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JA1CP (CM) 毎年楽しく参加させていただいており

ます，おかげさまで，何とか昨年の実績をクリアするこ

とができました。ありがとうございました。 

JA1BAN (CM) フルタイム参加とはいきませんでし

たが，楽しく参加させていただきました。 

JA1BAS (CM) 年々参加するのが，楽しみなコンテスト

になってきました。時間がもう少し長いと，いいですね。 

JA1COP (CM) 楽しめました。 

JA1UKF/1 (CM) 友人と 月夜見峠 から参加しまし

た。フル参加ではなく，一部参加でしたが，結構楽しむ

ことができました。 

JA1XEM (CM) ハイバンドは，あまり聞こえませんで

したが，全体的には楽しめました。 

JH1MTR/4 (CM) High Band が，ダメでした。 

JI1ALP (CM) ハイバンドのコンディションが，今ひ

とつでした。自己目標の 400 QSO には足りませんで

したが，それなりに楽しめました。 

JK1SDQ (CM) 今回初めて Zlog を使用する。 Key

入力でモタモタ。拾える局は全て拾った後で，試みに

CQ を QRS で出してみた，８局と QSO ができ満足。

よい実戦練習を楽しめた。 

7N2SPK (CM) 家族サービスの合間での参加でした。

CWは子供をあやしながらでも参加できるのでFBですね。 

JA2QVP (CM) 集計ご苦労様です。ハイバンドのコン

ディションは最悪でした。今回は，ほとんど呼びに回り

ました。最後の 1時間は，3.5MHz でCQ を出し，コ

ンテストの緊張感を味わいました。 

JE2HEU (CM) すべて Zlog にて処理しました。 

JK2EIJ/0/ (CM) コンディションがあまりよくなかっ

たようで，ハイバンドではほとんど聞こえませんでした。

暗い時間の運用がないので，1.9 や 3.5 では勝手が違う

感じですね。撤収を考えると，もう少し早く終わってくれ

る方がありがたいです。その分，開始を早くするとか？ 

JQ2BJK (CM) 次回も頑張りたいと思います。 

JA3ATJ (CM) 14MHz 以上は，やはり開かないし参

加者も少なくて残念でした。Low Band も早起きがで

きなくて，自業自得の結果でしたが，それなりに大いに

楽しめました。 

JA3RSJ (CM) HF の上の方のコンディションが，全

くダメでした。各局QSO TKS 

JK3HLP/3 (CM) 集計お疲れさまです。今年も天気

に恵まれ，楽しむことができました。 

JR3NDM (CM) 集計ご苦労様です。所用で短い参加時

間でしたが，楽しめました。 

JR3SIJ/3 (CM) 季節がよいのと，コンテスト時間

が，朝から晩までなので健康に最適，実に楽しく終了で

きるので大好きです。ぜひ続けて欲しい。 

JF4ETK (CM) 電信マルチでの参加は，初めてでした。

ハイバンドのコンディションが NG で，V.UHF 帯で局

数を稼ぐことのできない４エリアからは，つらいコンテ

ストでした。しかし，自宅からの運用でしたので気楽に

参加できました。 

JH4JUK (CM) 仕事の日で，出勤前の数時間の参加で

した。コンディションは，よかったように思います。 

JA5HPX (CM) 初参加させていただきました。 

よろしくお願いします。 

JA5IVG (CM) 集計ご苦労様です。06:00 開始を寝過

ごして 08:00 から参戦しました。HB のコンディショ

ンが，いまひとつでしたが，結構楽しめました。交信い

ただいた各局，ありがとうございました。 

JE5JHZ (CM) 集計ご苦労様です。夕方だけチョロっ

と参加させてもらいました。2F ベランダアンテナから

のQRV でしたが，そこそこ楽しめました。 

JA6FOF (CM) 昨年も LOG を出したが，結果の記載

はなく，不着かミスか残念。今年はよろしく頼む。 

【お気の毒です。再度記録をみましたが，受信の形跡が見当たりません】 

JA6NWC (CM) 参加時間は少なかったのですが，今年

も参加することができました。来年もぜひ参加したいと

思います。 

JF6YFB (CM) HF ハイバンドはダメでしたね。3.5

と 7 がほとんどになりました。アンテナのグレードア

ップを考えないと，コンディションには勝てません。

QSO していただいた方々，ありがとうございました。 
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JR8VSE (CM) 10 年以上ぶりに，このコンテストに

