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JARL
CONTEST REVIEW
Field Day Contest
6-7, August 2005

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2005 8 6 7 48
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。

（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

：小学４年生の娘との夏休みの旅JK1SMY/7

行を兼ねて、僅かな時間でしたが、初めて移

動運用を楽しませて頂きました。

：今年も数時間だけの参加でした7K3HAJ/1

が、皆さん大変お世話になりました。

：暑くて大変でしたが、移動先でJN1AEQ/1

知り合いになった局と一緒に楽しむことが出

来ました。

JF0JZE/1 1 144MHz：やっと終わった。 日目の

が低調だった。今回のカードは珍しく、警告

文を入れなかった。

：沢山の交信をして頂きありがとJA6QHX/6

うございました。

：前夜のみの参加でした。JI1TYY

：クラブ局なのにシングルオペとなJA7YFH

ってしまった。

：短時間の参加でした。JK1USO

：フルタイムで参戦は出来ません7N4LDG/1

でしたが、初めて多バンドに参加し十分楽し

めたと思います。

：私のシャックが なのか？出てJA5ND/3 BF

いる局が少ないのか？時間が無かったのか？

やる気がなかったのか？

：記念局２局が聞こえた内、 局と出JH2POY 1

来ました。今回はクラブ局の移動が多いよう

に感じました。ワイワイやっているのだろう

なと思いながらいつも通り自宅からでした。

：次回はモービルで参加したいと考7M1ELX

えてます。

：電源について自然に優しい順に並JI2NTJ/2

べてみると風力>太陽光（ソーラー）バッテ

リー>発電機となるか。局種係数を発々 なx2

ら は 、ソーラー 風力は としてはB/T x3 or x4

どうでしょうか？

： 以上でのコンテスト参加JA0AVM/0 1.2GHz

者が上越市では 局も聞こえなかった。参加1

局が非常に少ない。

：参加局が少ない。JH1OHZ/1

：ほぼオールバンドで参加しました。JF2FKJ
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また、参加します。

：仕事休みに声を出しました。JE1CMO/1

：提出締め切り日を過ぎました。失JA1QAI/1

格事項でも良いです （ をわすれていま。 8/27

した ）参加したことを発表して下さい。。

：眠らずにがんばりましたが局数JA1EHV/1

は伸びませんでした。次回もがんばりたいと

思います。

：自作の５エレメントアンテナでのJA1WWH

参加でしたが良く飛んでくれました、ＳＷＲ

が少し高いのが気になりましたがこれからの

課題です。ハムフェアーのアウトドアのブー

スでなんとフジインダストリーの８ｍのポー

ルを当ててしまいました、ほんとに欲しかっ

たものが当たりましたのでこれからもっと移

動運用に励みます、アウトドアの関係者に感

謝申し上げます。ありがとうございました。

：貴法人にメールで問い合わせたとこJE1DNI

ろ、 の欄には「自局が相手局に送るものRST

です」とありましたので、そのとおりにさせ

て頂きましたが、ｚＬｏｇ掲示板で同じ質問

をした所 「相手局から自局に対して送られ、

てきた です」とご指導がありました。とRST

りあえず、貴社団の指導のとおりに書きまし

たが、間違っていたら、お知らせください。

：各局，暑い中ご苦労様でした。電子JF2TIR

ログの提出に慣れないと間違いばかりでイカ

ンイカン。

：今回は次の日が仕事ということもJF3OQA/3

あり、前日からの泊り運用は諦め、 日目の2

朝方からの移動となりました。途中、寝不足

で一時間ほどダウンしてしまい、あまり納得

のいかない運用となってしまいました。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。JK2EXU/2

：物凄く暑い中の運用でしたが、JM1DQH/1

コンディションに恵まれて楽しめました。昨

年は、標高の高い山への移動でしたが、今年

は 、市街地からの運用をする事になり、参

加部門を選択するのに苦慮しました。

：年々局数が、少なくなて、淋しくJM4QNI/4

!!!!!!思う

：電波の飛びはよかったが、コンテJO7FGZ/1

スト開始に間に合わなかったのが心残りで

す。来年はきちんと準備をして参加したいで

す。

：暑い 暑い 暑い 車の中での移動運JP2PHC ! !! !!!

用はこれからは準備も考えよう。

： 大コンテストで目標にしていたJR2FWN/0 4

局を 年でようやく達成できました。移300 3

動先で先輩 さんから運用ノウハウや設備OM

改善のアドバイスを受け、徐々に幅が広がっ

てきました。これがアマチュアの楽しみ方だ

と感じています。

●電話部門シングルオペニューカマー

：天気に恵まれ、コンディションはJL2PCI/3

今一でしたが、けっこう楽しめました。

：標高が高く、思ったより飛んできJQ2PRX/2

ました。集計ご苦労様です。

：ニューカマーで参加しています。JO7JEJ/7

： 時間程度の参加でしたが楽しむJA1HII/1 8

ことが出来ました。来年も参加したいと思い

ます。

：コンテスト終了時間を３時間、JO7MHC/7

前に移動できないでしょうか？撤収の時間を

考えると、フル参加した場合に帰りがつらい

です。

：家の近くで移動運用を予定しましJA1KHV

たが、政治家の家が点在し、職務質問が多い

ため中止して、固定運用になりました。

：初めて参加しました。次回はもJE1DHV/1

っとがんばりたいと思います。

：今回の参加は オンリーでしたJN4TYW FM

が、下調べがわるく、うまく運用できません

。 、でした 以上はなれた山からの抑圧で10km

混信状態でした。天気はよかったので、楽し

むことはできました。

：暑くて，楽しい移動運用が苦しいJQ2HYB

移動運用になってしまいました。結局，早め
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に切り上げました。

