
JA1OQ  (F7) 今年も楽しく参加できました。 大相撲とかち

合って ２H 早めに終了しました。Hi 

JA1AAT (C7) 次回も QRV します。 

JA1ATM (F7) 今回初めて参加しました。スタートが遅かった

のですが楽しめました。日中だけなので健康的ですね！ 

JA1COP (CM) 今年は 40m の CONDX が昨年より良かったです。 

JA1DCK (F7) 今回は初めて 7MHzに挑戦し，楽しいひとときを

過ごすことができました。 

JA1FPV (CM) お墓参りをすませてからの参加でした。ＶＵ帯

の参加局が少ないのが寂しいです。 

JA1IQK (F7) 今年は ７MHz 帯が開け，各エリアの多くの局と

交信できました。１つのバンドで 40 局以上と交信して特別

賞をゲットしたくて ７MHz だけの運用にしました，来年以降

も続くことを希望します。このコンテストに今年は１エリア

局がかなり増えました，９月は JARL 本部主催のコンテスト

がないため，全国規模のコンテストとして今後の発展を祈

念します。 

JA1OYB (CM) 電信の参加局は，常連の局が多かったが，賑や

かで良かった。それに比べて，電話の局は，少なすぎると感

じた。 

JA1POS (C7) QRP CW 短い LW BH のハンディの中で運用中。 

JA1WSE/1 (F7) 東海，近畿地区を中心にたくさんの局が入

感してました。３時間ほどの運用で，記念賞の４０局数達成

をしました。 

JA1XMS (F7) ありがとうございます。 

JE1HTV (FM) 初めて CW も使いましたので，昨年より交信数

が伸びました。 

JE1LDU (CM) 次回もがんばりたいと思います。 

JE1OOV (C14) 今年は，わずかな時間の交信でした。 

JE1REU (C7) 短時間の参加でした。 

JE1SPY (C19) 1.9MHz バンドへ参加させていただきました。

今年は自作のスーパーラドアンテナ（ペットボトルに電線と

アルミホイルで自作）の性能テストが目的でした。仕事の

関係で，20 日の夕方だけしか参加できませんでしたが，こ

のアンテナの実用性の高さを実証できました。スーパーラ

ドは，自宅マンションのベランダに約 10m 高に樹脂ポールで

仮設しました。同じベランダ上で使っている，機械長 1/8λ

逆Ｌにラジアル 60 本付きの比較用アンテナと切替えると，

スーパーラドはＳ１つ劣る程度でした。（EH アンテナは逆Ｌよ

り＋Ｓ１でした）昨年は EH アンテナで日没時 26 局，今年は

スーパーラドで日没時だけで 27 局。ほぼ同等の実用性と

いえます。スーパーラド 恐るべしです！ 

JF1ABZ/1 (FM) 楽しく参加できました。 

 

