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JA1CP (CM)  思ったより多くの参加局があり FB な時間

を過ごすことができました、ありがとうございました。  

JA1BAN (CM)  途中からの参加でしたが，なかなか盛況の

ようでした。 

JA1RSX (CM)  短時間の参加でしたがログ提出します。参

加各局ありがとうございました。 

JK1REJ (CM)   短時間の参加でしたが，おなじみの局に

も出会えて楽しいコンテストでした。学生の時に見に行っ

た 大阪万博 から33年，今年 会社を定年退職しました。

あらためて歳月の進み方の早さを感じました。 

JR1NKN (CM)  交信に感謝します。 

JA2QVP (CM)  集計ご苦労さまです。ハイバンドのコン

ディションがあまりよくなかったみたいです。 

JH2NWP (CM)  ハイバンドのコンディションがよくな

かったです。 

JK2RCP (CM)  2000 年以来の参加となりました。なん

とか自己記録更新となりました。 

JQ2CZJ (CM)  出勤前の短時間運用でしたが，今年も参

加できました。 

JA3ATJ (CM)  初めて 1.9 MHz で参加するなど，低い

バンドを中心に楽しみました。 

JI3ZOX (CM)  阪神タイガースのテレビ観戦で、少し中途

半端なコンテスト参加となりました、次回も参加します。 

JH4JUK (CM)  仕事のためにスタートの 3 時間ほどの参

加でした。 

JA5IVG (CM)  集計ご苦労さまです。 コンディションが

悪かったですね。ハイバンドが全然ダメで 3.5､ 7MHz

以外では、14 MHz が辛うじて交信できました。交信い

ただいた各局ありがとうございました。 

JA6EOD (CM)  少しの時間の参加でした。 

JA6JMJ (CM)  楽しく遊べました。 

JA6NWC (CM)  はじめて XPO コンテストに参加しまし

た。たいへんにぎやかでびっくりしました。来年も，ぜひ

参加したいものです。 

JA6QDU  (CM)  これ位がちょうどよい時間ですね、出た

いときに出られます、楽しく遊ばせていただきました。 

JM6FMW (CM)  集計ご苦労さまです。ハイバンドがオープ

ンしてくれたら もっと楽しめたのですが・・。今年も楽

しみました。 呼んでいただいた皆さん＆スタッフの方々

ありがとうございました。 

JA8TMJ (CM)  21 MHzは聞こえず、コンディションが

よくないですね。 

JG8HVD (CM)  集計ご苦労さまです。手が空いた時間に運

用しましたが、そこそこ楽しめました。7 MHzはアンテ

ナの調子が悪く呼んでもとってもらえないことが多かっ

たのが残念でした。 

JA0/AAQ (CM)  QSOした局数は少ないのですが，楽しめ

ました。 

JE0/EHE (CM)  コンテスト開催ご苦労さまです。 

JG0/AXT (CM)  夕方 3 時間ほど参加できました、土日に

比べてCONDXがよかったみたいでした！ 

JH0/RNN (CM)  運用は固定局(新潟県豊栄市)より。 

JI0/NXA (CM)  集計ご苦労さまです。参加局も多くだいぶ

盛り上がっていたようで充分に楽しみました。大阪万博が

開催されてもう33回目のコンテストでしたか、月日の過

ぎるのが早いものですね。XPO コンテストいつまでも続

きますように！ 各局お相手ありがとうございました。 

JI0/VWL (CM)  3 年ぶりのマルチバンド参戦でした。ハイ

バンドのコンディションが悪く、得点は以前より下がりま

したが，マルチバンド運用を楽しむことができました。集

計お疲れさまです。 

JA2TFU (C19)  1 エリアのシグナルUPと思いきや，タ

イムOUTになりました。 

JF2FIU (C19) 仕事と重なったため、出勤前にQRVした

だけになってしまいました。来年はフルタイム参加したい

と思います。集計審査ご苦労さまです。ありがとうござい

ました。 

JA8NNT (C19) 初めて 1.9 MHz のコンテストに参加し

ました。  

JA0/ADY (C19)  コンテスト時間が，日の出後，日没前だ

ったせいか，遠距離の4,5,6,8 エリアが聞こえてこなかっ

た。(4,6 エリア1局ずつのQSOに終わった) 目標の 40

局 20マルチ以上が達成できたので，大満足しています。 

JA1VVH (C35) 天気がよかったので，安心して移動運用

できました。マルチが思った程伸びなかったようです。 

7N4WZI (C35)  残念ながら、出勤前の数十分のみの参加

でした。 

JR2NTC (C35)  さわやかな秋晴れの中で移動運用がで

きました。今年も相変わらず3.5 MHz CWに参加しまし

た。夕方はノイズに悩まされましたが，目標の100 QSO，

30マルチをクリアすることができて，よかったです。 

JA5MAJ (C35)  ここ数年仕事のために参加できていま

せんでしたが、久しぶりの参加ということで力(リキ)を入

れてがんばりました。 

JA7YFD (C35)  仕事の合間での参加でした。 

JH7CJM (C35)  QRL で，終了間際の参加となってしま

いました。来年また参加させてください。 

JA1CSB (C7)  フルタイム参加は、できませんでしたが、

大いに楽しめました。 

JA1HIY (C7)  時間は少なかったですが、とても有意義な

交信ができました。感謝します。 

JG1CYE (C7)  開始時刻には遅れましたが，休み休みしな

がら最後まで参加することができました。コンディション

が悪かったのか、アンテナ設備が悪かったのか，皆さんの

信号が結構弱く聞こえていました。 

JG1UKW (C7)  今回は、QRPで参加しました。次回も頑

張りたいと思います。 

JH1SAR (C7)  まとまった時間がとれず，少しずつ時間を

区切ってのの参加でした。いつもこのコンテストは，参加

局が多くおもしろいコンテストです。 

JI1TJJ (C7)  集計ご苦労さまです。 
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JJ1LRD (C7)  今までは28 MHzに何回も参加しました