参加しました。機器の調整も兼ねていましたので，スポ

ット的で，かつ，数バンドでの参加です。コンディショ

ンがかなり悪かったように思います。機会がありました

ら，また参加したいと思います。 

JA0/FVU (CM) 休み休み参加していましたが参加局

数がかなり減っているように感じました。また HF ハ

イバンドのコンディションが悪かったため局数が増え

ませんでした。1.9MHz はアンテナがなかったのです

が無理やり出ましたので弱い電波で皆さんにご迷惑を

おかけしました。 

JG0/MWU (CM) 初参加になりました。 

JH0/NVX/1 (CM) 手軽な設備で運用しましたが，た

くさん交信いただき，楽しめました。 

JI0/NXA (CM) 毎年盛況で，充分楽しみました。やは

りHF ハイバンドは全滅でしたが，いつになったら開け

るのか。 その点ローバンドは，さすがにバンド中空き

がなく苦労しましたが，その分楽しみが増した感じでし

た。 でも総体数の減少が感じられたのは，私だけでし

ょうか？ 

JI0/VWL (CM) ハイバンドのコンディション不良に苦

戦しました。ハイバンドをあきらめ，もう少しローバン

ドで局数を伸ばしていればよかった。 

JR0/EFE/1 (CM) 昼までの参加でしたが，ロケーショ

ン，コンディションに助けられ，楽しめました。 

JE1SPY (C19) 約 10 年ぶりに 2年連続してログ提

出させていただきます。このコンテストへ久しぶりに連

続参加したのは，EH アンテナとMV アンテナの実践

比較を試してみる目的からでした。昨年のコンテストは，

EH アンテナで 1.9MHz シングルバンドへ参加しまし

たので，今年も全く同じ場所(自宅マンションのベラン

ダ）に全く同じように上げた MV(マイクロバート）を

使用し参加してみました。これも昨年同様に，ラジアル

50 本をつけた逆 L アンテナとMV アンテナ(全長僅か

3.6m，当然ノンラジアル）を切り替えながら，同じベ

アフット運用で参加しました。MV アンテナは，自宅

マンションのベランダ上に伸縮ポールを伸ばして 12m

高に設置しました。CQ のランニングは，全てMV ア

ンテナで行いました。CQ に応答いただいて，ナンバー

交換の際にすばやく同軸SWでMVアンテナと逆Lを

切り替えて S メータの振れを比較するという方法で評

価しました。 

結果は，驚くべきことに全長わずか 3.6m 長のMV ア

ンテナが，ほとんどどの交信相手局に対してラジアル

50 本付きの逆 L に比較して Sメータ 2目盛分，有利で

した。これは約 12dB の差であり，対ダイポール比に

して，Sメータでマイナス 1目盛程度，約 6dB 劣るだ

けということが，事前比較データから確認済みです。ま

た，開始直後から CQ に対してほぼ 1分間に 1局のペ

ースで呼ばれ続けました。この小さなラジアルもないア

ンテナが，ラジアルを 50 本付けた逆 Lより 10dB 以

上も優れたパフォーマンスを示したのには，ほんとうに

驚きました。 

さらに，昨年のEH アンテナとの比較データから，MV

アンテナの方がEH アンテナよりも S メータで２目盛

り分（約 12dB），効率が FB です。 

全く同じコンテストに全く同じ条件に立てた2本の異なる

アンテナで，同じオペレータが全く同じ運用方法で，1 年

かけて参加比較してみるという初めての試みの結果は， 

・2004 年 EH アンテナ 35 局  16 マルチ  560 点 

・2005年 MVアンテナ 53 局  18 マルチ  954 点 

