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JA1CP (CM) たいへん盛況で楽しい時間を過ご
すことができました。ありがとうございました。 

JA1COP (CM) HFハイバンドがNGでしたね。 
JA1SWB (CM) 集計ご苦労様です。電信マルチ
バンドでの参加でしたが７MHz では運用しませ
んでした。色々な用事をしながらでしたので無線

機前へ座るのはわずかでした。 
JA1XMS (CM) ありがとうございます。 
JE1LDU (CM) Eメールでの開催案内ありがとう
ございました。勇んで参加したのですが，結果は

いつもどおりの低調でした。 
JF1SBC (CM) コンディションが悪く，我慢の展
開でした。ハイバンドが開けば，もう少しおもし

ろかったと思います。 
JH1MTR/4 (CM) 昼間は定例の敬老会記念行事
と準備があり，ムセンは朝イチと午後に参加。結

果としてコンディションが余りよくない？昼間に

QRT。14UPが全く聞こえませんでした。 
JH1MVY (CM) 今年は，日中祝いごとで外出して
おり，わずかしか参加できませんでした。 
JI1ALP (CM) コンテストスタートは 朝６時
からでしたが，目覚めたのが 20 分前。 前日のア
ルコールと睡眠不足が祟り，コンテストのスター

トが遅れてしまいました。 余裕を持ったスタート
で臨むべしですね。 
JK1SDQ (CM) 所用のため，僅か１時間のみしか
参加できなかった。 
JM1SBU (CM) 次回は，フルタイムで参加したい
です。 
JN1KWR (CM) 寝坊して遅れての参加となりま
した。 
JP1FOS (CM) 久しぶりに参加しました。

CONDX も良かったですし，参加局が多く，楽し
めました。ぜひ来年も参加したいと思います。 
7L3EBJ/QRP (CM) 集計ご苦労様です，QRP
にて短時間ですが参加させていただきました。 
7M2GCW/2 (CM) 多くの方と交信できて，とて
も楽しかったです。来年も参加したいです。 

JA2QVP (CM) 集計ご苦労様です。まだまだハ
イバンドのコンディションが悪いですね。 
JE2YKF/2 (CM) 数年ぶりの参加でしたが，参
加局が少ないように感じられました。 
JF2FIU (CM) 期待していましたが，7 MHzは
午前中少し開けただけでした…3.5 MHzに概ね頼
る形となりました，そんな中，常連局には快くQSY
して多バンドでの交信をしていただきありがとう

ございました。来年も参加したく思いますのでよ

ろしくお願いいたします。コンテスト委員の皆さ

ま集計審査ご苦労様です。 
JQ2VEV (CM) 14 MHzが多少開けた他は，21, 
28 MHzは全くだめでした。 
JA3ATJ (CM) 早朝の QRV は，できませんで
したが，HF ハイバンドの電波伝搬はよくなかっ
たですね。14 CW, 430 CW/SSB, 1200 CW/SSB/ 
FM は，相手を見つけきれませんでした。1.9～7 
MHz CW は楽しめました。FONE は，チェック
ログとして(PTS=0 で)提出します。 
JA3LGF (CM) 今回 50MHz を中心に参加しま
した。CWのおかげで４エリアまで届いたようです。 
JA3RSJ (CM) 各局有難うございました。ＨＦの
上の方のコンディションが相変わらず悪かったで

すね。概ね，全時間参加できました。 
JH3PTC (CM) 潮岬に単身赴任中ですが，今回は
神戸市北区の自宅に仮設アンテナを設置して参加

しました。 
JJ3RZX (CM) 今回は飛びが悪い一日，がっかり
に終わりました。 
JA4MRL (CM) 将来ＱＲＰ部門の新設を望みま
す。 
JE4MHL (CM) 結果集計ご苦労様です。家の用事
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の合間に参加しましたが予想以上に多く交信でき

