
 
CM:JA1CP: 毎年楽しく参加させていただいております。 

CM: JA1IRH: QRP 部門が設けられると FB なのですが。

今回は、3.5～14 MHz を QRP で楽しみました。 

CM:JA1RSX: 一部の時間しか参加できませんでした

が、一応ログ送ります。各局ありがとうございました。 

CM:JA1SJR: 今年も楽しくマイペースで参加できました。 

CM:JA1TCF: ハイバンドのCONDXがイマイチでした。 

CM:JH1XSB: ますますご盛会になるよう，願っています。 

CM:7K2GMJ: 今年も参加させていただきました。 

CM:JA2DHL: ハイバンドのコンディションがイマイチ

で、また不安定でした。7 MHz はアンテナがなかったの

で、21 MHZの quad に無理矢理のせて QSO しました。 

CM:JA2QVP: 最初は 14 MHz のシングルの参加予定で

した。あまりに寂しいのでマルチに参加しましたが、呼

び回りが多かったため、あまり局数は伸びませんでした。 

CM:JF2FIU: スタート直後、3.5 MHz のアンテナが不調

なのを確認 ! やむなく一時中断して修理に取りかかって

時間をロスしてしまいました・・・コンディション的に

ハイバンドは、中部圏は不利でした。 

CM:JH2NWP: 久しぶりにフル参加できました。最後

は CQ の空振りとなってしまい、コンテストの取り組

みに反省点ができました。 
CM:JO2JDJ: 今年も参加しました。 

CM:JA3RK: ここ 3 年間の XPO の交信数は 177, 176, 

172 とほぼ同じ、毎年同じ方々にお相手いただいてい

るのかも知れませんね ! 

CM:JA3ATJ: フルタイムではありませんが、楽しみま

した。 
CM: JA3TVQ: 電子ログ提出に次回は挑戦。 

CM:JH3AIU: 混んでいるはずの 7 MHz が空き周波数

だらけでした。98 年当時は 7 MHz で 400 局超、本年

は 200 超 で半減。JARL 主催と同様に入賞局への盾の

ドナーを募ってはいかがでしょうか？ 

CM:JR3NDM: 用事がありフル参加できませんでした。 
CM:JH4JUK: 所用のため開始後、終了前の 30 分位ず

つしか参加できませんでした。 

CM:JN4FNZ: 初めてフル参加しました。目標の 4 万点

を何とか超えましたが、QSO 数は伸び悩みました。国

内向けコンディションが今ひとつで、ハイバンドはパ

ワーに頼らざるを得ない状態でした。 

CM:JA6APS: ハイバンドはコンディションが悪く，14 
MHz の参加局が少なし。昨年は，病気入院中で不参加，

今年は参加できて喜んでいます。もっと活況であれば 

と。シルバー部門を作ってください。 
CM:JA6QDU: 楽しく遊ばせていただきました、有難う

ございました、またよろしくお願いいたします。 

CM:JH6IEK/1:  3 時半過ぎに移動に出かけたものの、

設営から気が抜けお手軽設備の参加でした。強豪さん

方の信号は、14 MHz までは S9 オーバーながら 21, 28 

MHz では弱くなりました。 
CM:JH6KDY: 初めて参加しました。また参加したかァ! 

