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JARL
CONTEST REVIEW
全市全郡コンテスト
８-９, October 2005

2005 10 8 9 26 CONTEST年 月 日から 日かけて開催された第 回全市全郡コンテストの

をお送りします。REVIEW
この は、サマリーシートのコメント欄に記載された皆さんか"JARL CONTEST REVIEW"
らの意見を掲載したものです。

また、コンテストレビューの発行が遅れましたことお詫び申し上げます。

（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

：家からの運用、なかなか聞こえまJH2POY
せんでした。

：天気が良くなかったためか、移動JN1GQG
局が少なかったようですが、 からお声Home
掛けのみで 交信を越えることが出来まし200
た。

：固定より運用しました。 でJF2FKJ 28MHz
、 。は参加局が聞こえず 交信できませんでした

：横浜のセカンドシャックも免許状JJ1PSM
がもらえ、 も 運用可能になり1200MHz 10W
ました。

：天候が悪い中の移動運用でしたJN1AEQ/1
、 。が 多くの局と することが出来ましたQSO

各局ありがとうございました。

： ハイバンドは全く聞こえませJL2PCI/3 HF
んでした。パソコン、インターネットしてお

りません。ドシロート無線局結果発表は以前

のように に全面掲載して頂きJARL NEWS
たいな！参加局が全く判らない！

：参加局が少なくなったせいか、JO1HOS/1
を出してもなかなか声がかからず、呼びCQ

に回っても殆ど同じ局の しか聞こえないCQ
のはさびしいかぎりです。

：今回は完全にダブりがなく終わっ7N3AKG
た。 と マルチを越えたので、コ100QSO 50
ンテストアワードも取れる。しかし、 時間24
は長すぎる。

：天候の影響でしょうか、局数がす7N4BGU
くなかったようです。

：本年最後のコンテスト（ ）JO7CMK JARL
楽しめました。

：天候にも恵まれ、前年より総得JA6QHX/6
点も増えました。沢山の方に交信して頂きあ

りがとうございました。

：今回も仕事の合間に させJE1CMO/1 QSO
ていただきました。今年は も参加21,28MHz
したので の が少なくなりまし50MHz QSO
た。目標の は、今まででもなかなか100QSO

。 。できなかった 今度はマルチ が目標です100
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：コンディションの関係上、 及びJL4GRQ 21
はダメでした。50MHz
：皆さんお世話になりました。雨天7K3HAJ

のため外出予定が中止となり、コンテストに

参加できました。

：当日は、地区住民体育祭の運営委JA1WWH

員でコンテストは無理と思っていたのです

が、雨で体育祭が流れゆっくり無線ができ、

周りから雨男と言われました。得点はこんな

ものでしょう参加することですね。

JE3UHC JCC,JCG：交信局数は少ないですが

ともにニューを取ることが出来て、楽しかっ

たです。

：全日本 競技大会の会場からJF2TIR/9 ARDF

の でした！！QRV

： 局中心に をいたしJF3QND First QSO QSO

ました。

：天気が悪く常置場所からの参加でしJI1EUI

たが、やはり移動運用が楽しいですね。

：途中で送信機の具合が悪くなって今JI1JCI

一つです。

：全日本 に参加したので エJI7OED/9 ARDF 9

リアから出ました。 とコンテストを重ARDF

ねないで欲しいです。 のコンテスト結果発JN

表は全参加局をお願いします。

：３連休の中日だったのでのんびり楽JJ3GCR

しむことが出来ました。

：次回もがんばりたいと思います。JK2EXU

JM1XSJ QRV：今年は、仕事で一部間帯での

となりました。

： では がないと局数がJO7FGZ/1 144MHz SSB

稼げないと感じました。

：初めての全市全郡コンテスト参加JP1DHG

で楽しめました。次回はより高得点が取れる

よう頑張りたいと思います。

●電話部門シングルオペ3.5MHzバンド

：精一杯頑張りました。楽しませてJA7QPG
もらいました。ありがとうございました。

：集計ご苦労様です。よろしくお願JR0GSJ

い致します。

：疲れました。寝不足です。お声掛7K4MSS
けはなかなかとってもらえず苦労の連続でし

た。

：疲れました。寝不足です。お声掛7K4MSS

けはなかなかとってもらえず苦労の 連続で

した。

：お世話になります。交信局数が毎年JR5PPN

少なくなって来ているので、来年は頑張ろう

と思うがダメでした。次回も楽しみにしてい

ます。

●電話部門シングルオペ7MHzバンド

：長らく していた に復活JA8DHV QRT HF
しました。今回はサービスとなりましたが、

次回はフルタイムで参加したいと考えていま

す。

：仕事の間に少しの時間参加した。JH2KQR

●電話部門シングルオペ21MHzバンド

JS1MBH TNX.：のんびり参加しました。各局

●電話部門シングルオペ50MHzバンド

：標高 「三宝山」山頂にて運JA1KHZ 2,483m

用、生憎強い風雨に会い寒かった。

： 当夜は雨で始まり、風も次JG3KFM 10/8
第に強くなり、参加局が少なかった。 も10/9
天気は回復すれど、意外と局数が伸びず、当

JARL 4局としては低調に終わった。 主催の

大コンテストの末席を汚しました。

：後半局数が伸びず残念でした。アJK1USO
パマン“ ”の限界を感じましたが、楽しんL
で参加できました。

： メートル級の峠で強風の中JF9CFT/9 1000
での運用でした。

：スタート前の 月 日の午後、JR1UIE/0 10 8
現地は雨＋風でしたが、なんとかアンテナを

8 6あげました このコンディションの中 と。 、

エリア以外は交信できました。

：なかなか には至りません 聞JH1CIG QSO （
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こえるのですが）今回は天候が良くなかった

ため、移動局の参加が少ないように思えまし

た（私も移動せず常置場所にて 。 ニュ） JARL
JARL Webースには入賞局のみとのこと私は

が見られません。

： な秋晴れの天候の下、 時かJN4JAM/4 FB 8
ら 時まで運用した。 時以降の更新数は21 15
激減です。早めに終了される局が多いのか

な？

： 日は深夜まで私たちの地方JR2NRP 10/8
は、大雨が降っておりました。 連休の最中3
でもあり、ゆっくり出来ましたが を出しCQ
ても声が掛からずさみしい気もしました。し

、 。かしそんな中 移動局には感謝申し上げます

：両日とも参加局が少なく、長く感JI1CPN
じられたコンテストでした。

●電話部門シングルオペニューカマー

JA1HII/1 5：移動したのですが生憎の天気で

時間半ほどの参加でした。

： と のみでコンテストに参JE1HGZ 430 144
加しました。今度は なども入れて運用SSB
したいです。

：わずか３局のみの交信ですが、7N4UWM/2

一応申請したいと思います。

：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。

：全日本 競技大会もがんばJQ2HYB/9 ARDF

っています！！

：明日の全日本 競技大会もJQ2HYC/9 ARDF

がんばってやります！！

●電話部門マルチオペオールバンド

：今回は天候に恵まれず、結果としJA7YFB
て交信数もいまいちのものになってしまった

のが悔やまれました。

：今回も沢山の局と させていたJA1YPZ QSO

だきました。ありがとうございました。

：来年は学生免許保持者がいなくなJA7YJU

ってしまうのです

●電信部門シングルオペオールバンド

：町村合併で市、郡が増えたので、JH7CJM
のポイント稼ぎに参加したのですが思っAJA

た程 局が少ないように感じました。コQRV
ンディションが今ひとつのためでしょうか。

：今回はいつもの人が病気になってJF1ZYU
しまい、こんな結果でしたが、次回はガンバ

ルゾー！

：都合により途中からの参加でしJA6DNV
た。相変わらずハイバンドは不良ですね。

あたりの を期待しているのです50MHz Es
が、とても望めません。結局は 主体と7MHz
なりました。 の中、弱小局の当局をひQRM
ろってくださった各局、ありがとうございま

した。

：楽しませて頂きました。JA5HPX
：パワー不足で売り込みが出来ない。JP3DVP
：又、来年元気で参加します。JA3ATK/5
：例年だと全市全郡コンテストは天7K2AMG