楽しめました。ハイバンドがもう少し開けるとも

っと楽しめたと思います。 
JH4EYD (CM) 初めての参加です。間違いがあれ
ばボツにしてください。 
JR4FLW/4 (CM)  ハイバンドのコンディショ
ンがいまいちでした。 
JA5HPX (CM) 楽しませていただきました。 
JA6FOF/6 (CM) HI-BANDが全く聞こえず，
残念でした。 
JA6SRB (CM) 高校生以来２度目 35 年ぶりの
参加でした。隔世の感があります。 
JM6NJU (CM) 雨のため，電波がよく飛ばないよ
うな気がしました。14 MHz 以上は，あまり聞こ
えませんでした。 
JA7AEM (CM) 今年も途中外出などで，フルタ
イム参加はできませんでした。 ハイバンドのコ
ンディションはNGでした。 
JA7DLE (CM) ハイバンドが開けず苦しみました。 
JR8SGE/8 (CM) 早朝移動して設営，２時間ほ
どの運用でした。 
JA9XAO (CM) 初めて参加しました。しかし，コ
ンディションが悪く，7MHz ですら近距離は全く
聞こえず，数局のQSOに終わりました。次回も参
加したいと思います。 
JE0IBO (CM) HF は CONDX悪く聞こえず，
V/U は僅かな局数だけの交信でした。1 エリア在
住時は，そこそこ局数もいて 楽しめた覚えがあり
ますが，地方は僅かな局数で寂しい感じです。 
JR0ETA (CM) 集計ご苦労さまです。今年も部分
参加ですが楽しむことができました。 
JF1YRK (CC) 今年も楽しませていただきまし
た。交信いただいたみなさま，ありがとうござい

ました。 
JG1RRU (C19) 今年はCMでしたので，出勤前
に少し参加しました。 
JH2FXK (C19) 集計ご苦労様です。今回はアン
テナ工事を行うため，コンテストにはプチ参加と

なりました。 
JA3AA (C19) HF 帯ハイバンドのコンディショ
ンが悪いようで，回復が待たれます。最近落ち着

いてコンテストを楽しむ時間が減りました。余命

を考えると淋しい限りです。XPO コンテストの
益々のご盛況を祈ります。集計ご苦労様です。73 
JA3PRD (C19) 初めて参加しました。よろしく
お願いいたします。 
JA6PVO (C19) 万博が終わってだいぶ年がたち
ましたが，1970年は青春の中央でした。あの頃は
FBだった。いまはBFです。何とか せんと いか
ん ばい。HiHi 
JH8FAJ/1 (C19) ベランダから釣り竿と ATU
で 1.9 MHzに参加しました。10 Wのため，かな
り弱かったと思われ，応答率が悪かったです。交

信していただいた方々，ありがとうございました。 
JA0ADY (C19) 日中の自由時間が欲しくて
1.9MHzで参加しました。朝晩ともCONDXがよ
くないせいかシグナルは弱く，遠方との交信もあ

りませんでした。 
JA1AAT (C35) 今年は 3.5MHzで参加できまし
た。次回もQRVします。参加証送ってください。
73 
JI1UDD (C35) 集計ご苦労さまです。80 mで楽
しめました。 

JR2NTC (C35) 移動運用をしたかったのですが，
天候があやしいので自宅からの参加です。 

JA3QG (C35) 3.5MHzバンドは日中所用のある
者には都合のよいバンドでした。 
JF3BFS (C35) 子供のフットサルの試合を見に
行っていたため，夕方からの参加になりました。 
JG3SVP (C35) 2Hの短い時間の運用でしたが楽
しめました，どうもありがとうございました。 

JK3HLP (C35) 前日から移動したにもかかわら
ず，PCのトラブルで撤収し，PC修理が完了した
夕方固定からの部分参加となりました。 

JO3JYE (C35) 集計ご苦労様です。今年は 7 
MHz のログをチェックログとして提出いたしま
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すので，よろしくお願いします。 