というのが結論でした。上記の効率差が素直に点数に表

れていると実感しました。MV アンテナの出現により

ローバンドの世界が一変する手応えを実感した私にと

っては，記念すべきコンテストでした。今後はDXコン

テストでも MV アンテナの評価と実績を積み上げて行

きたいと考えております。 

日本国内では160mで参加できるコンテストが極端に少

ないなか，JARL 関西地方本部 のトップバンドへのご理

解のおかげで，貴重な評価実験の機会を提供していただ

けたことに心から感謝申し上げます。こういった実際の

電離層伝搬を使用した技術実験と実践運用を兼ねたフ

ィールドの提供こそ，真のアマチュア精神の原点を見るよ

うな思いを新たにさせていただきました。プロの世界で

これをやろうとすれば，特別の実験局の免許取得から始

まり，不特定多数の伝搬データ取得相手の確保など，た

いへんな費用とエネルギーが必要となってしまい，小回

りの効く実験を手軽にはできないでしょうから・・・・・。 

JH2FXK (C19) もう１時間 終了時間を遅くして欲し

いです。 
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JR2NTC/2 (C35) いつも集計作業ごくろうさまです。
今年も稲穂の垂れる田んぼの脇で移動運用しました。朝

は蛙の声に応援されて気持ちよくスタートしました。し

かし，太陽が昇るにつれて夏のように暑くなりました。

夕方は夕日が沈むのを見ながらの運用でした。 
JA3AA (C19) コンディションが悪かったようで
14MHz 以上では，ほとんど入感がなかったようで残念
でした。敬老の日の行事参加のため，昼間の時間帯は運

用できずじまいでした。 
JH6KDY (C35) 集計ご苦労様です，体調不良であまり
できませんでした，またの機会を待ちます。 
JH7FQK (C19) はじめてC19でログを出します。 
7N1BHO/1 (C7) 移動運用中心の当局にとって，3連
休最終日の開催となり，前日に移動地でアンテナ設置済

み。早朝６時からスタートができました。あまりの好天

で暑く，水 2 ㍑ 消費。体力勝負となりました。終了 1
時間前にリタイア。コンディションは不安定だったよう

で，昨年より局数・マルチとも低下。大汗をかき，くた

びれましたが，いいストレス解消になりました。 
JA1AAT (C7) 今年は 7MHz CWで参加できました。
次年もQRVしたいと思います。参加証いただければ幸
いです。73 
JA1FWY (C7) お世話になります。マルチバンドと思
っておりましたが，何かと用事ができ 7MHz のシング
ルバンドでの参加でした。短い時間での参加でしたが楽

しむことができました。次回はマルチバンドでと思って

おります。ありがとうございました。 
JA1HIY (C7) おかげさまで，有意義な交信ができま
した，感謝いたします。  
JA1LPV (C7) とても暑い気候にもかかわらず移動局
が多く，よかったと思います。参加局数増加のために，

さらなる広報活動を期待します。 
JI1TJJ (C7) 集計，おつかれさまでございます。 
JK1LYP/1 (C7) 車の中は，蒸し風呂状態でした。2
年ぶりでしたが，局数が減ったような気がします。お天

気がよかったので，行楽にでかけたのかな？ 
JL1OEC (C7) 初参加です。フルタイムの参加はでき
ませんでしたが，楽しめました。 
JQ1AHZ/6 (C7) 台風 14 号の影響が残り，移動運用
も思ったとおりには，いきませんでした。 
7K2GMJ (C7) 短時間の 7メガのみの参加でしたが多