気に恵まれるけれど今年は曇りがちで天候が

いまいちぱっとしなかった。いつも低域バン

ドでは夜間帯でコンディションが開けるけれ

ど今年の低域のコンディションがはっきりし

なかった。と言われてみれば、一生懸命精進

!!したけれど結果は散々でした

：高年齢になり 時間運用は無理JA6FOF/6 24
になりました。残り 時間は諦めました。6

：急な仕事で参加時間が少なくなJH2NTZ/2
ってしまいました。少しでもオンエアします

とホッとします。

：短時間の参加でしたが、楽しく運JJ0KUS
用させて頂きました。また、来年も参加した

いと思います。

：今年も参加しました （参加局ロJA7NT/1 。

グ提出局が必ず減る）発表は従来と同じく入

!! CW 7賞局のみでなく提出全局を 今回も は

Call Hiから始まる の局少ないです

： バンドのコンディション変化JA7DLE 7MHz

が激しくスリルがありました。常連の方々に
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もお会いできて嬉しく思いました。

：集計ご苦労様です。JE5JHZ

：今年もハイバンドのコンディションJH8SLS

が悪く、北海道からは辛かったです

：日中の メガの混み合い方はかなJR8VSE 7

14りの物で大変印象に残っています。また、

メガはここ北海道でも日中安定していとはあ

まり言えませんでした。コンテスト結果の発

表は、同結果発表をする の発行JARL NEWS

に足並みをそろえていては遅すぎます。まし

てや季刊発行となった現在では、 発表WEB

を先行して行うべきです。

、 、7L4SCQ：移動する予定でしたが 仕事と雨

そして体調により、 食昼寝つきの自宅から3

のんびり運用で楽しみました。

：ローバンドはコンディションがい7N2SPK

まいちでしたが は意外と局数が進みまVHF

した。今回は複数のバンドで交信した局が多

かったです。マルチバンド局が増えてきたの

でしょうか。

：次回もがんばりたいと思います。7N3BGR

：今回は ・ を中心に参加しま7N4MXU V UHF

した。多くの局に していただき、ありQSO

がとうございました。

： ｚでの ができず残念でJA0AAQ 28MH QSO

した。

：北海道出張から羽田についたのがJA1FPV

時、家へ帰って電波が出せたのが 時過18 20

ぎでした。 はコンデションが下がっていHF

たので、 のみ慌しく参加しました。VU

：お世話になります。少ない時間でJA1FWY

の参加でしたが、楽しめました。有難うござ

いました。

：初参加です．昨年は、マルチオペJA1NKU

、 。参加でした長時間と 寝不足がたたりました

アンテナの増強が必要だと痛感しました。

：久し振りに多くの時間参加し、途JA1SWB

中パドルのトラブルがあったりしましたが楽

しめました。参加バンド全てでダイポールを

使用しました。

： ハイバンドの が悪いでJA1TCF HF CONDX

す。

：機器の調整を兼ねてオールバンドJA1XEM

で参加しました。

：ハイバンドが開けず残念でした。JA2BCQ

局が健闘していました。QRP

：集計ご苦労様です。JA2QVP

：時間の都合で 日はほとんど参加出JA3RSJ 9

QSO,TKS来ませんでした。各局

：久し振りに楽しめました、しかしJA6QDU

ハイバンドはいつ良くなるのでしょうか。生

きてる内に頼んます。

：毎回参加し、ログを提出していまJE1HMC

す。

：ハイバンドのコンディションが悪JF4ETK

、 。く エリアからはつらいコンテストでした4

：久しぶりのメジャーコンテスト参JG4KEZ/1

加でした。個人局ででるのは 年ぶり位に10

なると思います。

。JH1HYH 2：昨年より局数 割アップしました

： が全く で残念。JH1MTR/4 High Band NG

：体調が悪く 時間の睡眠をしてJH2NWP 4.5

しまいました。７ ｚのコンディションをMH

見落としていたため、最後は普段は行わない

でランニングしました。50MHz

、JH4JUK：フルタイム参加するも集中力無く

タイムスケジュールくずれ結果は伸びず、齢

を 感 じました。次回に期待しよう。

：さすがにバンド中空きが無く苦労しJI0NXA

ましたがその分楽しみが増した感じでした。

今年も全市全郡コンテスト、充分堪能致しま

した。やはり ハイバンドはきつく成りまHF

。 。したね これからもよろしくお願い致します

：参加時間が足らず、目標に届きませJI1ALP

んでした。

：このコンテストからマルチバンドJI1FLB/1

部門で楽しむ予定でしたが、仕事が忙しくち

ょこっとだけお手軽参加でした。

：集計お疲れ様です。 はまJI1HFJ 3.5, 7MHz

ともなアンテナが無いのですが、思ったより
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届きました。

：電信シングルバンドでは局数が飽和JJ1IDW

してしまったので、途中からオールバンドへ

変更しました。

：７メガで「 ？」も打たずにいJJ1UDO QRL

きなり を出すマナーの悪い局があった。CQ

こちらで聞いてて の信号なので、既に使っ9+

ているこちらの信号がとれないなんてことは

ないと思うんだけど・・・

：天気が悪く、設営、撤収に苦労しまJK2EIJ

。 。した でノイズがひどかったですね1R9,35R

：設備規模縮小してロケのいいとこJK2RCP/1

ろへ移動しました。去年は台風でフル参加で

きませんでしたが、今年は雨模様でしたがフ

ル参加できました。

：天候が悪かったせいか局も少なかJK3HLP/3

ったです 。。

：ローバンドはお手軽なアンテナJM1LRQ

( )で参加しました。Long Wire

。JN3ANO：各局交信ありがとうございました

： メガ以上の はコンディショJR1WYV 14 HF

ンが未だに悪く が激しい になっ7MHz QRM

430MHz CWていた。また、 では久しぶりに

で ができた。QSO

：ローバンドが結構楽しめました。JR6GUI/1

： 年ぶりのマルチバンドでの参加でJR8OGB 5

した。ハイバンドのオープンが昼頃にわずか

ば かりありましたが、どうも今一な結果に

なってしまいました。

JR9DPV/9 JARL：・結果発表は季刊となった

発行に合せるのでなく にて迅速NEWS Web

に掲載願います。

・コンテスト周波数に も追加すれば1.9MHz

地域格差の是正となり面白くなると思いま

す。

JA1SIM 144MHZ：微弱な信号ですが、特に

の到達距離にはいつも驚いています。

JA9MAT Enjoying this test!Thanks a lot!：

、JK7UST：パートタイマーではありましたが

コンテストを楽しむことができました。

： の最後、 の交信JR0QWW LOG 433MHz/FM

はチェックログです。久しぶりに無線を少し

、 。だけでもできたかな という感じがしました

また機会を見つけては参加してみたいと思い

ます。

●電信部門シングルオペ3.5MHzバンド

：コンテストの審査御苦労様です。JH8UJI
宜しくお願いします。

：初めての全市全郡。参加すること7N2VNF
に意義がある。昼間の家族サービスと両立さ

せるには、このバンド（ 帯）しかな3.5MHz
いです。

：コンテスト結果は、全参加者分JE7DMH
に掲載してほしいと思います。JARL-NEWS

：今回、許された時間の中でフルタJG0EGY

イム運用しました。

： は時期的に他のバンドがスJA3VUI 3.5MHZ

キップしている夜間に運用でき、体力的にち

ょうど参加しやすいバンドでした。なつかし

い局を見つけて楽しませてもらいました。

：夕方の 時間ほど参加しました。JG0AXT 1

：土曜日が雨天だったのと、仕事なJG0SXC

どが のため、固定からほんの少しだけQRL

の参加でした。せっかく の のリQRP 3.5MHz

グも調達してあったのですが。来年はぜひオ

ールバンド電信 で挑戦してみたい。P

：集計御苦労様です、 日は昼からJH6KDY 9