CM:JH6SWF/1: 僅かな時間の参加でしたが楽しむこ

とができました。 

CM:JK6SEW: 久しぶりに参加できました。このコンテ

ストの限らず、参加者がかなり少なくなってきている

感じがします。残念です。 
CM:JA7AEM/7: ハイバンドのコンディションが悪く

7 MHz がメインとなりました。ベランダのホイップで

はかなり厳しいものがありました。 

CM:JA7LLL/1: 久しぶりでコンテストに QRV しまし

た。ハイバンドは、あまり聞こえませんでした。 

CM:JA0GZ: 楽しく参加いたしました。毎年参加させ

ていただいています。もちろん来年も。  

CM:JG0AXT: 小間切れ参加でしたが、楽しめました。 

CM:JI0NXA:  12 時間コンテストは、参加するのに丁

度よいと感じました(眠くならずにすんだ）。 参加局も

多くたいへん楽しませてもらいました。ルールもオー

ソドックスで誰でも参加できるのがよいところです。

XPO 記念コンテストが末長く続きますように ! 各局

またお会いしましょう。 

CM:JR0EFE/7: 仕事のため開始後１時間だけの参加

でした。 

CC:JH1YDY: チェックログとします。 

CC:JI3ZOX: 今回もメンバーは休みが揃わず、常置場

所にて XPO コンテスト参加です。 

C19:JA1XEM: 短時間の参加になりました。 

C19:JA2TFU: 9 年ぶりの参加でした。 

C19:JH2FXK: ローバンドのためにコンテスト終了時

間をもう少し延ばして欲しい。せめて あと１時間 ! 

C19:JA3AA: HF 帯 CW は参加局も多くにぎわってい

ましたが，VHF 帯以上の CW は参加者が少ないようで

す。ますますのご盛会をお祈りします。 

C35:JK1XDB: XPO は昔から好きなコンテストなので

すが、今年も最後の30分だけの部分参加になりました。  

次回こそフル参加したいです。 
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C35:JR2NTC/2: 100 交信を目標にがんばりましたが、

今年も届きませんでした。今年は 7，8 エリアがなかな

かとれませんでした。 

C35:JH4FUF: 参加局も多く FB でした。次回も、楽し

みにしています。 

C35:JH7CJM: 用事の関係で 30 分だけの参加となりま

した。来年、フルタイムでがんばりたいと考えております。 

C7:JA1VVH: パソコンのセッティングでてこずり，ス

タート時間が遅れてしまいました。 

C7:JH1MTR: 私の ANT では，ハイバンドが NG でし

た。午前中は 10 MHz で遊び，午後だけコンテストの

空気に触れました。参加局の減少止まらずが実感です。 

C7:JJ1NNH: 楽しく参加させていただきました。あり

がとうございました。 

C7:JK1LYP/1: 今年も降りそうで降らないお天気でし

た。参加局を増やすための PR 活動が必要なのではな

いでしょうか ? 少なくとも昨年参加した局にはメー

ルで PR してはどうでしょう ? 

