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JA1CP (CM) 毎年参加しています。今年は昨年の実

績を何とかクリアーすることができました。相変わらず

の盛況で楽しい時間を過ごすことができ，ありがとうご

ざいました。 

JA1BAM (CM) ハイバンドが開けていた感じはしま

せんでしたが，どうだったんでしょうか。 

JA1GTF (CM) QRPp＋軒下アンテナからの参加でし

た。VY FB耳 ありがとうございました。73 

JA1SWB (CM) 午後からの参加となりました。台風の

影響でしょうか。時折，雨が降りましたので家の中で過

ごすのに格好のコンテストでした。 

JA1XEM (CM) ハイバンドは開けませんでしたが，ロ

ーバンドは楽しめました。 

JH1FXF (CM) ７MHzで空きスポットを見つけるの

に苦労しなかったのは参加者が少ないせい？VUはいく

らCQを出しても呼んでくれる局がいませんでしたが，

やはりアンテナが低いのでしょう。とはいえ十分に楽し

めました。 

JH1MTR/4 (CM) 参加局は少ないと予想してゆっく

り遅刻参加，CondxもHigh bandが全くNGでイマイ

チでした。来年以降に期待します。 

JI1ALP (CM) あいにくの天候で，西日本ではコンテ

ストどころではなかった方も多かったのではないでし

ょうか。 途中XYLからのスクランブル発進命令（車で

の送迎）や来客攻撃を浴び，2時間ほど抜けてしまいま

した。スコアは昨年を下回りましたが，楽しくコンテス

トに参加できました。 

JJ1NNH (CM) 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。 

JJ1WWL/1 (CM) 初参加。 

JN1KWR (CM) 久しぶりの参加です。ハイバンドや

Ｖ・Ｕは寂しかったですが，７メガ中心に楽しめました。 

JN1XLV (CM) 久しぶりに参加させていただきまし

た。約 30年前，開局して初めて参加したコンテストが

XPO コンテストでした。私の中でとても思い出深いコ

ンテストです。短い時間でしたが，初めて電信のみで参

加してみました。参加局がたくさんいて，とても楽しめ

ました。次回も楽しみにしています。 

7N4WZI (CM) 集計ありがとうございます。午前中コ

ンディション悪かったですね。途中はよそごとをしてい

たのでよくわかりませんが，夕方は少し持ち直したよう

でしたね。九州地方の各局は，台風直撃でたいへんだっ

たと思います。 

JA2QVP (CM) 集計ご苦労様です。ハイバンドがほと

んど聞こえず，局数が増えませんでした。台風の英城が

あると思い，タワーを上げずにハイバンドはGPでの参

戦でした。 

JF2FIU (CM) 今年は完走できました。おりしも台風

13 号の影響がたいへん心配されました。そんな中午前

中コンディションは NG な時間帯がありましたが，そ

の後持ち直したので，よかったです。夕方のHFハイバ

ンドでスキャッタがよかったのですが,気づいた局はあ

まりいなかったようです。QSO いただいた各局 VY 

TNX 
JK2RCP/1 (CM) 自作 R-DPの試運転を兼ねて参加

しました。 

JA3ATJ (CM) 開始時間に早起きできなかったのは，

若さのせい？ 途中休みなく続けられなかったのは，歳

のせい？  14MHz 以上の CW は，残念ながらあまり

盛り上がりませんでした。 

JA3RSJ/3 (CM) コンディションが今一歩でした。

各局，QSO,TKS. 