くの局と交信ができ，楽しみました。交信いただいた各

局，ありがとうございました。 
JF2FIU (C7) 集計審査ご苦労様です。昼間は用事で
出かけていたので，開始と終了頃だけの運用となってし

まいました。来年はフル参加を目標に，がんばります！ 
JG2KGS (C7) 私用があり，午前中の数時間しか参加で
きませんでした。参加局が，少ないように感じられました。 
JI2GVL (C7) 楽しく参加できました。 
JK2BAP (C7) 集計ご苦労様です。修理あがりの
FT-1000MPを動作テストしがてら，参加していたとこ
ろ，途中でヤケに 1000MP の SWR 表示が上がってい
て，抵抗の焦げる臭いが・・・。原因は，PA 部のファン
が動作していないためで，再度修理を依頼の予定です。 
JA3QG (C7) 昨年より交信数 23 局減少，New STN
とは 21 局と初交信できました。 
7L3EBJ/QRP (C7) 集計ご苦労様です，短時間です
が 1W で参加いたしました。 
7N3BGR (C7) 次回もがんばりたいと思います。 
JA3ATK/5 (C7) 仕事が入って，少しの時間しか参加
できませんでした。また来年も参加します。 
JF3RSF (C7) 終日できなくて残念でした。 
JF3WNO/3 (C7) 新町の下見を兼ねて午前中だけ参加
しましたが，ハイバンドは廃バンドでした。 8J2AI に呼
ばれて，35 年のときの流れを感じました。 7MHz CW
での交信分以外は，チェックログとして提出いたします。 
JN3ANO (C7) 各局 交信ありがとうございました。 
JR3OQJ (C7) 次回も頑張りたいと思います。 
JA4AVO (C7) 呼びに回るコンテストでしたが，
JCC/JCGが増えませんでした。 
JA5RB (C7) 台風 14 号でアンテナが痛んだため，
7MHz のみになってしまいました 
JA5MAJ (C7) 今年も参加しました。朝 6時から夕方
6時というのは参加しやすくて FBです。 
JA6JMJ (C7) 楽しく遊べました。 
JA6QDU (C7) CONDXは最悪のようですね。 
JQ6XJP (C7) 今回 XPO 記念コンテストは初めての
参加です。これからも参加継続したいと思っております。 
JA8NNT/1 (C7) 車のバッテリが移動先のコンビニで
上がり 2 時間遅刻。バンドは，後半かなりスキップし
ていましたが，楽しいコンテストでした。来年も，ぜひ

参加したいと思います。 
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JA9CHG (C7) コンテストの世話人の皆様ご苦労様で
す。おかげで一日楽しく過ごすことができました。

JA0/GSG (C7) バンドのコンディションが，いまひと
つだったようでした。昨年に続いての参加でした。 
JR0/ETA (C7) 集計ご苦労様です。よろしくお願いい
たします。 
JR0/QWW (C7) 久しぶりの参加で，楽しかったです。
アンテナは作ったばかりの T1(ATU)に 10m 長のロン
グワイヤーアンテナでした。意外とよく飛んでくれてロ

ングワイヤーのよさを再認識しました。 
JA2BHG (C14) 毎年参加しています。今年はコンディ
ションが悪く，信号が聞こえませんでした。Hi 
JH4ELJ (C14) バンド内がオープンしてなくて，少し
淋しかったですが，ありがとうございました。 
JH4OUH (C14) コンディションが悪く，参加局も年々
減少しているようで残念です。 
JF6NBB (C14) コンディションが悪く，昨年の半分も
QSOできませんでした。 
JE7ENK/7 (C14) ハイバンドのコンディションは，厳
しかったようです。 
JF7QUE (C14) 町村合併により，八幡平市となりまし
た。新市になって初めてのコンテスト参加です。久しぶ

りでしたが楽しめました。ありがとうございました。

Best Luck 73 
JA8AJE (C14) こんなコンテストは初めてでした。
13:30 から 17:30 まで 1 局もできず。最後 1 エリアと
数局できましたが，まあまあの信号強度でした。14 へ
のQRV 局が少なくなったのでしょう。途中コンディシ
ョンが悪く，14 をあきらめた局が多かったのでは，と
想像しています。 
JG8HVD (C14) 集計ご苦労様。少しの参加でしたが提
出します。 
JE1OOU (C21) 21MHz はなかなか開けず残念でした。 
JI1OWT/1 (C21) 今年は 21MHz 電信で参加しまし
たが，コンディションも悪いうえ参加局数が少なく，局

数が伸びず，ローカルばかりで HF なのに UHF で参
加しているような錯覚になってしまうほどでした。 
JE1ALA (C28) 相も変わらず馬鹿の一つ覚えで 28M 
Hz 一筋の私としては，Eスポの開けないこの時期の開
催時期を 2,3か月前倒ししたら，もっと楽しめるのにと
思いますが，いかがでしょうか。集計ご苦労様です。 