仕事が在り余り参加できませんでした、又参

加予定です宜しくお願いします。

：昨年に続き 度目の参加です。JR1CPB 2

： ： で参加しましJA4RWN FT-817 5W QRP

たが、たくさん でき楽しめました。QSO

： まで海外出張していたことJK1AJX/7 10/28

と、ログの締め切りが と勘違いしてい10/31

たため本日のログ サマリーの提出となりまし/

た。 していただいた方には申し訳ないのQSO

で、チェックログとして扱っていただけまし

たら幸いです。
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●電信部門シングルオペ7MHzバンド

：例年 帯で出ていましたが、JR5DPV VHF
アンテナとマストが台風等でやられてしま

HF QRV 7MHZい、 帯での になりました。

はさすがに混んでいますね。呼べども応答な

しがかなりあり、混信やパワーの差を痛感し

ています。でも は比較的応答がよいのでCW
でエントリーしました。今後ともよろしCW

く。

：やはり 主催です。局数が非JA9CHG JARL
常に多いコンテストです。そのため混信で交

信できない局が多くあった。

：時間の合間に出ただけなので、こJA0SOO

のくらいがいいところかな。

。JJ5AKK：ほぼフルタイムに参加できました

毎度の事ながら長い を浮き沈みのTEST NR

中で聞き取るのは骨が折れますが、それも楽

しみの一つですね。

：しっかりと睡眠し、家族サービスJM1TUY

もしながらの参加でしたので目標局数には届

かなかったです。

：集計ご苦労様！JA5IDV

：ハイバンドはコンディションが悪JA6HXW

く開けませんでした。都合で 日の朝までし9

か運用できなく、ほんの少し参加しました。

： でも十分楽しめましJE1BNZ MicroVertANT

た。

：旅先で少し参加しました。JH2FOR/2

：今回はじめて シングルバンJJ2VVH 7MHz

ドで運用しました。バンド内が混んでいて、

なかなか を出す状況になりませんでしたCQ

が、呼びにまわるだけでも結構局数が稼げま

す。マルチバンド人するときには、うまく

を使って、局数を稼ぐのも方法のひと7MHz

つですね。

：今年は昨年に続き７ のシングJJ6TWQ MHZ

ルバンドで参加しました。

：深夜にかなり休憩してしまいましJK1BSX

たが、久々に自宅でコンテストを楽しみまし

た。

：コンディションが、悪い感じでしJQ1DSK/1

た。

：集計ご苦労様です。今年は仕事のJR0ETA

ため短時間の参加でしたが、楽しめました。

：短時間でしたが楽しめました。JK1TCV/0

●電信部門シングルオペ14MHzバンド

：集計御苦労様です。ハイバンドJK2BAP/2
、の は予想して参加しましたがBAD CONDX

好調なのは エリアばかり。 エリアは 日8 2 9
の昼近くなってから、やっと拾ってもらえる

ようになりました。まあ、合併で出来た新し

、い町の サービスが半分目的でしたからJCG
こんなものでしょう。

：一日いっぱいマイペースで楽しむJF7QUE
ことが出来ました。コンテスト委員の皆様あ

りがとうございました。

：楽しく、コンテストに参加しましJA0GSG

た。ハイバンドのコンデイションが今イチで

した。

：楽しくあそべました。JA6JMJ

：昨年より できた局数が少なかJF6NBB QSO

ったです。 連休の影響でしょうか？3

： のようなハイバンドだと、JH1IFQ 14MHz

九州や北海道に比べて関東は不利で、コンデ

、 。ィションによっては 県内しか聞こえません

運用エリアによってマルチを付けるなどは如

何でしょうか？

：お世話になりました。JH4ELJ

：天気が悪くて、山に移動できませJM1LQI

んでした。残念！

：帰宅途中、土手に上がって短時JR0BQD/0

間の参加となりました。

：楽しめましたJR4GPA

：強風に恐れをなしてマルチバンドJR8LRQ/8

での運用を断念し、設営のラクな で14MHz

参加しました。初日はまるで聞こえない、翌

日は盛り上がりに欠けるイマイチなコンディ

ションの為、ヒマな時間が多く寝不足になら

ない健康的なコンテストになってしまいまし
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た。来年はこのバンドでの運用経験を糧に、

マルチバンドで良い結果を残したいもので

す。

●電信部門シングルオペ21MHzバンド

：短時間での部分参加でした。JH0RNN

：久々に時間がとれましたので、JK3GWT

シングルででてみました。コンディシ21MHz

ョンもそれほどではなかったですが、それ以

上に数年前と比べて、局数が激減しているよ

うに感じました。近頃は無線をするにも環境

が悪くなっているからかも知れませんね 。。。

：天気がよくなかったせいか、移動JA1WSE

局が少なく参加局も少なかった。夜間はほと

んど交信得点できなかった。

：短時間の参加でしたが、楽しく運用JM2LSJ

できました。

●電信部門シングルオペ28MHzバンド

：ハイバンド用のアンテナを改善JE7ENK/7
する必要がありそうです。

：小雨降る中での移動運用です。JM1OZP/1

思ったより局数は伸びましたが、日も暮れる

と は空振り、やがて暖かいものが恋しくCQ

なり自主終了しました。 の終了時間もACAG

時が良いのでは？と、思います。15

●電信部門シングルオペ50MHzバンド

：このバンドはコンディションが動JA3TVQ
きおもしろいです。ダウンするときにナンバ

ーがとれなかったり。何回も送ってもらって

る内にコンディションが良くなったり。から

ぶり を 分も出したり。CQ 10
：夜に強風でアンテナが倒壊。戦意JI6TJL/2

を失い、 と を朝から再設置。昼GP HB9CV
には エレも設置して少しだけ参加した。5

：今年は のみで参加しました。JE1OOV CW
、 。JI3OYM：世話方の皆さん お疲れさまです

今回はスタートから 時間の限定運用でし3
た。 連休だったとは言え、あまりにも参加3

局数が少ないよう感じられました。他のコン

テストでは実施されていますが、スプリント

部門もあってよいかと思います。出力区分も

実効複写電力としては如何。

： の調子が悪いのか、メール環JA1AGJ PC
境で送ることが出来ませんので紙ログ提出で

す。

： へは入賞局のみ掲JI4EAW/3 JARL-NEWS
載とのことですが、紙面が限られているとは

言え寂しいと思います。また を見られWEB
ない方々にとって参加意欲の衰退につながり

がないと思います。事実、私の知人も「コー

ルサインが載らないのならログの提出は止め

ようと思う」との意見を言っていました。こ

れが「参加も止めよう」にならなければよい

のですが・・・・。再考を願います。

： 年 月の 以来、久々JH7MGJ/7 2000 8 FD
のコンテスト参加でした。電信電話部門に出

るつもりがマイクを忘れ電信部門に現場で切

1 QSOり替え、 時間半遅れて参加しました。

頂いた各局に感謝します。

：各回コンテストの参加者が一人でJR1IWW
も多くと思い、出来るだけ参加しています。

： 電信で参加、局数が少なJA1AAT 50MHz
く時間の関係で、上記の通りです。次回も参

73加します。

：半日のみの参加でしたが、楽しJA4OEY/1
めました。

：仕事疲れであんまり局数が出来まJA5SQH
せんでしたがグランドウエーブが良く延びて

いたように思います。

：聞こえてくる参加局が少なく低調JA5MAJ

でした。

： に比べると聞こえる局は十分JA7MJ 6Down

の一、のんびりと楽しみました。

：短時間のみの参加となりました。JA7VHJ

：富士山 合目からの運用でした。JF1NDT/2 2

：楽しく参加できました。JI2GVL

：１年ぶりのコンテストでした。JN1WXW

：今回は雨にやられました。JO1IDL/1
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：今回も、 で参加をしてみJG1UKW/QRP QRP