が，今回7 MHzバンドへは初めてで，フルタイム参加し

ました。マルチが思ったより少なく，スコアは目標の半分

位でした。 

JJ1XNF (C7)  朝の少しだけ7 MHzに参加しました。 

JK1LYP (C7)  ひさびさに天気のよいXPOでした。 

JM1TDG (C7)  集計ご苦労さまです。最後の1hは強風と

の戦いでした。 

JQ1UXN (C7) 久々のコンテストでした。朝寝坊，途中で

うとうと，ゆっくり昼食，と気合が足りなかったようです。

7 MHzは比較的コンディションもよく，参加局も多かっ

たように思います。楽しめました。 

JR1CHU (C7)  久々の参加でした。  

7K1CPT/1 (C7)  山岳移動の最中に，少しだけ参加しま

した。 

7K2GMJ  (C7)  今年は 7 MHzの CWだけで参加してみ

ました。今年も楽しめました。 

7L3EBJ (C7)  集計ご苦労さまです。参加時間が短く点数

が伸びませんでした。 

7M4QNP (C7)  当日の朝気がつきました。電子ログ提出の

仕組みができたのだから、来年からメールでコンテスト予

定の連絡があると，忘れずに準備できるように思います。 

7N1BHO (C7)  初めての参加です。集計ご苦労さまです。

終了2時間前にANTが倒れ，途中リタイアでした。 

7N4MXU (C7)  集計作業ご苦労さまです。多くの局と

QSOできて，楽しむことができました。 

JA2BCQ (C7)  100 局になるよう，がんばりましたが時

間切れになってしまいました。 

JE2FJI (C7)  初めて参加させていただき，楽しかったで

す。 

JE2PTP (C7)  初めて参加しました。まだまだ修行中なの

で交信していただいた方にはご迷惑をかけてしまったと

思います。これからもがんばります。 

JG2TSL (C7)  XPOコンテストには久しぶり(10年振り

くらい？）の参加です。短いコンテストナンバーと 明快

なルールはよいですね。12時間という時間もお手頃です

ね。また時間が空いたら 参加してみます。 

JH2CMH  (C7)  久しぶりにフル参加しましたが，参加局

数が少なく中盤以降は，閑古鳥が鳴いていました。 

JH2HUQ (C7)  今年もよい(暑すぎる?)天気に恵まれ，多

数の局の参加があったようで楽しめました。混み合う中で，

マナーの悪い点もチラホラ，18年ぶり，特に3エリア各

局，阪神優勝の日として記念になりましたね。 

JH2OMM (C7)  集計作業，よろしくお願いします。 

JI2GVL (C7)  初めて参加しました。CW初心者ですが楽

しめました。 

JA3QG (C7)  阪神タイガースの優勝決定戦が気がかり、

コンテスト中断再々。 

JE3BXY/3 (C7)  何十年ぶりかで，このコンテストにエ

ントリー。とても楽しく参加させていただきました。 

JE3OZB/1 (C7)  目標の 300 局を達成できました。地 

面をリフレクタにしたLAZY LOOPは近距離の通信に対

して FBでした。 

JH3VEY (C7)  少しの時間だけの参加になりましたが，楽

しませていただきました。 

JN3ANO (C7)  各局 交信ありがとうございました。 

JO3AGQ (C7)  2002年12月に開局しました。XPO記

念コンテストに初参加です。8エリアが聞こえず，残念で

した。 

JO3EXV/QRP (C7)  QRP部門があると，さらに楽しい

と思う。 

JR3EOI (C7)  久しぶりの XPO コンテスト参加でした。

今回は知り合いとのバトルの展開がありまして、それに参

加しました。１番じゃなかったみたいです。残念。 

JR3NDM (C7)  集計ご苦労さまです。残念ながらフル参加

できませんでした。 

JA4AVO (C7)  いつも盛会のコンテストです。 

JA4TOH (C7)  初めての参加でした。 

JH5PHC (C7)  集計お疲れさまです。今年初めてのフル運

用ができました。また、知人たちとのバトルもあり楽しい

コンテストでした。 

JI5XTW/QRP (C7)  楽しいコンテストをありがとうご

ざいました。 

JH6KDY (C7)  集計ご苦労さまです。朝早く起きたので，

途中で少しペースが落ちたようです。また参加したい。 

JH6SWF (C7)  家族サービスもあるのでフル参加はでき

ませんが、楽しむことができました。 

JA7AEM (C7)  現在改築中のためANTがありません。仮

設のもので短時間だけ参加しました。 

JN7WPD (C7)  久々の休日なので参加しました。8エリア

が当方からは開きませんでした。 

JE0/JAO (C7)  後半 1時間半楽しみました。 

JF0/FUM (C7)  初参加です。開催に気づいたのが当日

13:30 を回ってから・・・ひゃーっ！! 結局 14:00 過ぎ

からの参加となってしまいました。自分なりに楽しめまし

た。来年はフルタイムで参加できれば・・・そう思ってお

ります。 

JA1IVL (C14)  Condx が悪いですね。しかし，Wから

呼ばれその信号は国内の局より強かった。 

JH1MTR  (C14)  High band condx NG で安易なシン

グルバンドに。 最近の poor condx にやる気もパワーも

なくなった。トシですかね？ 

JK1NSR (C14)  久しぶりの参加でした。 

JR1NHD (C14)  毎年楽しみにしております。参加者が

年々減少してゆくようでさびしく思います。 

JR1UMO (C14)  アンテナの整備が不十分でした。 

JG2OHW (C14)  今年も参加できました。 

JH3TCM (C14)  3 エリアでは，国内ハイバンドの状態は

よくなかったように思いましたが。 

JR4GPA (C14)  楽しみました。 

JA6LWQ  (C14)  今年も楽しませていただきました。集計

ご苦労さまです。 

JF6NBB (C14)  午前中はよかったのですが，午後からペ

ースが落ち，結局 昨年より点数が下がってしまいました。 

JH6QIL (C14)  フル参加はできませんでしたし，コンデ

ィションも悪く、あまりできませんでした。 

JM6NJU (C14)  14 MHzは，安定して交信できた。 
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JA8AJE (C14)  こんなに呼ばれなかったのも珍しい。コ