JA7NT/1 (C35) 3.5MHz帯は広くなったので，
ぜひ CW Bandの拡張の声を挙げましょう。SSB
での参加局はなぜか少ない？ 
JA1HIY (C7) いつもお世話様になります。とて
も有意義に参加できました。今後ともよろしく。 
JA1VDI (C7) 次回も参加したいと思います。 
JI1IIF (C7) このコンテストとはまったく関
係がありませんが，このところ 8J や 8N の特別
局・記念局が開局しています。３エリアの局はと

てもアクティブで結構ですが，なかにはアクティ

ブに運用していない(できない)局がいるのは残念
です。アマチュア無線の活性化のためにも頑張っ

ていただきたいと思います。 

JI1TJJ (C7) 集計，お疲れさまでございます。 
JK1DMT (C7) 今年も CWのみで参加させてい
ただきました。 

JA2NGN (C7) 午前９時ごろから午後５時ごろ
までコンディションが悪かったです。 
JH2XTV (C7) 短時間の参加でした。Condx が
悪かったのか？あまり聞こえませんでした。 

JK2BAP (C7) 集計，ご苦労様です。昨年は参
加証明程度の結果に終ったので，今年は少し気合

を入れて参加してみました。お相手していただい

た各局，ありがとうございました。 
JA3HC (C7) 家庭の事情で少ししか参加出来

ず残念です。 
JA3ATK/5 (C7) 集計ご苦労様です。電子ログ
を勉強します。NET 開通１年の初心者です。PC
で提出にやっとこぎ着けました。Hi 
JF3EIG (C7) 今年は over200QSOだったので
上出来でした。 

JI3DNN/3 (C7) 短時間の参加でしたが，楽し
めました。電子メールでの提出が大半を占めてい

るようで，ぼちぼちKCJコンテストのように，相
互チェックして得点を出されたらどうでしょう

か？ もちろん委員の方の手数はたいへんでしょ
うが，JARL のコンテストに一石投じて，権威(?)

ある コンテストに欲しいものです。 
JK3GWT (C7) 実質４時間のオペレートでした
が，久々のコンテスト参加でした。 
JK3NSD (C7) 1200 MHzや SSBでもQSOし
ましたが，電信 7 MHzで提出します。ちょい参加
です。 
JN3ANO (C7) 各局 交信ありがとうございました。 
JP3DVP/3 (C7) 少しの時間でも，参加するこ
とに意義あり。 

JR3QZS/1 (C7) 無線機の故障で参加をあきら
めかけていたのですが，なんとか修理が間に合い

ました。各局ありがとうございました。 

JA4BDY (C7) 日中は所用のため，朝と夕方で合
計１時間も参加できず消化不良気味です。 

JK4DUJ (C7) 所用のため，自宅から短時間だけ
参加しました。ベランダにモービルホイップを取

り付けて運用しました。  

JR4BFA (C7) XPO 記念コンテスト，昨年から
CW 7 MHzで参加しています。はじめて，電子ロ
グ作成です。今後ともよろしくお願いします。 

JA5IVG (C7) 集計お疲れさまです。前日からチ
ェックしていたのですが，ここのところＣＭが忙

しかったので，起きたのがお昼過ぎ（汗；）慌て

てRigのスイッチを。（何時もながら気合いが入っ
ていないなぁ）というわけで，このありさまでし

た。それにしてもコンディションの変わり目なの

か，日中７MHzでもスキップしてしまい，国内局
が聞こえないことも。まあ，こんなもんでしょう。

交信いただいた各局，ありがとうございました。 

JR5GWR (C7) 集計ご苦労様です。コンディショ
ンが良いとはいえませんでしたが，楽しませてい

ただきました。ありがとうございました。 
JA6DIJ (C7) 初めて参加しました。えらい賑わ
いようなのでびっくりしました。 
JA6RIL (C7) 今年も何とか生存証明ができま
した。ありがとうございました。来年も参加でき