ました。

：交信を楽しくでき、ありがとうござJL3MZJ

いました。

：土日は仕事のため部分参加となっJR5EHB

てしまいました。

●電信部門シングルオペ144MHzバンド

： の の少ない足立区からJO1LDY CW QRV
の運用ですが、近くに別の足立区の移動局が

あり とスプラッターになかされましQRM
た。幸い別の局はマルチ か電信電話でのCW
参加のため助かりました。 は私の場合V/U

の場合でもプリアンプが入ってますのでCW
つらいところです。 の参加の多い区ではCW

、 。同じなんでしょうけど 初めての経験でした

昔ＨＦ（ ）で同じ市内局が したこと3.5 QRV
がありましたが、電波の性質の違いをおもい

だしました。

：今年も の のみで参加。昨JK1DMT 2m CW
年よりは若干 ．結果はどうだろうか・・UP
・。お相手下さった皆さん、ありがとうござ

いました。

： 日中は所用あり、夜間主体でJF1CQH
帯のみの運用となりました。V/UHF
：今回は各バンド自宅からのサービJA1VVH

ス運用でした。

： は，チェックログとして提JA3ATJ 430MHz

。 。出します の参加局が減りましたV/UHF-CW

マルチに府県数も乗じられるようにすると，

遠くからのかすかな信号にも耳を傾けてくれ

るのでしょうが，苦労して弱い信号を拾うよ

り，近場で数をこなそうという局が多いので

はないかと思います。

：コンテスト開始までに帰宅できるJH0KSP

ようにしていたのですが、途中高速道路 が

事故通行止めとなり、 時開始には間に合い21

ませんでした。が、結果は前回並みでたくさ

ん交信できました。今回使用したアンテナは

諸事情によりまもなく撤去となりますので最

後のコンテスト使用となりました。

：毎年参加局が減少しています。JH4OUH/4

複数部門の参加等を可能にした方がよい

： では初参加でした。設JR5HWQ/5 144MHz

備を増強しないと、ロケーションだけでは

勝てませんね。各局お呼びいただきありがと

うございました。

●電信部門シングルオペ430MHzバンド

：朝から山に移動しましたが、コJA9XAT/9
、 。ンディション悪く 全然聞こえませんでした

のほか、 でも しましたが、430 50,144 QRV
こちらの方は、ハンディ機、 の 運2.5W QRP
用でした。

： 達と緊張したバトルを繰り広7L3ECZ OM
げました。コンテストは楽しいです。自分の

技が磨かれるのがよいですね。

：集計御苦労様です。JQ1HIV
：開局 年でリグ、アンテナを新JH1BDQ 30

しくし、久々にコンテストに参加しました。

ロギングツール、ログなどが電子化され追い

つくのに一苦労。

： の 部門では参加者が少JH6XGC UHF CW
なく、毎回 できる局は数局止まり。しQSO
かも毎回同じ局

：今回の目標 ・・・達成できJA1IVL 100QSO

hiてよかった

：コンテスト参加局が少なく閑散JA6VLW/6

として活気が無かった

： 以上にも電力別部門を！JE1SHM 144MHz

●電信部門シングルオペシルバー

：今春から体調を崩し好きな移動もJG8SIS/8
コンテストも今一つ力が入らず今回は コCQ
ールの交信は 局のみでした。殆ど追っかけ5
交信でした。相変わらず小得点ですが提出し

ます。来期のコンテストは気持ちを入れ替え

????がんばるぞ

：今回のコンテストは国政調査員のJG4UWS
ため、 西条酒祭りにも参加が出来ずJA4RL/4
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時間の合間をコンテストに参加しました。

：シルバー部門にもシングルバンドJR8CIX
ごとに区分分けして頂けないでしょうか。お

手数かかると思いますが。アンテナの用意が

大変ですので。

：通常のアパマンハムの設備でどの位JA6PY
出来るかやってみましたが、こんなものか。

：オール コンテストにおける入JA6AHT JA
賞者以外を切り捨てる行いは会員に対するブ

JARL NEWSジョクである 猛省をうながす。 （

の記載を）

：初めて紙ログを使わず のみでJK1SDQ zlog

の運用を行った。不慣れなため呼びが主体。

僅かに を出して運用修行を行う。平成のCQ

JCC Condx大合併のために新 番号で混乱する。

は良くなかったが楽しめた。

●電信部門マルチオペオールバンド

：今回から担当者が変わり良くわかJA6YDG

らないところもありますが宜しくご指導お願

いいたします。

●電信電話部門シングルオペオールバンド

： 年以上参加してなかったので、JJ1FZN 10
久しぶりの参加に緊張してしまいました。次

回も参加したいと思います。

：開催日は、日～月の体育の日に開JA7ODY
催してほしい。今回は、台風の接近のためア

ンテナをおろしてしまいました。また、日曜

日は、法事のため できず。QRV
： の発表ショックでした。JF1WQO ALL JA

さかのぼって、入賞局のみの発表になるなん

て。 まだ年 回出るのですからJARL NEWS 4
全局の発表が出来る位のページとれるでしょ

うに・・・。

：天候が悪く、黒点の影響かコンデ7N4RTV
ィションも悪く、不人気のせいか、だんだん

と参加局数が減っている気がするのは私だけ

?か･･

： を求めて、呼びに回る側でしJA4AVO JCC

たが、 市も増えず残念でした。1
：参加局が少なかった。JH1OHZ
： のフォーンバンドJA7LRR 3.5MHz/7MHz

（コンテスト用）規制緩和を要望致します。

理由は アマの増加とハイパワー局の参加に4
（ ）。よる混信対策 バンド幅を拡大してほしい

3.525 3.575kHz 7.030 7.100kHz例： ～ 、 ～

： 帯はおエリアでのコンテJA0IMK 144MHz
スト参加局は当局の 時間帯には聞こえQRV
てこなかった。

：初参戦になりました。 でJG0MWU Phone
サフィックスだけを送るのは非効率で混乱し

ます。主催側からの何らかのアナウンスを希

望します。

：全市全郡は参加者の多いコンテスJG1GCO
トですね。

： 帯は静かでした。次回は空JF0VMJ/0 VHF
中線を強化して、また出たいと思います。

： 帯のアクティビティーアJA3HPD 430MHz
ップのためと思い を出すも モードCQ SSB
では応答が無く、 と になってしまっCW FM
た 「一気にハム人口が減った！！」と感じ。

ました。

： 時間参加が出来なくて途中リJG1IEB/1 24
タイアでした。

：雑用と急用のために短時間の参加JA1DTS
となりました。 帯のリグがトラブリ残念HF
でした。 ～ の バンドのみ50MHz 430MHz 3

。 。の参加でした 次回も参加したいと思います

集計作業ご苦労様です。

：連休であったので久しぶりにコンJA0PDY
テストに参加しましたコールの仕方のタイミ

ング、音質、アンテナの整備等やってみると

反省点がいっぱい出て来ます。

：最近コンテストに参加して思うこJK1FBA
とは、局数の減少、常連の局しか出ていない

（皆さんも思っていると思いますが）とつく

づく思います。

：ハイバンドが今一でしたが、楽しJA1BAN
くできました。
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：初めて多バンドでコンテストに参JQ6XJP
加してみました。コンディションによって局

数をかせぐ方法をいろいろ考えて参加したの

で、とても楽しかったです。

：電信部門の（注 ）の解釈に戸惑JG0PFO 1
3.5いました。当局全て電話部門で参加し、

と の両バンドで交信しました。運用電力は7
（ ）です。サマリーシートの記載に不10W M

備が生じますか。

：家族サービスの合間をみて運用とJR1MXX
なりました。 のコンディションが21,28MHz
悪かった。マルチ取れずでした。

：運動会シーズンのため、家族とJE1ZDA/1
のマッチングが大変でした。 楽しいコンテHi
ストでした。

： のコンディションに恵ま7L1JHN 3.5/7MHz

れたが は悪かった。悪天候の為か21/28MHz

参加者が多いように感じた。

：都市番号が長く、また長さがまちJA1AYO

、 。まちなので パワーのいるコンテストですね

： 中心となりましたが楽しくJA1EHV VUHF

参加できました。

：次回はがんばりますJA3OLO

：次回もがんばりたいと思います。JA4EZP

：集計審査ご苦労様です。仕事だったJF2FIU

ため少ししか できませんでし た。QRV

： バンドの復活を望みます。JH4UYB 160m

：仕事のため日中オンエア出来なかっJH8FIH

たので、ハイバンドでの点数が取れなかった

のが 残念。郡ナンバーが長くて、電話の混

信の中から聞き取るのに苦戦した。電信は混

信もなく楽。

：時間帯によってはバンド内盛況なJO1NLN

んですが、全体的に年々参加局が減っている

ような気がします。

： 年ぶりの全市全郡参加でした。7K1PEO/1 3

今年も雨が激しく降っており、ポール倒壊の

ハプニングがありましたが、フル参加するこ

とができました。

：少しだけ出ました。7K2GMJ

：本年は、 に初めて参加しま7L3IUE 14MHz

した。楽しめました。

。 、7M4BZX 7MHz：集計ご苦労様です が全然

出来ませんでした。

：雨のため 不調、短波帯も天候7M4HXE 430

に影響されたようだ。

：久しぶりに楽しめました。コンテ7M4OAQ

スト中の運用場所の変更禁止の制限を緩やか

(例えばコンテストナンバーが変わらない範

囲内なら など)にして、モービルやハンOK

ディ機からでも気軽に参加できるようにして

はどうだろうか。

：所要の為 日目昼より参加。小7N1BHO/1 2

雨模様の中移動し簡単なアンテナ設置。全バ

ンド呼びを中心にモービル よ りANT

全てで交信が出来ました。局数3.5-1200MHz

は伸びませんでしたがそれなりに楽しめまし

た。今回コンテスト翌日が休日という日程は

楽で 。FB

：ちょっとサボったけど自己ベスト7N4JQJ/1

更新できました。

：ロケーションの良い所に移動しJA1COU/1

ましたが、天気が悪く大変でした。

：得点が寂しいのですが、各局と楽しJA1IQK

みながらナンバー交換できた。最近はコンテ

スト参加局が減っている、新しい局が参加し

易い様にコンテストの を積極的に行い、PR

まず最初は参加局になって貰うことから始

め、徐々に経験を積んでコンテスト大好き人

間に変えていく施策が必要

：次回もがんばりたいと思います。JA1JFT

：次回はもう少し頑張たい。少し残JA1NZN

念です。

：今回は大きなトラブルもなく完走JA1OJE/1

することができてよかったです。 来年も是

非参加したいです。

：今年は が悪く、国内がよくJA1PJS CONDX

入感しなかったのが残念。

：プアなアンテナですが、コンディJA1PTO

ションが良く楽しめました。
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：楽しく参戦しました。集計ご苦労JA1TMG