JG1TVK (C28) 集計お疲れさまです。今年は，マルチ
は減ったものの，局数が大幅に増加し，このバンドとし

てはよい傾向でした。毎年コマバンドに少しずつであっ

ても，このように増えていって欲しく，活況あるバンド

にしていきたいものです。 
JH3TCM (C28) ハイバンドのコンディションのよく
ないなか，あえて 10mにQRVしましたが，午後（13:30）
からは応答もなく早々に切り上げる結果になりました。 
各局，交信ありがとうございました。 
JA5INF/1 (C28) 取りまとめお疲れさまです。毎年多
くの局が参加して各バンドで楽しめます。私は 3.5M 
Hz から 430MHz まで運用していますが，すべてのバ
ンドで QSO できました。1 エリアでは 50MHz から
430MHz までにおいても，かなりの局が参加していま
すので，それぞれのバンドで楽しめます。これからもコ

ンテストを盛り上げてください。 
JK1DMT (C50) 今年も自宅からのんびり 50MHz 
CW のみで参加させていただきました。もう少しにぎ

やかだといいのですが。 
JG4KEZ/1 (C50) しばらくQRT していましたが，ハ
ムフェアに行ったのをきっかけに 5,6 年ぶりにアマチ
ュア無線を再開しました。そして再開後初のコンテスト

参加です。HFのアンテナの準備が間に合わず，50MHz
での参加となりました。その 50MHzのアンテナもベラ
ンダに取り付けたモービルホイップという最低限のも

のです。今の住居からの本格的な運用は実質今回が初め

てで，Iを出さないようにパワーを絞っていたり，集合
住宅故のノイズもあったりで飛ばない，聞こえないとい

う状態でした。それでも，やはり無線は楽しいですね。

次はもう少し設備を整えて参加したいです。 
JA5FOP/3 (C50) 縦振電鍵でのんびり参加しました。 
JO1LDY/1 (C144) コンテストの時間になっても何も
聞こえず，不安になりながらCQを打ち出し，各局に呼
んでいただきました。設備は，2.5W＋モービルホイップ
で，どこまでできるかチャレンジしてみました。マルチ

は伸びませんでしたが，満足しています。ただひとりバ

ンドでCQ TESTを打つ寂しさは，高いバンドの宿命で
しょうか。 
JH2NTZ (C144) このコンテストに 8J2AI (50MHz 
SSB)が出てきてくれました。当方はワッチのみでした
が，意味深いものを感じました。 
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JA1WSE/1 (C430) Condx はまずまずでしたが，参
加局が少なかったような気がしました。 
JF1CQH (C430) 最初はいろいろなバンドで呼びに回
る予定でしたが，知らぬ間に? 430MHz がメインにな
ってしまいました。430で提出ですが，マルチが少なく
て少得点。他のバンドはチェックログです。 
JA1OQ (FM) 楽しく参加できました。あまりのコンデ
ィションの悪さに、設備の非力さを思い知らされました。 
JA1QEU (FM) 今年は参加局が極端に少なく途中でリ
タイアしてしまった． 
JE1HMC (FM) 今回初めて参加ログを提出します。 
JE1MPR (FM) 集計ご苦労様です。天気もよく楽しめ
ました。今年は１エリアのV･UHFでも比較的参加局が
多かったように感じました。  
JF1ABZ/1 (FM) 楽しめました。 
7L1ETP/1 (FM) 手抜き設備でしたが、楽しめまし
た。 ハイバンドのCONDX が悪く、INV では厳しか
ったです。 VU がWhip でもそこそこできるのは 1エ
リアの特権でしょうか Hi 
7L3IUE (FM) 毎回楽しいコンテストを企画していた
だき，ありがとうございます。楽しめました。 
JF2FKJ (FM) 7MHz と 50MHz で参加しました。次
回も参加したいと思います。 
JI2MWH (FM) 私は，地方コンテストではXPOが一
番だと思います。“9月のオール JA”と昔聞いたことが
あります。 
JK2VOC (FM) 仕事のため部分参加でした。 
JA3RK (FM) あちこちのバンドをちょこちょこ覗い
て８バンド、じっくりやる根気がなくなりました。 
JA3KYS/3 (FM) 集計ご苦労様です。昨年に続き山頂
から参加しました。残念ながら成果は今ひとつ。無線と

