
JA1CP (CM)  ハイバンドのCONDXが悪く昨年の実績

まで達しませんでした。 

JA1IZ (C7)  次回もがんばります。 

JA1KI (C14)  今年も延べでわずか 40 分ほどの参加で

した。 

JA1OQ (F7)  楽しく参加できました。 

JA1AAT (C19)  今年は，1.9MHzで参加しました。記念

証をいただければ幸いです。73  次回も参加します。 

JA1BVA (C7)  1 時間しか参加できませんでしたが，コン

ディションがよかったので，0.5Wでやってみました。耳

のよい局ばかりで楽しめました。 

JA1COP (C50)  ハイバンドの局数が，減っています。 

JA1CSB (CM)  High Band が 寂しかった。 

JA1HIY (C50)  今回もお世話様になります。50 のみ

時々出てみました。参加して意義ありです。今後ともよろ

しく願いあげます。 

JA1NKU (C7)  開局１年未満ですが、ＣＷでのニューカマ

ーってないんでしょうか？ 局免年月日 H16.03.12 

初参加です。 

JA1SJR (CM)  楽しく参加できました。 

JA1UKF/1 (F7)  電池運用のため2.5W運用でしたが，約

1時間10分の運用で16局と交信できて満足しています。 

JA1VVH/1 (CM)  アンテナのマッチングの調子が悪く、調

整しながらの参加だったため、集中できませんでした。 

JA1XEM (F7)  コンテスト参加開始時間はかなり遅れま

したが，思ったより交信数がのびました。 

JA1ZLO (FC)  建物の開館の都合上、３時間遅れの参加で

した。 

JD1BIA (F7)  対全国区のコンテストであり、各局にサー

ビスできるのですが、コンディションが悪すぎました。 

JE1MPR (FM)  集計ご苦労様です。 局数は少ないですが，

ログを提出します。 

JE1SPY (C19)  約 10年ぶりにログ提出させていただき

ます。このコンテストへ久しぶりに参加させていただきま

したのは、EHアンテナの実践使用を試してみる目的から

でした。ラジアル 50 本をつけた逆 L アンテナと EH ア

ンテナ（全長僅か1. 8m、当然ノンラジアル）を切り替え

ながら参加させていただきました。EHアンテナは自宅マ

ンションのベランダ上に伸縮ポールを伸ばして 8m 高に

設置しました。 CQのランニングは全てEHアンテナで

行いました。CQに応答いただいて、ナンバー交換の際に

すばやく同軸 SW で EH アンテナと逆 L を切り替えて S

メーターの振れを比較するという方法で評価しました。結

果は、驚くべきことに全長僅か 1. 8m 長の EH アンテナ

が殆どの交信相手局に対してSメーター 1目盛分、有利

でした。また、開始直後から CQ に対してほぼ 1 分間に

1局のペースで呼ばれ続けました。この小さなラジアルも

ないアンテナが、ラジアルを 50 本付けた逆 L と同等以

上のパフォーマンスを示したのにはほんとに驚きました。

EHアンテナの出現によりローバンドの世界が一変する 

手応えを実感した、私にとっては記念すべきコンテストで

した。今後はDXコンテストでもEHアンテナの評価と実

績を積み上げて行きたいと考えています。日本国内では

160 mで参加できるコンテストが極端に少ない中、関西

地方本部のトップバンドへのご理解のおかげで貴重な評

価実験の機会をご提供いただけたことに，心から感謝しま

す。こういった技術実験と実践運用を兼ねたフィールドの

提供こそ、真のアマチュア精神の原点を見るような思いを

新たにさせていただきました。今年の160 mバンドはな

ぜか１エリアの移動局の激戦区でした。恐らく１位は60

局以上とのQSOをされておられるかと思います。それで

も90年代の全盛期は80局レベルが優勝ラインでしたの

で、局数の減少は避けられない現象なのかもしれません。 

JF1CQH (C430)  移動運用していた JI1OWT/1 局 に

負けじと？ 長い時間居座っていましたが，結果はこんな

ものでした。7MHz で浮気していますが，チェックログ

として提出した方がよかったのかな。 

JF1NHD/8 (F7)  集計ご苦労様です。 アンテナの実験を

するために短時間ですが参加させてもらいました。 

JF1QJD (C14)  20 数年ぶりの参加でした。 

JF1YRK (CC)  CW を聞くのは，昨年の XPO ぶり？に

近い。 メンバーをなんとか４人集めて参加にこぎつけ

ました。 おじさんクラブには 12 時間のコンテストが

ちょうどよいです。今年も楽しませていただきました。 

JG1GCO (F7)  7MHz以外のHFは，聞こえませんでした。

なんとか，7MHzで 3局とQSOできました。 

JG1IEB/1 (F7)  今年はCWの比率が多かったです。 

JG1UKW (C7)  QRPで、参加いたしました。 

JH1SAR (CM)  HF ハイバンドのコンディションが悪く，

ローパワーのアパマンハムは苦労しました。 

JI1OWT/1 (C430)  参加局が少なく、余り盛り上がりに

欠けていたような気がします。 

JI1TJJ (C7)  集計、お疲れさまでございます。 

JJ1RUE (F430)  毎度お世話様です。スタートが大幅に

遅れての参加でしたがなんとか 40 局と交信 することが

できました。今年は昨年に比べて一般参加者が極めて少な

かったように思います。 

JJ1XQU/1 (F50)  ローカルとアイボールしたので局数は

少ないけれど、たいへん楽しめました。 

JK1BII (F7)  参加しちゃいました。 

JK1LUY (C14)  わずかですが、参加しました。また、来

年に期待します。 

JK1REJ/1 (F430)  玉川の河原で ローカル局とバーべ

キューを楽しみながらコンテストに参加するつもりでい

ましたが，いざ食べ始めると無線のことなどすっかり忘れ

て・・・。1局しか交信できませんでした。Hi 

JK1XDB (FM)  今年も参加しましたが，ハイバンドで 局

数/マルチ数を減らしてしまい、昨年に比べてスコアダウ

ンしました。日頃コンテストでは QRV の機会が少ない

1.9MHzで，アンテナチェックができてよかったです。 

JL1SXQ/1 (CM)  めったにHFにQRVしないので，夕方

の LOWBAND の賑わいにびっくりしました。また来年

も参加しようと思います。 

JL1VWL (CM)  CW初心者で，完全に呼びに回りました。

No.が簡単なのがよいです。早い内に呼ばれる側になりた

いです。楽しめました。 
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JM1DQH/1 (F7)  初めての参加でしたが、想像以上に参加

