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JA1CP (CM) 毎年楽しく参加しています。 
JA1OQ (FM) 今年も楽しく参加することができました。
ありがとうございました。コンディションが悪く，残念で

した。 

JA1AAT (C7) 7MHz CW で参加，最後の追い込みで
10局とQSO。次回も参加します。 

JA1BYM (F430) 参加局が少なかったようですが楽しく
参加できました。 

JA1CIC (F7) フルタイムの参加ができませんでした。 
JA1COP (C1200) 手軽に参加でき，歴史のある好きな
TESTです。今回は1200MHzで出してみます。  

JA1DCK/1 (F50) 昨年に続いて2回目の参加です。楽

しいひとときを過ごさせていただきました。 

JA1DTS (FM) 仕事の合間に参加しました。思ったより
参加者が少ないようでした。次回も参加します。集計ご苦

労さまです。 

JA1FWY (CM) お世話になります。楽しい時間でした。
ありがとうございました。 

JA1HIY (C21) 各局さん暑い日でしたが，今回もお相
手ありがとうございました，感謝します。次回もよろしく

願います。 

JA1IQK (FM) このコンテストに１エリアからも参加
できることを知らないのか，１エリアの参加者が少ないた

め，HFハイバンド・VHF・UHFではほとんど交信相手が

いなかった。９月はJARL本部主催のコンテストがないの

で，このコンテストにもっと多くの局がシングルバンドで

も参加するように呼びかけが必要だろう。 

JA1LIH (CM) ナンバーが簡単でよいと思った。結果の
送付を希望します(by E-mail)。次回 Logは，E-mail にし

ます。 

JA1NKU/QRP (CM) フル参加できませんでした。 
JA1OJE/2 (FM) 集計おつかれさまです．7MHzのコ
ンディションが悪く残念な結果になってしまいました．来

年は今年のリベンジをするゾ!! 

JA1UKF/1 (FM) 短時間でしたが，楽しくコンテスト
に参加できました。 

JA1VVH (CM) 次回はフルタイムで参加できるように
頑張ります。 

JA1XEM (CM) 参加者も多く楽しめました。 
JE1ALA (F28) 集計ご苦労さまです。28MHz は E ス

ポシーズン以外，人がいないので28MHzだけでも2か月

前倒しで開催できないかなぁ… 

JE1LDU/1 (CM) QRP(5W) で参加しました。電波伝
搬状態がよくないこともあって，思うように局数が伸びず，

また，残暑もきびしく，移動運用を楽しめませんでした。(鮎

の塩焼きは美味しいでした) 

JE1MPR (FM) 集計ご苦労さまです。 今年も何とか参
加できました。 局数少ないですがログを提出します。 

JF1ABZ/1 (FM) 休日の朝，早起きしてコンテストに
参加しました。 

JF1KWG (C19) 集計ご苦労さまです。 
JF1YRK (CC) いつもお世話になっております。３年ぶ
りに参加しました！今回は３名（うちフル参加は１名）で

参加しました。来年もなんとかメンバーを集めて参加した

いものです。またよろしくお願いいたします。 

JG1GCO (F50) 参加局が少ないですね。JA1ZGP局の
みです。ここ2～3年ZGP局しかQRVしていません。残

念です。 

JG1IEB/1 (F7) コンディションが悪く，前年より大
幅にタウンしました。 

JG1RRU (F21) 集計お疲れ様です。今年も，参加でき
て嬉しいです。 

JG1TVK (C28) 集計お疲れさまです。北と西とで，天
候が悪かったせいか，DX-PEDI のためか？ 午前中でほと

んど終わりの状態で，開けていても見当たらずにマルチが

取りきれませんでした。 

JH1MTR/4 (CM) 敬老会行事に世話役参加となり，朝
一番と終了時に出ました。しかしながら Poor  Condxで

ハイバンドが全く聞こえません 残念！でした。 

JI1ALP (CM) 毎年楽しくXPOコンテストには参加し

ています。今年のQSO数は 昨年を下回りましたが，スコ

アは更新できました。7Mzが混信とノイズのおかげで稼げ

ませんでしたが，ハイバンドでマルチを獲りました。来年

は1.9MHzのANTが欲しいです。 
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JI1OWT/1 (C21) コンディションもいまひとつで，参
加局も少なく空振り CQ連発で無線機の耐久試験のように

なってしまいました。 

JI1TJJ (C7) 集計，おつかれさまでございます。 
JJ1LRD (CM) 昼間のコンディションがあまり良くあ
りませんでしたが，楽しく参加させていただきました。こ