ンテストは諦めて、阪神・広島戦を見てしまいました。阪

神 逆転勝ち。 

JR0/BQD/0/ (C14)  コンディションは今ひとつだったよ

うに思います。会社の仲間と一緒に参加し，楽しい移動運

用ができました。 

JA7GBS (C21)  CONDX.が悪く，局数伸びず。参加局も

少なくなっているように思います。来年も時間の許す限り

参加したい。 

JL7AIA (C21)  移動用八木アンテナの調整をしに行っ

たついでに少しだけ参加しました。一応ログ提出します。 

JG1TVK (C28)  コンディションはそこそこオープンし

ていましたが，参加局が少なく，うとうとしながらやって

いたために，分かっているだけでも 3 局 2 マルチを取り

こぼしてしまう失態をしてしまいました。 

JR1TMI (C28)  久し振りに28 MHzにエントリーしま

した。 朝寝坊とコンデッション不安定でイマイチの戦果。 

JG4DDN (C28)  集計ご苦労さまです。来年はフル参加し

たいと思います。 

JE3ENM/0 (C50) 仕事の合間(昼の休憩)に，ロケーショ

ンのよい所から QRV してみました。やはり西は，奈良,

京都まで伝搬しているのが分かり満足。いつも(平日)は，

CQを出しても応答がなく，FM京都89.4MHzや FM滋

賀77.0MHzだけが常時入感しています。 

JI3KHN (C50)  集計ご苦労さまです。夕方になって少し

だけ参加することができました。 

JR5HWQ/5 (C50)  情報によると，午前中はグランドウウ

エーブが伸びて，1エリアとの交信ができたそうです。自分

は，午後からの参加でしたので，局数が伸びませんでした。 

JA1KI (C144)  わずか 30数分の参加でした。 

JA1AMW (C144)  10 年間のQRT後，再開局して初めて

参加したコンテストでした。短い時間しか参加できません

でしたが，楽しめました。 

JA2PR (C144)  主催側の 3 エリアの参加局が極めて少

なく残念でした。 

JI6TJL/1 (C144)  6 エリア在住時はよく参加させて

いただいておりましたが，転勤等で多忙につき14年ぶり

に参加させていただきました。現在の住居は，アンテナ常

設が難しいので，直前に設営した仮設アンテナでの運用で

した。また毎年参加したいと思っております。 

JA7NT/1 (C144)  144 MHzは，ノンビリしてVY FB 

(ちょっとさみしいかも) 7 MHz は，ワッチだけですが，

相変わらずものすごいです。(Hi) 

