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JA1OQ (FM) 楽しく参加できました。 Condition がいまひと

つでした！ 

JA1CIC (FM) 参加局が少ない感じでした。 

JA1COP (CM) 楽しく参加できました。 

JA1COU (FM) 21MHz/28MHz のコンディションが上がってもら

いたいです。 

JA1DCK/1 (F50) 昨年に引き続き，F50 にエントリーしました

が，残念ながら昨年の半分程度しか交信できませんでした。

参加者も少なかったように思います。 

JA1DTS (FM) 思いのほか参加局が少なかった。連休のため

ではないでしょうか。残念でした。次回も参加したいと思い

ます。集計作業ご苦労様です。 

JA1FWY (CM) お世話になります。楽しい時間でした。有難う

ございました。 

JA1GAC (C21) コンディションが悪く，近場の局ばかりとの交

信になりました。 

JA1IQK (FM) 今年は４連休の初日で低調でした。昨年より 

7MHz のコンディションが悪く，得点が伸びませんでした。そ

れでも，ほどほどに楽しく参加できて喜んでいます。JARL

本部主催のコンテストに比べて認知度が低く参加局数も少

なく，名称から 関西 or 大阪 だけのコンテストと思われて

いるのでは？ 全国から参加できることをもっと PR する必

要があると感じました。何らかの参加証を発行して同封願

いたく，SASEも送ります。[Edi: せっかくではございますが，

地方本部の行事予算などの関係から 参加証(賞)の類は用

意しておりません。悪しからず。] 

JA1JUR (F7) 今年はあまり参加局が聞こえてなかったよう

に思いました。 

JA1MJN (CM) 正味２時間程の参加でしたが楽しめました。 

JA1POS (CM) 私のロケとアンテナ,パワーではきびしいので

すが,それでもトライ，トライ 

JA1VVH/1 (C21) 気分転換に，普段運用の少ない 21MHz で

QRP 参加しました。 

JA1WSE (C7) 天気はくもり，CONDX もまずまずで短時間 QRP

参加でもそれなりに得点できました。 

JA1XMS (C7) ありがとうございます。 

JA1ZGP (FC) コンディションが悪くて，つらかったですが， 

それなりに楽しめました。 

JE1OOV (C144) 今年は 144MHz CW でしたが，わずかな時間

の参加でした。 

JE1SPY (C19) ５年ぶりに 1.9MHz に参加させていただきま

す。今年の目的は，アクティベータを装着した FRラジオラボ

の新型・超小型 160m用 EHアンテナ，EH-Dpsmart160の実践

使用です。2004 年に EH アンテナを初めてコンテストに使用

した際は，35 局×16 マルチ＝560 点でした。今年は 55 局×

26マルチ＝1430点でした。リグは，K2を使おうか K3を使お

うか迷いましたが，日出後，日没前の昼間の 160m 伝搬の弱

い国内信号を受信するには，ダブルミキサーで A/D，D/A の

信号処理の多い，セットノイズが大きい K3 も，シングルミキ

サー＋アナログ検波でセットノイズが圧倒的に静かなK2が

有利と判断し，K2 だけで通しました。これが CQWW160m のよ

うに，1kHz 間に世界中から数局が同時 QRV するような QRM

ではK3を使っていたはずです。アンテナ＋リグの選択が良

かったのか，160m ブームの局数増加によるものか，５年前に

比較すると，約 2。5 倍の得点を記録することができました。

JARLコンテストから 1.9MHz部門がなくなって，25年が過ぎ

ました。1.9MHz において全国規模で短時間に QSO できる 

XPO コンテストは，非常に貴重な電波伝搬実験フィールドで

もあると思います。 

これからも 160m バンド用の新しいアンテナを実験する際は，

ぜひ参加させていただきます。よろしくお願いたします。 

JF1ABZ/1 (F430) 「参加する」という目標を達成すること

ができました。 

JF1GZZ (F50) 連休は無線三昧とはいきませんでした。 

JF1KWG (F35) 結果発表をもっと早くしていただければと思

います。 [Edi: そのように努力します] 

