JARL

CONTEST REVIEW

Field Day Contest

2 - 3, August 2003

2003 年 8 月 2 日，3 日に開催された第 46 回フィールドデーコンテストの CONTEST REVIEW です。

FD 参加局のプロフィールを分析する
今回は、参加局のログ（サマリーシート）からどのような設備で参加しているのかなどを分析しました。
まず，全参加者のうち，フィールドデーステーション A とホームステーションおよびフールドデーステー
ション B の内訳は図 1 のようになっています。意外とホームステーション・フィールドデーステーション B
も多いと言えます。

図 1 全参加局におけるフィールドデーステーション A とホームステーション・フィールドデーステーション B の割合

なお、「フィールドデーステーション A」 とは、コンテストに参加する目的で既設の無線設備がなく既設の
電源もない場所に移動している局または SWL をいいます。「フィールドデーステーション B」 とは、それ以
外の移動している局または SWL をいいます。
フィールドデーステーション A は局種係数が 2、つまり得点が 2 倍になります。
入賞を目指すなど，上位に入るには移動して得点を 2 倍にするのが絶対に有利であり，各種目ともオールバ
ンド種目や VHF，UHF では移動局が入賞しています。もっとも，ランクはライバルの存在によるのであり，
係数 1 でもそれなりの得点を挙げていれば上位に入れます。
これを部門種目ごとに見ると図 2 のようになります。
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図2

部門種目ごとのフィールドデーステーション A とホームステーション・フィールドデーステーション B の割合

種目によってフィールドデーステーション A が多いもの、ホームステーション・フィールドデーステーショ
ン B が多いものとがあるのがわかります。やはりアンテナが大型化する HF ローバンド種目はホームステー
ション・フィールドデーステーション B の率が高くなるようです。また，CS（電信シルバー）は全参加局が
ホームステーション・フィールドデーステーション B という，特異な結果を示しています。

フィールドデーステーション A のプロフィール
次に電子ログの分析結果です。フィールドデーステーション A のうち，シングルオペレータ部門に電子ロ
グで提出された 425 局のデータを分析してみました。
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設備から見ると，図 3 にあるよう 60 ％にあたる 255 局が電源として発動発電機を使っていました。これに
対してバッテリー，電池などを使っているのが 38 ％です。バッテリー・電池の中にはハンディトランシーバ
の内蔵電池もあれば，シールドバッテリーもあり，自動車のバッテリーから引いているだろう人も含まれてい
ます。

図 3 シングルオペフィールドデーステーション A が使った電源

さらに電信電話オールバンド部門にフィールドデーステーション A として参加したシングルオペ局の得点
とマルチを順位グループに分けて分析したのが図 4 です。

図 4 XA 種目参加フィールドデーステーション A のバンド別得点・マルチ

これを見ると上位局は HF ローバンド，HF ハイバンド，VHF，UHF でバランスよく得点していることが
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わかります。逆に下位局ほど U/VHF 帯の得点が主となってきます。
確かに，移動運用で HF のアンテナを建てることはかなり難しいものがあります。アンテナもリグも小型で
済む V/UHF 帯がお手軽移動にはうってつけです。しかし V/UHF 帯，特に 430MHz 以上となるとマルチが
なかなか獲得できません。関東で言えば 1 エリア内の 8 マルチ＋隣接の 2 マルチぐらいまでは取れるものの，
それ以上はかなり困難です。実際に 1 位局でも 430MHz のマルチは 10 に留まっています。
これに対し HF 帯では 30 マルチ，40 マルチが獲得可能です。7MHz などは 18 時間，いつでも誰かが出て
いるので局数もかなり稼ぐことができます。逆 V やダイポールなど簡単なアンテナでもいいので，広い場所
に移動してフルサイズのものを張ればそこそこ飛びます。

使用リグ
サマリーシートに記載されている、使用リグを出現数の多い順に並べてみました。機械的に集計しているの
で、重複してカウントしている場合やリグではないものも混じっている可能性はありますがご容赦ください。

型番

出現数

IC-706

13

TS-850

8

TS-790

8

FT-100

7

IC-736

6

トランスバータ

5

UTV-2400

5

TS-790S

5

IC-706MK II GM

5

TS-690S

4

TS-570S

4

FT-817

4

IC-706MK II G

3

FT-847

3

UTV-2400E, UTV-2400B II P, TS-811, TS-730S, TH-89、IC-T81SS, IC-910D, IC-821D, IC-
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821, IC-756, IC-746, IC-7400, IC-726, IC-706MK II, IC-575D, IC-551, IC-375D, IC-275D,
IC-1201, FT-857, FT-736, FT-3700, FT-104
自作トランスバータ, UTV-5600B, UTV-5600, UTV-1200, TS-950SD, TS-940S, TS-870S, TS-

870, TS-850S, TS-790S0, TS-790G, TS-770, TS-711, TS-700, TS-690, TS-680, TS-60S, TS570M, TS-570, TS-2000, TS-140V, TR-9500, TR-751D, TR-751, TM-541, TM-531, TM-521,
TM-455S, TM-255V, TH-59, SD-660, JST-245, IC-D1, IC-910, IC-820D, IC-820, IC-756pro,
IC-731, IC-390, IC-375, IC-2751, IC-251, IC-12N, IC-1271, FT-90, FT-897M, FT-857M, FT847M, FT-780, FT-767, FT-757GX, FT-736M, FT-690, FT-655, FT-102, FT-1011, FT-100M,
FT-100D 改, FT-1000MP, DR-570SX
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やはりポータブル機やハンディ機、モバイル機が主流ですが、かなり大型の HF デスクトップ機を使ってい
る人もいるようです。
一人でどれだけのリグを使うかを数えてみたところ、一番多いのは 7 台という結果が出ました。HF から

SHF までオンエアしようとすると、必然的に台数が増えてしまいます。もっとも台数が多いからといって、
必ずしも上位に入っているというわけではありませんでした。
使用台数

人数

7台

1

6台

3

5台

4

4台

10

3台

12

2台

18

1台

19

アンテナについては、人によって記載方法がまちまちのため、カウントはしていません。HF ローバンドの
逆 V、HF ハイバンドの八木、50MHz のビーム、UHF の GP、SHF のパラボラなどと 6 本、7 本のアンテナ
を建てている人もいるようです。
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電話部門シングルオペオールバン

うように伸びなかった。

テストは屋外（移動）でするもの

ド

JA9TQY/9：9 エリアでは 144，

と実感しました。次の機会には，

7L2NOJ/2 ：当日は暑く，8/3

430MHz の 局 が 少 な す ぎ ま す 。

山の上から交信したいと考えまし

12:00 には撤収。来年は日よけ対

21〜28MHz はコンディションが

た。

策をして参加します。

悪すぎた。

JL4GRQ/4：時間が始まっても

7N3OJR/1 ：ト ラ ブ ル 続 出 で

7K4TBB ：コンテスト時は，他

V・U は参加者が非常に少ない。

UHF 以上がふるいませんでした。

の周波数に影響を及ぼすハイパ

年々少なくなっているように思

次回またがんばります。

ワーや同じ周波数でも重複使用が

う。

7N4BRG/0：初めて HF の移動

あり良く聞き取れない状況も多い

JI1AFG/1 ：はじめてのフィー

運用をしました。短時間しか参加

ですね。ルールを守らせることは

ルドの運用。天気もよく楽しめ

できませんでしたが，満足してい

出来ないのでしようか？

た。

ます。

JF0JZE/1：旧コール（JF0JZE）

JI2MKP ：常置場所での運用で

JA1XSG/1：久々の参加です。

を移動局で復活させてから初

した。各局ほとんどが移動局で

JF3QND ：どうもコンディショ

めてのコンテストです（現在の

した。あたりまえか，フィールド

ンが今ひとつ。

7N3AKG は固定局に変更）。今

デーコンテストだから。

JJ1VEX/1 ：毎年々参加・交信

回は移動局として旧コールで参加

局数が少ないと思います。

してみました。

電話部門シングルオペニューカ

JQ6UNY ：次回はがんばりたい

JI8NLS：あいにくの雨で移動で

マー

と思います。

きず残念！

JR2FWN/0 ：天候に恵まれて

JM3WWN/7 ：来 年 も や り ま

JO7FGZ/7：今回は部分参加で

楽しい移動運用でした。自己ベス

す！！

した。

トの記録を達成でき，全国で何位

JI1TYY ：急用が生じ，途中で

7N4OAM/1 ：ハイキングを兼

になるのか？発表が楽しみです。

中止（やむなく）

ねて横瀬町の「カバ岳」山頂（標

JJ2XWT/2：6m のオープンが

7N4BGU/6：HF も含めすべて

高約 900m）で運用。近辺にはコ

無く，思ったより伸びなかったが

モービルホイップによる運用でし

ンテスト参加局の姿も見受けられ

JD1 と交信できてうれしかった。

た。

た。

JJ7PTD ：移動運用したかった

7M2HCK/1：6m E スポ出ずマ

JQ2HYC：あつくてたいへんで

が雨のため出来なかった。又，無

ルチが伸びず残念でした。

した。

線出ている人も少なかった。来年

JJ1PSM/1 ：今 年 の FD は

JN3WQL：コンテスト中はやた

又出ます。

ANT 設備に時間をかけ，3.5MHz

ら暑かった。JARL の会費は学生

JH2VOO/2 ：2 エ リ ア か ら 見

から出られるようにしたが思った

にとっては高すぎ。学割制度を作

た 7 エリア，8 エリアのオープ

ほど局数が行かなかった。

るべき。

ン (50MHz) が無いので得点が思

7N4IVB ：フィールドデーコン

7N4UWM/1 ：とても暑くて移
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動は点数が 2 倍になることがよく