JF1ISC/2 (C7) いつも会社の出勤日になっており，フルタイ

ムでの参加ができません。短時間の参加でしたがとりあえ

ず 40 局 QSO できましたのでログ提出します。 

JF1KWG (F35) 集計ご苦労様です。 

JF1LEO/1 (C7) 集計作業お疲れ様です。今年は出ておられ

る局が多く，ずいぶんと楽しませていただきました。 

JF1NPO (F14) 来年も参加します。 

JG1BGT/QRP (C7)  参加しました。 

JG1GCO (F50) 参加局少ないですね。 3 エリアのコンテスト

と思っている局が多いのかな。 

JG1GPY (F7) QRP でも結構とってもらえました。 

JG1IEB/1 (F7) 40 周年記念賞のため，参加局がいつもより

多く感じられました。コンディションもよかったみたいです。 

JG1RRU (C35) 当日は仕事のため，朝少しの参加でした。 

JG1TVK (C28) 集計，お疲れさまです。40 周年，おめでとうご

ざいます。40 局以上を目指しておりましたが，やはりこの

バンド，モードに絞っているために僅かながら到達できませ

んでした。何か他の目標にしていただけると助かりました

が・・・コンディションが開けず，ほんとうの移動局も少なく，

今回は，これが限界か？ 

JH1BSJ (F50) 参加局が，あまりいませんでした。 

JH1CHU/1 (F28) 初参加です。よろしくお願いします。 

JH1MTR/4 (C35) 敬老会行事に世話役側で参加｡ よってコ

ンテストは部分参加 --- 残念！まあ足跡は残ったかと。 

JI1IIF/1 (F50) 記念証の発行は，とてもよいことだと思い

ます。しかし，1バンドで 40局以上の交信というのは，ハード

ルが高いと思いました。せめてマルチバンドでも，OK ぐらい

にして欲しかったですね。 

JI1QOF/1 (F7) 毎年楽しんでいます。今後ともよろしくお願

いします。 

JI1TJJ (C7) 集計，おつかれさまでございます。 

JI1UDD (CM) 集計ご苦労さまです。メジャーコンテスト並み

に参加局が多く楽しめました。特別賞をお願いします。 

JJ1WWL (CM) 珍しく固定局（設備共用）から参加しました。 

JJ1XQU (C7) 今年もまた たいへん楽しめました。 

JK1BII (F7) ありがとうございました。 

JK1DMT (C35) 今年も夕方のみの短時間でしたが，3.5MHz CW 

で楽しませていただきました。 

JK1FNL (F7) 7MHz 電話のコンテスト使用周波数が広がった

ことで，貧弱なアンテナしかない私でも電話の運用が楽し

めたように思います。これで 7MHzCW の周波数も広がれば

いうことないのですが。 

JK1LUY (C14) 40 周年おめでとうございます。 記念賞楽し

みです。 

JK1NAF (F7) 終盤の約 3 時間，久々に 7MHz の電話のみで参

加しました。参加した時間の割には結構楽しめました。 

JK1QAY (CM) 昨年に比べ，7MHz の参加局が多かったように

思います。これも特別賞の企画の成果と思われます。「1つ

のバンドで」だけでなく複数のバンドでも何かインセンティ

ブがあるともっと参加局が増えるかもしれません。VU が寂
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しいです。 

JK1SDQ (CM) 40 回を記念して 40m band で 40 QSO を越え

ることの目標達成。 また，QRV 可能な全 8 bands で QSO 

を行った。 

JK1UKQ (C7) 次回はもう少し頑張ります。 

JL1KLG (C7) 記念証を楽しみにしています。よろしくお願い

します。 

JL1LNC (C7) フルタイムで参加，楽しめました。 

JM1LRQ (CM) いつもお世話になっております。今年も楽しく

参加させていただきました。 

JM1SVG/2 (F50) 2-3エリアとなかなか QSOできませんでした。 

JN1BBO (C50) やはり参加局が少ないのか，午後は QSO レー

トがガタ落ちでした。 

JN1BMX (C35) 次回もがんばりたいと思います。 

JN1KWR (CM) 楽しませていただきました。 

JO1EUJ (F430) 電子ログ初挑戦です。うまくできたかな・・・ 

E-LOG MAKER を使って，ログを抽出し，logtest@jarl.or.jp

でのテスト結果で，先の提出は氏名，署名が文字化けする

ことが判りました。文字化けしない書体で再送します。この

ソフトの場合は，ナンバー欄には RST は不要のようですね。

ハムログの remaks1欄に送ってきたナンバーを RSTごと記

入してコンバートしていましたが，手修正をしました。 

JO1LDY/1 (C144)  高いバンドは参加局が少ないので，取り

こぼしのないようにしていたつもりなのですが，いつもの

半分ぐらいで終了でした。 コンテストをのんびりと楽しむ

ことができました。 

JO1UHK/1 (C7) 初 CW で CQ を発信しランニングしました。 

JO1WIZ (CM) ハッピーマンデー開催を継続して下さい。土

日開催では近隣諸国に迷惑をかけます。 

JO1XEU (C7)２文字コールの OM局が出ておられましたので，

嬉しくなりました。当コンテストを楽しみにしておられたの

でしょう。 

JP1FOS (CM) 今年はコンディションが良かったので楽しめま

した。ぜひ来年も参加したいと思います。 

JP1GTS (C7) 家族サービスのため，数分の参加でした。来年

はフル参加をしたいです。 

JP1HUJ (C7) 初めて XPO コンテストに参加しました。当初半

日の予定が，参加局が多くついつい楽しくなってしまい，フ

ルに参加しました。 

JP1LRT (F50) GW のコンディションが朝方よく楽しめましたが，

参加局がやはり JARL メジャーコンテストに比較するとかなり

少ないので，途中のモチベーション維持がたいへんです。 

JQ1VDJ/1 (C7) シングルバンドですが，移動してフルタイム

参加しました。 

JR1BSV (F430) 参加者が多くなるように，参加証を発行し

てください。 

JR1BTG (C7) コンディションもよく楽しめました。 

JR1NKN/1 (F430) 参加ができて光栄です。 

JR1UJX/2 (C50) ポータブル機にホイップアンテナで運用

しました。 

JS1MBH (F430) XPO には久しぶりの参加でした。各局 TNX. 