のコンテストでは，初めてのマルチバンド参加です。 

JJ1VEX (F430) 参加局が少ないと参加局が言っていた
ので，出遅れましたが途中から時間のある限り参加いたし

ました。今回初参加です。40回を迎えるにあたり もっと

参加者が増えることを望みます。 

JJ1XQU (C7) 集計ご苦労さまです。 
JK1DMT/1 (C7) 短時間でしたが，今回も CWのみで

参加させていただきました。 

JK1LYP/1 (C7) 開始時はノイズで何も聞こえず 昼は
スキップで何も聞こえず 終了１時間前が一番よかったで

す こんなコンディションは初めてでした。 

JK1NAF (F35) 今回は娘二人の吹奏楽の発表会の日程
と重なってしまいました。発表会終了後，早速Homeへ戻

り残り約2h程 楽しみました。やっぱり，，，心にゆとり

がないとダメですね (^o^) 

JK1SDQ (C7) 他用のため参加困難であったが，やっと
30分の時間を見つけ参加。E-mail でご案内をいただいた

ので，どうしても参加したかった，ご案内感謝！  

JL1LNC (C14) C14での参加。もう少し局数が伸びれ
ば良かったのですが。 

JM1NKT (C19) 昨年同様，時間の都合でC19にエント

リー。早朝の時間帯も『CQ TEST』できたので，スコア

は昨年の2倍弱には達しましたが，結果は？ 

JN1BBO (F50) 参加局が少なく寂しかったです。 
JN1KWR (CM) 強風のためアンテナを気にしながらの
参加となりました。ハイバンドが低調だった分V・UHFで

カバーでき，前回より交信数は増えました。 

JN1YSJ/1 (F1200) ぼくは，小二 の ４アマです。 
JO1LDY/1 (C144) 高いバンドは，1 局の重さがずっ

しりときますね。昨年同様，今年も落としたマルチと局数

の埋め合わせが，最後までできませんでした。 

JO1ZEI (C7) 集計，おつかれさまでございます。 
JR1BSV (F430) 参加局が少なくて残念です。参加賞等 
発行すれば，もう少し増えるかな？ と思います。 

JR1NKN (C21) また頑張りたいと思います。 
JS1MBH (F430) 関東では参加局が非常に少ないです。
若い方からはXPOとは？ の質問が出ていました。 

JS1NDM (F7) 初めてログを提出します。私も今年の11

月で 37 歳になります。私が生まれた年に始まったコンテ

ストだなと思いながら参加しました。 

7L3EBJ/QRP (CC) 集計ご苦労さまです，QRPにて
短時間だけ参加いたしました。 

7M3OER/1 (F1200) 初参加です。わずかの交信ですが
ログ提出します。電子ログ提出は初めてです。他バンドの

チェックログを添付します。 

7N2EDF/1 (F430) 当局の移動地では，コンテスト参
加局がなく，CQを出しても無反応で寂しかった。しかし，

このような素晴らしいコンテストは，これからも残してほ

しいと思う。事務局の皆様，ありがとうございます。お疲

れさまです。 

7N4NIK (C1200) 1200MHz以外のバンドのチェック
用ログも同封します。それらは，紙の節約のため全バンド

を1枚に書きました。 

7N4XJQ (FM) 気温 35℃の暑い日でしたが，FB に運

用できました。次回も参加したいと思っています。 

JA2RP (C50) 主催圏である３エリアが，このバンドに
おいては極めて低調であることは，残念に思いました。 

JA2AFX (C35) 今年も楽しく参加させていただきまし
た。 各局ありがとうございました。 

JA2BHG (C14) 毎年参加しています。余りたくさんと
は交信していませんが，毎年楽しみにしています。 

JA2QVP (CM) 集計ご苦労さまです。各バンドともコ
ンディションが悪かったですね。 

JA2VSU/3 (F430) 時間がなくて，短時間しか参加で
きなかったのが残念です。 

JF2FIU (C35) 今年も参加できてよかったです。 
JF2TGF (F144) 初めて参加しました。目標20局以上

にチャレンジしましたが，達成できずに残念です。来年も

参加させていただきます。 

JG2CNS/3 (FM) 集計お疲れさまです。釣竿アンテナ
を設置，テスト運用をしましたが，聴こえず，飛ばず。コ

ンディションが悪かったのでしょうか？ または参加者が

少なかったのでしょうか？ 
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JG2GSY (CM) コンテスト当日は，コンディションだ
けでなく，体調も最悪で早々にリタイヤしてしまいました。