自然をゆっくり楽しむことができました。 
JA3QOS/3 (FM) 大阪府と和歌山県の境界の和泉葛
城山へ移動しました。 
JH3AIV (FM) 祝日のためか，たいへん参加局が少な
く誠に残念です。開催日の検討も必要ではないかと考え

ます 
JJ3GCR (FM) ｢XPO｣記念にちなみ、大阪万国博公
園内からの特別局運用などというのは，実現できないで

しょうか？ 
JP3TSP (FM) 大正 10年 4月 12日生（84 歳） 
JA5ND/3 (FM) 参加することに意義? ボチボチと～ ! 

JH0/TIS (FM) 今年はシングルオペで参加しました。
電信電話部門といっても電話はあまり相手がいません

でした。もっともっと大勢参加して盛り上がるといいで

すね。1.9MHz も可能だと終わってから気づきました。 
JR4ZUZ (FC) 楽しく参加させていただきました。 
JA1COU (F7) 1 時間とちょっと楽しませてもらいま
した。 
JG1GCO (F7) ナンバーが簡単なのは，たいへんいい
ですね。7MHz 以外の HF バンド参加者がいませんで
した。 
JG1IEB/1 (F7) 今年も参加することができました。 
JJ1XQU (F7) 集計ご苦労様です 
JI2QIX/2 (F7) 集計ご苦労さまです。交信いただい
た各局ありがとうございました。 
JL2PCI/3 (F7) 集計ご苦労様です。コンディション
が今ひとつ開けず，ハイバンドは全く聞こえずでした。 
JI3HIY (F7) 今回初参加、初ログ・サマリー提出で
す。まだまだ残暑厳しかったですが、それでも、どこと

なくはや、秋の気配も感じられる天候の中、固定から参

加しました。予想していましたよりも、PHONE での
参加局が多くなかったようでしたが、交信していただき

ました各局ありがとうございました。次回も、よろしく

お願いします。 
JK3LZI (F7) コンディションが悪くてたいへんでし
た。それでも多くの局と出会えて楽しい一日になりまし

た。初参加です。また挑戦したいものです。 
JN3KST (F7) VU も運用を試みましたが，あまりの局
の少なさに 7MHz で参加しました。まぁ 7MHz の多
いこと，頭が痛くなるほどでした。HiHi 
JH4QJP (F7) 電波伝搬が思ったより FB でした エ
ントリー局が少なくなったと感じるのは，当局だけでし

ょうか ？! 楽しみました。06 年も各局にお会いでき
ることを楽しみにしています。 
JN4UUS (F7) 初参加でしたが，大体の要領がわかり
ました。次回がんばります。 
JA6EX (F7) 初めてXPO 記念コンテストに参加させ
ていただきました。HF ハイバンドのコンディションが
よくなかったので，7MHz のみの参加でした。少々残
念ですが，少ない局数ですみません。 
JA0/GEY (F7) 当初は，出るつもりでなかったのに，1
局交信したら収まりがつかなくなり，午後の仕事を休ん

で出てしまいました。おこられるよ～～。 



－ 6 － 

JE0/VFV (F7) コンディションが悪かったですね。 
JA6PVO (F14) 大阪万博には残念ながら行けません

でしたが，去年 太陽の塔 は見ました。30 数年前です

か，私も年をとりました。HiHi 

JR8NOD (F14) コンディションが悪く，局数が伸びま

せんでした。 

JK1NAF (F21) 正午近くから参加しましたが、

21MHz 帯は非常に寂しい(QRV 局が少ない)限りでし

た。西の横綱だったのに・・・。 

JH7DHL/1 (F21) ヘボオペぶりを "Expose" してし

まいました。 

JS1MBH (F28) 1局でしたが提出します。 

JF6LIU/0/ (F28) 移動運用でXPOコンテストに参加

しました。局数は伸び悩み状態でしたが楽しめました。 

(7MHz はチェックログです) 

JE3ENM/0/ (F50) 仕事の合間に，昼食をとりながら

QRV｡やっぱり，いつも休憩するポイントは，相手さえ

いれば QSO ができることが判明。ビーコン局

JA1ZYK(千葉),JG1ZGW(東京),JA2IGY(三重)が入

感しているので，間違いなし !!  