るかな？ 

JH6WXF (C7) 集計お疲れさまです。また，交信



－ 4 － 

いだいたCW各局FB-QSOありがとうございまし
た。今日は，天気が悪く外出には不向きでしたの

でコンテストに集中できました。7 MHz各局たい
へんアクティブでQSOを楽しめました。 
JI6DMN (C7) 大阪万博から 38年ですか。当時
小６の私はサンフランシスコ館の JA3XPO を奇
異の目で眺めていました。いまもこの記念コンテ

ストの人気は絶えませんね。 
JA7ZP (C7) 来年も参加したいです。 
JA7JEC (C7) コンテスト終了1時間ほど前から，
ローカルが開き，楽しませていただきました。 

JN7WPD (C7) 近距離のCondxが悪かった。 
JO7JTV (C7) 極短時間で残念でした。 
JE8NTJ (C7) 久しぶりに賑やかなコンテスト
を楽しむことができました。VY TNX 73! CU 
NEXT YEAR! de JE8NTJ “Bin” 
JA9XAT (C7) 集計ご苦労様です。 
JF0ESV/0 (C7) 日中はコンディションがさえ
なく，７MHz帯では参加局数が以前にくらべると
少なくなったように感じた。12時間と短い時間の
コンテストだったので，ローバンドは夕方になっ

た短い時間しか楽しめなかった。コンテスト終了

時間をもう少し遅らせてもよいのかとも思った。

日中の 15時台は，新しく聞こえる局数が少なく，
スコアを伸ばすのにたいへんだった。関東の局か

らあまり呼ばれなかったので，思ったほどに局数

が伸びなかった。この日の前半は，ほとんどが西

日本の局との交信だった。関東の局ともたくさん

交信したかった。 
JJ0NXH (C7) 次回は受信力をレベルアップし
て頑張ります。 
JE1COB (C14) コンディションには恵まれませ
んでしたが，久しぶりに楽しませてもらいました。 
JA2BHG (C14) 毎年参加しています。今年はコ
ンディションが悪く苦労しました。 
JH4OUH (C14) ルール改変など，参加局の減少
に対する対策が必要。 
JH6KDY (C14) 集計御苦労様です。コンディシ

ョンが変化してうまくできませんでした。 
JH6QIL (C14) 思った以上にできませんでした。
午前中は用事があり，午後から再度聞きましたが

コンディションは落ちていました。 
JE7ENK/7 (C14) 14MHzはコンディションが
不安定でした。 
JO1QUF (C21) 初めて参加させていただきまし
た。コンディションが悪かったのか，参加局が少

なかったのか，はたまた当局の設備が貧弱だった

せいかわかりませんが，交信相手がなかなかいな

くて，ちょっと寂しかったです。 
JH3TCM (C21) 午前中だけの参加でしたが，各
局，交信ありがとうございました。 
JL7FBV/1 (C21) 集計ご苦労様です。来年も参
加したいです。 
JI2GVL (C50) 今年も楽しく参加できました。 
JH3LXM (C50) 集計ご苦労様です。今年は初め
て 50MHz CWに参加しました。 
JH4RAL/3 (C50) いつもお世話になります。久
しぶりに山に上がりました。コンディションが良

かったようで，デルタループでも１エリアとも交

信できました。昨年より交信数も増えて楽しめま

した。来年も参加したいと思います。 
JF5IOA/3 (C50) 今年は 50MHzにQRVしま
したが，参加局が少なかったです。 
JA1VVH (C144) 今回もフルタイムの参加がで
きませんでした。 
JO1LDY/1 (C144) 高いバンドは１局落とすと
あとで挽回が難しいですね。その中で，今年も忍

耐強く１つのバンドで粘ってFBに楽しめました。 
7K4VPV (C144) 昨年，一昨年と C430で参加し
ましたが，今年はC144に参加してみました。QRV
した時間の割には，交信数は少なめでしたが，局

