYW:次回もがんばりたいと思います。

が休憩タイムとなりました。また、雷で中断

JR4GPA:コンディションの割には参加局が

する場面もありました。来年もがんばります。

少なかった

電信部門シングルオペ 14MHz バンド M

日は仕事でしたので 29 日の朝に機材を車に

JL1UTS:昨年と比べ condx はかなり悪かった

積み込み、稚内市内の漁港横からの参加。風

です。近場のエリアの局がカスカスでコール

が強くまた寒かったりといろいろありました

が完全にコピーできず NIL となった局が 10

が PM2：00 には撤収開始。北海道内と交信

数局ありました。Hamlog 使ってますがデー

できなかったのはアンテナのせい？それと

タのファイル化が分らず手書きログですみま

も・・・。

せん。

JS3MUT:毎年、同じ場所から同じ設備で参加

JR8QMO/8:久しぶりのコンテストでした。28

JA5HBB:昨年より局数がたくさん減ってい

しています。昨年、休眠でした、2 日目のみの

ます。残念！

参加でしたが盛況でした。電子ログでの提出、

JR4THU:HF コンディションは BF でした。

初挑戦ですが、手間取りましたが便利です。

JJ1FHT:国内がもっと開けると思いましたが、
ほとんど NG。残念でした。

電信部門シングルオペ 14MHz バンド L

JH6SCA:ほぼまんべんなく全国と QSO でき

JA6FFK:貧弱な設備での限界を悟らざるを

ました。良いコンディションでした。

得ない結果となりました。が、なんとも言い

JG8SIS/8:寒い北海道にも元気の出る春が、そ

難いコンテストの雰囲気からは逃げられそう

して ALL JA コンテストを楽しみました。本

もありません。

年も各コンテストに参加と張切っています。

JA7CQ:要望：年に 1〜2 回縦振れ電鍵だけを

7MHz も交信記録。チェックログとして提出

使用するコンテストをやってはどうか。考え

します。宜しく。

ていただきたい。

JK2BAP/2: 集 計 、 御 苦 労 様 で す 。 今 回 は

JE7ENK/7:最後の 30 分で、けっこうマルチ

CNDX が不良で天気も悪く、14MHz 以下で

が増えました。

は空電ノイズで弱い局が聞えない状態でした。

JG2VOJ:所用のため 2 局のみの QSO でした。

又、4/29 も午後から雨天となって 16:30 で打

今回は 14MHz 電信 10W「L」で参加しまし

ち止めを決定し、早々と山から降りて中途半

た。集計作業ご苦労様です。

端な結果でした。

JH6BZB:雨が降り、自宅からの運用でした。

JA6BGA:非常に強力な信号を送り込んでいる

リグもアンテナもプアーで、マーこのくらい

クラブ局が L や M の場合があります。古くて

だろう。

新しい問題点でしょうが、マナーアップを期待

JH8FAJ:出力 2W のリグ（キット）で参加し

する方が無理かもしれません。残念です！

ました。フル参加はできませんでしたが楽し

JI6DMN:今年もたった 1 時間の参加。フルタ

めました。

イム参加できる人がうらやましい！（ログ整

JA0PPE:今年は参加時間を確保できたけど，

理はカンタンですけどねー）

局数，マルチ共に昨年より半減。コンディシ

JR2HDF:コンディションが今一つで局数が

ョンが今一歩でした。

伸びない。次回を期待します。

JA1WSE:コンディションがいまひとつでし

JA1MXY:病み上がりで参加時間少ないです，

たが少しは得点できました。

久しぶりのオペレートです。

JA6EOD:いつも 10W に 0dB のアンテナで楽

JA8AJE:コンディションのせいでしょうか、7

しんでいます。今年はあまり condx がよくな

エリアとほどんど出来ませんでした。いつも

く

朝早くに 7 エリアと QSO 出来るのですが。

し持ち直し

4/28 はさっぱり聞こえません。4/29 は少
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した。

JI1HFJ:コンディションが悪かったのか、ノ

JH4QZV:次回もがんばりたいと思います。

イズ源が近くに出来た為か、それとも、地方

JH6AJT:集計ご苦労さまです。今年のコンデ

の参加局が減ったのか、昨年よりマルチを減

ィションは悪かったのかな！ローパワーでの

らしてしまいました。ノイズが年々増えて、

CQ は厳しい。QRM の谷渡りの交信でした。

住宅密集地ではコンテストがなかなかやりに
くくなってきましたね。各局、ありがとうご

電信部門シングルオペ 21MHz バンド H

ざいました。

JJ1LBJ:電子ログを送付しましたが、昨年の

JQ3MWA:電子ログ提出の試みです

ALL JA と 6D は問題ありませんでしたが、今

JR8LRQ/8:なぜか直前まで全くやる気が起き

年は返信が文字化けの為読めませんでした。

ず準備が間に合わないので、マルチバンドを

念の為紙のログを送付します。

断念し 28MHz で参加しました。今回はコン

JJ1LBJ:8 エリアがあまりできませんでした。

ディションに恵まれず、思っていたように交
信局数が伸びないまま終了してしまい、この

電信部門シングルオペ 21MHz バンド M

パターンのシングルバンドはひたすら忍耐が

JA4AKV:集計ご苦労様です。来年も宜しくお

必要なことを再認識できました。たまには違

願いします。

った部門に参加するのも発見がありますが、

7M4KSC/1:21MHz へは初めての参加でした。

さて次回は？？

JH7BEO:いつもありがとうございます。運用

ログは電信部門で提出します。

課の青木様

電話にも QRV しましたが、

電子ログ提出方法ご指導ありが

とうございました。

電信部門シングルオペ 28MHz バンド L

JI7NUF:コンディション悪くて途中でやめま

7M4GLN:開催有難うございました。

した。

7K2PBB:使用アンテナで種目を分けて下さ
い、政界のようにそろそろ突拍子のないよう

電信部門シングルオペ 28MHz バンド H

な企画を考えても良い時期、集計ご苦労様で

JL3MCM/1:ベランダお手軽運用でしたが、何

す。GL 73

とか 4 ケタ得点できました。
7K1NAQ:18 年ぶりにコンテストに参加しま

電信部門シングルオペ 50MHz バンド H

した。 一頃にくらべると参加局も少なくなっ

JF3XMI/3:大阪府四条畷市の移動でした。29

てしまいましたね。 特に大学や高校のクラブ

日午前 1 時から 17 時すぎまで仮眠あり、雨あ

局で 20 年前に強豪と言われていた局が参加し

り。なんか遊んでしまいました。Hi。73。

なくなっているのは寂しい感さえします。

JR7RJZ:フルタイム参加出来ませんがエント

JA0EOK:クラブ局の傍若無人ぶりがまだ気

リーします。

になりますね。また、とても PWR が M とは

JE2WLD:24 時間フルに出場できる体力がほ

思えない強い電波の局が目立ちます。

しいです。
JH9ATT:運用はほとんど電力 L ですが電力 H

電信部門シングルオペ 28MHz バンド M

にエントリーです。

JH6XGC:28MHz のコンディションが今いち

JI1ACI:磁気嵐のせいか面白い伝搬を楽しむ

でした。

ことができました。

7N2VNF:生まれてはじめてコンテストに参

JM1KGA:10 年以上普通のコンテストにはロ

加しました。局数の少ない 28MHz の CW で

グを出していませんでした。学校へ行ってい

チャレンジしました。

たころと違って、家族を持ってしまうとなか

JA3YPL:28MHz 以外の交信ログも添付して

なか無線だけをやるわけにもいきません。普

います。

通に寝て、普通に起きて休日の食事は家族と
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一緒にやってどれだけできるかやってみまし

