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JARL
CONTEST REVIEW
Field Day Contest
7-8, August 2004

年 月 日から 日かけて開催された第 回フィールドデーコンテストの2004 8 7 8 47
をお送りします。CONTEST 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。

今年は，場所によってはコンテスト開始前に物凄い雷雨のためアンテナ設営等が間に合

わず，止むを得ずスタートを遅らせた方も多かったようです。コンディションですが，

開始前から強力な スポが発生していましたので，開始直後はハイバンドを中心にマルE
チを獲得できたようです。また， 日目の午前中に スポが発生し， ハイバンドでは2 E HF
近距離との交信ができました。ログ提出局数は昨年と比べて約 減少となってしまい14%
ました。

（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

， ，JA6QHX/6：当日は暑く寒く そして雨と雷

蛾の襲来。たくさんの方に交信していただき

有り難うございました。

：家族サービスの合間をぬっての7N1PWM/1

短時間運用でしたが， で予想以144MHzSSB

遠の局と交信できたのが楽しかった。

コンテスト中は呼びだし周波数帯7N4HZK/1

は使わないようにと 氏から指摘があJL7XBN

りました。コンテスト禁止事項には書かれて

ないがといいましたが，それはモラルの問題

だと言われました。 から明確な指示がJARL

欲しいものです。

：今回はホームステーションからのJK1SMY

運用でした。次回は是非フィールドステーシ

ョンで運用したいと思います。

：あと一つ（０エリア）で を逃JF0JZE/1 AJD

がしてしまった。残念。

：今回は， ( ) でJL4GRQ/4 V/UHF 144,430MHz

出ている局がほとんどない。一般局のラグチ

ューも聞こえない。コンテスト参加局が減っ

ている（広島中心に 。でも私は時間をとっ）

ても参加する予定です（今後も）

：今年も異動できなかった。毎年体JR1BSV

が動かない。来年は必ず移動運用するぞ！

：雷の後， スタートで温度下JI1MBO/1 21:00

がり な 楽しめた。FB QSO

：集計ご苦労様です。こちらのエリJL2PCI/3
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ア，ローカルバンド，２ｍ， で コンFM CQ

テスト呼べど叫べど全く応答がありません。

いつも呼出にまわっています。

：コンテストの一週間前まではJD1BKW/JD1

のおかげで，かなり広範囲で が楽Es 50MHz

しめていたので期待していたのですが，当日

は全くダメでした。モービルアンテナの他，

， 。。。CP-6までセッティングしたのに あぁ残念

：暑い中でのコンテスト移動でしJO7ADR/1

た。

：出ている局が少ないですね！（こJA5ND/3

ちらの耳が悪いのかなー？）

： の スポを期待してまし7M2HCK/1 50MHz E

たが，単発でしか開けませんでした。８エリ

アと３局交信できたので良しとしました。

：皆さん大変お世話になりました。7K3HAJ/1

後半，数時間だけの参加でした。

：地域的に の局が少なかった7N4BGU/9 V/U

ようですが，夏の１日を楽しむことができま

した。

：コンテストの準備中に雷が来てJN1AEQ/1

緊張しましたが，楽しい時を過ごすことが出

来ました。

：今年は仕事の都合でオリンピック憲JJ3XJS

章的参加となってしまいました。それにして

も ・ 帯の局数は少なく淋しい感じがしV UHF

ました。

：７日早朝出社・ 帰宅・ ～JN4JAM 2240 2300

運用2400

８日出社・ 帰宅・昼食・ ～運用伝1230 1300

搬状況悪し今回は移動できずでした。

：今回はいろんなバンドに出てみま7M3OER

した。 も西方面が聞こえてました。HF

：８月８日は用事があり，７日夜とJN1GQG

８日朝のみ家からお声掛けしました。

：フィールドデーコンテストに初7N4LDG/1

めて参加しました。

：コンテスト中のＶ運用場所の変更JA8CZR/8

は認めるべきと思いますが。

ガスっていて、涼しく楽にオペレー7K1ALW:

ト出来ました。

峠の上で受信はよくはいったが相7K2GMF/1:

手からは応答がなくいつも他にとられ 多く

交信できなかった。 局種係数の計算を間違

えていたのでここに 再度提出します。

次回もがんばりたいと思います。JA1SDN:

ジーコジャパンのサッカーを、テJA1WWH:

レビで見ていて参加のタイミングを失いまた

眠気が襲い本当の参加だけに終わってしまい

ました。

に続きフル参加でした、JA6BLQ:6m&Down

前回の交信局を上回るのを目標にしどうにか

3.5MHz達成できました、予定していた自作

のフルサイズダイポールアンテナが不調で

が下がらず 出来なかったのが心残SWR QRV

りでしたが市街地からの参加でしたので結果

には、満足しております。又次回のコンテス

ト頑張りたいと思います。

各局暑いなかおつかれさまでした。JF3QND:

当局はホームからの参加でした。

雷雨が止んで良かったJI1EUI/2:

参加することに意義があると思い、JI1NCE:

参加しています。

とりあえず参加したというかたちでJI5OCD/1:

す。たいした成績でもないのですが、来年の

向上を目指していきたい。

事務局の皆様には集計ご苦労さまでJO1GJB:

す。今年も参加させていただきました。昼間

の２時間しか参加できませんでしたが、ログ

提出させていただきます 。Ｅｍａｉｌでロ。

グ提出ができるのが、とてもＦＢです 。。。

とにかく暑いコンテストでした。JO7FGZ/7:

５年ぶりにＱＲＶしました。記入方JP1AHN:

法間違えていましたら教えて下さい。これか

らもよろしく御願いします。

、JQ1XBY/1:フィールドデーコンテストに例年

高地から参加していましたが 初めて平野部

から参加しました。平野部でこの時期に外で

運用する辛さを体験しました。標高が高いと

有利です。移動地の標高別の係数導入はいか
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がでしょうか？

アンテナ不備によりオールバンドJR2FWN/2:

に出れず、また雷雨によるコンディション不

良で十 分に運用できず、目標３００局に至

らず残念でした。山頂で遭遇した雷雨はとて

も怖かったですが、落雷被害はなく幸運でし

た。

例年 のみで、のんびり参加してJS1MBH: 21

21 28 50 430いましたが、今年は初めて ， ， ，

の バンドで参加しました。4

八ヶ岳山頂からＱＲＶJA1KHZ/0:

●電話部門シングルオペニューカマー

。JO3DSS：初めてコンテストに参加しました

楽しかったのでこれからも頑張りたいです。

それと書類の書き方が初めてで難しかったで

す。まちがってましたらごめんなさい。

：３時間で 局 私の新記録7N4XQV/1 10 QSO

（かなりヘタ）

：スタート時には珍しく スポが開いJL8DJS E

ていたので，順調にマルチが稼げた感じです

， ，けど 翌日はうって変わって空振りに終わり

このような得点で終わってしまい，残念でし

た。

：先般，運用課へメールで意見を送JA1INN/1

信した者です。コンテスト開催中にやむを得

ず使用周波数帯で非常通信を行う場合の対応

を検討された方がよいと思います。

はじめてのコンテスト参加です。J03DGZ/3:

慣れない運用で交信していただいた方にご迷

惑をかけたかもしれません。

これからも頑張りますJA1PKB:

暑くてくたびれました。夏も涼しJA6LTX/1:

いところ（高所）が良いと再認識しました。

●電話部門マルチオペオールバンド

：昨年とは違ってとてもあつく，日JA7YFB/7

中はみんな汗をだらだらかきながら後片づけ

してました。

：準備開始前，至近距離に落雷！萎JI3ZJT/3

縮してしまい，車内からの運用に切り替えま

した。

●電信部門シングルオペオールバンド

：固定局同士の交信は得点にならなJA7DJO

いようですが，マルチも同様に考えるべきで

しょうか。ルールでは と思えますが。OK

：夜の運用は虫が多く集まり，短JA1KWF/1

時間の運用しかできませんでした。

：孫が生まれ，娘の世話と孫の子守JA2PYD

と，短時間にチョコチョコ出ました。時間が

欲しいです。

：用件の合間間になんとか出てみまJA6DNV

， ， 。したが 各バンドとも不安定で 今一でした

特に は全く聞こえませんでした。秋50MHz

には期待しています。

：よろしくお願いします。JA1FWY

：なかなか，全時間出場できないもJM6NJU

のです。今日も仕事で中断されました。

：猛暑と移動手段である車はなく（自JI1CTU

動車事故）固定運用した。

：暑さとの戦いでした。 よりJA0AAQ/0 QSO

飲む方に時間がとられてしまいました。

：夜間は虫との戦い。昼間は暑さJE6QAV/6

との戦いでした。

：夜中は眠気に勝てず，途中居眠JE8GNN/8

りしてしまいました。次回は寝ないように頑

張ります。

：初日の夕方から関東地方は雷雨に見JK1REJ

舞われ移動した局は大変だったことと思う。

そのせいか，いつものコンテストより参加局

が少ないように感じた。翌日はカンカン照り

で暑さとも戦いながらの運用，ご苦労様でし

た。

ホームからマルチバンドで参加しま7N4MXU:

した。楽しむことができました。

コールしてもなかなか取ってもら7N4VPS/0:

えず、移動運用ではアンテナが重要と認識し

ました。来年はもう少し工夫してがんばりま

す。ありがとうございました。
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ハイバンドのコンデションが良JA1FPV/1:HF

くなかったようですね。

次回もがんばりたいと思います。JA1JON:

思うように局数ができませんでしJA1VVH:

た。

ホーム局同士の交信は得点にならなJA2BCQ:

いことを、もっとはっきりと規約内に述べて

くだ さい。現行では （ ）内にあるので、、

見落としている局がたくさんありました。

集計ご苦労様です。固定局から呼びJA2QVP:

回りで参加でした。

フィールド運用をしてみたいと思いJA6NWC:

つつ，仕事や家族との関係で自宅から限られ

た時間の運用となってしまいました。アンテ

ナやバッテリーも用意していたのに，とても

残念です。

JA6QDU: CONDX久し振りに移動運用で、好

の元に楽しみました、

野良犬に付きまとわれるハプニンJF1NHD/8:

グがあり、猛暑の中、窓やドアを全開出来な

く、車内は ℃以上ありました。40

JH0NVX/1: 144/430 5Wリグの不調により が

運用になってしまいました。 コンディショ

ンはそこそこでしたが、交信局数が伸びず残

。 、念でした 開始前の夕立など天候不順もあり

疲れました。

交信数は例年とあまり変わらないJH4JUK/4:

が、ハイバンドを中心にしたのでマルチが増

えた分 得点 となった。UP

JH6KDY: 8集計ご苦労様です、仕事の都合で

日は昼から出られなくて残念でした、又の機

会を楽しみに、しています。

コンテスト委員会で歴代記録JH7PKU/0:JARL

(レコード)の管理と公表をぜひお願いしま

す。

来年は、しっかり準備をして参加しJI2WYI/1:

たいと思います。

のコンディションが悪JJ1BDX/3:15m/10m/6m

80m/40m 40m/20mかったですね．夜は ，昼は

がメ インとなりました．今回は全般に ～25

と多少速めのランニングを心がけた26WPM

せいか， を出してそれなりの応答を得るCQ

ことができたのが成果でした．

今年のフィールドデーコンテストJJ6TWQ/6:

は、昨年より準備に時間をかけました。特に

５０，１４４ 用のｱﾝﾃﾅも準備しましが、Mhz

ワッチ、ＣＱにかなりの時間を割いたにもか

かわらず、ＶＨＦは無得点でした。九州では

電信ではなかなか相手局がみつかりません。

開始直後はいつもより静かだったようJK2EIJ:

で、サッカーの影響かな？ 去年よ りはいい

成績だったけど、人が少なくなった感じがし

ました。

今年はシングルオペで赤城山からJK2RCP/1:

参加しました。開始前には雷雨で危険を感じ

ましたが、コンテスト中は収まり一安心でし

た （ の はクロスモードのた。 2400MHz 1QSO

め得点計上しません ）。

第４７回フイールドコンテスト、JN6WHW:

真におめでとうございます。スタッフの 皆

さんのご御苦労深く感謝いたします。今後共

ますますの御発展を祈念致します。

暑かったですが楽しめました。JP2GUL/2:

ことしはえらい が悪いなとJR3EOI/3: CONDX

。 、思いながらやってました 局数も伸びなくて

こんなもんかとコンテストを終えました。と

ころが８エリアで のとんでもない得点がCA

出たようで、えらいびっくりしています。今

後、これを目標に励まなければならなくなり

ました。どこまで食らいついていけるでしょ

うか。

やむを得ぬ所用で短時間しか参加でJR6DNR:

きず残念。なお、局種係数は１です。

移動できず短時間の固定局での運用JE1REU:

でした

●電信部門シングルオペ3.5MHzバンド

：サッカーのアジア大会、日本：JA3TVQ/3

中国が終わった時間頃だろうか？急に局が増

えたと思えるときがあった。
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日曜日の昼間の が、良くなJA0GSG: CONDX

かった。

昼間は酷暑、夜は蚊を始めとするJA5MAJ/5:

虫の攻撃に悩まされました。

昨年部門を間違えて送ってしまいJA6SRB/6:

泣きを見ましたので今年こそは！

大雨と雷の中、移動地へ向かい、夕JJ1JJD/1:

方の雷雨が止んだ間隙を縫ってアンテナを設

置しました。九州方面は参加が少なかったで

しょうか、マルチ取れず残念でした。

涼しい高地でのんびり楽しませていJO1ZEJ/0:

ただきました。

アンテナの整備に時間をかける余裕JR1UMO:

が無く、固定からの短時間の参加でした。

●電信部門シングルオペ7MHzバンド

：短時間でしたが，晴天の下，下JO7GEV/7

10/9手なキーイングで参加しました。あとは

全市全郡コンテスト参加予定しています。

：前もって予定した場所は台風のJG4UWS/4

余波で （路面のクレバス）で急ぎ変更とNG

思ったが，なかなか場所が定まらず，福富町

でどうにか参加が出来ました。各局の送信速

度速いですね。

：８月７日夕方，雷雨に見舞われまJE1YEY/1

。 。した 翌日はうって変わり猛暑となりました

雨の降らなかった コンテストの年は少なFD

いと記憶しています。

：移動地へ向かう途中，体調悪くなJG8SIS/8

り，本格的参加は出来ずに終わりました来期

は頑張ります。

：夕方，雷が鳴り，これは，いかん7K4IVL/1

と思いましたが，夜から晴れ， に参加でFB

TNXきました。各局さん

久しぶりの移動運用でしたJF3RSF/3:

自宅からの運用でしたが楽しめまJG3NKP/1:

した

コンテストにはじめて移動でJH0RNN/0:JARL

出てみました。今度はフル参戦してみたいで

す。

とにかく暑かった。Ｅｓが調子がJH7XGN/7:

悪く昨年のスコアをかなり下回ってしまっ

た。

自転車に釣り竿、バッテリ、パソコJI1HFJ/1:

ン、リグを積んで、近くの公園で運用しまし

た。午前中のみの運用でしたが、弱い信号を

、 。取って頂き 各局ありがとうござ いました

終了間際 分の参加でしたがホイJR3FOS/3: 30

ップでも楽しめました。

●電信部門シングルオペ14MHzバンド

：集計ご苦労様です。コンテスト開JK2BAP/2

始直前まで雷雨に見舞われ，ヒヤヒヤしまし

た。開始から夜半まで が良く以前よCONDX

り多く できましたが，その後はちょっQSO

と伸び悩みました 。。

：短い運用時間のわりには，多くのJH2QLC/2

局と交信できた。今年は で移動運用10MHz

しているのでその局からのコールもあった。

強い局が出るとサイドの信号で交信できなく

なる。

： で確認したところでは固定局JE2HOL e-mail

同士の交信はマルチプライヤーもカウントし

ないということですが のコンJARL NEWS

テスト規約では固定局同士の交信でもカウン

トできる内容です （完全な交信を行った相

手局の運用場所・・・）

「 」JA5APU:ホームステーション間の得点が ０

であることを知ってか、知らづか、コールが

多すぎる。規約の中で簡潔な説明をお願いし

たい。今の説明では分かりづらい方もいるの

では？

楽しく遊べました。JA6JMJ:

フル参加ができないので、ノートJH2NWP/2:

パソコンの内臓バッテリーが使える時間だけ

参加 するつもりでした。結果は、１．５時

間ほどの参加となりました。次回はパソコン

電源を改善してもう少し長時間参加できるよ

うに検討しなくては…。

用事のため一局で終わります。JK1LUY:
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今年は局数、マルチとも伸び悩みJM1MTE/6:

ました。

JQ6FAI/6: 8朝早くから移動しての参加でした。

時間半の連続運用でしたが、通常のコンテス

トより楽しめたと思います。

集計ご苦労様です。今年も楽しく参JR3NDM:

加できました。

楽しめましたJR4GPA:

●電信部門シングルオペ21MHzバンド

久しぶりの でした。JR3UIC/3: 21MHz

●電信部門シングルオペ28MHzバンド

：移動するには少々準備不足で自宅JI5XTW

で運用しました。各局様有り難うございまし

た。

細切れの短時間でしたが参加しましJA0FVU:

た。昨年まではマルチオペ部門に協力してい

ましたが、今年からは個人で参加します。

にお相手頂き、有難うございましJA1HIY:FB

た。

時間の都合で１日のみの参加となりJA3RSJ:

ました。各局ＱＳＱ，ＴＫＳ

短時間でしたが、楽しく参加できJH3HGI/3:

ました。

●電信部門シングルオペ50MHzバンド

：雷でつらかった！JA4OEY/1

：やはりフィールドデーは暑さとのJE7ENK/7

戦いですね。

：単独の移動だったので夜からのJE7DMH/7

参加は見合わせ朝から移動しました。ロケの

良い場所にはハングライダーの出口台もあ

り，当日一緒になったが，トラブルもなく，

目標には欠けたが，楽しめました。

：気候に恵まれ楽しい時間を過ごJR5HWQ/5

すことができました。コンテスト前の方が良

かったようですが，移動局が多く，コンテス

トを楽しむことができました。 人口がもCW

っと増加することを願っています。

：天候が回復し気持ち良く運用できJS2PHO/2

ました。

：８ ７は長い雷雨でしたが，皆さんJS1LXS /

頑張って移動してくれました。移動された方

に感謝！

天候に恵まれ快調でしたが 雷雲JA1ECG/1:

が発生したので１時間早く撤収したのが心残

りでした。

なかなか家から出てというのも設備JA1GAC:

負けしそうだったので今回は常置場所から参

加しました。

家庭サービスもあり、 はいつもポJA1LPV: FD

イント参加ですが、楽しめました。スプリン

ト部門があると私のような条件の人も更に参

加しやすいのでは無いでしょうか。

による交信が少なかった。JA5FFJ/5:Es

日曜日朝から参加しました。期待JA7AEM/7:

した スポがほとんど出なかったため、惨めE

な結果となりました。

今回は場所を変えて参加、標高はJA9BSL/9:

低いが全方向に開けており関東、東北地方の

マルチが決め手で昨年より高得点。でも九州

方面は一局も出来なかったのが 残念。

常時１０ワット出せなくて、交信JE2HVC/2:

のほとんどは５ワット程度の出力で す。 パ

ソコンも電力不足で使用できず紙ログ、紙整

理簿で参加しました。

涼しい高原で、と思っておりましJE3OZB/1:

たが酷暑でバテました。終了５分前に突然の

６エリアからのコール。終了前５分間で３マ

ルチＧＥＴは、ラッキーでした。

コンテスト開始直前の猛烈な雷雨JG1UJD/7:

Eは本番では治まり ひと安心。断続的に弱い

スポが出ていましたが、近くで出ている人の

、 。混信を受け 弱い局は全然取れませんでした

日曜日にＥスポが開いてくれなくてJG5WLV:

期待していた程マルチが伸びませんでした。

７エリアの方に何度か呼んで頂きました

が、コンディションが悪く取りきれなくて残

念でした。
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固定局から参加すると面白くないこJJ1LGO:

とを痛感したコンテストでした。 移動局は

係数で有利なので、固定局同士の交信も認め

るように すればもう少し楽しみ方が増えそ

うな気がしました。

２エリアと交信できてよかった。JL3MZJ:

年前( 年)に同じ部門に参加JQ1DSK/1:10 1994

した時は、電信覚えたてだったせいか仕事帰

り 暗 い中でアンテナ設置しました。今は、,

土曜日休日。余裕をもってアンテナ設置でき

ます 、が 当時の勢いが失いつつ 。 年後、 。。 10

も 参加しているかな？？？ コンテスト委FD

員の方々ご苦労さまです。

土日共に天候不安定でした、日曜JR4QPD/4:

日９時台より雷のため中止しました、そ れ

でもこの局数には満足してます。

●電信部門シングルオペ144MHzバンド

：コンテストスタート直後は，雷雨JH0KSP/0

， 。におびえておりましが やがて回復しました

思ったほどマルチプライヤーが伸びませんで

したが，設備も運用も６ｍ＆ の反省点Down

を生かしてより密度の濃いコンテストが出来

たように思います。

：日曜日の午前中のみの短時間でJK1DMT/1

したが，今年も２ｍ で楽しみました。CW

： も で出ましたが，応答ナJE3PKU 7MHz 5W

シでした。 は何とか取ってもらいま144MHz

した。

：３時間ちょっとの参加でしたが多JM2LSJ/2

くの局と交信できて大変楽しかったです。

予定していた山地・高所がいずれもJA1QOI:

満杯状態で、止むを得ず常置場所近くの利根

川土手で運用。飛びは今ひとつでしたが、天

候に恵まれて快適なコンテストでした。

年開局， 年頃就職とJE2OOQ/SO2005/2:76 87

同時に のみに。結婚， 誕生で無線430FM 2nd

99からすっかり遠のき 冬眠してきましたが， ，

年新築を期に，本格的アース工事や 対200V

応の書斎，屋上にはタワー設置用基台・・・

と を夢見て設計したら，冬眠から目BigGun

覚めてしまいました。しかし，近日中に固定

局も復活しますと言い続けて４年経ってしま

いました 。 長野のスペシャルオリンHi JARL

ピックスの記念運用に参加し，長いコールサ

インで参加し，特に ではただでさえ長点CW

。 ，の多いコールサインなのに大変でした また

なかなか正確に取ってもらえず，その点では

の方がキチンと返してくださった方が多CW

。 ，かったように思います 啓発活動のつもりが

返って混乱を招くことになってはしないかと

心配です。御迷惑おかけしました。

次回はがんばりたいと思います。JG0EXP:

今回このテスト初の電信部門への参JJ5AKK:

。 、加でした 当方のプアーな設備のせいなのか

バンド内は物静かで何やら寂しい気がしまし

た。

●電信部門シングルオペ430MHzバンド

JA7NT/0 144MHz：今年も長野県から参加。

の は参加局少なく，若干さみしい！up CW

：初めて白山からオンエアしましJA9XAT/9

た。満天の星空を見ながらのキーイングは楽

しかったですが，翌朝はバッテリーの電圧が

下がってしまい，各局にご迷惑ををおかけし

ました。

雨と雷で・・，２，３エリアが聞こJA1IVL/1:

えず残念

短時間の運用でしたが出ている局がJA3IUB:

少ないです。

アンテナが低く、 のカラ打ちばJR5EHB/5: CQ

かりでした。アブに刺され大変でした。

●電信部門シングルオペ1200MHzバンド

JA1DBG 8/7 21:00 1200 CW： ～開始なのに

聞こえず， モードＢで で開始。モーVFO FM

A CW 8/8ド をワッチするが０時まで ナシ！

やっと ！09:45 CWQSO

までで，やっと全３局 移動局は15:00 QSO!

４局しか，当局の設備では入感しなかった！
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（内１局は電話と重複のためコール出来ず）

：土，日は地域の納涼大会でわずかJF1CQH

な時間しか参加できず。 は居座り運1200CW

用局がいなかったようでいつの時間もサイレ

ントでした。！

：台風と大雨で山へ行けず，広いJH5AEN/5

場所になりました。

●電信部門シングルオペ5600MHzバンド

：直前の激しい雷雨でパラボラが濡JE2SOY/2

れて出遅れました。

●電信部門シングルオペシルバー

： 帯ハイバンド( ～ ）のJA3AA HF 14 28MHz

コンディションが良く全国的に入感し，

多くの局と できコンテストを満喫し喜QSO

んでいます。 コンテストの益々のご盛会FD

をお祈りします。

：天気も良く，ロケーションも良JA1DOQ/3

かった。

：ときどき雷鳴によるノイズで苦戦JH7VOT

しました。移動局ごくろうさまでした。

●電信部門シングルオペQRP

：短時間の参加であったが，当方のJA1DIC/1

に対する応答なく，今回の得点は全て当CQ

局からの応答によるもの。

コンテストの趣旨からしてホームステーショ

ンの 送出の禁止はいかが？CQ

でしたが屋外なのでフルサJN1SZF/1:QRP1W

イズのダイポールをはることが出来ました。

弱い波を取っていただいた に感謝いたしOM

ます。

：土曜は 仕事は入っていたため，JI6TJL/2

夕方３時頃から移動して急ピッチでアンテナ

を設営するも，夜７時頃から激しい雷雨に見

舞われ，工事中のＨＦアンテナが倒壊。一気

に戦意を失う。結局， で少し遊んで夜V/UHF

はぐっすり寝てました。６ｍ＆ に続いDown

て運が悪かった。

集計ご苦労様です。7L3EBJ/0:

出力 Ｗ、もっぱら「呼び」で参JA0EYF/2: 5

加。 のせいか があまり聞こえませANT 21/28

んでした

暑さのため移動をあきらめました。JA1BVA:

コンデションもあまり良くなかった。

フル出場できなくて残念！JA5IDV/QRP:

自作した 用アンテナの成果が今JG0SXC/0: 6m

ひとつでしたが、 はコンディションが良HF

かったようです。夜は涼しかったのですが、

昼は暑かった。

世話方の方お疲れ様です。自宅（マJI3OYM:

ンション５ ）から モービルホイップF QRP+

での 参加です。 を捕まえられれば水平にEs

つきだしたホイップでもそれなりに電波は飛

んでくれますが、そうでなければつらいとこ

ろがあります。２日目は女房の買い物につき

あったので数時間運用していません。家庭優

先なので仕方ないですね。

昨年の自己記録は更新しましたが、JI7OED/7:

全国１位には届かないでしょう。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。

良いロケーションでしたが、混変調JS3XOR:

が多く、ＨＦ帯の局数は、伸び悩みました。

●電信部門マルチオペオールバンド

今回のフィールドデーも、メンバーJI3ZOX:

と共に移動出来ずにクラブ常置場所にて所用

で１時間３０分程の参加と成りました。 集

計局ご苦労様、次回も参加予定です。

●電信部門マルチオペ２波

集計ご苦労さまです。 ハイバンJL8IGH/8: HF

ドが若干物足りなかったですが、事故も無く

楽しめました。

●電信電話部門シングルオペオールバンド

ちょっとだけサービスに出てみましJA7AGV:

た。
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JG1JEB/1 V UHF：移動地のロケーションが ・

に不利な場所でしたので得点がのびませんで

した。

、7N1SGR：今回はホームからの参加でしたが

次回はフィールドでお会いしたいと思いま

す。

：年々参加者が少なくなってきているJJ1JIS/1

気がします。対策は？

：当日に何かと用事ができて、点数がJQ3OIS

ぜんぜんのびません。

：コンディションもまあまあでしたJG6LXI/6

ので楽しめました。

：今年はオールバンドに参加しましJJ0GSM

た。局数が少ないですが、楽しみました。フ

ィールドデーコンテスト有り難うございまし

た。記入ミスがありましたらすみません。よ

ろしくお願いします。

：暑かった。移動運用の各局に敬意JA0GEY

を表してクーラー無しの部屋で頑張った。

：半日だけの運用でしたが思っていJH4NHF/1

た以上にハイバンドが開けていたので にFB

楽しめました。

：ハイバンドがコンディションが悪JE0VFV/0

くて残念でした。来年も頑張りたいです。

：花火見物と重なりにぎやかでしJH9VJW/9

たが？コンテスト参加者は少なくなった。

：鴻巣市市制 周年記念カード発行JA1ZIT/1 50

のためクラブコールで参加しました。

：天気が良く車内はエアコンを入れJN4PAB/4

ても快適とは言えませんでした。 は自21MHz

作のアンテナを使用しました。 はホイ7MHz

ップは戦力不足で、ワイヤーを張るのがいい

かな・・・。

：コンテスト２日目(８／８）に早朝JA1DTS:

より外出のために短時間しか参加できず残念

でした。次回も参加します。集計作業ご苦労

様です。

：ログシートのディスク提出が可にJF1WQO

なって、ずいぶん楽になりました。サマリー

シートも可にしていただけませんか？家のネ

ットワークを下界のネットと再接続するの

は、まだ何年か先になると思いますので ・。

・・その前に インチフロッピーが、手に3.5

入らなくなったりして・・・。どうしましょ

う。

ＦＢなコンテストでした。今回は社JA0YDD:

、団局の運用メンバーが一人だけだった ため

シングルオペでの参加でした。

天候に恵まれ、楽しい移動運用がJA1HOJ/1:

できました。

今年も楽しく参加できました。JA1OQ:

夏場はＥスポがいつ出るか分からなJA1PJL:

いので 時間のコンテストにしてほしい。24

今回は残念ながら移動での参加が出JA1RRA:

来ませんでしたので自宅から短時間の参加と

なりました。

遠征による参加でしたが、暑くてJA1TCF/6:

短時間の運用でした。

楽しく参戦しました。集計ご苦労でJA1TMG:

すがよろしくお願いします。次回も頑張りま

す。

移動運用は、設営や撤収が大変ですJA1WHG:

が、一人でも楽しいものです。これでバンド

毎のランニングがとどめ無いともっとたのし

い。特定のバンドに集中していますね。

天気は、はじめ雷雨にてそのためJA1WSE/1:

か移動局として参加した局が少ないような気

がした

少しだけの参加になりました。JA1XEM:

メンバーが集まらずシングルオペJA4YBR/4:

で短時間の参加でしたが、クラブとして創立

以来 年連続参加できました。41

昨年よりも が悪く、あまりでJA7KJR/7: ,CDX

きなくて残念でした。

急遽当日の昼間に釣り竿でデルタJE0DKR/1:

ループを作成しベランダに設置して、 にV/U

加え にも参加しました。 数 の7MHzCW 10 W

出力でしたが拾っていただき楽しむことがで

きました。来年こそは得点が 倍になる移動2

運用を したいです。



- 10 -

今回はあまり多数の局と が出JE1HMC: QSO

来ませんでした、

交信局数が少ない為とコンディショJG0IPW:

ンが今一つでした。相手局が全移動でないと

交信成立しないと言う局がいました。

集計ご苦労様です。次回は移動してJG8HVD:

運用したいです。

短時間しか参加できませんでした。JH1JGZ:

参加局が少なく感じられた。ＨＦJH1QXP/1:

ハイバンドのコンディションがふわふわして

安定していなかったため得点がのびなかっ

た。

参加できたことに感謝します。JH7ALG:

とっても暑かったですが がJH9ATT/9: V/UHF

静かでした。

電信電話部門に参加でも、電話のJI2MKP/2:

みの交信でした。

楽しく参加させて頂きました。ありJJ1NNH:

がとうございました。

設営中の強烈な雷、豪雨のおかげでJJ1VEX/1:

コンテスト移動運用中止の方もあり交信数も

伸び悩みました。毎年々参加・交信局数が少

ないと思います、今年は、新潟県で豪雨の災

害が有り、未だ山道の整備も行き届かないこ

とからか、移動局が少なく思えました、災害

に合われた方々今年は、無線でころではない

ですね！お見舞い申しあげます。

熱が下がったので土曜日から出かJK1JHU/1:

けました。 少しムリした感じでしたが、な

んとか昨年並みの得点は取れました。

今年も 部門に参加しました。JK1XDB/1: XA

局数重視の作戦だったので局数は伸びました

が、その分 マルチが減ってしまい、バラン

スの難しさを感じました。

天気が悪かった。JK2VOC/2:

JL6XON/6: 1 HF終了前 時間の参加だったので

モービル環境を用意し参加しましたが意外と

いけることに驚きました。

土曜日の 時頃から 時過ぎまJM1LRQ/1: 14 16

で物凄い雷雨となり、最終準備作業ができま

せんでした。コンテスト前夜に宴会とラグチ

ューで盛り上がり過ぎて、コンテスト中に朦

朧となる時間帯が例年と比べて長かったよう

Hiに感じました。

６ だけ、リグの調子がおかしくJN1NOP/6: m

て、各局にご迷惑をおかけしました。

引っ越し直後のコンテストでした。JR0EFE/1:

アンテナもショボいものからのオンエアでし

たが、さすが１エリア。予想以上に でQSO

きました。

各バンドで今まで以上に できJR1CCP/1: QSO

ました。超 の７ ｚ・・・バンド拡QRM MH

大が待ち遠しいです。 は に加えVUHF Beam

て、高利得の の併用。 もほとんどGP 50MHz

の は でした。QSO DP

開始時間が遅れてしまい、局数が伸JR1MRG:

びませんでした。次回はがんばりたい と思

います。

次回もがんばりたいと思います。JR1TOK:

夜は思っていたレートを維持できJR5PDX/1:

、 。ず 明け方には逆 が八木に絡まり修復作業V

ハイバンドのコンディションが良いことは分

かっていながら、昼前には居眠りしてしまい

ました。結果、気合いの全く感じられないス

コアになってしまいました…。来年はがんば

ります。

電信電話部門で参加しましたが、JR8LRQ/8:

夜が明けてからは電話では相手が居らず、そ

のほとんどが電信での運用となりました。こ

んな事なら電信部門に参加すれば良かった

と、チョットだけ後悔してみたり。今年は参

加者が例年より少なかったんじゃないでしょ

うかね。

設営途中、移動地を離れた隙に発7L1ETP/1:

電機が盗難に遭い、いろいろとオペレーショ

ンに影響が出ました。狭い移動地に大型アン

テナを複数展開しましたが、コンディション

がよかったことも相まって、ハイバンド～

では期待以上のマルチ数が確保できましVHF

た。しかし、局数の確保に失敗し、最終的に
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は大目標の 万点には到達できず、次回へ50

の課題となりました。

ハンディ機Ｃ－４１２「スタンダー7L1PNG:

」 、 。ド を持って移動運用したが 故障していた

ホームステーションに戻って参加しました。

前日遊び過ぎてしまい、疲れていた7L4SCQ:

ので、固定からの運用でした。

集計ご苦労様です。7M4BZX:

ＣＭが忙しく自宅から参加7M4HXE:

風雨雷で設営に躓き、撤収の都合で7N4JQJ/1:

。 。13 300 QSO VRY時終了 でも 局以上 で 満足

●電信電話部門シングルオペ3.5MHzバンド

：灯りによってくる虫に悩まされJH9VFG/9

た。次回は防虫対策が必要。誰か自動車の窓

に防虫ネットを開発して欲しい ・・・３日。

間程虫刺されのかゆみにまいった。

：フィールドデーコンテストの為、JL7XVL

移動局多く楽しみました。移動局サービスあ

りがとうございました。

：ひどい暑さで朝早く目が覚め ワJA3JY 3.5

ッチし応答した局をリストしました。参加に

意義ありと提出します。

：かみなりがこわかった。JA3LOZ/3

：私は電信電話に参加しておりまJN7TIU/7

す。電話部門だと機材がたいへんです。電信

と電話をまぜるのはおかしいと思う。アマ人

口も減っているし年齢も上がっているし昔か

らのやり方でよいのかなと思うこのごろで

す。電信があって電信電話もある。どういう

。 。事なのかわからない 一本の方が良いと思う

今は一時期はやった時代とちがって若い人も

とびつきません。よってもっと簡単にした方

が良いと思うのでお願いします。

：初めての礼文島でのオペ、今年JA8KGG/8

もアンテナ調整うまくできなかった。天気は

曇りで風強し、でものんびりしたコンテスト

でした。来年も頑張るぞー。

アパマンハムには夢の３．５ＭＨｚJA3RK/3:

バンドフルサイズのアンテナ、今年も張りま

した

明け方には呼べる局も、呼んでくれJM1JIV/0:

る局もなくなり、眠気に負けました。

●電信電話部門シングルオペ7MHzバンド

：雑用のため、思うように できJA0IMK QRV

ず、残念でした。

JJ0FMU/0 Q,：１日目家族で海へ行ってバタン

２日目今日のコンディションはどうかなぁと

心配しながら３時まで 親子行事に参加、PTA

これも幸せの証拠か？

：天気に恵まれて良かった。発々JL2AVG/2:

の燃料切れで途中で断念。次回は満タンで挑

戦します。

JR0JOW OA：いろいろ忙しく常置場所からの

となりました。長岡祭りとは重ならなかった

のですが、ざんねんでした。

： スクーターで御宿町まで４JA1CYU/1 100cc

時間。天気も良く楽しく運用。

今回は、少しだけの参加でした。JA0SOO:

仕事の都合で移動ができず残念でしJA6JCL:

た。移動局へのサービスのための短時間の運

用でした。

忙しい中でしたが、何とかコンテJE2OBE/2:

ストに参加できました。

コンテストがだんだんおもしろくなJE6GMQ:

ってきました少しずつ得点アップを目指して

いきます

久しぶりの移動運用。苦労しましJF6ZNE/6:

たが、楽しかったです。

今年も参加しました。虫と暑さとJH9URT/9:

の闘いでした。

集計お疲れさまです。暑くて大変JM2FCJ/9:

でした。さらに昼間のコンディションの落ち

込みにも参りました。

集計お疲れ様です。JJ0ACA/0:

●電信電話部門シングルオペ バンド14MHz

：日曜午前中のみの参加でしたが、JL3TEM/3

天候とロケーションのおかげでほぼ目標を達

成できました。
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：雨と雷にたたられコンディショJO6WJF/6

ンも良くなくて、交信数少なく昨年の半分以

下になってしまった。

：移動できないので固定からの参加JG1GCO

です。

：局種係数のフィールドデーステーJL4LHB/4

ション と が判りにくいので は参加すA B A

る目的で移動した局で移動先に商用電源が無

く発々、自動車のバッテリー、トランシーバ

ーの電池等を使用し既設の無線設備も無い場

所。 は 以外で移動先が実家、ホテル、オB A

ートキャンプ場等の商用電源コンセントを使

用又は無線設備等が既設されている場所。

と文章を変更してはどうだろうか。ちょっと

長くなるけど。そうしないと参加する目的は

なかったが、たまたま が聞こえて交信しCQ

たが、この場合、電源は自動車を運転してい

FMて バッテリーから 無線設備はモービル、 、

機等を使用した移動運用では と どちらにA B

該当するのか判断が付きにくい。参加する目

的で前日からわざわざ車に発々やダイポール

アンテナ、マスト等を載せて移動してきた局

と同じ ではちょっと申し訳なく気が引けるA

ような感じになるのでは。つまり に該当すB

るのは、商用電源コンセントを使用した・・

・・移動運用と明確にしてほしい。

：コンテスト当日 のオープJE8NRE/8 50MHz

ンで はのんびりムードでした。14MHz

子守をしながらの移動運用は大変JF3IYW/3:

でした。

集計ご苦労様です。久しぶりにJF4CZL/4:

シングルで参加しました。サービス頂14MHz

いた方、ありがとうございました。

。JH1MTR/4: 7朝 時半出発のお手軽移動でした

海抜 は涼しくて でした。1000m VY FB

かなり局数が減っていたように感JH1WBG/1:

じました。固定用の八木を使用したので初め

て４時間でマルチがそこそこ取れましたが

その後はさっぱり、一人で運用していたら寂

しいのとひたすら忍耐？でした。

以前移動経験のあるポイントに再JH8QBY/8:

度トライしましたがコンディションの割に惨

憺たる結果でした。移動場所の選定からやり

直して来年リベンジです。

半日でしたが、十分楽しむことがJS2KDD/2:

出来ました。

●電信電話部門シングルオペ21MHzバンド

。7N1KAE/1：いつもお世話になったおります

宜しくお願い致します

：今回も楽しく参加させて頂きましJM6QKC

た。次回に向けて自分なりの目標やテーマも

見つけることが出来ました。コンテストは短

い交信の中にも楽しめる要素がたくさんあり

ますね。

：今秋、恵那市に合併し消滅する串JN2TZB/2

原村で 。１日目はすごい雷雨で 。２QRV NG

日目に高原の風に拭かれながら に参加TEST

しました。帰りは温泉につかってリフレッシ

ュ。

：沖縄で聞く深夜の は、大JK3NSD/6 21MHz

変興味深いものでした。

自作八木アンテナを試しに移動運JH1LTR/1:

用しました。

●電信電話部門シングルオペ28MHzバンド

：レポート交換時、もう少し余裕をJA5EZU/5

QSO CW持った が必要。特にニューカマーが

に入るには 諸氏の配慮不足を感じます。OM

：あーあー参加者が少ない・・・・JE8SND

今後は全市全郡で頑張るぞー

、JG1TVK：全国的によい天気に恵まれた反面

山岳地域はかなりの雷雨に遭遇したものと思

われますが、いかがでしたでしょうか？くれ

ぐれも安全第一での運用が一番です。

さてハイバンドはそこそこのコンディション

に恵まれたようで、ほんのわずかの参加にと

どまってしまったが提出します。

このところの は スポも夏バテ7K2PBB: 10m E

か、長続きせず。秋の シーズンもこのまDX
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、 、まだと 一体どうなるの 集計ご苦労様です?

73

久しぶりに父島島内移動を予定してJD1BIA:

ましたが、コンディションも悪く固定から運

用しました。

コンディションが良かったようなJE8FGY/8:

悪かったような。思ったより局数が伸びませ

んでした。

●電信電話部門シングルオペ50MHzバンド

：海抜 程度の山でしたが、JH2AMN/2 400m

少しの時間のオンエアで各局にサービスして

いただきました。コンディションも 発Es.Sc

生するなどして沖縄( ）と できたのも47 QSO

でした。FB

：友人に助けてもらいながら初めJO3AVR/5

てコンテストに参加しました。遙か山梨県の

方とも交信できたことにとても驚き感動しま

した。

：今回は気合いを入れてがんばりJM4NXT/4

ました。

： の 時以降レートが低くなJA9MWC/9 8/8 10

った。無線をそこそこに帰るグループが増え

たと言うことか。 は や など異常50MHz Es Sc

伝搬によって得点やマルチが左右されるが今

回のコンテストは、本州にあたるエリアでは

あまりオープンせずグランドウェーブのいい

時間にどれだけできたかが勝負の分かれ目に

なった。

：７月の６ｍ＆ と今回のJA0LSQ/0 DOWN

コンテスト連続での参加でした。山岳移F/D

動運用は楽しい。次回は全市全郡参加した

い！

：少ししか できなかったですJE0ANW/0 QRV

が、天気が良くて楽しめました。

：７時に霧降高原有料道路 に到着7N2JFU/1 P

準備した材料で、初めてへンテナを製作バラ

ンなしで 付近で すごい！50.23MHz SWR1.1

いろいろアンテナ持ってきたが、今回はこれ

でゆくぞ。と勇気百倍。しかし 時頃雷、13

豪雨でアンテナが心配にアンテナポールのタ

。 、イャベースが曲がった ！！！でもアンテナ

発々等も無事でした。

：早朝にバッテリーあがり帰宅となJA9FCS/9

る。

：当局おかげさまで７０歳になりまJA2OOY

した。当日の朝、目的地に着いたら先客

（ライバル）２局がいましたので引き下がり

Hiました。残念

：例年常置場所近郊の ～ ｍJI2NTJ/2 300 500

の山頂から出ていたが今回は海抜数ｍ の海H

岸（埋め立て地）から運用。開けたロケーシ

ョンでアンテナを１５ｍぐらいまであげたの

で十分楽しめたと思う。

：今回は日曜日１日運用できたのでJA2GSM

良かった。

：都合で１時間程度の参加にとどJH2GMK/2

まりました。 スポにも遭遇できず局数がかE

せげず残念。

：あまり局数が伸びず残念。来年JA9VEQ/3

はフルエントリーします。

：好天に恵まれたが，コンディシJH1MKU/0

ョンが上がらず，九州・北海道との交信が出

来なかった。

：フィールドで私も交信してみたいJM1DFJ

が，良い場所の見当がつきません。

：やむなく運用地の変更をせざるをJH2JTW/2

得ない場合がよくあるので，運用地を２個所

まで，可にして欲しい。

：参加局が年々減っているように思JA9TRJ/9

います。

：８月７日～８日は岡崎市夏祭り観JR2NRP

光花火大会の従事者で，コマーシャルをやり

ながらの自宅に戻っての運用です。桟敷席か

らの運用は勇気がいるためできません。

：キャンプが主でしたので，アルコJA8IBU/8

ール変調で終わってしまいました。

：今回は，はじめての６ｍのみでのJE8DBO/8

Es参加です。初日はいい具合に夜遅くまで

が発生してくれていたのですが翌日はさっぱ
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りで昼には何も聞こえなくなってしまいまし

た。正午にはやむなく撤収しましたがとても

面白く楽しめました。

：８月７日，北海道が聞こえていたJA7KRS/7

が できなかった。QSO

：あまり，でられなかったが自分なJQ6AAY

りに頑張りました。

：ひさしぶりのコンテスト，５０JE1VQQ/1

局で でした。The end

：本格的な移動運用がしたい！JG3RCE/3

：土曜日はサッカー観戦。日曜日のJH2WIC/2

早朝からの運用でした。 で開けなかったのEs

は残念でしたが，楽しめました。 していQSO

ただいた方，ありがとうございました。

コンテスト開始２０分後、強烈な7M1JBF/5:

ノイズ( )が発生し受信に苦労した。S7

集計ご苦労様です7M4PEQ/1:

天気もよく楽しく運用することが出JA1IEU/1:

来ました

久しぶりに兵庫県淡路島の最高峰JA3QOS/3:

。 、 、諭鶴羽山から運用しました 鳥の声 風の音

濃霧と自然いっぱいで、発電機の排気が気に

なる移動でした

今回はロケーションの良いところJA6HQQ/1:

に移動したため、 直接波での伝搬と思われ

る西方面は伸びたが、北海道のコンデ ィシ

ョンが落ち、思ったよりもマルチが取れなか

った。クラブ などのパワーの大きい局は、

耳も良くして近接した 局に迷 惑を掛けQRP

ないよう配慮してほしい。

エレ八木のエレメントを忘れ、ブJA7KPI/7:8

ームの中に入れていた エレ分で しま3 QRV

したが、 時台の のおかげで として22 Es FD

は自己最高の マルチを できました。48 GET

FDようするに、巨大なアンテナが無くても

の は楽しめるということですな。6m

コンディションが大変良く局数も伸JA7NX/7:

び楽しめました。

。JE4ABN/4:参加局数が少なく感じられました

次回もがんばりたいと思います。

。 、JE5JHZ/5:集計ご苦労様です 遅ればせながら

今年初めてのコンテスト参加でした。

にエントリーさせて貰いました50MHzMIX

が、いつもなら楽勝なハズのマルチをいくつ

も取りこぼしてしまい残念。当局の運用の未

熟さも多分にあるのは承知しておりますが、

それに増して、絶対的な参加者数の減少を感

じずにはいられません。フルエントリーのは

ずが、終了１５分前に発々のオイル切れで、

突然のエンストに見舞われ 。目立THE END

って減る物でもないので…と甘く見ている

と、不意打ちを食らいます。各局、お気を付

けくださいませ( 。^^;;;

。JE7NZB/7:参加者が年々少なくなっています

是非多くの人に参加するよＰＲ、お願 いし

ます。

数年前は場所取りが難しかった山JF2CTY/2:

も、今ではコンテスト２日目の朝に行けば、

余裕で運用可能で、うれしいやら寂しいやら

複雑な心境です。

コンディションがあまり良くなかJF2ODB/2:

った．

雷が鳴り始めたので、１２時半にJH1PKP/0:

は撤収してしまいました。しかし雷雨になる

ことはありませんでした。１５時までやって

いたら・・・？

激しい雷雨のため開始が遅れましJH2OJS/2:

た。

今年のフィールドデーコンテストはJH5UPI/5:

かなり暑かったので、短時間の運用となりま

した。

コンテストナンバーから固定局か移JH9JBI/9:

動局かが確認できるようにしてほしい

ポイントは稼げませんでしたが、沢JI0KLM:

山の局が していたようです。 主催QRV JARL

国内コンテストの開催時間ですが、２４ま

たは１８時間になっていますが、１２時間の

コンテストがあってもいいと思いますが、い

かがでしょうか？

家族サービスの旅行先からの参加のJI1JPJ/0:
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ため、全く聞こえませんでした。

集計ご苦労様です。短時間でしたJK1TCV/1:

が楽しめました。ＱＲＰの参加局が増えてき

ましたので今後が楽しみです。

８／７は突然の雷雨で当初の移動予JL1UYE:

定地では運用が困難なため急遽自宅そばでの

運用に変更。

年年局数が、へり寂しい中、たのJM4QNI/4:

しく、運用しました！

フィールドディは 月ないし 月JN1WTQ/1: 9 10

の気候が穏やかな時期に開催すべきである。

。酷暑の屋外でコンテストをさせるのは疑問

普段は参加しない固定から短時間のJP1LRT:

参加でした。コンテスト規約にも固定局同士

は得点に もマルチにもカウントされないと

明記して頂けると幸いです。読み方によって

はマルチな らば とも受け取れる感じでOK

す。コンテスト委員会の を見て、マルQ&A

チもだめだと判断 しました。

マルチが思ったより伸びず、やや残JR2WBT:

念な結果になりました。

今年もなんとか参加できました。JR4FLW/4:

コンデションの割には局数が少なく得点も昨

年より減りました。 本州全マルチを狙った

、 、のですが 今年も達成できず残念！！ また

相変わらず６エリアは遠かったです。

。JR8OXT/1:１エリアでコンテスト初参加です

エリアでは考えられないくらいの局数が8

居て驚きましたが大変楽しませて頂きまし

た。

アンテナ設営の不手際により 日朝JR8ROI/8: 8

方からの参加。 前夜、移動地に向かう車内

ではコンテストスタート前後から各エリアが

聞こえていた為､日曜もオープンすると踏ん

でいたのだが、蓋を開けてみれば奇妙なコン

ディション。ビーコンの信号は強いのに各局

の信号は弱かったり逆に各局の信号は強力な

8のにビーコンが微かだったり､何故か同じ

エリアの が極端な を伴ってみたりGW QSB

とコンディションの把握に苦慮した。 結果

を見れば ･ ･０各エリアが出来ず、午後には1 9

どこも聞こえてこずで終了となった。

●電信電話部門シングルオペ144MHzバンド

：今回何かと用事が多く，途中休んJE9XQS/9

で移動しやすくするため，八木アンテナの設

置をせずモービルホイップで参加しました。

やはり遠方局はきついですね。

：ご苦労様です。毎年心待ちにしてJA7DHN

このコンテストに参加させていただいており

ます。このコンテストを末永く続けられるよ

う期待しています。

：今年のフィールドデーは夕方からJN2MPP/2

， 。の雷雨のため アンテナ設営が出来なかった

とりあえずモービルホイップアンテナにて

で運用しました。８／８は昼から50,144MHz

仕事のため，２時間くらいしか運用できませ

んでしたが，楽しい時間を過ごせました。

：屋外でやれば良かったです。JK1HCG

：天気にも恵まれよかった。電波のJE2LWP/2

飛びも良く楽しめました。

：モービルＧＰでは，ＢＦでした。JA0KD/0

呼べど応答なし。残念（参加することに意義

あり？）

：今回のコンテストは暑さで大変でJK8SQQ/8

した。

：参加者が激減している。JL7FBV

：ホーム近くの川（どて）にて運JH0DGG/0

用。昨年が少し参考，今回いっぱいの運用で

した。来年は山頂へ行くぞう！

JM7KSZ H15：今年，移動運用でクラブ局は

年よりも多く感じました。もっとどんどんア

マチュア無線をもりあげていきましょう！オ

リンピックもあるけど ハムもよろしく！

：蔵王 移動，北が入らないJH7DMS/7 1500m

ので南方面のみ。局数伸びず残念，しかしマ

ルチがよかったのでトータルで良かった。暑

かったが頑張りました。各局大変ありがとう

ございました。

JL4SXA/4 Fielday：今年５月体調を崩し，
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には参加できないと考えていましたContest