JA1RSX ：毎年参加局が減って

した。

分かりました。

いるようでさみしいですね。少し

JF1NHD/8 ：集 計 ご 苦 労 様 で

の参加でしたがログ提出します。

す。個人部門は今回が初参加で

電話部門マルチオペオールバンド

JA2BCQ：ホームステーション

す。天候も CONDX も良くあり

JA1YCG：みんなポータブルだ

同士の交信は得点にならないの

ませんでした。

なぁ。

に，間違えて呼んでしまったり，

JF3IPR/3 ：設営が遅れ 1 時間

JA1YPN/7：次回もがんばりま

呼ばれたりすることが多かったで

遅れの 22 時スタートとなりまし

す。

す。そのことを知らないでいる固

た。

JE2ZSG ：今年も同じ場所から

定局もかなりあるようでした。

JG0AXT：時間が取れずに細切

運用した。短時間でしたが，参加

JA2QVP：集計ご苦労様です。

れ参加でした。

する事に意義があると思っていま

JA3TVQ/3：初めての電子ログ

JG1BAH：ハイバンドのコンデ

す。

です。分からないことばかりで，

ィションが予想より悪かった。

JF3EPU/3 ：関西地区からの初

あちこちに質問出し続けてやっと

JG2TSL/2 ：風が強くてアンテ

めての参加でしたが，1 エリアよ

こぎつけました。素人向けに専門

ナが心配でした。初めての移動

りかなり参加局が少ない。

用語を使わない説明書があれば，

地でしたが，V/UHF で西方向の

JH0YZD/0：次回もがんばりた

もっと電子ログが増えるのでは。

遠くの局と QSO できたのは楽し

いと思います。

JA5IVG ：集計ご苦労様です。

かったです。

JH8ZSR/8 ：大雨で電波の飛び

移動で出たかったのですが事情に

JG4DDN/1 ：絶好の移動日和

が思ったより悪く BF でしたが，

より今年は HOME からとなりま

でしたが，屋内からの参加となり

楽しく運用できました。

した。VU は ANT ＆ロケーショ

ました。暑くなくてよかった？

ンが BF なのでしょうがないとし

JH0NVX/1 ：いつものように

電信部門シングルオペオールバン

ても，この時期 HF ハイバンドが

目標局数・マルチは達成できませ

ド

開けなかったのは痛かったです。

んでしたが，たくさんの方に交信

7L2VVI ：あまり時間がなかっ

交信いただいた各局，有り難うご

していただき楽しみました。今年

たので，少ししか参加できません

ざいました。で

は天候もよく，コンディションが

でした。

JA5YDE/5 ：や っ と 梅 雨 が 明

いまいちだったのが唯一残念でし

7N2SPK ：今回は V，U の局数

け，青空産業の合間に参加しま

た。

が伸びませんでしたがその分ロー

した。

JH4JUK/4：初めてパソコンを

バンドで局数がいきました。目標

JA6JMJ ：久しぶりに参加致し

使ってコンテスに参加しました。

をクリアできて満足です。

ました。楽しく遊べました。

慣れないで呼びに廻っているうち

JA0QBY ：E スポ無しの寂しい

JA6NWC ：フィールドに出る

に終わった感じです，慣れて CQ

FD でした。

時間がなく自宅からの参加になっ

出せると得点 UP になると思いま

JA0SOO ：今回は，少しだけの

てしまいました。移動局さんばか

した。

参加でした。

りででした。

JI1CUP：2400MHz 帯以上にお

JA1FPV/1：仕事の関係で 2 時

JA9IAX/1 ：短時間しか参加で

いてもマルチプライヤーは都道府

間程度しか参加できませんでした

きず，残念でした。

県支庁であるべきと考えます。現

が，普段出ないバンドだけでやっ

JE2FJI ：固定からでしたので，

行の市郡区マルチはコンテスト

てみました。アンテナの T2FD

次回は移動したいです。

のゲームバランスを歪めるばかり

は使いやすいのですが飛びがいま

JF1NDT/1：移動するのに出遅

か，遠距離通信への情熱を阻害す

いちの気がします。

れてしまい，実質 5 時間の運用で

るものです。
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JI6CUK/1 ：個人では初めての

で大変でした。久しぶりに 8 エ

JE8GNN/8：雨の中での開設・

フィールドデー参加でした。

リア内の電信局出ていたようで

運営・撤収でした。ハイバンドは

JJ1BDX/3：21MHz，28MHz，

良かったです。全体の参加者も多

開けなかったのが残念です。

50MHz のコンディションが悪く，

かったのでは・・・・私の得点は

JA1KWF/1 ：今年は雨上がり

局数もマルチも稼げませんでし

今いちでした HiHi 宜しくね。

のせいで蚊が多く大変でした。自

た。その分 14MHz で埋め合わせ

JA6FOF/6 ：High BAND の

動車ごと入る蚊帳のようなものが

たという感じです。太陽黒点数の

CONDX が上がらず，高温に悩

あると GOOD ですが？有るのか

低下が影響しているように感じら

まされながら手打ち手書きで今年

も知れませんが研究不足で！！来

れます。

もがんばりました。パソコンは使

年は何とか考えます。

JJ6TWQ/6 ：近 年 ，ロ ー バ ン

いません。

ドでの参加者が増加して Heavy

JA7CQ ：縦振れ電鍵だけ使用，

電信部門シングルオペ 3.5MHz

QRM となっている。フィールド

空中線電力 10W 以下，ゲインの

バンド

デーののんびりした雰囲気がうす

ない ANT（バーチカル，ダイポー

7K2STM：今回は参加賞狙いの

れているのは残念。週休 2 日や長

ル等）だけ使用のコンテストを考

参加でした。

期夏休みが一般化しているので，

えていただきたい。

JA0AAQ：まさに，参加するこ

コンテスト時間を延長してはどう

JA6DNV ：夜の 7MHz は不調

とに意義ありでした。Hi.

か。

でした。日中，50MHz が開ける

JA5MAJ/5：FD に 3.5MHz で

JN1NOP/6：沖縄に行くだけで

のを期待しましたが，これも不調

参加するのは初めてです。これか

疲れてしまい，山まで行く元気が

でした。21MHz が以外と良かっ

らもどうかよろしく。

ありませんでした。

たのと 28MHz が少し開けたのは

JF3IYW/3：夕方設営，朝に撤

JQ1BTP/9 ：Low バンドのコ

久しぶりでした。いつもながら

収の私でもかなり暑さでばてま

ンディションが良かったと思いま

10W 局を取り上げてくれた各局

した。日中に設営と撤収を行った

す。

さんありがとうございました。

方々はかなりの暑さだったと思い

JQ2RMA：せいいっぱいがんば

JA7TJ/7：山中なのでヤブ蚊に

ます。3 エリアの交信局数が少な

りました

せめられ短時間に終わりました。

かったように感じました。

JR3EOI/3 ：移動運用はいいで

JH1HMC ：自宅からの運用で

JH1MZG：以前よりの友人にお

すね。ことしは良いロケを求めて

約 4 時間ほどでしたが楽しくコン

会いできる FB なコンテストで今

の移動でした。険しい道を登って

テストに参加させていただきまし

回も楽しませていただきました。

のコンテスト参加でした。

た。来年こそは移動でがんばって

参加局の中でいつも QRV してい

JR8LRQ/8 ：2 日目に HF ハイ

みたいと思います。

る局が年々，少なくなっているよ

バンドが開けてくれなくてマルチ

JH6KDY ：時間的に参加しやす

うですね。

も伸びずショボい結果に終わって

かった。又，参加予定。

JH5LYW ：やっと梅雨が明け，

しまいました。開始直後の開けて

JK1REJ ：関東地方ではコンテ

青空産業の合間に参加しました。

いるときに少しでも運用しておく

スト直前に梅雨が明け，フィール

JJ1JJD/1 ：天気は良くありま

べきでしたね。

ドデーコンテストらしい天候に恵

せんでしたが，Home では張れな

JR8OGB/8：今年は，天気，コ

まれたことと思う。しかし，お空

い長〜いワイヤーを思う存分使

ンディションとも思わしくなく残

のコンディションは今ひとつパッ

い，寝てもそこそこのスコアを出

念な結果になりました。

とせず，HF でのマルチがあまり

すことができました。涼しくて良

JG8SIS/8 ：オールバンド提出

取れなかった。来年は是非，移動

かったですが，夜中に虫たちの大

は初めてです。3 日は山間部は雨

先からの参加にしたい。

襲撃を受け大変でした。
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JK1SDQ ：3.5MHz で AJD が