数，マルチとも昨年を上回ったので，まずまずの

内容でした。 
JI3CJP (C144) 再開局後の初めての参加でし
た。局数が伸びず残念でしたが，楽しく参加でき

ましたので，また参加しようと思います。 



－ 5 － 

JI3FSI (C144) はじめて 144 MHzでコンテス
トに参加しました。 
JJ2SQJ (C430) 久しぶりの参加で楽しめました。 
JA3IUB (C430) 目標の 1５局，２時間でＱＳＯ
できました。体力から言って２時間程度の参加が

丁度よい？感じです。 
JJ8CAY/1 (C430) 日中用事があったので，出
かける前と帰ってきてから少しだけ参加できまし

た。来年こそはフルタイム参加したいです。 
JA5DUR/3 (C1200) 参加局数が今回は特に少
なく感じました。 
JA1OQ (FM) 今年も楽しく参加できました。感
謝しています。 
JA1COU (FM) 楽しく参加させてもらいました。
夕方の 1.9 MHzが面白かったですね。 
JA1DTS (FM) 仕事の都合で，終わる２時間前か
ら参加しました。思ったより参加局は少なく，7 
MHz以外は混信もなく寂しかったです。次回も参
加したいと思います。集計作業ご苦労様です。 
JA1IQK (FM) 今年も楽しく参加できました。午
後遅くから 7 MHz SSBでCQを出し，開けたた
めたくさんの局から呼ばれました，通常は CQ を
出しても応答が少ない東京 23 区の局でもコンテ
ストだと呼ばれることが分かりました。今後も東

京から参加できるこのコンテストを楽しみたいと

思っています。 
JF1ABZ (FM) アンテナのテストを兼ね，全てモ
ービルホイップで出てみました。 
JF1JDA (FM) JARL NEWSには，37回となっ
ていますが，昨年の JARL NEWSにも 37回とな
っていますので，38 回として出します。《担当：
済みません，原稿提出時のミスでした》 
JJ1LNS (FM) 次回もがんばりたいと思います。 
JJ1VEX/1 (FM) 毎年参加・交信局数が少ない
と思いますが，お声がけいただき楽しいコンテス

トであった。 
JK1BII (FM) 次回も参加したいと思います。 
JK1MZT (FM) 数時間のみの参加でした。前日

21：00スタートのほうがよいと思います。 
JK1NAF (FM) 初めてマルチバンドで参加しま
した。Hi-BandのCondxは今ひとつ。。。CQ出し
ても聞こえてくるのはノイズだけ。。。(^o^;; 21，
28 MHzの SSB交信は「0」局で終了してしまい
ました。その反面，朝夕の 3.5，7 MHzは各局の
信号が途切れることなく聞こえていました。本コ

ンテストの人気は健在ですね！ 
JM1SVG (FM) 久しぶりの参加で楽しめました。 
JO1SIM (FM) ほぼオールバンドでQSOできま
した。序盤は局数が伸びませんでしたが，終盤 7 
MHzのコンディションがよくなり，最終結果はま
ずまずだったと思います。ただ，なぜか電話での

参加者が少ないのが少々残念です…。 
JR1UJX/3 (FM) 神戸に出張に来ましたので，
レンタカーから FT-817＋ハンディ用ホイップで
参加しました。 
7N1BHO/1 (FM) ３度目の参加。初めて 1.9 
MHz～1.2 GHzまでフルタイム運用しました。連
休を利用し移動先で前日に HF のアンテナを仮設
調整し一旦撤収したにもかかわらず，当日の雨・

霧のせいでしょうかアンテナを再現すると 14，28，
50 MHzバンドが SWR NG。時々点検しましたが
50 MHz以外は再調整しきれず。HFマルチバンド
短縮ワイヤーアンテナは難しかった印象。電源 38 
AH x 2バッテリーとシングルOP 2RでのCW & 
FM 50 W ランニング中心の運用は８時間で息切