JF1LEO/1 (C7) 集計作業お疲れ様です。今回初めてログ 

提出させていただきます。 

JF1NPO (CM) 来年も参加予定。 

JF1VRR (C7) 最後の 2 時間余りの参加でした。 

JF1YRK (CC) 今年も無事参加することができました。交信

いただいた各局ありがとうございました。 

JG1GCO (F7) 参加者が少ないです。 

JG1IEB/1 (FM) とにかくコンディションが悪くて，局数が 

増えませんでした。 

JG1TVK (C28) 集計，お疲れさまです。連休の中盤，お彼岸

でもあり，皆さんお出かけ？ それでも CALL いただいた各

局に感謝いたします。 

JH1MTR/4 (CM) 予想どおり最悪の High Band Condx でした

ね。電離層が壊れた，そんな感じです。 夕方の行事のため

早めの QRT でやや心残り。 

JH1TAR (F7) コンディション最悪 残念でした。 

JI1ALP (F7) 家事都合のためフル参加できず，７MHz シング

ルバンド 5時間の運用となりました。来年はまたオールバン

ドで頑張ります。 

JI1IIF (FM) 8J や 8Nの記念局等は，アマチュア無線の活性

化のためにも，アクティブに運用していただきたいと思い

ます。コンテストにも積極的に参加していただきたいです。 
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JI1TJJ (C7) 集計，おつかれさまでございます。 

JI1TYY (FM) 連休中の僅かな一時の交信でしたが，参加局

が極めて少なかったです。ただし V・UHF 帯ですが。 

JI1UDD (C35) 集計ご苦労さまです。ハイバンドが開けず残

念でした。3.5MHz 以外はチェックログとして提出します。 

JI1YUA (F21) 集計お疲れ様です。次回もよろしくお願いし

ます。 

JJ1VEX (F7) 参加局は少ないが楽しいコンテストでした。 

JJ1XQU (CM) 集計ご苦労様です。 

JK1DMT (C35) 今年も CW のみで楽しませていただきました。 

JK1LUY (C14) コンディションがスキップ状態で残念でした。 

JK1LYP/1 (C7) さすがに連休の真ん中は人がいませんでし

た。コンディションも最悪でした。 

JK1NAF (F35) 前回はマルチバンドで参加しましたが，今回は

私用のため午後からの参加になりました。色々考え夕方か

ら楽しめる 3.5MHz のシングルで参加しました。太陽が真上

付近にある時間帯でも QSO ができ新しい発見をしました。

局数もマルチもあまり伸びませんでしたが，そこそこ楽し

めました。 

JK1REJ (CM) １ 時間半ほどの参加でしたが，久々のコンテス

トを楽しめました。 

JK1SDQ (CM) 日中の condx 悪く，Es も発生せず，静か過ぎ

るコンテストであった。 次回を期待したい。 

JK1VOZ (CM) 通常使用している 1W QRP 運用にこだわって

みました。皆様には大変ご迷惑をおかけしましたが 0.5Wで

も不自由なく運用できました。 次回はコンテスト用に機

械を作って参加したいです。 

JK1XUL (F430) 初めて参加しました。 

JL1LNC (C14) 寝坊しました(^_^メ)。 

JM1SVG/1 (F50) たのしく参加することができました。 

JM1TDG/2 (C50) 集計お疲れ様です。久しぶりに参加しまし

た。 

JM1TYG (C430) QRP(5W)+GP という小さな設備でしたが，CW

でしたので，どうにか各局に取っていただけました。感謝で

す。 

JN1BBO (C19) 自分なりに楽しめました。 

JN1FRL (F50) アマチュア局の数もだいぶ減少していますが，

これからもよい企画で，アマチュア無線の活性化に力を入

れてください。 

JN1KWR (CM) 楽しませていただきました。 

JO1SIM (FM) コンディションが良くなく，7MHz と 144MHz が中

心になりましたが，それぞれ少ないながらも全バンドで

QRV することができました。スコアも去年より大幅に伸びま

したので，結果が楽しみです。 

JO1UHK/1 (CM) ライセンスを取得してから 記念すべき初め

ての CW 運用でした。 

JP1FOS (CM) あまり参加できる時間が確保できませんでし

たが，ぜひ来年も参加したいと思います。 

JQ1DTT (FM) 成績はさんざんな結果でしたが，とても楽しく

参加できました。 

7K2GMJ (C14) 交信いただいた各局ありがとうございました。 

7L1FFH (FM) ログの集計お疲れさまです。コンディションは

いまひとつでしたが楽しむことができました。 

7L2QXT/3 (F21) 参加局数が少ないうえにコンディションが

悪く，イマイチでした。愛地球博記念コンテストとの特別ル

ールは，魅力がありません。（部門に関係なく，総得点で争

われるので，マルチオペ・マルチバンド参加局が上位５局に

なることが目に見えているため）日程も含めて，再考をお

願いします。 [Edi:ご意見ありがとうございます。参考にさせ

ていただきます。] 