JA4BDY (CM) 合計３時間足らずしか参加できず残

念でした。 

JF4ETK (CM) 昨年に引き続き電信マルチでの参加

です。今年は，台風の影響でスタート時には，まだ風も

強くタワーをアクランクアップすることができず

1.9MHzでの運用ができませんでした。よって，3.5MHz

からのスタートになりました。ハイバンドのコンディシ

ョンにも恵まれず，下界からの参加は厳しいコンテスト

でした。特に，今年は参加局が少ないと痛感しました。

でも，ローバンドを中心に楽しむことができました。来

年も参加したいと思います。 

JH4JUK (CM) 仕事のため，出勤までの部分参加です。 
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JH4UTP (CM) CMに初めて挑戦したのですが，自宅

の MicroVert が台風で折れたと知らせが入り，終了ま

で一時間半を残して撤収。折れただけで他に被害が及ん

でいなくてよかったですが，あと一息のところでのリタ

イヤで残念でした。 

JA5IVG (CM) 集計ご苦労様です。今年のXPOはち

ょっと気合い？を入れて・・・とは言いながら，HOME

からですので，途中何回か中断（笑）しながらの TEST

でした。それにしても，HIGH BANDは，本当に廃バ

ンドでした。14 以上は全くのダイレクト伝搬のみ。か

といって７も昼間はNG !  夕餉の買い出しに行って帰

ってのラスト 3.5もQRNに悩まされました。呼んでい

ただいたのに，取れなかった局ゴメンナサイ。交信いた

だいた各局ありがとうございました。 

JF6LIU/1 (CM) あいにくの雨でしたが午後から晴

れてきて移動運用も楽しかったです。 

JA7AEM (CM) 3.5MHzはホイップ，7MHzは仮設の

軒下ダイポールで参加しました。 お粗末なアンテナに

しては，まあまあの結果でした。 

JA7ARW (CM) 久しぶりで参加しました。コンディシ

ョンが悪く，なかなか聞こえませんでした。数年前のサ

ンスポット最高時が懐かしい感じでした。 

JA7BVS/1 (CM) 短時間でしたが，楽しく参加させ

ていただきました。 

JA7DLE (CM) 台風 13号の影響と見られる空電に悩

まされました。また途中で 2回も停電がありお陰でコー

ヒーブレイクがとれましたが，その分得点が伸びません

でした。何時もながら 2文字コールのＯＭ様方のご活躍

が素晴らしいですね，私も健康で頑張りたいと思います。 

JF1KWG (C19) 久しぶりに参加しました。 

JI1AVY (C19) アンテナテストを兼ねてちょっとだ

け参加してみました。 

JK1SDQ (C19) 昨年は 55 QSO, 今年は 119 QSO と

総QSO は大幅に増え楽しめた。ハイバンドは，殆ど聞

こえなかった。 

7N1BHO/1 (C19) XPOコンテストは３連休最後の日

程設定となり参加しやすいのですが，諸般の事情でラス

ト 30分 1.9MHzのみに参加でき 20 QSOでした。交信

ありがとうございました。 

JA3AA (C19) コンテスト開始時には，外部雑音レベル

が高く，弱い信号はコールサインがコピーできず残念な

思いをしました。PLC が導入されると，こんな思いを

することがますます増えるのでしょうか。 

JA0/ADY (C19) 夕方，終了１時間前からの参加でした。

２分に１局の割で交信できたので，1.9MHz帯としては

満足しています。コンテストの参加局が減っていると言

われる昨今ですが，XPO Contest がますます隆盛にな

っていくことを祈念します。 

JA1COP (C35) 楽しめました。 

JI2GVL (C35) 楽しく参加できました。 

JK2EIJ/0/ (C35) 所用のため，少しの時間だけ参加

しました。 

JR2NTC (C35) 台風ははずれましたが，朝は雨でした。

今回は移動をあきらめ，自宅からの参加です。アンテナ

が短縮タイプなのであまり飛びは期待できませんが，今

年も参加できました。台風の影響でしょうね，やはり移

動局は少なかったようです。 

JA3QG (C35) 夜間帯に入り condxが不安定となり，

数局の取りこぼしがあり，ゴメンナサイ 

JK3HLP (C35) 集計お疲れさまです。台風接近のため，

移動を断念し固定からのお手軽参加でした。 

JL3TEM (C35) 当初は移動での参加を計画していま

したが，台風と日中の用事のダブルパンチで，朝/夕の

みの限定参加に。となれば，この時間帯の稼ぎどころ＝

3.5MHzにマトをしぼりましたが，マルチが目標を下回

ってしまいました。残念!! 