：コンテストも済んだのでこれからJQ2HYC

は夏休みの宿題をがんばろう！！

●電話部門マルチオペオールバンド

：今回の大会では、雷が鳴り出しJA7YFB/7
途中で機材を片づけることとなり、最終まで

続けることが出来なかったことが悔やまれま

した。

：たのしいコンテストでした。来年もJA4ZKI

楽しみにしています。ありがとうございまし

た。

：クラブを創設して初めてのコンテJQ1YIP/1

ストでしたが 人で協力してがんばりまし3

た。

●電信部門シングルオペオールバンド

：今回は や の参加局JH1HMC 28MHz 50MHz

が少ないように思われました。

：皆さん涼しいところへ行っておJA3ATK/5

られるのかな？伝わってくるようなトーンで

した。

：初参戦になりました。JG0MWU

：残念ながら移動運用するまでにはJA6DNV

至っておりません。やむなく毎回固定からの

参加です。いつの日か移動することを目標に

頑張ります。 帯が不良で残念でした。50MHz

各局さん有難うございました。

：コンディションの悪いせいか、入感JI1CTU

局も少なかった。

：個人的にはアンテナ系がプアーJA1BAN/1

で でした。日中はやっぱり暑くって、へNG

とへとになってしまいました。

：交信していただいた各局にお礼7K2GMJ/1

を申し上げます。

：固定局からの参加でしたが、楽し7N4MXU

めました。

：お世話になります。ホームステーJA1FWY

ションより参加しました。よろしくお願い致

します。

：地域の草刈（ ～ )に参加JA1SWB 08:00 12:00

の為、少しだけコンテストに参加。アマチュ

ア無線を続けるには地域行事に参加するのは

必須です！！

：集計ご苦労様です。JA2QVP

：メンバーが集まらずシングルオJA4YBR/4

ペ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。42

。JF2FIU QRV：移動せずに固定から しました

大変な暑さの中、移動して される人にQRV

敬服です・・

：長時間参加することができませんJG5CAJ/5

でした。来年は、もう少し参加したいと思い

ます。

：暑い中軽トラでの運用は、体力勝JH4JUK/4

負でした。日に当たり赤くなりヒリヒリする

疲れ た。

：雨が降らなくてよかったですが、JH5UPH/4

暑くて大変でした。

：今世紀になって初めてオールバンJI7OED/7

ド種目で参加しました。思うように出られな

かったバンドもあり、反省点だらけで終わり

ました。

： のハイバンド、 がうまくJJ6TWQ/6 HF VHF

HF開いてくれたので、楽しめました。ただ

のハイバンドはマルチが偏ってしまい、 エ2

リア以東が中心となるので、開いていても、

あまりサービスできず残念でした。マルチを

稼ぐには に時間を割かなくてはなりま7Mhz

せんでした。

： 日目はほとんど参加できませんJO2EWL/2 2

でしたが、楽しむことができました。

： シングルの予定でしたが、JQ1BTP/9 7MHz

まるで駄目。

：コンテスト委員の方々ご苦労様でJQ1DSK/1

す。

：久しぶりに参加しました いつかJR0QWW

フルタイムで参加したいです

：ことしも楽しめました。同時に辛JR3EOI/3

くなってきたところもあります。年齢には勝
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てません。そろそろ引退という風評もあった

り・・・・。

：久しぶりに本格的なコンテスト参JR6GUI/1

加をすることが出来ました。

：良いのか悪いのか分からないコンJR8LRQ/8

ディションで、運用バンドの選択に困りまし

た。オーソドックスに から運用開始し7MHz

ましたが、ハイバンドからが正解だったのか

もしれません。

：次回もがんばりたいと思います。JR8NOD

：コンディションは、悪くなかっJR8OGB/8

たと思いますが、どうも波にうまく乗れなか

。 、った様で不満の残る結果になりました また

日目朝 時過ぎにパソコンが回り込みから2 7

かフリーズして数 を失ってしまいましQSO

た。

：久々に移動で参加しました。JS1PWV/6

：無線局の減少は、コンテスト中のJA5APU

の程度にも出ています。寂しく感じまQRM

した。参加局の増加の為には賞状の対象を

会員の条件を削除してはいかがでしょJARL

うか。いまの規約は保身的になってきたよう

に思われます。時代も変化しています。それ

よりもパワー違反が多いのでは？また、固定

局からの呼びが多くうんざりしました。 得

点の項で大きくかつゴシック字で注意喚起す

る等改善してほしい。

●電信部門シングルオペ3.5MHzバンド

：海外旅行から5日に帰国、今年はJH2QLC
移動運用を止め、自宅から運用。

：自宅で朝早く起きての、参加で結JA0GSG

構楽しみました。来年も参加します。

：移動したかったのですが･････今年JA1MSS

もホームステーションで参加しました。バン

ドの がよくなかった。 は最悪CONDX 7MHz

で不審電波もあり する気になりませんQRV

でした。来年を楽しみにしております。

： は終始コンディションが悪JA1XEM 3.5MHz

く残念でした。

：いろいろなトラブルで、 時間ぐJE3OZB/1 6

らいの でしたが、結構出来ました。QRV

：マルチバンドの準備が間に合わJH0NVX/1

ず、 シングルで参加しました。天候3.5M-CW

、 。も悪くなく 移動運用が楽しめよかったです

：集計御苦労様です、暑いコンテスJH6KDY

トでした、又参加予定です。

：楽しく参加できました。JI2GVL

：台風のため飛行機が飛ばず、移動運JJ1IDW

用ができず、短時間の運用となりました。

：今年も例年同様、夕方の雷雨が止JJ1JJD/1

んだ間隙を縫ってアンテナを設置しました。

九州、四国方面は多くのマルチを残してしま

い残念でした。次回もがんばりたいと思いま

す。

：コンテスト時間が長いので、 時JR7JPM/7 6

間部門とか 時間部門があれば良いと思う。8

●電信部門シングルオペ7MHzバンド

：開始直前、素晴らしい雷雨に襲JA0GEY/0

われ、水漏れするテントの中で食べた焼きガ

ニ、サンマがうまかった。当然ビールの方も

進んでしまい雷雨が去ると共にコンテストも

どこかへ飛んでしまった。

： 日に飲み会がありまともに参加でJF0OAJ 6

きず残念！

：暑さの厳しい折、移動運用の決7N1BHO/1

断がなかなか出来ませんでした。最小設備で

なんとか移動運用を行いましたが好天に恵ま

れすぎ、暑さの戦いとなりました。夕方から

移動セットするも大いに汗をかきました。バ

ンドコンデイションは不安定であり突然スポ

ット的に特定エリアが良くなったり悪くなっ

たり、気が抜けませんでした。

：暑さと巨大なあぶが多くて、短JA0BYV/0

時間で終わりました。

：今回は、少しだけの参加でした。JA0SOO

：フィールドデーコンテストはじめJE7RIT/7

て参加致しました。蚊・虻等自然との格闘で

も有りました。開始前に野外で食事しました
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が、ディスカバリーを見ました！！間違い無

いと思いますが･･･ 。!!

：相変わらず暑い一日になりましたJF3IPR/3

がコンディションはまずまずでした。

：仕事等のためほんの少しの参加だJG0SXC

けで残念でした。長野県内の 帯はほとんVU

ど聞こえませんでした。来年はがんばりたい

と思います。

：集計ご苦労様です。 では無視JI1HFJ/1 1.6W

されることも多かったのですが、近くの公園

へ自転車で移動して、キット組み立て機での

参加を楽しみにしています。

：炎天下、車から しました。JI3DNN/3 QRV

超えたところで、終わりました。100QSO

：今回は、移動運用できず、ホームJJ2VVH

からのコンテスト参加でした。時間もわずか

分と短かったですが、 だけあって、30 7MHz

思ったよりも 数が伸びました。QSO

JJ5AKK/5 CONDX WX： はまずまずでしたが、

・ は、共にコンディションが抜群でしたOP

ので、フィールド運用を満喫しました。

：炎天下の車内での運用、非常に暑JO3CLC/3

かったです。

：移動局として初めて参加しましJR1CPB/1

た。次回もがんばりたいと思います。

●電信部門シングルオペ14MHzバンド

JP3DVP/3 FD H /： コンテストなのにパワー（ ）

が付かないのはさみしい。コールサインがあ

るのに他人のコールサインを使用するマルチ

は変？クラブコールのみがないのでOP

は！！クラブ入会のすすめを がしてJARL

は？

：集計ご苦労様です。今回は 人でJK2BAP/2 4

集合して参加しましたが、やはり「かぶり」

がひどく弱電開局を引き取れないことが何度

もありました。仲間の先輩達には申し訳ない

ですが、次回からは運用場所を離して参加し

ます。又、朝 時過ぎにツマラナイ仕事が入9

ってリタイヤと相成りました。

：少しの時間ですが楽しめました。JA6JMJ

：日程が合わず、ローカル局と一緒JF3KQA/3

7, 14, 21, 50MHzに日曜日のみ参加しました。

CW C14の で交信しましたが、エントリーは

。 、にしました 日差しが強く暑い一日でしたが

久しぶりの無線で楽しめました。交信頂いた

みなさまありがとうございました。

：家族サービスで出かけた先のオーJF3LCH/2

トキャンプ場で車から合間を見ながらの参加

となりまでした。

：フル参加ができないので、日曜JH2NWP/2

、 。日の朝から移動し お昼前には撤退しました

それにしても暑かった。

： コンテスト委員会で歴代記JH7PKU/8 JARL

録(レコード)の管理と公表をぜひお願いしま

す。

： バンド一本に今回は絞ってやJJ1BDX/3 20m

ってみましたが，結構いろいろなところと交

信できるのには驚きました。

●電信部門シングルオペ21MHzバンド

：参加局が減ってきています。固定JE2HOL

局同士の交信も得点に加えるようにすれば参

加局が増えると思います。

：久しぶりの で参加致しまJE7ENK/7 21MHz

した。

●電信部門シングルオペ28MHzバンド

JJ2SQJ/2 Hi：今年も暑さとの戦いでした。

：忙しくて疲れて。書類の提出は県JA5SQH

境からなんてね。

：毎年 で参加しておりますJH7CJM 28MHz

が、今年はオープンしていないと勝手に判断

しておりました。朝から参加しておれば･･･

と。残念でした。

： の スポは深夜も発生していJE1ALA 10m E

るが、局数の少なさで誰も気付かず、時は過

73ぎる。集計ご苦労様です、

：夏の風物詩蝉時雨の中での運用JH3TCM/3

でしたスタートは折からの雷雨でやや遅れま
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したが スポも出て素晴らしいフィールドデE