C7:JM1PWW: 休み休みやりましたが，もうちょっと

がんばりたかったです。 

C7:7K2GMF: 朝はやく参加しました。万博の会場で働

きましたので記念になります。 
C7:7M4SXD: 今年は、午前から午後まで出られ交信局数

が伸びました。来年は、マルチバンドで挑戦したいです。 

C7:7N4MXU/3: このコンテストは初めての参加です。

3 階ベランダに取り付けたモービルホイップから運用

でしたが、思ったより多くの局と QSO でき楽しめまし

た。今回は 7 MHz シングルバンドに専念しました。各

バンドのアンテナが揃えば、マルチバンドに参加した

いと思います。 

C7:JO2EWL: 今回のコンテストは、結構時間が取れたの

で、久しぶりに長時間運用することができ楽しめました。 

C7:JP3TSP: 大正 10 年＊月＊日生（81 歳） 

C7:JE2OUK: 上位は当然ながら無理ですが、コンテス

トは楽しみです。5 月の静岡県市町村コンテストにも、

ぜひ参加してください。 

C7:JG2OHW: 多くの局が出ていて、楽しめました。 
C7:JH2HUQ: ほぼフルタイムで参加できました。参加

局も多かったようで楽しめました。当地では、例年のよう

に雨は降らず、涼しいなか集中もできたように思います。 
C7:JH3CHV: 今回は混信も少なく，コンテストを楽しめ

ました。 

C7:JN3ANO: 各局交信ありがとうございました。 

C7:JA4AVO: 時間がとれず，短時間での参加でした。 

C7:JL4MPH: いろんなバンドに浮気しましたが，結局

7 MHz に落ち着きました。 

C7:JA7KJR/7: 車の Whip からでも、結構 QSO でき

て、まずまず楽しめました。 

C7:JH7VHZ/7: チェックリストを添付しました。 

C7:JO7EGJ: QRP 部門があれば FB と思います。  

C7:JA9AJU: 次回も参加したいと思います。 

C14:JI1IIF: コンテストを盛り上げるために、JA3RL, 

JA3YRL などの JARL 局を各バンドで運用していただ

きたいと思いました。 

C14:JR1NHD: 参加局数が少なくさびしいコンテスト

でした。全国レベルでの順位ですので JA8, JA6 が有

利になります。今後はこの点を考慮願います。 

C14:JE2HVC: 参加局が少なくなった気がします。 

C14:JJ4MAI: コンディションが、イマイチでしたが，

楽しめました。 

C14:JA6EOD: Condx が、イマイチでした。 
C14:JF6NBB: 夕方はペースダウンしましたが、楽し

めました。21/28 MHz はチェックログです。 

C14:JH6QIL: 年々参加局が減っているような感じです。 
C14:JA8AJE: 全国的に開けていたはずですが、ペース

が上がりませんでした。 

C14:JG8HVD: コンテストで電信の CQ を初めて出し

てみましたが、けっこう呼ばれて楽しめました。 

C14:JA0BQD: コンディションは、あまりよくありま

せんでしたが、移動運用を楽しむことができました。 

C21:JR1NKN: 引っ越し直後で全然出られませんでし

たが、またちゃんと参加できるようにします。 

C21: JF7QUE: 今回は、参加することに意義ありで，

ログを提出します。次回がんばります。有難うござい

ました。73 

C21:JG8SIS: アンテナにトラブルがあり、少得点です

が提出しました。来年はがんばります。21 MHz のコ

ンディションも今ひとつでしたね。  

C28: JG1TVK: 今年もまずまずのコンディションであ

り，参加局も昨年よりちょっぴり増えて、いい傾向で

す。今後も参加局の増加を期待します。 

C50: JK1DMT: 今年も 6m CW のみで参加させていた

だきました。都合で午前中しか運用できませんでした

が、楽しむことができました。 

C50:JM1TDG/1: 連休なか日であったせいか、局数が

少なく、また天気も悪くて移動には、つらいコンテス

トになりました。ついつい横着をして八木のラジェー

タだけでの運用でした。 

C50:JQ2CZJ: 来年も参加したいと思います。 

C50:JH9UJB/1: 家族サービスのため、途中抜けての



参加でした。次回はフル参加したいと思います。 

C430: JJ5ADI: 今回初めて参加しました。V・UHF の

参加局が少ないなぁと思いました(特に CW)。山の上で

の運用は、楽しかった。 

C1200:JR3EOI/3: マルチバンドで本格的に参加すべ

く、移動運用ながらもアンテナをすべて設営しました

が、飲み過ぎがたたりまして。おとなしくなりました。

そのためこのようなさんか形態となりました。 

FM:JA1OQ: 楽しく参加できました。コンディション

があまりよくなかったですね。 

FM:JG1IEB: CW で CQ が出せるようにならないと、

得点増加は望めないと思いました。 