JE7ENK/7 (C35) 短時間ですが，参加いたしました。 

JA0/GSG (C35) 楽しみました。 

JA1AAT (C7) 今年は，7MHz CW で参加できました。

参加証いただければ，幸いです。 

JA1BTO/1 (C7) 所用があり，最後の 3時間だけ 7 

MHz電信で参加しました。 

JA1FWY (C7) お世話になります。短時間での参加で

したが，楽しい時間でした。ありがとうございました。 

JA1HIY (C7) 割とコンディションはよく快適でした。 

JA1LPV (C7) 家族の都合もあり短時間での参加でし

たが楽しめました。 前日のメール告知で知りましたの

で，次回も同様に告知いただけるとありがたいです。 

JH1KZB (C7) 思ったより参加している局が多かった

気がします。 
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JI1IIF (C7) たとえ１局＝１点でも，ログを提出し

た局のコールサインは JARL NEWSに載せていただき

たいと思います。入賞者以外はカットするというのは弱

者の切り捨てのように感じます。アマチュア無線の活性

化に反すると思います。よろしくお願いします。 

JI1LAI (C7) 昨年はミックス(電信電話)でエントリ

ーしていました。 

JI1OWT (C7) 所用があってパートタイムの参加で，

アンテナも悪かったのですが，参加局が極端に少なかっ

たようです。7と50以外では全く聞こえませんでした。 

JI1TJJ (C7) 集計，おつかれさまでございます。 

7L3EBJ (C7) 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。 

JE2XBS (C7) 集計お疲れさまです。楽しく参加でき

ました。 

JG2GSY (C7) 半分しか参加できませんでしたが，楽

しむことができました。QRP 部門があると，多くの

QRPerが参加すると思います。 

JI2QIX (C7) 集計ご苦労様です。各局，またお会い

しましょう。 

JK2BAP (C7) 集計ご苦労様です。今回は前回のよう

に朝寝坊しなかったので，まずまずの出来でした。その

代わり，早くも 10 時過ぎから睡魔が・・。ところで，

最近どこかの広帯域な連続した妨害波が，周期的に襲っ

てきますね。どこかのアホゥでしょうか，こういうこと

をやるのは。 

JM2DNO (C7) 久しぶりにコンテストに参加できまし

た。あまりうまくないＣＷで皆さんにご迷惑をかけてし

まいました。短時間でしたがとても楽しむことができま

した。ありがとうございました。 

JM2LSJ (C7) 多数の局と交信できて，たいへん楽し

いコンテストでした。 

JQ2CZJ (C7) 出勤日でしたが，休みを取ってフルタ

イム参加ができました。台風通過が心配でしたが，午後

は晴れてくれました。 

7K2GMJ (C7) 交信いただいた各局，ありがとうござ

いました。 

JA3ATK/5 (C7) ４時間余りの参加でした。お馴染

みの局とも交信できました。楽しかったです。来年も元

気に参加します。 

JA3GJQ (C7) 今年もお世話になります。３エリアと

の交信が少なく，首をかしげています。 

JA3YKC (C7) 次回もがんばりたいと思います。 

JF3RSF (C7) 今年も限定QRVでした。 

JK3NSD (C7) 夕方に少しだけQRVしました。ZLOG

でのロギングを試しながらの運用でした。 

JN3ANO (C7) 各局 交信ありがとうございました。今

回の台風 13 号による九州地方の被害者のみなさまに，

お見舞い申し上げます。 

JO3JYE/3 (C7) 集計ご苦労様です。 

JH4RAL/3 (C7) わずか 40分程度でしたが，7MHz 

CWで初めて参加しました。次回も参加します。 

JR4FLW/4 (C7) 久々に参加しました。７MHzでの

参加は初めてです。以前より参加局は少なくなっている

と思いますが，お手軽移動でも適度にQSOできて楽し

めました。機会があれば，次回も参加したいです。 

JR4URW (C7) コンテスト終了直前の１時間で，もう

頭打ちと思っていたのですが，46局と 7個マルチを上

乗せすることができました。XPOコンテストは，「最後

まで飽和しない」ようなので，「最後まで諦めないこと」

が肝心ですね。 

JA5HPX (C7) 希望者に参加証の発行があれば，また

楽しいのではないでしょうか。 

JA5MAJ (C7) 朝の 6時前から起きて準備し，バッチ

リ楽しめました 

JA6HXW (C7) 台風の後始末と落ちたアンテナのセッ

トで参加が遅れました。ハイバンドはアンテナを降ろし

ましたので 7MHz だけの参加です。しかし，被害が少

なくてよかった。 

JA6RIL (C7) 前日，九州全土を襲った台風 13号でア

ンテナが全滅!! なんとか仮設のダイポールで一応参加

をしましたが，台風の後片付けもあり，コンテストに専

念できませんでした。 

JA6TWS (C7) 次回もがんばりたいと思います。 

JH6AJT (C7) 集計ご苦労さまです。楽しく参加させ

ていただきました。 

JH6KDY (C7) 集計御苦労様です，台風でアンテナを

倒していたので，時間が余りなく，残念でした，次回を

楽しみにします。 
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JI6DUE/3 (C7) ３度目の参加でした。今回は最初か