7L4SCQ (C144)  集計ご苦労さまです。7 MHz, 430 

MHz など，複数のバンドで参加しました。その中で一番

長く運用した 144 MHz のみで申請いたします。（他は

ポイント0になっています） 

JF1YRK (CC)  4 年ぶりの参加です。ここ数年でアクティ

ブなメンバーは激減し，クラブは弱体化しました。残るメ

ンバーも久々の CW で序盤は，苦労していたようです。

これを機に，少しずつ活動を活発化できればよいなと考え

ています。来年も楽しみにしています。 

JF1ABZ (FM)  楽しめました。また次回も参加したいと思

います。 

JF1NPO (FM)  次回もがんばりたいと思います。 

JO1GJB (FM)  事務局の皆様には集計作業ご苦労さまで

す。今年も参加させていただきました。リグの前から遠ざ

かりがちなこの頃ですが、コンテスト参加で楽しい一日を

過ごすことができました。ログ・サマリーの提出をメール

でできるのはとても FBです。 

7L1ETP (FM)  思いっきり出遅れ，設営が間に合いません

でした。 さらに自宅での荷物積み込み中に毒蛾にやられ，

痒くて運用に集中できず。VUは閑古鳥が鳴いていてさび

しかったです。 

JA3QOS (FM)  今年も参加できました。 

JQ3OIS (FM)  楽しかったです。 

JA3IEZ (FM)  次回もがんばりたいと思います。 

JL1VWL (FM)  とっても静かなコンテストでした。関西の

方は，にぎやかなのでしょうか。 

JG1IEB/1 (FM)  終了1時間前でようやくコンテスト気

分が味わえました。 

JQ2KAE (FM)  集計お疲れさまです。ゲストOP運用の許

可、時間の見直し(短縮)等の参加者増対策をお願いします。 

JK3HLP (FM)  ハイバンドの Condx は悪かったものの、

楽しむことができました。 

JR3NZC (FM)  21 MHz と 28 MHz のコンディション

が悪かったようです。 

JH4FUF (F35)  集計ご苦労さまです。参加局が多く FB

でした、でもローカルマルチの取り残しが目立ちました

Hi（山口・鳥取・愛媛 など）。 

JA1XEM (F7)  楽しめました。 

JH1KSU (F7)  21, 14 MHzとも，ぜんぜん入感なし。 

JI1IIF (F7)  阪神タイガース 優勝 おめでとうございます。 

JJ4CDW (F14)  Condx が今ひとつでした。 参加各局，

お疲れさまでした。 

JJ1XQU (F7)  集計ご苦労さまです。 

7L3IUE (F7)  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。21 MHz はさっぱりでしたが、

7 MHzで楽しめました。 

7N2JFU/1 (F7)  QRP 5Wでやってみました。 

7N4TEN (F7)  7 MHzの部門に参加しましたが、このほ

かに14 MHzで15局と21 MHzで3局交信しました。

参考のため，これらを含めたログをお送りします。 

JA3RK (F7)  今年は 7 MHz シングルバンドにエントリー

してみました。  

JH4QJP (F7)  2003 年度も楽しく参加させていただき

ました。 

JR5PPN (F7)  お世話になります。次回も楽しみにしてい

ます。 

JA6RIL (F7)  うっかり忘れていまして気がついたら11

時でした。Hi 14:00 JSTから BS-1 で優勝のかかった

阪神タイガース対広島カープの放送があり，41局で終わ

り。スンマヘン！（虎キチ歴65年です） 

JH9URT (F7)  今年も参加しました！  

JF0/VMJ/0/ (F7)  初めての参加ですが楽しませてもらい

ました。今後も参加していきます。 

JG0/OXL (F7)  仕事の都合により 2 時間ほどの参加とな

りましたので，電話だけで出ました。 
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JH0/NVX (F7)  天候もよく、移動運用を楽しめました。 