ーとなりました各局交信有難うございました

：限られた時間の範囲で楽しみましJL1OEC

た。

●電信部門シングルオペ50MHzバンド

：今年も固定からの でした。一JR5DPV QSO

度移動したいと思っています。

： 昼過ぎより雷雨激しく動けず。JF6OVA 8/6

： で参加しました。JA1AAT 50MHzCW

：仕事との兼ね合いで移動できませJA1ECG

んでした。

：お陰様で有意義な交信出来ました、JA1HIY

感謝致します。

：とても暑い気候にもかかわらず移JA1LPV

動局が多く、良かったと思います。参加局数

増加のために、さらなる広報活動に期待しま

す。

：コンテスト周波数をもう少し広JF2WXS/2

くして欲しいです。

：いつもの移動先、第 移動先の両JG1UJD/7 2

方とも別の参加局に取られ、 つ目でようや3

く場所取り。発電機を回そうとしたら故障で

翌日新品を買いに下山。さらにリグのトラブ

ルで大幅縮小運用。不運が続きました。

：天気も良く大きなトラブル無く参JL2HIW/2

加できました。今回は スポがいまいちで伊E

豆からは エリアのマルチが全くとれません8

でした。

：交信ありがとうございました。JL3MZJ

●電信部門シングルオペ144MHzバンド

JO1LDY/1 FB QRP： なコンディションでした。

2.5W QSO（ ）＋モービルホイップ で三重県と

出来ました。ベランダアンテナでも楽しめま

した。

：今年は に出ました。JA7NT/0 144MHz

：正味 時間程度の運用でしたが、JA1GZK/7 2

とても楽しめました。

： エリアの参加者が殆どいませんでJH5NSJ 5

した。

、JA1APE/2 JN HP：局数係数とは？ でも でも

すでに知っている人向けの説明になってます

ね、知らない人向けにわかりやすい説明をお

願いします 「係数」とは何をどうしたらい。

いのか？？専門用語ですね。

：天候に恵まれて快適な運用が出来JA1QOI/1

ました。

：わずかの局数ですが、ログを送らJA1VVH

させて頂きます。

：コンテストって楽しいですね。次JF7RJM/7

回も楽しみです。

：集計ご苦労様です。今年は移動にJG5WLV

行けなかったので固定からサービスしただけ

でした。

：天気に恵まれまして、楽しい移動JH0KSP/0

引用ができました。無線機とアンテナと い

った周辺設備以外の「 時間を快適に過ごす18

ための小道具」が毎年何かしらグレードアッ

プしています。来年はアレを作って導入して

みよう････

：時間の都合が悪く、予定していた移JI1ALP

動運用ができませんでした。日頃 しなQRV

い で短時間参加しました。 もコ2m CW 2m

ンテスト時は多くの局が出てきて面白いです

ね。

：参加することを目標にして遊びなJI1NCE/1

がらのコンテストです （何時も同じことで。

すが･･･）

：用事があり午前中で切り上げまJR0BQD/0

したが思った以上にできました。

●電信部門シングルオペ430MHzバンド

：コンテスト中もトラックと思えるJA1TNL/1

ＦＭ運用の が多かった。QRM

：仕事の関係で午後からの参加となJM2LSJ/2

りました。局数も少なく苦労しました。

：コンテスト当日、雷雨がひどくJH6XGC/6

近くに山への移動断念。家の近くでモービル

運用。
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：同軸を にしてみました。JA9XAT/9 10D-FB