していただきたいと思います。

た。また出てみたいと思います。

JR0EYF/0:移動地に恵まれませんでしたので、

JR2UXO:自分なりに精一杯やったつもりで

こんな結果でした。自分のノルマ(200 局)も果

す、できれば移動したかったが、仕事の関係

たせず、残念でした。

でほぼフルエントリーできただけでもラッキ
ーです

不安なのはこのログ提出です

電子

ログはうまくいくかな？

電信部門シングルオペ 50MHz バンド L
JF1CQH:10W 局の出番でもなさそうなので、
全交信呼びにまわって行いました。CONDX

電信部門シングルオペ 50MHz バンド M

が開けるのを期待したのですが、そんなけは

JH4WXV/4:最悪のコンディションでしたし、

いもなかったようで。電子ログの提出、勉強

雨でアンテナ SWR UP でした。

してみまーす。Hi

JP3DVP:仕事の都合でフル参加出来ず残念

7M4XEO/1:以前は電信電話で参加していま

でした。

したが、CW の魅力にとりつかれ、電信部門

JA4OEY/1:コンテスト委員殿手書きログの楽

一筋でがんばっています。

しみも否定しないで下さいね。方法を固定す

JN3LXF:はじめて山に移動に行きました。フ

ると、ますます参加者が減りますよ。

レンド局にお手伝いしていただいたおかげで

JH1KSB:友人から無償で頂いた HB9CV で初

FB なコンテストになりました。これからは、

めて全市全郡コンテストに 50MHz で参加し

山に移動運用に行きたいです。

ました。

JH0CHR:主催関係みな様のご活躍をお祈り

JF6NBB/6:ちょっとしか参加できませんでした。

申し上げます！！

JI1HCD:50MHz では、AM モードだけでコン

JK1DMT:用事が入ってしまい、フル参加はで

テストに参加している局も多数います。

きませんでしたが、雰囲気を楽しませていた

50MHz と 28MHz では、AM 部門を新設すれ

だきました。今年も 6m の CW のみで参加し

ば、コンテストの参加およびログ提出も増え

ました。

ると思います。

JL4MPH/4:28、
29 日とも仕事があったのと、

JP1HFL/8:コンテストでは 21MHz 電話にも

天候があやしいため近場の山で 1 時間半の運

On Air しました。ログ提出は 50MHz CW 部

用でした。今年は不完全燃焼です。

門のみで提出します。

JQ1AAC:8 年ぶりにコンテストに参加しまし

JA7KJR/7:29 日朝まで移動して参加しまし

た。まさに手に汗握りながらの参加でした。L

たが、6m の参加局が少なかったのが残念で

部門で参加しましたが、意外と多くの方と

した。

QSO 出来て大変喜んでいます。しかし"L"を

JA5SQH:E スポが出ずサッパリでしたが、夜

打つのは苦手です。お相手頂いた方、へたく

はよく眠れました。hi

そですみませんでした。

JA1ECG/1:時間を早く始めて早く終わってく

JR5EHB:10W でやりましたが近場の 3/4/5 エ

れると助かる。移動専門で参加しているので。

リアだけに終わりました。1/2/9/0 エリアも聞

例

PM6 時から 24 時間とか。

こえていましたが届きませんでした。移動し

JH1KNV:久しぶりに楽しみました。ありがと

たかったのですが初日の土曜日が仕事で、耀

う御座いました。

坥 j 日はお天気が雨で NG でした。

JI1ALP:スキャッターや E スポが低調でスコ

JR6GUI/1:連続 24 時間の参加は都合により

アが伸びませんでしたが、それなりに楽しめ

無理なので、パートタイムでの参加となりま

ました。電波の質の悪い局(キークリックや周

した(参加することに意義がある!?)。連続参加

波数変動の激しい局)が数局いました。特にリ

出来る日を夢見て地道にやって行こうと思い

ニアを使用している局は電波の質管理に注意

ます。
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電信部門シングルオペシルバー

した。当日はあまりコンディションが良くな

JF7DXT:降雨による雑音が殊の外強くて難儀

くて、QRP(3W)では、なかなかコンテスト

をしましたが、やんだときは楽しく過すこと

NO.が了解してもらえなくて、たいへん苦労

が出来ました。

しました。

JA1GS:いつも楽しく参加させて戴いており

7L3EBJ/QRP:QRP 部門の設定は大歓迎です

ます。今後もよろしくお願いいたします。皆

が、この部門においてもマルチ・各バンド種

様御苦労様です。

目の設定をお願いします。

JE4CGB:今年満 70 才になりました。シルバ

7N2ECX:聴取力に難がある Op は、社団局に

ーでの初参加でした。

多いようです。十分に修行を積んでからオン

JE2HEU:今回は参加者が少なかった様な感

エアして頂けると、QRP 局は助かります。

じがした。コンディションもよくなかったの

JA1KEG:次回も QRP で参加したい。

で局数が伸びなかった。

JA2BCQ:QRP でも十分他局と対抗できるこ

JA3AA:今年 2 月に満 70 才になりました。初

とを実感しました。しかし、ナンバー交換のと

めてのシルバーでの参加です。

き、
「P」が通じない局があるので弱りました。

JA3ARM:今年も元気で参加できて幸せです。

JA5DIM:昨年に引き続き QRP で参加しまし
た。ハイバンドはあまり良くなかったみたい。

電信部門シングルオペ QRP

JA7FNQ:QRP での参加はやはり疲れます。

JJ1INO:本コンテストは、自作リグにより、

何らかの優遇措置が必要では。

送信電力 0.5W 未満で運用しました。

JG1VMD:QRP のマルチバンドも設けてほしい。

JH1HTK:いつものように 30mW で 2 バンド

JK8NLB:QRP 部門にもマルチバンドだけで

に QRV しました。日曜の午後になるまで全然

なくシングルバンド部門も設けて欲しい。シ

調子が出ませんでした。スコアもさえないの

ングルバンドが不可能ならせめてハイバンド、

ですが、condx のせいでしょうか。アンテナ

ローバンドだけでも部門を分けて欲しい。電

も狭く尖った形のインバーテッド V なので、

子ログの導入によりコンテスト参加者が増え

飛びが悪いのかも知れません。それでも、楽

ることを願ってます。JARL コンテスト関係

しいコンテストでした。

者各位の活動に感謝します。

JA3LZC:長い QRT（約 35 年）から再び帰っ

JR0QWW:久しぶりにフルに参加してみまし

て来て始めた CW はドキドキします。JARL

た。とても楽しかったです。毎年参加するよ

再建の手立ては CW（特に日本語モールス）

うにしたいと思っています。出力で「P」を送

にあると感じます。

る局があまりいませんでした。FT817 の効果

7K1CPT/1:集計御苦労様です。29 日は仕事の

で増えたのではないか、と思ったのですが。

為参加出来ず。28 日夜のみの参加となりまし

JR7HAN:CW では強力局が隙間なく CQ を連

た。夜だけなので 3.5MHz を中心に運用しま

呼し続けている上、たまに隙間を見つけてこ

した。フルに参加出来ず残念でしたが、2.5

ちらが CQ を出しても微弱なため、すぐに上

時間だけ楽しみました。

から別の強力局が CQ を打ってつぶされてし

JF1OZL:JARL QRP CLUB 会員(No.451)の

まいます。当方のような微弱局でも CQ を出

名誉にかけて QRP 部門での入賞をめざして

せば呼んでもらえます。そこで、微弱局でも

サマリーを提出致します。本音は、最初

CQ を出せるよう(と言いますか、強力局が CQ

3.5MHz だけに出るつもりでしたが、今年は

を連呼し続けないよう)、いわゆる QSY ルー

（例年通り）ひやかしで出た 7MHz が予想外

ルの採用を考えてはどうかと思います。そう

にのびたので、両方の結果が使える QRP 部門

すれば、強力局、微弱局いずれも CQ を打つ

にエントリーするものです。ハハハハハ

こともできますので。

JI8NCZ/8:久しぶりにコンテストに参加しま
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電信部門シングルオペ SWL

電信電話部門シングルオペマルチバンド H

JA4-4665/1:ハイバンドがあまり開けず、疲れ

JA9IL: コ ン テ ス ト で の 使 用 範 囲 を 特 に

を感じたコンテストでした。4 年ぶりの参加

28MHz 以上のバンドにおいては見直すべき

だったのですが・・・。

だ。幅を拡げて欲しい。
JK1HIX:何年かぶりかで参加しましたが、局

電信部門マルチオペマルチバンド M

数がグッと減った感じがします。

JO1YGA:大変たのしかったです。

JF2FIU:HF ハイバンドのコンディションに
泣かされました。逆に 8、6、4、5 エリアが

電信部門マルチオペマルチバンド 2 波

結構有利ではなかったかと思われます。従っ

JA8RWU:JA8RWU、 Akira Asai: ALL JA は

て殆どローバンドに頼る結果となりました。

もとより国内コンテストにかなり久しぶりに

まぁ一応 24 時間フルオペできたのでヨシと

それなりに真剣に(除く局オーナー)参加しま

します。コンテスト委員及び冊子製作スタッ

した。また一度やってみたかった自シャック

フの皆様、本当にご苦労様です。また、交信

からのマルチ OP を初めて行い、新たな楽し

頂いた皆様ありがとうございました!