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 (C14) コンディションが悪かったようですが，最後ま

で粘りました。 

7N1BHO/1 (FM) 1.9－1.2 GHz でエントリー。連休で前日か

ら近場の移動先に 3.5－28 の ANT 設営。当日早朝より残

りの ANT を設置するも手間取り６時スタートに間に合わず。

ハイバンドコンディションがいまひとつ。平地移動のためか

VU も不発。昨年よりスコアダウンで残念。今回，翌日の愛コ

ンテストにも参加し，無線三昧のシルバーウィークとなりま

した。QSO いただきありがとうございました。 

7N2JZT/1 (CM) アンテナテストを兼ねてでしたので「つまみ

食い」程度の参加でしたが，同行の JO1UHK/1 の CW 初 QSO

に立ち会え，私も 98 年の本コンテストで CW デビューをした

こともあり，あの日の感動を思い出した 1 日でした。 

7N2XHH (FM) 来年は，多くの局と交信できるように頑張りた

いと思います。 

JA2AFX (C19) 今回も参加できました。皆さんお相手いただ

きありがとうございました。 

JA2BCQ (CM) ７MHz のコンディションが悪く，3 エリアの局がほ

とんど入感しませんでした。 

JA2BHG (C14) コンディションが悪く局数も少なかった。 

JA2JTN/2 (C35) ハイバンドのコンディションが悪すぎました。 

JA2NGN (C7) 7MHz のコンディションが悪くて，局数が伸びま

せんでした。 

JA2PQM (C7) 僅かな時間の参加でしたが，楽しめました。皆

様有難うございました。 

JA2QVP (CM) いつも集計ご苦労様です。コンディションが良

いことを願っていましたが残念でした。各バンドをチェック

しましたが当局のアンテナではあまり聞こえませんでした。

シルバー連休で行楽に行かれた方が多かったかもしれな

いですね。 

JE2HXL/2 (F21) 集計ご苦労様です。次回はさらに参加局が

増えることを期待します。 
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JE2SOY (C28) E-LOG MAKER ですが XPO コンテストのカテ

ゴリーがないので手直ししなければならずやや面倒です。 

[Edi: 9 月 8 日に Web ページには追加したのですが，目立

たなかったようで。Sri  .cfg は JS1OYN 高橋 連盟コンテ

スト委員長 の協力によります。Tnx] 

JF2FIU (CM) HF ハイバンド苦しかったです・・ 負けずとフル

パワーで CQ 出すもボウズばかり・・，結局殆ど LOW バンドに

頼る結果になりました。また各バンドで QSO いただいた常

連各局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。 

JF2FKJ (CM) 聞えていたコンテスト参加局で参加しました 

JF2KRH (FM) 初めて電子ログで提出をするので，うまく送信

できるかわかりませんがトライしてみました。 

JF2NLH (C7) 短時間でしたが楽しく参加させていただきま

した。 

JF2TGF (F21) 参加局が全くなく寂しい状態でした。 

JG2CNS/3 (C14) 集計お疲れ様です。コンディションが悪か

ったのか，ローカル局のみの QSO となりました。 

JG2GSY (CM) 最近のコンテストでは，ハイパワーにビッグアン

テナの局が上位入賞することがほとんどです。多くの局

が「やる前から結果は分かっている」と，コンテストへの参

加意欲をなくしており，今後，検討すべき点であると考えま

す。貴コンテストにおいて，QRP 部門の新設，または，送信出

力によって得点が異なる（例えば，出力 10W 以下の局は，1

交信 10 点，など）ようなルール改正を行えば，参加局数も

増加すると思いますが，いかがでしょうか。 

[Edi:ご提案ありがとうございます。発案者の思い入れもあり，

出来るだけシンプルなルールでやってまいりました。QRP に

ついては全部門/種目にわたるほどの参加者は望めず，しか

らばどうするか？ 具体案がありましたらよろしく。] 

JH2CMH (CM) 休日ではないためフル参加できず残念でした。 

JH2HUQ (C144) 参加のみさせていただきました。 

JH2XTV (C35) 次回は頑張ります。 

JI2MWH (F7) アンテナが急に不調になり，急遽電線で自作し

ての QRV でした。コンディションも悪かったのですが，良い

自己訓練になりました。各局 TNX! 