局が多くて驚きました。短時間の参加しかできませんでし

たが、次回はフルに参加できるように調整したいと思いま

す。もう少し、規約を色々な手段でアピールしていただけ

ればよいと思います。 

JM1TDG/1 (C35)  集計ご苦労様です。7メガはチェック

ログとして提出します。 

JN1NOP (FM)  昨年より、ハイバンドのＱＳＯが少なくな

り、サンスポットNo.が下がってきたのが実感できました。 

JO1CCK/1 (C7)  FB な 34th XPOコンテストに参加さ

せていただき，ありがとうございました。おかげさまで，

楽しいドキドキの交信をいたしました。 

JQ1AHZ/2 (F50)  この３連休は雨にたたられ、移動する

のもたいへんでした。 

JQ1COB (CM)  楽しみました。 

JR1BSV  (F430)  参加局が少ないです。参加証の発行を

考えてください。 

JR1NKN (C21)  また頑張りたいと思います。 

JS1MBH (F21)  10 年ぶり？？？ の参加です。以前は

河川敷に DP を張り CQ を出していましたが。来年あた

り、またやってみようかと思っていますが・・・。 

7K2GMJ (C7)  昨年より少し多くの局とQSOでき楽しめ

ました。今後ともよろしくお願いします。 

7L1ETP/1 (F7)  コンテスト委員のみなさま集計ご苦労

様です。 最近あまり 7MHzSSB でコンテストをやって

いなかったので，リハビリの意味も込めて、逃げ場のない

7MHzシングルで参加してみました。(1.9/3.5 はチェッ

クログとして、0点 0マルチで記述してあります。) 出だ

しは 1.9/3.5 で 10 分ちょっと遊んでしまったり、後半

アンテナトラブルで25分停波したり、と12時間完走と

はいきませんでしたが、それなりに呼ばれて楽しめました。 

7L3IUE (FM)  毎年参加させていただいております。今年

は仕事の関係であまり長く参加はできませんでしたが、来

年も参加したいと思います。 

7L3EBJ (CM)  集計ご苦労さまです。QRP部門の設定を

お願いします。 

7M4PEQ/1 (F7)  集計ご苦労様です。 

7N1BHO/1 (C7)  ２度目の参加です。早朝起床するもアン

テナ設営に手間取り開始２時間遅刻。早朝スタートのコン

テストは，当日移動局にはつらい。90度指向性の異なる

DPアンテナを切り替えながらOPしてみました。地上高

が低いためか、指向性のためか 2 本目のアンテナはノイ

ズが多く違いがありました。好天に恵まれ，移動局にとっ

ては気持ちよく楽しめました。集計ご苦労様です。 

7N3EGR (C7)  次回も頑張りたいと思います。 

7N4BGU/3 (FM)  XPOコンテストに初参加です。短時間

でしたが，楽しませてもらいました。 

7N4MXU/3 (C7)  思ったより多くの局とQSOできました。

ありがとうございました。 

7N4WZI (CM)  事務局お疲れさまです。終わってから1.9 

MHz も使ってよいのに気がつきました。まぬけでした。

真っ昼間は今ひとつのコンディションでしたね。 

JA2KPV (C14)  コンディションが悪くイマイチでした。 

JA2QVP (C7)  集計ご苦労様です。今回は7MHz のシン

グルで参加しました。とりあえずの目標の 1 万点はクリ

アしました。マルチバンドで予定しましたがCondx が不

安定なのでシングルにしました。ハイバンドのCondx は

どうでしたか。 

JA2YDE (FC)  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。 