らの参加でしたが，初めはアンテナの地上高をとりすぎ

たせいか国内をスキップし，なかなかQSO数が伸びず

途中で高さを調整し直しQRVしました。台風による強

風のため，九州地方の参加者が少なかったような気がし

ます。自分のアンテナもいつ強風に倒れるかとひやひや

しながらの参加となりましたが，大きなトラブルもなく

無事終了でき，ほっとしています。また来年も頑張りた

いと思います。 

JR6GUI/1 (C7) 短時間ですが，参加しました。 

JA7ACV (C7) 昼は 3.5がNGなので，開催時間を考

えて欲しい。 

JH8UJI (C7) 集計ご苦労様です。楽しんでおります。

今後ともよろしくお願いします。頑張ってください。 

JA9CHG (C7) コンテスト世話人の皆さん，ご苦労様

です。中抜けながら一日楽しみました。しかし，台風

13 号の被害があったのでしょうか，いつも聞こえてい

た四国・九州の局の信号がなく，お見舞申し上げます。 

JE9PEM (C7) 集計作業ご苦労様です。所用のためラ

スト２時間だけ参加しました。来年また参加させていた

だきます。 

JH9AMJ (C7) 開始当初と昼の数時間以外は，ほとん

ど全国が開けており楽しめました。 

JA0/FVU (C7) 徹夜続きの毎日だったため開始時間に

遅れ，途中でも何回も気を失っていました。コンディシ

ョンも悪く近くが全く聞こえない時間帯も長かったよ

うですが，参加者が多いため思ったより局数ができまし

た。やはり参加者の多いコンテストは楽しいですね。来

年以降になればコンディションも上がってくるでしょ

うから，さらに楽しめそうです。 

JA0/GZ/0/ (C7) 2局と交信しましたが，2局目の時間

の記入ができなくて 1局のみとなりました。 

JH0/NVX (C7) 短時間の参加でしたが楽しませていた

だきました。交信いただいた各局に感謝します。 

JR0/BQD/0/ (C7) 出先でほんの 5分の参加でした。 

JA2BHG (C14) 毎年参加していますが，今年はコンデ

ィションが悪く，よく聞こえなかった。 

JH2NWP (C14) 集計ご苦労様です。腰を痛めたため，

5分以上椅子に座っていることが困難な状態でした。今

も痛い，とほほほ。 

JA3RDS (C14) 14MHzは，参加局が少ないですね。

雑音をずっと聞いていました。参加局を増やす方策は，

ありませんか？ 

JH6QIL (C14) 午前中は朝一番だけで，次男の体育祭

へ行き，夕方から復帰しました。 

JG1TVK (C28) 集計お疲れさまです，九州を中心とし

た台風の影響が大きすぎ，コンテストどころではなかっ

た皆さんも多くおられたのではないかと思います。また，

そうでない方もテレビに釘付け状態ではなかったかと

思います。そんなわけで，今回は地域により雲泥の差が

あるので，順位は，お預けでよいかと思います。 

JG6JRH/1 (C28) 雨の予報のため自宅から参加です。 

JK1DMT (C50) 50MHz CW のみで参加させていただ

きました。毎年欠かさず参加していますが，あいかわら

ずV,UのCWは，あまりにぎわっていないようですね。 