JI2QIX/2 (CM) 集計ご苦労様です。QSO 各局ありがとうご

ざいました。 

JJ2SQJ (F144) 仕事終了後ラスト 1 時間の参加でした。 

JK2BAP (C7) 集計，ご苦労様です。近年の BAD CONDX にも慣

れてきましたが，今回は特にドン底状態でした。（当地から

はほぼ昼間，1～3 エリアが聞こえない。） 

JK2RCP/1 (C21) コンディションには恵まれませんでした。 

JK2VOC (FM) 仕事のため部分参加でした。コンディション不

良であまりできませんでした。 

JL2PCI/3 (F144) 集計ご苦労様です。コンディション NG。無

線機の前にいる時間帯は 2m のみしか聞こえません。 

JQ2DNZ (CM) ７MHz から上のバンドは良くなかったですね。 

JQ2UNS (FM) 今回初めて XPO コンテストに参加させていた

だきました。 

JQ2VEV (CM)14/7/21MHz が低調でした。特に 14MHz が。 

JQ2WBX (F21) 1 局しか交信できませんでした。 

JR2DAJ/2 (F144) 愛・地球博記念コンテストとのコラボ企画

に乗っかり，ちょこっと参加しました。 

JR2NTC (F35) 家の用事を済ませてからの参加でした。今年

も参加できて，よかったです。 

JR2TRC (F21) 電子ログで提出しました。お空の状況が良く

ありませんでした。 

JA3AA (CM) コンディションはまずまずながら，14/21/28MHzの

HFハイバンドが伸びず，目標の 150局に届かず残念でした。 

XPO コンテストのますますのご盛況を お祈りいたします。 

JA3HC (CM) 集計ご苦労様です。何かと所用のため少しの交

信でした。 

JA3RK (FM) アンテナが貧弱で飛びが悪いので，できるだけ

多くのバンドに出てマルチを稼ぐつもりでしたが，21/28MHz

バンドの入感がなく 7MHz バンドの QRV に終わりました。 

JA3TU (FM) 今年は HF BAND の電波伝搬コンディションが最

悪で往生しました。 

JA3ATJ (CM) 電波伝搬の CONDX は，残念ながら 各バンドと

も芳しくありませんでした。ただ，天候だけはよかったので

はないでしょうか。シルバーウィークとやらで 5 連休に入っ

たのも，参加局数のブレーキになっていたように思います。 

JA3ATK (CM) 集計ご苦労さまです。仕事が入りましたので，

短時間の参加でしたが，楽しかったです。今回も紙ですみ

ません。 

JA3EOE (CM) 自作アンテナが 7MHzでよく飛んでくれました。 

JA3FNO/3 (F144) 寝坊して出遅れましたが，なんとか目標

は達成できました。 

JA3IUB (C430) ２時間程度ですが参加しました。２階の屋根

からの GP アンテナでは，DX はむずかしいですね。 

JA3KDJ (F1200) ５連休と重なり家庭サービス優先となりま

した。来年も参加したいと思います。 

JA3KYS/3 (F50) 集計作業ご苦労様です。 アンテナトラブ

ルにより 50MHz だけの参加となりました。参加の局が少し

少ないように思えました。何とか1エリアと交信でき満足し

ております。 

JA3PIU (F50) シルバーウィークの連休中，皆さん家庭サービ

スかな？業務多忙につき，午後からの短時間の参加でした

が，バンドスコープを使っても参加局を見つけるのに苦労し

ました。 

JA3PYH/3 (FM) 久しぶりに淡路市に移動しました。7MHzのコ

ンディションが上がりませんでしたので，渋滞が始まる前に

橋を渡って引き上げました。 

JA3QOS (FM) 少しの時間でしたが楽しめました。 
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JA3RAZ (C50) 集計ご苦労様です。 

