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JARL
CONTEST REVIEW
ALL JA Contest

28-29, April 2005

2005 4 28 29 47 ALL JA CONTEST年 月 日から 日にかけて開催された第 回 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。

（コンテスト審査分科会）

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

●電話部門シングルオペオールバンド

仕事のため時間の許す限りの時JF7UCA:
間でしたが参加局が少なく残念でした。

思わぬ急用があり短時間の参加JA1DTS:
となりました。次回も参加したいと思い

ます。集計作業御苦労様です。

アンテナ設置時風が強く大変苦JJ1PSM/1
労しました。またコンディションが悪く

マルチが少なかった。

夜になってしまいアンテナ設JN1AEQ/1
営には苦労しましたが、天気も良く楽し

く 出来ました。QSO
。JE9EYW毎年コンテスト楽しんでいます

空中線電力の大きい局とのコンテストは

厳しいものがあります。

集計御苦労様です。ハイバンドJL2PCI/3
はサッパリでした。

で 以上も使える7N4NJN:7MHz 7.080MHz
ようにしてほしい。

リサイクルコールで、始めてJA1HXN/1:

のコンテスト参加でした。楽しく過ごせ

ました。

JA1WWH: 8J1Iクラブの植樹祭記念運用

の練習のつもりで参加しました。

次回もがんばりたいと思いまJE6VCA/1:
す。

毎年々参加・交信局数が少ないJJ1VEX/1:
と思います、移動して 出してももコCQ
ールバックが少なく交信局数が極めて低

かった・・・残念！。

たびたび他ごとが入り、なかなJK2KNR:
かコンテストに集中できなかったので、

次回は集中できる環境で、より多くの得

点を稼ぎたく頑張りたいと思います。

普段ＨＦのメインとして運用してJL6XZI:
いる がいまいち伸びず、残念だっ21MHz
た。

電話部門シングルオペ3.5MHzバンド●

集計御苦労様です。よろしくお願JR0GJS:
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い致します。

たのしませてもらいました。あJA7QPG:
りがとうございます。

久しぶりの でしたが、やっJI2NTJ: QRV
ぱり無線は楽しい。電子ログが今でも

です。データを に変換してDOS Window
ログシートを電子提出しなければ！？誰

か教えて！

今回の獲得ポイントは今までの7K4MSS:
半分以下でした。

電話部門シングルオペ7MHzバンド●

最近なまけぐせがついて、ついJE9XQS:
ついいいかげんにコンテストしてしまい

ました。終わってみれば・・・・今度は

マジメにやろう（反省）

初めて コンテストに参加JA1JUR: ALL JA
。 、させていただきました 初めてにしては

いい結果に出来たのではないかと思いま

した。

３５年目にコンテスト申請で、JH1VXJ/2:
にチャレンジしました。 日は仕事AJD 29

が多い日です。

少しの時間しか参加できなかっJH2KQR:
た。

今年は仕事だったので、あまりJL8HSB:
出来ませんでして、残念。 ではさび10w
しいですね。

（ ）JI4SQA:ALL JA MHコンテスト ７ ｚ

に初めて参加しました。農繁期で夜と昼

間（夜中は睡眠が必要のため 時までで11
） 、 、す だけでしたが パイルになっており

ではなかなかコンタクト出来なかっ10w
たのが残念です。早く が出せれば100w
いいのですが。

おかげさまで楽しませていただきJO7JEJ:
ました。ありがとうございました。

昨年よりさらに上位をと思い移JI0UTO/0:
動を試みましたが、アンテナの性能が悪

かったせいか思ったほどの効果がなく残

念な結果となりました。来年はさらに対

策を立て挑戦したいと思います。

電話部門シングルオペ21MHzバンド●

コンディション（空中）だけがJR2OJK:
頼りの設備で、参加だけが目標です。

台風並みの風が吹き荒れておJF6LIU/1:
、 。り アンテナ設置に手間がかかりました

参加局数が昨年より少なくなったような

気がします。途中コンディションがあが

ったりさがったりで不安定でした。

台風並みの風の中皆さん移動ごJG6JRH/2:
苦労様でした。コンディションもあまり

よくなかったので、かなり忍耐を必要と

したコンテストでした。交信していただ

。いた皆さん大変ありがとうございました

電話部門シングルオペ28MHzバンド●

２波のルールが今ひとつよくわJI8GZS/1:
からない。コンテスト参加局に 局がQRP

ALL増えてきているように思うことから

にも 部門を設けてはいかが。JA QRP
去年より更に参加局がへり寂し7M4POI:

いかぎりです。

電話部門シングルオペ50MHzバンド●

所用で短時間の運用でしたが、7N1PWM:
常連局ともつながることが出来て楽しめ

ました。

でのコンテストの運用JO7CMK/7:50MHz
ははじめてでしたが、実に楽しかったで

す。

今年も 局に して１局JE4KHQ/4: HOA Tel
サービスしてもらいました。参加のみに

なります。

参加者が極端に少なかったようにJI1CPN:
。 、思われる コンディションも良くなくて

あまりもりあがらなかった。

年ぶりに 主催コンテスJI1QEO:10 JARL
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トに参加しました。楽しかったが・・・

コンテスト終了と同時にリグがダウンで

す。

７メガは超混信でしたが５０メガJA3JY:
はガランとしていて４／２９午後～夕方

まで１５局と交信、本年も参加に意義あ

り？と提出します。

アンテナを何とかしないと。JH2POY:
今回、新市誕生に伴い美馬市にJI5GND/5:

移動し沢山の局とＱＳＯが出来ました。

この日のために、八木（ロッド式ＨＢ９

ＣＶ）アンテナを自作し運用できたこと

がＦＢでした。また次回頑張ります。

。JA3KYS/3:今回はパワーアップして参加
結果としてＱＲＰ（５Ｗ）とあまり成果

は変わらなかった。ＪＡ６管内の局も強

力に聞こえていたが応答はなかった。Ｊ

Ａ２，ＪＡ３エリアの参加局が少ないよ

うに思えます。

固定にて参加しましたが、ＲＳJF2FMY:
５９を送る局はオカシイ！コンディショ

ン等により、ＲＳは異なるに、全てに５

９と送るのは虚偽ではないか？参加賞が

楽しみです。３～５回連続参加には、継

続参加アワードの発行をされては如何で

しょう！

Ｅｓｐ期待で標高が低い場所7N4LDG/1:
から運用しましたが、コンディションに

恵まれず残念でした。

今回も仕事の間を縫って参加JE1CMO/1:
しました。０エリアと山梨とＱＳＯでき

ず残念、目標の５０ＱＳＯも済みでよか

ったですが、Ｅｓｐ等で他のエリアとＱ

ＳＯできず、次回の目標です。

今回もパソコンを使用せず、手JK1USO:
作りにチェック表を作りなんとか２００

局をクリアしました。Ｅｓｐが出ずマル

チがのびなかったのが残念です。

時間運用は難しいですね。ゴJR2NRP:24
ルフに出かけて昼間は参加できませんで

したが、最初と最後のＱＳＯは緊張感が

あります。

アンテナもＢＦ、参加者も少なJR1BSV:
く（？）盛り上がりに欠けてきたような

感じがします。ざんねん！切腹！

いつもより出ている局数が少な7N4BGU:
かったように感じました。

初めてメジャーコンテストに２JR1UIE/1:
４Ｈ参加しました。コンディションはあ

まり良くなかったのですが、１つでも多

くのマルチをＧＥＴしようとがんばりま

した。

Ｅｓｐを期待したが、４／２９JG3KFM:
夕方、沖縄が開けたが、３エリアからは

他エリア全くきこえずでした。運用はす

べて、自らＣＱコンテストでなく、相手

局を呼びに回る形をとりました。

今年は４月２９日、日中の時間JH1CIG:
帯は出られませんでした。多くの局が聞

こえるのですがなかなかＱＳＯできませ

ん。

４月２８日、旧豊松村内２ヶJN4JAM/4:
所を廻り、氷身山山頂公園での運用を決

心、神石高原町豊松支所総務課に使用許

可申請、快諾受。時間までワイヤアンテ

ナにて７ＭＨｚ運用、東方向に障害物な

く、良く飛んでゆきました。終了後は３

段ＧＰ立ち上げ２ｍＳＳＢ．

ホームでＯＰすると全然少数でJA5ND/3:
～～～

クラブ局ＯＰ．の運用方法に疑JR2BJV/2:
問を持つ。初心者の時には後でＯＭが指

導を望む。自局のコールをいうのは早い

が相手局のコールがなかなかとれない。

Ｅｓｐ期待したがダメ、２９日はJA1ZV:
朝から夜までＳ－７～９のノイズに悩ま

されました。ＱＳＯ中、同一周波数でＣ

Ｑコンテストを連呼されたのには弱りま

した。特にクラブ局に多いようでクラブ

指導者がもっと管理しマナーを教えてや
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ってほしい。

天候に恵まれ、楽しい移動運用JA1HOJ:
ができました。

標高 「三国山」からのJA1KHZ/0: 1,828m
参戦でした

スポ出現を期待して昼間にJA6HQQ/1:E
賭けたが、結局 エリア しかマルチが稼1
げず。今回は近場で我慢せざるを得なか

ったが 、夏のコンテストはロケの良いと

ころに移動を掛けたい。

強風で大変でしたJI1EUI/2:
あまり聞こえなかったので早めにJI1JCI:

終わりにしました。

。JL1EGW:CQを出さずにやってみました
年々局数が、少なくなて、淋JM4QNI/4:

しく思う！！！！！！

次回もがんばりたいと思いまJQ1KWE:
す。

開始時から静かなコンテストでJQ2SJN/2:
局数もマルチも延びず、日中は、暑く、

そしてローカ ル局とのアイボールでフル

参加できず。

区画整理で家の建て替えが行わJR2NDI:
れたばかりで、アンテナも未整備な為移

動用を用いましたが、風が強く苦労しま

した。

電話部門シングルオペニューカマー●

同じ局が何時間も専有し、自ら7N4XEC:
ＣＱを出す空きがありませんでした。Ｃ

Ｑを出す人は一人何時間限りとして戴く

と多数の人がＣＱとして参加できると思

いました。大変楽しい一日でした。

普段出てこられない局と交信が出JA1RFJ:
来、元気で活躍されておることが確認で

きとても有意義であった。

今回は移動での参加でした。JO7HNT/7:
今度はもう少したくさん交信しJQ2HYC:

たいです。

今回のコンテストでは３局交信JQ2HYB:

しました。

今回初めて免許を取得して電JA7WYL/1:
波発信、そしてコンテストへ参加しまし

た。話すのもきちんと聞き取るのもまだ

まだ不慣れですが、これをきっかけにこ

れから少しづつ技術を身につけていきた

いと思います。

来年も参加したいと思います。JA1HII/1:
今年もまともに参加できず。7N4XIE:
あまり良い結果ではなかったのJA1PKB:

で次回に期待してます

。JA1SDN:次回もがんばりたいと思います

電話部門マルチオペオールバンド●

のコンディションが良くJA0YDD:7MHz
なかったです。

今回も沢山の局と させていJA1YPZ: QSO
。 。ただきました ありがとうございました

JL3YEO/3: ALL JA当クラブでは初めての

コンテスト参加です

電信部門シングルオペオールバンドＨ●

集計ご苦労様です。JA2QVP:
。JA7DLE:いまいち気力が出ませんでした

次回また挑戦したいと思います。７３

集計ご苦労様です。ほぼフル参加JF6CAI:
出来ました。 以上のバンドで局数21MHz
・マルチとも伸びずに苦戦しました。例

年よりクラブ局が減少し，個人局ではパ

ワーＰの局が多いように感じました。ま

た，来年も参加します。

今年は、シングルオペでの参加JR8VSE:
です。１４以下のバンドは、比較的局数

を伸ばす事が容易でした。反面、２１以

上のハイバンドは、コンディションが不

、安定であり全体的に弱く忍耐力が必要で

且つ、ＱＳＹの判断に頭を悩ませる場面

が多かった様に思います。終わって見れ

ば、トータル１０００ＱＳＯを越え、そ

れなりに稼ぐ事のできたコンテストだっ
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た様に思います。交信いただいたみなさ

んありがとうございました。

JS1OYN: N1MMロ ギ ン グ ソ フ ト に

を使用しました。コンテストのVer.5.0.80
数日前にオール 対応版ができたのでJA
使ってみました。

電信部門シングルオペオールバンドＭ●

楽しく運用できました。来年も参JQ2CZJ:
加したいと思います。

今回は Ｍ，７Ｍは出ませんJA7NT/1: 3.5
でした。ＡＭ（低電力変調）は時々ＣＱ

を出しましたがＮＧでした。

昼寝しながらののんびり。呼びJA1AVO:
に回るＱＳＯを目的に参加しました。Ｃ

Ｗ－ＪＣＣはＮｏ Ｗｋｄ／ＣＦｍは増

えませんでした。

各種行事のすき間をぬっての参JA6DNV:
加です。今回は３ が良好でした。.5M

帯が少なかったのは残念です。21,28M
のＥ が待ち遠しいことです。今年50M s

もコンテスト頑張って出ます。小出力の

局ですが各局さんよろしく！

２１のＥスポがもう少し開いてJH1SAR:
くれると助かったのですが。ローパワー

アパマン族には結構きつかったです。

よろしくお願いします。JA1FWY:
おなじみさんに会えるコンテストJA7TJ:

は楽しい！

どうもこの時期は我が会社は休JE1LDU:
みになりません。４月の祝日ではなく５

月の祝日の を願うのは私だけでAl l JA
しょうか？（５月の連休は設備メンテが

入るので必ず休めるのですがねえ！）

もう少しハイバンドが開けるとJH7CJM:
思ったのですがサッパリでした。

フルタイム参加できませんでJA7BVA/7:
したが久しぶりの移動運用でした。ハイ

バンドのコンディションが悪く得点が伸

びませんでした。

参加局がそこそこありましたのJA1BAN:
で、楽しくオペレートできました。

２４時間参加できた頃がなつかJA3TVQ:
しい。

最近アクティビティが低下して7K4DKI:
いたので丁度良いリハビリになりまし

た！

久しぶりにコンテストに参加し7L2VVI:
ました

いつも運用していないバンド7L4SCQ/1:
を中心に運用しました。

ありがとうございました。7N4VPS:
アパマンハムの限界に挑戦とい7N4WZI:

うことで、ＨＦは釣竿アンテナ一本、５

０は２エレという現有設備で奮闘しまし

たが、もういっぱいいっぱいでした。子

供たちの「遊ぼう！」攻撃と「けんかの

泣き声で何も聞こえないぞ」攻撃にも悩

まされました。 。来年もよろしくお願hi
いします。

初めてオールバンドで参加しまJA0AAQ:
した。

５０メガの スポを期待していJA1FPV: E
たのですが、不発でした。

。JA1JON:次回は更に高得点を目指します
ＣＷ初参加です。仕事が入ってJA1NKU:

いて、時間が取れなくて残念でした

ＣＯＮＤＸが今一でした。JA1TCF:
アンテナの状態を確認するのにJA1XEM:

はコンテストに参加するのが一番です

ハイバンドのコンディションがJA2BCQ:
悪く、スコアが伸びませんでしたが、今

年もがんばりました。

久しぶりの参加です。ハイバンJA4HXC:
ドの 悪く山間部谷間の当局は局数Condx
伸びませんでした。常連大学社団局で聞

かなかったのが多かった。

集計ご苦労様です。２００５年JA5IVG:
のＪＡＲＬ４大コンテストの幕開けです

ね。昨年は移動から参加しましたが、今
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。 、年は仕事の都合で固定からでした ので

ＨＩＧＨバンドは、いっさい無し （笑）。

３．５，７．１４のみの参加でした。で

も１４がこれほど開いてくれるとは！も

う春なんですね。交信いただいた各局有

り難うございました。

２９日が仕事で朝しか参加できJA6HXW:
なくて、さらに昨年の台風でアンテナが

降りていまして、ＤＰでのＱＲＶで効率

が悪かった。コンディションも今ひとつ

で残念 でした。ここ数年連続で参加して

。いますので途切れないようにしています

日目の夜もハイバンドが結構JA7AEM:2
開けていました。目標の 局は達成し300
ました。

の 時開始だと勘違いしJA7KPI/7:4/29 21
て、 の夜は飲み会に参加してしまい4/28
ました。( )^^;

アンテナを設営する時間がなJH0NVX/1:
く、モービルホイップでの運用となりま

した。弱い電波を拾っていただいた各局

に感謝！

移動せず固定からの参加でした。JH0TIS:
の ダメでしたJH1MTR/4:Hi Band Condx

ね。ガツガツやる意欲も体力も落ちまし

た。

日の夜は宿直で参加できず残JH1MVY:28
念でした。 日の昼頃から、家庭サービ29
スの合間をぬって参加しました。目標は

ＷＡＪＡでしたが今年も達成できません

でした。来年も懲りずに参加します。

電子ログ作成ツールは便利でJH1MXV:
す。

JH2NWP: 20仕事を終わって帰宅したのが

時過ぎでしたが、スタートに間に合いま

した。途中のうたた寝を 時以内にする1
ことができ、昨年を少し上回ることがで

きました。昨年より と は3.5MHz 50MHz
上回りましたが、 ハイバドの成績が下HF
がりました。

仕事でフルタイム参加ならず、JH4JUK:
ハイバンドも開けず年々交信数減ってい

る。

集計御苦労様です、連休の最初JH6KDY:
の休みを、コンテストで楽しみました、

又参加予定ですその時はよろしくお願い

します。

短時間ですが参加しました。JH9ATT:
さすがにバンド中空きが無く苦JI0NXA:

労しましたがその分楽しみが増した感じ

でした。でも総体数の減少が感じられた

のは私だけでしょうか？

海抜０ｍの堺市のヨットハーバJI3DNN/3:
ーからＱＲＶしました。

少しの時間楽しみました。JI4JGD:
今年も全バンドで交信できましJI7OED:

た。北海道の局だけコンテストナンバー

が長いのが気になります。

出勤日の夜から開始というのはなJJ1IDW:
かなか大変です。

準備不足とスタートが出遅れたJJ1JJD/1:
ので、スコアは前回よりも良くありませ

んでしたが、飛び具合は良かったようで

す。次回もがんばりたいと思います。

楽しめました！けど、耳の悪いJJ1UDO:
局がそこそこいたなぁ

集計作業ご苦労様です。ありがJK1HWQ:
とうございます。ＡＴＵ＋ワイヤーだけ

の設備ですので、今回のコンディション

では辛かったです。ＣＷだけなので、な

んとかやれたという感じでした。

ここ数年 月 日が平日なのでJK1XDB: 4 28
時開始までに帰宅するのに苦労しま21

す。他のコンテスト同様に土曜日曜開催

を希望します。

今年も赤城山へ移動して参加しJK2RCP/1:
ました。二日目日暮れを前に突風が吹き

始めたため、最後三時間強を残して撤収

としました。

発電機の調子が悪く、フルパワJK3HLP/3:
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ーでの運用ができませんでした。それで

も、何とか無事完走することができまし

た。

午後からハイバンドのコンディJM1LRQ:
ションが良くなりました。

各局、交信ありがとうございまJN3ANO:
した。

十分に時間が取れませんでしJR1UMO:
た。しかし、常連が多く、新たな参加が

だいぶ少ないのではと感じます。

今回は体力が持続せず、途中でJR3EOI/3:
やめてしまいました。夜中の大風でポー

ルが一段落ちてしまったのも原因の一つ

です。それにしても夜は しかま3.5MHz
ともにできませんでした。 など前50MHz
にはもっと局が出てきたものだったです

が、どうもさっぱりでした。

集計ご苦労様です。今年も楽しJR3NDM:
く参加できました。

初参加です。短時間参加JR3VFU:ALL JA
しました。

遠出が出来なかったため近所JR8LRQ/8:
の造成地から運用しました。ハイバンド

のコンディションがサッパリで、その分

ローバンドの局数が伸びましたが穴埋め

するまでには至らず、大変ツライ運用を

強いられました。連休で行楽に出かけて

しまったのか、今回は参加者が少なかっ

たように感じます。

ハイバンドは前々ダメでしたJR8NOD:
久々にマルチバンドに参加しまJS1PWV:

した。 と のコンディショ21MHz 28MHz
ンが悪く局数がのびませんでした。

楽しく参加できました。ありがJA3QOS:
とうございました。

断片的な時間の参加になりましJA3ATJ:
たが，楽しめました。ハイバンドは，今

年も期待できませんでした。 も減50CW
りましたし，ほとんどワッチせずにパソ

コン任せで を出している局が見られCQ

たのは残念。居眠り運用だったのかな。

電信部門シングルオペオールバンドＰ●

コンテストは毎年常置場JM1QGL:All JA
所から参加していますので半日程度しか

時間がとれないのが難点です。

初参戦になりました。JG0MWU:
今回は時間が限られていまし7L3DNX/1:

たが、フルサイズのダイポールアンテナ

とＹＡＧＩアンテナで参加できたので、

ＱＲＰ１Ｗ出力でも十分にコンテストを

楽しめました。

次回も で参加したい。JA1KEG: QRP
少しだけ運用できたので参加しJA1WSE:

ました。コンディションは低目でした、

。年齢は高目だったような印象うけました

次回もがんばりたいと思いまJA4RWN:
す。

パートタイムの でしたが、JE7YTQ: QRP
結構楽しめました。

気温が 度近くの中、休み休JH1MZG: 30
み運用しました。ハイバンドのコンディ

、ションが開けづ ローバンド中心に QRV
過去の自己ベストを塗り替え少し交信局

数を伸ばすことがで きました。

今年は一睡もせず参加しましたJH2FXK:
が途中頭がボーっとしてしまいました。

しかしその甲斐あって自己最高の 数QSO
となりました。 の弱い信号を拾って5W
頂いた局に感謝します。

ハイバンドのコンディションがJJ2VVH:
今ひとつでした。しかし、今回試しに７

MHz GP 5に出てみたところ、 アンテナ、

Ｗ出力でも結構交信できることがわかり

ま した。

電信部門シングルオペ3.5MHzバンドＨ●

今年は天候が良く移動する局はJQ1NGT:
良かったと思います。最近多忙であまり

無線ができませんが、 にフル参加All JA
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できて良かったです。

ボケ防止にガンバッテマス。JA7MJ:
。JE2HVC:短い時間でしたが楽しめました

ラストスパートをかける 日JM7TKK: 29
の夕方からほとんど出られなかったため

、 、 。に 数は 昨年の ％ほどでしたQSO 70
していただいた各局に感謝いたしまQSO

す。

電信部門シングルオペ3.5MHzバンドＭ●

気がつけば締め切り近し。JP3DVP:
睡魔に負けた。都合により初日JE7DMH:

のみの参加でした。近年になく悪い成績

でした。

昨年と比較して、本年は結構楽JA0GSG:
しみました。来年も参加します。

３．５でコンテスト出るのは初JG5WLV:
めてだったのですが周波数確保するのは

大変でした。

幾ら しても相手が居なくJH1GVY/1: QSO
なりません、さすが コンテストでJARL
す。

新しいアンテナの飛び具合の確JI6CUK/1:
認のため、数時間だけ運用しました。

終了前 時間チョイの部分参加JK1JHU/1: 4
でした。

今年も子供の運動会とかさなりJM7EPG:
ました。あと３年間はこの状態だと思い

ます。

電信部門シングルオペ3.5MHzバンドＰ●

体調が悪く、途中でリタイヤJG0SXC/0:
しました。

最初のＱＳＯはコンテスト周波JK1AJX/7:
数外でのものと思われますのでゼロカウ

ントとしました。ＱＲＰでもとにかくＣ

Ｑを出しました。カフェイン剤を飲んで

頑張り、特に００００～０２００頃は結

構呼ばれました。昨年の での参加に50W
比べて約１００局、２マルチ減でした。

このコンテストに３．５ＭＨｚJQ1GLJ:
で参加するのは初めてだったので、どの

くらいのところまで交信出来るかの経緯

が楽しみでした。

電信部門シングルオペ7MHzバンドＨ●

のアンテナ故障のためJA5MAJ:3.5MHz
にて参加しました。7MHz
体調が悪く短時間の参加でした。JA7OB:

来年は頑張りたいです。

。JJ5AKK:スタッフの皆さんご苦労様です
今回は睡眠時間を除いてほとんどフルタ

イムのＱＲＶが出来ました。昨年の全市

全郡に続き、２回目のＣ７挑戦になりま

したが、やはり今回も抑圧とＱＲＭに悩

まされ、局数はイマイチ伸びませんでし

た。

電信部門シングルオペ7MHzバンドＭ●

２９日祝日は仕事でしたが昨JA3ATK/5:
年より局数は多かった。夜間の国内伝播

が改善されたので。

コンテスト、初めての電JA3AAD:All JA
信で初めての参加です。

初日夜のコンディション、翌日JH2HUQ:
の昼のコンディション共に悪く苦労しま

した。クラブ局の減少はやはりハム人口

の減少の表れか？先が心配ですね。又相

変わらず割り込み、ＣＱを連発する高出

力のマナーの悪さにまいりました。

集計ご苦労様です。JA6URZ:
去年より頑張ったのに点数はJA1ROK:

ガッカリ。Down,
こんなこといってはいけないか7K2AMG:
、 ，も知れないが アマ無線で呼出符号でＪ

７があるがＪのある一部の中に７を別扱

いと採るような・・・・或いは訓練不足

か呼出符号読めないのか？読み難いなの

か？採ってくれない方がいた・・・・多

かったような気がしたのは私だけでしょ
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うか、いやな気がした！！

。JA1AAA:短時間でしたが参加できました
来年も是非参加したいと思います。

ＧＷで外出していましたので１日JQ6XJP:
だけしか参加できなかったが、前回のコ

ンテストよりも順位が上がっていれば良

いと思っています。

昨年に引き続き参加することにJO7GEV:
意義を見いだし、参加しました。開局４

、 、 、年目ですが ＣＷ交信の楽しさ 難しさ

厳しさを感じます。

での アワード ７JA9CHG:ALL JA WAJA （

・ ）をと思っていたが、今年もMHz CW
数県がどうしてもとれずに終わった。又

来年と思う。

久しぶりに参加させていただきJR5HXU:
ました。子守や家の用事で を出してCQ
途中 が多かったので各局にご迷惑おQRT
かけいたしました。

ハイパワー局の「耳」の悪さJA1DCL/2:
と、電波の質の不良がめについた。

楽しく参加できました。7N4MXU:
久し振りの充実したコンテストでJA3QG:

した。

今年の はチョッピリのJA6QDU: ALL JA
ぞいただけでした。

電信部門に初参加です。楽しめJE1BNZ:
ました。

年ぶりのコンテストでした。JE6UWU:15
知らない間にコンテスト環境が様変わり

で驚きです。まるで浦島太郎状態です。

しかし楽しかったです。

日、休暇をとって参加しまJF3IYW/3:28
した。 日はゴールデンウィーク前とい28
うことで場所取りは不要と考えていまし

たが、運用ポイント近くで、すでに設営

完了のアンテナを 組確認しました。油2
断大敵です。日中夜間と気温差が激しか

ったです。

短時間しか参加できませんでしJG5CAJ/5:

た。来年はもう少し長時間参加できれば

と思います。

フルタイム のみで参加しJH8PHT/1: CW
てみました。

次回もがんばりたいと思いまJH9WHX:
す。

ありがとうございました。JJ0KWN:
風ガ強く、マルチバンドのアンJK2EIJ/2:

テナが上げられず、シングルバンドにな

りました。残念。

（ ）JN7UKK: 7MHzアンテナをフルサイズ

にしたためか、去年より交信局数は伸び

ました。が、マルチが伸びず点数もいま

いちでした。来年はがんばるぞ！。交信

していただいた方々、有難うございまし

た！。

コンテスト時の、バンドが信JO3CLC/3:
号で溢れている感じが、何ともいいです

ね。

非常に短時間の参加でしたが，JO3FUO:
一聴して参加局が少なかったように思い

ます。

次回は更に頑張りたいと思いまJO7HJE:
す。

短時間の参加だったが、電信のJQ1COB:
練習を目的にして楽みました。

雑事が忙しく、手の空いた時間JR0ETA:
に参加しました。

電信部門は初エントリーです。JR1SGU:
これからも出没しますので宜しくお願い

します。

日は夜まで仕事があり深夜JR4CZM/2:28
からの参加となりました。睡眠もかなり

とりましたのでスコアは悪いですが、久

しぶりのコンテストを楽しませて頂きま

した。

参加局が年々減っているようにJS3XOR:
思われる。
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電信部門シングルオペ7MHzバンドＰ●

久しぶりに参加しました。相JH8CMM/1:
変わらずハイパワー局が多いのには驚き

ます。一方 部門ができていたことはQRP
非常にうれしいです。電子ログツールも

ためしてみましたが、 だからMachintosh
うまくいかず今回は紙での提出です。

久しぶりに参加しました。延べ運JR9OPJ:
用時間約 時間でした。10

仕事の合間のコマ切れ運用でしJA0GEY:
た。楽しめました。

の参加です。なかなかJN1SZF:QRP 1W
との交信はむずかしいようです。QRPpl

時間をかけて次回はチャレンジします。

で少しだけ参加しました。7K4UBL:QRP
今回は、短時間しか参加できず7N4QAZ:

残念です。でも、にぎやかで楽しかった

です。

楽しいコンテストでしたJA4MES:
さすがに では厳しかったでJA5DIM: 0.5W

Hi.す。

集計ご苦労様。フル参加できなJA5IDV:
くて，残念です。

エコ通信でしょうか？Ｐ部門参加JE7RIT:
者が多く感じました。マルチの伸びが無

く残念です。

初日の深夜は泣きたいくらい取JG3QBJ:
ってもらえませんでした。スキップする

時間帯は パワーが必須のようです。二日

目寝坊してしまいまた泣きたくなりまし

たが、お日様が照っている時間帯は快調

に運用できました。

を ａｔｔｓにしぼってのJR1CHU:K1 1W
運用でした。 Ｆのベランダに取りつけ4
た ｍ長のつりざおＡＮＴで各局にご迷4
惑をおかけしました。受信機を持ってい

ないＨ 局も有った様です。ＨＩ

参加ですJR3KGM/3:QRP
今回は自作 と自作アンテナJR4DAH: RIG

で参加しました。

電信部門シングルオペ14MHzバンドＨ●

初めて電子ログを提出します。JK1HIY:
よろしくお願いします。

初めてログを提出します。結果JR1BAS:
が楽しみです。

電信部門シングルオペ14MHzバンドＭ●

コンディションが良すぎた？皆JH6NBW:
HW?さんは

初めて参加しました。来年は、JA0OIK:
マルチバンドでフルタイムで頑張ってみ

ようと思います。

連休初日からの真夏日に参りま7L2DXD:
した．八王子では公表 度 自宅観測32 C,
では３３度 室内では 度まで上昇．C 35
おかげでお空のコンディション以上に体

．のコンディション不良で戦意喪失でした

少しの時間の参加でした。JA6EOD:
楽しく遊べました。JA6JMJ:
昨年と同じカテゴリーで参加、JA6SRB:

同じようなコンデションだけど寝過ぎか

な。年齢加点まどあるとユニーク？

１４ＭＨｚのコンディションは年JH1IFQ:
々落ちているようで、北海道や九州の局

がとても有利に思えます。その為か、年

々関東の参加者が少なくなっているよう

に感じます。

久しぶりにシングルオペで参加しJH6QIL:
ましたが、期待したほどできませんでし

た。

の授業参観日でしたが、少しJM1LQI:2nd
だけ参加できました。

思いのほか多くのマルチをとるJO1KXP:
事が出来、楽しい１日となりました。

少しですが楽しめました。JR0BQD/0:
楽しみました！JR4GPA:

電信部門シングルオペ14MHzバンドＰ●

縦振れ電鍵だけ使用の電信コンテJA7CQ:
ストを考えてもらいたいと思います。
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フルタイムの参加ができず短時JA4TOH:
間のみの参加となりました。

電信部門シングルオペ21MHzバンドＭ●

ルール無視のハイパワー局が多JA1FCY:
く、７メガ、３．５メガでは参加意欲な

くなりました。ハムは紳士のホビーであ

ることを強く啓蒙して下さるよう、お願

いします。

やはりコンディションは、いまJA6FXT/1:
いちパッとしませんが、ボチボチ聞こえ

ていました。参加者は相当減っている気

がします。何とかしなければ！！

昨年は皆さんのお陰により入賞JR6RHU:
しました。でも今年は厳しかったです。

参加者の減少が気になります。JH6XGC:
コンテストを盛り上げる施策等が必要か

と思います。

コンディションはまずまずでしJM1DUI:
たが、局数が伸びず・・・最後の方は聞

えてる局全部が交信済みという状況でし

た

電信部門シングルオペ21MHzバンドＰ●

何度も 出しましたが（７ＭJE3PKU: CQ
Ｈｚ）全然ダメでした。やっと２１ＭＨ

ｚで交信できました。

連続的なノイズに悩まされましJH1HTK:
た。

久しぶりに での運用とJE7ENK/7: 21MHz
なりました。

ＡＪ初の２１メガエントリでJM1OZP/1:
す。天候にも恵まれ若葉が鮮やかな中、

のんびり気持ち良く参加できました。Ｑ

ＲＰでも多くの方と交信できｖｒ感謝で

す。地球に優しいバッテリ運用はとても

静かでＦＢでした。

もっと多くの局と交信できる様JR1NKN:
にまたがんばりたいと思います。

電信部門シングルオペ28MHzバンドＨ●

部門参加でしたが 時間JM1TUY:C28H 8
しっかり睡眠休憩しました。正味 時間16
の参加でした。

電信部門シングルオペ28MHzバンドＭ●

時間の関係で のみの参加とJA1DUA: 4/29
なりました。残念！

JE1ALA:28MHz 6は ほんの少し 昼頃に、 、

エリアが聞こえるも続かず、後は のGW
みでした。集計ご苦労様です。

スポで局数を稼ぎたいところJE2FDH:E
でしたが残念でした。

開始直前の日曜日は が強力にJI1HFJ: Es
発生し、今回はコンデションが良くなる

と予想していました。しかし、結局ほぼ

スキャッタとＧＷのみで、昨年に引き続

、 。き局数 マルチ共減らしてしまいました

各局、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Ｐ●

初めて で常置場所から参加JA1CIR: 0.5W
しました。

電信部門シングルオペ50MHzバンドＨ●

部 門 の 周 波 数 はJI1HCD:50MHz CW
～ に広げて頂きたいと思い50.040 50.090

ます。

電信部門シングルオペ50MHzバンドＭ●

、JA1HIY:まとまった時間はとれませんが
時々出てみました。私にとっての５０Ｍ

Ｈｚは多数の局のお相手を頂き快適でし

た。感謝します。

スタート滑り出し快調、当局とJA1DBG:
しては過去最高の実績で期待のＥスポは

ＮＧでしたが、１都７県＋静岡・福島で

マルチ１０。久しぶりに楽しめました！

。中途ハンパアパマンハムでは・・・・・

コンディションに恵まれず超苦JA3BKP:
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戦であった。