JE2RBK：初めて参加しました，

コンテスト時間まで手入れに没頭

出来るまでと始めたが，最後に

メール提出も初めてです

した。

残った 8area を取るのに時間がか

JF3RSF ：今 回 は 移 動 で き ず ，

JA7AUB ：残念，都合により，

かり，結局 3 時間強の運用となっ

ホームで一日だけでした。

ホームからの参加となりました。

た。局数の減少を嘆く。

JH2ZSM/2：久しぶりにクラブ

JA6AUW/3：ANT(INV V）と

JR1UMO：オンエアする時間が

局にて参加しました。次回はマル

この出力 (4W）ではきついです

短かったですが，参加局は昨年よ

チオペにて，にぎやかに参加した

ね。

り少なかったでしょうか？

いです。

7N2BJO ：交信最後の礼も言え

JE1YEY/1：今年は梅雨明けが

JH6SWF/1：家族サービスと仕

ない OP もいました。さみしいで

おそくなったせいか夕方の雷雨が

事の合間を縫っての参加でしたの

すね。

なくラッキーでした。他の参加者

でわずかの QSO しか出来ません

JA7CRT/7：モービル半固定で

もやりやすかったと思います。

でした。

海の前で行った。魚市場で障害物

JH8FAJ/8 ：夜間，運用中に寝

JH7XGN/7：行楽地の山の上は

がなく比較的ロケーションは FB

てしまった。

人がいっぱいで運用できず，散々

だったが，水産庁の練習船のガー

JL4MPH/4 ：日曜日の 8 時ま

さまよった挙げ句下界に降りてダ

ド用の何 MHz か分からないが発

でには帰らなければならない用事

ム湖の側の公園から参加した。非

射されている（常時）電波障害に

があり，夜間だけの参加になりま

常に暑かった。ルール変更により

は対策が大変だった。参加局数が

した。コンテストはのんびりと楽

QRP での参加局が増加し呼ばれ

年々少なくさみしい限りです。

しんで参加することを第一として

る側は非常に大変だった。

JH5UPH/4：ハイバンドも聴い

います。余り暑くもなく，虫もほ

JJ1RJR/1 ：ギリギリで参戦を

てみましたが，コンディションの

とんどおらず，この時期にしては

決めたためスタート若干遅れまし

関係かあまり出ていなかったよう

快適な夜でした。

た。運用時間は 13 時間程度でし

に思います。

たが，目標とした 300 局，50 マル

JA6LIM/6 ：CW 初 参 加 で し

電信部門シングルオペ 7MHz バ

チを超えられました。最後まで運

た。苦労しましたが，楽しかっ

ンド

用すれば入賞圏までいかたかもし

たです。

7N1BHO/1 ：コンピューター

れませんので残念でした。

JF0OAJ ：ク ラ ブ で の 移 動 の

ログ＋無線機のテストを兼ねて参

JN3ANO：各局ありがとうござ

後，自宅で運用しました。少な

加。コンテスト開始で PC ソフト

いました。

すぎ！！

NG。なんとか復旧し 1 時間遅れ

JH2XTV ：仕事の都合で短時間

7M2MNU/1 ：電信でのコンテ

で運用可能となりました。初めて

しか QRV 出来ませんでした。

スト初参加，大変良い経験をしま

の PC ロギングに挑戦。みごと自

JN3SLN ：初 め て フ ィ ー ル ド

した。これを機にこれからもコン

身の能力不足を実感。紙ログ＋手

デーコンテストに参加しました。

テストに参加しようと思います。

動がよかったか。コンピューター

7K2AMG/1 ：フィールドデー

使用の自己訓練必要。先は長い。

コンテストの今日，関東地方の梅

電信部門シングルオペ 14MHz

7N4MXU/3 ：楽しく参加でき

雨があけたようだとの気象庁の梅

バンド

ました。途中眠ってしまいました

雨明け宣言があったばかり，本当

JA7AEM/7 ：クラブ局運用の

が。

に今年の夏の始まりは暑かった。

途中，近くに駐車中のマイカーか

JA1TMG：次回もがんばる

コンテスト日和にめぐまれて運用

ら個人局を少しだけ運用しまし

JE2OUK：次回もがんばりたい

の日もまあまあだったがリグの手

た。

と思います。

入れが普通なされてなかったため

JE1REU：30 分のみの参加でし

9

た。

した。

計ご苦労様です 73

JG5CAJ/5：長時間参加できま

JR0ETA/0 ：集 計 ご 苦 労 様 で

JE2FDH/2：久しぶりのログ提

せんでした。来年も参加したいと

す。晴天に恵まれ，設営から撤収

出です。

思います。

までスムーズに行えました。思っ

JH3HGI/4 ：短時間でしたが，

JH1MTR/4 ：朝からのお手軽

たほどコンディションが続かず，

楽しめました。

移動でした。午後から Condx 落

局数が伸び悩みましたが気持ちよ

JR3UIC/3 ：フィールドデーは

ち QRT しました。

く参加することができました。

JH2NWP/2 ：何とか参加でき

JR6CUM：時間がなくて，ほん

JH7CJM：前夜，スキャッター

ました。

の少ししか出ることができません

で少し入っていたのですが，翌日

JK1LUY ：次回もがんばりたい

でしたが，久しぶりに汗をかきな

が良いだろうと思って寝たら，全

と思います。

がらの QSO でした。

くダメでがっかりしました。

JQ6FAI/6 ：正味 7 時間の運用

JM6NJU：毎年この日は出張と

JK2BAP/2 ：集 計 御 苦 労 様 で

でしたが，効率よくたくさん交信

重なります。一日中参加できず，

す。今回は殆どやったことのな

できて良かったと思います。

コンディションの変化がつかめま

い 28MHz にエントリーしてみま

JR8QMO/8：今回も天塩郡（宗

せん。

した。ロケが良かったのか，1 エ

谷）豊富町へ移動。夜中はとても

JE0DDK/0：コンディションが

リア，2 エリアの順でかなり呼ん

星がきれいだったのですが，朝方

良いことを願って，21MHz で参

でもらえましたが，お目当ての Es

から昼にかけて雨が降りました。

加したけれど，めまぐるしく変化

は 8/3 の AM に 30 分間位しか出

設営と撤収時には大丈夫でした。

するコンディションに交信局は伸

ませんでした。

コンテスト参加時はいつもフィー

びず。日曜日は仕事の合間に出た

ルドデースタイルですが，このコ

けれどすでに終了間際，惨敗でし

電信部門シングルオペ 50MHz

ンテストには久々のログ提出で

た。

バンド

す。道内がなかなか出来ず，マル

JO7EXK/7：今年は時間がなく

7L4SCQ/0 ：家族でキャンプに

チが伸びませんでした。固定局も

少ししか出来ず残念でした。又次

出かけ，そのキャンプサイトか

もっと CQ を出してくれると，移

回がんばります。

ら運用しました。コンテスト時間

動局は助かりますね。

JA2FZL/1 ：久しぶりにコンテ

に移動したため，ラスト 1 時間

JA1TR/0：参加証を頂きたく参

ストに参加しました。参加局が

だけの運用です。フィールドデー

加しました。Hi

減っているのは気のせいでしょう

コンテストは，夏休みの期間に当

か？

たる人も多いかと思います。移動

電信部門シングルオペ 21MHz

JQ2FFS/2：参加だけでした。

地を複数 OK にしてもらえると，

バンド

JF2KIV/1：NG Condx

もう少し楽しめると思うのです

JH3TCM/3 ：真夏の太陽と蝉

JA7MVI/1：覚悟はしていまし

が・・・例えば，2 箇所まで。も

時雨の素晴らしいフィールドデー

たがとっても暑かったですね。コ

しくは，常置場所ともう 1 箇所だ

コンテストでした。

ンディションはイマイチに感じま

け OK とか・・・前日，運用しよ

JL7AIA/7 ：アンテナ実験を兼

した。

うかと思いましたが，移動地変更

ねて終盤参加しました。昼前から

「実質，お昼まで」ですね。

禁止とあるので自宅での運用を避

天候が悪くなり調整は終われませ

電信部門シングルオペ 28MHz

けました。参加者を増やすために

んでしたが，コンテストの雰囲気

バンド

も是非，移動場所の変更 OK ルー

は楽しむ事が出来ました。

7K2PBB ：E スポもパッとせず

ルをご検討ください。

JM6FMW/6：暑さに苦労しま

消化不良。秋の condx に期待! 集

JA1VVH/1：都合により短時間

10

での参加でした。

され，夜明けからは暑さに，そし

限られたいたのでしょう。来年は

JA9BSL/9 ：今回も自作の 3 エ

て昼は睡魔に悩まされ，局数が伸

ロータリーアンテナを本格的に上

レクワッド＋自作ローテーターで

びずに時間だけが無情に過ぎてい

げて参加したいと思います。

参加。今回は E スポの発生が無

きました。

JL3IVX ：今回も，フィールド

く今一つでしたが 50MHz の醍醐

JA1COW ：はじめて CW で参

デーコンテストの移動出来ずで常

味を満喫できました。

加しました。大変楽しい 2 日間を

置場所にて運用でした。

JE2HVC/2：久しぶりに稼働さ

過ごすことができました。これか

JH6XGC/6：発々の不調で早々

せた発電機が不調で，バッテリ−

らは CW で積極的に参加しよう

に切り上げざるを得ず，悔いの残

と太陽電池による運用でした。常

と思っています。

る運用だった。

時 10 ワット出せなくて，交信の

JR5HWQ/5 ：短時間しか参加

JE7ENK/7：設備を軽量化した

ほとんどは 1 ワット程度の出力で

できませんでしたが，楽しめまし

ら局数も軽量（？）になったよう

す。意外に飛ぶことに驚き，興奮

た。

です・・・

JJ2SQJ/2 ：来年はもう少しグ

しました。パソコンも電力不足で
使用できず，久々に紙ログ，紙整

電信部門シングルオペ 144MHz

レードアップしたいと思います。

理簿で参加しました。用意してお

バンド

JA7NT/0：今年は山の中の谷底

いて良かったです！

JH4OUH/4 ：コンディション

で運用しました。144MHz UP の

JG1UJD/7：珍しく移動中まっ

は良かったのですが，毎年参加局

CW 局は非常に少ないです！

たく雨が降らず熱暑となりまし

が減少しているようですが。

た。参加者のみなさまには毎夏お

JM1OZP/8：北海道旅行の最後

電 信 部 門 シ ン グ ル オ ペ

世話になっています。

の思い出にと参加です。VU 帯は

1200MHz バンド

JH4FUF ：今年は，淋しい結果

とっても静かで北海道の壮大さ

JR7RJZ/7 ：1200MHz は局数

です hi

を電波でも感じることができまし

が少なくコンテスト以外は QRV

JI1ALP ：急遽仕事で休日出勤

た。

しません。アンテナも BF です。

のため，数局呼んでおしまいでし

JI6QGC/6 ：年々，参加者が少

TNX FB QSO ！！

た。.