7K4TKB (F7) 今回初めて 7MHz に出ましたが，予想以上に

交信でき，とても楽しめました。来年もぜひ参加したい

と思っています。 

7K4VPV (C430) 430 CWで 40局を目指しましたが，残念な

がら あと一歩およびませんでした。 

7L1FFH (FM) 集計ご苦労様です。今年の 7MHz は前半近距

離スキップ気味でしたが，午後はコンディションが上が

ってきて楽しめました。 

7L3EBJ/QRP (C7) 集計ごくろうさまです，短時間ですが

小電力にて参加させていただきました。 今後も盛会な

コンテストでありますよう祈念いたしております。 

7L4MDM (FM) 部分参加でしたが楽しめました．来年はフル

参加できるよう頑張ります． 

7M1VUE/1 (F7) 集計 5963です。 

7M3OER/1 (F430) 局数が伸びませんでした。来年も参加

します。 

7N1BHO/1 (FM) 今回参加することに意義あり。なんとか夕

方から Mobil QRPで参加。 

7N2JZT/1 (F14) 楽しい １ 日を過ごすことができました。 

7N2XHH (FM) 用事があり空き時間を利用しての参加でした。

コンテストは楽しいですね。 

7N4NIK (F28) コンテストが始まってもまだ参加部門を決

められず，ハイバンド電信電話と 1200MHz電信を行った

り来たりしていました。 

JA2AFX (CM) コンテスト案内メールをいただき有難うござ

いました。（開催日時だけでなく電子メール等の注意事

項が，70 歳代の年寄り！には，勉強になりました）。今

年も HF 帯で楽しませていただきました。14～28MHz は 

Condex が低調で残念でした。 

JA2BCQ (CM) 事前のご案内ありがとうございました。あや

うく忘れるところでした。少ししか参加できませんでし

たが，CW バンドはマナーもよく気持ちよく参加できました。 

JA2BHG (C14) 今年もコンディションが悪く，近いエリア

の信号が弱く苦労しました。 

JA2CUS (C19) 所用でフルタイム参加できず残念でした。 

JA2KFI (F35) ほぼフルタイムで参加しましたが，交信局

数が昨年に比べて約 30 局で少なくなりました。昼間の

コンテストなので，3.5MHzでは 6,8エリアとの交信がマ

ルチ稼ぎに欠かせませんが，今年は 8の 1局のみでした。 

JA2PEI (F7) 次回もがんばりたいと思います。 

JA2PQM (C7) 皆さん，ありがとうございました。 

JA2QVP (CM) 集計ご苦労様です。 ハイバンドが，まだまだ

ですね。 

JA2VHO (C7) 初参加です。年々アマチュア局も減っている

ので，活性化のためにも，次回もがんばりたいと思いま

す。楽しく参加できました。 

JE2BOM (F7) E-LOG MAKERが使えるので，とても助かりま

す。7MHz電信はたいへん混雑しているので周波数帯拡張

を希望します。通常の使用区分拡張もあわせて検討して

いただきたいです。 



JF2CRP (C19) ご苦労様です。初参加です。出勤前の 1 時

間だけ参加しました。 

JF2FIU (CM) 集計審査ご苦労様です。今年もおかげさまで

何とか「完走」できました。QSO していただいた各局あ

りがとうございました. 

JF2IWL (FM) ナンバー処理が間違ったままでした。再提出

します。よろしくお願いします。 

JF2NLH/1 (C7) 短時間でしたが楽しく参加させていただ

きました。 

JF2OHQ (CM) 14MHzであまり QSOできず，残念でした。 

JF2TGF (F7) 交信局数 40 局以上を目標にしましたが，時

間が確保できずに達成できませんでした。 

JG2CNS/3 (F7) コンディションが良かったのか，沢山の方

と QSO できました。各局ありがとうございました。 

JG2YER (C7) 社団局ですが，シングルオペで運用しました。

少ないですが，提出しておきます。 

JH2CMH (F7) 祝日は出勤日なのでフル参加できなくて残念

です。 なお 40 年前の 9/15 は，局免待ちをしていまし

た。(笑) 