みも増えそうです。前日夜に参加を決め、当

JH4UYB:Condx が悪くて苦戦したが楽しめた。

初よりフル規格&フル OP は無理であったた

JI1CYX:今シーズンも宜しくお願い致します

め「RIG-AMP ワンセットのみ＋6m なし＋ア

JR3NZC:次回もがんばりたいと思います。

ルコール付き」の宴会コンテストで進め、今

JS3CTQ:各局 QSO ありがとうございました。

後の国内コンテストやマルチ OP はたまた飲

来年もよろしくお願いいたします。

み会併設ストレスフリーLet's enjoy コンテス
ト(?)に向けた試験的な参加となりました。実

電信電話部門シングルオペマルチバンド M

は、オーナーは、右手負傷で NG であったと

JA8CEA:とにかく今年のコンディションは

いうこともあり、初めから真剣ヂ[ドでは考え

悪く昨年の半分も QSO することが出来ませ

ていませんでした。しかしながら最後の 1 時

んでした。特にハイバンドが悪かったようで

間 30 分(1548〜1718(終了)JST)のみ左手メイ

す。地方から参加するには局数が稼げません

ンでオペし、辛うじて OP リストに加わりま

のでハンデがあります。

した。2100JST まで続けたかったところです

JE1SLP:7MHz 帯の BAND 幅はやっぱり狭

が、次回のお楽しみにしておきます。JR8VSE、

く感じます。

Osamu Sasaki: 私 事 都 合 に よ り 、 今 回 は

JA2PYD:天候も悪く、家の中ではちょうど良

QRV しない事に決めていましたのが、前夜

かった。

RWU 局から連絡をもらい、おかげさまで運

JH6WKF:今年は Condx の上昇が遅い感じが

用する事ができました。21MHz 以上のバンド

する。

がパットしなかったのと、14MHz の朝の開け

JG1IEB/1:昨年よりも得点がダウンでした。

る時間帯が遅かった事。ローバンドの伝搬状

JH4EZE:ハイバンドのコンディションが不

況が例年と大きく異なっていたのが印象的で

良で残念でした。

した。JE8KKX、 Nozomu Takahashi: 思い

JO7CMO: 昨 年 の 約 半 分 の 得 点 で し た 。

がけず、スーパーステーションから運用でき、

21MHz 及び 28MHz が特に悪かった。

楽しめました。ハイバンドのコンディション

JN2XPQ:今回は時間がなくて局数が伸びま

がいまいちで、QSO に苦労しました。

せんでした。今年で 3 回目の参加です。来年

JI1ZWX:以前は移動局で運用していた。数年

も参加します。

前から固定局になったのに／1 を付けて呼び

JA5BFI:用事をしたり、テレビを観たり、コ

返して来る局が多い。電子ログ等に頼らない

ンテストをしたり(この順番 hi)で過しました。

でちゃんと聞いて呼んで欲しい。

JM3WXV:滋賀県に移ってから初めてコンテ
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ストに参加しました。10 年ぶりなのでとまど

JE1KUP:コンテストが始まってから余裕の

いました。

(?) zLog のダウンロード。上手くいかず手書

JA1STY:提出締め切りが早い。右記を提案し

きになってしまった。

ます。コンテスト終了日後 1 ヶ月後を締め切

JO2FAR:深夜を中心にでました。仕事 & 仕

りとする。

事にはさまれ、かぎられた時間で･･･（泣！）

JI1DQW/0:車内でパソコンを駆動するため

昨年にくらべだいぶＨ局が多くなりましたね。

DC-AC インバーターがノイズを発生し受信

JG8MBV:はじめのうちコンディションが悪

に障害がありました。

く、コンディションが読めなくて局数が伸び

JI1YIW:クラブコール復活し JARL 主催コン

なかった。

テスト年 4 回参加したいと考えています。

JR1CCP:年々参加局数が減少しているよう

JN3LAK/3:初の HF 帯マルチバンド移動とな

に思います。ALL Band 部門（HF〜430)、

るはずでしたが、不覚にも風邪をひいてしま

VUHF 部門（50〜430）とか参加局数の増加

い自宅から細々とした運用になってしまいま

が期待できる参加部門の新設は検討できない

した。

ものでしょうか？

JI5NWQ:初めての参加で楽しませていただ

7K1PEO/1:電子ログは今のご時世にあった

きました。

FB な方法と思います。しかし、この結果は

JP1GMV:7MHz 帯では必要以上の出力運用

JARL NEWS に掲載はやめないでください。

が多くて交信の妨げとなる場合があった。今

電子媒体と紙媒体の良さがあります。

後の課題であろう。

7L2RAC/1:始めてのマルチバンド参加です。

JQ6MXW:各バンド共、POWER の Class 分

参加している個人局が少ないような気がしま

けをして、時間割をしての交信にしたら。混

した。あとクラブ局のオペレートの仕方が気

信が減少すると思う。

になりました。人も減りましたが、レベルも

JJ1NNH:楽しく参加させていただきました。

下がった気がします。

ありがとうございました。

7L4XSG:ALL JA 2 回目

JE1WVJ:ぼちぼちやってます。

7N4HMB: 参 加 す る こ と に 意 義 を 感 じ ま し

JL2VZJ:コンディションがあまりよくなかっ

た？

たです。

JA1BCE:深夜，早朝をのぞいての参加。昨年

JM1IXB:今回はあまりやる気がしなかった。

より 15 局増えました。

7 メガの電信に 250Hz のフィルターをかける

JA1HBV:予想以上にコンディションが悪く、

とほとんど NO QRM で聞こえるが各局はど

期待はずれとなった

んなフィルターを使っているのだろう。今度

JA1IZZ:久しぶりに休みを採ってコンテスト

は 455KHz で 500Hz と 250Hz を切り換える

にフル運用しました。

工夫をしてみたい。いつかはまた入賞したい。

JA1OQ:3 回目の参加です。参加者の減少を感

P.S.今後は E-mail でのログ提出をしようと思

じました。電話オンリーの局は，最初からハ

います。

ンデがあって参加意欲をそがれるのでは？

JA1DMY:社団局（特に学校）のオペレータの

JA1VBP/1:次回もがんばりたいと思います。

耳の悪さにはあきれます。社団局をコンテス

JA1XRH:いろいろなコンテストに参加経験

トから締め出して下さい。

があるものの 24 時間コンテストで延べ 22 時

JL4CUN/4:コンテストの時間は 6m & Down

間もの長時間に渡り QRV したのは初めてで

や FD のように 21:00〜15:00 位が一番望まし

す。昼食のサンドイッチを食べ終えたあと、

いように思います。コンテストをやらない人

目をつぶって微弱電波を聞いていたら睡魔に

からもそう言う意見をたくさん聞きました

襲われ一瞬何のオペレーションをしているの

（バンドが使用できないとの事）
。

か失うことがありました。Running も結構行
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いましたが、S & P を行っている時間が多く、

コンディションは悪かったもののそれなりに

大きな課題を残しました。

楽しめました。

JA3KZE:昨年初めてコンテスト参加しまし

JK2VOC:集計ご苦労様です。7MHz のコンデ

た。今年は昨年実績を目標にしました。電子

ィションが悪く昨年の結果に届きませんでし

ログ提出初めてです。

た。今回初めて電子ログで提出します。失敗

JA7EQO:あまりコンディションが良くなかった。

の無いように注意しましたが心配です。hi

JE1REU:仕事のため 5 時間のみ参加できました。

JK4USZ/1:天気には勝てませんねぇ。

JF1RPZ/3:日本への出張中に 8 時間だけ参加

JL2OGZ/7:2 日目の朝から参加した割には良

しました。

くできた方だと思います(自分なりに)。T2FD

JF2SKV:固定から、GP1 本で参加してみました。

がダミーアンテナということが良くわかった

JF4CZL/1:集計ご苦労様です。今回も短いコ

コンテストでした(笑)。

ンテストナンバーのおかげで効率の良いオペ

JM1LQI:仕事の関係で ALL JA の日は毎年出

レートが出来ました。今後も短いコンテスト

勤なのですが、今年は休みが取れました。妻

ナンバーであることを望みます。今回は初め

子も実家に遊びに行ってしまったので、当局

てのマルチバンドの単独移動で、トラブルも

としてはめったにない好条件で参加できまし

発生し今後の課題が多く発見できました。次

た。結果、当面の目標であった 1 万点台を達

回また挑戦します。サービス頂いた方々、有

成できたのでまずまずだったと思います。

り難うございました。

JM1RPV:ALL JA にはここ 10 年毎年参加し

JG6MDS/7:昨年に引き続きマルチバンドで

ていましたが、個人コールでのフル参加は初

参戦しました。局数は大幅にアップしました

めてでした。来年は、さらなる得点アップを

が、ハイバンドのコンディションがあまり良

目指します。

くなかったようで、マルチが思うように取れ

JM3XEJ:貧 condx、貧設備、貧オペテクの三

ず、目標の 30 万点には、惜しくも足りなかっ

重苦で、苦しみました。

たようです。

JM4UZM/4:次回も参加するでしょう。

JH0PGF:ほんの少ししか参加できず残念！

JO1TKI:次回もがんばりたいと思います。

JH6KOQ:3.5MHz に出られないとポイント

JQ1UXN/1:HIGH BAND の CONDX が去年

アップはできないようですね。6m はさびし

ほど良くなく、固定から参加した去年とほぼ

い限りでした。

同じスコアでした。

JH7IPR/6:6m の CONDX が最低でした。

JR1LQK:クラブ対抗に貢献するため、久しぶ

JH7VVR/1:現行では連休のため、参加者が減

りに FMM で参加しました。マルチバンドは

少していると思います。開催日変更を望みます。

寝てはいけないので(寝ちゃったけど)疲れま

JI0NNM:集計お世話になります。初めてのマ

す。でも入賞ははるか彼方。

ルチバンドでの参加です。

JR2AWS/1:アンテナが途中から、何故か整合

JI1JCI/1:ソフトを使って処理したのは良い

が取れなくなり、今ひとつでした。

のですが使い方を誤ってマルチ計算を間違っ

JR4QZH:ハイバンドがあまり開けず、局数が

てしまいました。

伸びませんでした。残念

JJ1VKT:コンテスト直前に風邪をひいてしま
い体調不完全での参加でした。寝不足も手伝っ

電信電話部門シングルオペマルチバンド L

て交信途中でふっと寝てしまい，何局かご迷惑

JH1QPJ:クラブ局（特に学校関係）はどうし

をおかけしました。登録クラブ対抗が種類別に

ようもないくらいマナーが悪い（いきなり声

なったのでもっとがんばらなくてはいけない

を出す。OVER POWER ETC）別の日にして

のですが・・・今年は不完全燃焼でした。

ほしい。

JJ1XNF:自宅から全バンドに QRV しました。

JK1TCV:集計御苦労様です。
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JJ1VEX:思い出に残る大宮市からの最後のコ