なくなっている感がします。

JA1DBG：去年と違って今年は

JR0LME/0：梅雨明け直後で天

JR2TRC ：本当は移動したかっ

待望の 1200MHz で信号を聞くこ

気も不安だったが気温も上がり，

たのですが残念！

，アパマンハ
とが出来たが（CW）

コンディションの上昇も期待し

JK1DMT/1 ：今 年 も 2m の

ムのせいか，入感局数が少なく，

たが，6m はし〜んとしたままで

CW のみで参加しました。暑い

ダイアルを回している時間が長く

終始してしまった。久しぶりのフ

日でしたが，お茶を飲みながらの

てくたびれた！オールモード機が

ル参加でかなり疲れたが，良い天

んびり参加させていただきまし

少ないせいか？？

気のおかげで楽しめたコンテスト

た。

JF1CQH ：1200MHz の電信部
門は悲惨，移動局より固定局の方

だった。

JR3NDM ：集計ご苦労様です。

電信部門シングルオペ 430MHz

が多数出ている感じで FD の意義

今年も楽しく参加できました。

バンド

は？でした。以前のように（？）

JQ1AHT/0：短時間でしたが久

JA1BNW ：430MHz の CW 部

1200 のマルチを「市郡区」にし

しぶりのコンテスト参加でした。

部門にはじめて参加してみまし

て，マルチバンダーの皆さんに

JA3NMV：GP では耳も飛びも

た。思ったより局数が少なかった

QSY UP してくれるようお願い

悪いです。

感じですが恐らく私のアンテナ

できませんかね。ダメですか。

JF6OVA/6：夜は蛾＆蚊に悩ま

が固定だったため聞こえる範囲が

11

電信部門シングルオペシルバー

JR1NKN/1 ：両日とも出勤日

電信部門マルチオペ 2 波

だったので夜だけの参加でした。

JA1HIY ：所用で纏まった時間

またがんばりたいと思います。

JA9ZRF/9 ：良い WX に恵ま

がなかったですが，有意義に交信

JR1WYV/1 ：当初は 7 メガに

れ，9 エリアでは今年 1 番の暑さ

が出来ました。感謝します。

出る予定で 2 時間くらい応答を

を記録しました。しかしながらそ

JF7DXT ：天気が良くて交信も

繰り返したが QRP では全く取っ

の反面，ハイバンドの CONDX

上々でした。急用のため途中閉局

て貰えず，諦めて 20 メータ以上

が悪く自局の記録更新に至りませ

したのが残念でした。

のバンドに QSY した。天気が良

んでした。

JR8CIX ：所用があり，フル参

く，暑さでリグの温度が上昇し

JA7ZBF/7 ：コンディションが

加できなかったのが残念でした。

た。6 メータはアンテナが無かっ

悪く，また，電信局も少なく予想

JA3AA ：さすがは FD，参加局

たが，HF 用アンテナに乗せてみ

以上に苦戦しました。

も予想外に多く，移動されている

たら応答が得られたので 3 局取れ

JI3ZOX：今回のフィールドデー

方々と QSO を楽しむことが出来

た。暑さで 2 時には退散した。

も，メンバーと共に移動出来ずに

ました。ただ，2400MHz は無線

JR2RPB/2 ：モ ノ バ ン ド に て

クラブ常置場所にて寂しく運用で

LAN の信号か，2〜3 年前に比べ

QRP 運用が優遇される部門の創

した，集計局ご苦労様です。

えたいの知れない強力な信号で妨

設を望みます（必要最小限の電力

害され QSO が困難となってきま

での通信が電波資源の有効利用と

電信電話部門シングルオペオール

した。FD のますますのご盛会を

なるため）。

バンド

祈ります。

JS1LQI/1 ：短時間の参加でし

7K1PEO/2：今年も楽しく参加

たが，QSO を楽しむ事ができま

することができました。

した。

7K2GMJ：今年も参加させてい

JR2DPL/0 ：大変涼しかった。

ただきました。3.5MHz と 7MHz

快適に運用することが出来た。

での参加でした。

したい。

JA1NHM ：ハム再開できるよ

7K2KJX/1：デパートの屋上駐

JA1WQX/1：初めての CW 移

うになったが年がシルバー近く

車場からモービルホイップで参加

動運用です。

なってしまった。全時間移動で参

しました。

JA8JCR ：何時もは電信電話で

加したいが，少し無理のようだ。

7L3IUE：楽しいコンテストを企

すが，今回始めて電信部門で参加

しかし次は短時間でも移動して参

画していただきましてありがとう

しました。

加することを考えている。

ございます。楽しめました。

JH2OMM/QRP ：集 計 作 業 ，

JA1BGJ/2：家の前の海岸に出

7M4BZX/1 ：集 計 ，ご 苦 労 様

よろしくお願いします。

て，自転車を支えにして 10m の

で す 。今 回 は JD1YAB 父 島 や

JH7PJQ ：短時間でしたが参加

グラス竿を立てました。釣り人に

JR8XXQ/JD1 南鳥島が出ていて

させていただきました。

混じって，一人だけ渚から離れて

面白かったです。

JN1NCB/1 ：QRP シ ン グ ル

竿を立てている様子は・・・珍妙

7M4NQS：430MHz 以外の全バ

オペ・シングルバンドの種目設

な光景でしょうね。とにかく晴れ

ンドで回り込みに悩まされ，やる

置を願う。コンテストにおける

て良かったです。

気をなくして早々に QRT しまし

50MHzCW の使用周波数範囲の

JH1HTK：30mW での AJD，4

た。

拡大を願う。

時間 59 分で完成しました。

JA1HBV ：年毎に参加局が少な

電信部門シングルオペ QRP

JA1KEG：次回も QRP で参加

JR1CHU ：10 数年ぶりの PC

く成るような感じで一抹の寂しさ

（zLog）での参加でした。

を感じました。
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JA1IZ：次回もがんばります。

び 430MHz バンドへのスプラッ

た。

JA1MSS ：移動したかったので

タあり。FM で始めた局長は過変

JF4CZL/1 ：集計お疲れさまで

すが‥ホームステーションで参

調の意味を理解していない模様。

す。サービス頂いた方，有り難う

加しました。ハイバンドの CON-

JARL として教育/啓蒙をお願い

ございました。

DEX が最悪でした。14MHz が

したい。

JG8HVD：移動できず常置場所

やっとの状態でそれより上は全く

JA3QOS/3：久しぶりに移動し

からの運用だったのが残念でし

だめでした。来年を楽しみにして

て参加しました。

た。

おります。

JA6QDU：クラブメンバーが老

JH0NEC/0：初めてこのコンテ

JA1OQ：今年も楽しく参加でき

齢少数化して，前日からの移動

ストのオールバンド部門に参加さ

ました。

運用が困難となって来ました。し

せていただきました。楽しめまし

JA1PJL ：運用可能時間帯のコ

かし，参加者の多いコンテストは

た。ハイバンドのコンディション

ンディションに恵まれなかった。

良いものですね，楽しく過ごさせ

はいまひとつだったでしょうか。

24H コンテストを希望する。

て戴きました。有難うございまし

JH1JGZ ：短時間しか参加でき

JA1TCF/1 ：1200MHz のマル

た。

ませんでした。

チを AJA ナンバーに，年々参加

JA6SRB/6 ：今年は 50W で参

JH1QXP/1：50MHz で Esp が

局数が減少しています。

加しました。そして，小高い山ま

若干発生したものの，移動が大変

JA1WHG：年々，参加局が減っ

で登りました。昨年の倍近い局数

になったのか参加局数が少なく全

ているように感じるのは，私だけ

を稼ぎました。

体的に低調なコンテストとなった

でしょうか？

JA7FKF/7：岩手県南はまだ梅

ようでした

JA1WSE/1：15 時から 21 時の

雨明け宣言もでないなか，わずか

JH1SZO ：1200MHzCW，SSB

間に伝播の良いバンドもありま

の雨があったのみで天候には恵ま

を聞いて見たが今回も誰も見つけ

したが運用できず，また CNDX

れた。しかし，電波の天候はまっ

られなかった．残念！

も上がらないため交信数も少な

たく恵まれず，目標にしていた

JH2CMH/2：ロギングソフト，

かったようです。1 日目は 15 時

50MHz300 局 35 マルチには到底

発電機とトラブル続きでさっぱり

スタートにしたらよいと感じま

届かず低調な結果となった。

でした。来年雪辱します。

す。

JA7KJR/7：Condx が BF でし

JH6MHO：144，430MHz バン

JA1XEM：移動局も年々少なく

たので，HB はあまり QSO でき

ドは年々参加者が減ってこのまま

なり混信もなく静かなコンテスト

ませんでした。SSB に久しぶり

では先が思いやられます。

でした。

に出ました。

JH6QIL ：毎年恒例のキャンプ

JA2DZF：移動できなくて残念。

JE1HMC ：固定で参加しまし

＆コンテストは中止になり，仕事

JA3AOP ：世 界 の 多 く の コ ン

た。

もあったので初日の夜のみ自宅か

テストが Cabrillo file format で

JE1SCJ/1 ：初めての本格的移

ら参加しました。

の提出が採用されているので，

動運用で，設置だけで疲れ果てて

JI1BFD ：普段静かなバンドが

JARL コンテストも Cabrillo file

しまいました。固定局との違いを

急ににぎやかになったことに驚き

format での提出を採用してほし

はっきりと認識しました。普段か

を感じている。今回，南鳥島が出

い。コンテスト後の作業が統一さ

ら移動して鍛えて，来年は完全燃

ていたのがすごいと思った。小笠

れるので参加者としてはありがた

焼したいと思います。

原ホームステーションもホームス

い。

JE4MHL：体調不良で自宅から

テーションどうしの QSO を快く

JA3GKS/2 ：近 隣 地 移 動 局 の

2 時間のみの参加です。なんとか

引き受けてくれ好感が持てた。

2mSSB 過変調で，バンド全域及

母校のクラブ局と交信できまし

JI1JCI/1：コンディションが今
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一つでマルチが伸びなかったのが

JM1LRQ/1：今年は天候に恵ま

加は出来ませんでしたが，雰囲気

残念。

れ設営から撤収まで雷雨はありま

を味わいたくスポットで参加しま

JI1JPJ/1：今年度は HF でのス

せんでした。

した。

ポラディック E 層反射が発生せ

JM7OLW ：RTTY，PSK31 な

JL6XPW/6：JA6ZOA（ユニー

ず，局数が延びませんでした。来

ど digital mode の部門も入れて

クハムクラブ）にゲストとして参

年は参加局の増加に期待します。

欲しい。日本は遅れています！

加しました。八代郡泉村矢山岳山

JI1RCB/7 ：ちょうど，梅雨も

JO1VVT/1：次回もがんばりた

上 835m「パロラマ・ロケーショ

明け天気の良いフィールドデーと

いと思います。

ン バツグン」で目標 200 ％達成

なり，楽しく参加できました。

JO2EWL/2：全体的にコンディ

しました。天気にも恵まれて，た

JJ8GFL/1 ：今年は参加時間が

ションが良くなっかと思う。車中

のしいフィールドコンテストが出

短く，かつコンディションも良く

でエアコン無しでしたので結構暑

来ました。テレコムパーティー，

ありませんでしたが，初のモービ

さにこたえました。目標としてい

6M AND DOWN に引き続き 3

ル移動での参加でしたので，それ

た局数，マルチには達成できませ

回目のコンテスト参加となりまし

なりに楽しめたと思います。来年

んでしたが，十分楽しむことがで

た。まだ勝手がつかめず，手探り

はもう少し本格的に運用できれば

きました。

状態です。フレンド局にコンテス

と思います。

JP1XLU/1：肩から下げての運

ト参加局がいないため聞くことも

JK1BII/1 ：コンテスト又参加

用が楽しかった FT-690 の再来で

できず，迷いながらこの用紙を記

します。

ある FT-817 で参加。本体＋付属

入しました。間違いがないといい

JK1JHU/1 ：FD のオールバン

アンテナ（＋電源はさすがに外部

のですが。

ドは，難しいポートフォリオを組

から…）ではたしてどこまで飛ぶ

7L1PNG ：ア パ マ ン ホ ー ム ス

むような感じです。

のかという興味の元，筑波山（中

テーションで参加しました。コ

JK1XDB/1：昨年と同じ場所か

腹）からの運用を行いました。関

ンテスト命で参加の局にはまった

ら同じ部門に参加しました。今年

東一円はなんとかなるとは思って

くかないませんが，遠く九州の局

は天候にも恵まれ，夕立や空電に

いましたが，静岡，長野，そして宮

とも交信でき大変感激しました。

悩まされることが無かったのが

城まで飛んだ時にはさすがにびっ

JA1OGZ ：2.4GHz が思った以

よかったです。アンテナの改善に

くりし，QRP 運用の魅力にすっ

上交信出来ずでした。

より昨年よりスコアは伸びました

かりとりつかれました。

JK1OLI/1 ：コンテスト終了が

が，まだまだ 1 位は遠いと感じて

JR1CCP/1：天候に恵まれ楽し

1500 では遅いと思います。次の

います。

いコンテスト参加ができました。

日に仕事があるので，もう少し早

JK2VOC/2：お手軽設備での移

当初の目標 200 局をクリアできて

く終了にしたい。2100〜1500 で

動でしたが，思いの他出来たので

大変うれしいです。開始前のバー

はなく，1800〜1200 にしてはど

楽しめました。しかしコンディ

ベキューでの食べ過ぎ＋のみ過ぎ

うでしょう。

ションが悪くハイバンドがもっと

が集中力低下に直結！でも，これ

JQ3OIS ：はじめてレポート出

オープンすれば楽しかったと思う

が野外運用の楽しみです。

すのでよろしくお願いします。

のですが…

JR1MRG：昨年より局数は伸び

JE4AKG：昼前から HF ハイバ

JM1DQH/1 ：また来年も移動

ましたが，50MHz に E スポが出

ンドのコンディションが下がって

運用でがんばります。

なく残念でした。

しまい残念でした。

JM1LAW ：集計ご苦労様です。

JR4ISF/3 ：次回もがんばりた

JA8CEA ：短時間しか参加する

今回もフル参加できませんでした

いと思います。

ことが出来ませんでしたが楽しく

が，それなりに楽しめました。

JR8OXT/8：フルタイムでの参

すごさせて頂きました。コンディ
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ションがあまり良くなかったので