JE2LSL (C7)  事務局の皆様、集計ご苦労様です。 

JF2FKJ (F7)  7MHzのみで参加しました。次回も参加し

たいと思います。 

JF2IWL (FM)  コンテスト運営ご苦労様です。子どもの運

動会と重なり２時間ほどしか出られませんでしたが、たい

へん楽しめました。 

JH2CMH (C7)  万博開催年の開局です。34 年！ お互い

よく続いていると感心しています。 

JH2FXK (C19)  昨年同様スタートに出遅れてしまい入

賞の望み薄です。 せめてもう１時間でも終了時間が遅い

とローバンドで楽しめるのですが・・・ 集計ご苦労様で

す。よろしくお願いします。 

JH2NWP (CM)  集計ご苦労様です。今年は、用事ができた

ため、フル参加できず、昨年の成績を下回ってしまいまし

た。夕方のランニングは楽しくできましたが、そのとき以

外は不完全燃焼です。 

JI2GVL (C50)  短い時間でしたが，今年も楽しく参加で

きました。 

JI2QIX (F7)  集計ご苦労様です。 

JK2BAP (C35)  集計ご苦労様です。目覚まし時計をセッ

トしていたにもかかわらず，1.5H寝坊してしまいました。 

JK2EIJ /0/ (C19)  終了時間が，もう少し早いとよい，暗

くなってからは，少したいへん。 

JK2VOC (FM)  仕事のため部分参加でした。以前より参加

者が減った感じがしますが・・。 

JL2PCI/3 (FM)  集計ご苦労様です。コンディションが今

ひとつパッとせず，ハイバンドは全く聞こえませんでした。 

JQ2CZJ (C7)  短い時間ですが，今年も参加しました。 

JQ2KAE/2 (CM)  部分的な参加でしたが、楽しめました。

来年はフル参加したいと思います。 

JR2NTC/2 (C35)  今年は天候を心配することなく，稲穂

の垂れる田圃の脇で運用しました。夕方の設置のとき，ア

ンテナの線が切れるアクシデントで，開始が遅れました。

今年も北海道が取れずじまいです。局数も伸びず，空振り

CQばかりでした。参加局が伸び悩んでいるのか，私の設

備が悪いのか，それともコンディションのせいか？ 

JA3AA (CM)  HF ハイバンドのコンディションはよくあ

りませんでしたが，さすがは XPO，参加局は多いと思い

ました。XPO コンテストのますますの御盛況をお祈りし

ます。 

JA3QG (C7)  楽しませていただきました。 

JA3RK/3 (F7)  home の建物改装のためアンテナを撤去

しました。よって今年は移動運用です。 

JA3ATJ (CM)  ハイバンドは，まるきりダメでしたが， 

それなりにコンテストを楽しめ

ました。 

JA3HBF (CM)  集計ご苦労様で

す。HF のハイバンドがダメでし

たね。また来年もよろしく！ 

JA3IUB (C28)  ３時間弱の短時

間運用でしたが出ている局が少

ないです。   万博記念公園 太陽の塔 



JA3KYS/3 (F50)  関西以外の参加局が少なく，局数が伸

びませんでした。それでも，関東の移動局とも交信ができ，

楽しめました。 

JE3GDW (C28)  フル参加できず残念。来年は，できるだ

け参加時間をフルタイムに近づけたく思っております。 

JA3OLO (F7)  午後からの，ちょこっと参加でした、次回

がんばります。 

JA3PYH/3 (F50)  全国対全国というのがあまり知られて

いないようで，参加者が少ないのでは ?  全国対全国と

いう地方コンテストは，これだけですからもっとPRを ! 