れでした。1.9 MHzラスト５分はぎりぎりお呼び
いただき，たいへんスリリングでした。結果とし

て課題が多く見つかりました。前日まで移動運用

のモチベーションが上がらず参加見合わせも考え

ましたが，それなりに交信できました。コンテス

ト参加の意義は各位さまざまですが，モチベーシ

ョン維持できるか当局の課題のようです。何とか

全バンド２桁数の交信ができました。各局ありが

とうございました。  
JH2CMH (FM) 半休をとって参加しましたが，
7MHz のコンディションは当局が出勤後上がった
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ようです。（涙） 
JK2VOC (FM) 仕事から帰宅後３時間だけの運
用でした。以前に比べ参加者が減っている感じで

残念です。 
JL2PCI/3 (FM) 集計ご苦労様です。コンディ
ション NG。午前中１局グランドウェーブで交信
(京・相楽郡移動)，その後は 17:00以降でした。 
JA3RK (FM) 1.9～430の 9バンドにQRV，でも
21, 28は 1局だけでした。 
JA3EOE (FM) 初めて参加しましたが，電源のト
ラブルで短時間しか運用できませんでした。 
JA3KDJ (FM) 久しぶりに参加した感じです。 
JA3KYS/3 (FM) 午後から雨の予想なので短時
間の参加となりました。昨年より参加局が少ない

ように思えました。QRPにて関東の移動局と交信
でき満足しております。 
JA3OLO (FM) コンディションが今ひとつでし
た，のんびりとコンテストが楽しめました，来年

は期待します。 
JR3QHQ (FM) 集計ご苦労様です。 
JI4JGD (FM) ローバンドのみで頑張りました
がコンディションがいまひとつでした。 参加記念
で提出しておきます。 
JA6DH (FM) 集計ご苦労様です，毎年参加して
いますが，今年は 21 MHzから上が全く聞こえず
得点が今一でした。 
JE0KBP (FM) 7MHzのコンディションが悪く，
昼間はほとんど聞こえなかった。ハイバンドもち

らほらであったので得点は伸びなかった。少し残

念だが楽しめました。集計に当たられる方に感謝

申し上げます。 
JH0NVX/1 (FM) コンディションはいまひとつ
でしたが，昨年の記録を超えることができ楽しめ

ました。 
JA1ZGP (FC) 今年も楽しく参加させていただ
きました。 
JA3XYM (F35) 17時以降の参加で，運用局が多
かったので FB でした。来年も参加させていただ

きます。 
JF2WME (F35) 今回も楽しく参加させていただ
きました。バンドの特性もあるのか 3.5MHzでは，
電話の参加局が少ないですね。もっと多くの参加

があればと思いました。次回もぜひ参加したいと

考えています。73!! 
JG1GCO (F7) 参加者少ないですね。３エリアの
コンテストだと思っている人も多いと思います。

もう少しアピールした方がいいと思います。 
JG1IEB/1 (F7) 今年もCondxが悪かったです。 
JH1TAR (F7) Condxがあまりよくなかったです。 
JJ1VPV/1 (F7) 集計ご苦労様です。 
JA2VSU/3 (F7) 参加時間がとれなくて残念です。 
JG2CNS/3 (F7) 集計お疲れさまです。20数年振
りに CWで CQを出してみました。緊張しました。 
JI2IWB (F7) 久しぶりです。 
JJ3BNT (F7) 初参加です。よろしくお願いします。 
JO3PSJ (F7) 自宅から参加しました。コンディ
ションが全体によくなく，終日風呂場の中でハム

をやっているようなエコーがかかった音質でした。 
JR3RIY (F7) 今年は電波のコンディションと，
身体のコンディションが悪かったです。 
JR3SZZ/3 (F7) 楽しいコンテストの主催あり
がとうございます。QSOいただいた各局ありがと
うございました。 
JA4EZP (F7) 次回も頑張りたいと思います。 
JH4QJP (F7) コンディションが安定しなかった
ようです。 昨年よりたくさんの方と QSOできま
した。集計よろしくお願いいたします。 
JR4URW (F7) 今回の 7 MHzは，コンテスト終
了間際の 16:30 ごろから，それまでスキップして
いた近距離が聞こえ始め，おもしろくなってきた