JA3RSJ (C35) 各局ありがとうございました。時間がなく短

時間しか参加できませんでした。 

JA3ULS (F28) 1 時間当たり 2 局のペースでした。皆さん

28MHz にも QRV しましょう。 

JF3EPU/3 (F430) シルバーウィーク谷間の祭日でしたので，

交信局が少なかったが，天候には恵まれました。 

JF3KQA/3 (C50) 山歩きで剣尾山（784m）に行ったついでに，

山頂から参加しました。そのため 2 時間だけの運用です。 

JF3NAO/3 (C50) いつもお世話になります。昨年はコンテス

ト当日，所用があって参加できませんでしたが，今年は早朝

から参加することができました。コンテスト当日は，天気も

よく絶好のコンテスト日和でした。時間いっぱいまで頑張り

ましたが，結果はまずまずと言ったところでしょうか。集計

等の作業，ほんとうにご苦労様です。引き続きよろしくお願

いします。 

JF3TWA/3 (F430) 交信していただいた皆さま，ありがとう

ございます。また集計お疲れさまです。CW でも運用ができ，

ますます楽しく参加させていただきました。 

JF3UXC (F430) 今回は，XPO記念コンテスト，愛・地球博記念コ

ンテストと両方に参加し，充実したコンテストになりました。

たくさんの方々にコールしていただき喜んでおります。あ

りがとうございました。 

JG3CQJ (CM) 十数年ぶりに参加しました。参加時間は短いで

すが，楽しい時間でした。来年も参加する予定です。 

JG3DOR/1 (C14) コンディションが良くなかった。 

JG3LDD/3 (F50) 集計お疲れ様です。 天候にも恵まれ，楽 

しく参加できました。 

JG3SVP (C35) 交信いただきありがとうございました。 

JI3BDA (F50) 大阪市中央区から 50MHz Phone で楽しく参加

させていただきました。QSO のペースは 6 時から 10 時まで

は 7～11 局/時間でしたが，10 時以降は 1～4 局/時間とい

う状況でした。 

JI3CJP (C144) 今年も楽しく参加できました。あいかわらず

暇していましたが，無事去年の記録を QSO数，得点ともに上

回り安心しました(*^-^)ｖ 

JI3HOE (F430) 省資源と地球温暖化防止のためにと，この

ような用紙(広告チラシの裏側)を使っています。(ほんと

うは貧乏なんです)[Edi: あまり薄い紙は使わないで・・] 

JI3MCM (C144) 次回もがんばりたいと思います。 

JI3DNN/3 (C19) 集計作業，ご苦労さんです。短時間の参加

でしたが，楽しめました。 

JI3QYW/3 (F430) コンテスト当日は勤務でした。勤務でなけ

りゃガンガン波を出していたのですが。また皆さんよろしく

お願いします。 

JJ3NTI (F21) コンディションのせいか，当方のせいか，呼べ

ど叫べど応答なし，途中であきらめました。残念。 

JJ3RZX (CM) ガンガン入感の局を呼んでも呼んでも駄目で

した。弱い局を呼んで即コールがある局もありましたね。

珍局でしょうか。連呼でたいへんにぎやかな周波数もあり

ました。 1 日休みながら楽しみました。老いて疲れが出た

ようです。 

JJ3TBB (C28) 交信していただいた各局，ありがとうござい

ました。ローバンドは賑わっていましたが，ハイバンドが閑

散としており，CQ を出さないと局数がなかなか伸びません

でした。なお，他バンドでの交信は，0 ポイントとして提出ロ

グに残しています。 

JK3IJQ (C19) ハイバンドのコンディションを期待して移動した

のですが NG。結局固定から 1.9MHz でエントリーしました。 

JK3RFU/1 (C144) 初めての参加です。短時間ながら楽しめ

ました。今後の励みとするため，参加局に参加証（カードサ

イズ）を発行していだきたいです。 

JK3ZXW/3 (FC) 参加者増加策して「クラブ対抗」部門の創設

を検討しては如何でしょうか？ [Edi:ご提案ありがとうござ

います。連盟の登録クラブのすべてを正確に把握できる立

場でありませんので，難しいかなと思っています。] 