が，病院の検査で「無理をしなければ」との

回答で，４時間のみ参加しました。

今回も半分だけの運用になりまし7M4POI/1:

たが、天気になりよかったです。今度、参加

部門に電話部門の検討お願いします。

次回もがんばりたいと思います。JE3CSO/3:

明け方にもマルチを稼ぐことがでJF1PQT/1:

き、とても楽しめました。

いくつものグループが近くで運用JH1WFK:

し、抑圧があって大変でした。

今回仕事で残念でしたが、次回移動JH3MZP:

運用で頑張りたいと思います

今年は無線よりも子供との遊びを重JJ8GFL/1:

視したので、交信局数は非常に少ない結果と

なりましたが、いつもよりは参加局が少なか

ったような気もします。毎年言ってますが来

年こそはフルタイムとはいかないまでも本格

...的に運用したいなぁ

コンテスト開始前に強烈な雷が通過JK1BII/1:

していきました。

初めて、本格的に移動してＦＤにJM1DQH/2:

参加しました。開始前は、凄い雨と雷に悩ま

され て、スタートが３時間も遅れてしまい

ました。来年も懲りずに参加させていただき

ます。

●電信電話部門シングルオペ430MHzバンド

：好きな人だけが残って コンテJR9FNY/9 F.D.

ストに出ているという感じ。もう少し魅力的

なコンテストにできないかな～。フィールド

で食うめしは旨いんだが・・・。天候に恵ま

れて自然をいっぱい満喫できた。少年よ！！

フィールドに出よ！！飯盒炊さんの飯を食

え。

7M4JUO QRP：初めて室内より送信しました。

ながら，楽しく運用することが出来ました。

：各局，６エリアへもビームを振JE6DYV/6

って下さい・・・

：初参加なのに，時間の制限があるJI5GND/5

中，自作八木の調整に手こずり，でおくれて

しまいましたが，何とかお声掛けいただき

を楽しみました。QSO

：出張中のため， 横浜駅近くのJA7CXT/1 JR

ホテルからの運用です。短時間しか参加でき

ませんでした。

：久々にＳＷＬ以外で参加しましJR1DPH/1

た。

：本年度は移動には行けず，移動局だJI5SAO

， 。けがたよりでしたが 又来年度も頑張ります

：今年又自宅からの運用となってしJH2POY

まいました。いつか移動して行いたいもので

す。

：外出先からの参加でした。7M3RZI/1

：富士山５合目からの で7N4DNM/1 ON AIR

す。車両通行の規則が７日～ 日まであっ16

たため，６日の夜からいました。外に人も少

なくてラッキーでした。しかしモービル混信

には泣かされました。次は で・・1200MHz

・・。

：落雷とアブに予定場所を急遽変更JS1FVG/1

しての運用でした。虫よけスプレーが全く効

かないのには参りました。場所も良くなく得

点が今一つでしたが，収穫は眠っていたＧＰ

が使えたことですね。次回頑張ります。

：コンテスト初参加です。7M4RTJ/1

：年々参加局が少なくなって残念でJA8XPP/8

。 。す 呼んでいただく参加者に感謝いたします

：今回初めて，正式な移動運用（フJI1IMB/1

ィールドデー参加）しました。

：昔とくらべて局数が少なくなったJA1ELE

ような気がします。

：移動した山頂駐車場は某カークJK3RGQ/3

ラブの集合場所になっていたのでノイズが・

・・。

出張から自宅に戻って５分とたた7L1FFN/3:

ずにＧＰ１本持って移動しました．夜は新幹

線が止まったり花火大会が中止になるほ ど

の雷雨で，あまり交信できませんでしたが，

２日目には挽回できました．不謹慎ですが，

山の上からは雷がきれいでした．
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来年も頑張ります7M1UBW:

時間がなく、お声がけのみの参加で7N1OVK:

した。

ホームステイションでの参加です。7N3OEP:

裏山からの１時間のみの参加でし7N4LXB/1:

たがログ提出します。ぎこちないＣＱに応答

くださ った参加局の皆さん有り難うござい

ました。

指向性と無指向性アンテナをスイッJA1JOL/1:

チで切り替えて使い分けしたが、ビームはサ

イドが切れすぎ、ホイップは感度が悪い、で

やりにくかった。

短時間の運用でした。JA9MPK/9:

集計ご苦労様です。JE1MPR/1:

ＣＱを出している局が数局。寂しいJH4FJR:

コンテスト。

メールのサブジェクト（主題・タイトJI1LAI:

ル）が抜けていましたので再提出します。コ

ールサインが無くとも問題ないと思いますが

・・・

今年は大菩薩峠から参加できた。JI1OJZ/1:

出張の移動中，サービスエリアで休JJ1VKT/0:

憩しているときになんとか 局交信できまし1

た。

山の上は涼しいを通り越して寒かJL1XYU/1:

ったです。昨年よりは得点アップ

４３０ＭＨｚは参加局が少ないのJM3TDZ/3:

かＣＱを出さないとＱＳＯ出来なかった。

局数はのびませんでした（きっとJR9HCV/9:

このくらいが限度なのでしょう）が，マルチ

は 自己最多（しかもすべてメインとしてい

FM Newる でとれて嬉しいです）でした．

も増えてラッキーでした．移動の各JCC/JCG

局に（もちろん常置場所の各局に も）感謝

いたします．来年も参加します．ただ， 日2

目は 時まででよいのでは ないでしょう12

か？

●電信電話部門シングルオペ1200MHz

：諸処の事情で移動運用が出来ませJA1OCY

んでした。思いの他，コールされておられた

移動局が少なくて残念でした。時期的にお盆

と重なっているせいなのでしょうか。やはり

，F/Dコンテストは山に登らないと聴こえなく

局数が稼げずダメですね。

富士山５合目須走口からお手軽運7N1BHO/2:

用。夏の富士山は登山客が多くびっくりしま

。 。した 初日夜は雨と雷の中でしたが翌朝回復

すばらしい雲海が見られました。４３０と１

２００で運用しました。１２００Ｍｈｚは４

３０Ｍｈｚに比べ参加局が聞 こえず寂しい

限り。エントリーは１２００Ｍｈｚ、４３０

Ｍｈｚはチェックログとし て提出します。

スタートのホンの少しだけ参加しまJJ1XNF/1:

した。 個人の部終了後クラブ運用（Ｍ Ｍ）/

に参加してＦＤを楽しみました。

●電信電話部門シングルオペ2400MHz

：今回の運用地は横手山からの運JH1HEK/0

用を行いました。交信局数は去年の半分以下

に終わりました。翌日８／８は１０時２０分

頃から雷雲が発生しましたので急いで撤収す

ることにしました。また来年も参加します。

●電信電話部門シングルオペ5600MHz

：声を出さなきゃバンド防衛にならJA1CQP/1

ないと思う。マイクロ波帯はもう少し頑張ろ

う！！参加することに意義がある。

：筑波山頂直下の展望台（海抜JA1KKL/1

）で移動運用しました。テント設営時は840m

雨で苦労しましたが，ロケーションは最高で

八丈島（約３５０Ｋｍ）との交信には感激し

ました。

●電信電話部門シングルオペシルバー

， 。JM6BYV：急な事情のため 運用ままならず

不本意な成績でしたが参加できただけでも良

しです。

：サービス局のつもりで移動でなくJN4KHV

ホームではじめたところ，各地とつながり１
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から０エリアまで全て達成できたので，今回

初めて参加しました。

：運用時間が１０時から１５時までJA1KK/1

と短かったので局数が少なく残念でした。

：退院後，初めての移動運用で随分JA3RR/3

と疲れましたが，山の良い空気を吸いながら

の交信は楽しかったです。年齢的に後，どれ

程移動できるか不明ですが，出来るだけ今回

のように短時間でも楽しみたいと思っていま

す。

：おかげさまで楽しませてもらいまJA7QPG

した。２級の身障者で移動も困難でありがと

うございます。

今年は猛暑のため移動運用を止めてホJA1CP:

ームからの移動用 で参加してみました。RIG

●電信電話部門シングルオペQRP

：今年は天候が不順で移動運用が思JP2GJS/2

うようになりませんでした。参加できないコ

ンテストがあり残念！！

：７時間程度の参加でしたが楽しむJA1HII/1

ことが出来ました。来年も是非参加したいと

思います。

：割と良い場所で電波の飛びも良かJA1JUR/1

ったが，もっと大きい出力にしたかった。あ

まり局数をかせげなかった。

：８／７（土）より参加予定で準備JA3KYS/3

をしていたが夕方より夜半にかけて雷雨があ

り夜は運用を中止し，８／８（日）の早朝よ

り参加した。 帯は参加局が少なく残念V/UHF

ながら昨年より局数が伸びなかった。

：フィールドデーコンテストはこれJG1NBE/1

で５回目のＱＲＶです。今年は例年にない暑

い日々の中の１日でした。今年もまたまた，

東京都の最東端＜江戸川区篠崎水門サイド＞

から しました。ON AIR

：カミナリの大発生で大変苦労しJA0GWJ/0

ました。

：雨と雷のため，短時間で下山。JN7XQN/7

：今回のコンテストは静岡・三重JA3QVQ/3

・徳島が非常にアクティブであった。大阪よ

り西側は，兵庫と徳島以外は殆ど駄目であっ

た。

：移動場所のロケーションが悪く沢JH1CIG/0

山の局とは出来ませんでした。今後も参加し

てゆきたいと思います。

：車の中は，暑かったのでドアを7L1MPQ/1

開けておいたら，カが入ってきて，あちこち

刺されてしまい， どころでなくなってしQSO

まい，そうそうに退散することとなってしま

いました。ロケーションが良く，電波の飛び

は良かったので残念でした。来年はどこにし

ようかな。

。JE1CMO：仕事の休み時間にＱＲＶしました

，７ には個別のアンテナを使用50MHz MHz

。 。しました は交信がむずかしい7MHz QRP

：初のコンテスト参加に初の山頂で7K4FPT/1

の運用でした。失敗も多かったけれど涼しい

風の中，楽しく運用することが出来ました。

：短時間の運用でしたが楽しいコンJE6TUP/1

テストでした。

， 。JN3EIF/5：雷雨のため １時間の運用でした

：ＱＲは忍の一字です。よわーいJS1VWU/1

電波をキャッチして，交信して下さった各局

にはただただ，感謝あるのみです。コールサ

インを途中まで取っておきながら，無視なさ

った数局の方は，一言いって，真心を表して

欲しかったのです。大変傷ついてます。

今年は参加局が少なかったようでJA1TAZ/1:

す。

山頂に無線機とバッテリーを担ぎJA1UKF/2:

上げ、一人でテントを張っての運用でした。

風雨と雷には怯えたり心細い思いをしまし

た。また無線機とｚログ用ＰＣの電源にバッ

テリーを使ったため、１８時間持ちこたえら

れるか不安でしたが、何とかコンテストの時

間を乗りきることが出来ました。

今年は、日曜日が仕事だったのでJA2MWV:

夜しか参加できなかったので残念だった。日

曜日のコンディションは良かったのかなあ

～。
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場所探しで くらい走りましJE7CWH/8: 150km

た。開始前にＥｓが開いておりました が、

開始と同時に で残念でしたが１時間後にF/O

QSB QSOを伴いながら復活。ここでいかに

するかで今回は決まった感じです。次の日は

結構ハイバンドも開けたのですが局がいなか

ったり、弱いＣＱなので取ってもらえなかっ

たり、夢の５００局オーバーは、まだまだ先

になりそうです。札幌が聞こえない場所だっ

たので がめちゃくちゃ少なかったでV.UHF

す・・・

日差しが強く、夜風呂に入った時JF1ABZ/1:

痛くてまいりました。短時間の野外運用であ

っても、日よけ対策は必要だということを、

肌身をもって感じました。

昨年に引き続き、豊田市矢作川堤JF2OZH/2:

防からの運用でした。スタート早々、雷雨の

ため避難し、実質的には午前１時からの運用

でした。雷恐いですね。アンテナはＬＷ＋Ｍ

、 。TUですが 川原のせいかよく飛ぶようです

時折雨が降りましたが、総じてよJF3WNO/5:

い天気で楽しめました。

で参加しました。耳の良い各JG8QXY/8:QRP

7MH SSB 6局のおかげで楽しめました。 ｚ で

エリアの局に、 ｚ で 、 エリア3.5MH SSB 4 5

の局にとってもらったのが嬉しかったです。

開始直前の集中豪雨で大ダメージ。JH2CMH/2:

気力・体力の消耗が激しく、終了一時 間以

上前にダウンしました。

山の上で、涼しく快適に運用できJH2FCE/2:

ました。

自動車にバッテリーを積んでの限らJJ2VVH:

れた環境での運用でした。マイクを使っての

キーイングだったので、慣れなくて各局にご

迷惑をおかけしたようです。 運用時はキCW

ーが必要ですね。いい勉強になりました。

ハンディー機＆ホイップアンテナJL1WCN/1:

で７ＭＨｚも交信出来て大満足。相手局に助

けられての参加でした。

ＦＤに個人局マルチバンドでまとJM1UWB/1:

もに参加するのは初めてでした。移動用設備

の拡充から、ノウハウの無い設営 術・生活

術など、これから頑張らないといけないこと

がたくさんでした。ゲーム性を期待してＱＲ

Ｐ部門を選択 しましたが、かなり楽しめま

した。また、次回以降が楽しみです。

ログシート中 はチェックロJN3DMJ: 1200MHz

グです。

なんとか参加できました。弱い電JR1NKN/1:

波を拾っていただきありがとうございま し

た。またがんばりたいと思います。

●電信電話部門シングルオペSWL

：けっこう多数局聞こえてうれしくJA8JWS/1

なりました。

：移動しようと思っていましたが，JA4-37294

７日は雷雨が予想され８日は仕事のため，移

動中止し，ホームステーションで参加しまし

た。

：今回も参加でき，うれしく思いJA1-22825

。 。ます の低下をひしひしと感じますCONDX

●電信電話部門マルチオペオールバンド

：参加局が少なくなり，寂しくなJA7ZSW/7

った。対外的にも対内的にも。

クラブの仲間と姫川の土手でテンJA0YKA/0:

トを張って移動運用しました。ビールもたく

さん飲んだし、話もたくさんしたし、無線も

いっぱい頑張りました。フィールドデーは一

番楽しい行事です。企画運営採点処理に当た

る方に深く感謝いたします。

次回もがんばります。JA2YKA/3:

これからも積極的に参加していきたJA2YML:

いと思います。

アマチュア無線家人口及びコンテJH3YKV/3:

スト参加者の減少も、底を打ったように思わ

れます。 本年は、ハイバンドで、若干なが

らもＥスポが発生し、スリリングなＱＳＯが

楽しめましたし、コンテストにお声がけで参

加頂ける局も一定数ありコンテストを楽しむ
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ことができました。 コンテスト参加局の参

加意欲に対して、お互いを称えるエールを送

りたいと 思います。

天気には恵まれ、コンデンションJH8ZVQ/8:

もまあまあで、今年は楽しめました。しかし

毎年参加局数が減少しているのは寂しいかぎ

りです。

コンテスト開始前に大きな雷がバンJJ1YED/1:

バン通過していきました、ひやひやもんでし

た。

最初の１時間は、雷の為中断でしJK1YMM/2:

た。コンテスト中にＱＳＯ頂いた皆様ありが

とうございました。来年のＦＤコンテストで

もよろしくお願い致します。

個人局運用組を含め総勢１０名で近JM1ZJI/1:

くのはまゆう山荘で合宿。

１日目は設営に手間取りスタートJN4RRR/5:

ダッシュに失敗。２日目はハイバンドのコン

ディションが上昇した途端に、風雨で運用中

断など色々と反省点が多くありましたが、楽

しめました。

。JR4ZUZ/4:楽しく参加させていただきました

●電信電話部門マルチオペ２波

焼肉・ビール・無線を楽しみ、当初JA1BIV/1:

の目標を達成できました。

次回もがんばりたいと思います。JH0YZD/0:

雷雨に見舞われ、コンテスト開始まJI2ZPO/2:

でに全てのアンテナが設営できませんでし

た。そのため は 日目朝からのみのV/UHF 2

運用となりました。まぁ、落雷の被害に遭わ

なかっただけ良かったことにします。

自局の２波（２台の送信機）間でJK1YQL/2:

相互干渉があり信号受信に苦労しました。交

信いただいた各局ありがとうございました。

●電信電話部門マルチオペジュニア

：もっと同世代の方と したいでJN4THO QSO

すね！！（ 才）17

ＦＤコンテストの開催時間を(土JA2YDE/2:

～日 までに変更できないでしょう1800 1200

か。コンディションおよび、コンテストの準

備、片付けのことを考えると、開催時間の変

更をした方がよいと思います。また、本校で

は、毎年，ＡＬＬＪＡとＦＤに参加していま

す。全市全郡コンテストと ｍ＆ダウンにも6

参加したいのですが，いつも テストと重な

ります．多くの学校でテストと日程が重なっ

ていると聞きます。もし、日程の変更が可能

ならお願いします．本校もぜひ参加したいで

す．

固定局だったので、 が出しづらかJH1ZDF: CQ

ったです。
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