JI2IWB (F7) この日は仕事でしたが，何とか 58 局できま

した。よかった。よかった。めでたし。記念賞(証)を楽

しみにしています。 

JI2QIX/2 (F7) 集計ご苦労様です。QSO 各局 ありがとう

ございました。 

JK2BAP (C7) 集計，お疲れさまです。約一か月前に故障し，

修理に 2週間かかって戻って来たローテータを，元に戻

すのにたいへん苦労しました（アンテナ等の付いたマス

トを持ち上げるのに，簡易足場と車のジャッキを組み合

わせた）。おかげで，今回もいつものように快適な運用

ができました，やれやれ・・。 

JK2RCP/1 (CM) ベランダ仮設のアンテナから 28～430MHz 

で参加しました。 

JK2VOC (FM) 出勤前の 10分だけの参加でした。 

JL2OGZ (FM) 早朝の 3時間弱のみの参加ですが楽しめまし

た。集計ご苦労様です。よろしくお願いします。 

JL2PCI/3 (F7) 集計ごくろうさまです。コンディション NG

なんとか 40局達成できました。 

JL2VZJ/2 (F7) 集計お疲れさまです。仕事の合間に QRV

しました。 

JL2XMW (C7) 晴天に恵まれ絶好のコンテスト日和でしたが，

所用で短時間の参加でした。 

JM2LSJ (C7) 出勤前と帰宅後に運用，局数が伸びませんで

した。 

JQ2UNS (F7) 次回もがんばりたいと思います。 

JQ2VEV (CM) 相変わらず 賑やかなコンテストですが，都

合で一部しか参加できなくて残念でした。 

JR2AAN/2 (F430) モービルホイップを使用しての短時間

の参加でした。 

JR2DAJ/2 (F144) 集計お疲れ様です。短時間ですが，参

加しました。バンドプラン無視のモービル局には閉口し

ました。 

JR2EVF (F7) 久しぶりの参加でした。終日オンエアできま

せんでしたが，結構局数が増えました。楽しく過せまし

た。久しぶりの参加でした。 

JR2FJX (C7) 次回もがんばりたいと思います。 

JR2NTC/2 (CM) アンテナの調子が悪く，リタイアです。ど

こか接触不良しているような・・・。修理します。 

JA3AA (C19) 所要のため運用時間が限定されたので，

1.9MHzにエントリーしましたが，多数の局と QSOできて

喜んでいます。ＸＰＯ記念コンテストの益々のご盛況をお

祈りいたします。73 

JA3HC (C7) 集計ご苦労様です。久し振りに波を出し楽し

みました。家庭の事情で少しの QSOでした。 

JA3AHY (CM) 家族の介護，その合間を見つけての参加です。 

JA3ATJ (FM) なかなかフルタイムの参加は難しいですね。

40 周年というので，特に 7MHz は，賑やかだったようで

すが，HFハイバンドは，比較的静かでした。 

JA3ATK/5 (C7) 集計ごくろうさまです。今回も紙ですみま

せん。 

JA3BBG (F7) 空中状態はまずまず。1バンド 40局以上とい

うノルマはキツイ。(40 周年記念で仕方がないのかも）

高齢者は若者のような体力・持続力・集中力がない。長

時間の運用は困難。コンテストというものが分かってい

ない幼稚なハム局がいるのは困ったもの。（通常の QSO

の如く自分の姓，住所，JCC を言った挙句「貴局のお名

前，JCG，何郡何町ですか？」なんて長々やって馬鹿じ

ゃないの？と思ってしまう。局免取得後の実技指導が絶

対に必要。（北海道の局だった）普通の QSO はこのよう

に，コンテストの場合はこのように交信するなど指導） 

JA3FNO/3 (F50) なんとかお天気も持ちこたえ FB な日で

した。 

JA3HBF (C50) 集計ご苦労様です。クラブ対抗部門を創設

すれば参加者はさらに増えると思います。ご検討ください。 

JA3IAS (F1200) 私の記憶では，初参加です。XPO 40周年

記念コンテスト，関係各位ご苦労様です。1200MHz 帯の

話ですが，3 エリア管内の地域コンテストと間違って理

解している局が多かったですね。 

JA3KDJ (F1200) 家庭サービス優先となりましたので，今

回は時間がなくユックリ出られなかった。来年も参加し

たいと思います。 

JA3KYS/3 (FM) 朝からいつもの山に移動し参加しました。

いつもより参加局が少ないように思えました。簡単なア

ンテナで，GWで JA1ともでき満足しました。 

JA3OLO (F7) 今回はアンテナの関係で，モノバンドで参加し