来年は，フル参加できるように頑張ります。 

JH2CMH (FM) 運用できた時間帯の７メガの Condx

は最悪。楽しみにしていたコンテストだけに残念でした。

JH2FXK (CM) 7MHzのジャミングが終日出ており 
サッパリできず，おまけに HF もコンディションが悪く戦

意喪失状態でした。良かったのは3.5MHzだけのような・・ 

JH2YQB (FM) 一人のオペレータで運用しましたので，
シングルオペ種目にエントリーします。 

JI2QIX/2 (CM) QSO各局，またどこかで，お会い

しましょう。 

JK2BAP (C7) 集計ご苦労さまです。スタート時から
BAD CONDX+中国製QRMで，満足な経過は得られず。

マルチの10（東京）が入手できたのは終了直前でした。 

JK2VOC (FM) コンディションが不良で全然できませ
んでした。 

JL2PCI/3 (FM) 集計ご苦労さまです。コンディショ
ンNG ローカルバンド V・UHFで，CQコンテストを発

射してもまったく応答なし。U・VHF で聞こえるのは，滋

賀県内第二名神の工事関係車両の，コールサインの発射が

できない無線局の通信が多数です。 

JP2GJS/2 (F430) 当局の運用地(富士新五合目)が，
当コンテストでの最高地点でしょうか。ロケーションに恵

まれていますので・・・。 

JQ2OUL (FM) 子守をしながらのコンテストは正直疲
れますね・・・なかなかコンテストという家庭環境ではな

いのが悩みの種です（笑） 

JQ2VEV (CM) アンテナの関係で，3.5MHz に出られ

なかったのが残念でした。 

JR2NTC (C35) 今年は天候が不安だったので，移動運
用をあきらめホームからの参加です。家庭の諸々もやりな

がらでしたので，フル参加はできませんでした。来年はそ

れ相当の準備をして臨みたいです。 

JR2WLQ (CM) 久々の参加になります。次回は何とか
電子ログ提出をと思っております。昨年からルール等，本

TESTをかなり意識した「愛・地球博記念TEST」なるも

のが開催されており，万博以来立派に継続されている貴本

部の運営に敬意を表したいと思います。 

JA3AA (C19) いつもお世話をおかけしています。敬老

の日の行事があり，昼間は出られないため，1.9MHz に集

中することにしました。 

JA3HC (CM) コンディションが悪いです。日中の

7MHz，ハイバンドはCQを出しても返答なし。 それとも，

参加者が少ないのか? それとも私の技量不足なのか? い

ずれにしてもあまり伸びませんでした。 

JA3QG (C35) 朝夕のみのCONDXでしたが楽しませて

いただきました。 

JA3RK (F35) 病み上がりにこの暑さ，体重＜50kgで
スタミナなく参加のみ，馬肥ゆる秋を待つ。 

JA3RR (F50) JA3ATJ局のBLOGを拝見して，コン

テストログの提出忘れていたのに気づきました。僅かの局

数でお恥ずかしいですが提出します。傘樹ともなれば，こ

んなものかな? Hi 

JA3ATJ (C144) いろいろ他に用事があって，腰を据え
ての参加はできませんでした。おまけに，普段使っていな

いエレキーを引っ張り出してきたら，低いバンドに行くほ

ど回り込みが激しくなり，恥ずかしい思いをしました。 

JA3ATK/5 (CM) お世話になります。本年も元気に参
加できました。 

JA3BBG (F50) 暑いせいなのか，参加局が少なかった。
年々参加局が減っている，あと 10 年もするとサイレント

キーが増えてコンテスト参加局が激減するのではなかろう

か？ 

JA3FNO/3 (F144) 天候にも恵まれ非常にいいコンデ
ィションでしたが もう少し参加局が多くても・・・と思

いました。 

JA3IUB (C430) 目標の10局，QSOできました。 

JA3KDJ (F1200) 今年も参加することができました。 
JA3KYS/3 (FM) 集計ご苦労様です。 昨年と同様山
頂より参加しました。天候は風が強く時折雨も降り良くな