JJ3WMC/3 (C50) 何年かぶりに参加しました。短時

間ですが，ＣＷだけで頑張ってみました。 

JA8NNT/1 (C50) 台風のため自宅から参加しました。 

JO1LDY/1 (C144) 昨年に続いて 144 の電信で参加

しました。昨年よりはQSOは少し増えましたが，高い

バンドは参加局が少ないので，ワンチャンスが物言いま

すね。聞こえていたのに，相手がQSYしてしまいQSO

できずになった局が数局ありました。残念!! 

JA2RP (C144) 開催圏である３エリアの局の参加が

少なくて残念です。 

JN3LQP (C144) XPO初参加です。 

JR0EFE/1 (C144) 430MHzは，チェックログで提出

します。 

JM1RPV/1 (C430) わずかな時間でしたが，参加しま

した。 

7K4VPV (C430) 初めてログの提出をします。参加局

が少ないように感じました。  

JA3IUB (C430) 目標の 10局QSOできました。 

JR3UIC/3 (C1200) 送信機の耐久試験をやっている

ようなものでした。 

JA1OQ (FM) 今年も楽しく参加することができまし

た。感謝！でも，参加局が少なかったですね。Condx が

よくなかったためでしょうか。 

JA1WSE (FM) 関東方面の得点が伸びず，ハイバンド

ではコンテスト参加局を探すのに苦労しました。 
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JE1HMC (FM) 楽しくコンテストに参加しました。 

JE1MPR (FM) 集計ご苦労様です。台風の影響なのか，

参加局が少なかったような気がします。交信局は少ない

ですが，ログを提出します。 

JF1ABZ/1 (FM) 無線設備が貧弱なせいか，あまり

聞こえませんでした。 

JK2VOC (FM) お昼から部分参加でした。コンディシ

ョンが悪く，なかなか局数が伸びませんでした。 

JA3QOS/3 (FM) 和歌山と大阪の県境，紀泉高原に

移動しましたが，台風の影響で 50MHzのアンテナが上

げられず，残念でした。 

JF3NZA (FM) 初出場ですが，楽しめました。 

JH3PTC/3 (FM) 夕方からしか参加できなかったの

が残念。 

JN3PJS (FM) 参加証を希望する。 

JP3TSP (FM) 大正 10年 4月 12日生（85歳） 

JR3NZC (FM) 3.5MHzと７MHz以外，参加者が少な

かったですが，楽しみました。 

JG4KEZ/1 (FM) 途中までの参加でしたが，日ごろ

あまり出ない電話にも出たりして楽しめました。 

JH0/TIS (FM) コンディションが悪くて，途中でやめ

ようかと思いましたが，その後回復し，去年並の得点で

した。（今年は 1.9MHzに出た分だけ上乗せ） 

JK1NAF (F35) 初めて 3.5MHzで参加しました。早朝

から各局の強い信号がたいへん強く入感しており，各局

の意気込みが感じられるBandですね。昼間は家の用事

を済ませ，夕方からまた参加しましたが，交信済みの

方々が多く，思いのほか局数は伸びませんでした。でも

楽しませていただきました。VY Tnx ! 