ましたが，7MHz バンド拡張効果抜群です，記念の 40局の

効果もあったのでしょうか？ 予想以上の局数と交信で

き，驚いています次回はオールバンドで挑戦したいです。 

JA3QOS/7 (F7) 旅行中，少しの時間でしたが楽しめました。 

JA3RAZ (C7) ありがとうございます。集計ご苦労様です。 

JA3RSJ (CM) 彼岸の入りと重なり忙しい中でしたが，時間

の許す限り参加させて貰いました。TKS各局。 

JA3WDL (F50) ほんの少しの時間でしたが，参加しました。 



JA3XJT (F1200) メールで送付しましたが，なぜかエラー

が出るのでペーパーでお送りします。よろしくお願いし

ます。 

JF3ELH (F7) 約 30 年ぶりに XPO コンテストにログを提出

します。電子ログも初めてです。E-LOG MAKER はたいへ

ん便利で使いやすいですね。今後，他の各種コンテスト

にも参加したいと思います。VY TNX 

JF3IYW/3 (C7) 久しぶりの参加です。日中は暑く，夜間は

寒い。身体に厳しい気候でした。 

JF3KQA (C7) 40回おめでとうございます。大阪万博の年は

小学校１年生でした。今回はコンテストに集中できずじま

いでした。交信いただいた各局ありがとうございました。 

JF3LPM (C430) 少しだけ参加できました。メール便で送り

たいので，私書箱以外の送付先を公開してください。 

JG3CQJ (CM) 集計ご苦労様です。参加局が多く楽しく運用

できました。 

JG3DOC (F7) 1時間ほどの参加でした。 

JG3DOR/3 (C7) 万博公園「太陽の塔」を眺めながらの移動

運用でした。 

JG3SVP (CM) 所要のため数時間のみでしたが楽しく参加で

きました。 

JH3CCT (C144) 集計ご苦労様です。144/CW では意外と参

加局が少ないようでしたが，何とか 40 局の交信ノルマ

は達成できヤレヤレでした。 

JH3GCN (C7) クラブの移動から戻って２時間ばかり参加し

ました。 

JH3JYS (CM) コンテスト委員各局，整理・集計などご苦労

さまです。今年もたいへん楽しく参加させていただきま

した。来年もよろしくお願いいたします。 

JH3PTC (C7) 参加局も多く，楽しく参加できました。 

JI3BDA (F50) 大阪市中央区の常置場所から楽しみながら

参加させていただきました。50MHz につきましては，ま

ず午前中に 1エリア⇔ 3エリア等グランドウェーブが伸

びて大変 FB だったようです。また，4エリア 四国からの

参加局が昨年より少なくなったように感じております。 

JI3CJP (C430) 今回は所用があり長時間参加できなかっ

た。次回はがんばりたい。 

JI3CSH (CM) 体調不良で途中リタイアとなりました。あま

り楽しめず残念でした。 

JI3MCM (C144) 次回もがんばりたいと思います。 

JI3QIW/3 (F430) コンテスト当日は，仕事があったので，

めいっぱいの参加はできませんでした。 

JJ3BNT (F7) 短時間ですが楽しく参加できました。 

JJ3CDK (C7) 次回もがんばりたいと思っています。 

JJ3LDS (C7) 初めて XPOコンテストに参加しました。コン

ディションも良く快適に楽しむことができました。また 

E-LOG MAKER とパソコンのキーボードによる CW送信も，

このコンテストで初めて体験しましたがうまく利用で

き成果がありました。また機会あれば参加いたします。 

JJ3RZX (C7) あいにく体調不良で，短時間の運用でした。 

JJ3WMC/3 (F144) 40 局交信を狙いましたが，残念ながら

達成できませんでした。 

JK3HLP/3 (CM) 久々に移動からの参加でした。参加局が多

く，楽しむことができました。 

JL3APM (F7) 今年から始めました。来年もコンテストの参

加をします。 

JL3YXB/3 (F430) 当クラブ開局記念参加です。 

JM3GVH (F7) 7MHz が賑わっていたので，参加しました。 

JN3ANO (C7) 各局 交信ありがとうございました。 

JO3AGQ (C7) 2時間のみの参加でしたが，FB QSOしていた

だいた各局ありがとうございました。 

JO3DDD (F14) 参加局が少なく寂しい状況でした。 

JO3EVM (F50) 次回もがんばりたいと思います。 

JO3MXH (F7) よろしくしくお願いします。 