NETSCAPE が標準とはいささか時代錯誤。

ンテストであった。

MS internet explore が標準で使えなくては

JA7NT/1:今年も各バンド QSO。8MHz は頭

ね。メールアドレスもログ作成ページではよ

が痛くなる。最近のコンテストは紳士的で

くわからず JARL ニュースをみたりして、結

GUD 局数が減ったからか？

構手間費がかかる。少ない局数なら手書きが

JA9WKK:病気療養中のため 2001 年、初めて

早い。会員サイドにたった改良を(Netscape

の運用しました。なんとか 3.5、7、21MHz

標準が JARL 的)。電子ログが本格化すると

も波が出るので安心しました。久し振りの運

QSL 転送サービスという JARL の存在価値

用ですこし緊張しました。

も？会員として苦言ですが。

JI7NHE:電波状態がよくなく地域が限定され

JA1PYP:コンディションが悪く手待ち多し

局数ものびませんでした。

JE0IWZ:集計ご苦労様です。

7N4BGU:ALL JA に初参加です。よろしくお

JP1MSL:10 年ぶりに 1 人で移動運用をしま

願いします。

した。

JA1WC:QRP での運用でしたが 5 バンドに至

7K4EXG:次回もがんばりたいと思います。

ったため QRP 部門へのエントリーが出来ず
残念です。QRP ほど運用の場を拡げるべきだ

電信電話部門シングルオペ3.5MHz バンドH

と考えますが如何でしょうか。

JF2ION:楽しく参加させていただきました。

JJ1ITU:結構、電波形式の切り替え違いの局
があった。各バンド切り替えの際に USB と

電信電話部門シングルオペ 3.5MHz バンド M

LSB の切り替えをしていないせいだろうけど、

JA9FFZ:あまりコンディションがよくなかった。

送信 LSB と受信 USB の局と交信するのは大

JK3LZI:ALL JA コンテストに参加して、楽

変だった。やはり慣例通りの方式で運用して

しいひとときをすごさせていただきました。

欲しいと思ったのです。

ありがとうございました。

JA1DTS:急用の為に短時間の参加となりまし

JA9IPJ:もう少しコンディションが良かった

た。クラブ局のオーバーパワーがみられたよう

ら。残念。

です。RS59 なのに RS ナンバーを 3〜5 回聞く

JN7FPB:パワーの強い局につぶされてしま

局がありコンテスト RS59 なのでしょうか？受

った。1kW も必要なんでしょうか？

信が悪いなら RS59 ではないでしょうに！

JA0GEY:相変わらず仕事に時間を取られ、こ

JG4NIP: 今 回 は 天 候 不 良 の た め 21MHz 、

の程度しか出られません。でも毎回楽しませ

28MHz で稼げなかったのが残念！めちゃ悔

てもらっています。8J 局と出来たのがうれし

しい！あ〜あ。次はフィールドデーと 10 月の

かったですが、QSL くれますでしょうか？

全市全郡でがんばることにしましょう！

JJ2XZY:H、M、L、P 部門で最高得点の局に

JN1GQG:今回は 24 時間フルに参加できませ

は全国 1 位がほしいです。

んでしたが楽しい時間を過ごせました。

JH9VFG:例年と比べ、個人局の参加が少なか

JK1GPD:いつも思うことですが、24 時間は

ったように感じた。コンディションの関係も

長くてきつい。18 時間がいいと思う。仲間で

あるとは思うが。コンテストの時いつも思う

山に移動し深夜の撤収と交信の疲れから帰り

が、HF ローバンドはバンド幅が狭くもう少

に事故を起こして無線をやめた局もいます。

し余裕があれば、もっと楽しめるのに。

時間の短縮を提案いたします。是非 18 時間

JA6BIF:楽しいコンテスト有難うございまし

に･･･

た。ところで一つお願いがあります。新しい

JH2WIC/2:雨のため、途中リタイヤです。今

モードとして、SSTV 及び PSK31 を追加して

回はマルチバンドのいい勉強になりました。

下さい。いつまでも CW と SSB の古いモード

7M2SBR: 電 子 ロ グ の 提 出 は 歓 迎 す る が 、

のコンテストでは無くて、若い人が興味を示
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す画像通信(SSTV)や文字通信(PSK)の新しい

間がかかりました。

モードを加えて下さい。

JG3SVP:ローター故障により、AFA40 固定に

JA1RDT:次回はがんばりたいと思います。

て使用しておりました。弱い波を拾って下さ

JH4FUF:一時期のような QRMM が無くなった

ってありがとうございました。次回は整備し

ように思えるのは、参加局数が減少したから？。

て 廻 せ る ANT に し ま す 。 hi

7 では

JH4UHW 局がダントツに強かったです(マル

電信電話部門シングルオペ 3.5MHz バンド L

チオペかな？)。

7K4MSS:いつもハイパワー局(H、M)局に圧

JL7GNT/7:ALL JA コンテストは初参加。家族

倒され、お声掛けだけで 24 時間がすぎていき

サービスのドライブの途中、短時間の運用でし

ます。つらいかぎり！

た。次回はフルタイム参加を目指します。Hi

JS3QWI:28、29 日とうまい具合に CM が休

JA0ADY:電子ログで提出できれば、こちら

みでしたので、ゆっくり楽しめました。役員

も・そちらも楽なんでしょうが、パソコン初

各位殿、ご苦労様です。

心者で意の如くならず、歯がゆい思いです。

JI2NTJ:今年も参加できて良かった。各局さ

勉強します。今年も大勢の方と交信でき喜ん

んありがとう！まだ書面提出ですが、E メー

でいます。担当者の御苦労をお察し申し上げ

ル送りを研究したいと思います。

ます。

7L4WVU:自作無線機で毎年参加しています。

7K4IHB:初めて電子ログで提出します

短縮スローパーでも結構 QSO できました。

7L2MZT:都合でお付き合いでした
JS3VSD:マイペースでの参加ですが、次回も

電信電話部門シングルオペ 7MHz バンド H

がんばりたいと思います。

JH7PKU:朝の近距離パスの回復が遅かった

電信電話部門シングルオペ 7MHz バンド L

ものの、目標を達成できました。TNX!

電信電話部門シングルオペ 7MHz バンド M

JL1TBP/1:部分参加でしたが楽しめました。
JE2RAJ/0:このコンテストに初めて移動して

JO6XMM:電子ログの作成が分かりません。

の参加になりました。交信局数もある程度あ

ターボハムログでは編集出来ない様ですね。

りまして楽しかったです。

zLog 等に一度編集するのでしょうか？

JR3JBH:4 月 28 日 21:00〜4 月 29 日 21:00

超

初心者にも分かる解説をお願いします。

まで体調を整えて望む所、急用が出来残念な

JF0AZE:約 1 時間の運用でしたが、多くの方

がら短時間の参加となりました。次回コンテ

と交信できました。次回のコンテストも参加

ストはもっと多くの時間運用したいと思います。

しようと思います。

JH4OUH:18 年前の無線機で参加しました。

JA6LIM:7MHz は混信も多く、ふだん出てい

CW では思った以上の成果でした。

ないクラブ局ががんばっていますね。一部感

JG5AVM:少ない局数ですがログ・サマリーシ

情的な運用もみうけられますが、譲り合いの

ート送付いたします。ヨロシクお願いいたし

精神でいきたいですね。

ます。

JA5TFJ:例年のことながら個人局の参加が少

JN7LOZ:あまり時間がなかったので局数も

ないように感じました。本年は時間がとれず、

稼げなかった。

局数が伸びず、参加のみに終わりましたが、

JA5EO:1. 例年に比べて参加局数が少なかっ

毎年 JARL の各種コンテストには必ず参加す

たように感じました。2. チェック・ログとし

ることにしています。参加各局にお世話にな

て 21MHz 用と 28MHz バンド用ログを各 1

りました。

枚添付しておきます。

JG8QXB:クラブ局の参加が多くて驚きまし

JL4LHB:全体的にコンディションが悪くて

た。コールサインが似ているので、整理に時

残念でした。
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電信電話部門シングルオペ 14MHz バンドH