、 。耳が良くなった分 ノイズも多くなりました

： 達と緊張したバトルを繰り広7L3ECZ/1 OM

げました。コンテストは楽しいです。自分の

技量が判るのが良いですね。

JI2IWB/2 !430 !!：いや～ は静かですね～

JA1IVL/0 QSO：幸い天候に恵まれ予想以上の

が出来ました。

。 。JH4RAL/4 CQ TEST：初 です 緊張しました

事前に で練習したのですが効果MorseRunner

無しでした。また、次回も参加します。

：もっと多くの局と交信できる様JR1NKN/1

にまたがんばりたいと思います。

●電信部門シングルオペ1200MHzバンド

：夏バテで自宅より参加しました。JH5AEN

●電信部門シングルオペシルバー

：クラブ局の移動運用が非常に多く、JA3AA
それぞれがフィールドデーを楽しんでおられ

る様子で嬉しく感じながら しました。QSO
最終日は所用のため午後が出られず残念でし

た。

：次回もがんばりますJA1IZ

：あまりにも暑いので体力的にフィJK1SDQ

ールドに出掛けるのは難しく、涼しいシャッ

クからの固定局運用で我慢。

●電信部門シングルオペＱＲＰ

：自作機 ～ ワットで運用しましJP6VCH/6 1 4

た。マイカー使用せず、 と徒歩による移動JR

です。昨年は蚊に悩まされたので今回は山頂

にテントを張りました。ところでいつも思い

「 」 。ますが 海外局の参加 できると ですねFB

： 日前からロケーションに恵まれたJI6TJL/1 2

高台に無線設備を設置した。撤収作業も当日

深夜と翌日丸 日かかり、体力を使い果たし1

てしまいました。

：集計ご苦労様です、旅行中の エ7L3EBJ/8 8

リアから短時間だけ参加しました。

：移動に出れず、ホームからとなり7N4QAZ

ました。暑い夏に移動で参加されて下さった

に感謝、感謝です。OM

：徒歩移動、ピコトラ( ) ダイポJA0EYF/2 1W +

－ルで参加しました。

：次回も で参加したい。JA1KEG QRP

：初参加です仕事の都合で、参加JA1NKU/1

時間が少なく残念でした

：クラブ局運用の合間での交信でJA1WQX/2

す。

JA5DIM QRP：コンデションが思わしくなく、

に短縮ホイップでは厳しかった。

：集計ご苦労様！JA5IDV

JA9MAT Enjoying this test!Thanks a lot!：

： での に続いて、今回JK1AJX/7 ALL JA 5W

は で参加しました。 を出しても呼ば3W CQ

れることが、極めて少なくなりました。沖縄

QSO 6 1とは 出来ず残念。 エリアとはやっと

。 、局のみでした 明け方 時間ほど寝てしまい2

8何局と交信のチャンスを失ったことか。朝

時台に 局も 出来て驚きでした。7 QSO

：暑くて死にそうな思いをしながらJM1LQI/1

山に登った割には、全然電波が飛び ません

でした。

：早朝の設営でしたが、 がJR1CHU 3.5MHz

できたので でした。LOG FB

：開始時刻に雷で運用出来ず残念。翌JR3SIJ

朝からは楽しく運用出来たので面白かった。

：発発がトラぶり、コンピューターJS3XOR/3

がダウン。最後は しか出せなかったが、1W

なんとか できました。QSO

●電信部門マルチオペオールバンド

：マルチオペで楽しませて頂きまJH8ZXN/8

した。例年より参加者が少なかったように思

います。

：山の上でも暑さに変わりは無いよJA7ZBF/7

うでした。
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●電信部門マルチオペ２波

：今年は参加させていただきましJA0YCD/0
た。食料状態が良かったのでつい酒と話に夢

中になってしまい、コンテストはアンドロメ

ダ星雲の彼方へ飛んでしまったのが残念。

：小人数＆少ない でも楽しめJQ2KAE/2 RIG

ました。場所が狭くアンテナの展開に制限が

、出てしまい 帯の同時運用が厳しかった為HF

次回はアンテナと場所を見直して更なる得点

アップを狙いたいと思います。

●電信電話部門シングルオペオールバンド

：楽しめましたが、コンディションJF0VMJ/0

は、いまいちでした。

：シングルオペなので運用は大変でJR7ZYC/7

した。

：雑用のために約 時間の参加となJA1DTS 1

りました。 日目は早くから外出になりフル2

タイムの参加できず、学生時代が懐かしいで

す。集計作業ごくろうさまです。

：常置場所住所内でも屋上や庭などJE1DZA

独立した電源（風力・ソーラー・他）を使用

した場合は局数係数に配慮願いたい。弱小部

で免許人が 名のため、遠征が困難でした。1

楽しいコンテストでした。

：そろそろ移動局も を認可しJE1SLP/1 100W

て頂きたいです。

：家族サービスの合間を見ての運用JR1MXX

でした。マルチが取れずです。

： での参加局を 局も確JA4XY 144MHz SSB 1

認出来なかった。 も同様。430MHz

：コンディションにも恵まれ大変良JE8JOK/8

いコンテスト日和となりました。今回はクラ

ブ局での運用を主に参加しましたので個人と

しての参加時間が限られてしまいましたが、

どちらでも楽しいひとときを過ごしました。

：久々の移動運用でした。JG1RRU/1

：参加局が年々減少しているようJH1EDG/1

です。 のマルチを再考して頂きたい1200MHz

です。このままでは、 帯が削られる1200MHz

のは、必至です。今のままでは を1200MHz

FD運用する気がなくなります。移動主体の

コンテストだけでも、 がアクティブにな1200

る方法を考えて欲しいです。

：国外局もポイントをあたえてくJR4HBM/4

VU DS QSOださい。島根県だと でも 局との

が可能なためです。

：お手数とは思いますがコンテストJF1WQO

レビューの復活をお願いします。コンテスト

アワード、 不足だと思います。今回のコPR

ンテストに関しては、コンディションは読み

通りだったのですが、得点には結びつかずで

した。

：今年は参加予定がなかったのです7K1PEO/2

が、急遽参加することができました。前回の

からそうですが、ちゃんと伊豆市とナン6D

バーを入れることができました。

： 帯のコンディションは総じて良7L1JHN HF

くなかった。

：楽しいコンテストを企画していただ7L3IUE

きましてありがとうございます。暑い夏の中

楽しめました。

：移動したかったのですが、野暮用7L4SCQ

が重なり、自宅からの参戦でした。

：暑くて大変でしたがとても楽し7L4XVL/1

めました。来年はフル参加、 にも挑戦しCW

たいと思います。

：疲れました！7N4JQJ/1

：固定局による運用でした。次回はJA1AYO

移動運用したいものです。

：クラブ行事のキャンプに参加してJA1BPN

移動運用が出来なかったため、クラブ得点の

嵩上げのために、ホームステーションでの運

用となりました。確かにこのコンテストへの

ホームステーションの参加は少ないようであ

るが、ホームステーション同士の得点が０と

いうのは、いかがなものでしょうか。それぞ

れ事情はあると思いますが、このコンテスト

を少しでも盛り上げ、移動局へのサービスに

も努めているのです。得点は１点でマルチは
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無効などにはならないものでしょうか。クラ

ブ得点の上位を願うホームステーション参加

局の意見です。

： メガヘルツ帯は雑音がひどく悩JA1HBV 7

まされました。

：酷暑での運用となりましたが、やJA1HOJ/1

はり移動運用は楽しく、充実した時間を過ご

すことができました。

：昨年の倍のポイントを達成できまJA1NZN

した

：初めて エリアへ移動したが１エJA1QEU 3

リアに比べて極端に参加局が少なかった

：参加局が年々減少するのは寂しいJA1TCF/1

限りです。 のマルチを市郡に変更を1200MHz

希望します。

：良い天気のなか移動運用を楽しJA1WSE/1

みました。

：次回もがんばりたいと思います。JE8BCJ

：運営集計ご苦労様です。雑用重なJF2IWL/2

り結局ラスト 時間のみの運用でした3

：コンディションがいまひとつでしJG1KTC/7

た．

：集計ご苦労様。少しの参加ですがJG8HVD

提出します。

：短時間しか参加できませんでした。JH1JGZ

：富士山山頂から運用されている方JH1ZDF

がいてビックリしました。

：土曜日の雷と雨の為、アンテナのJH3OXM

が高くなり、 を断念しました、散々SWR HF

のフィールドデーでした。

：ローコンディションで、ハイバンドJH8FIH

の電話は聞こえる局が少なかった。電信は比

較的多くの局と通信できた。

JH9ATT/9 V/UHF：とっても暑かったですが

が静かでした。

：暑くて途中で終わりにしました。JI1JCI/1

：毎年々参加・交信局数が少ないとJJ1VEX/1

思います、 の方が参加局数6m AND DOWN

が多く思われます。また 日に無線談義を肴6

にアルコールも進み過ぎて 日は、コンテス7

、 、ト参加中断も多く 交信数も伸び悩みました

年に一度の夏の祭典良いですね。

。JJ1WWL/1：次回もがんばりたいと思います

：久しぶりに真剣参加でした。コJK2VOC/2

ンテスト終了 時間前から雷雨に見舞われ、1

最後は 車載のモービルホイップによる運用

になってしまいました。

：当初予定していた場所が通行止JM1LRQ/1

めで使えず、運用場所探しに苦労しました。

16標高の高い所から参加したため、気温が

～ 度で快適でしたが、空気が薄くて大声18

を出していると頭が朦朧となり辛かったで

す。雷雨のため撤収には 時間も掛かりまし5

た。

：月曜日はあらかじめ有給休暇をJM1RPV/7

、 。取っていたので ちょっと遠出してみました

時折向かってくるアブにおびえながらのコン

テストでした。

：フィールドディは酷暑の時期をJN1WTQ/1

避けもっと温暖な季節に開催するべきであ

る。

：固定からの参加であり、ひたすらJO1KXP

呼びに徹しており、予想通り得点が伸びずと

なってしまいました。いつかはフィールドへ

出て参加したいと思います。

：深夜帯の参加者が減ったようですJP1AHN

が･･･。

：地元クラブの親睦を兼ね とJR1CCP/1 BBQ

コンテスト参加でした。 ・ はそこそこV UHF

に できましたが、 ｚでポイントがQSO 7MH

まったくの伸びませんでした。天気にも恵ま

れ、楽しいコンテストでした。

：準備不足でした。JR3NZC/3

：今回は日曜日だけの参加となりまJR4ISF/3

した。次回はフル参加したいと思います。

：今年は非常にアブが多く、設営にJR5PDX/1

とても手間取りました。また、いくつかのバ

ンドのマルチ数に執着してしまい、トータル

スコアを大きく落としました。おまけに、非

常に激しい雷雨のため で しまいま14:20 QRT



- 10 -

した。来年もがんばります…。

： コンテスト委員の皆様をはじJS3CTQ JARL

め、関係者の方々のご尽力に心より感謝して

おります。

：１時間だけ参加しました。JM1LAW

●電信電話部門シングルオペ3.5MHzバンド

：集計ご苦労様です。よろしくお願いJR0GSJ

致します。

：アンテナ設営時に雷と雨、開始時JH9VFG/9

には雨も時々あがったが、 に少々じゃまQRN

された運用でした。

アパマンハムには夢の バンJA3RK/3: 3.5MHz

ドフルサイズのアンテナ、今年は更に高く張

りました！

雷が、鳴りそうで怖かったので、JA7KJR/7:

近場に移動して参加しました。

最初大野市の の山に行きましJA9JFO/9: 910m

たが雷が鳴り雨も降り出したので 平地のあ

わら市に行きました。翌朝農家の方が草刈に

3.5来ましたので止めて帰宅しました ログは。

メガシングルバンドで提出します。

オールバンド用のアンテナ設置が半JE1SCJ/1:

分ほど完了したところで、突然の引越しとな

り、シングルバンドに変更して何とか参加で

きました。

久しぶりの参加となりました。マルJL1TBP/1:

チバンドで参加しましたがパソコンのトラブ

3.5MHzルで朝 にリタイア。まじめにできた

でログを提出します。お疲れ様でした。

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

：始めての参加、楽しかった。JH0EHG/0

：昨年に続き今年もコンテストに参JL7NYX

加しました。

：天気に恵まれて気持ちよくコンJL2AVG/2

テストに参加できました。局数が伸びればも

っと良かったが。

：楽しませて頂きました。JO6SNH/6

。JA4AVO JCC/JCG： を探してのコールでした

：始めて参加しました。楽しくでJO7CHO/7

きました。

：仕事の都合で全部でられなかった。JJ7PTD

：二日目は愛知万博へ出かけてしまいJL2LFK

ましたが、 からも記念としてコンテス8J2AI

。（ 、 ）トに参加してきました 局 局SSB23 CW9

： コンテストせっかく野山に出JG2SVP/3 FD

ているのでこのコンテストだけでも昔のよう

にトップバンドを使えるようにして頂けたら

もっと楽しめると思います （特に私のよう。

に常設できない場合は！！）

：初参加です。JK2NAO

：ちょっと参加程度でした。7K4MSS

：来年も参加します。JA6FIW

： 年振りの参加でした．開始からJA8RXD/5 3

，夜間までの 時間は非常にノイジーでして3,4

それが最後まで響いてしまい， 回目の参加3

でしたが，自己最低のポイントでした．集計

ご苦労様です．

：先ほど提出した書類に不備がありJA9CD/3

ましたので再提出致します。

：コンテスト開始日より参加の予定JG0IPW

でしたが途中参加致しました。他のバンドも

期待しておりましたが空電スパーク発生、コ

ンディションも良くなかったようです。

：今年も参加しました。JH9URT/9

●電信電話部門シングルオペ14MHzバンド

： 日の夜、コンディションが悪かJO6WJF/6 7

ったのか、参加局が少なかったのか？数が殆

ど稼げなかった。

：今年も多忙につき移動のための準備JL8DJS

が出来ませんでしたので、固定局で移動の局

にコンテストサービスしただけになりまし

た。来年こそは････。

： バンドは、コンディションJG1GCO 14MHz

、 。が良くなく あまり できませんでしたQSO

： エリアへの見通しの良さそうだJE4TRB/2 1
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ったので今回初めてここで運用したのです

が、実際はあまりよく無かったように思いま

す。ですが去年の自己得点を上回ったので良

かったです。

：マルチバンド でお手軽参加のJH1MTR/4 GP

M-Whipつもりが肝心の支柱を忘れ 止む無く、

で運用、 はマアマアでした。Condx

：今秋に消滅する郡より しまJH8QBY/8 QRV

したが目標の 局に届かず残念でした。普200

段から での運用は無い地域なので多14MHz

少はサービスできたでしょうか

：台風の余波で移動できず残念。おJR6VIX/6

まけにコンテスト寸前にリグの故障で 出CW

来ず。全市全郡でがんばります。

●電信電話部門シングルオペ21MHzバンド

：コンディションはまずまず、ポーJO7FVR/7

タブル の で集められるのはこれぐ7/QRP CQ

らいかな？同じ周波数で他局を呼んでいるの

が数回あった。残念。 ～ の間行っ21.350 430

たり来たり、 を楽しみました。QSO

：暑い日でしたが移動運用を楽し7N4BGU/8

むことが出来ました。

：しょぼいアンテナではやはり苦しJH3PXA

い。コンディションももうひとつ。

：雷の関係及びコンディションが良JA9FFZ/9

くなかった。

：加齢によりそれなりの病気も出JR6XQG/1

て、時間を十分使い切ることができませんで

した。

：年々個人局の参加が少ないようJA0GWJ/0

21:00 15:00に思います。運用時間も ～翌日

は参加しやすく他のコンテストもこのような

時間に設定して欲しい。

：とてもいい天気でした。コンディJG6LXI/6

ションも最高でした。また来年参加します。

： 時間だけの運用でしたが暑さにJE8NRE/8 5

負けず？楽しみました。

：自作のアンテナの調子が良く、楽JR4KJW/4

しめました。

：今年はクラブ局の移動運用をメイJJ8GFL/8

ンに行ったので、個人コールでの運用は１局

のみでした。

：翌日の 時過ぎから固定で参加しJK1NAF 7

ました。 が良く各エリアが強力に入感Condx

していました。やはり、 は移動しなくちFD

ゃいけませんね。移動局の が羨ましくなCQ

りました。

：始まる直前から雷で空がピカピJQ1XBY/1

カし始めました。 を下げてしばらく様子ANT

を見ましたがそのままビクビクしながら参加

しかし、やはり安全のため 時過ぎ一旦AM1

運用中止して、ふて寝を始めました。朝起き

ると最高のコンディションで気合いを入れて

始めたら昼過ぎに空が真っ白に光り、雷が落

ちたと思った瞬間からすごい雷雨になり緊急

撤収！最後まで雷にやられました。無線家は

雷には勝てません。

●電信電話部門シングルオペ28MHzバンド

：進入電波の混信によってまともJL3MCM/3

に使えないこのバンドの現状を何とかしたい

と思い、微力ながら近畿総合通信局に報告を

しています。

：集計お疲れさまです。ちょこちょJG1TVK

こ、つまみ食い参加と、各局の入感状態確認

の ？？してました。SWL

：炎天下にての運用は６２才にもなJA3HPD/3

ると少々疲れました。途中で居眠りも起こす

始末。 それに加えて一時夕立もあり大変Hi

でした。けれども昨年は仕事で参加できなか

ったので、今年こそは！！と、張り切ったが

････。 の は魔物で結果はおもわ28MHz Codx

しくなかったけれど、野外運用は楽しめまし

た。

：市町村合併により この秋をもっJE8FGY/8 ,

て消滅郡となる浜益郡から しました。QRV

雪解けの頃から通い詰め運用地を選定しまし,

た。その割にコンディションが上がらず残念,

です。
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：コンテスト主催・得点集計お世話JP1HFL/1