ところで終了でした。 
JH5GEL (F7) 当局，十数年ぶりに参加させてい
ただきました。大阪万博のころが懐かしく思い出

されます。 
JR5PPN (F7) いつもお世話になります。今年も
少ない交信局数ですがログを提出します。参加各
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局お世話になりました。次回も楽しみにしています。 
JA6EX (F7) 少ない局数ですが，ログを提出させ
ていただきます。たいへんお世話様です。どうよ

ろしく。 
JE6CKC (F7) のんびりとできました。 
JJ8GFL/8 (F7) フル参加ではありませんでし
たが，久々にコンテストを楽しませていただきま

した。できればまた来年も参加したいと思います。 
JR8VSE/1 (F7) 朝のスタートと夕方終了直前
のみの参加でしたが，結構な賑わいでした。 来年
の開催も期待しております。 
7N4NIK (F14) 14 MHz Phone で珍しく交信で
きましたので，電信電話部門で提出させていただ

きます。 
JF2TGF (F14) 14MHzバンドは初めて参加しま
した。朝から CQ 出してチャレンジましたが，結
局１日でたったの１局に終わってしまい惨敗でし

た。来年は，マルチバンドで参加しようと思います。 
JS3OMH/3 (F14) コンディションがよくなく，
国内が殆ど聞こえませんでした。昼からは雨も降

ってきましたが，無事に楽しむことができてよか

ったです。 
JF6LIU/1 (F14) 昼過ぎまでまずまずのコンデ
ィションでしたが，その後ピタリと入感しなくな

りました。他のバンドはチェックログとして提出

いたします。QSOいただきました各局ありがとう
ございました。 
JA3WDL (F28) どの周波数で参加しようか迷っ
たあげく，28 MHzで参加しました。 
JJ3TTH (F28) Condxが悪く，参加者も少なく，
CQを出してもNGでした。 
JN1AEQ/1 (F28) 集計お疲れさま。短い時間し
かQRVできませんでした。来年はフルに参加した
いです。 
JA1DCK/1 (F50) 昨年に引き続き参加させてい
ただき，楽しいひとときを過ごさせていただきま

した。しかし，今年はコンディションが悪く，参

加者も少なかったように思います。 

JA1WSE/1 (F50) 関東方面では XPO記念コン
テストと知って出ている局は僅かでした。50 MHz 
SSBのラグチュー帯には山に移動している局もい
たようですが，コンテスト指定周波数ではなく呼

ぶわけにもいきませんでした。それでも何のコン

テスト?と判らないまま応答してくれた局も結構
いたようです。 
JF2FKJ (F50) 短時間の参加でした。 
JI2QIX/2 (F50) 集計ご苦労様です。QSO各局
ありがとうございました。 
JA3PIU (F50) 天候の影響か，寂しいコントテス
トでしが，古い友人に会えました。 
JA3PYH/3 (F50) サイクル 24がなかなか立ち
上がらないので，HFはいまいち。50MHzはなん
とか１エリアまで飛びました。 
JA3QOS (F50) 今年は亀岡市から出ました。 
JG3HBZ (F50) 初参加でしたが都合でホームか
らの参加となりました。 
JJ3TAE/3 (F50) 夕方から雨の予報だったので，
お昼過ぎに終了しました。楽しく参加できました。 
JO3HRE/3 (F50) 集計お疲れさまです。今年は
午後からあいにくの雨になりました。そのせいか，

移動局は少なかった印象でした。このような中，

お声がけいただいた各局にこの場を借りてお礼申

し上げます。 
JH5UPI/5 (F50) 10:30頃からは雨が降ってき
たので，午前中だけの運用となりました。昨年と

同じ場所に行って同じ設備で運用を行なったので

すが，交信数も昨年と同じでした。 
JA3FNO/3 (F144) 参加局が年々少なくなるよ
うに思います。 
JA5ND/3 (F144) 少ないですが，提出いたします。 
JH3USU (F144) １局だけでした。 
JL3BZZ (F144) 私なりには，結構たくさんの
方がQRVされていたと思っていたのですが，交信
する方からは，出ておられる方が少ないですね，