すが，夜中までやって次の日の朝，

ぞー！

残念です。

起きるのが大変！！ 睡眠は 4 時

JA4QOO/2：山にあがる必要は

JE1SLP/1 ：毎年参加者が少な

間くらいしかなくフラフラでし

ないが，夜間の虫対策が大変だっ

くなってきてさびしいです。

た。最後あたりは局数がなかなか

た。

JF9FWY ：もう少しねばればよ

増えず思ったように行きませんで

かった。430MHz は人が少なか

した。

電信電話部門シングルオペ

った。次回もがんばりたい。また

JM3TDZ ：や は り 参 加 局 が 少

7MHz バンド

天気もよかったので HF 帯は良く

な い 様 で あ る（V/UHF だ け か

7L2MZT/1：伝播状況悪くバン

楽しめた。

な？）。

ド内はお祭り騒ぎでした

7L3DGP/1：湘南の海を眺めな

7N4VZO/1 ：2 回目のコンテス

JG1HUF：得点の計算は合って

がら運用しました。天候もコン

ト参加のために移動しました。コ

いますか。

ディションも良く大いに楽しみま

ンディションが悪かったのか交信

JH9URT/9：今年も参加しまし

した。

局数がのびなかったので残念でし

た。

JI1UUV/1 ：局数が 2002 年よ

た。

JI6DUE/3 ：今 回 は ほ と ん ど

り少ない。天気は FB でした。

サービスのみの運用でした。

JN3MUC ：毎回参加すること

電信電話部門シングルオペ

JJ0ACA/0 ：集 計 ご 苦 労 様 で

に意義があると思い参加していま

3.5MHz バンド

す。

す。

JA3RK/3 ：アパマンハムには

JO7HRI/1 ：伝播状況が良くな

JI1HKB ：GP アンテナ使用で

夢の 3.5MHz バンドフルサイズ，

くバンド内（7MHz）はお祭り騒

やはり困難であった。

年に 1 度だけ使えます！以前トッ

ぎでした

JE0VFV/0：ハイバンドのコン

プバンドも FD に含まれていてフ

JH2HUQ：ホームステーション

ディションが悪くて残念でした。

ルサイズ DP を張ったことがあり

として参加しました。楽しめまし

来年もがんばりたいです。

ますが，除外された原因や経緯を

た。

7M1VUE/1：集計 5963 です。

ご存知の方教えて下さい。

JL7NYK ：今回初めてのフィー

JG1TCV/1：コンテストに出て

JM1JIV/0 ：夜のバンドなのに

ルドコンテスト参加です。仕事の

くる局はいつもきまってしまって

夜中に寝てしまいました。

合間なので局数の方は，だめでし

いる様だ。コンディションも良く

JR1UJX/1：ALL JA などは設

たが来年は，又参加したいと思い

なったと思うが出てくる局が少な

置場所から 500W で参加してい

ます。

い。

ますが，今回は近所へ移動して

JJ0ICF：仕事の都合で移動がで

JA1DTS ：急用と来客で短時間

50W で参加しました。近接エリ

きなくて残念でした。

の参加運用となりました。学生の

アでは交信に不自由しないもの

JA2ROZ/2：熱くて汗をぼとぼ

時のように時間いっぱい参加した

の，6 や 8 エリアの遠さを感じま

ととかきました。もう少し真剣に

いです。来年も参加します。集計

した。伝搬の問題だけでなく，参

やった方がいいかな？またコンテ

作業ごくろう様です。

加者減の影響もあると思います

ストに参加したい。

JJ0AJN ：ホームステーション

が・・・。

JA0GEY ：長岡はちょうど「お

としての参加でしたが，雰囲気は

JA8KGG/8 ：アンテナの調整

まつり」でした。花火大会に来て

楽しめました。

久々に巧く行ったが，眠気に負

下さい。

JF3HRP/3 ：涼 し い FD で し

けて局数稼げず。天気は曇りか

JF2TIR ：早朝にヨーロッパ局

た。

ら朝方雨になり，のんびりしたコ

のコンテスト混信があり，苦労

JN4PAB/4：一人でやるっ B で

ンテストでした。来年もがんばる

しました。子供のログも同封しま
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す。シングルオペのジュニア 小

電信電話部門シングルオペ

JI1DLW ：固定局で運用したの

中学校のサブ部門ができるとよい

21MHz バンド

で，大変でした。アンテナとパ

です。

7L1ETP/1 ：移動地の関係か非

ワーでカバーしました。

常にノイジーで受信に苦労しまし

JA3WDL ：久しぶりに 21MHz

電信電話部門シングルオペ

た。自作釣竿製 4 エレ八木はそれ

で運用できました。

14MHz バンド

なりに飛んでいたようです。トラ

JH6WFV/6 ：コンディション

JA6PL ：今年は 14MHz に出て

ブルでローテーターが使えなかっ

に恵まれなかった。ビート等妨害

みました。資格の関係からか，参

たのはスキャッター等の伝搬をつ

を与える局が目立った。久々に参

加数は少ない感じでした.

かむ上でかなりマイナスでした。

加，けっこう楽しめました。

JH6FTJ ：電話部門も各バンド

JA0BYV/0 ：CONDX があま

JE8NRE/8 ：雨の中での設置，

あるといいですね。集計ご苦労様

り良くなく，自分の目標達成でき

撤収。コンディション悪し。

です。

ませんでしたが，お天気も良く楽

JA8QWT/8：21MHz のコンデ

JH8QBY/8：コンディションの

しむことができました。

ィションが悪く，しかも天気は雨

割に呼んでくるれ方が少なく苦戦

JG3NKP/1：自宅からの運用で

で最悪でした。今年も参加するの

してしまいました。今回は新しい

したが楽しめました

みです。

移動ポイントを見つけて快適に運

JO1GJB ：事務局の皆様には集

JL3TEM/3 ：ほ と ん ど 風 も な

用出来ましたが，あいにくの大雨

計作業ご苦労さまです。今年も参

く，暑さにまいりました。

で散々です。

加させていただきました。年々，

JE1KEY/1 ：30 年ぶりにコン

JS2KDD/2：半日の運用でした

参加局が減っていく中で，そろそ

テストに参加しました。ローカル

が，コンディションもまぁまぁで

ろ何かが必要な時期かも知れま

局 6 人と楽しい 1 日でした。

楽しめました。

せんね。ログ・サマリーの提出を

JH6CSP ：日曜日の短時間での

メールで出来るのはとても FB で

電信電話部門シングルオペ

参加でしたが，コンディションが

す。

28MHz バンド

悪く目標交信局数を大きく下回っ

JO6XMM/6 ：久しぶりの移動

JA0JYU/0：参加者数が少ない

た。

でした。昨年以上を目指しがんば

のが残念

JO6WJF/6：2 年ぶりの参加で

りましたが，さて結果が楽しみで

JA1SWB/1：日常，運用機会の

したが，参加局がいないのか，ス

す。

少ないバンドで参加してみまし

キップ状態なのか，九州が聞こえ

JR4FAQ/4 ：電 波 の と び も 良

た。空振り CQ の多いコンディ

ませんでした。

い。自分ながら楽しめた。

ションでした。

JP3DVP/3：今年もクラブで楽

7K4ECG ：楽しませて頂きまし

JE8FGY/8：10 年以上 FD やっ

しみました！！

た。

ていますが，こんなにも CONDX

JH0LQD/0：初めて 14MHz バ

JA8JCJ：集計ご苦労様です。

が悪いのは初めてです。

ンド移動運用しました。大変満足

JG3RCE/3：記念局と交信が出

JJ1LRD/1 ：フルタイムの参加

しました。

来てよかったです。

が出来，楽しませていただきまし

JA5GIQ/5：来年もよろしく。

JM6NWR/6 ：FD TEST は，

た。E スポ，近距離 E スポ，ス

JG1GCO ：HF は参加局が少な

毎年楽しみにしています。今年は

キャッターのコンディションが期

いですね。

社団局の参加が多かったような気

待を外れた為，マルチがあまり伸

JA8OUZ ：今年は BF なコンデ

がしました。天気にも恵まれて，

びませんでした。

ィションでした。

楽しい移動運用コンテストが出来

JA8IBU ：毎年フィールドデー

ました。

コンテストには必ず移動していた
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のですが，今年は土・日共仕事で

ならない状態を言うと思いますの

も足も出ませんでした Hi。絶対

NG でした。本当に残念です。

で…

的な参加局数も少なかったように

JH3PXA：やはり固定では，な

思います。来年に期待します。

かなか交信数かせげない。

電信電話部門シングルオペ

JE6CUC/6 ：強力な E スポは

7K4MSS/1：がんばりました。

50MHz バンド

出なかったが GW は結構良かっ

JA3HPD/3：コンテスト NR か

7N1AZY/1：色々な方々と交信

た。

ら RS をはずしたら如何でしょう

でき，1 エリア以外の 0・2・7 エ

JF2WOW/2 ：3 エリアはよく

か。小生は出来る限り自分自身の

リアと交信できたのはうれしかっ

開けていたが 1，7，8 がだめで，

永年の経験で RS を正確にと考え

たです。今回がはじめての email

特に 8 はまったく聞こえずマル

て送信しているいるのですが，皆

での申請です。

チが伸びなかった。標高の高いと

さん誰しもが「RS は 59 である」

JA0MRW/0 ：1 エ リ ア 以 外

ころに移動したので夜は星が美し

と思い込んで「R が 4，S が 3」と

まったく NG なロケーションで

く，無線以外にも楽しめた。

言っても 43 は熊本ですか？と尋

した。2 時間程寝ましたが，ほぼ

JF3VKM/3 ：都合で土曜夜の

ねて来たり，まともに理解して貰

フル出場でがんばりました。天候

みの参加でした。オール兵庫以来

えません。何回も何回も繰り返し

に恵まれたコンテストでした（標

の移動なので忘れものや接続ミス

て 2 分〜3 分と掛けての交信で

。
高 1823m より）

が多かったのが反省点ですが，ア

RS59 の意味などないハズです。

JA1BYK/1 ：梅雨明けで一気

ンテナ・ローテータなど新調した

それに S1 など例えば RS51 は存

に気温上昇，コンディションはい

設備が調子よく使えることが判っ

在しないコードです。了解度が 5

まいち

て満足できました。

で S1 は有り得るハズなど全くな

JA1NZN/0：親孝行の為，2 時

JF6EZY ：次回もがんばります。

いのです。メーカーがメーカー自

間半 QRT してしまい，最後の頑

JG0EGY ：時間の都合上，移動

身の基準で作った目盛で指針が

張りが出来ませんでした。

出来なかったのが残念です。

振れなければ S0 など作ったから

JA2JTN/2 ：コンディション悪

JG0SXC/0：アンテナの差を感

正しい RS コードが歪められてし

く 430MHz に少し浮気しました。

じたので，来年はアンテナをグ

まったので，S は 3 以上でなけ

山の上は強風が吹き荒れていまし

レードアップして参加してみた

れば交信は成立しないのです。旧

て ANT が心配でしたが何とかも

い。

DXCC の指針では RST337 以上

ちました。

JG2WIL/2 ：長 く が ん ば り ま

と規定されていましたから，小生

JA3EPI/3：次回も参加します。

す。しかし運用途中でリグが ON

はこれに従って今日に至っていま

JA7KPI/7 ：8

AIR 出来なくなった

す。よって，普通の交信では必要

50MHzFD に 参 加 し て き ま し

JG3IYC/2 ：モービルホイップ

ですが（RST）ことコンテストに

たが，最悪の CONDX →最悪の

では全然だめでした。来年はフル

関しては RST は廃止すれば良い

成績となってしまいました。で

装備で参加したいです。

と考えます。尚，JARL NEWS7-

も，まあ，それなりに楽しめまし

JG5CBR/1 ：お 手 軽 な 移 動 運

8 月号の 25 頁の Log sheet の見

たけれど。(^^)

用で出ました。来年は XMA か

本にも RS51 がありますが全く

JE0IBO/1 ：コンディションは

な!?