かったですが暑くなく楽しく参加できました。 参加局は

特に他エリア局が少なくマルチが伸びませんでした。 

JA3OLO (FM) コンディションが今ひとつでしたので
久々にのんびりと楽しみました，来年は期待します。 

JA3QOS (C19) 初めて1.9MHzで参加しました。ノイ

ズレベルが高く苦労しました。 

JA3RAZ (C50) 集計ご苦労様です。 今年も短時間し
か出られませんでした。それにしても XPO TEST の時期

ってこんなに暑かったですかね。 
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JA3RSJ (CM) コンディションが今一で交信局数があ
まり伸びませんでした。各局ＴＫＳ 

JA3TVQ (F7) 29, 30, 32, 36, 39 が 未QSOに終わ

りました。 

JA3WDL (F144) 参加局は思った以上に少なく感じまし
た。何かの対策や検討が必要でしょう。 

JF3NAO/3 (F50) いつもお世話になります。今回，ア
マチュア無線を復活して２回目のＸＰＯ記念コンテスト参

加となりました。午前中は電信，電話とも各局からたくさ

んのお声掛けをいただきましたが，午後からはパタっと静

かになってしまいました。ちょっと寂しいものがありまし

たが，昨年度と比べるとほぼ倍の局とナンバー交換ができ

ました。（前回のコンテストは，台風通過のあとだったの

で参加局は少なかったと記憶しています。）各局，ありが

とうございました。事務局におかれましては集計等の作業，

ほんとうにご苦労様です。今後ともよろしくお願いします。 

JG3SVP (F7) １時間程度出られました。こちらでは良
く聞こえていました。 

JH3PTC/3 (CM) 今年も単身赴任先の東牟婁郡串本町
（潮岬）からの運用です。コンディションが悪かったです

が，各局ありがとうございました。 

JH3SKC (F430) 今年も楽しく参加させていただきま
した。 

JI3FSI (C21) 短時間のみの運用でした。 
JJ3NTI (F50) 少しだけ交信できました。 
JJ3WMC/3 (C50) 今年も同じ得点でした…。仕事もあ
って短時間の運用でした。 

JK3HLP (C35) 昼間は用事で抜けましたが，朝夕楽し
むことが出来ました。  

JK3IJQ (C19) 短時間でしたが，1.9MHzで楽しめま
した。 夜の時間帯があれば，もっと楽しめたと思います。 

JL3DYW/3 (F50) 他のエリアの天候が悪いためか移動
局が少なめでしたが，局数とマルチの増加で去年より多い

得点をあげました。移動局が増えるようになれば盛りあが

るのではと思いました。集計お疲れ様です。 

JL3TEM (C14) 冷やかしみたいな参加でスミマセン。
でもSSBで何回CQがなっても・・・。 

JM3XZC (C50) 初めて参加させていただきました。各
局ならびにコンテスト運営関係者の皆様，ありがとうござ

います。 

JN3ANO (C7) 各局 交信ありがとうございました。 
JN3LAE/4 (F430) 初めて XPO 記念コンテストに４

エリアから参加しましたが，参加局が少なかったので寂し

い限りでした。 

JN3VUT/4 (F430) ４エリアから XPO 記念コンテス

トに参加しました。久しぶりなので，緊張しました。 

JO3HRE/3 (F50) 集計お疲れさまです。今回もよろし
くお願いいたします。今年は暑く FD コンテストかとも思

える灼熱の中での運用となりました。今年の XPO コンテ

ストは，去年より賑やかになったかなという印象を持ちま

した。移動，固定各局，お声がけ，お取りあげありがとう

ございました。皆様たいへんお疲れさまでした。 

JP3RJH (FM) 遅くなりました。次回は電子書類で提
出できるようにがんばってみます。 

JP3TSP (FM) 大正10年4月12日生（86歳） 

JR3NZC (FM) 短時間参加でした。 
JR3RIY (FM) ボチボチ CW も始めています。交信い

ただいた各局ありがとうございました。 

JS3OMH (C50) 初めて電信で参加しました。 
JA4BDY (C35) フルタイム参加はできませんでしたが，
がんばってみました。 

JA4RWN (F35) 3.5MHｚのSSBに参加している局は少

なかったです。 

JE4NGO (F430) 仕事が終了後，コンテストに参加しま
した。 

JF4CAD/3 (F144) QRP部門があればいいなと思いま
す。設備のいいコンテスト常連組以外でも入賞チャンスが

でき，各局の参加意欲が高まるのではないでしょうか。 

JF4ETK (CM) ジャミング等による影響で7MHzが悲

惨な状況になり，例年の局数より大幅減になりました。ハ

イバンドは，午前中の早い時間帯がコンディションがよく，

昨年以上に局数を稼ぐことが出来ました。 

JG4KEZ/1 (FM) 引っ越してHFのアンテナが大幅に

規模縮小となってしまいました。 

JH4FUF (C35) 久々に参加しましたが賑やかでＦＢで
した。集計ご苦労さまです。 

JH4QJP (F7) 強力なジャミングが朝から長く続きコー
ルサイン取れない 得点が年々下降気味です！ 楽しく参

加できました！ 
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JH4XFZ/1 (F50) 初参加です。お天気はよかったので
すが，風が強くて参りました。コンディションも BF で参