になります。酷暑＆コンディションがイマイ

チの中での参加でしたが、ローカル局と楽し

く参加することが出来ました。

●電信電話部門シングルオペ50MHzバンド

：天気は良かったがＥスポの時間がJA5APG/5

少なかった。 エリアが良くなかった。6,7,1

：ローテータが壊れているのが判っJA2GSM

た。直すのが大変と思いながらのコンテスト

でした。

JI7IMX/7 50MHz：フィールドデーコンテスト、

共に初参加でした。時間でコンディションの

移り変わりが判って楽しめました。自作アン

テナも何とか使えるようで、次回はもう少し

スケールアップしたいと思います。

：雷雨によるコンディションのたJH6MZR/6

、 、め 長い時間の運用及び八木アンテナの設営

使用が出来ず残念でした。

：集計ご苦労様です。楽しく参加さJJ3TAE/3

せて頂いています。

：今回は一ヶ月ぶりの休みだったのJA8CEA

で、頑張ろうと思っていましたが、お空の状

態があまり良くなかったようです。

：約１時間半の部分参加でしたが、JR1UIE/0

フィールドデーの雰囲気を満喫しました。

：寝過ぎてしまい、マルチがもう一JF3UCF/3

つ稼げませんでした。

：海岸からの運用では が以前JO7CMK/7 GW

より伸びました。

：年齢のせいかフルタイムの参加JH2PWG/2

は無理でした。でも来年も参加致します。

：自宅（名古屋市）で見る星空よりJH2JTW/2

も格段にきれいで、星空をサカナに発泡酒で

ご機嫌の車中泊コンテストでした。

：天候には恵まれましたが、コンデJE8DBO/8

ィションには恵まれませんでした。

：家庭サービス終了後、フィールドJG3KFM

で運用する各局を呼びに回り、コンテストさ

せて頂きました。短時間でしたが、楽しめま

した。

：雨と雷とアブになやまされましたJA3FNO/3

･････

： 日はあまりコンディションが良JI1CPN/1 6

くなかったが、夜中に スポで エリアのマE 6

ルチを拾うことが出来た。 日は で撤7 11:30

収したが、その後に スポが開いたみたいでE

悔しい思いをしました。

：山の中、一人での運用はきもちJE1VQQ/1

が悪い。 人以上で行くべきでした。でも天2

気に恵まれ でした。最後はコンテストよFB

り飲み会（ 人で）に変化！！1

：コンテスト大好き。次回もよろJH2EUM/2

しく。

：時間が無く、 時間程度の運用JH2GMK/2 1

でした。Ｅスポやスキャッタも感じられず、

局数もマルチも稼げず残念でした。とにかく

暑かった。

JA7KRS/7 8 9 QSO： エリア エリアが開けず、 、

できなかった。 エリア、 エリアが昨年よ4 5

り強く入感していた。

：楽しく参加させてもらいました。JA1FJD

：夜は涼しく、昼間は暑かった。JM1BMM/1

：時限参戦でしたが、 スポ、スキJL3TEM/3 E

ャッタに恵まれず、不満足な結果となってし

まいました。がお天気と下界の眺めだけはバ

ツグン！でした。

： 月 日（土）～ 日（日）は岡崎JR2NRP 8 6 7

市観光夏祭り大花火大会で、後始末などをし

ながら合間を見て、自宅に座っての昨年同様

の運用です。 の運用は勇気がいる！/2

：毎年楽しく運用させて頂いていまJA1COW

す。

：二年ぶりに一時間だけ参加しまし7N4JZK

た。

：初めて で参加しました。色7K4TSJ/1 QRP

々工夫し次回に活かしたいと思いま す。

：深夜の エリアオープンと 日目7N2SPK 6 2

午後のスキャッターなどいろんな伝播で楽し

めました。
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：準備万全で初めての移動場所へJA1WHG/1

30出かけましたが、携帯発電機のトラブル（

）、 （ ）年まえのレアもの オート ANT ATAS100

の故障とダブルトラブルでした。

： と同様久しぶりのコンテJA2PAC/2 6mDown

ストです。 年前と比較し局数が少なくなり10

E condexました。 ｽﾎﾟもあまりオープンせず

が悪いですね。

： 出ず局数伸びずJA3BBG ES ,

：ゆっくり寝れたコンテストでしJA5KHS/3

た。

：今回は体調不良と準備不足で本JA6HQQ/1

格的な移動運用ができず、マルチも伸びなか

った。次回はロケーションが良く、日中も涼

しいところに出掛けたい。

：年々参加者が減少気味 のコJA7EEF/7 JARL

ンテスト啓蒙をもっと期待する。

：集計ご苦労様です。飛ばない、聞JE5JHZ/5

こえない、雷の 重苦でボロボロでした 。3 Hi

：最初計画していた移動地は先客JF3VKM/3

がいて、自宅近くのいつもの移動地に予定変

更。サブアンテナ用ポールのボルトを忘れて

アンテナ 本体制に計画変更。日曜の朝から1

近所の方が草刈にきてアンテナ一時撤去など

色々あったが、コンディションもよくて楽し

めました。しかし暑かった。

：次回もがんばります。JF6EZY

：運用時間はコンデションは余りよJG0EGY

くありませんでした。

JG5DHX/5 I had a good time with this：

contest.Thanks for all the operaters with great ears.

：すこしですが参加しましたJH2FOR

：今回はかなり暑かったためか、参JH5UPI/5

加者はちょっと少なかったです。

：コンディションが良かったです。JK1BII/1

：短時間ですが、楽しめました。JK1TCV/1

：天候不安定で、雷が非常に気になJK3HLP/3

りました。

：固定からの参加でした。結構楽しめJP1LRT

たと思います。

：全国が聞こえましたが少し不安JQ1AHZ/6

定なコンディションでした。

：期待の もでずマルチが延びなJQ2SJN/2 Es

いまま夕立の為早めに切りあげましたが・・

・

：標高 の高原から移動運用JR0ETA/0 1900m

しました。設営時には雷雨に見舞われ、準備

が整ったのは日没後でした。初めて 部門X50

に参加しました。

JR2WBT ,：とりあえず声を出しただけですが

コンディションがいまいちのような気がしま

し た。

：晴天に恵まれ、コンテストを楽JR5HWQ/5

しみ事ができました。久しぶりに、 部門X50

で参加しましたが、昨年のエリア 位のスコ1

アを更新できず残念です。マルチの取り方を

もっと工夫しなければなりません。

：いつもお世話になります。今回は、JR5PPN

猛暑と渇水騒ぎの中でのコンテストで各局大

変ご苦労さまでした。少しの交信ですが今年

もログを提出しました、次回も楽しみにして

います。

●電信電話部門シングルオペ144MHzバンド

：参加局が年々減少しています。JA9TRJ/9

：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頂いておりま

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。

：筑波山山頂より気持ちの良い運用7K4FPT/1

をすることが出来ました。

： ホームステーション部門」があるJO1SIM 「

ともっともっと燃えます！

：今年は家族旅行からの運用でしJK1DMT/7

た。 のみで参加するつもりでしたが、出CW

2mている局もいなかったようで仕方なく

のみで参加。短時間運用でした。FM

：局数が少なかったですが、楽しめJO7CAF/7

ました。

：初参加です。途中 時間が長JH4XFZ/1 QRT



- 14 -

く、 数は低調に終わりました。マルチ狙QSO

いで何とか形を作りました。

：雨のため、自宅運用です。ガッカJH0DGG

リ運用。参加はしました。

：電波の飛びも良く楽しめました。JE2LWP/3

：今回はサービスでしたが、次回はJA6FAA/6

エントリーしたいと思っております。よろし

くお願い致します。

：雨も雷もなく無事に参加することJF6LIU/1

が出来ました。

：朝方エリア外 エリアからふわふJH8DHV 7

わとういた感じで入感。やみつきになりそう

です。

：徹夜明けでひょろひょろになりな7L1FFN/2

がらの運用でした．しかし，お手軽 本のGP1

運用ながらよくマルチが拾えました 実は一.