JJ0/ACA (F7)  集計ご苦労さまです。 

JK3IJQ (F14)  コンディションがいまいちで，交信局数

が伸びませんでした． 

JH4OUH  (F14)  今年の参加者はいつもより少なかった。 

JG1GCO (F21)  参加者が少ないですね。1局しかできま

せんでした。 

JK1NAF (F21)  あまりにも寂しいコンテストにがっかり

しました。以前は西の横綱と言われていただけに・・・。

Condx だけではないような気がします。 

JA1ZV (F50)  ポイントサービスのため参加しましたが，

局数が少なかったようで寂しい限りです(運用時間は1時

間程度でしたが)。 

JQ1AHZ (F50)  今年は天気もよく，移動日和でした。リ

ターンメールがありませんでしたので再送します。 

JA3KYS/3 (F50) 今回は山頂での運用となりました。参

加局が少なく，局数・マルチとも伸びませんでしたが，天

気もよく楽しめました。アンテナをもっとゲインのあるも

のにすると局数が伸びたのでは。次回の移動時に挑戦して

みたいと思います。 

JG3RCE/3 (F50)  クラブ運用の買い出し中に参加しま

した。早朝からアクシデントに見舞われ，コンテストに出

遅れました。次回はがんばります。 

JJ3TAE/3 (F50)  集計ご苦労さまです。昨年よりはたく

さんの局と交信できました。 

JL3DYW/3 (F50)  設営に時間がかかったので少し出遅

れました。それでも去年よりは少し局数が伸びました。参

加局が少ないですね。ハムフェアなどで関西の行事のPR

があればと思いました。集計お疲れさまです。 

JL3XJQ (F50)  XPOコンテストは，初参加です。 

JI4EAW (F50)  集計等ご苦労さまです。前年とは違い、

天候はよかったものの残暑が厳しかったです。 昼前後 2

時間（昼食こみ）ほどの参加でしたが、楽しめました。 

JH5UPI/5 (F50)  今年のXPOコンテストは，天気がよ

かったので。午前中は移動運用のコンテスト参加局がけっ

こう聞こえていました。 だけど，午後はあまり聞えてな

かったです。 

JI6CUK (F50)  初めて参加しました。 

JE3CSO/3 (F144) 次回もがんばりたいと思います。 

JE1MPR (F430)  集計ご苦労さまです。今年で２回目の

参加でした。 と言っても １局のみですが，とりあえずロ

グを提出します。 

JJ1RUE (F430)  毎度お世話になります。以前1エリア

で430 MHzのコンテスト参加者，取り分けCQを 出す

局は殆どいなかったように思いますが，今年はかなりCQ

が出て，たいへんにぎやかなコンテストになりました。 

JR1BSV (F430)  参加局が少ないのか耳が悪いのか，少

数しかできませんでした。参加証もあれば，多少は増える

かと思います。 

7N4VPS (F430)  各局ありがとうございました。 

JN3WQL (F430)  参加局が少なく，やりにくかった。 

JG6JRH (F430)  昨年に引き続き参加しました、来年も

ひとつよろしくお願いします。 

JR9HCV (F430)  午後から1時間あまりのお手軽参加で

した．9エリアでは，この時間の 430 MHz での参加局