ですがよろしくお願いします。次回も頑張り

ます。

：例年に比べて、学生さんたちのクJA1WHG

、 。ラブ局が多く感じられ うれしく思いました

活性化の兆しを感じました。

： に達しなかった。JA1WQX 100QSO

：開始後 時間で昨年を 局ほど下JA1XRH 6 35

回っていたが、朝の 時には 局先行して8 19

いた。この時点で昨年から 局ほど後退し40

ていると勘違いをしており、日中の気合が入

りきらず、混信のきつい へのアプロー7MHz

チも不足したため、終わってみると 局ほ70

ど昨年を下回ってしまった。 は宝7MHzSSB

の山だが、ここへ踏み込むには相当の勇気が

必要だ（当局にとっては） 。hihi

：久しぶりの参加です、天候が悪JA7WXL/1

く残念。

：仕事の為短時間の運用でした。JE1REU

：次回もがんばりたいと思います。JE8BCJ

：クラブ対抗のため、オールバンドでJF3PLF

頑張りました。新市ゲットという第２の目標

も、そこそこ達成。

：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。参加数は少な

かったが、(国内の町村)が今後少なくなるこ

とに残念です。

：短時間の参加でした。JH1JGZ

：次回はもう少し増やします。JH1MRI

： のコンデションが悪く、早くコJH1SAR HF

ンデションが上がってくることを楽しみにし

ています。

：仕事の合間にちょっと出ただけにJH1WBG

なりましたがそれなりに楽しめました。

：相変わらずのオリンピック精神。JH1WFK

アンテナ系が障害を起こし、ますます「のん

びり 。」

：次回もがんばりたいと思います。JI0LUL/1

：多忙で前日までの寝不足がたたり、JJ1JJD

ハイバンド中心になってしまいましたが、い

い気分転換ができました。

：今回、複数のバンドで参加してみまJJ1TML

した。始めて も電波を出しましたが、意2m

外と面白く感じました。スコア自体は上位を

狙う様なものではありませんが、電波を出す

ことでアマチュア無線全体が少しでも活性化

すれば良いと考えています。

：毎年々参加・交信局数が少ないとJJ1VEX/1

思います。お声がけサービスコンテストでも

応答頂ければ楽しいコンテストになります

ね。

：準備不足ということもあり、結果JJ8GFL/1

的にはお手軽運用になってしまいました。

得点は昨年とあまり変わらない結果でした

が、来年は更に上を目指せるよう努力してい

きたいと思います。

：今回は、久しぶりに固定から参加JK2VOC

しました。翌日新町誕生移動を控えていたの

で、部分的な参加でしたが楽しめました。

：次会もがんばります。JM1ABX

： の設備も用意しましたJM1RPV/1 2400MHz

が、平地の移動だったこともあって 局も交1

信できませんでした。残念。

：初めての全市全郡コンテスト参加JM2JNT

でした。オールバンドの種目も初めてで、楽

しめました。

： の活気が、以前ほどないよJM2NVK V/UHF

うに感じるのは私だけでしょうか？

JN1XLV 10 JARL：久しぶり 約 年ぶり？ に（ ）

主催のコンテストに参加しました。昔より局

数が少ない印象は否めませんでしたが、たく

さんの方々とたくさん できて楽しかっQSO

。 、たです 今無線から離れてしまっている人も

私のようにまたいつか、この趣味に戻ってく

るのではないかな、と思っています。

：参加者が年々少なくなって寂しくJN3IEC/2

なってきた。

：少しの時間でしたが、参加できまJN7UKK

した。交信して頂いた各局、有難うございま

した。



- 12 -

：昨年は台風でアンテナを倒され止JO1KXP

HF 7む無く への参加は諦めましたが 今年は、

～ までほぼ、 に参加出来、楽しめま430 Full

した。

： 年連続で天候が悪かったですね。JP1AHN 2

移動局が少なくて残念です。

：今年は、参加時間が確保できませJR1UMO

んでした。

：土曜日が雨天だったので、移動運JR2FWN

用をあきらめて自宅から参加しました。ここ

は街中のＢＦなロケなので、少しでも局数を

CW CW増やしたく も出てみました。しかし

即時解読を完全にできないので、 をCQ TEST

何度もワッチしてようやく確認できた局さん

から応答してみました。それでも全 局中293

（ ） 。で 局さん ％ が での でした65 22 CW QSO

帯の機関銃スピードには参りましたが、HF

今後の自己啓発のよい経験になりました。

：速やかな結果発表を望みますJR8PPG/8

：来年消滅する山田郡から参加しまJA1TAZ/1

した。

：高台からの運用でしたが、相変JE7CWH/7

わらず は人が居ません・・・ 天気もVUHF

良い為か日中に でもＣＱを出す隙間が7CW

ありました。 都会と違って田舎からのマル

チアップはつらいです。 に人がおりま50/430

せんから・・・

：ハイパワ－局の ばかりで、交JH0QYS QRM

信がなかなか成立せず苦労しました。パワ－

の強さより、受信感度 にぜひ各局は力をUP

入れて頂ければと思っています。ローバンド

に苦労しました。

：例年に比べ参加局数が少なく（特JH2CMH

に )、寂しいコンテストでした。V/U

：今年は、僅かの時間しか参加できJI6CUK/1

ませんでした。

JQ2QUF FT-817：常置場所から初運用です。

とホイップアンテナでも結構遊べることが分

かり満足です。 ハイバンドの がいHF Condex

まひとつだったのが残念。

：相変わらず呼びに回るコンテスト参JA3IEZ

加でした。

●電信電話部門シングルオペ3.5MHzバンド

：次回もがんばりたいと思います。JA7ERJ
：コンテスト参加局がだんだん減っJK3LZI

て淋しいです。

7N2JFU/1 1 HF 10W：電話部門の 注 帯が（ ）

。 、以下を削除してほしい 電信のみがあるのが

不思議に思う。電信があるなら同じように電

話部門も同等に扱ってほしい。

：コンテスト委員の方々御苦労様でJG2ADX
。 。す 久しぶりに当コンテストに参加しました

今年は雨・曇りで涼しいながらも各局大変で

したことでしょう。

：アンテナを以前のダイポールかJI7CDB/7
ら、運用地点で張れる最長の逆 で臨みましL
た。しかし、遠い局にはなかなか拾ってもら

えず、あきらめることもあり、 に泣きQRP
ました。目標の 局に届かず残念。次回頑200
張ります。

JA0FVU HF：マルチバンドで参加しましたが

ハイバンドのコンディションが悪く実質

の バンドでしたので今回は3.5/7MHz 2

シングルバンドでエントリーしてみ3.5MHz

ました。他のバンドはチェックログとして提

出します。

：楽しいコンテスト有難う御座いましJA6BIF

た

：睡眠時間と休憩時間をたっぷり取っJJ1XNF

て参加しました。多バンドで しましたQRV

が、 でエントリーします。他のバンドX35M

はチェックログとして提出しま す。

JF3WNO/3 3.5：日曜に法事がありましたので、

シングルバンドで参加しました。 分は50MHz

チェックログとして提出致します。

●電信電話部門シングルオペ7MHzバンド

：初めて自分のアンテナを調整しJA2PYD
で決まり、気分良かった。少し寒くなSWR:1

3.5MHzって秋の気配を感じました 来年は。 、
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で出たいと思います。