FM:JO1GJB: 今回も参加させていただきまし た。以前

は１エリアの V/UHF でも賑やかだったのですが少し寂

しいコンテストになりました。コンテストの時間設定は、

昼ごろの３時間ぐらいの方がよいような気がします。 
FM:7L3IUE: 430MHz は個人参加者が少なくなりまし

たね。このまま衰退して行 くのでしょうか。心配です。 

FM:7M4CLF: 途切れ途切れの参加でしたが、楽しめま

した。 

FM:JK2VOC: 少しだけの参加でした。年々参加者が

減っている感じがするのですが・・。それから個人局

のゲスト OP も認めてください。 

FM:JA3QOS: 電子ログになって FB です。 

FM:JE3OZB: 大阪万博が、なつかしい。父に肩車をし

てもらって、月の石を見た思い出が・・。 コンテスト

の方は、相変わらずちょっとだけ参加でした。 

FM:JF3QND: 昨年につづいての参加です。 
FM:JK3GWT: 当日仕事があったため，早朝のみの参加

です．電話にでておられる局数が少なかったように思

いますが，どうなんでしょう． 
FM:JK3HLP/3: 設営中に、アンテナを倒壊させてしま

い 6m の 5ele が 4.5ele になってしまいました。また、

上げた INV が断線していたりと、トラブルが多くそれ

だけで疲れてしまいました。 

FM:JS3QWI: 40m バンド以外はあまり局が出ていない

ようでした。 

FM:JH4UTP: 自己ベストスコアをマークでき満足です。

ほぼ常時 2 波を同時に受信しながらの運用の緊張感と、

ハイバンドの低調なコンディションの割に参加局も昨年

よりもかなり多く感じ、楽しいコンテストでした。 

FM:JA8JCR: SSB は，6 QSO のみで，WAEDC の PH

を覗きながらの参加でした。 

FM:JA0AO: 14/21/28 MHz バンドの condx が poor で

交信が僅か。残念 ! ! 2 文字・シルバーハム，今年も

参加できました。EXPO も懐古しております。 

FM:JJ0JWC: 7月に開局したばかりの中学 2年生です。

初めてでとても緊張しました。 

FC:JA1ZLO: 今回はマルチオペとしては人数が少なく、

日中は最大 4人で OP をして いました。全てのバンドで

電波を出しつづけることができませんでしたが、一人あ

たり 3バンド程度かけもちでがんばりました。7 MHz 以

外は参加局数があまりいませんでした。開催時間は

06:00-15:00 または、09:00-18:00 程度でよいのではない

でしょうか？（JI0VWL） 
FC:JA2YDE: 電信・電話それぞれ得点になるとうれし

い．最近のコンテストは，CW で QRV している局が多

く，当局のようにメンバーのほとんどが 4 アマのよう

なクラブでは，盛り上がらない．4 アマ所持者にも QSO

の機会が増えるようなル-ルを希望します． 

FC:JR4ZUZ:楽しく参加させていただきました。 
FC:JH0TIS/0: HF の経験がない中学生に HF のおもし

ろさを知ってもらおうと、ゲスト OP 制度を使って一

緒に参加しました。もはや社団局をもつ意味がほとん

どなくなったのに、どうして「マルチオペ部門」でな

く「社団局部門」でゲストオペ禁止にするのか理由が

分かりません。「マルチオペ部門」なら仲間が気軽に集

まって楽しむことができます。 

F7:JG1GCO: 7 MHz は、コンテスト参加者も多いです

ね。 

F7:JK1NAF: いまだに手書き(紙ベース)のスタイルで

参加しております。久々に 200 局を超えたことを喜び

つつ、提出書類の作成に苦戦しています。でも、当方

はこのスタイルが好きです。 

F7:JN1TIO: 8 エリアが聞こえなかったのは残念。 

F7:JO1UOE: 今回は、1 時間半しかできなくて、残念。

F7:JS1DCZ: 参加は午後からでしたが、結構楽しめま

した。 コンテスト規約が なかなか見つからなくてコ

ンテスト中にオペレータに教えてもらいました。 TNX 
F7:JE2SJH: 都合により、部分参加となりました。 

F7:JN2XPQ: 3 回目の参加です。毎年このコンテストを

楽しみにしています。 

F7:JN3LXF: やっぱり 7 MHz は面白い ! ! いままで

21 とか 50 とかをやっていたので、呼ばれる楽しさを

実感できました。そればかりでなく、混信のなか相手

の信号を探す訓練にもなりました。しかし、コンテス

トが終わって、ヘッドセットを外してもなぜかモール

スで呼んでくる音が聞こえてる・・・・。 

F7:JL4WOO: コンディションが今ひとつで、フルタイ

ムで参加できず、得点が伸びませんでした。 



F7:JA7FKF: 久しぶりの参加です。短時間ですが，楽

しめました。 

F7:JA8NNT/1: 初めて、7 MHz にエントリーしました。

AM10 時からの参加でしたが、やっているうちに、本

気モードになりました。来年も、よろしくお願いいた

します。 