JA3QOS/3 (F35)  大阪府と和歌山県境の三国山へ移動し

ました。日中は暑く、夜は寒い気候でしたが、雨も風もな

くFBでした。3.5 MHzのほか50, 144, 430 と1200 

MHzにも出ましたので、チェックログとして追記します。 

JA3RSJ (C35)  朝、夕刻の各2時間をメインに参加させ

てもらいました。各局QSO，TKS 

JA3TVQ/3 (F50)  のんびり楽しめました。 

JA3WDL (F50)  楽しいコンテストに参加することができ

ました。 

JE3CSO/3 (F144)  次回もがんばりたいと思います。 

JE3OZB/1 (C7)  お天気もよく，楽しめました。 

JF3RSF (C7)  久々にCQを出しました。 

JF3WNO/3 (C7)  寝過ごしてしまったので、7 MHzでコ

ンテストしながら10 MHzでも遊ぶというお気楽モード

でした。Hi  14 MHzはチェックログとして提出します。 

JF3XMI/3 (C7)  大東中央公園の芝生に寝転がって，のん

びり運用しました。 

JG3OTW (F50)  CQ 出版社の 50 MHz アワードに間に

合わせるために あわてて参加しました。交信いただいた

各局様、ありがとうございました。 

JG3RCE (F50)  お手数かけます。よろしくお願いします。 

JG3CCD/3 (FM)  初めてマルチバンドでの参加です。

JA3XPO があった場所に最も近い 万博記念公園内から，

短い時間でしたが，QRVでき喜んでいます。 

JI3DNN/3 (CM)  堺市のヨットハーバーから QRV しま

した。 21, 28 は海抜0 mではダメですね。 全参加者

数は減っていませんか？ 

JJ3NTI (F144)  応答者が少なく，少し低調でした。 

JJ3XJS (F144)  台風でアンテナが倒れてしまい，どう

にか V-UHF モービルホイップで参加できました。来年

は，設備を整えて上位入賞できるように頑張ります。 

JK3HLP/3 (CM)  日程変更のおかげで、参加しやすくなり

ました。 

JL3AMK (CHK)  途中で運用地を変更しましたので，チェ

ックログとして提出します。（おおむね 500m の範囲内

ですが、市が異なりますし、コールサインもJL3AMK/3

と JL3AMKの違いがあります） 

JL3TEM/3 (F21)  CQ の空振り連発 !  CW の常連さん

以外は，聞いてないのでしょうか ? JA3XPO 世代とし

て，ちょっと涙の出そうな1日でした。 

JM3AYY (F50)  最近は，100W機の出力を絞って，どれ

だけの局と交信できるかに挑戦でした。 

JN3ANO (C7)  各局 交信ありがとうございました。 

JN3KDO (F430)  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。 

JN3KST/3 (F144)  運用時間も短く、天候も不順だった

ので交信数は少なめです。やはり、開始時間より運用がも

のをいうようです。今度は泊りがけで行きます。 

JO3AGQ (C7)  昨年に続き今年も参加させていただきま

した。各局FB QSOありがとうございました。 

JP3TSP (CM)  大正 10年 4月12日生（83歳） 

JQ3OIS (F50)  参加局が少なかったようです。もっと参

加局が増えて欲しいです。 

JR3NDM (CM)  集計ご苦労様。今年も楽しく参加できました。 

JR3NZC (CM)  コンテストナンバーが短いので，スピーデ

ィーなQSOが楽しめました。 