JN3ANO (C7) 各局 交信ありがとうございました。 

JN3ECZ (F144) 大型連休のためか，全体的にバンドが静かだ

ったように感じました。 

JN3OUJ (CM) 思うように局数が上がりませんでしたが，でき

る範囲でチャレンジしてみました。 

JO3DDD (F21) ハイバンドのコンディションが悪いこともあり，

参加局が少ないのが残念です。 

JO3MXH (C7) よろしくお願いします。 

JO3NEA/3 (FM) コンディションが非常に悪かったです。 

JO3NTB (FM) XPO コンテスト初参加です。よろしくお願いし 

ます。自宅から HF対応 6バンド用 GPと 144/430MHz 2バン

ド対応 GP の 2 本のアンテナで送受信をしました。 

JO3PSJ/2 (FM) 今年は移動運用で参加しました。FB なロケ

ーションに移動しながら，自宅から参加した昨年と比べて

大きな伸びがなかったのは残念だったと思います。 

JP3KLJ (F144) コンディションは良くありませんでした。 

JR3AAZ (F21) 集計お世話になります。初参加です。大好き

な 21MHz で XPO 初挑戦です。多くの方々に QSO いただき

ました。不備がありましたらお知らせください。 

JR3EOI/3 (C35) お誘いのメールをいただきました。それな

りのつもりでいましたが，寝坊したり，飲み過ぎで眠り込ん

だりの散々なコンテストになりました。 

JR3GVH (CM) 固定局同士の交信を拒否する局が，たまにおら

れます。固定局同士が，無効と思っておられるのかもしれ

ません。コンテスト規約などで，固定局同士の交信も有効で

あることのアピールをお願いします。 

[Edi: JARL F.DAY と勘違いされたのでしょうか。初めてお聞

きするご意見です。規約もできるだけシンプルな方がよいと

思ってやってきました。] 
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JR3KQJ (FM) 7MHz は終日スキップでハイバンドは E スポのか

けらもなく最悪の CONDX でした。 

JR3OQJ (C7) 次回もがんばりたいと思います。 

JR3STX (CM) できますれば，前日の 21 時からのスタートが良

いと思います。V・UHF 帯が閑散です。[Edi:敬老の日に因ん

で，あまり体力的に過酷でなく，という思いがありまして，○○

は早起きというスタートにしています。] 

JR3SZZ/3 (F21) 参加各局ＱＳＯありがとうございました 

JS3OMH/3 (F430) 天候もよく，山頂での移動運用によるコン

テスト参加を楽しむことができました。V・UHF は午後，局数

が減ってしまいますので，VU マルチバンドの種目はできま

せんでしょうか？ シングルバンドでは少し退屈でした。来

年も参加したいと思います。 XPO 記念コンテストのますま

すの発展を期待いたします。 

8N3I70A (CM/C.Log) 集計作業ご苦労さんです。BF なコン

ディションで散々でした。 JARL の局でない記念局ですが，

扱いはコンテスト委員会にお任せします。よろしく 。 

[Edi:ご参加ありがとうございます。せっかくの労に少しでも

報いようと，今回から参考値としてランキングの表示に加えて

みました。] 