番の目的はコンテスト前の ロールコD-STAR

.ールで，楽しめました

：参加者が年々少なくなっていまJE7NZB/7

す。是非多くの人に参加するよ 、お願いPR

します。

：たくさんの局と でき、移動JG2TSL/2 QSO

運用を満喫することができました。

：参加局が少ないようでちょっと寂JJ1VPV/1

しいですね、今回も途中でリタイヤ 、病気

上がりで最後まで持たなかったのは残念

：参加局数が少ないようでした．JJ1WTL/0

JR7UOL/7 12：夕立回避のため、日曜日は昼

時に撤収しました。

●電信電話部門シングルオペ430MHzバンド

：昨年のフィールドデーは 点でしJI1LAI 18

た。

：仕事の関係で運用時間が短く残念JA8XPP/8

でした。毎回コールしてくれる局に感謝致し

ます。

：年々応答局数が少なくなってきまJJ6WDB/6

すね。でも、このときにしかお会いできない

遠方の局長との交流を楽しみに毎年参加して

います。

：最近のコンテストでは参加者が非JJ1UQC/1

常に少なくなっているような気がして寂しい

気分で参加しています。

：天候もはれたり、雨が降ったりJM4NXT/4

でいまいちでした。電波の飛びもいまいちだ

ったかな？でも頑張りました。

：今回の移動は少々出遅れましたJI5GND/5

が、各局のお声のお陰で楽しみました。しか

し、昼夜を問わず高気温による影響で少々バ

テ気味の中、早めの撤収を行い、無事フィー

ルドデーコンテストを終了致しました。各局

暑い中、お疲れさまでした。

：土、日、仕事の合間での運用でしJP1TFK/1

たが楽しくできました。真夏のフィールドデ

ーは年々つらくなってきました。暑い！暑

い！！春か秋に開催して頂けると助かるので

!すが･････

：天気に恵まれて良かったが、とてJA1VQP/1

つもなく暑かった。

：天気に恵まれて電波も良く飛びまJI3CDF/3

した。

：自作アンテナでビームを効かせて7M3IKJ/1

楽しく運用できました。

：次回は にトライしたいとJN3MMU/2 21MHz

思います。

：高山病がつらかったですが、楽しJA1UGI/2

かったです。

：天気が良くて、木下で運用できたJA1JUR/1

ので、快適に出来ました。昨年より、総得点

が上回った。

：フィールドデーに初めて参加しまJJ2PUE/2

した。

： 年度のフィールドデーコンテJE1SGT 2004

ストではマルチが でしたが、 つ増え、得4 1

点も少々増え満足のいく交信でした。

：本年度も移動に行けず空いている時JI5SAO

間を利用してやっていました。未だ当分は移

動に行けないと思いますが、移動に行けるよ

うになりましたら、他の周波数で参加してみ
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たいと思います。

：久しぶりに参加しました。山登りにJA5UJT

専念する 年前と比べてかなり局数が減っ10

ているなと感じました。

：休日にコマーシャル残念。JR1BSV

：今年は屋外に移動できず家からの7K2GMF

運用でした。来年は移動して運用したいと思

います。

：次回もがんばりたいと思います。7K4FVR

：フィールドに出られず、常置場所7L1PNG

から参加しました。

：来年も頑張ります7M1UBW/1

、7M4HXE/1：房総の低い山はやぶ蚊との戦い

涼しい高原がうらやましい。

：今年は、お声がけ主体の参加でし7N1OVK

た。時間の余裕がなく少し残念でした。

7N3OEP 430MHz 1200MHz： バンド運用中、

の をワッチしていましたが、ほとんどFM

聞こえていませんでした。

：今年は参加時間がなく自宅近辺7N4LXB/1

からの運用でした。形式だけの参加でしたが

ログを送ります。

：丹沢〔黍殻山（きびがらやま）標7N4OAM

高 ｍの近辺〕での山岳運用で、ごく短1,273

時間の運用でした。各局からは多数コンタク

トいただきありがとうございました。

：アンテナが であまりできませんJA1BEU BF

でした。相手が移動局でないと交信できない

（ ）のがつらかった 固定の場合 出しにくいCQ

：短時間の運用でした。JA9MPK/9

：固定からの参加です。JE1BNZ

JE1MPR/1 22：集計ご苦労様です 初日は台風。

号、翌日も天候が回復しなかったせいか移動

局が少なくチョット寂しく感じました。

：久しぶりのコンテスト、こんなもJE4RXL/4

んかな。

：今回は、お手軽る移動でハンディJG2VOJ/9

。 。ー機による でした 来年も参加しますQRP

集計ご苦労さまです。

：参加局数も減っているし、移動しJH1ACA

ない局は相手を確かめなければいけないし、

規則を知らないで呼んでくださる移動ではな

い局も多いので常置場所同士の も成りQSO

立つように規則を変えてほしい。移動する局

はポイントが 倍になると言うメリットがあ2

るのだから常置場所で参加する局も楽しめる

ようにしてほしいと思います。

：筑波山頂に移動したが思ったほどJI1OJZ/1

呼ばれなかった。

：初めての本格的な移動運用でポイJJ1EMC

ントは稼げませんでしたが、楽しめました。

：固定からですが、少しだけ参加してJJ1TML

みました。アマチュア無線人口が減る中、コ

ンテストをはじめ色々なイベントを通じ少し

でも活性化に繋がればと思います。

：リニアとリグの接続ケーブルの具JN3KST

合が悪く、 ワットの時が殆どでした。10

：いろいろドラマのあるコンテスJR9HCV/9

トでした。自己最多マルチを記録し，そのす

べてを で得ることができたのは，430FM

フリークとしてはたいへん嬉しいこと430FM

です。移動して，また常置場所から交信して

下さいました皆様に感謝します。

●電信電話部門シングルオペ1200MHzバンド

： 帯がさびしい。JF1JOF/0 1200MHz

： 日の午後は日光を遮るものがなJJ5CVM/5 7

く、大変な運用になりました。屋島の蝉の鳴

き声を聞きながら真夏のコンテストを楽しめ

ました。

：次回は で したいJH5DAH/5 2400MHz QRV

です。

●電信電話部門シングルオペ2400MHzバンド

：今回の運用地は横手山ロッジサJH1HEK/0

イドから運用しました。 ごろから雨8/6 23:30

が降り出し、急いで撤収することとなりまし

た。外気温度 度 。15 C

：夏の富士山の運用は登山者が多JS1UVH/2

く、困難です。ロケは少し悪いが、裾野のス
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キー場から運用しました。局数が少なく、１