感心しませんので申し添えます。

いま一つでした。E スポでも出て

JG5DHX/5 ：Thanks for all,

S1 に関しては S メーターの指針

くれれば…と，密かに期待してい

see you next contest.

は全く動かないが BFO を ON に

たのですが。

JH5UPI/5 ：フィールドデーコ

してダイアルを廻した時，何か信

JE5JHZ ：集 計 ご 苦 労 様 で す 。

ンテストの日は暑かったですが，

号が出ているなーと感じるが音に

6m バンドは Condx が悪く，手

移動局は多かったです。

17

回 連 続 で

JH8BHP：E スポによるオープ

天候がいまいちでした。

残念でしたが，その分バンド内が

ンもなく，天気も雨だったので，

JK8TBL ：来年はいっぱい交信

静かで，弱い局にも拾ってもらう

移動して参加する局が少なかった

したいです！

ことが出来，昨年より局数が増え

ようです。バンド内 1 局もいない

JL2TPF/2 ：2 日は仕事だった

ました。

時間が多かったです。

為，3 日 AM10 時半過ぎからの部

JL4CUN/4：参加者が非常に少

JH9ATT/1 ：1 エリアに来て初

分参加でした。

ないと思いました。

めて移動でのコンテストに参加し

JM3AYY ：1 局の交信ですがロ

JM2HVK/2 ：短い時間でした

ました。

グを提出します。

が楽しめました。

JI2GVL ：楽しく参加できまし

JN1WTQ/1 ：フィールドデー

JF2FMY ：固 定 に て 参 加 し た

た。

は 8 月初旬の酷暑の時期は避ける

が，コンディションあまり良くな

JI2IXA/3 ：今年はじめての移

べきだ。開催日程の根本的な見直

かったのかマルチが増えなかっ

動でした。暑かったけど，最後ま

しを希望する。

た。RS59 を送る局はオカシイ！

でやりとげました。まぁ，満足し

JN3DRB/3 ：急に暑くなった

コンディション等により，RS は

ています。

ので，体力消耗に気をつけながら

異なるのに，全てに 59 と送るの

JI2QIX/2 ：集計ご苦労様です。

の運用でした。300QSO，40 マ

は虚偽ではないか？参加証が楽し

発電機のトラブルもありました

ルチが目標だったのですが，コン

みです。3〜5 回連続参加アワー

が，何とか最後まで，戦えまし

ディションがイマイチであと一歩

ドの発行をされては如何でしょ

た。交信いただいた局ありがとう

の戦績でした。

う！

ございました。

JO1DFG/8：コンディションが

JE2IMX ：移動運用したかった

JI3KHN/2 ：集 計 ご 苦 労 様 で

悪く，楽しめなかった。

のですが，固定からの運用になっ

す。今年も暑いフィールドデーに

JQ1DSK/1：初めての山岳移動

てしまいました。

なりましたね。この暑さ対策も

コンテストに参加しました。テン

JH4QIU/4 ：コマーシャルの都

フィールドデーを楽しむ為には

トにいたダニでコンテストどころ

合により 2 日目 8H のみのオン

大切と，今年は扇子を購入し，ヒ

ではなかったし，暑くてたまりま

エアとなった。1，7，8 が開けた

ンジが壊れるまで酷使しました。

せん。いまも痒い後遺症がありま

がマルチが伸びなかった。又，終

Es も開いたし，コンディション

す。

了 1H 前からは局数も増えず疲れ

はそこそこって感じだったでしょ

JQ2SJN/2 ：コンディションが

た。

うか？電子ログでの提出に添付

今一で，Es は JR6 一局だけでし

JE0ANW/0：天気がよくて FB

ファイルも OK なのは参加者と

たが，局数はそれなりにとれたか

でした。コンディションはいまい

しては有難いです。

な？

ちだったです。

JI4EAW/2 ：集 計 ご 苦 労 様 で

JR2WBT ：わずかな時間の運

JJ3BTI/3 ：ア ン テ ナ を 最 近

す。登るのは大変でしたが，楽し

用でしたが，コンディションが悪

使っていなかったので，調整がて

めました。

いように思いました。

ら参加した。ちょっとピークがず

JJ1TML ：移動はしませんでし

JR3BVX/3 ：今 回 は ，終 わ り

れていたかもしれないが調整はま

たが，久しぶりにコンテンストに

の 1 時間のみの参加でした。ハン

ずまずといったところ。

参加し，楽しむことが出来まし

ディ機に DP-ANT でも良く聞こ

7K3KWP/1 ：運用当日，風が

た。

えました。次回はがんばります。

強くて思うようにアンテナを固定

JJ8UDA/8：コンディションが

各局，梅雨明けの暑いコンテスト

することが出来ず苦労しました。

イマイチでした。

でしたが，お疲れさまでした。

JJ3TAE/3：集計ご苦労様です。

JK8FQE/8 ：コンディション・

JR4FLW/4：E スポがでなくて

いつも楽しく参加させてもらって
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います。

JA7KHQ/7 ：E スポオープン

JA6SBW/6 ：コンテスト参加

JR2NRP：移動する時間が無く

わずかで残念。

局の減少を特に感じる。

自宅からの運用です。この次は移

JE2FKK/2 ：西 方 面 の ロ ケ ー

JA1AAA/1 ：開局後初めての

動でがんばりたいと思っておりま

ションは FB でした。東方面は

コンテスト参加です。

す。

NG，コンディションは今一，で

JH2JTW/2 ：土曜日は平常勤

JI1CPN/1 ：50MHz の コ ン

も楽しいコンテストでした。来年

務の為，シャワー・夕食もそこそ

ディションはあまり良くなく，

も参加します。

こに家を飛び出し，目的地に到着

6m AND DOWN のような盛り

JA2GSM：いつものように移動

したのが 21：00 過ぎ。懐中電灯

上がりがなかった。コンテストの

出来ず，自宅より ON AIR。

一つで 7 エレ組立にはまいった。

開始時間を早くしたり，参加者を

JH2GMK/2 ：今 回 は 用 事 が

忘れ物が無かっただけ良かった。

増やす方法など，コンテスト参加

あってオンエア時間がとれなく。

6m に関してはにぎやかで楽しめ

者からのこれら意見は，コンテス

夜と朝にちょこっと覗きに行くの

た。

ト委員会で真剣に検討されている

がせいいっぱいでした。残念。

JN3KST/3 ：移 動 地 に 先 客 お

のでしょうか？

JR5PPN：お世話になります。

り，折角登ったのに又おりて，他

JJ2GOB/2 ：天候にも恵まれ，

JR3JBH/3 ：友 人 と 2 名 で 参

をさがして少しロス，早めに出る

久しぶりにフィールドデーを満喫

加，非常に楽しかったです。グラ

べし。先客の波 50MHz では聞こ

してきました。ただ，あまりにも

ンドでの話も充分にしました。

えず，どこでやっていたのか？

満喫しすぎて，かなり運用時間が

JA9FCS/9 ：直前まで製作して

JL1KUH/1 ：フ ィ ー ル ド デ ー

少なくなってしまいました。

いたアンテナの調整を兼ねての運

で移動運用したものの，電波が飛

JI1IIF/1 ：高校や大学のクラブ

用。ビーム巾が狭くコンテストに

びませんでした。

局のオペレータは，事前に 7MHz

はあまり向いていなかった。3 日

等で十分にオペレートの練習をす

は仕事のため早々に引きかえす。

電信電話部門シングルオペ

べきだと思います。長時間，周波

JA7ESQ/7 ：フィールドデーコ

144MHz バンド

数を独占して CQ を連発してお

ンテスト初参加です。

7L1FFN/3：6m AND DOWN

きながら，受信できずにあせって

JR4ERC/4：学生のクラブ局が

と同じ 144MHz 帯に参加しまし

いるのは聞き苦しいです。

ほとんど聞こえません。私が高校

た。6m AND DOWN は 2 エリ

JA2OOY/2：今回は DC12V 接

生の頃は一番楽しい行事だったの

アの東の端から，今回は 2，3 エ

続間違え，電池の球切れ，ヒュー

ですが…。

リアの境界付近から参加しまし

ズ切れ，その他手落ち多発，残念

JF3LXP/3 ：郊外の見晴らしの

た。交信局数やマルチ数は違いま

でした。

良い場所は，静けさを求めてくる

すが，（局種係数を考えなければ）

JL1GHM/1 ：GW も伸び，又

人が多く，発電機やヘッドホンを

ほぼ同じ得点になりました。どこ

4〜6 エリアも OPEN でエキサイ

使わない運用による騒音で移動運

からやっても同じようなものです

ティングに楽しむことができた。

用ができなくなった所が増えてい

ね。

JH9VJW：参加局の少ないのに

ます。

JA1HHU/1 ：梅雨明けに合わ

は困っています。

JH2PWG/2 ：運用地に限界有

せたような今年の FD コンテス

JM4NXT/4 ：次のコンテスト

りかな？来年はすばらしいロケー

ト。暑かった。

もがんばるゾー！

ションで運用するぞ。同行者募

JE3CSO/3 ：次回もがんばりた

JA6LYO/4：次のアジアコンテ

集。

いと思います。

スト（電話部門）もがんばりま

JA7KRS/7：北海道も聞こえて

JL7BIS：準備ができず常置場所

す！

いたがつながらなかった。

からの運用になりました。
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JR1TMI ：マルチが伸びず失敗