JM2JNT:初めての 14MHz のコンテストに参

JA4MF:当局は年間を通じて 1/2 の QSO パー

加、思っていたより電波の飛びが悪かった。

ティーとこのコンテストはどうあっても運用

JA0KD:コンディションは最悪でした。

するようにしております。空中状態もよくな

JH0BIM:短時間の参加でした。

いし、体力・時間制限の中でなんとかがんば

JF9FXG:BF な自作アンテナでコンディショ

りました。よろしくお願い致します。

ンも悪く、設置場所も悪く結果は仕方が無いと

JJ2UIH:中部日本からは厳しいコンディショ

思いますが、遊びと思ってたのしんでいます。

ンでした。何年か前に比べると、大学のクラ

JA8IBU:毎年 ALL JA の日はなぜか、仕事と

ブ局の信号が弱くなった気がします。

ぶつかってしまいます。

JA5MAJ:前回まで 7MHz 電信電話での参加で

JM2LSJ:短時間しか参加できなくて残念でした。

したが、今回は 14MHz 電信電話に鞍替えしま

JA1ANF:近所の公園でクラブ局の運用に参

した。7MHz バンドの喧噪に慣れた耳には、

加した後、個人固定局を運用しました。21Hz

14MHz バンドはずいぶん静かに感じました。

は DX が聞こえず、チェックログとします。

JA8QWT:14MHz のコンディションは、不良

JA4VPS:e−mail でログが提出出来るとのこ

でした。

とで参加いたします。

電信電話部門シングルオペ 14MHz バンド M

たのには感激しました

7K3FOX:これからコンテストに少しずつ参

JH6FTJ:1 週間ほど前から、風邪をひいて病

加します。無線の最中電話友だち電話、かい

院に行ったりで、喉の状態が最悪でした。喉

もの、用事できませんでした。

が痛くても Phone だけの QSO でした。今日

JH7CJM:コンディションがイマイチでほと

になってもまだ調子が出ません。コンディシ

んどスキャッターでしか聞こえませんでした。

ョンは、あまり良くなかったですね！

いくらコールしても応答が無く力不足を痛感

JQ6DCY:コンディションが悪くてハラハラ

JH5GEN/5:5W 以下の QRP 局が大勢出てい

しました。参加局も減りましたね。

しましたが、楽しい 24 時間でした。

JS2PMG:ALL JA になかなか参加したくとも

JQ6DCZ:電子ログになって提出が楽になり

日程が合わず、今回初の参加です。なかなか

ました。これからも、参加することを目標に

局数が少なく苦労しました。JARL 主催コン

がんばります。

テストにはこれからも都合がつけば、できる

JR1WYV:初めて電信でもコンテストに参加

だけ参加したいと思います。

致しました。

JP3FJE:コンテスト集計ご苦労様です。

次回は電信のみで参加したいです。

JG4UWS/4:今回も移動地

電信の方が楽しかったです。

高田郡で畑仕事

の合間に参加させていただきました。十分な

電信電話部門シングルオペ 14MHz バンド L

準備が出来なかったので QSY もなく 14MHz

JJ4CDW:天候が悪かったせいかコンディシ

が主となりました。

ョンもいまいちでしたが、10W でもそれなり

JQ6FAI/6:屋外からのコンテスト参加でした

に楽しめました。交信した各局、TNX！

が、悪天候であまり長時間の運用も出来ず、

JH6CSP:コンディションがいまいちでした

残念な点もあったが、限られた時間内でもか

が、それなりに交信できました。

なりの局数が得られた。
JH1RLU/1:後半は雨が降ってきて大変に苦

電信電話部門シングルオペ 21MHz バンドH

労しました。

JA7DOT:3 時間程の QRV でした。コンディ

JR6BTH:今年はコンディションが悪く、得点

ションはまあまあでしたが、参加局が意外と

が延びませんでした。状況は皆さん同じかと

少ないと感じたのは私だけでしょうか？それ

思いますが、結果が楽しみです。

ともミレニアムの反動？
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JS6PXB:29 日朝 7 時位、バンドやっとオープ

していたようだが、移動地の南側には斜面が

ン。前年より 2 時間遅い OPEN。ペースは早

あり、場所の選択ミスだったように感じた。

く短時間での QSO だが、前年並みのスコアで

これに懲りずまた参加したいと思います。

した。

JI1PLF:移動局およびクラブ局で L にも係わ
らず+40db 以上の局が多いですね。

電信電話部門シングルオペ 21MHz バンド M

JI8BUR:時間的余裕が無く、また、コンディ

JA6FXT/1:今回はコンディションが悪くて局

ションもいまいちだったので局数が伸びなか

数が伸びなかった。連休初日で参加者も少な

った。残念。

かったような気がする。

JL7HKZ/7:約 2 時間のみの参加でした。

JA1KK:21MHz シングルバンド部門では、はじ

JO2EWL/2:途中から雨が激しくなり、撤収時

めて参加してみました。中距離(東京から中部地

間が早まり当初自分が予定していた時間より

方、東北地方)が、あまりできませんでした。

短い運用となりましたが、十分楽しむことが

JK1NAF:長時間参加していたのに結果は思

できました。

いの他延びなかった。Condx がもう少し上昇

JQ1COB:コンディションが不安定で、局数、

すると楽しめたかも。当方からは 3 エリア(兵

マルチが思ったほどのびなっかた。

庫県除く)が入感してこなかった。通常ならば
必ず交信できる範囲だと思うのだが。

電信電話部門シングルオペ 21MHz バンド L

JM7FTM/7:東北地方からは 6 エリアのみが

JL4OKG:天気が悪かったので移動できません

良く入感。コンディションは今一でした。

でした。ビームアンテナも無いし非常に苦戦！

7K4QJF:コンディションが悪く、局数、マル

JH8YWV:4/28 夜コンディションが開けず苦

チ共に伸びませんでした。

労。また 4/29 も同じく開けず時間を見計らっ

JR1BSV:コンディションが悪く、リグも悪く

て参加致しました。

参加証ねらいです。

7L2BEI:一年ぶりのコンテスト参加で、楽し

JL1VWL:久々で用紙が B5→A4 にかわって

い一日を過しました。

いるのを知りませんでした。

JG6TXW:仕事関係でフルタイム QRV できな

JI1DLW:コンテストに出て来る局が少なくな

く残念でした。集計おつかれ様です。

っています。多くの局がコンテストに参加出

JS1MBH:15 年ぶりに固定から参加しました。

来ればと思っています。

JL1PLW:7MHz 帯は H 級が全面使用して入

JA9IKL:コンディション不調でした。スキャ

るスキがありませんでした。

ッターだけが頼りでビームは 210°方向がベ

JS6QKI:空中状況は厳しかったです。北海道

ストでした。JI7HAV:コンディションが最悪

が全く入感なく初めての経験でした。

だった。

JL4GRQ:移動で参加しようと言うことで 29

JM7DXZ:様々な行事が重なり、オペレートす

日に移動しましたが、コンディションが悪く

る時間が制約され残念だった。

結局帰って家から出ました(参加しました)。

JI2IXA/3:久しぶりに移動運用で参加、天気が

JE8DBO:日中は全く開けなく夕方から入り

BF でさんざんでした。

だしたのでなんとか出来た。100 局を目標に

JG1GCO:天気が良いため、かえって参加が悪

していたが全然届かなかったので、次回のコ

くなりました。

ンテストは更に力を入れたいと思う。

7K2GMJ:今年もたくさんの方と交信でき、楽

JK6TSM:コンディションが去年と比べてあ

しめました。

まりにも悪く、途中であきらめモードでした。

JA2DHL:コンディションが今ひとつで、多く

集計お疲れ様です。

の局と QSO できず、残念！

JA8IJI:終盤にコンディションが良くなった

JE6MIS:開始時より南西スキャッターが発生

ので何とか 100 局 QSO できました。
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JF2MWC:コンディションが良くありません