JA3RK (F35) 根気がないので，昼間はサボれる 3.5メ

ガに参加。昼間に 7メガで遊んだ 100 局余りは，チェ

ックログです  

JG1IEB/1 (F7) 午前中だけの参加でした。 

JJ1XQU (F7) 集計ご苦労さんです。 

JF2FKJ (F7) 仕事が終ってから約30分の参加でした。 

JG2CNZ (F7) 久しぶりにコンテストに参加し，十分

楽しませていただきました。集計ご苦労様です。 

JH2CMH (F7) ただでさえ低いアンテナは，台風に備

えてさらに低い状態でした。 

JJ2SHW (F7) 開催時間の延長を望みます。 

JK2EXU/2 (F7) 次回も参加予定です。 

JO3IDT/3 (F7) 当局は，昨年 11月 9日に開局した

ばかりで，XPO記念コンテストは，今回が初めてです。

所用のため短時間の運用しかできず，交信局数は 11局

だけでしたが，当局にとってとても有意義なコンテスト

となりました。これからも，毎年参加させていただきた

いと思っていますので，よろしくお願いいたします。 

JR3QHQ (F7) 集計ご苦労様です。 

JR3RIY/3 (F7) 昼過ぎからスタートしましたが，

7MHzの SSBをワッチしてもコンテストをやっている

局が１局も聞こえなく，ほんまに今日コンテストあるん

かいなと考えました。CW を聞いて見るとローカルの

CQ XPO TESTが入ってきました。気を取り直し SSB

でCQ TESTを出すと，ぼちぼち呼ばれるようになり，

コンテストに参加できました。コールしていただいた各

局，ありがとうございました。 

JH4QJP (F7) 楽しみのコンテストの一つですが，台

風 13号の影響があり ANTが上げられず残念でした！

でも楽しく参加できました。 

JI4JGD (F7) 毎年楽しく参加させていただいており

ます。 

JR4HBM (F7) 台風あけでコンディションも悪く，た

いへんでした。しかし，多くの方とQSOできてよかっ

たです。 

7N4XEC (F7) たいへん楽しく参加させていただきま

した。次回も参加したいと思います。たまたま 9月 18

日は，当方の 66歳の誕生日でした。よい思い出となり

ました。 

JR5PPN (F7) お世話になります。短時間の参加でし

た。次回も楽しみにしています。 

JA6WFM (F7) 初めてXPOコンテストに出ました。前

半電信で出ましたが，後半７MHzの狭い(40kHz）中で

の電話のコンテストは，空きがなくて辛かったですね。 

JH6WKF (F7) 九州は，前日台風 13号に見舞われ，ア

ンテナをダウンしていたので 短時間の参加でした。 

JL7FBV (F7) 集計ありがとうございます。よろしく

お願いします。 

JR8SGE/8 (F7) ハイバンドで参加しようかと思っ

たのですが，コンディションがサッパリで，急遽 7メガ

で出ました。 
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JA0/ITY (F7) 7MHz以外のバンドをワッチするも，聞