た。参加局の皆様に QSL カード

の運用でした。

の様相。

の交換をいただければ幸いです。

JA6EFA/4 ：コンディションは

7M4PEQ/1 ：集計ご苦労様で

JL4SXA/4 ：いつも行く山から

良かったのですが，毎年参加局が

す。

の QRV でしたが，混信がひどく，

減少しているようですが。

JE8DBO/8：移動した山が思っ

又 SSB 帯にて上からかぶせての

JE1MPR：仕事の都合で移動で

たほどロケーションが良くなく，

ビート妨害に会い満足いくコン

きず常置場所からの参加でした。

マルチが全く増えなくてがっか

テストが出来なかったが，今年は

天気が良かっただけに移動できず

りしました。来年はいつも行く山

1ST QSO の局が全局の約 4 分の

残念でした。

に移動してがんばりたいと思いま

1 の，24 局もおられてこちらで満

JG1UWV/1：参加証希望

す。

足をしました。

JH4FJR ：晴天で良いコンディ

JH7DMS/7：急に暑くなり，厳

JE9XQS/9 ：コンディションい

ションだったが参加局は極めて少

しかった。峠で 1400m 有りまし

まいちの所にきて遊びすぎまし

ない。

たが，ロケが悪く，1 エリア（南）方

た。

JI0VWL/0 ：1 エリア方向以外

面入らず，しかたなく北方面のみ

は至近距離を山でブロックされて

がんばった。マルチ伸びず残念。

電信電話部門シングルオペ

いるひどいロケーションのためマ

早くからロケーションをチェック

430MHz バンド

ルチはぜんぜん取れませんでした

すべきでした。参加局は前年より

7K2GMF/1：2 時間炎天の下で

が，ほぼ 1 エリア固定ビームで局

少し減っている。今回 4 年目の挑

交信した結果です。

数は目標より 200QSO アップと

戦でした。十二分楽しめました。

7K4FVR ：次回もがんばりたい

いううれしい誤算でした。QRP

JM7MJO/7 ：宮城県北部地震

と思います。

の方に大勢呼ばれ，QRPp50mW

の体感余震が治まった時点の震源

7L4NAE：自作 5 エレ八木

の局も含め皆さんよく聞こえてい

地付近からのコンテスト参加でし

7M1UBW/1 ：来年もがんばり

てびっくりでした。

た。

ます

JI1OJZ/1 ：風が強くて少々苦

JE2LWP/0：天気にも恵まれ良

7M1URA：次回もがんばりたい

労した。

かった。電波の飛び少し悪し，残

と思います。

JJ0FDT/2 ：ほぼずっと CQ を

念でしたが楽しめました。

7M4HXE/1 ：房総の低い山は

出しましたが，呼んでくださった

JK1HCG：移動局が多く楽しい

やぶ蚊との戦い，涼しい高原がう

皆さんありがとうございました。

時間でした。

らやましい。

雨が降りそうだったので，午後 1

JR0JOW：長岡祭りの真っ最中

7M4OAQ/1 ：ほんの少しです

時過ぎに運用を止めて片づけを始

の開催で，フルエントリーできま

が参加してみました。

めました。もう少しマルチがとれ

せんでした。

7N1TFD ：コンテスト初参加で

ればよかった。CW もがんばり

JN7FGY/7：360 度パノラマで

す。

たい。

電波の飛びも良く楽しめました。

7N4LXB/1：いつもの移動場所

JJ5AKK/5：お声掛け頂いた局

JI5SAO/5 ：毎年移動に行って

から，1 時間足らずの参加で交信

長様方に感謝，感謝。お手軽運

参加していましたが，いつもは

局数は少ないですが，ログ提出し

用，短時間 QRV でしたが，ロケー

430MHz で参加していましたが，

ます。

ションに恵まれて結構楽しみまし

本年度は 144MHz で 1 局だけで

JA1RRA/1：太陽の日一杯に浴

た。再見！

すが，ログを出しておきます。

び，真っ黒に日焼けしながら日曜

JL1SXQ/3 ：旅行中のため軽装

JF1OJC/1：短時間でしたが，今

日がんばりました。多摩川の河川

備で参加しました。3 エリアはマ

年もオンエアすることが出来まし

敷に咲く花に元気付けられながら

ルチが取りやすくて羨ましいです

20

ね。

JJ3DVM/1：簡単な設備ながら

動してほしかった。星空がとても

JP1LRT/3 ：初めて 3 で，しか

電波の飛びも良く楽しめました。

すばらしい。朝焼けの山で食う朝

もいつもの 50MHz ではないバン

JJ3XJS/3：運用中，Rig のトラ

飯の旨さ。赤まむしに出合った。

ドにて参加しました。車の中から

ブルやハチ，ヘビの来襲等ハプニ

あれが YL さんの化身かと思っ

数時間だけというお気軽移動でし

ング続出しましたが，終始楽しく

た。フィールドデーコンテスト

た。

コンテストに参加できました。

はずーっと続けてほしい。少年よ

JQ1AHZ/1：出かけた先で少し

JI4CHV/4 ：暑い日でしたが楽

フィールドに出よ！！

だけ参加しました。

しく，楽しめました。

7M4JUO ：常 置 場 所 よ り の 運

JR1GSE/1：バッテリーを担ぎ

JR1BSV ：今年もまた固定で参

用。楽しい QSO もでき，局数は

上げるのに苦労しました。

加しました。来年こそは FD に出

伸びませんが。

JR1MAU：天候に恵まれ楽しめ

かければ良いんだけど…。

JE1AMR/1 ：コンテストは今

ました。

7N1CGD/1：梅雨明けが発表さ

年から参加のため，運用地さがし

JR9HCV/9 ：1997 年以来の本

れた日だったので，天候にも恵ま

に苦労しました。

格参加でした。局数がのびずに

れて良かったです。

JN4QZE/4 ：初参加でしたが，

（昔の半分くらいでしょうか），2

JL3YAE/5 ：次のコンテストの

この時期の移動は辛いものがあり

日目昼過ぎに撤収しましたが，マ

ための下見を兼ねたお手軽移動で

ますね。暑かった！

ルチは自己最多でした。8 エリア

した。好天に恵まれセミの声を聞

がつながれば FM1day AJD でし

き屋島の自然に触れながらの運用

電信電話部門シングルオペ

た。懐かしい方々ともつながり，

ができました。

1200MHz バンド

また，県・市・郡もいくつか増え，

JA1ELE ：参加者が十数年前に

JA7ROF/7：参加局も少なく雨

参加できてよかったと思います。

比べ少なくなった様子ですが，当

の中電波も飛ばずでした

JK8SQQ/8：フィールドデーコ

局のトランシーバーの感度不良か

JG1DVW/1 ：。栃木県と群馬

ンテスト初めての参加，楽しめま

とも思います。Hi

県の境界に移動していながら両

した。

JK4JYA ：一部クラブ局のオペ

県とも QSO できませんでした。

JI0AMG/0：標高 3,026m の乗

レータにコンテスト周波数以外で

また，強く聞こえているのにこ

鞍岳からの運用でしたが，標高の

コンテスト NO. の交換をしてい

ちらからの呼びかけが聞こえな

割には思ったより交信局数が少な

る者がいたので注意を要す。

いらしい移動局が 2〜3 ありまし

かった。8 月 2 日 21 時からの運

JK3RGQ/3：用事の合間の参加

た。他局とは弱くてもそれなりの

用が出来なかったのが最大の原因

でした。モービルホイップにして

2wayQSO ができるので，いくら

と思われます。また，欲を出して

は良く飛んだので満足。

100mW とは言えこちらでメータ

他のバンド (144MHz 等) に手を

JR9FNY/9：刈安山山頂に「足

振り切れがコールバックが無いの

出して初の交信局を稼いだのも悪

のない YL さんが出る」との噂が

は不可解です。

かったと思います。

あって連れは恐れて来ず。単独行

JH0TIS/2 ：もう少し参加局が

JE6DYV/6 ：天 候 に も 恵 ま れ

となった。オーッ 4 エリアが入

増えると楽しくなるが，とび賞

て，FB な移動運用でした。

感している。夜中の 1 時だった。

はどうでしょう。マルチオペジュ

JI1GUM ：局数は少なかったで

430MHz FM で参加。それまで

ニア部門を電話部門にもほしい。

すが楽しめました。

だった。遠くが全く聞こえない。

ただでさえ若い人が少ないので，

7N3NAG：初参加です。

取れた数も少なかったけれど移動

やっととった 4 級で楽しめるよう

JA8XPP/8：今年は中川郡中川

している局も 3 割ぐらい。フィー

に。

町から運用しておりました。

ルドデーなのだから 7〜8 割は移

JH1QPJ ：やっぱりハンディ機
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＋ 5D-FB ＋モービルホイップで

JA5REF ：今年は都合で移動で

せんでした。

1200MHz の運用はちょっと無理

きなくなり残念でした。

JG1VCI ：フィールドデーコン

があるようです…ね。

JH6BZB/6：8 月 3 日午後 1 時

テストに初めて参加させていただ

JM1MPG/1 ：コンディション

頃から雨が降り出し，たいへんで

きました。来年からガンバッてみ

が良くなくザンネン！

した。

たいと思います。

JA1AUL/1：運用中気がついた

JA1CQP/1：半年ぶりの移動運

7N2DFV ：前日は用事のため参

ことは，空中線をチャンネル毎に

用でしたが，お天気も良かった

加できず残念でした。

振らないと相手局が受信できない

し，楽しむことができました。皆

JA3RR/3 ：私にとりましては，

(CQ コンテスト局を受信するに

様もっと声を出して，お空を電波

今年初めての移動運用になりま

は）。しかし不平不満は言いませ

でにぎやかに致しましょう。

す。家内と 2 人で登山しましたが

ん。約 1W で茨城県や千葉県に

（勿論 車ですが Hi）無線より飲

迄も FB に届いています。皆様有

電信電話部門シングルオペ

食とおしゃべりで過ごし，連れて

り難う。

10.1GHz バンド以上

いったワンチャンと遊び楽しい 2

JE2ASO/1 ：途中，リグの調子

JA5JSU/5 ：次回も参加したい

日間でした。

が悪くなり，スタートから 1.5 時

とおもいます。

JA7QPG：21MHz，28MHz コ

間で QRT となり残念でした。

JS1UVH/3 ：1.2GHz〜47GHz

ンディション悪くたいへんでし

で楽しむことが出来ました。今

た。おかげさまでたのしませても

電信電話部門シングルオペ

回は天候にも，相手にも恵まれま

らいました，ありがとうございま

2400MHz バンド

した。

す。

JH1HEK/0 ：天気に恵まれて

JI6DRF/6 ：今年は VUHF 帯

JA7QKF ：脳梗塞大分回復して

大変良かった。前回の 6m AND

(144，430，1200) が少なかった

きましたが，どうぞよろしく。

DOWN では 45 局と交信できた

ですね。局免数と反比例していま

が ，今 回 は 40 局 で 終 わ っ て し

す。参加局に対しての不参加局の

電信電話部門シングルオペ QRP

まった。少し疲れたが来年も移動

呼びかけ（サービス）もなかった。

7L3EBJ/7：モービルホイップ

運用地をさがして参加します。

初めてでした。

と運用地が山間部でしたので局数

JA1KKL/1 ：昨 年 は 準 備 が 悪

JK1HIX/1 ：天候に恵まれ，マ

が伸びませんでした。

く，機材の忘れ物やリグのトラブ

イクロ波の移動運用を満喫できま

JE7CWH/7 ：ロ ー バ ン ド は

ルがあり思うように運用できな

した。

ANT を高くしたために，いつも
よりストレス無く飛んで行きまし

かったため，今年はチェックリス
トを作成し，早めの現地到着で十

電信電話部門シングルオペシル

た。局数減少で QRM が無いだ

分楽しめました。

バー

けでしょうか？ 50MHz の Es は

で

JA1CP/1 ：今回は U，VHF の

鹿児島だけ。ハイバンドもイマイ

QRV を お 願 い し な い と ，CQ

4 バンドに挑戦してみました，途

チの CONDX で，ちょっと残念

コンテストを何時間出していても

中風が強くなり YAGI アンテナ

でした。小笠原は各バンドで強力

QSO は無理みたい。

の方向が定まらず苦労しました，

でした。

また昨年に比べコンテスト参加局

JF1ABZ/1 ：梅雨も明け，絶好

電信電話部門シングルオペ

の減少が目立ち寂しい限りです。

の移動日和・・・日差しが強く，

5600MHz バンド

JR1CQZ：75 歳シルバー。暑い

暑過ぎでちょっとまいりましたが

JA5MFY：次回も参加したいと

日でアンテナの架設で疲れてしま

楽しく参加できました。

おもいます。

い，思うようにオぺレート出来ま

JF2OZH/2：現住所は東京です

JH2KZV/2 ：1200MHz
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が，久しぶりに豊田市から出まし