今年も自宅から６ｍのＣＷのみJK1DMT:
で参加しました。

寂しいコンテストでした。JA1DZZ:
呼専門でも何とか 局達成7N1XMD: 100

。7N3BGR:次回もがんばりたいと思います
久しぶりにコンテストに参加し7N3NUP:

楽しみました。

天候に恵まれ快調でした。JA1ECG/1:
限られた時間での参加でしたが、JA1IEU:

十分に楽しました。また、参加します。

コンテスト期間中、天気が良JR5HWQ/5:
くて、楽しめました。

電信部門シングルオペ50MHzバンドＰ●

楽しめました。 の時期JQ6PAQ/1: ALL JA
になると「シーズン開幕」という感じが

します。日曜日に仕事を持つ身としては

唯一の祝日開催なのも嬉しい。

仕事の合間に参加しました （何JA1BEU: 。

でコンテストになると多くの局が出てく

るのでしょう？あとＥスポ発生時 笑 ！（ ）

大変久しぶりの参加でした。JH0KFI:
年連続 で参加しました。JA1AGJ:2 C50P

でも結構いけるという印象です。5W
ダクト中心の交信であったが、JA9XAO:

コンディションに恵まれず、局数は伸び

なかった。

所用があったので、 分あまりJE0IBO/1: 20
の短時間参加でした。

所用のため 日は運用できず、JE2LPC: 28
途中からの参加になってしまったのとコ

ンディションが悪く、東北、北海道とは

交信できなかった。

昨年の は出れなかったのJF1JDG: ALL JA
で楽しみにしていた。しかし今年は 年2
前より出ている局数は少なく感じさびし

かったコンディションもよくなく 局200
を超えることができなかった。比較的今

年は落ち着いてやれたので楽しめた。毎

年参加したい。

集計ご苦労さまです。JG1UKW/QRP:
今年は家の事情で、通常のアンJH1XXM:

テナが使用できず、仮設アンテナでの参

加となりました。ＣＷモードのみでの参

加でしたが、なかなかつながらず、アン

テナの重要さを実感しました。

用事で昼間に運用ができず、開JI4EAW/3:
始後 時間弱と、終了前 時間弱のみの5 3
運用になりました。

ＣＷで交信でき、ありがとうごJL3MZJ:
ざいました。

最近仕事が忙しくコンテストどJR5EHB:
ころではありません。

今回は仕事が でモチベーJR6GUI/1: QRL
ションも下がり気味。コンテストはそこ

そこにアンテナ工作に精を出してしまい

ました。

電信部門シングルオペシルバー●

皆さんご苦労様でした。お陰様でJA1GS:
今年も何とか参加させて頂き、有り難う

ございました。ついこの間まで、初めて

の「花粉症」で虐められていました。や

、 。っと抜け出た所での コンテストでした

楽しく遊びました。

今年もコンディション悪く得点JG8SIS/8:
も伸びませんでしたが、冬眠あけ、久々

の運用に満足でした。昨年に続き道南の

花見を兼ねての移動でしたが、今年も開

花が遅く残念、Ｈｉ今期も宜しくお願い

します。

今年も時間が許す範囲で参加さJG4UWS:
せてもらいました。１ の局もかなst QSO

、 。りありＦＢでしたが 今はシルバーです

コンテストを忘れていて、２９日JA1WL:
の夕方に何気なくリグのスイッチをいれ

て、コンテストと判りあわてて参加しま

2 40 73!!した。 時間 分ほどの運用です。

日目の午前中は用事があって外JA1DD:2
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出，ハイバンドでの交信が十分にできま

せんでした。

次回もがんばりますJA1IZ:
天候が良いので移動運JH3PA:JR2FWN/2:

用で参加しました。今年も入賞を目指し

て… と意気込んでいましたが、２１ＭＨ

帯が開けず局数が伸びませんでした。Z
結果はともかく、久しぶりに心地よい緊

張感で無線を楽しむことができました。

呼びまわりのみ、紙ログでのコJK1SDQ:
、 。ンテストでは この程度が限界と感ずる

の訓練と、 導入を行って次回のCQ zLog
コンテストには参加したい。

楽しくのんびりと、各局とお会JO7JTV:
いしました。

電信部門マルチオールバンドＭ●

初めて電信マルチで参加しまJQ1DSK/1:
した。天気がよく移動日和でした。

電信部門マルチオペ２波●

終了後のみの ＠ はJA8RWU: BBQ ALLJA
当局では初めてです。 ！ ではフHi 2TX
ル が 名＋途中参加 名と例年になOP 2 1

BBQい最小構成でしたので、遊ぶ余裕(

併設)なく真面目に取り組めました(除く

開始直前ばたばた作業 は で... Condx NG）

したが それなりに楽しめました。 の, JA
端からとしては が出て欲しいものです,Es
が来年に期待！,

今年はオペレター不足のため電JH8SLS:
信部門での参加になりました。事前の準

備不足がたたって電波を出せるようにな

ったのが開始 分前でしたがコンテスト5 ,
中は大きなトラブルもなく無事に完走す

ることが出来ました。ハイバンドのコン

ディションが良くありませんでしたが そ,
の分ローバンドは楽しめました。

ハイバンドのコンディションがJE8KKX:
いまいちで ローバンドで忍耐のコンテス,

トでした。日中は外は良い天気で し,BBQ
たいのをぐっと抑えて無線に集中しまし

た。

電信電話部門シングルオペオールバンドＨ●

ハイバンドのコンディションが非JA4XY:
常に悪かったです。連休前の仕事に追い

ON込みのため、休めず仕事のすき間に

しました。AIR
結果発表、まずは、ハムフェアJF1WQO:

会場に張り出して下さい。会場に出かけ

る楽しみが、ひとつふえます。コンテス

トレビュー、もっと早くお願いします。

ささやかとはいえ、作戦ってものがあり

ますので参考にしたいのです。おねだり

ばかりですみません。

ハイバンドのコンディションに7L1JHN:
恵まれなかった

楽しいコンテストでした。JA1AYO:
３．５，７Ｍｈｚが風呂の給湯JA1QEU:

機に回り込み１０Ｗ出力、更に万一ＴＶ

Ｉが出たらとの思いでゴールデンタイム

は１４、２１、２８も５０Ｗで運用。特

に ３．５、７Ｍ がもう一つ心残りでHz
した。

仕事から疲れて帰ってきたのでどJF2FIU:
うにも耐え切れず熟睡しましたＨＩ、翌

日も家事等でまともに参加できませんで

した、来年はリベンジをしたいと考えて

おります・・

コンテスト運営ご苦労様です。JF2IWL:
途中からの参加でしたが楽しめました。

バンドの復活を検討願いまJH4UYB:160m
す。

ローカルノイズがひどくて苦労JR3NZC:
しましたが、楽しめました。

電信部門シングルオペオールバンドＭ●

毎年この日にはＨバンドがＢＦJE0VFV:
です。
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今回のコンテストは、自分なりJA1HFB:
に努力したつもりですが、あまり得点が

伸びませんでした （３．５ＭＨｚ，７Ｍ。

Ｈｚは少し）参加は２回目ですが今年は

コンディションが良くなかったと思いま

す。このアンテナでは交信範囲に無理あ

るのかも知れません。参加のみとなって

しまいました。

バンドが良くなく点数がJG8MBV:HIGH
伸びなかった。来年はもっとコンディシ

ョンが良くなってほしい。

相変わらずＬＯＷバンドの混み具JE1SLP:
合には閉口してしまいます。７ＭＨｚ拡

張が今から楽しみです。

毎年自宅から参加してます。家JR1MXX:
族サービスの合間を見ての運用です。マ

ルチが少なく残念ですが。

今年は参加だけという形になりJA6LIM:
ました。来年のＡＬＬ ＪＡは本腰を入

れてがんばります。

コンディションも良く多くの局JE8JOK:
が参加されました。特にＣＷについては

いつもより良く聞こえ、久しぶりにわく

わくしたものです。今年も災害が多くア

マチュア無線の活躍が多くなるかも知れ

ませんね。

スタートが遅かったです。マJA3LXY/2:
ルチが思うようにとれませんでした。

特定の局は、ＣＱを出し続け、JJ2SHW:
、またはＣＱ送信直後に受信しようとせず

「 」 、不慣れな参加局に 悪しき見本 になる

と考えられる。

オールＪＡ初参加です。僅か４時JJ3XJS:
間程度しか運用できませんでしたが、他

のコンテストとは又違った雰囲気で楽し

く参加できました。２１ＭＨｚがもう少

しＣＯＮＤＥＸがＦＢだと良かったので

すが・・・。

参加時間あまりとれませんでしたJI7IMX:
が、初めての参加でした。

スポット的な参加でしたが、楽JF0VMJ/0:
しめました。

久々の移動運用でのコンテスJH3PXA/3:
ト参加でした。

２年ぶりに参加しました。JL3TXW:
今回は時間がとれないで多くのJN1MCZ:

局との交信ができないで残念でした。次

回も参加の予定。

残念、昨年を下回りました。JG1RRU:
ローバンドで参加しました。交7K2GMJ:

信いただいた各局ありがとうございまし

た。

設営から 日目午後まで強風が7L1ETP/1: 2
吹き荒れ、 ｚのアンテナがたびた21MH
び破損。一度倒壊、ということでアンテ

。ナの補強や上げなおしでくたくたでした

は 日目の夕方にやっと少し開CONDX 2
く程度ということで、昨年よりも悪かっ

たように思いました。とはいえ、局数・

マルチとも少なすぎですが 来年またが...
んばります。

楽しいコンテストを企画していた7L3IUE:
だきましてありがとうございます。楽し

めました。

集計ご苦労様です。思っていた7M4BZX:
よりマルチが取れませんでした。また、

日程を週末スタートに変更して欲しいで

す。

7M4OAQ: CQ来年はもっとがんばります。

...を出せばよかった

フル参加できず残念！7N4JQJ:
忘れられないよう、忘れないよJA1EGP/1:

う、ボケないように今年も参加できまし

た。

次回もがんばりたいと思いまJA1EHV/1:
す。

年々参加局が少なく成って来るJA1HBV:
感じで寂しい。第２日目午後になると参

加局が極端に少なくなる終了時間は第２

。日目正午位で良いのでは無いでしょうか
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最近のパターンで、昼間はクラJA1IQK:
ブ局運用、個人コールは夜 適宜 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、コンテストマニアと常連局だ

けでなく、 新しい局長さんが楽しく参加

出来る工夫が必要で、参加したくなるよ

う仕掛けを考えたい。

移動局が少なく寂しかったJA1NZN:
移動地ではとても風が強かったJA1OJE/7:

ですが、何とか完走することができまし

た。

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。

個人コール参加初めてです。JA1WQX:
昨年に比べハイバンドのコンデJA1XRH:

ィションは落ちており、その分ローバン

ドで取り返し、 数は前年とほぼ同数QSO
になりましたが、マルチが大幅に減って

しまいました。睡眠時間はゼロで参戦開

始しましたが、椅子に座ったまま気を失

っており、気が付くと 分時計が進20-30
んでいることが数回ありました。コンテ

スト技術の向上よりまずは持久力向上が

先決です。

クラブのコンテスト参加の支援JA3FAT:
として、初めて参加しました。参加 時

間が不足でした。

今年はＪＡＲＬ主催６大コンテスJA3IEZ:
ト全てに参加するつもりです。コンテス

ト参加局が増えることを願っています。

従事者免許をもっているはずにJA7FKF:
もかかわらずコンテスト使用周波数帯の

見方がわからない人が見受けられる。

の古い方にもわからない方がいCallsign
るようだ。コンテストに参加しない方の

ためにも で監視する必要があるのJARL
では？

半年振りの無線になりました。JA9SCB/1:
ハイバンドのコンディションが今ひとつ

で残念でした。

次回もがんばりたいと思います。JE1BJP:
毎回参加していますが、今回JE1HMC/0:

初めて移動運用しました。

仕事で半日の参加でした。JE1REU:
私の設備では、飛ばない。聞こJE3LGJ/3:

えない。少し寂しい。

久しぶりの参加でした。局数JG4LRN/4:
が大幅に減少していますが、懐かしい局

。も出ておられて楽しい会話が出来ました

今後は短い時間でも出来るだけ参加する

ようにいたしますので、よろしくお願い

いたします。

ハイバンドのコンディションJH1DHV/1:
が良くなかった。アンテナが悪いのかな

ぁ。なかなかＱＳＯ局が増えません （夜。

中は寝ちゃうからね）

ｚで が出ず、 ｚJH1QXP:50MH Esp 14MH
の もいまいちで、マルチ・局数CONDX
ともにのびなかった。

今回初めてマルチで参加しましJH9UJB/1:
た。シングルバンドに比べ色々な意味で

奥 が深い！今年はマルチバンドで頑張っ

。 。てみたいと思います 集計お疲れ様です

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。

オンリーのつもりでしたJJ7GCL:50MHz
が、ＣＯＮＤＸ悪く、つい他のバンド に

で手を出してしまいました。とりWHIP
あえず参加することに意義あり・・・・

ということで！来年はオールバンドでの

移動を考えます。ＨＩ！

３時間位しか参加できませんでJM1LAW:
。 。した ちょうど１００局交信できました

断続的に吹きつける強風と、JR5PDX/1:
ぱっとしないコンディションの中で、最

後は去年の自分のスコアを超えることだ

けを考えて運用しました。
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電信電話部門シングルオペオールバンドＰ●

の場合、さらに電力別によJF2TWY:QRP
る部門設定か、電力別の係数掛けを設定

すると良いと思います。

今年も参加することができＶＹJA0NY:
ＦＢ！！

久しぶりのＱＲＶでしたが、コJA0ILF/1:
ンディションが上がらず残念に思いまし

た。

赤城山に移動して参加しましJA1TAZ/1:
た。ＱＲＰですが標高があるため、５０

では多くの局と交信出来ました。Mhz
次回もがんばりたいと思いまJA6DDB/1:

す。

新市へ移動できました。JE7CWH/7:
はＣＱを出す隙間が無かったの3.5/7MHz

は毎度の事。ＣＱをだしたら連続３局Ｑ

ＲＰ局に呼ばれました、ＣＱを出さない

とＱＲＰ局とはなかなか交信出来ません

・・・

楽しく参加できました。次回もJF1ABZ/1:
がんばりたいと思います。

今年もぐっすり寝てしまいまJF3WNO/3:
hiした。

沢山聞こえるものの、 ではなJH2CMH: P
。 。かなか届かず の があと一息HB Condx

弱い電波で恐縮しながらの運用。耳の良

し悪しが良く分かりました。

月に転居した浜松より初のJL1WCN/2:4
コンテスト参加です。

電信電話部門シングルオペ3.5MHzバンドＭ●

コンディションは悪かったですJR4HBM:
が、まずまずのＱＳＯ数でした。

固定から参加、今年最初のコンJH7DMS:
テスト、バンドが大変混んで重なり合っ

て大変だった。でも楽しくやれました。

各局ありがとうございました。

。JA1BYK/1:風が強くマルチバンドを断念
開催日ですが、今年のような休日パター

ンの場合は２９日 からの開催のよ21:00
うに柔軟に対応できませんか？必ずしも

日 にこだわる必要は無いのでは28 21:00
ないのでしょうか。必ずしも祝日がお休

みでは無い方がいることは十分理解して

います。

楽しいコンテスト有難う御座いまJA6BIF:
した

仕事の都合でコンテストの直JG6MDS/1:
前まで出張のためマルチバンドでの参戦

を断念。お手軽な で参加しまし3.5MHz
た。強風のため、開始時は、アンテナが

、 、 、うまく上がらず 飛ばない 聞こえない

潰されるの、３重苦状態。翌朝には風も

おさまり、アンテナをフルアップ出来ま

したが、時、既に遅し！ 局の大台に500
は乗りませんでした 。 残念！。。

今年で 年目の超お手軽移動でJI1FLB/1: 5
。自宅の近くの中川土手から参加しました

今年のコンテストはまずまずの結果でし

、 、たが 予期せある強豪局が参加しており

気お抜けないバトルでした。

電信電話部門シングルオペ3.5MHzバンドＰ●

初めて電信の他に電話でも参加しJF0OAJ:
てみました。さすがに だと電話でのQRP

QRP応答が鈍く苦労しました。電信で「

」のコメントが返ってきUR SIG VY FB
てとても嬉しかったです。

コンテスト委員の方々御苦労様JG2ADX:
です。今年は晴天で真夏日という暑さで

疲れました。

賑やかで でした。電子ログ受JH4FUF: FB
け付け局リスト・・・他局の提出状況も

確認出来 ですFB

電信電話部門シングルオペ7MHzバンドＨ●

。JA0DBS:久しぶりにＱＲＶしてみました
（ 数年ぶりでした ）約２Ｈでしたが20 。

楽しみました！



- 17 -

またこの世界に戻ってきました。JL2PIL:
久しぶりに楽しむことができました。

電信電話部門シングルオペ7MHzバンドＭ●

所用のため ～ の間だけJA1KK: 0830 1200
の参加となりました。

とびとびの でしたが、今年JR0JOW: QRV
最初の全国版コンテスト。 日の夜は電29
波の飛びも良かったようで大体一発でと

っていただきました。各局有難うござい

ました。

相変わらず２１ＭＨｚが駄目でJS6BTO:
。残念！！７ＭＨｚでは勝負になりません

３年連続で参加しました。昨年JA1HAP:
よりわずか多くＱＳＯ出来ました。次回

も参加致します。

平成１７年度ＪＡＲＬ主催コンJH8NEJ:
テストに全て参加を目指して！

今回で３回目のコンテストに参JL7NYX:
加します。

。JR1CPB:次回もがんばりたいと思います
7L2MZT:4 29 QRV月 日駆け込みで

仕事で何局も出来ませんでし7M4HXE:
た、次回はフルタイム参加したいです。

は初めて移動しましたJA9JFO/9:ALLJA
が楽しめました。

去年よりは の運用がスムJE4TRB/2: CW
ーズに行えるようになり、得点も格段に

しましたが、まだまだ腕を磨く必要をUP
感じました。

仕事の都合でラスト３０分程度JG2VOJ:
の参加でしたが楽しめました。来年も参

加させて頂きます。集計作業ご苦労さま

です。

時間があまり取れず部分参加でJH9URT:
した。

集計ご苦労様です。JI2QIX/2:
毎年 中はコンディションJL1UTS: All JA

が今ひとつのことが多いですね。今年は

7MHz X7一番安定している にでました。

ですが、交信の殆どは でした。時間CW
が許せば来年も参加したいところです。

初めてコンテストに出ました。JQ6QUO:
の聞き取りと での混信には苦労CW SSB

しました。

朝と夕方だけですが、楽しく参JR2GGV:
加させていただきました。学校クラブ局

の参加の少ないのが気になりますが・・

・お声掛けいただきました各局の皆様、

有り難うございました。

電信電話部門シングルオペ7MHzバンドＰ●

５Ｗではコンテスト中はなかなJR0GXA:
か厳しいものがありましたが、ハイパワ

ーとは違った楽しみがありました。他の

コンテストもＱＲＰで楽しんでみようか

とおもいます。

久しぶりにコンテストに参加しJI6ABX/6:
ました。７ＭＨｚのＱＲＰは多局の大出

力につぶされやすいです。

空中状態不良だった。JA3BBG:

電信電話部門シングルオペ14MHzバンドＭ●

今年は最低のコンディション、JA6QPB:
局数も少なく 以上は参加局も少な10MHz
いようでした。今後個人で参加局を増加

させるようにハッパをかけるようにがん

ばる。ようやく得点の計算も理解できる

ようになりました。

JA8FJQ: QRM毎年参加していますが 段々、

が少なくなってきた。参加者の減又はコ

ンディション？昨年よりも多数とＱＳＯ

ができました。

： は制限を加えてJR6VIX/6: MAX Power
はどうでしょうか （ は Ｗ以下に。 H 200W
する 。 の場合、ハイパワー局が強す） CW
ぎて他局のコンテストＮｏが聞こえずら

くなる。ＱＲＰをもっと優遇すべき。

無線機の調子が前日に悪くなり、JF2TIR:
子供のリグにて参加しました。子供たち
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。とのコミュニケーションには最適でした

参加局が少なく、コンディショJH0QYS:
ンも悪かったのでとても残念です！コン

テストやアマチュア無線活性化のために

もＪＡ１ＲＬ ＪＡ１ＹＲＬ などの各

ＪＡＲＬ局の積極的なコンテスト参加

ＱＳＬサービスを希望します！

コンディションが悪く聞こえまJA9BLU:
せんでした。

今年はＢＦコンディションでしJA8OUZ:
た。

コンディションもいまいちでJG1TCV/1:
したが、いつも同じ局になってしまいま

したね。局数が伸びませんでした。

空のコンデションが悪く、出力JH6CSP:
も小さいので局数が伸びませんでした

土曜日は歓迎会で、カラオケのマJH6FTJ:
イクを握っておりました。日曜日の９時

過ぎにやっと起きました。歌いすぎで喉

はガラガラ、調子が今ひとつでした。

の点数です。電話 のPhone Only 14MHz
種目があると嬉しいのですが、作ってい

ただけないでしょうか？集計ご苦労様で

す。

ハイバンドのコンディション悪くJJ1XNF:
て、つらいコンテストでしたが１日たっ

ぷり楽しみました。 でエントリーX14M
します。他のバンドはチェックログとし

て提出します。

～ 日前から風邪で完全復帰JR6BTH:2 3
出来ず、また、 日は の部活の試合29 2nd
で 局のみの交信でした。5
電信電話部門シングルオペ21MHzバンドＨ●

強力な スポの発生も無く、目JE6CAJ: E
標を大きく下回る結果で残念でした。次

回がんばります。

電信電話部門シングルオペ21MHzバンドＭ●

ひさしぶりのコンテストでしJR6XQG/1:
た。

コンディションが悪く今ひとつJH8HLU:
でした。

コンディションがわるいのか？JE8SND:
コンテスト参加局がすくないのか？交信

数が伸びず残念。これ以降のコンテスト

に期待しよう。

参加局が極端に少なくなったよJH1OHZ:
うに思えた。

今ひとつ、コンディションが開JL1VWL:
けず、残念でした。

コンテスト今回参加致しJN1FRL:ALL JA
ましたが、やはり年々個人局での参加局

。数が減ってきているような感じがします

また、さまざまなＪＡＲＬ主催の行事に

も参加しておりますが、高齢化はどんど

ん進んでいます。若い人を取り込みたい

ですね。

高校でコンテストに参加して、7M4RJP:
下校してから しました。QRV

コンデション悪く、さっぱり呼JD1BIA:
ばれませんでした。

コンテスト後半からの参加でJQ1VXS/1:
したが、天気も良く気持ち良く運用出来

ました。

今年もバンドが開けずマルチがJS1MBH:
伸びませんでした。( )-_-

電信電話部門シングルオペ28MHzバンドＨ●

今回は参加するだけのコンテスJH1TWT:
トでした。

今年はすこぶるコンディション7K1NAQ:
ALL JA 21:00 15:00が悪かったです も ～。

の 時間にしてはいかがなものでしょ18
う？

電信電話部門シングルオペ28MHzバンドＭ●

集計お疲れ様です。天候はよいJG1TVK:
のに、コンディションは今ひとつ。それ

でも、必死にかき集めたが、開かなかっ

た分だけ局数が減ってしまった。皆さん
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は、如何でしたでしょうか？

多忙でしたが、何とか（少しだJE1OLF:
け！）参加できました。

～ で参加運用しJA1KKL:3.5MHz 28MHz
ました。マイクロウエーブのパーツを製

作しながらの運用で交信局数は伸びませ

んでした。今回は でエントリーし28MHz
ました。

仕事の関係で最後の２時間し7N1BHO/1:
か参加できませんでした。 はコン28MHz
デイションが悪かったようですが、とに

かく電波を出すことがバンド防衛上大切

と思い出ました。とにかく弱くてもいい

ですから電波を出しましょう。

北海道から ではきついコンJE8FGY: 50W
ディションでした

電信電話部門シングルオペ50MHzバンドＨ●

コマーシャルのためフルタイム参JR7RJZ:
加できませんが、楽しみました。

、 だけでなくそろそろJQ2EHG:PH CW
モードの交信も認めてはいかがでRTTY

しょうか？

所用でフルタイムで参加できず残7K4TSJ:
念でしたが、楽しめました。

連休初日で参加局が少なかったJP1LRT:
上に、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50MHzバンドＭ●

コンテストは毎年参加しJL1AQN:ALL JA
ているが、時期が悪いのか、コンディシ

ョンなのか、入りがいまいちである。

今年もばりばり運用する予定JG3RCE/3:
が・・・残念！

運用場所のロケがもうひとつでJF3UCF/3:
したが、そこそこ楽しめました。

久々ににぎやかなコンテストだJA2GSM:
ったと思う。せめて 時間ぐらい参加し10
たかった （仕事のため）。

参加局数が少なく、コンディシJH2GMK:

、ョン的ににも開けなかったこともあって

あまり局数は出来ず残念でした。毎年参

加局が少なくなっていませんか？心配し

ています。

仕事の都合で 日の昼からにJA3FNO/3: 29
なりましたが参加できて有意義でした。

新しいプリフィックス の局がJA1FJD: JA
沢山でています。活性化すると良いので

すが。当コンテストも大いに役立ってい

る筈。今後も宜しくお願いします。継続

性は宝でしょうね！！

地方本部、支部役員は率先してJJ8NNR/8:
コンテストに出なさい！

コンテスト中も８Ｊの局は出てほJI1IIF:
しいと思います。 職員がオペレーJARL
トを買って出る・・・くらいの意気込み

がほしいです。

夕方より風が強くなりやむなくJS1UHZ:
断念・・・ 局まであと少し。200

本年は仕事のため、会社の敷JE3ENM/0:
地内より 昨年とは海抜で 以QRV 1000m、

上低地のため、あまり入感しませんでし

た。

コンテスト大好きです。JH2EUM:
。JA1ELE: 50 60毎回 ～ 局しか出来ません

今年も家族サービスもせず、参JL1KUH:
加できました。なんとか電波をだしてい

ます。

いつもお世話になります。次JA5UAA/5:
回もよろしくお願いします。

日頃の準備をおこたり異動先でJA3DFO:
コード忘れを発見！アンテナを撤去DC

して帰宅した。自宅で聞こえないアンテ

ナを振り回しての奮闘の結果です。良い

経験と反省のコンテストでした。

コンディションがあまり良くなJM2HVK:
くて残念でした。

今年も自宅からの でしJA1VNS: ON AIR
た。

： 日に仕事のため、あまり参JG1GCO 29
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加できませんでした。クラブ局の参加が