JO3NEA/3 (F430) 体調不良のため自宅で運用したせいか，

悲惨な成績となりました・・・。 

JO3PSJ (F7) 尼崎のホームから参加しました。終了時刻が

18 時は移動運用では遅いと思います。撤収の関係で 15

時ぐらいにしてくれればうれしいです。 

JO3TAP (F430) 万博のときから大阪に住み始めました。40

年の節目の年に記念コンテストに参加できて FBでした。 

JO3UBN/3 (F50) 集計おつかれさまです。ＸＰＯコンテスト

に初めて参加しました。交信してくださった各局長さん，

ありがとうございました。 

JR3AAZ (F21) 集計お世話になります。2 回目の参加です。

大好きな 21MHzで多くの方々に QSOいただきました。今

年は，寝坊のせいか 3エリア各局との QSOが少なくなり

ました。書類に不備がありましたらお知らせください。 

JR3CNQ (C1200) VU 帯 CW 参加局が少ない感じでした 楽

しく遊びました。 

JR3QHQ (F7) 集計お疲れ様です。 

JR3STX (CM) やはり U,VHFが今年も閑散です。U.VHF だけ

でも前日の夜間などの変則開始は不可能ですか？ 昨年

よりも参加局数を多く感じました。また昨年よりスコア

が伸ばせたので良かったと思います。来年は 1.9MHz の

アンテナを充実させ，さらにスコアアップを目指したい

と思います。 

JR3SZZ/3 (FM) 40回記念おめでとうございます。各局 40 

QSO目標で 40m Bandに集中したようですね。 

JS3COV (F50) 久し振りに 6mで出てみました，CONDXはい

まいちでしたが近場の局が応答してくれました。 

JS3CTQ (FM) たいへん楽しませてもらいました。どうもあ

りがとうございました。 

JS3OMH/3 (F430) 六甲山から徒歩移動で参加しました。

シンプルなルール，昼間時間帯の開催など特徴のあるコ

ンテストだと思いますので今後も楽しみにしています。

XPO 記念コンテストのますますのご発展を期待いたします。 

7J3AOZ (FM) 次回もがんばりたいと思います。 

JA4AQG/4 (F144) 今回初参加です。144MHz FM モードで

運用しました。参加局が少ないように思いました。 

JA4AVO (C7) 次回もがんばりたいと思います。 



JA4MRL (CM) 参加局が多くて十分楽しめましたが，ハイバ

ンドが全然聞こえませんでした。 

JE4MHL (CM) 結果集計ご苦労様です。7MHzの 1時間が快調

で，あっという間に目標の 40 局を超えることができま

した。 

JE4NGO (F430) 出勤前と帰宅後の QSOでした。 

JH4EYD (C7) 数局ですが，今年も参加できました。あと何

年続けることができますかな ？  

JH4FUF (C35) 単身赴任の勤務先へ移動のため午前中のみ

の参加でした。集計ご苦労様です。 

JH4JUK (CM) 仕事日で出勤前の僅かしか参加できませんで

した。 

JH4MGU (CM) 久しぶりに参加させていただきました。 

JH4QJP (F7) バンド拡大に伴い沢山のエントリーがありま

した いつもの低いポイントですが楽しむ事ができまし

た。2011年度も楽しみにしています。 

JH4RAL/3 (CM) いつも集計ありがとうございます。朝は雨

が降りましたが，一日曇りで，気持ちの良い移動運用に

なりました。 

JH4WMP (F1200) 交信局数は少なかったですが一応提出し

ておきます。 また来年も参加します(？)ので，よろし

くです。 

JI4JGD (F7) ほぼフルタイムで QRVできました。昨年の 

3倍の局と交信でき楽しめました。 

JJ4NZO/1 (FM) いろいろ準備しましたが，活躍したのは 

7MHzのダイポールだけでした・・・。 

JN4PMO/4 (F430) 応答はそこそこあったものの，参加局

が少なかったみたいです。次回もよろしく。 

JR4FLW/4 (F7) 集計ご苦労様です。中断しながらの参加で

したが，コンディションに助けられ，それなりに QSO で

きました。 

JA5ND/3 (F144) 40局は，とてもできませんでした。残念。

入賞なんてとてもとても。したがって，入賞局以外の発

表が，JARL NEWSや CQ誌 に載らないとは・・・。 

JA5RB (CM) QRNがひどく，苦労しました。 

JA5HPX (CM) フル出場はできませんでしたが，楽しませて

いただきました. 