： 年は、 バンドでも交信でJA0AUF 2003 UV
きていましたが、今回は バンドしか聞7MHz
こえませんでした。アンテナの良し悪しが決

め手、こんなにもちがうのかなということが

よく分かりました。

：楽しませていただきました。参加JA0GEY
者全員のコールサインを ニュースにのJARL
せるべきです。のせない明確で納得のいく理

由と返答がほしい。

：出来る限り参加しましたがコンデJH2HUQ
ィションが今一つでした。参加局数が矢張り

減少しているようで残念です。

：初めての参加声掛けしているうちJK7ESW
に参加しようと思いました。家事の合間に少

しきついものがありました。でもガンバって

参加しました。又来年も参加しようと思って

います。

：日曜日は色々とスケジュールがあJJ3BNT
り朝夕して出られないのです。 バンドかHI

バンドのアンテナを設置、夜だと徹夜LOW
も なのですが。OK

：短時間ですが参加しました。参加JR4HBM
局が少なくて 大変でした。QSO

：新市サービスのため久しぶりに参JG0MIB
加しました。夜間のコンディションが良くな

く局数増えませんでした。全市全郡コンテス

トはマルチが多くて楽しいです。

：全市全郡コンテストに参加してフJJ0GSM
ァースト局及びファーストクラブ局の方々に

出来ましたことや平成 年の コQSO 18 QSO
ンテストでまた交信できることを祈る 各局!!
長さん色々とありがとうございました。来年

もよろしくお願いします。

：コンテストって楽しいですね。次回JF7RJM

も楽しみです。

：オールバンド参加予定が直前でのJA2PAC

の ∞、 は受信異常。急遽3.5MHz SWR 6m

シングルに変更。トラブルもありまし7MHz

たが楽しいコンテストでした。コールいただ

いた方ありがとうございました。

：所用でフルタイム参加できませんでJD1BIA

した。

：コンディションが悪いですJH6WKF

：今年も参加しました。JH9URT

：集計ご苦労様です。日曜日のみのJI2QIX/2

参加でしたが、雨にも降られずそれなりに楽

しめました。交信いただいた各局、ありがと

うございました。

：例年にも増して今回は、昨今の平成JI3HIY

の市町村大合併・誕生・消滅で、マルチチェ

ックが難しい状況なので、ミス・カウントし

ないように細心の注意を払う必要に迫られた

コンテストとなったようです。

：・ 時間コンテストは体力勝負でJJ7GCL 24

負けます！年ですかね！？ウーー残 念！

：コンテスト開催日を１日勘違いしJK1NAF

ておりローカルに言われて慌てて を立ちZlog

上げ参戦しましたが 、平成の大合併で新し、、

い区や市が入力できず（マスター変更忘れ）

ここでも慌ててしまいました。ゆとりを持っ

て何事もやらないと結果は付いてきません

ね。もう少し局数が伸びると思っていたので

すが 。。。。。

：連休半ばでのコンテスト参加は厳しJL1UTS

いです 「全市全郡」は ～ の 時。 6:00 18:00 12

間で十分ではないでしょうか？

： ハイバンドがコンデショんが悪JL6XZI HF

かったので、今回は シングルでエント7MHz

リーしました。 頂いた各局有難うございQSO

ました。

：昨年よりコンディションが良かっJR1LZK

たようで楽しめました。

： で頑張りましたが疲れまし7N4QAZ QRP

た。 や４アマの でも が簡単に楽QRP 10W HF

しめるために周波数指定で保護してもらえる

と良いのですが・・。

： での は、直ぐに他JE4TRB/2 QRP CQ runing

局の幅寄せで乗っ取られて周波数確保が難し

。 、かったです と打ってくるのは良いがQRL?
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間髪いれずに を出し始める始末。形式だCQ

けならやらないほうがよほどマシ。顔の面の

厚い人には呆れるばかりです。それはさてお

き、今回初挑戦の は でも相手を選QRP Phone

べばコールバックもあり、予想以上の好成績

となりました。

：交信頂いた各局、弱い信号を拾っJH0NVX

ていただき感謝！！

：疲れて途中温泉に。この余裕？がJJ0FMU

、 。（ ）吉と出るか 凶と出るか きまっている Hi

●電信電話部門シングルオペ14MHzバンド

： な でした。JA8LN FB Condx
、 、JA8OUZ：この数年 毎年参加していますが

今年は昨年よりコンディションに恵まれませ

んでした。というか、最低のコンディション

でなかったかと思います。

： 局だけ交信した交信相手のコー7N3HQF 1

ルサインを間違えましたので訂正して再送し

ました。初めて交信が成立しました。次回も

がんばりたいと思います。

：すべて 電話での でしJH6FTJ 14MHz QSO

た。集計ご苦労様です。

： ニュースでのコンテスト結果発JM6EBU JN

表は参加者全員の掲載をお願いします。これ

はコンテスト委員会へのお願いでなく、経費

削減の手段で手を付ける個所を誤っていると

しか思えない連盟理事へのお願いです。

： で参加しようと思いましたJR4FLW/4 50M

が、あまりに何も聞こえなかったので で14M

参加しました。 日 日だけだったのであま9 1

り多くは出来ませんでしたが、途中コンディ

ションにも助けられ、 エリアから多くよば1

れて楽しい時間をすごすことが出来ました。

ありがとうございます

●電信電話部門シングルオペ21MHzバンド

：コンディションのわるさにガックJE8SND
リ・・・・・

：年々参加局数が減っているようなJN1FRL

感じがします。アマチュア無線の人口を増や

すことを考えてゆきたいと感じています。

：次回もがんばりたいと思います。JE1BJP

：コンディションが厳しかったですJO3DDD

が楽しみました。

●電信電話部門シングルオペ28MHzバンド

：集計、お疲れさまです。昨年よりJG1TVK
は・・・と思い（昨年は忘れもしない台風の

影響でぼろぼろでした ）参加の所、寝坊は。

するし、やはり の観戦で抜けるはであっF1
たものの昨年よりはアップ出来たので良しと

したい。

： 」は呼ばれず、呼んだ局にJL3TEM/3 CQ「

は取ってもらえず、相当しんどい思いをしま

した。

JE1ALA 28MHz 8： では昼頃ほんの少しだけ

エリアが開けました。このワクワク感がある

から無線を続けられるのです。集計御苦労様

です。

：天気が悪く短時間の運用でしたJH1HGF/1

●電信電話部門シングルオペ50MHzバンド

：今回も日曜日仕事で始まりと終わJL1KUH
りのみ参加しました。又、来年も参加したい

と思います。

：自宅はロケーションが悪いのでJH2GMK
すが、いつもだと聞こえない エリア方面が1
全般的に開け、限られた時間で局数は少ない

ものの、沢山のマルチが稼げて楽しかったで

す。それにしても参加局数が少ないのでは。

クラブ局が目立ったコンテストでした。

、 。JI1IIF：最近 記念局や特別局が多いですね

雑誌や 等に告知したら、アクティブに運HP
用して下さい。

：昨年と比べると参加局が少ないJH2PZB/0
ようでした？コンディションは良くなかった

のでしょうか。

：今回は、局数が少ないようですJA0ABK
が！
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：集計ご苦労様です。今年は短時JJ3TAE/3
間しか参加できませんでした。

：全国的に天気が悪く残念。終了JA0GWJ/0
時間を遅くとも 時位にして欲しい（フィ18
ールドデーコンテストの 時終了は適当で15
す）

：雨と風に悩まされ、僅か 時間JQ1HAM/1 1
でリタイアしてしまいました。

：オール での運用を計画したJL7MYQ/7 1W
ものの応答率の悪さにがまんできずに後半は

5W QRO NGに それでも結果は

： 年ぶりの での参加にJI3CDF/3 10 50MHz
なりました。

JP1LRT 17：友人の結婚式二次会参加のため

時前で止めました。ここ数年の傾向ですが参

加局数が減ってきていると感じています。特

に 連休になってから減ったように思いま3

す。やはり 連休の場合、コンテストよりも3

家族とどこかへ出かけるなどする方の方が多

いのではないでしょうか 連休は避け、通常?3

の土日に行う方がかえって参加局が増えるか

もしれません。コンテスト委員会の方で開催

日についての検討をされてみてはいかがでし

?ょうか

：次回も頑張ります7L2MZT

：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。

、JA1LPV：人によっては三連休ということで

例年になく参加局数は多かったのではないか

と感じました。

：こんなに風に悩まされたコンテスJA5KHS/3

トは有りませんでした。アンテナが風見鶏に

なりご迷惑かけました。さすが山の切りだっ

た山頂は、大変です。

：出発前は風雨が強く、遠出と山岳JA7KPI/7

QRV移動を断念して潟上市の海岸からの

( )となりましたが、案の定、 で50MHz ACAG

の自己最低記録を大幅に更新してしまいまし

た。

：今回は参加局が少なかったのではJF3LCH/3

ALLJA JNないでしょうか？今年の の結果は

誌で入賞局だけ掲載になりましたね、そのせ

いかも知れません。せめて 大コンテストく4

らいは参加局を掲載することが出来ると思う

のですが。老眼の人用に文字を大きくして全

員を掲載することくらいあっても良いので

は？

：秋季祭礼の準備で移動できず自宅JF3VKM

から細々と参加しました。

JG5DHX/5 I had a good time with this：

contest.Thanks for all the operators with greet ears.