時間半で しました。QRT

：年齢を考えず、小高い丘の上にJA3ABV/3

テントを設置しました。腰を痛めました。無

理せずに運用できる場所を次回は選びます。

：大阪，和歌山県境の三国山山頂近JA3QOS/3

。 （ ）くから運用しました 雷に脅され 驚かされ

ながらの参加でした。 ～ でオン3.5 2400MHz

エアしましたが， シングルバンドで2400MHz

エントリーします。

●電信電話部門シングルオペ5600MHzバンド

：バンド防衛とはどういうことJA1CQP/1
か？1エリアだけでも相当数の局長が送受信

できるはずですが、コンテスト位は出て来て

ほしいですね。

●電信電話部門ｼﾝｸﾞﾙｵﾍﾟ10.1GHzﾊﾞﾝﾄﾞ以上

：筑波山西側の真壁郡真壁町の林JA1KKL/1
道脇から移動運用で参加しました。

で 運用しま2400MHz,5.6GHz,10GHz,24GHz
したが、 局の参加が少なく、空白の時間SHF
帯が多いコンテストでした。

●電信電話部門シングルオペシルバー

： の スポがラッキイで もJA6EX 50M E 28M

出来て良かったと思います。全般に出る局が

少なかったようです。 バンドはコンディ7M

ションがとても良くなかったのが残念でし

た。

： のため、きこえても取ってもらJA1KK 5W

えないことが多く、局数・マルチとも伸ばせ

なかった。

：コンディションに恵まれず、交信局JA8EE

数も少なかった。

：初めてのコンテスト参加でした。申JO1EIP

請事項に不備の点がありましたら、次回運用

の注意事項と致します。よろしくご指導の程

お願い申し上げます。

：免許返納したので車の移動が出来JS1KPM

ず残念。シャック内温度 度 熱中症にな36 C

りそうでした。

：祭礼の会合で前日が出来ず残念で7N2DFV

した。

：時間が無くて短時間の運用でしJA3QVQ/3

た。初のシルバー部門への参加です。

：炎天下難聴に苦しみながら、しどJA3RR/3

ろもどろのコンテスト参加でした。短時間で

したが若い頃は毎年徹夜で頑張ったときと同

じ場所で楽しい時間でした。生きておれば来

Hi年も参加します。

：昨年と同様、ホームからの参加になJA1CP

りました。

：今年からシルバーエイジ。楽しく参JA1OQ

加できました。

●電信電話部門シングルオＱＲＰ

：暑かった。JI6BFF/6

：コンテスト中の 変更禁止はきJP2GJS/2 QTH

ついです。移動すると減点でもよいから移動

を認めるよう、検討願います。

：今年も昨年と同じ場所に移動したJH1CIG/0

、 。のですが 大分交信局数が少なくなりました

聞こえるのですが には至りません。QSO

：地域 防災宿泊訓練の合間に7M4JUO/1 PTA

参加。当日は、地震にも遭遇し、本番さなが

らの訓練ともなった。

： 機を改造して にJH3DMQ JSF245S 10W 5W

して使用しました。 パワーメータWM-2QRP

で確認しながら にて運用しました。QRP5W

は にて使用しました。FT-817 5W

：今年も雷雨によりアンテナ設置やJA3KYS/3

運用が中断された。 は新たにアンテナをHF

5自作したがいまひとつ成果は出なかった？

年連続参加しているが局数・マルチ共に伸び

たのでまずは満足している。

： ＋自作ヘンテナで京都からJJ3XJS/3 QRP5W

大分、長野と交信できたのが感激です。交信

頂いた全ての局とコンディションに助けられ

て、フィールドオペレーションの楽しさを充
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分に満喫しました。

： コンテストはこれで 回目のJQ1NBE FD 6

です。今年は都合により、 日（土）のQRV 6

夜、 からの参加で終わりました。来年Home

はもう少しがんばりたいですね。

。JN2NUX/2 QRP： との交信点を上げてほしい

：設営時の暑さでやられた為か早JE7CWH/7

朝に体調を崩し 時間半の休憩、 局アップ3 30

は出来たでしょうから残念でした。 メガ3.5/7

の西日本マルチが少なかったです。

：何とか参加できました。もっと見JF1ABZ/1

晴らしの良いところに行ければ良かったので

すが、時間がなく、妥協してしまいました。

。 、JF2OZH/1 QRP：何しろ暑かったです だと

コンディションの変化に敏感になるような気

がします。今回はそこそこのコンディション

だったですね。これで で スポが大々的50 E

に開ければ◎ですが。 ではスキャッタどQRP

ころか、 でも厳しいです。GW

：途中でぐっすり寝てしまったのJF3WNO/6

で、思ったより伸びませんでした。

：今回も楽しみました。交信頂いJG8QXY/8

た皆様ありがとうございました。

：移動運用では初参加でしたが、とJH0QYS

ても楽しむ事が出来ました。アマチュア無線

活性化の為にも移動運用を推奨して欲しいと

VY TKS! CU AGN!!思います！

：酷暑のなか、 バンド分のアンテJH1HGF/1 8

ナ設営で体力の半分を使い果たしました。

：バンド内に隙間が多くあってJH2CMH/2

としては助かりましたが、 は参加QRP 3R5/7

局が少なかったようです。

：仕事の都合で、僅かの時間しか参JI6CUK/1

加できませんでした。

：発電機故障のため急遽車のバッテJK2EIJ/0

リーで 運用しました。パソコンがないQRP

。 。といろいろ大変でした 新しいの欲しいなぁ

：出来る限りシンプルな設備でJK3NSD/3

しました。楽しめました。QRV

：次回もがんばりたいと思います。JQ1KWE

： エリアのコールサインでは初参JQ2QUF/2 2

加です。転居した場所の伝搬が分かり有意義

でした。

●電信電話部門シングルオペＳＷＬ

：久々の 参加でした。 ノイJA8JWS/1 SWL HF

ズが多く苦労しました。

：今後は所用にため、愛地球博入JA4-37294/2

2 8J2AI場口前広場で受信しました。 日目は

を運用しました。

：今年も参加できて嬉しく思いまJA1-22825

す。コンディションの割には得点が全く伸び

ませんでした。

： に熱中していた高校時代、JA3-35550/3 BCL

アマチュア無線資格も取りたいと思っていた

のですが、大学の受験準備と共に、その夢も

。 、忘れてしまっていました 歳になった今年40

の手習いでアマチュア無線資格に再チャレ40

ンジすることにしました。 月 日の 級の9 18 4

アマチュア無線技士国家試験を手始めに、電

気通信術の試験方法の変更に伴い、チャレン

ジしやすくなった 級や 級の上級資格も狙2 1

いたいと思います。フィールドデーコンテス

トは、高校時代にワッチしたことはあるので

すが、サマリーシートの提出は今回が初めて

です。よろしくお願い致します。来年は、是

非電波を出して、参加したいと思います。

●電信電話部門マルチオペオールバンド

：出発時に大雨が降り を簡JH9VJW/9 ANT
単にあげて（ ）運用しました。アクティGP
ブに応答してくれる局が少なく大変に苦労し

ます。

：クラブの仲間 人で納涼会をかJA0YKA/0 15

ねて姫川の土手でテントを張って運用しまし

た。にわか雨が振ったり、猛暑になったりで

少し大変でしたが楽しく運用できました。

：前から興味があり、今回夫婦でコJA1RPL/1

ンテストに初挑戦しました。次回もぜひ挑戦

してみたいです。
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：次回もがんばりたいと思います。JA1ZXP/1

：久しぶりに社団局で コンテスJA3ZFN/3 FD

トに参加させていただきました。

：年々参加者が減っている気がしまJA6ZLN/6

す。

：夕方からの雷雨で戦意喪失。散JH0YEH/0

々でした。

：コンテスト中に 頂いた皆様JK1YMM/2 QSO

ありがとうございました。来年の コンテFD

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 名で合JM1ZJI/2 10

宿。

：移動地が東過ぎたのかハイバンドJN4RRR/5

が振るいませんでした。来年は西の方から？

： 局そろって長丁場のコンテストJQ1YFM/2 8

を参加したのは始めてだったが、まずまずの

お天気に恵まれ無線運用を楽しみました。

。JR4ZUZ：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

：マルチオペのクラスですが全て一JA1DZZ
人で行いました。このクラスにシングルオペ

では参加できないのでしたら、チェックログ

のみで結構です。暑くて、本当にやる気が出

ません。 ．SRI
：久し振りに参加しました。クラブJH1YHS/1

局の激減には驚くばかり。

●電信電話部門マルチオジュニア

：今回のコンテストがコンテストJQ2NRS/2
デビューで、フレンド局さんに呼んでくれそ

うな場所へ一緒に連れて行ってもらったけど

のコンディションがあまり良くなく7MHz
て、思うように呼ばれなくて残念だった。

： 歳以下による交信は全体のJN1ZLK/1 18

でした。100%
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