JA5INF/1 (CM) 次回も参加しますので，よろしくお願いし

ます。 

JA5SQH/5 (CM) マルチバンドで初めてマルチが 100 を超

えました。なんか得したような気分です。 

JG5DHX (C7) 久方のグッドコンディションでした。休み休

みでしたが楽しめました。 

JH5GEL (F7) 本年はコンテスト直前に主たる無線機が故障

したため，サブ機（50W）で運用したため，局数が伸び

悩み 残念！！ 

JH5OTE (C7) 電子ログで提出するのは初めてで心配です。

よろしくお願いします。 

JH5UPI/5 (F50) コンテストの日はそれほど暑くもなく，

山の移動は気持ちよかったです。ただ，3 エリア以外の

参加局はちょっと少な かったようです。全国的に楽し

めるコンテストだということを，もっと PR すればいい

と思います。 

JI5GND/5 (F430) 参加各局お疲れ様でした。また，事務

局の集計ご苦労様です。今回の移動は天候に恵まれたい

へん FB でした。交信局数は余り伸びませんでしたが，

コンテストに楽しく参加できました。 

JI5SAO (F430) 今年は 4局で終わってしまいました。今後

も参加していきます。 

JR5DPV (F7) 書類を提出するのは今回が 2回目です。なん

とか 40局以上との交信はできました。 

JA6DH (FM) 昨年に引き続き今年も参加しました。コンデ

ィションがいまいち良くなくて，特にハイバンドは悪か

ったです。 

JA6WFM (F7) 集計お疲れさまです。コンテスト楽しませて

もらいました。 

JE6ETN (CM) 次回も参加したいと思います。 

JE6HCL (F14) コンディションもまずまずで１日楽しめま

した。 

JF6TWP/6 (F7) お世話になります。集計お疲れさまです。

「愛・地球博記念コンテスト」にも参加しました。よろ

しくお願いします。 

JF6WTY (F7) たくさんの局が参加していて，とても楽しめ

るコンテストとなりました. 