は皆無でしたが，何とか5局交信できログを提出します．

来年も参加します． 

JA3WDL (F1200)  他のバンドでも参加しようと早朝か

らスタートしましたが，全く入感せずに時間だけが過ぎて

しまいました。残念。 

JA1ZLO (FC)  大学の建物の開く時間の都合で昼ごろか

らの参加となってしまいました。また今回はコンテスト経

験者が少なく、時間帯によってのバンドの選択などで失敗

したかなと反省しております。 

JR4ZUZ (FC)  楽しく参加させていただきました。 

JH0/TIS (FC)  昨年「普段HFに出ていない中学生と一緒

に出たので社団局でなくマルチオペを認めてください」と

意見欄に書いたら、さっそく規約改正をしてくださりあり

がとうございました。今回は 3 時間のみの参加で高得点

は無理でしたが、中学生は存分に楽しんだようでした。 

=-=-=-=-==-=-=-==-=-=-==-=-=-==-=-=-==-=-=-==-=-=-==-=-=-==-=-=-==-=-=-= 

あとがき 

XPO 記念コンテスト に，ご参加くださり，誠にありがとう

ございました。結果発表が遅くなりましたことを，おわびい

たします。 

年々参加者が減る，PR などに工夫をというご意見を数

多く寄せていただき，また ON AIR の様子からもそれを実

感するのですが，一方で「初めて参加した」「久しぶりに参

加した」とのコメントもたくさんいただき，主催者として，ほん

とうに嬉しく思っています。 

おかげさまで，ログ提出件数でみますと，毎回前年実績

を上回り，ここ３年間では，327=>376(115%) =>452(120%) と

いう結果になります。 

今回から，シングルオペとマルチオペ(ゲストオペを含

む)としましたところ，さっそくジュニアの育成に役立ててく

ださった方もあり，よかったのではないかと思っています。 

電子ログの提出が，回を重ねるごとに増え，今回は郵送

ログを上回りました。(電子ログ 53%) ただ，3 月からこれま

での KDCF による @jarl.com の管理が，連盟本部に移っ

たために，いくつかのとまどいを生じてしまいました。電子

ログの自動受理確認ができなくなり，サイズが42KBを超え

ると転送されないということも途中で分かりました。後者に

ついては，対処できましたが，電子ログ提出の方々にはご

迷惑をおかけしました。ログ受領の確認については，当委

員会のWeb を，これからも活用していくつもりでいます。 

参加者が少ないから，競技時間を短縮してはどうかとの

ご意見もありますが，反比例的に増加するとも考えられま

せんし，このコンテストの特徴である 12H でさえ，周波数帯

による伝搬の時間変化を味わいきれない面があり，また勤

務その他の都合で競技に参加できる時間帯の個人差もあ

りますので，当委員会としては，12H を踏襲してまいりたい

と考えています。 

事前 PRにつきましては，工夫と努力をして参りますので，

引き続き XPO 記念コンテスト を楽しんでいただき，同時

にご友人などにも広めてくださいますよう，お願いします。 

なお，2004 年は， 9 月 20 日  の開催になります。 

http://www.tcn.zaq.ne.jp/ja3atj/contest.htm  (04-02-20) 