JA4BDY (CM) せっかくフルタイム参加できたのに CONDX が

BF で残念でした。７MHz の SSB 交信３局はチェックログとし

て提出します。 

JA4GNK (C7) コンテスト中に LW に変更し，少し受信感度がア

ップしました。 

JA4VNE/4 (C144) 瀬戸内の島に渡り，2m CW で参加。シルバ

ーウィークを移動運用で楽しめました。 

JE4ICX/1 (CM) コンテストに楽しく参加できました。集計ご

苦労様です。 

JE4NGO (F430) 仕事を終了し，急いで帰宅してコンテスト終

了時刻の 10 分前から参加しました。 

JF4ETK (C35) 今回はシングルバンドで参加しました。朝夕の

各２時間(合計約４時間）の運用にもかかわらず，効率よく

QSO できました。 

JF4CAD/3 (F50) 愛・地球博との合同企画のせいか，例年に

なく２エリアからのコールが多かったです。これは今回限り

とせず毎年行って欲しいです。 

JH4EYD (C7) 電子ログは送信中で止まり，使用できませんで

した。お手数ですが，よろしくお願いします。 

JH4FUF (C35) 次回はもう少し頑張ります，残念!!。集計ご苦

労様です。 

JH4JUK (CM) 会社休みにして久々にフルタイム，参加できま

したがコンディション不良かハイバンド全く聞えず日中は

暇でした。 

JH4QJP (F7) 早起きしてワッチ開始・・・強烈なジャミング！ 

今年もジャミングと電波伝搬に負けました！ 来年こそは

スッキリオープンして欲しいものです。 

JH4RAL/3 (F7) いつも集計ありがとうございます。前日に

腰を痛めてしまい，つらいコンテストになりました。来年は

体調万全で臨みたいと思います。 

JH4UTP (C19) 竹光 MV と cw skimmer のテストをしたくて，

お出かけ前の１時間弱参加しました。 

JI4JGD (F7) コンディションが悪いですが，楽しめました。少

しですが提出しておきます。 

JN4PMO/1 (F144) 開始から１時間少々の参加でした。交信し

ていただいた局の方々，お疲れさまでした。 

JA5ND/3 (F144) オペ少数でしたが，提出しておきます。 

JA5CRU (C7) 30 数年ぶりに，旧コールで開局しての初参加で

した。交信していただいた各局ありがとうございました。 

JA5HPX (C7) 楽しませてもらいました。 

JA5INF/1 (CM) 取りまとめお疲れさまです。次回も参加しま

すので，よろしくお願いします。 

JA5IVG (C35) 集計お疲れさまです。事前にご案内いただい

て開催は承知していましたが，墓参りに急遽行くことにな

り，3.5MHz オンリーで参加しました。コンディションは既に秋。

それにしても７up はコンディション悪いようで「これで正

解？」という感じです。短い間でしたが，途中にいらぬブレ

ークも入らず集中できました。交信いただいた各局，あり

がとうございました。 

JF5IOA/3 (C50) V/UHF の参加局が少なく，特に CW はバンド

内が閑散としており，QSO 数が伸びませんでした。ベランダ

アンテナというハンディキャップはありますが，やはり HF帯

にも QRV しないと楽しめないようですね。 

JH5UPI/5 (F50) 今回は時間をあまりとれなくて，モービル

での短時間の参加となりました。交信数は３局でしたが，何

とか今年も参加できてよかったです。 

JI5GND/5 (F430) 天候に恵まれたシルバーウィークの１日を，

第 39 回 XPO コンテスト移動運用で楽しみました。各局お疲

れさまでした。非常に関西上空の電波は正常にクロスしな

がら，賑やかでした。事務局お世話になりました。次回もよ

ろしくお願いいたします。 

JI5SAO (FM) 今回もあまり時間がとれず移動にも行けませ

んでしたが，ローカルコンテストと掛け持ちの参加でした。

144/430MHz のマルチで，局数は少ないですが。 

JR5PPN (F7) いつもお世話になります。コンテストログを提

出します。少ない交信局数でお手数をお掛けします。次回

もよろしくお願いします。 

JA6DOU/3 (F430) 前回と同じ部門で参加し，目標は前回の

交信数を超えることでしたが，達成できず残念でした。 

JA6RIL (C7) おかげさまで今年も何とか参加できました。お

相手をしてくださった各局さんに感謝！！ 

JA6UVB (F144) 初参加です。144MHz 帯はガラガラでした。 

JE6DND (C7) 他のコンテストとは異なり開催時間帯がいい。 

1 日の休暇取得でフル参加できる。 
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JF6NBB (C14) コンディションが最悪でした。 