： 年ぶりのコンテスト参加でしJH1WXT/2 22

。 。た ずいぶん参加局が減った感じがしました

社団局の 連呼は度が過ぎる感がありまCQ

す。

：バンドによって開催時間を変更しJH2OJS/2

てもいいのかと考えます。

：天気はよかったですが、参加者ちJH5UPI/5

ょっと少なかったようです。

：今年は自作ヘンテナで にJI6DUE/3 50MHz

参加しました。 エリアは聞こえていたので1

すがロケーションのせいか呼んでも応答が無

くストレスのたまるコンテストでした。毎回

コンテストが終了したら思うのですが次回は

入賞できるよう頑張りたいと思います。

： する時間が深夜だったので、JK3NSD QRV

わずかな 数でした。QSO

：あまり開けないこのコンテストJQ1AHZ/6

では エリアの は辛いです。6 50M

：三連休ということもあってか、参JR2WBT

加局がやや少ないように感じました。また、

年々参加局が少なくなっているように思いま

す。このコンテストのルール等について、考

えることが必要になってきたように感じま

す。

：年々参加者が減少してるように思JR8OXT/8

われます。もっと、コンテストの楽しさを広

めたいと思うのですが。

：天候のせいか移動運用の局が少なく7K4TSJ

点数が伸びませんでしたが楽しめました。



- 16 -

： 日目は雨が降り、 日目は晴天JA3KYS/3 1 2

なれど強風が吹き苦戦しました。結果として

は今一歩の結果となりましたが、 管JA1,JA6

内局とも交信が出来また 参加局も多数QRP

交信出来たので多いに楽しむことが出来まし

た。

：毎年参加局が減っております。JA8NKQ

( バンド) の連発で疲れまし た。50MHz CQ

： コンテストに出る」という目標JF1ABZ/1 「

を達成でき喜んでいます。自分にとっては、

これがなかなか難しいハードルです。ログの

提出が締め切りギリギリとなり、少し焦りま

した。

●電信電話部門シングルオペ144MHzバンド

：今回初参加致しました。移動運JL4EMQ/4
用で多くの方々と交信を行うことが出来まし

た。標高 余りよりの山頂近くからの1200m
運用で大変寒かったのですが思い出に残る移

動運用でした。

：コンテスト大好き。JH2EUM
：初参加です。天気も悪く移動局JH4XFZ/1

が少なかった。

：参加局がだんだん少なくなってきJA9WA
ました。

：移動して頑張りました。局数少JH7DMS/7
なく厳しかったが、十分楽しめました。局数

少ないのでマルチを狙いました。各局大変あ

りがとうございました。

：初めて参加しました。 はJL8HXU 144MHz
参加局数が少なかったです。ですがコンテス

トということでいつもより多数の局にサービ

スしてもらいました。

：全市全郡コンテストは毎年、自宅JE2LWP
から参加しています。コンテストはやっぱり

楽しいですねー。

：天気も良く、秋空の下でコンテJO7CAF/7
ストを楽しみました。来年も参加したいと思

います。

：ご苦労様です。毎年心待ちにしてJH7DHN

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。

：昨年は台風で参加できませんでしJL1DLX
たが、今年はできるだけ声を出そうとしたの

ですが結果は参加した程度に終わりました。

参加することに・・・。

：コンテストに参加する人が少なJL7XNP/7
くてさみしいです。

：次回もがんばりたいと思います。JA3CYI
：・出ている局数が少なかったのJA5ND/3

か？それとも私のリグ及びオペレータの仕方

が悪かったのか？

・電話部門シングルオペの （ ）はな144 P144
いんですね。

・ には入賞局のみの発表なんでJARL NEWS
すね。残念です。

（ は 旨くみられないので）Web
：参加局が少なく、さみしいコンテJE4KHQ

ストになりましたが一応参加し楽しみまし

た。

：今年になって 年ぶりの本格的JO1SIM 10
なハムへの復活でしたが、その前を含めて今

まで参加したコンテストの中で最高の結果で

す。大満足！！

：昨年に引き続き雨でした。でもア7L1FFN/2

ンテナ建設時と撤収時は雨がやんでラッキー

でした。お手軽装備でしたが、でも十分楽し

めました。それにしても、バンド中バリバリ

と汚い電波だらけでした。

：常置場所から、地味に参加しまし7L1PNG

た。

：今回は全日本 大会に参加JA1ANF/9 ARDF

のため、クラブ局移動運用を休止。能登青年

の家のグランドに釣り竿をたてて小雨の中で

参加しました。 競技のあとであり、明日80m

の競技もあるので、短時間の運用でした。

：今回は２ｍに参加。天候は生憎のJA1UKF/1

QRP雨模様でしたが、場所が良かったのか、

でも結構多くの局と交信が出来ました。交信
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頂いた各局、ありがとうございました。

：前半は雨にたたられました・・・JA3FNO/2

：標高が高いのでほどほど飛びまJA8NNT/1

した。天気があまり良くなく参加者は、少な

めでした。集計ご苦労様です。

：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。

： の調子が悪く、出始めは躓きJG5WLV RIG

ましたが、何とか復調してくれコンテストに

参加できました。今年は、バンドプランを無

視した違法局が沢山いて参りました。何とか

取り締まりしてくれるよう働きかけてくださ

い。 さんJARL

：雨の中の設営でしたので疲れましJH9ATT/9

た。

：単身赴任のほんのひと時の運用にJL7BIS/7

なりました。

：晴れの特異日のはずが２年連続でJM1GNK

曇天、雨天でしたね。参加局数減は仕方の無

いことでしょうか？来年こそは秋らしい天気

になってもらいたいものです。

：今日の全日本 競技大会もがJP2PHC/9 ARDF

んばりました。明日もがんばります。

： 日目にローテータコントローラがJQ1GLJ 2

故障。想定外のトラブルに苦戦しました。

●電信電話部門シングルオペ430MHzバンド

：三連休になって運動会やレジャJJ6WDB/6
ーが増加したのか、年々交信数が少なくなっ

ています。先輩方が守ってきた周波数帯が業

務用に転換されるのではないかと心配です。

「皆さん にどんどん出て来て下さい430MHz
ね 」。

：久々のコンテスト、24時間は疲れ7L3EMP
ます。でも楽しくコンテストに参加できて嬉

しかったです。コンテストの機会を支えて下

さり感謝です。又の を楽しみにしていQSO
ます！

：例年は秋の行楽の外出がてらのJP2GJS/2

参加ですがことしは予定が入りホームでの参

加でした。気軽に参加できるコンテストもい

いものですね！

：今回は石川県の方と“ ”で交JA1OFO 5W
信できるなど、 のおもしろさを感じるQRP
ことが出来ました。

： 帯で久しぶりに エリJJ2PUE/2 430MHz 1
アと交信ができて楽しかったです。

： のコンテスト結果JF3VGN/3 JARL NEWS
が入賞局だけならば、今後は参加してコール

サインが載っているのを見る楽しみが無くな

る。インターネットをしていない局はどうす

ればよいのか？？ローカル局などの参加も分

からない。益々、参加局が少なくなると思わ

れる。ローカル線が運行本数を減らして自滅

していくような感じがする。

：今コンテストは のみにJA1HFB 430MHz
。 、 、QRV S&Pをしました 今回は 前半は にて

後半はランニングで運用しましたが、局数を

増やすのは の変更しかないようです。ANT
次回の検討事項です。

：本年度もあまり時間が取れませんJI5SAO
でしたが、又、来年度も参加して頑張りまし

よう。

：全市全郡コンテストは終日楽しく7M4JUO
参加できました。 にて参加が多いのでQRP
その部門もフィールドデーコンテストのよう

に設定していただけると嬉しいです。宜しく

お願い致します。

： は参加局が少なかったJE6DYV/6 430MHz
です。

：生憎の曇り空でしたが遠くは埼玉JE1SGT
県の方と交信できました。今後も地道に続け

ていきたいと思います。

：今回初めてコンテストに参加しまJE1GPV
した。これからもがんばります。

：毎度おなじみ比叡山山頂駐車場JQ3BUX/3
の運用でわかってきたこと・・・・ 狙うDX
には更にアンテナに工夫がいるな～

： 日は仕事で思う存分にコンJI3QYW/3 8,9
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テスト参加できませんでした。