電信電話部門シングルオペ 50MHz バンドH

でしたが、それなりに楽しむことができました。

JH8SIT:仕事多忙のため、限られた時間での

JK8DWN:初めてコンテスト中に CQ をだし

オンエアとなりました。

ました。たくさんの局に応答していただき楽

JI2EOY/2:場所とりに失敗。いまいちの結果

しめました。各局サービスありがとうござい

だった。

ました。

JA8NNT/1:今回は、マルチが取れず苦戦しま

JK8NIP/8:Ph は Ph のみ、CW は CW のみと

した。

分けてほしい、休憩時間を設けてほしい

思います。

JL1HVR:久々のコンテスト参加。自作アンテ

JE3USO:今回、初めて電子ログで提出します。

ナでしたが、日中の Es 出現で、思わずマルチ

ログシートは、ターボハムログから出力編集

を稼げました。

したもので、間違い、不足がありましたら、

JN7JJJ:次回もがんばりたいと思います。

是非ご指摘下さい。宜しくお願いします。

チャンスがあればまた挑戦したいと

JE9RRO:初めて電子ログで提出しました。思

電信電話部門シングルオペ 28MHz バンドH

ったよりも簡単で便利ですね。

JJ1RDX:参加者が少ない。

JM1SZY:コンディションがぱっとしなかった
のが残念でした。

電信電話部門シングルオペ 28MHz バンド M
JR1BQJ/1:久しぶりのメジャーコンテストの

電信電話部門シングルオペ 50MHz バンド M

参加でした。コンディションも弱いながらも、

JA8ABK:・参加することに意義があり。・コ

スキャッターも感じられ色々な所とコンタク

ンテストであればこそ簡単にオンエアできる。

トでき FB でした。

JA1AHU:たまたま前回の全市全郡コンテス

JG1TVK:やれるだけのことは、やったつもり。

トは外しましたが、QSO パーティーを含めて、

コンディションはそこそこ良かったみたいだ

JARL が主催するコンテストは、数年間欠か

が、相手が無く空振りが多く、思うように局

さず参加しています。

数が伸びなかった。

JH3USU:一度、フル参加がしたく思っていま

JR4XME:アンテナを GP→5 エレ八木へグレ

すが、なかなか時間がとれません。

ードアップしたが、コンディションが悪く局

JO1GPY:電信・電話部門の完全分離を。

数増えず。又年々参加局数が減少していると

JK1BII:・マルチバンドにチャレンジしよう

感じました。

かな！

JL2VLG/2:今年は連日のように磁気嵐が発生

JH4QIU:昨年は参加出来ませんでしたが今

しており、案の定大変悪いコンディションで

年は家族サービスの合間をぬって時間指定の

した。また午後から雨に見舞われ、今回は全

中で参加しました。固定での参加だとこんな

てにわたり最悪でした。

ものかなって感じでした。

7M1RXC/1:>メールによるコンテストデータ

JJ4WNP/4:7 年ぶりにコンテストに参加しま

の提出は便利なので、是非続けてください

した。いろいろと変更されていて困惑しまし

7N1BHO:自宅より仮設アンテナで参加。今回

た。参加証を頂きたい。

は家庭サービスの合間を縫って参加すること

JQ1DSK/1:数日前から楽しみにしていたコン

に意義あり。

ディションが、良くなかったようですね。移

JE8FGY:今回は、北海道からは随分と辛いコ

動の後の撤収が、雨の為、体ずぶ濡れ！。雨

ンディションでした。南北のパスの弱さに泣

具忘れていました。

きました。

JG1JIC:コンディションが良くなかったのが

JE9MJC:最悪のコンディションでした。

残念でした。
JG1TCV:今回は時間が都合がつかず中ぬけ
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の状態になってしまい残念だが、少しでも参

した。大丈夫かな〜

加できただけでも良しだが 50MHz のコンデ

JA1IQK:29 日昼間は外出し運用時間が短く、

ィションは良くなく残念！！。

その間には E スポが聞こえなかった。

JK7CJM:終了前後 5 分間のコンテストを参

JA7MJ:ありがとうございました。

加しました。

JE1NZN:電子ログ作成ツールが出来たので、

JA2GSM:局数の割には、マルチがいけたので

電子ログで提出します。

よかった。土・日仕事だったので移動が出来

JE2XBS/2:電信にて初参加しました。電話と

なかったのがおしい。

は違った雰囲気で面白いですね。次回も楽し

JH8NBJ:コンディションが非常に悪く 8 エリ

みます。

アから 50MHz シングルオペで参加するも、

JE6WBT/6:天候不良のため運用を途中で中

72 局しか出来ず、力が充分に出せなかった。

止しました。

来年に期待したい。

JF1FFF:短い運用時間だったが、一階住居の

JA9VEQ/4:開催時間は 18 時間ぐらいで、い

ベランダに設置したアンテナでどのくらいま

いと思いますが.....。

でできるか試みた。

JA2FAS:参加者が年ごとに減ってゆき、さみ

JF3IPR/3:コンテスト中、前日までのコンディ

しいことです。何とか対策はないでしょうか。

ションとはうってかわって、パッとせず苦戦

7M3DZI:限られた時間での参加になりました。

しました。

運用時のコンディションはあまり良くなく、

JF3VKM/3:天気もコンディションも悪かっ

マルチがなかなかとれませんでした。

たので疲れた。

JA7UU:RIG 不調でリタイヤ、73

JG3IYC/3:コンディションが今ひとつでした。

JJ6WWZ:次回もがんばりたいと思います。

Es も開けずマルチが増えなかった。CW で 1

JE4ABN/4:久しぶりの移動運用とフル参加

エリアを何とか wkd できて、やっとこさマル

で参加できるとあって、気合いが入りました。

チ 32 でした。局数も目標の 300 に達さず残

結果は目標の 300 局には至りませんでしたが、

念でした。原因は運用地の東方向に山があっ

とても楽しい時間を過ごせました。ALL JA

て、1、2 方面に開けていないことと解析して

の反省に立ち、次回のコンテストは、コンデ

います。来年はもう少し運用地を考えよう。

ィションの把握とマルチ探しにもっと努力し

それとコンテストの終了時間をもう少し早い

たいと思います。

時間にしていただけたらいいのになぁ、と思

JR7XGL/7:宮城県からはコンディションが例

います。

年より良く、多数の 1 エリア局と出来ました。

JG4LRN/4:局数も激減し、昼前から天候も悪

ES では宮崎の 1 局だけでしたが、ALL JA と

くなったので、早急に切り上げました。昨年

しては自己最高記録となりました。

からリグの調子が悪く(周波数がスムーズに

7K1PTO:はじめは参加する予定ではなかっ

変化しない)新しいのが欲しいのです

たのですが、途中から面白くなって参加しま

が・・・・・。

した。アパマンハムのベランダからの運用で

JH0OLD:初めて参加しましたが思ったほど

したが、まずまずだと思います。

局数が増えませんでした。参加局が少ないの

7K3BBW:GW ということで、家族サービスの

か、当局のオペレートの問題か、次回はもっ

ため半日しか参加できず残念でした。

とがんばります。

7K4TSJ:所用のためフルタイムで参加できず

JH4IJG/4:今回も楽しく運用できました。

残念でした。近年近隣のノイズがひどく、HF

JH5UPI/5:電子ログ作成ツールは便利いいで

帯での参加は難しくなってしまいました。

すね。

7N1OVK:やっぱり、コンテストは面白い！

JH6MHO:コンディションは余りよくありま

JA0WAE/1:初めて電子ログで提出してみま

せんでした。
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JH9UJB/1:今回は 21：00 から 02：30 過ぎま

できましたのでコンテストログを提出します。

での参加でした。次こそはフル参加したいも

JF9DWX/9:ALL JA コンテストは初めて参加

のです。集計お疲れさまです。

しました。8 エリア、6 エリアが聞きませんで

JK1BRH:電子ログで提出が楽になりました

したのが残念です。日中はぜんぜんだめでした。

JK1SPQ:初めての電子ログでの提出です

JF1VCE:シングルバンドだとほとんど局数

JK3RFU:昨年より得点が伸びて満足でした。

がいなくなりました。

JL7BIS:時間がとれませんでした。

JA5ND/3:連休であまり時間が確保できず。残

JO1IRD/1:1 年 3 ヶ月ぶりのコンテストでした。

念！

JP1LRT:なんとしても寝ずにがんばろうと思

JN1PYA:用事があったためとにかく参加す

いましたが仮眠してしまいました

る事とし、30 分のみの運用となってしまった。

JS1HIR/1:後半息切れしましたが楽しめました。

JF2FMY:コンテストナンバー、相手から送ら

JS2KDD/2:半日の参加でしたが、十分楽しめ

れた RS が全て 59、また、どの局にも RS59

ました。

としているのは、おかしいのでは。使用する
リグ、アンテナの指向、ロケ、コンディショ

電信電話部門シングルオペ 50MHz バンド L

ン等、条件の相違があることから虚偽のコン

JH1BSW:送信コンテストナンバーに対し受

テストナンバーの RS レポートではないのか

信コンテストナンバーが 59○○○と受ける

な？参加局が少なくなったのは何なのか、再

のが、毎回不思議に思います。

考するには遅いかも。

JI1IIF:ログ提出者に抽選で JARL グッズの

JE4KHQ/4:今回も TEL で友人にお願いし 2

プレゼントというのはどうでしょうか。

局サービスして貰いました。

JR4ERC/4:雨でさんざんでした。

JJ6JGJ:次回もがんばりたいと思います。

JE2LWP:初めて FT-817 初めての 6 バンドグ

JO6VZJ/6:今年も参加させていただきました

ランドプレーンアンテナ(CP-6)で参加しまし

が、コンディションが上昇しなかったため

た。50MHz で送受信でき楽しかったです。

散々の結果となってしまいました。来年もま

7K4FEK:次回もがんばりたいと思います。

たがんばります。

JN4AIW:天候が悪かったのか、50MHz の運

JG5ETN:今回で 2 回目ですが、時間がとれな

用者が少なかったように思われました。次回

くて多バンドの交信が出来なかったのが心残

を楽しみにしておきます。

りです。次回は時間がとれるようにがんばり

JA6HPI:今回一時的に JA8 管内がオープンに

たいと思います。

なったがその他はダメでした。すこし時期を

7N4GGV/1 昨年は 2 エレで関東 3 位だったの

ずらしたらよいのでは。6 月以降に。

で今年は 4 エレを導入してみました。今年も

JI5SAO/5:いつもは 430MHz でコンテストに

Ｅスポ開かなかったようで、マルチが伸びま

参加していますが今回は 430MHz がなかった

せんでしたが、局数は 400 局を越えることが

ので初めて 50MHz で参加してみました。29

できました。昨年より参加局増えたのかな???