JE4GJV (F7)  今年もお世話になります。 

JE4NGO (F430) 今年も参加できてFBでした。 

JG4UWS (C7)  限られた時間でしたが，十分に楽しみまし

た。QSO 数は少ないが，1st QSO 局が思ったより多く

FBでした。 

JH4FUF (F35)  参加者も多く賑やかでFBでした。久々

にまともに出られました。 

JH4JUK (CM)  仕事で出勤前の部分参加になりました。 

JH4MGU (C19)  他に用事があったので，朝夕に1.9MHz

に出ました。久しぶりのコンテスト，楽しかったです。 

JH4OUH (C14)  今年は日程の異動を直前にメールで知

りました。コンディションがよくなかったですね。 

JH4QJP (F7)  2004年も，楽しく参加させていただきま

した 今後とも末永く継続することを望みます！！  

JH4UTP (FM)  参加記を下記 URLに置いてあります。 

http://homepage3.nifty.com/jh4utp/   よろしければ

お立ち寄りください。 

JI4JGD (F7)  久しぶりに参加しました。 

JJ4MAI/8 (CM)  ハイバンドのコンディションが，さっぱ

りでした。 

JL4MPH/4 (C50)  ハイバンドの CONDX が相変わらず

NG でした。7 と 50MHz に出ましたが，運用時間が 4

時間程度でしたので，参加者が少なそうな ?  50MHzで

提出します。 

JR4ZUZ (F7)  楽しく参加させていただきました。 

JA5ND/3 (F144)  やっと6局できました。 

JA5FOP/3 (C28)  XPOの年に開局しましたので，1970

年代の華々しかった無線界を懐かしく思います。最近は，

コンテストのみ電信で参加させていただいております。 

JA5IDV (C7)  集計ご苦労様！だいぶ状態がよくなりま

したが，フル参加できなくて，残念！ 

JA5IVG (CM)  集計ご苦労様です。途中昼寝したり、犬の

散歩に行ったりと飛び飛びの参加でしたが、お相手いただ

いた各局ありがとうございました。それにしても，ハイバ

ンドがダメですねえ。 

JA5MAJ (C35)  今年も頑張りましたが、途中でリニアア

ンプがトラブって大汗かきました。 

JH5NAE/5 (C7)  個人記録更新です。来年もぜひ参加した

いです。 

JH5UPI/5 (F50)  敬老の日は月曜日の連休になったので、

XPO 記念コンテストを行なうのは，日曜日のほうがいい

と思います。 

JI5SAO (F430)  あまり時間がとれず，4 局しかできま

せんでしたが，それなりに楽しめました。ローカルコンテ

ストと日にちの重なりもありますが，今後も参加していき

たいと思います。 



JR5PPN F7)  お世話になります。ＣＭの都合で短時間ず

つの参加でした。次回も楽しみにしています。 

JA6BJV (C35)  バーティカルアンテナの飛びのチェッ

クを兼ねて初めて参加しました。3.5はよく入感していま

したし、皆さんの耳も抜群でした。 

JA6EOD (C7)  少しの時間の参加でした。 

JA6JMJ (CM)  少しの時間でしたが、楽しく参加させてい

ただきました。 

JA6NWC (CM)  集計お疲れ様です。なかなか交信数が伸び

ませんでしたが，よろしくお願いします。 

JA6RIL (C7)  このコンテストの初めのころは，若かった

ので思いっきり頑張ったものですが，体力の衰えには勝て

ません。最近は，もっぱら“生存証明”のために出ている

ようなものです。ゴメンナサイ !!  