加局も少なかったようです。 

JI4JGD (FM) 今年は夜勤明けで少しだけ参加。少しで
すが提出しておきます。 

JN4PMO/4 (F50) 所用のため，終了間際での参加とな
りました。次回もよろしくお願いします。 

JR4FLW/4 (C7) 今年もC7部門に参加しました。コ

ンディションが悪く昨年よりスコアダウンになってしまい

ました。 

JR4URW (F7) コンディションは悪かったですね。局数，
マルチともにダウンしてしまいました。 

JA5HPK (CM) 仕事前に参加できました。 
JH5DAH (F144) 今年は移動できなかったので，

144MHz のみの運用でした。やはり，ハイバンドは固定

では入感ありませんでした。 

JH5UPI/5 (F50) 昼頃は真夏並みの暑さだったので休
憩しながらの運用だったのと，14:00頃には雨降ってきた

ので運用時間は短めになりました。 

JI5SAO (F430) 本年度もローカルコンテストと掛け持
ちで参加しましたが，体調を崩してしまい，身体のほうが

本調子でなかったので，CQ は出さずにお声がけをして局

数を稼ぎましたが，本年度は430MHz FM 5局で終わっ

てしまいました。 

JR5PPN (F7) お世話になります。少ない交信数ですが
ログを提出し，お手数ですがよろしくお願いします。ロー

カルコンデション悪かったですね。次回の楽しみにしてい

ます。 

JA6BIF (FM) 楽しいコンテスト有難う御座いました。 
JA6DOU/3 (FM) 初めて参加しました。一聴して青少
年らしき局が聞こえなかったのが残念です。 

JA6FOF/6 (CM) HI BAND にもっと出ていただきた
い。 

JA6RIL (C7) 今年も元気にコンテストに参加できて感
謝！お恥ずかしい得点ですが生存証明です hi  

JF6NBB (C14) 早朝の雷雨でアンテナを外したので運
用開始が遅れましたが，午前中と夕方は楽しめました。昨

年は，台風復旧で中途半端だったし，来年に期待します。 

JH6KDY (C21) 集計御苦労さまです, コンディションが
余りよくなくて，残念でした，またの機会を待ちたいと思

います。 

JH6QIL (C14) 今年もお昼前後に家族と出かけてしま
いフル参加はできませんでした。以前に比べて参加局が減

ってきているという印象がありますが，100局以上交信で

きましたので，楽しめました。なぜか，大阪の局とは１つ

も交信できませんでした。 

JH6WKF (F7) ハイバンドはNGでしたが沢山の局と楽

しんだ。 

JI6DUE/3 (C7) 4度目の参加でした。昨年と比べて大
きく局数・マルチとも減です。今年のコンディションはどう

だったのでしょうか？ また来年も頑張りたいと思います。 

JJ6TWQ (CM) ハイバンドのコンディションが悪く，
21MHz以上ではほとんどQSOできませんでした。SSB

では各地が聞こえていたので，参加局の問題かと思います。

より多くの局が電信で参加するよう工夫をお願いできたら

うれしいです。 

JQ6PAQ/1 (C21) 交信いただきました各局，ありがと
うございました。主催者の方，お働きに感謝します。

21MHz帯以外の交信もチェックログとして提出します。 

JA7NT/1 (C19) 1.9MHz は，特にキビシイです Hi !! 
1.8MHz DX にジャマにならないところで使えると，

GUD なのですが HW ? 