JH6KDY (C7) 集計御苦労様です，体調が悪くてあまりでき

ませんでした。 

JH6NBW (C19) 今回は恥をかかないように，zlogからファ

イルをいったん ワードに落として，チェックしてから

送りました。コンディションは猛暑のせいか悪く，島さ

んにもナンバーを聞き返してしまいました。九州からだ

と大票田に遠く，ハンディがあると思っておりますが，

終わってみれば昨年より 2 局減，マルチは変わらずで，

最下位入賞でもかかればよいがと思っております。 

JH6WXF (C50) 集計お疲れさまです。交信いただきました

各局，FB QSO ありがとうございました。今回は，スタ

ートが朝 6時少し過ぎましたが最後までなんとか QSOで

きました。  

JI6DMN (C7) いつも紙ログでご迷惑をおかけしています。

大阪万博を知る者にとって「ＸＰＯ」には特別な響きがあ

りますね。そうですかぁ，もう 40回ですかぁ。 

JI6DUE/3 (F7) 6度目の参加でした。今回は電信電話で参

加しました。前回と比べ大きく局数，マルチを増やすこ

とができ楽しめました。今年のコンディションは良かっ

た方でしょうか。また来年も頑張りたいと思います。 

JQ6FQI (C7) 14MHzのデータは，チェックログ扱いでお願

いします。 

JA7AEM (CM) 午後は，お墓参りに出かけたため，4時間半

ほど中断しました。 

JA7ARW (C7) 2時間弱の参加でしたが 50局と QSOでき，

ホッとしています。 

JA7JEC (C7) 集計ご苦労様です，最低得点提出でお手数を

お掛けします。最近短時間の参加になっておりますが，



来年こそはエリア No.1を目指します。。。 

JA7JND (C7) 時間は UTCです。次回もがんばりたいと思い

ます。 

JA7LLL (CM) 前半 3時間程度の参加でした。 

JE7DMH (CM) シングルバンド(7MHz）で参加のつもりだっ

たのですが，3.5もやっちゃったのでマルチ参加です。 

JE7ENK/7 (C21) 部分的でありますが，参加させていただ

きました。 

JH7IXX (C7) またお会いいたしましょう。 

JH7UFT (F7) 初めてコンテストにサマリーを提出します。 

JI7OED/7 (C50) 記念賞を狙いましたがやはり 6m では時

期が悪かった。 

JK7UST (C7) バンド拡張の恩恵を CWer にも感じたいです

ね。フォーンのコンテスト周波数が広がったのに，CWは

狭いままです。 

JL7NYX (F7) 初めての参加でした。 

JN7KRH (C7) 楽しませていただきました。 

JO7FGZ/3 (F430) 旅行の合間でしたが，お声がけしてみ

ました。 

JP7BWA (C7) 来年は 1000点以上を目指してがんばりたい

です。 

JA8APB/1 (C7) 次回もがんばりたいと思います。 

JA8NNT/1 (CM) 久々に，参加してみました。途中，3時間

欠席してバラボラを塗装していました。 

JE8ASA/8 (F7) 再提出 移動運用のため自局コールサイ

ンにポータブル /8 を追加。よろしくお願い致します。 

JH8SEG/1 (C7) 次回もがんばりたいと思います。 

JR8SGE/1 (F50) 全く局数が伸びませんでした。144MHz分

はチェックログとして提出いたします。 

JR8VSE (C7) ラスト 31 分，スプリントでの参加です。来

年の開催も期待しております。 

JA9WA (C144) 集計お疲れさまです。短時間しか運用でき

ませんでしたが，遠くまでできたことを喜んでいます。 

JA9AJU (C35) メール有難うございました 

JA9BGL (C7) 初めて参加させていただきました。 

JA9XAT (C7) 40周年 おめでとうございます。 

JH9CEN/1 (F50) 移動，QRPでの運用でした。 

JA0QD/1 (C7) 7MHz は 混信が多く苦労しました。また自

分の技能が劣りご迷惑をおかけしました。 

JA0BJY (FM) Half-time参加でした。 

JA0GSG (F7) 賑やかに，楽しみました。 

JA0MOQ (F7) 40 回記念とのことから，40 局を目標にしま

した。何とかできました。 

JA0NFP (F7) コンディションが良くて楽しめました。 

JE0IBO (C7) 特別賞の 40局にあと一歩及びませんでした。 

JE0JAO (C7) 集計ご苦労様です！！ 

JE0KBP (F7) 7MHzのコンディションが大変よく１２時間ず

っと使えました。こんなことは珍しいと思います。楽し

く参加しました。参加者も多かったように思います。 

JH0OXS (C7) 短時間の参加でしたが，たいへん楽しめました。 

JH0QYS (FM) ＸＰＯ記念コンテスト 40 周年おめでとうござ

います。 HF 帯のコンディションがパットしませんが，

7MHz 帯は多くの局が参加されていたと思います。 また

来年も多くの局が参加できるように，特別賞(証)の発行

を希望しています! CU AGN！ 73! 

JH0RNN (CM) 運用は固定局（新潟市北区）から。ジリ貧に

なるかと思いきや，最後まで割りと楽しめました。 

[完] 

2010 年 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

電子ログ 424 375 319 250 248 219 231 241 176 

郵送ログ 144 137 150 136 136 136 158 211 200 

計 568 512 469 386 384 355 389 452 376 

電子化率 74.6 % 73.2% 68.0% 64.8% 64.6% 61.7% 59.4% 53.3% 46.8% 

２０１１年３月１１日 三陸沖で発生した巨大な地震と，

大津波による被害は未曾有で，各地での相次ぐ余震，

そして福島原子力発電所におよんだ破壊は，いまだ

納まらず(３月末現在)広域にわたって人々を不安に

おとしいれています。 

尊い命を落とされた方々に，深く哀悼の意を表しま

すとともに，ご家族や家屋等をなくされ，不自由な避

難生活を強いられておられる皆様に，心からお見舞い

を申し上げます。 

さて，発表がたいへん遅くなりましたが，標記のコン

テスト結果をお届けします。今回は第４０回記念として

企画したこともあり，上表のように，近年にない多数

の参加をしていただきました。４０交信/Band を超える

局への特別賞は  ３６１  件に達しました。 

１９７０年３月１５日を起点に 千里丘陵で繰り広げられ

たＥＸＰＯ７０の会場内サンフランシスコ館に開設した

記念局ＪＡ３ＸＰＯは，半年間にわたる公開運用で，国

内外にアマチュア局のＰＲに努めました。 

これを記念して同局の運用委員長ＪＡ3ＡＡ島さん

の提案で，その翌年の９月１５日「敬老の日」に記念コ

ンテストを開催することにしました。できるだけシンプ

ルな形をとり，国内では「電信部門」の先鞭となるコ

ンテストでした。その後も、法律の改正に伴う軌道修

正以外は，頑なに当初のルールを守ってきています。 

今後ともよろしく，ご参加くださいますようお願

いいたします。 

【ＪＡＲＬ関西地方本部 コンテスト委員会】 

http://www.tcn.zaq.ne.jp/ja3atj/contest.htm 