日に予定が入っていたので 3 時間しか出来ま

JI5MTS/5:USB 送信時 LSB でいやがらせ

せんでしたが、たまには他のバンドででるの

CW でいやがらせ、CQ ステーションにいや

もいいなと思いました。

がらせを行いおもしろいのでしょうか。コン

JS2VIA:参加局数が少ないのでみんなが参加

テストにならずでした。それに雨にたたられ

できるように工夫するとよいかと思います

とんでもない日でした。

が･･･コンテストの縮小か廃止も、このまま参

JO1GRH:JARL にはお世話になりありがと

加局がどんどん少なくなると考える時期もく

うございます。今後とも JARL のご発展を心

るのでは･･･

からおいのり申し上げます。

JR8DAG:150mW の 6m SSB で 1 局と QSO

JS1PKM:久々のコンテスト、おもしろかった
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です。

ほっとする気持ちと、もう少しやりたいとの

7N4IND:平成 12 年 5 月 18 日に開局しました。

複雑な心境でした。でも楽しい時間でした。

13 才です。ちょうど一年が経ち慣れ親しむた

7L4SCQ:埼玉県与野市最後の ALL JA コンテ

め今回参加しました。がんばりました。

ストでした。
「ありがとう与野市！」

7N3LIJ:今年で 2 度目の参加です。今回は 6m

7N4NQC:小学 5 年生です。

でがんばってみました。

JA1UZG:最近コンテストの参加局数が少な

JP2AUS:こちらの弱い電波をとっていただ

くなっている様で残念です

きありがとうございました。今後共よろしく

JA6HQQ/6:今回は HF 帯がリグの不調で出ら

お願いします。

れず残念

JI1CPN:体調を崩し、10 時間だけの参加でし

JE1LJA/1:次回もがんばりたいと思います。

たが、それなりの結果を残せたと思います。

JE3CSO:次回もがんばりたいと思います。

マルチが少なかったので点数は伸びませんで

JG2WIL/2:次回もがんばりたいと思います。

した。

JH1XXM:初めて電子ログで提出します。表計

JL3XBC/3:今のコールで開局して 5 年、今回初

算ソフトでログを打ち込みましたが、慣れて

めて ALL JA にフルタイムで参加できました。

なく大変でした。

300 局くらいできるかと思っていたのですが、

JH2GMK:忙しくてなかなか時間がとれず、

今ひとつ局数が伸びませんでした。でも東向け

本格的な運用とは行きませんでした。参加す

のグランドウェーブが伸び 1 エリアの局と多く

ることに意義あり。

交信でき楽しい時間を過ごせました。

JL3MZJ:次回は CW で交信を考えています。

JF2KRH/2:参加者がとても少なく感じました。

JN1MGC/7:思ったより参加局が少なかった

特に社団局が激減していると思うのですが...

ように思います。又、E スポやスキャッター

JM1ANA/1:山の上は風雨はげしく途中で中

にあたらずマルチが伸び悩みました。

断となってしまいました。電子ログでの提出

JQ2SJN/2:グランドウェーブも伸びず異常伝

はログソフト→コンテストログの変換がうま

搬もなく局数も少なく、29 日午後からは、雨

くいかずあきらめました（DOS 版ハムログ使

降り最悪のコンディションで、3 時間残して

用、コールサインが全角で出力されてしまう

終了しました。

ため）
。
JA3WDL:楽しいコンテストに参加できまし

電信電話部門シングルオペニューカマー

た。充分に入感し、コールするも交信出来な

JJ0HXH:このコンテストは、初めて参加しま

い局があまりにも多くありました。

した。たくさんの局が参加して、盛大なコン

JH5DAH:E スポがなかったので残念でした。

テストだと思いました。楽しかったです。

JO1GJB:今年は HF のコンディションはさっ

JN3IWE:はじめての ALL JA コンテスト参加

ぱりでした。期待した E スポもなく 50MHz

でした。

での近距離の交信だけでしたが久しぶりにコ

JJ0FBZ:初めて参加のコンテストでした。HF

ンテストの楽しさを味わいました。

はこみあっていてたいへんでした。来年も参

7L1FFN/2:いつもの 1200MHz 帯から脱すべ

加してポイント UP したいです。

く 50MHz 帯に挑みました。慣れていないバ

JO7DOF:初のコンテストに参加しました。通

ンドのせいか，交信局数とマルチプライヤを

常の何倍もの中どのように交信したら良いの

増やすことができませんでした。

か、とまどいましたが、楽しく交信させても

7L3NOO:体調があまりよくなく、休み休みコ

らいました。

ンテストに参加しました。24 時間連続でオペ

JN3MUC:ニューカマーの為ログチェック等

レーションできず、コンディションも上がら

を正確に出来ていないと思います。確認願い

ず、少しこころ残りです。終了したときには、

ます。
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JJ0FMU:「M」(200W 以下)で出ましたが、

7M4XDV:フルタイムでの参加ができません

実際ほとんどが 10W 出力でした。ALL JA に

でしたが、楽しかったです。

ニューカマーで参加するのは初めてですが、

7N4CTR:それなりにマルチは稼いだと思い

これが最後となります。

ますが、CQ は出さなかったので、得点はま

7M4NHA:初めて ALL JA コンテストに参加し

だまだ。次回は、行ｾ点を狙ってみたいと思い

ました。他局のパワーに圧倒させられました。

ます。

JN3KDO:50MHz を固定にて初めて交信しま

7N4JZK:電子ログオフラインだと不調です。

したが、リグ及び空中線も付属のホイップア

入賞出来ると良いですが、コンディションは

ンテナという状況もあり、うまくコンテスト

BF でした。

参加局様とワッチ出来ませんでした。又がん

JK8WBR:コンディションはパッとしなかっ

ばります。

たのが残念でしたが、24 時間参加でき良かっ

7N4LNK:ALL JA のような 24 時間のコンテ

た。また、最後に 21MHz のコンディション

ストは初めて参加しました。今までは 6 時間

がよく、7MHz の方は 10W では戦えないのが

のコンテストしか参加したことがなかったの

実状だと思いました。しかし、中学生ながら

で体がもちませんでした。次回は、24 時間お

がんばれたと思いました。

もいっきり QSO しようと思います。

JL8AVP:初めての参加です。15m のコンディ

7M4WRW:50MHz 帯の運用の最初がこのコ

ションがあまり良くありませんでしたが、と

ンテストでした。50MHz も面白そうです。今

ても楽しかったです。次回はがんばりたいと

シーズン大いに運用したいと思います。

思います。

JO7BJH:交信数目標 200 局の予定でした。睡

JN4MDW:今回はフル参加できなかったのが

魔に勝てず寝てしまい残念です。次回は、も

残念でした。

っとマイクに向かいたいと思います。

JP2SGL:11 歳です。初めて参加しました。た

7N4FHQ:高校生の時にクラブ局で参加して

くさんできませんでした

から、20 数年ぶりに開局、個人で初めてコン
テストに参加しました。現行リグでも何とか

電信電話部門シングルオペシルバー

行けそうなので、これからもコンテスト参加

JJ1DXI:電子ログの作成、未着手のため今回

をめざします。

も紙ログとしました。一日も早く、電子ログ

JK8WUW:初めてコンテストに参加しました。

をと考えています。

大変でしたが 200 局ぐらいできたのでとても

JA8EE:50MHz 帯ローカルも入感(参加)なく

うれしかったです。

残念でした。CONDX のせいか、昨年より入

JJ0EIV:いつもながら 28 日は出勤日で、29

感(参加局)が半減し、得点も伸びませんでした。

日は家族サービスで、満足に参加できません

JQ6BNE:ALL JA コンテスト初参加です。

でした (~~メ) 来年こそは、と思うのです

JG1CWE/1:初めてクラブ仲間の八木アンテ

が.....。

ナとローテーターを使わせていただきました。

JP2TEV/2:初めて ALL JA コンテストに参加

が、エイトの北海道と空中状態の関係で交信

させて頂きました。思ったより参加局数が少

出来なかったのは残念でした(ゼロエリアも)。

ないと思いました。また来年も参加したいと

又やってみたいと思っています。7MHz は初

思います。

交信でした。

7M4OAQ:ニューカマーとして参加できるコ

JR1CQZ:アンテナが POOR ですので局数、マ

ンテストはこれで最後となります。これから

ルチがのびません。

はマルチバンドや QRP にどんどんエントリ
ーしたいです。移動運用も参加したいです。

電信電話部門シングルオペ QRP

7M4PEQ/1:集計お疲れ様です。

JH3DMQ:参加局数が年々減っていますので
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24 時間で戦うのではなく、12 時間とか短時