JA7AEM (CM) コンディションが悪く，特にハイバンド
は全く聞こえませんでした。 

JA7JEC (CM) 一時間だけの参加ですが，来年はもう
少々頑張ります。 

JE7ENK/7 (C7) 全体的にも不安定なコンディション
だったように感じました。 

JN7WPD (C7) パルスノイズが多くコンディションも悪
かったです。 

JO7FGZ/2 (F430) 風も弱く，去年より快適に運用で
きました。 

JA8LN (C7) わずか20分足らずの参加でした。集計ご

苦労様です。 

JA8NNT/1 (C50) 強風のため自宅から参加しました。
のんびり，楽しめました！ 

JJ8CAY/1 (CM) 1200CWは1h以上CQを出しま

したが，１局もできませんでした。HF はアンテナがダメ

ダメで聞こえず飛ばず，144と430は，そこそこ楽しめ

ました。 
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JJ8GFL/1 (C7) 初めての参加なのではないかと思い
ます。コンテストは FD 以来気が抜けていた状態でしたの

で，久々のコンテストで楽しめたと思います。また来年も

参加したいと思います。 

JR8CIX (C7) すっかり忘れていて，2時間足らずの参
加でした。物忘れがハゲしく困っています。(今年まもなく

78歳) 

JA9XAT/3 (C144) HFでQRVしようと思いましたが，

リグ不調のためVHFで参加，でもQSOできたのは，たっ

たの1局でした。 

JA0DVE (CM) 飛行日和でもあり，朝方だけの参加でし
たが参加局が多く楽しめました。 

JA0GSG (C14) 厳しかったです。 
JE0KBP (CM) コンディションが大変悪く，昼間は７
MHzが聞こえず，ハイバンドもダメで全く出るバンドがあ

りませんでした。とても残念です。来年に期待します。集

計に当たられる方に感謝申し上げます。 

JG0AXT (CM) 10時過ぎから参加しましたがCONDX

が最悪でした・・・。  

JG0EXP (CM) 中越地震以来参加できませんでした。バ
ンドが開けず残念。 

JH0NEC (CM) 朝夕のみの参加でしたが楽しませてい
ただきました。 

JH0NVX/1 (CM) うまくコンディションがつかめず，
局数が伸びない結果となり残念でした。 

JR0ETA (C7) 集計ご苦労さまです。よろしくお願いい
たします。 

J*1*** (C35) このコンテストのことではありません
が，アクティブに運用できない・運用しない記念局や特別

局にはペナルティをというのはどうでしょうか。告知して

おきながら出ないというのは，アマチュア無線の活性化に 

反するし，イベントのイメージダウンによると思います。

よろしくお願いします。【コンテスト委員会の判断で，匿

名にさせていただきます。】 

J*3*** (F430) ＸＰＯ記念コンテスト初参加です，よ
ろしくお願いします。コンテストは，楽しく参加させても

らいましたが，電子ログの申請方法が，今ひとつ理解でき

ません（今も間違いなくできているのか不安です）説明を

読んでも文章が長く結局どうすればよいか分からない状態

です。一度やってしまえばわかると思いますが，コンテス

ト結果提出方法が分からず嫌になって参加されない局長さ

んもおられると思います（私がそうでした）説明に提出ま

でのフローチャート図や入力方法や記入の Sample（例）

があれば理解しやすいと思っています。【貴重なご意見あ

りがとうございます。次のコンテストから，説明の改善を

試みたいと思います。匿名にさせていただきます。】 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
あとがき 

諸般の都合により，結果発表がたいへん遅くなりま

したことを，はじめにお詫びいたします。 
電波伝搬のコンディションは，今回も芳しくなかっ

たようで，特にハイバンドは，あまり開かなかったよう

です。それに，地域によってはかなり暑い一日だったよ

うで，移動運用をされた方々のコメントから知ることが

できました。 
コンテストの参加者が少ないというご意見をたくさ

んいただきました。おしなべていずこのコンテストも同

じような傾向のようですが，ここにいただいたコメント

の中に，いくつかあります「初参加」は，まことにうれ

しいことです。5 月の「関Ｖ」と異なり，３エリア 対
他エリアの得点ではありませんから，次回には，ひろく

ハム仲間をこのコンテストにお誘いいただきますよう，

よろしくお願いいたします。 
http://www.tcn.zaq.ne.jp/ja3atj/contest.htm 

                     [完]

・―― ―― ―― ・―― ・・・―― ―― ――・・―― ・―― ――・ ―― ―― ―― 

ログ提出局数のうち，電子メールによる提出が，‘02 年

の 47% から，今回は 65% に達しました。【左図】  

いただきましたコメントのなかにもありますように，連

盟本部のコンテストのマニュアルに準拠していますが，

さらにわかりやすい工夫を惜しみません。 

「次回から電子で」というご意見も，いくつか拝見し喜ん

でいます。審査・集計のうえで，電子データとして取り

扱えるのは，たいへんありがたく思っています。 
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