などというコメントが返ってくることが何度かあ

りました。やはり，参加局は減っているのでしょ
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うか。そのような意味からもコンテストは意義あ

るものと考えます。いろいろとたいへんでしょう

が，どうかよろしくお願いします。  
JN1FRL (F144) アマチュア無線の活性化に少
しでも協力できれば幸いかと思い，参加しました。 
JP3KLJ (F144) 参加させていただきます。 
JA1BYM (f144) 今年は参加時間が短くなりました。 
JJ1XQU/1 (F430) 参加局が少なく寂しい限り
でした。 
JR1BSV (F430) 毎回楽しみに参加しています
が，参加局が少なくて残念です。参加証が出ると

よいかと思います。 
7N2EDF/1 (F430) 交信は 2局だけと少なかっ
たですが，楽しむことができました。ありがとう

ございました。電子ログは難しくて分かりません

でした。すみません。 
JP2GJS/2 (F430) 私がEXPOに行った当時の
ことを思い出しながら，QSOしていました。おな
じみのローカルさんとの QSO がコンテストのみ
となっているので，さびしい限りです。 
JA3BBG (F430) 参加者の減少が非常に目立ち
ました，賑わっていたのは，7 MHz と 430 MHz 
のみ，50/21/28は，閑古鳥が鳴いていました。 
JF3UXC (F430) 関西VHFコンテストに続き，
参加させていただきました。とても楽しく参加で

きました。 
JF3TWA/3 (F430) 今回で２回目の参加です。
多くの方と交信していただき本当に楽しかったです。

ＣＷも１局だけですが交信できました！お声がけ

していただいたみなさま および コンテストのご
関係者のみなさま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。サービスしていただきました各局，

ありがとうございました。 
JI3QYW/3 (F430) 台風が接近中なのか，参加
局が少なく，今ひとつだった。 
JO3NEA/3 (F430) 雨の中はつらかった。 
JE4NGO (F430) 今年も参加できました。 

JI5SAO/5 (F430) 本年度は 430 MHz バンド
６局で終わってしまいましたが，また来年も参加

する予定にしています。 
JA6DOU/3 (F430) 昨年はマルチバンドで参加
しましたが，今回は HF の ANT の不調もあり，
430MHz FM一本に絞りました。コンディション
もまあまあで予想以上に多くの局と QSO するこ
とができ，楽しませていただきました。 
7M3OER/1 (F1200) 2回目の参加です。今年は
1200に集中しましたが，そんなに局数は伸びませ
んでした。雨上がりの涼しい１日，無線を堪能し

ました。 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

あとがき 

参加してくださった方々，まことにありがとうご

ざいました。天候と電波伝搬ばかりは，主催者とし

て決めようがないので，参加数に影響があるものの

天に祈るしかないですね。Hi  
参加者が減った，少ない，というコメントもたく

さんいただきましたが，他方「初参加」「何十年ぶり」

というコメントも数あり嬉しいかぎりです。それに，

ログ提出数では，ここ 10年ほどのなかで最高記録の 
469 に達しました。 
ルールについての貴重なご意見をありがとうござ

いました。関西地方本部コンテスト委員会で検討さ

せていただきます。 
参加証などは，財源のこともありご期待に添えそ

うにありません。開催時間に関しては，24時間周期
の変化 や 夕方からのコンディションの上昇 など
承知していますものの，この日は「敬老の日」であ

り，早寝早起きの健康をという意味から，1971年に
スタートして以来，できるだけシンプルなルールと

いう基本とともに変えずにやって参りました。 
一方，東海地方本部から「愛知万博」のコンテス

トとのコラボレーションをというご提案があり，も

っか検討しているところです。09年は，どうやら二
つのコンテストが連日にということになりそうです。 
どうか，今後ともよろしく，お願いいたします。 
               (09-03-18 記) [完] 