JA6URZ (C7)  集計ご苦労様です。次回も参加させていた

だきます。 

JF6LIU/1 (CM)  あいにくの雨でしたが，今年も楽しめま

した。7MHz シングルでしたが，ハイバンドはコンディ

ションがあまりよくなかったようです。コンテストカレン

ダーを開設しています。 http://www.cqcqcq.org です。 

よろしければ，遊びに来てください。来年もぜひ参加した

いと思っています。 

JF6NBB (C14)  午前中少ししかできなかったのですが，

午後から楽しめました。マルチは例年並みだったので，ま

た来年頑張ります。 

JF6OVA (C7)  スタート時間には起きられませんでした

が，2001年に7MHzで参加したときよりも，結果的に

はよい点がでました。 

JH6KDY (CM)  集計ご苦労様です、HFのハイバンどの方

は余りよくなかったようでした。またよろしくお願いします。 

JH6QIL (C14)  アンテナの復旧作業が，コンテスト当日

で、夕方からの参加でした。 

JI6DUE/3 (F50)  初めてのXPOコンテスト参加でした。

E スポが出ればもう少しおもしろかったのですが・・・。

ロケーションが悪く 3 エリアのマルチ以外は，ほとんど

QSOできませんでした。 

JL6ARC (CM)  XPOコンテスト楽しみにしています。集

計お疲れ様です。ありがとうございます。 

JA7AEM (CM)  途中で PCが異常（キーボードからの文字

入力が不能）となりリタイヤしました。 

JA7BVS/1 (CM)  電子ログの提出は初めてです。よろしく

お願いします。 

JA7DLE (CM)  いつもお会いする方々に，今年もたくさん

お会いできて交信していただきました、「まだあの方のコ

ールが聞こえないなぁ」と思っているときに，呼んでいた

だいたりすると，とても嬉しくなります。以前コンテスト

は，不特定多数と交信するとばかり思っていましたが、最

近は割合と限られた範囲の仲間の方々とお会いするよう

な感じがします。それがよいことか悪いのかは別として，

何かほっとした懐かしさを感じながらのコンテストでし

た。でも今年は集中し切れなくて散々な結果でした、来年

は頑張ろうと思います。 

JA7QLP/1 (C7) 久しぶりの参加です。楽しかったです。 

JE7ENK/7 (C14)  短時間でしたが，参加しました。 

JL7AIA (C7)  少しですが参加しました。 

JN7UKK (F7)  初めて参加しました。12時間って，ちょ

うどいいですね。2時間寝坊したのが悔やまれますHi。 

JO7FGZ/1 (F430)  睡魔には勝てず、部分参加になって

しまいました。 

JA8AJE (C14)  こんなにコンディションに恵まれなか

ったコンテストは、初めてです。 

JA8NNT/1 (C19)  楽しく参加できました。 

JG8HVD (CM)  集計ご苦労様です。ハイバンドのコンディ

ションがあまりよくないように感じました。 

JG8SIS (C7)  所用により，ホームにてサービス参加に

終わりました。残念 Hi 

JR8CIX (C7)  フルタイムで参加できず，残念でした。 

JR8ONS (C14)  勤務終了後，短時間でしたが14MHzに

出ました。1時間もしないうちにコンディションが下がっ

てしまい真下が，そこそこ楽しめました。 

JA9CHG (CM)  コンテスト担当の皆様ご苦労様です。お世

話に感謝します。このコンテストに出ると，当時 EXPO

会場での記念局運用を思い出します。 

JA9MAT (C7)  Enjoying this test ! Thanks a lot ! 

JH9URT (F7)  今年も参加しました。 

JH9YTJ/3 (FM)  参加局が少なかったようですが，生駒山

は涼しく快適でした。 

JR9HCV/9 (F430)  局数の多い地域から離れている所へ

移動したためか，参加局もあまり聞こえてきませんでした．

コンディションもイマイチでした．430 MHz に関して

は；１）祝日の開催より日曜日の方がよいように思います

（FM の混信の点から）．２）参加局数から考えるとさら

にバンド毎に時間をくぎってもよいように思います． 

JA0/GZ (C7)  わずかな時間しか運用できませんでした。

毎年参加しております。来年も必ず。 

JA0/AAQ (CM)  細切れ参加でしたが、呼び専門で結構楽

しめました。 

JA0/GEY (F7)  久しぶりに参加させていただきました。ナ

ンバーが短いのが，たまらなくよいです。 

JA0/GSG (C35)  参加時間が短かったが、楽しみました。 

JE0/JAO (C7)  後半２時間弱楽しみました。 

JF0/FUM (C7)  集計ご苦労様です。交信していただいた

方々どうもありがとうございました。昨年は午後からの参

加となったので今年は朝から参加してみました。日中、ち

ょっと買い物に出たりしましたが、終了まで楽しめました。

年々、受信能力が落ちてきてご迷惑をかけておりますHi 

JH0/RNN (CM)  運用は固定局(新潟県豊栄市)より。 

JI0/NXA (CM)  ＸＰＯ記念コンテストに今年も参加でき、

喜んでいます。毎回盛況で参加する 価値のあるコンテス

トです、ますます発展していきますように！ 

JJ0/FMU (F7) だんだんコンテストが楽しくなってきまし

た。皆さん，コンテスト初心者をかわいがってください。 

JJ0/HPI (C7)  最初はちょっとだけ参加するつもりでし

たが，終わってみると175局もQSOになりました。 

JR0/BQD/0/ (C14)  窓から出したワイヤーアンテナでも

何とかできました。 

－ － － － － － － － － － － － 

あとがき ‘71年の第１回以来，9月 15日開催でやってきま

したのに，今回初めて9月20日開催になってしまいました。 

Condx の悪さには残念ながら勝てませんでした。’01年から

のログ提出局推移では，327->376->451 とせっかく伸びてき

ましたのに，今年は389と昨年の実績を割ってしまいました。 