こえてきませんでした。 

JE0/KBP (F7) 強い台風 13 号の接近で風雨が強く，

4,5,6 エリアでは災害も発生し，たいへんなコンディシ

ョンでした。0 エリアはフェーン現象で 35℃ほどの気

温となり大変暑い一日でした。天気は悪かったのですが，

電波の飛びは結構よかったように思います。参加局も多

く楽しめました。ミニオール JAと言われる所以を感じ

ました。集計に当たる方に感謝申し上げます。 

JH0/QYS (F7) 昼中帯はノイズが多く，また 7MHzの

コンディションが悪く少々残念でしたが，夕方近くから 

多くの皆さんに声をかけていただき，QSO ができまし

た！ また来年も XPO 記念コンテストにぜひ参加した

いと思っています。CU AGN ! 73&88！ 

JJ0/FMU (F7) コンディション悪いなぁとアンテナ製

作を始めてしまいました。(間)さて，どうかな？あっ！ 

JO3DDD (F21) 今年も参加局が少なく，ポイント獲得

に苦労しました。来年の皆さんの参加に期待！ 

JE1ALA (F28) あいも変わらず馬鹿の一つ覚えで 28 

MHz一筋の私としては，Eスポの開けないこの時期の

開催を 2,3か月前倒ししたらもっと楽しめるのに，と思

いますが，いかがでしょうか，と昨年とまったく同じコ

メントです。集計御苦労様です。 

JJ3TTH (F28) コンディションが開けず，局数が伸び

ず，いまいちでした。３エリアの参加局も少ないです。 

JA1DCK/1 (F50) 参加者が，少ないように思います。 

JG1GCO (F50) なんとか１局とQSOできました。 

JG2CNS/3 (F50) 午前中は自宅から 14MHzを聞い

ていましたが参加者聞こえず。お昼から車で山に上がり，

50MHzで参加しました。台風明けで，コンテスト参加

者が少なかったのでしょうか？ 

JO2BMN (F50) 次回もがんばりたいと思います。 

JQ2OUL (F50) 今回初めて参加させていただきまし

た。自宅ロケと相手の設備もあったのでしょう，四国か

ら関東までマルチが取れましたが，2エリアの当バンド

は，参加者が少なかったような気が（笑） 

JF3NAO/3 (F50) XPO記念コンテスト，初参加とな

ります。そのため，前回の状況はよく解りませんが，コ

ンテストの割にバンド内は静かでした。台風 13号の影

響で仕方がないとは思いますが，残念です。 

JJ3NTI (F50) 台風「サンサン」の被害防止のため，

アンテナを全部降ろしていました。台風はコースを外れ，

大阪は被害なし。あわてて６ｍヘンテナを，おったてて

QRV。少しだけ交信できました。 

JJ3TAE/3 (F50) 集計ご苦労様です。台風の影響で

参加局が少なかったように思います。 

JL3DYW/3 (F50) 台風の影響のためか，他エリアを

含めて移動局が少ない模様でした。マルチもあまり伸び

ない結果になりました。知り合いの方が呼んでくれて楽

しい一日でした。集計お疲れさまです。 

JN4VOX/4 (F50) 台風からの吹き返しの強風の中で

の移動運用は，さすがに厳しいものがありました。 

JH5UPI/5 (F50) 天気予報では，コンテスト日に台

風が一番近づくようだったので，今回は移動できないか

なと思っていたけれど，台風が予報より早く通過してく

れたので，移動することできました。でも，そのためか

参加者は少なかったようです。 

JL4QGE/4 (F144) 台風が過ぎ去ったばかりの朝，山

に登るのを心配しながらでかけました。八木アンテナを

立てることができず，マルチも稼げなかったですが，来

年は頑張ります。またよろしくお願いします。 

JA5ND/3 (F144) 少ない交信ですが，一応提出してお

きます。 

JI5SAO/5 (F430) 本年は休日出勤になってしまい

ましたが，昼休みに車のところに行き電源を入れてみま

したら，神戸市灘区でYLさんがCQを出していました

ので声をかけ，仕事が終わってからCQを出すと，岡山

の移動局から声がかかり，なんとか２局できました。 

JO7FGZ/2 (F430) 移動して参加しましたが，悪天候

のため午前中で引き上げました。 

JR9HCV/9 (F430) まずまずのロケーションの山で

したが，台風の影響か，遠方の参加局も全く聞こえず，

１時間で撤収でした。来年は，天気がよければ，山岳移

動を試みてみたいものです。 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

あとがき 

台風13号の被害に遭われた方々にお見舞申し上げま
す。コンテスト当日の天候とプロパゲーションだけは，

主催者として，いかんともしがたいことです。そんなな

かで参加してくださった各局，ありがとうございました。 
                     [完] 