苦労した。

以下のオールバンドで参加。

た。妻の実家に行っていたので，

JA3QVQ/3 ：今回もクリーン

50MHz は Es の 発 生 が 無 く マ

早朝抜け出して近所の土手から

エネルギー（ソーラー・風力）で

ルチがあげられなかったが HF で

4.5H のみの参加でしたが，25m

運 用 を し た 。144，430MHz の

何とかカバーし私自身 3 回連続参

長 LW ＋ TUNER が意外に飛ん

SSB へ出て来る局が少なくなっ

加で大幅に得点数が増えて満足し

でびっくりです。来年はフル参加

ている。7MHz の QRP は苦しい

たいる。1day AJD も達成。

してみようかなと思ってみたりし

相手局にお手数をかけることが多

7L1MPQ/1 ：関 東 地 方 も や っ

ています。

い。最終時間が 2 日目の 15：00

と梅雨が明けたのはよいのです

JG1VGX/1 ：混 雑 し て い る

は良い。

が，駐車場に停めた車の中は暑い

430MHz FM では，一般局に少な

JN7XQN：早朝ならばと 7MHz

のなんの。久しぶりに 1 エリアか

からず影響を与えているようだ。

お呼びしてみましたが，QRP で

ら出たフィールドデーでした。

一般局とのすみわけの為コンテス

はいささかさびしくいようでし

JA0AUF ：ANT が塩害等性能

トセグメントは 432MHz 台もし

た。ハイバンドは 1W でも交信

低下気味のため，50km を超える

くは 433MHz 台のどちらかだけ

出来ましたが…。

地域の局が聞こえてこない…！！

で良いのではないか？ 144MHz

JJ1TJK/1 ：仕事の合間をぬっ

のには参りました。隣接県から

は一般局の混信が多いためか FM

ての参加でした。次回はハイゲイ

各 1 局… マルチ 7 を予定してい

に出る人はほとんどなく，対照的

ンのアンテナと時間をじっくり

ましたが結果は見てのとおりで

である。

とって参加したいと思います。

した。SSB がついていないリグ

JG8QXY/8 ：初 参 加 で し た 。

JA8NKQ/8：QRV した 3 バン

での QRP/FM 運用は骨が折れ

雨とあいにくのコンディションで

ドともコンディションが良くなく

ます。コンテストとは別ですが，

したが，それなりに楽しみ，勉強

目標の 3 分の 1 の局数しかでき

QRP 運用の日があれば面白いと

になりました。次回も参加したい

なかった。特に 6m は Es が開か

思います。HF20W を超える免許

と思います。

ず散々だった。今年の FD はコン

を受けている局は 100W を上限

JL2OGZ/1：新幹線での移動中

ディション，天気に恵まれず疲れ

に運用し，QRP 局との交信をメ

にほんの少し参加しました。

だけが残った。QRP に電話部門

インに運用していただく日という

JM1LQI/1 ：近所の公園で蚊と

の新設を希望する。

趣旨。世間では「ノーカーディ」

戦いながら 3 時間程参戦しまし

JQ1NBE/1：フィールドデーコ

とか「ノースモーキングディ」が

た。21MHz はコンディションも

ンテストはこれで 4 回目の QRV

ある訳ですから， QRP 運用を

良く，5w ながら楽しめました。

です。暑い 1 日でしたが東京都の

推進，勧奨するだけでなく，ハイ

JN3DMJ：今回も日曜日が出勤

最東端＜江戸川区篠崎水門サイド

パワー局も低出力での交信を改

だったため，土曜日だけの参加と

＞から ON AIR しました。

めて見直す日に…というのは今

なりました。

JK1TCV/1：楽しめました。

日流ではないのかも知れません

JQ1KWE ：次回もがんばりた

JS1VWU/1：FT-817 の外部電

が。21MHz でしたが，和歌山県

いと思います。

源を昇圧せず，バッテリーより

で 0.6W 運用の局の信号が，ノ

JR1CAB/1 ：144MHz FM バ

12V をそのまま取ったので，無線

イズの中から浮かび上がって越

ンドは違法及び不法無線局が多く

機の機能上，出力が定格 5W とな

後で 51 程度で受信 (7MHz 用逆

送信出来ませんでした。コンテス

らず「LOW3」モード 2.5W にて

V7mhANT 使用) これはもうご

ト中だけでも運用出来るよう対策

運用しております。

立派…送るも受けるも結構充実し

を願います。

JA3KYS/3 ：平 地（ 海 抜 5m）

た QSO になると思います。

JH1TRX/1 ：かなり風が強く

海岸での運用。今回は 430MHz

JG6VMO ：初めて QRP5W で
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参加しましたが結構とってもらえ

ログとして送ります。

ました。コンディションが良くて

FB でした。ただし，6 エリアで

テスト運用が出来ました。来年も
よろしくお願いします。

電信電話部門シングルオペ SWL

は特に熊本では 430MHz はがら

JA6YRC/6：エアコン装備，風
呂装備のバンガローからのレク

がらでした。少々残念でした。各

JA4-37294/4：今年は屋外に移

レーション運用でした。久しぶり

局有り難うございました。

動し楽しみました。

に 28MHz でも楽しめました。

JQ2CZJ ：昨年同様 QRP で参

JA1-22825：Hi Band はいまひ

JG2ZIP/2 ：コンディションが

加しました。

とつでしたが，多くの局が出てい

上がりそうなけはいがありました

JI4JDR/4 ：天候不良で電波の

ましたね。久しぶりににぎやかで

が，余りあがらず（上がったこと

飛びはよくなかった。

した。

に気付かず？？）残念です

JA1TAZ/1 ：赤城山の中腹から

JA8JWS/1：仕事の都合で少々

JH3YKV/3 ：本年は冷夏傾向

QRP でのんびり楽しみました。

の参加でしたが，なつかしさを感

の中，暑さに悩まされることなく

JE1CMO/1 ：今 回 な ん と か

じました。

コンテストを楽しむことができま

VU3 バ ン ド 参 加 で 50QSO，

した。しかしながら，コンテスト

7MHz に も 出 た か っ た が ANT

電信電話部門マルチオペ 2 波

参加局の減少は初級局を中心に，

の調整不良で残念。50MHz では

JA1ZQA/1：次回もがんばりた

より一層顕著になっております。

沖縄の移動局が聞こえていたが，

いと思います。

この傾向はハイバンド・VUHF を

QSO できず。次回は各バンドで

JA2YKA/2：次回もがんばりま

中心に多く見られます。アマチュ

関東エリア全県と QSO が目標。

す。

ア無線を楽しむ人口自体が，毎年

JA1LZA：円海山（海抜 153m）

JR1ZTI/1 ：次回はオペレータ

のように減っている状況をコンテ

での移動運用。

を増やして参加したいです。

スト参加を通じて感じ，寂しさを

JA2MWV ：参加局が年々減っ

覚えます。とは言え，屋外でアン

ていくので残念です。

電信電話部門マルチオペオールバ

テナ・リグを仮設して，国内の各

JF9HLU ：準備不足，時間不足

ンド

局と対等に戦える状態にし，18 時

でした。

JA1YAQ/1：次回こそは入賞を

間ランニングし続けることの難し

果たしたいです。

さとそこにある楽しさはフィール

(167m）の 90m 位 の 所 か ら 短

JA1ZGO/1：コンテスト中に当

ドデーならではのものです。今後

時間（10 分強）ですが 500mW で

局の移動地を聞いてくる局が何局

の開催も楽しみにしております。

参加していました。結構，交信で

かありましたが，移動地はカード

交信いただいた各局に深く御礼申

きるものですね・・・。次はもう

を受け取ればわかることです。コ

し上げます。

少しまともな ANT でロケーショ

ンテスト中に聞くことではない

JH5JKH/3：今年の FD はいつ

ンの良い場所から 500mW で参

でしょう。また，CQ に対してサ

もの六甲山山頂付近からの運用で

加します。

フィックスでしか応答しない局も

した。参加者の半数は土曜日が仕

JP2LVT ：8/3 は県の消防行事

多かったです。コールの入力がや

事でして，残りのメンバーでアン

（操法大会）の為，初めコンテス

りにくく，効率が落ちます。DX

テナ設営等を行いました。昼間は

ト移動は参加しないつもりでし

相手のパイルアップではないし，

暑く，夜は強風＆霧雨という中で

たが，1 時間ほど時間が出来たの

きちんとフルコールで呼ぶように

の運用になりました。目標の得点

で少しだけワッチしてみました。

して欲しいです。

には届きませんでしたが，次回も

430MHz での交信は車での移動

JA4ZKI/4 ：お世話になりまし

がんばりたいと思います。

中（駐車場）でしたのでチェック

た。好天にも恵まれ，楽しいコン

JH8ZVQ/8 ：コンディション，

JH4WMP/4

：近 場 の 山
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天候とも悪く残念でした。参加局

陣取ったので，夜の部，早朝の部

から，全市全郡コンテストと 6m

数が減っているのも残念です。も

にも QRV。夜中は風が吹いて，

AND DOWN にも参加したいの

う少し賞に工夫をしてはいかがで

ANT が 2 本ほど倒されたりしま

ですが，いつも学校のテストと重

しょうか。

した。筑波山の北東の中腹なの

なります。日程の変更が可能なら

JI2ZLX/1 ：交信記録を一部飛

で，14MHz 以下と 50MHz で東

お願いします。ぜひ参加したいで

ばしました。SRI

京都が取れていません。

す。

JJ1YED/1 ：移動運用とオール

JR4ZUZ/4：楽しく参加させて

JN1ZST ：ジュニア，ニューカ

ナイトが大変な年頃です，でも

いただきました。

マー，QRP 部門は全種目で表彰

バーベキューがあるとがんばっ

JH7YTU/7：来年もがんばりた

すべきで，マルチバンドだけに

ちゃいます。

いと思います。

しては育成の効果がありません。

JK1YMM/2 ：コンテスト中に

もっと大切にしてほしい。具体的

QSO 頂いた皆様ありがとうござ

電信電話部門マルチオペジュニア

にはこどもの日コンテストの規約

いました。来年の FD コンテスト

JA2YDE/2：今年は去年より規

をご覧下さい。

でもよろしくお願い致します。

模を大きくして，去年よりよい

JM1ZJI/1 ：個人局運用組を含

結果が残せました。これからもが

め総勢 10 名で合宿。宿の近くに

んばっていこうと思います。それ

編集後記
大変遅くなりましたが，2003 年のフィールドデーコンテスト

CONTEST REVIEW をお届けします。

もう今年のフィールドデーコンテスト直前となってしまいました。なんとかコンテスト前に完成させること
ができそうですが，CONTEST REVIEW を楽しみに待っていた皆様にはたいへん申し訳ありませんでした。
作業が遅れたために，原稿を依頼するチャンスを逸してしまい，今回は入賞局のレポートは割愛させていた
だきました。
フィールドデーコンテストでお会いできることを楽しみにしています。




JARL CONTEST REVIEW
2003 フィールドデー コンテスト
発行所：日本アマチュア無線連盟コンテスト委員会

(contest@jarl.or.jp)
発効日：2004 年 7 月



編集者：JR1LQK 土屋

25

勝