JG3KFM (F50) 参加局少ない中での，末席を汚させて

いただきました。 

JL3DYW/3 (F50) 先週退院したばかりで山への移動

は無理と考え、近所の淀川堤防に移動運用しました。

GW が開けている様子でしたが、場所と設備で力不足

でした。無理は避けて昼過ぎに撤収しました。集計お疲

れさまです。 

JH5UPI/5 (F50) 連休は，日曜日にコンテストを開催

したほうが，いいのではないかと思います。 

JI6DUE/3 (F50) 2度目の参加でした。途中からの参

加でしたがアンテナの試験もかねたコンテストでした。コ

ンディションがあまりよくなかったせいかマルチがいま

ひとつ伸びませんでした。来年も頑張りたいと思います。 

JI1IIF (F144) 6mや2mでCQを出しているのは，

いつもの強い局ばかりで，マンネリ気味です。呼びに回

るのもいいですが，たまにはCQを出しましょう。 

JL3TEM (F144) 午後は“敬老”行事のため(念のため

自身が対象ではありません)フル参加はできませんでし

たが・・・，空振りCQ連発で，少々疲れはしました。

Hi  ☆電子ログお出しできず，申し訳ありません。何

とぞ御容赦を ! 

JA3WDL (F430) 少しの時間しか参加できませんでし

た。初交信局が多くて喜んでいます。 

JH3SKC/3 (F430) 9月 19日は，大阪府貝塚市移動で

和泉葛城山に登りました。 

JI3QYW/3 (F430) 久しぶりにXPOコンテストに参

加しましたが，参加局が少ないのには，びっくりしまし

た。今回は，UHF(430MHz 帯) 和歌山県からのサー

ビスで参加しました。 

JA5UJT/5 (F430) QSOの相手から 10年目だと言わ

れました。ボツボツとまたコンテストに参加してみよう

と思っています。 

JI5SAO (F430) 本年度もあまり時間がとれず，移動

にも行けず，ローカルコンテストと掛け持ちで参加をして

いましたが，430MHz FM 4局で終わってしまいまし

た。また来年度も参加します。 

JR9HCV/9 (F430) 今年はいつも以上のお手軽参加で，

わずか１時間弱の運用で終わりました。コンディション

もいまひとつでした。 

JR1UJX (F1200) 昨年は誰もエントリーしていなか

ったので、交信できるか不安でした。始まってみれば、

ある程度は交信できてホッとしました。残念ながら、

PC トラブルのため最後の１局のデータを失いました。 

JH5DAH/5 (F1200) 今回は移動局が少なくて，マルチ

が 4つしかありませんでした。前日の 21 時から開始し

てはどうですか。(フィールドデーくらいの時間帯) 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

あとがき 

御参加 ならびに ログの御提出，まことにありがとう
ございました。High Band の Condex の低下の影響は，
いかんともしがたいところかと思います。また，敬老の

日が必ず月曜日になるように変わってしまい，それが都

合のよい方もあれば，出にくくなったという御意見もい

ただきました。もともと，9月 15日は，’70 EXPO の
閉幕の日であり，JA3XPO が半年に及ぶ運用を終えた
記念の日であったのですが。 
おりからのEXPO 愛・地球博 の会場から，8J2AI が

QRVしてくださり，交信された方は，ラッキーでした。 
JARL NEWS では，コンテスト結果の全局発表は今

回限りとなり，今後は入賞者のみになるようです。した

がつて，発表はインターネット利用でということになら

ざるを得ません。電子メールによる，ログの提出 および 
紙ログの場合は，メールアドレスの記載をお願いします。 
                     [完] 