：今回は、初日の全国的な悪天候JI5GND/5
により移動各局が少なかったのですが、 日2
目は雨も遠退き、多くの局が出られていまし

た。このため、各局とラグチューを含め楽し

く が出来ました。QSO
：昨年を上回る成績になりました。JA1JUR
：今年もハンディー機＋ベランダホ7K3DZQ

イップでの参加です。全市全郡は相手局の

(市郡区)がわかっていい。新市も少し稼QTH

げま した。

：次回もがんばりたいと思います。7K4FVR

：短時間での参加でしたが、楽しみま7L2BEI

した。

：コンテスト初参加です、次回もが7L3KPX/2

んばります。

：来年も参加します7M1UBW/1

：いつもは裏山登山を兼ねての参加7N4LXB

ですが、今回は雨天だったので自宅から参加

しました。このため皆さん深夜まで頑張って

おられる様子がよく分かりました。

：集計ご苦労様です。天気が悪かっJE1MPR/1

たせいか移動局が少なかったように感じまし

た。でも自己記録を交信することができ楽し

めました。

：今年も無事に参加させていただきJG6JRH/1

ました、いろんな方から覚えていただき エ6

リアの関東の方々これからもお声がけよろし

くお願いいたします。

：短時間の運用だったが、けっこうJI1OJZ/1

交信できた。

：ログ審査おつかれさまです。JI4RDO

：今回は運用時間が短かかった為、JJ1EMC

ポイントはほとんど稼げなかった。

： 分のみの参加でしたが、十分JK3RFU/1 30

。 。に楽しめました 参加できたことに感謝です

：次回もがんばりたいと思います。JQ1KWE

：天気には恵まれませんでしたが、そJQ1YIR

んな時ほどコンテスト。局数は少ないですが

楽しめました。

：今回は短時間の参加でした。JR1MRG

：なんとか参加できました。交信あJR1NKN

りがとうございました。( 自作 八IC-Q7A, 9ele

木)

：北海道においては、年々高い周波JR8ROI/8

数の参加者が減少している。しばらくは忍の

一文字でしょうか。

：急な仕事が予想以上に長引き、JR9HCV/9

コンテスト開始時にはまだ運転中でした。結

局２時間の遅刻参加で、得点もマルチも昨年

を大きく下回ってしまいました。移動地と設

備は同じでしたので、やはり開始早々の時間

帯は大事ですね。それでも新市誕生ラッシュ

もあって の局とも交信できまNew JCC/JCG

したのでよしとしましょう。

●電信電話部門シングルオペ1200MHzバンド

：過疎地にもハイバンド局いるよ！JA8ABK
：久しぶりに に出てみまJA7AGV 1200MHz

した。局が余り出て来ませんでした。 は1.2G
年ぶりに出ましたので、知っている人いま22

せんでした。シュン。

：毎年、子供の運動会に重なるので7N4WZI

フル参加できず残念です。

：次回もがんばりたいと思います。JA1FWJ

●電信電話部門シングルオペ2400MHzバンド

：初めての エントリーJH5DAH/5 2400MHz
です。フィールドデーの時に できなかQSO
ったので今回は できました。しかし、QSO
参加局が少なかった （ も）。 1200

●電信電話部門シングルオペ5600MHzバンド

： エリアはあいにくの雨で、移JS1UVH/3 3
動局もなく、 は 局で終わりでした特5.6G 2
にマイクロ波は天候によって得点が変化する

が楽しみの一つです。

：昨年に引き続き悪天候の中で移JA1KKL/1
SHF 2動運用しました。 帯の参加者は少なく

日目の 時頃には声を枯らしても応答が無15
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く し ま し た 。 本 コ ン テ ス ト はQRT
・ コンテストにくらべて文6m&DOWN F-D

字どおり、市郡マルチのための 帯にはSHF
特典が無く不利である。

●電信電話部門シングルオペ10GHzﾊﾞﾝﾄﾞ以上

： 日間共に雨でした。早めの撤JA1CQP/1 2
収となり局数がいまいち。マイクロ波帯の局

数も相当数の局がいるのですが？バンド防衛

JARLも声を出さなきゃ意味がない それとも。

コンテスト興味なしかな。

●電信電話部門シングルオペシルバー

：最近クラブ局の方はオペネームJF1FHM/1
を言わない方がいますが、これでよいのでし

ようか。ログシートにはオペレータの記入す

る所がありますが、記入しなくもよいのでし

。 。ようか もし記入するのであれば指導下さい

：今回初めて参加しました。シルバ7N4RQX
ーでログシートの記入が大変です。

： 主催の四大コンテストにはJA5TFJ JARL
毎年参加し、自己の記録更新を目標に楽しん

でいます。ただ、年齢の所為か、長時間ワッ

チが出来ずに十分な成果は得られませんでし

たが、参加することに意義ありというところ

です。毎年ながら、参加各局には大変お世話

になりました。

：毎年楽しく参加しています、昨年のJA1CP

実績をクリアーするよう頑張ってみました。

：楽しく参加できました。JA1OQ

●電信電話部門シングルオペＳＷＬ

： 日目は、仕事、岡山市長選挙JA4-37294 2
があり、時間があまりなかった。

：参加できて嬉しく思います。ハJA1-22825
イバンドはかなりさびしくなりました。

、JA7-2227/1 24： 時間完徹の第１目標クリア

、しかし 局受信の厚い壁はクリアできず1000
今後の目標として繰り越します。

：全市全郡コンテストは、今回がJA3-35550

初めての参加となりましたが、 主催のJARL
五大コンテストは、今年 月に開催されたフ8
ィールドデーコンテストについで、 度目の2
参加となります。今回出来れば、睡眠時間以

外フルに参加したかったのですが、 月 日10 8
（土）に予定されていた子供の幼稚園の運動

9 9会が 雨天順延で 日 日 になったため、 （ ） 、

。 、日の日中にあまり聞けずに残念でした でも

それ以外の時間は、家族サービスの合間をぬ

って、頑張ってワッチさせて頂きました。今

回、夜間は、フィールドデーコンテストの頃

よりも早い時間から が聞こえなくな7MHz
り、 がメインになるなど、季節の移3.5MHz
り変わり伴う電波の飛びの違いを身をもって

9 18感じることができ大変有意義でした。 月

日の アマの試験に合格し、現在、従事者免4
許を申請中です。局免がとれたら、来年は是

非アマチュア局として参加したいと思ってい

、 。ますので 今後ともよろしくお願い致します

： は局数が減って非常にさみJA2VSU/3 2m
しい感じです。仕事の関係で殆ど参加できず

残念です。次回は全時間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

：いまいちでした。JA1YAD

：集計お疲れ様ですJG2ZUP

：フィールドデーコンテストに続JA1RPM/1

き、夫婦で今回二回目の挑戦でした。無線人

、 、口が減ってるとはいえ とても活気があって

たくさんの方と交信できて楽しかったです。

また、参加したいと思っています。

：今回新たに Ｈｚの八木アンテJA1YGX 7M

ナを使用したのです が、思うように調整が

できず得点が伸びませんでした。その他バン

ドでも準備不足が原因で問題がありました。

次回はその点を改善して運用したいと思いま

す。

：少しだけ参加しました。JA3QOS

：今回もフルオペはできませんでしJM1LAW
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た。全体的に参加局が少なくなってきたよう

に思います。

：状況が厳しくなってますが、今年もJR1ZTI

参戦することにしました。

。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

（ ）JI4SQA/4 JI4SQA：マルチオペ・ 和田佳洋

が一人で、 と を運用しま144MHz 430MHz
した。全市全郡コンテストは、毎年参加して

いますが、農繁期で短時間しか参加できませ

んでしたが、今年は、天候に恵まれ、忙しい

稲の取り入れが終わり、ユックリとコンテス

トが楽しまれました。

：ゲストオペができるようになってもJH0TIS

う 年も経つのに、マルチオペ部門に個人コ8

、「 」ールを使って出たら さっきの声と違う！

と文句を言う人が何人もいた。

：コンテストナンバーが長すぎまJN1ZBH/1

す。市や郡だけのナンバーで区番号は無しに

しませんか？また電信のときに数字の略号は

やめるよう統一しませんか？ご検討くださ

い。個人的にはコンテストはきらいではあり

ませんが全市全郡はコンテストナンバーが長

すぎるという理由でクラブで参加するかどう

か最近もめています。
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