少なくなりましたね。

年々参加局数が少なくなってきJA3EVA:
たように感じられた。

。7L1PNG:シングルバンドで参加しました
新鮮な感覚がしました。

家族サービスの旅行中に 時7N1AZY/1: 1
間だけ時間をもらい参加しました。 でEs
バンドが開ければもっと楽しめたと感じ

ました。

個人局の参加数が少なくなりまJA1BSY:
した。

天気もよく楽しめました。でもJE1MPR:
参加局少なくなりましたね。チョット寂

しいです。

Ｅスポに遭遇できないかと思JE4ABN/4:
いフル時間で参加しましたが、期待はず

れの結果となりました。ＧＷもよくなく

局数がなかなか伸びませんでした。

の 時間程度しか参加できJF1VDI:Start 1
ませんでした。

ノイズが多くまたコンディショJF3IPR/3:
ンもパットしませんでした。

前日の仕事が片付かず、ほぼJF3VKM/3:
徹夜明けで２９日早朝から移動しました

が、局数は少ないし、飛びは悪いしでさ

っぱりでした。 マシンには応答しなCQ
いと貴重な忠告も頂きました。次回から

心したいと思います。

短時間の参加でしたが、１エJG1GGF/1:
。リアから３エリアが数局できて満足です

。JG5DHX/5:新市迎撃の合間の参加でした
今年は参加局が少ないようにJH1HFH/2:

感じました。

コンディションがいまいち上がJH2OJS/2:
らず苦労しました。

自分にできる範囲で工夫して楽JH4IJG/4:
しんでいます。

今年は参加者少なかったようでJH5UPI/5:
す。

楽しいコンテストでしたが、JH7VVR/2:
参加局が少なかった。土日開催に変更し

ては？

新市ＱＲＶで呼ばれるかと思いJI0KLM:
ましたが、ロケの選定ミスでポイントが

のびませんでした

今回はいつもと違って のJJ8GFL/1: 50M
みでの参加です。ベランダのモービルホ

イップでの「お手軽参加」が目的ではあ

りますが、いつもよりはＣＷの比重が高

い運用となり満足しています。また、仕

事の都合やコンテストの準備の関係で、

平日の夜の開催はちょっとキツいので、

休日の夜からの開催をご検討いただきた

いです。今年もコンテストを中心に昨年

...よりもアクティブな運用をしたいです

。JJ8UDA:仕事が忙しく出来ませんでした
土、日にぶつけてもらえると参加しやす

いのですが・・・。

が欲しかった！！JK1BII:Es
参加局が非常に少なく感じましJK1SPQ/1:

た。

次のコンテストもがんばりたいJL3HCO:
と思います。

今年は後半 時間のみの参加JM1RPV/1: 9
でしたが、楽しむことが出来ました。

スポに出会えなかったのは残JO1KTD:E
念でした。

今年で中学卒業です。若い女性JP2TDQ/2:
のハムがもっと増えて欲しいです。

６エリアでは開けないと６ｍJQ1AHZ/6:
は全然聞こえません。

翌日朝からの参加のためか、局JR2WBT:
数が少なく感じました。最後に沖縄と交

信できたのが救いでした。

仕事の関係で 日にか参加でJR4FLW/4: 29
きませんでした。連休開始の割には参加

局が少なかったようですね。年々参加局

が減っているようで、山陰で は厳し50M
いです。自分の県（鳥取）もできません
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でした。

コンディションが悪く、例年JR8OXT/8:
より参加局数も少なく思われました。も

っと活性化出来る手段があると良いので

すが。

電信電話部門シングルオペ50MHzバンドＰ●

今年も「大きなコンテストくらJQ1NBE:
いＱＲＶしなくちゃ」と参加しました。

去年よりもコンディションがJA9XAT/9:
悪かった。北陸以外は好天だったようで

すが、午後まで風雨ともに強く、参りま

した。

今回の５０ＭＨｚはＥｓ発生JA3QVQ/3:
せずＧＷも伸びず、近くの局も少なくて

第４５回のオールＪＡコンテストの半分

の交信数であった。１エリア、６エリア

が全く聞こえず、２エリア局とのＱＳＯ

も極端に少なかった。コンディションの

上昇を望みます。

参加局も少ない感じだが、とJA0GWJ/0:
にかく空中状態が悪かった。又、強風の

1900mため運用に苦労しました （標高。

地帯でテント運用）

今年は、どういうわけか、千7L1MPQ/1:
葉県の局が聞こえませんでした。アンテ

ナも場所もいつもと同じなのですが・・

・・。

初めてコンテストに参加しましJJ4MEA/4:
、 。たが 使用バンド参加局少なかったです

でも参加することに意義あります。出力

をあげてる方が近くにおり、抑圧受けて

ました。ＱＲＰにポイントＵＰ形式を要

望します。

時間フル参加で疲れましたJA1UKF/1:24
が、コンディションに恵まれて予想以上

のＱＳＯが出来、大変楽しく運用出来ま

した。

毎年参加局が減っております。JA8NKQ:
（５０ＭＨｚバンド） ＣＱの連発で疲れ

ました。

身内に不幸があったため、 時間JR1UJX: 9
程度の参加に留まりました。マルチを伸

ばせなかったことが残念です。

風邪をひいていて調子が悪くJR4ERC/4:
日のみの参加となりました。29

電信電話部門シングルオペシルバー●

今年の電波状況は最悪でした、JJ6GVV:
次回は少しでも交信数が増えるように移

動運用の予定です。

所用のためあまり交信できませJA1GJN:
んでした。

部門で参加してきておりまJA7AOV:QRP
したが、 種目が各部門でなくなり、QRP
特に電話部門の新設された時にも 種QRP
目が無く加えることを希望していました

が・・・・・

２文字コールはコンテストで苦労JA1PX:
します。生存証明出ています。

集計作業ご苦労様です。私の年齢JA5EO:
は満７２歳です。私は７２歳の誕生日を

迎え来客や電話があり、フルタイムのＱ

ＲＶが出来ませんでした。ＨｉＨｉ

の がイマイチでJA1CP:HI-BAND CONDX
、したが が相変わらずの盛況LOW-BAND

楽しい時を間過ごす事が出来ました。

今年からシルバー、楽しく参加でJA1OQ:
きました。

ハイバンドのコンディション悪し。JA6PL:
で 出して楽しみました。 歳（古14 CQ 71

希 ）！+1

電信電話部門シングルオペＳＷＬ●

今年は のみ受信しましJA4-37294: 3.5MHz
た。参加局が多く、楽しめました。

毎度お世話をかけます。JA1-42726:
久しぶりの参加でしたが、仕JA2VSU/3:

事の関係で受信時間が少なく残念です。

。次回は交信部門に参加したいと思います

初めて としてコンテストにJO7FGZ: SWL
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参加しました。

次回もがんばりたいと思いまJA1-19213:
す。

電信電話部門マルチオペオールバンドＨ●

準備が思うように進まず苦労しJA1YGX:
ましたが、新入部員達にコンテストの様

子を見てもらうことができ、いいコンテ

ストでした。

電信電話部門マルチオペオールバンドＭ●

いまいちでした。JA1YAD:
当公園でのＡｌｌ ＪＡ参加はJM1ZJI/1:

３年以上続けていますが、昨年に比べて

得点増です。

メンバーの臨機応変な対応で昨年JR1ZTI:
よりスコアがアップしました。

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ペ２波●

。JA2YKA:次回もがんばりたいと思います
今年はコンディションが悪かったJI2ZJS:

ように思います。クラブ行事として楽し

みました。

電信電話部門マルチオペジュニア●

年生 名(男女各 名)で 年生JA6YEI:3 6 3 2
0 1は 名で今後の活動が心配でしたが、

年生が 名入部しそうでほっとしていま4
す。早速夏の国試で免許を取ってもらう

予定です。(「情報通信部」という名前の

パソコンも扱う課外部ですが、歴史ある

を絶やさないためにアマチュア無JA6YEI
線の免許を取ることを入部の条件にして

いる頑固な顧問です。)ほんのわずかな交

信ですが生徒達全員初交信に緊張し電波

。の不思議さを体験できて楽しそうでした

顧問として時々お手本を示しながら最後

に生徒達で となり楽しく運用を終了80%
しました。
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