JF6LIU/2 (F1200) 出先からの参加となりました。QSO いた

だきました各局ありがとうございました。 

JH6KDY (C7) 集計ご苦労様です。 

JH6NBW (C19) 九州は大票田に遠く 17:30 を過ぎないと，バ

ンドがオープンせず不利だと思う。負け惜しみだが。 

JH6QIL (C14) Condx が悪く，短時間だけの参加でした。 

JH6WXF (C7) 集計お疲れさまです。交信していただいた 

各局 FB-QSO ありがとうございました。午前中，用事ができ

ON-AIR できませんでしたが，午後は比較的安定に QSO で

き FB でした。 

JI6DMN (C7) メールでのご案内ありがとうございます。こち

らからは相変わらずの紙ログですみません。 

JI6DUE/3 (C7) ５度目の参加でした。前回と比べ大きく局数，

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 (C7) 当初，福岡県うきは市で移動運用の予定でした

が，移動用のアンテナの調子が悪く，急遽，自宅に帰って参

加しました。 

JJ6WYS (CM) Condx が悪かったのか，アンテナが悪かったの

か？？？ 散々でした。Hi 

JA7AEM (CM) 今年もフルタイム参加はできませんでした。で

も楽しめました。 

JA7DLE (CM) 子供夫婦と孫の訪問を受けて途中中断，良い

成績ではありませんでした。 

JA7JEC (C35) 短時間の参加でした。来年は 40 年，フル参加

に挑戦できるか？ 事務局の皆様有難うございました。 

JA7LLL (CM) 庭の草刈と並行してコンテストを楽しみました。 

JA7YFD (FC) コンディションが悪くてハイバンドがメタメタで

した。 

JE7DMH (C7) コンディションの悪さに負けた。 

JE7ENK/7 (C35) 短時間ですが，参加させていただきました。

ハイバンドもワッチしましたが，コンディションは厳しい感じ

でした。 

JA8DHV (F7) 次回はフルタイムでの参加を目指したいと思っ

ています。 

JE8CLT (C14) 集計お疲れさまです。集中して参加すること

ができませんでした。次回頑張りたいと思います。 

JK8PJN/8 (C19) XPO 記念コンテストに 1.9MHz 種目がある

ことを知りませんでした。普通に移動運用に行ったのです

が，せっかくですので，参加しました。来年はもう少し長時

間やってみたいです。(今回は 1 時間強の参加でした) 

JR8VSE (F7) 予定があり，スタート後１時間のみの参加です。 

JA9AJU (C35) お誘いのメールありがとうございました。 

JA9ALR (C7) CONDX 最悪で，いまいひとつでした，早く CONDX 

UP が・・・。 

JA0QD/1 (C7) 愛・地球博と同時開催でよかった 

JA0ADY (C19) 今年も楽しく参加させていただきました。 

JA0DVE (C35) 参加者が多く，短時間でもかなり楽しめる国

内コンテストの一つです。 

JA0ITY (FM) 3 エリアの局の声が聞こえず残念。AM 11 時過

ぎ，CQ を出しましたが，応答がありませんでした。 

JE0IBO (CM) HF は CONDX が思わしくなく，VU は地方では参

加が少なく・・・まあこんな結果でしょうか。 

JE0KBP (CM) 7MHz のコンディションが最悪で， 1 エリアがほ

とんど聞こえなかった。局数が伸びず残念だった。 

JF0ESV (C7) コンテスト当日（9 月 21 日）は，信越からの 7MHz

バンドは，近畿，中国，四国，九州，北海道エリアはよく入感し

ていました。しかし，近距離の伝搬はあまりよくなく，関東，

東海，東北エリアの信号は極端に弱かったです。その結果，

予想していたよりも局数とマルチを伸ばすことができませ

んでした。なお，「第 4 回 愛・地球博記念コンテスト」にも参

加していますので，「特別ルール」でのサマリーシートとロ

グのお取り扱いを よろしくお願い申しあげます。 

JG0AXT (CM) コンディションが悪いのか？設備が悪いのか？

あまり繋がりませんでした…。 

JG0EXP (C7) 仕事に行くまえに参加しました。 

JH0NVX (F7) 短時間のみで，コンディションが良い時間に参

加できなかったため，交信局数が伸びず残念でした。 

JH0QYS (FM) 毎年 XPO コンテストの開催を楽しみにしていま

す。残念なことに今年は HF 帯のコンディションが最悪の状

態で 国内伝搬がどのバンドも悪く，メインの 7MHz で国内

の近距離エリアが殆ど聞こえませんでした。 XPO コンテス

トの参加局が増えるように事前 PR の実施や JARL 局の参

加でぜひ盛り上げて欲しいと思っています! 

JH0RNN (CM) ハイバンドが開けず伸びませんでした。７MHzで

も CQの空振りばかりでした。 

JH0SPE/0 (F1200) 笠ケ岳 に移動しました。TH-59 に ホイ

ップアンテナです。 

JR0ETA (C35) 集計ご苦労様です。開催がシルバーウィーク

中ということもあり，今年も参加することができました。 

来年も参加したいと思います。 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞∞ ∞ 

あとがき 

ご参加くださった方々，まことにありがとうございました。天候

は全国各地ともよかったようですが，電波伝搬はさっぱりダメ

でした。そのうえ，シルバーウィークと称する秋の連休で，コン

テスト以外に走られた方もあったようです。それでも，コメントを

拝見したら，今年も「初めて」「久しぶり」「次回も」とおっしゃっ

ていただく方があって，うれしいかぎりです。ログ提出局数は，

おかげさまで 512局，02年電子ログ採用以来の最高だった昨年

の数字 469をも大きく上回りました。電子ログの提出率も 73%を

超えました。東海地方本部主催の「愛・地球博コンテスト」とのコ

ラボも初の試みで，参加者増につながったと喜んでいます。 