いと思います。

間にした方が効率的にはいいと思いますが、

7N3NRB/1:開局以降初めて 7MHz の運用を

いかがでしょうか？。

コンテストで行いました。急ごしらえの逆 V

JA1NHM:QRP で運用していると何だか皆な

ワイヤーで SWR 値がマッチしなかったせい

大声の様である。中には 100mW に絞って呼

か、各方面ごめいわくをお掛けいたしました。

んでも応答して来る局もあり、感動。

JA0EHG/1:山頂は雨で長時間運用できず残

7L1MPQ:今年は 0.1W でやってみましたが、

念でした。

やはりアンテナがダメだとよく飛びませんで

JA1ZV:小生平常の QSO では S=5〜7 が多い

した。パワーを出して局にかぎってとっても

のですが、コンテストになるとどういうわけ

らえないような気がしました。

か 59 のリポートを貰うのですが、そんなに強

JA3QVQ/3:時間的に短い参加でしたが、今年

いわけがないので不思議です。又コールサイ

も参加出来ました。

ンを中々云わない局が目(耳)につきました。

JA1TAZ/1:QRP 部門も全バンドで参加出来る

JA7LMU/1:2 波の選択はいろいろと検討しま

ように検討をお願いいたします。

したが、今回はマルチ重視、昼夜で運用バン

JF1VTS:フルタイムでなかなか参加できません。

ド が 重 複 し な い と い う 点 で 、 3.5MHz と

JA6YOB:初めての QRP での参加でした。次

14MHz を選びました。

回は 2.5W に。

JL1KPM/1:何かもっと楽しいルールも入れ

JA1SIM:QRP でも聞こえている局のほとん

て下さい(ボーナス点局など)。

どと QSO 出来ました。

JA7AOV:QRP がコンテストに設けられてか

JM3AYY:今年は QRP で挑戦しました。しか

ら、欠かさず参加しておりましたが、今回入

し、6m は移動運用で山に登ればもっと局数

院等で成績不振で残念です。オールアジアに

がかせげたかな？と思いました。天候があい

も QRP 部門が出来れば、と思いますが。

にくの雨だったので、移動運用された局長さ

JH7TGV/1:当局もそうですが、FT-817 のせ

んは、たいへんだったのでないでしょうか。

い(?)で QRP で参加している方が多かったよ

また来年がんばります。各局ありがとうござ

うに思います。

いました。

JA0NY:今回は QRP で参加。

JR3JSG:E スポなしの 50MHz は、マルチ不

JA3XQO/3:すべて6mAM で送信して交信しま

足！

した。相手も AM の 2xAM が 99 局。相手が

JA0ILF/1:今回は QRP には苦しいコンディシ

SSB のクロスモード 7 局で合計 106 局です。

ョンであった。運用時間帯も悪いのであろう

JQ1TQP/3:今年は天候不良で、山頂は冷たい

が、21、28MHz は何も聞こえない、残念で

強風と霧のために 30 分で QRT させられまし

ある。又、参加者も少ないようなのでさみし

た。登山中は山の草花や野鳥の声に励まされ

い限りである。

たのですが、残念でした。

JF2OZH:モービルホイップではこれで限界

JE7CWH/7:24 時間フル参加、QRP なのでレ

でした。しかし、QRP でも楽しめます。皆さ

ートは悪い物の目標数達成。潰されてばかり

ん弱い電波でご迷惑をおかけしました。

でした。

JE1CMO:FT817 にて参加しました。ハンデ

JH1BBC:全時間参加できませんでしたが、2

ィホイップ及び短縮型 DP のテストを兼ねて

バンドの QRP で思ったより QSO でき、楽し

参加でした。50MHz ではコールサインを聞い

めました。

てもらうのが大変でした。

JH4EJK:やっと電子ログで提出できるよう

JK3UKG:初めて QRP にてコンテストに参加

になりました。

しました。交信局数は少ないですが、自分な

JI7GBI/2:初めての QRP 部門でしたが、楽し

りに楽しめました。まＴQRP 部門で参加した

く参加しました。RIG がハイパワー用だった
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ので、送信電力はパワー計で常時監視しまし

FM2 へ後戻りかも？

た。50MHz では多くの QRP 局と交信できま
した。

電信電話部門マルチオペマルチバンド M

JK1PIU:E スポ期待していましたが、残念で

JA0OAU/1:久々のコンテストたんのうしま

した。でも短時間の参加ですが楽しめました。

した。

JM1OZP/1:今年の QRP は苦戦模様、もっと

JA1YAD:結果が予想以上に伸びたことが嬉

腕と耳を鍛えマス。かすかな信号を根気よく

しいです。

cfm してくれた各局ありがとう！

JA1YDH:現役生の努力が足りず、80％の交信

JM1TBU:初めてのフル参加を QRP でしまし

数を満たすことが出来ませんでした。次回こ

た。ANT の重要性と CW 運用能力向上の必要

そはがんばります。

性を感じました。

JA1YOT:今回、人数が少なかったため点数が

JP2NXA/2:FT817 で初めての QRP 部門の参

振るわなかった。次回はがんばりたいと思い

加でした。

ます。

JQ1KWE:次回もがんばりたいと思います。

JA2YAZ:次回もがんばりたいです。

JS1LQI:短時間の運用でしたが、多くの局と

JA5YAP:コンテストログソフトの使用要領を

QSO できとても FB でした。

理解しておらず，他バンドで交信した際のデ
ータがログ画面に現れたのを見て「重複です」

電信電話部門シングルオペ SWL

といってくる局が多い。このため，局数及び

JM4LRP:リグの調子が悪く SWL での参加に

マルチでだいぶん損をした。どのバンドで交

なりました。次回は電波を発したいです。

信したかのデータを表示しておくようにして

JA1-22825:みなさん元気ですね。アクティブ

おけば，このようなことは起きないはずなの

ですね。Hi

だが。

JA2-9329:いよいよコンテストシーズンのは

JH0ZBD:昨年よりコンディションが悪かっ

じまり。できる範囲でがんばります。

たような気がします。来年もがんばって参加

JA8-3339/7:さすが全国コンテストですネ。7、

します。

3.5MHz など、たいへんなにぎわいでした。
久々のコンテスト楽しませてもらいました。

電信電話部門マルチオペマルチバンド L

JA4-37294:今年は久しぶりに電信電話 SWL

JA1YXP:ローパワーはうまくアンテナ振らな

に参加です。

いと相手にとってもらえないので何気にとて

JR6XQG/1:コンディションが夜間良かった

も難しいです。うちの場合、八木のエレメン

のですが寝てしまいました。

トが多いので切れすぎて国内相手では役に立
たたないと今回痛感しました。

電信電話部門マルチオペマルチバンド H

JE2ZSG/2:4 回目の参加でした。次回も参加

JA3YDS:夜中の 7MHz の珍しい伝播に戸惑

したいと思います。

いました。21、28MHz のスキャッターも楽

JI2YUF:次回はもっとがんばりたいです。

しめました。終わり間際に 3.5MHz でビート

JJ1YYK/1:今年も移動でがんばりました。後

をかけられたということで不愉快で残念です。

半は、雨になりましたが 24 時間なんとか運用

JK6SEW:昨年の ALL JA 以降、マルチオペマ

出来ました。HF ハイバンドのコンディショ

ルチバンドを目指して準備してきました。

ンが今ひとつだったのが残念です。

FM2 と違いその量の差たるや正直少し疲れ

JM1ZJI/1: 当 ク ラ ブ は い つ も フ ィ ー ル ド デ

ました。生憎コンディションが悪く目標の得

ー・スタイルで参加しています。14 時すぎに

点をかなり下回ってしまいました。が、手持

は雨がぱらついてきて、慌ただしく QRT しま

ち無沙汰がなく終始楽しめました。来年は

した。
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JN3DRB/3:今回はちょっと変わった試みで、

たが、シングルオペとは全然違いますね。ハ

FMML に挑戦しました。29 日の朝方から大

イバンドの大爆発が無くてフラストレーショ

雨警報が出た為、撤収を決めました。HF ハイ

ンがたまりました(^_^;

バンドのコンディションが悪く、局数が伸びま

JI2ZJS:目標 2000 局でがんばりましたが、昨

せんでした。またローバンド用のアンテナが下

年のスコアを越えることができませんでした。

からの吹き上げの風で、ポールが反り返り倒壊
ても局数が伸びなかったと思います。また、24

電信電話部門マルチオペマルチバンドジュ
ニア

時間コンテストの ALL JA と全市全郡は休日

JA1YXX:次回もがんばりたいです。

開催になったので開催時間を15 時開始〜15 時

JA2YDE:今年度も気合いを入れてコンテス

終了への検討をお願いします。

トに臨んでいきたいと思いますのでよろしく

寸前までいきました。このまま運用を続けてい

お願いします。

電信電話部門マルチオペ 2 波

JN1ZST:今年から FMJ 部門にエントリーし

JA1YWG:次回もがんばりたいと思います。

ます。部長が入院のため、少ない部員で 10

JH1YHS:転勤等でバラバラになってしまっ

時間がんばりました。

たメンバーが久し振りに集まり、楽しく遊ぶ
機会を得ました。

編集スタッフより
遅くなりましたが、2001 年 4 月 28、29 日に開催された All JA コンテストの CONTEST REVIEW をお
届けします。今回は残念ながら写真などを送った方がいらっしゃらなく、全部テキストだけとなってし
まいました。コンテスト中の光景やシャックなどの写真をプリントやデジカメのファイルで送っていた
だければ、掲載したいと思います。プリントは裏にコールサインと参加部門、コメントを書いてサマリ
シートに同封または JARL 会員部運用課へ。ファイルは JPG 形式でタイトルをコンテスト名＋コー
ルサインとし、参加部門とコメントを本文に書いた添付ファイルで masaru@erde.co.jp まで送ってくだ
さい。
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JH7BZR:初めてのマルチオペでの参加でし
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