F7:JG0OXL: 午前中のみの参加でしたが、結構交信で

きました。 

F7:JH0NVX: フル参加できませんでしたが、たくさん

交信できて楽しめました。 
F21:JF1VCE: 意外と参加者が少なかったように思う

が、ベランダにモービルアンテナでは、こんなものか。 

F28:7K2PBB: 万博記念だからこの時季なのでしょう

が、HF ハイバンドは少し早めて 初夏～盛夏の開催と

してもらえないでしょうか ? これだけ参加者が多い

のにいつも同一エリア内ばかりでダイナミックさに欠

ける感じがして・・・。 

F50:JA1ZV: 参加局が少なく、淋しいコンテストでし

た。３エリアが、もっと活発かと思ったのですが。 

F50:JE1IOO: 久しぶりのコンテストでした。 

F50:JQ1AHZ/2: 天気が悪く移動運用には不向きでし

たが、ある程度楽しむことができました 
F50:JF2FMY: 都合で 1時間ほどしか参加できなかった。

それにしても参加局がいなく、5 局を見つけるのがやっ

と。参加証明書の発行はありませんか。 
F50:JA3PYH: XPO 記念コンテストも 32 回目ですが、

全国に知られていません。特に、全国コンテストであ

るということがあまり知られていないので、対３エリ

アの交信にかたよっていました。それにしても、３エ

リアの局も参加が少ないです。 

F50:JG3RCE: 次回はぜひ本格的に参加したいです。 

F50:JJ3TAE: いつも楽しく参加させていただいていま

す。毎年参加局が少なくなっているように思います。

もっと多くの局が参加して欲しいです。 
F50:JL3DYW: 参加局が少なく、局数が稼げませんでし

た。XPO コンテストがあることを知らない(忘れた)局

が多かったようです。それでも、コンテスト常連局が

呼んでくれるのは嬉しいことです。 

F50:JI4EAW/3: ANT やロケが良くなかったため、参加

局があまり聞こえて来ませんでした。 
F50:JH5UPI/5:徳島県の剣山(1956m)に移動しました。

マルチはだいぶできたけど、交信数はちょっと少なか

ったです。 
F144:JA3KDJ: 年々参加者が少なくなってきて残念。

淋しいですね。来年も参加します。 

F144:JE3CSO/3: 次回もがんばりたいと思います。 
F144:JF3DRT: 参加局が年々減少。本年は特に少なか

った。残念。 

F144:JJ3EWU: 不況のせいか、コンテスト参加局が極

端に減少しています。根本的に参加局の増加をはかる

必要があるでしょう。 

F144:JA5ND/3: 参加局が殆ど見当たりませんでした。

小生のワッチ不足？ ミッター、アンテナのせい？ 

F144:JG6JRH/1: 初めて参加させていただきました、

参加者が少なかったようですがこれからも盛り上げて

いきたいです。 

F430:JE1MRP/3: 吹田市からの 430 MHz シングルバ

ンドは、参加局が少なく淋しい思いをしました。 

F430:JJ1RUE: 今年も 430 MHz で参加してみました

が、やはりマルチに苦労しました。それでも 12 マルチ

をクリアできたのはラッキーでした。 

F430:JL2TPF/2: 1 局だけですが、書類提出します。 

F430:JA3WDL: ほんの少しの時間しか参加できません

でした。 
F430:JN3KDO: 今回のコンテストは、非常に局数の少

ない QSO で終わりました。次回がんばります。 

F430:JN3PLZ: 今回で 2 回目の参加ですが、参加局・

応答局が少なく、断続的に約 9 時間参加し、やっとの

ことで 31 局とナンバー交換できました。 

F430:JI5SAO: ARDF の北四国大会に参加していたた

め、コンテストに参加する時間は少なかったですが、

ログは出しておきます。 

F1200:JR1TMI/2: CQ連呼しましたが相手なし。疲れた。 

F1200:JS1UVH: 年々1200 MHz 帯の局数が少なくなっ

ている気がしまする。スタート 06:00～07:00 １局も

QSO できなかったが、普通はスタート時に多くて、時間

とともに少なくなるのだが・・・。 
 (AR) 

 第 32 回 XPO 記念コンテストにご参加くださり，まことに

有難うございました。 

年々参加者が減る，特に今年は寂しかったとのご意見を

いただきましたが，お蔭様でログ提出局数を見る限りで

は，前年の 327 局を上回る 377 局に達し，その 47% が電

子メールで提出いただくという結果になりました。 

さて，平成 15 年から「敬老の日」が 9 月の第 3 月曜日に

変わることになりました。たまたま，その最初の年はこ

れまでどおり 9 月15 日になりますが，その後もこの祝日

に開催するということを継承したいと考えています。 

お寄せいただいたご意見をもとに，規約の見直し，事前

ＰＲの工夫をいたす予定です。引き続き よろしくお願い

いたします。  JARL 関西地方本部コンテスト委員会 


