
 

JA1CP (C35) 今回は用事が出来 3.5MHzバンドのみで参加し

ました。 

JA1II/1 (FM) 次回には，E-LOG MAKER で送られるように努

力します。 

JA1ATM/2 (FM) VUのアンテナの調子が悪く，今一歩でした。 

JA1AZR (FM) S7 生まれ 79才。 

JA1CTZ (CM) 途中アンテナ調整でタワーに上ったり，用事で

出掛けたりしながらの参加でした。全バンド QRVを心掛けま

したが，意外と難しいですね。PC がいきなりシャットダウン

したのには面食らいました。そのタイミングに遭ってしまっ

た方，申し訳ございませんでした。 

JA1DCK (FM) 集計ご苦労さまです。用事があり，６時間の参

加でしたが，楽しくすごさせていただきました。 

JA1IQK (F7) 今年もこのコンテストに時間は短かったが参

加できました。全国規模のコンテストで各地と楽しく交信し

ました。 

JA1OYB (CM) 最近の傾向と思いますが，JARL の４大コンテス

ト以外は，参加局が少ないような気がします。ちょっと寂し

いですね。電信のコンテスト参加局は，お馴染みさんばかり。 

JA1OZT (CM) 電子申請の練習中です。 

JA1POS (C14) QRP CW 短く低い LW BH のハンディの中で運

用中。 

JA1WSE/1 (F50) 天気は晴れ，コンディションもまずまずで 

２時間ほどの参加でした。 

JA1XMS (C7) ありがとうございます。 

JA1XWK (CM) 次回もがんばりたいと思います。 

JE1ALA (C28) 集計ご苦労さまです。OFF-SEASON の 28MHz

は誰もいません。 2 か月前倒しでの開催を要望します。 

JE1EQS (CM) 次回もがんばりたいと思います。 

JE1GZB (F7) 次回もがんばりたいと思います。 

JF1ABZ/1 (FC) 楽しく参加できました。 

JF1KGX (CM) 次回もがんばりたいと思います。 

JF1LEO/1 (C7) 集計作業お疲れさまです。今回も後半の時

間帯のみの参加ですが，ログを出させていただきます。 

JG1BGT (CM) QRP が好きです。 

JG1FND (CM) 7MHz がメインの運用となり,コンディションに

秋の気配を感じました。" 

JG1GCO (F7) 今年も，参加することができました。 

JG1IEB/1 (F7) 午後からは用事ができたので，6 時間の運

用でした。コンディションも FB で，楽しめました。 

(12-03-01) 

JG1MWW (CM) QRPP 0.1W で初めて参加しました。微弱な信

号のため，各局にはたいへんご迷惑をおかけいたしました。

これもアマチュア無線の楽しみかたの一つと，大目に見て

いただければ幸いです。交信いただいた各局，ありがとう

ございました。 

JG1RRU (CM) 規約上，不具合の場合は「チェックログ」として

ください。 

JG1SWV (CM) 楽しかったです。 

JG1TVK (C28) 集計，お疲れさまです。こちらでは，台風の影

響はなく，時折開けるコンディションをうまくつかめるか？

そのときに相手が聞いていたかで，大きく左右される面白

いバンドを堪能していました。時折席を離れたりしていまし

たが，結果は昨年の倍増で，楽しめました。 

JG1UKW/QRP (C7) QRP でも，コンデションがよかったので楽

しめました。 

JG1UQD (CM) 初参加でした。 

JH1CHU/1 (C50) 去年に続き 2 回目の参加です。去年は

28MHzバンドでしたが，今年は 50Mhzバンドで参加しました。 

JH1MTR/4 (CM) 特に制約ナシで参加したけれど，思ったほ

ど QSO できず。High Band が Open せず残念。  

JI1ALP (CM) １年ぶりに参加しました。目標の 300 局交信は

未達成ですが，楽しく運用できました。 

JI1IIF (FM) JA3RL が，アクティブに出ていました。これから

もアマチュア無線の活性化のために，頑張ってください。 

JI1UDD (CM) 集計ご苦労さまです。ログ提出します。参加局

が多く，楽しめました。 

JI1YUA (F21) 残念 北が開けず・・・早めに終了しました。 

JJ1XQU (F7) 集計ご苦労さまです。今年も楽しく参加できま

した。 

JK1BII (F7) ありがとうございました。 

JK1DMT (C35) 夕方の２時間ほどでしたが，今年も 3.5MHz 

の CW のみで楽しませていただきました。 

JK1DTK (C50) 初めて E-LOG MAKER を試みましたが，何度

やってもログが消えて送信できず，一から入れ直しさせら

れるので，あきらめて紙ログで提出します。コンテスト自体

は，あまり聞こえず低調でした。  

JK1FNL (F7) 昨年よりコンディションが悪いのか，局数が少

ないのか，バンドが空いているように感じました。その結果，

CQ 出してランニングできる時間が長くなり，結果的に昨年

より交信数，得点を増やすことができました。 

JK1LUY (C144) 去年より得点は，下がりましたが ゆっくりと

コンテストを楽しみました。各局ありがとう。 

JK1MIG (C7) 次回も がんばりたいと思います。 

JK1NAF (F21) 21MHz の SSBは散々(72 局中 3 局のみ)活気

が今ひとつでした。もう少し参加者が増えると楽しめるの

ですが････。 
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JK1QAY (CM) VU が寂しい。 

JK1SDQ (CM) メールでの reminder を感謝。 QRV 可能な 

全 9 バンドでの QSO を楽しんだ。 

JK1UKQ (C7) 次回頑張ります。 

JK1VOZ (C7) 今回も QRP での参加でした。 

JK1XUL (F430) 短時間の参加でした。 

JM1EKM (F7) 余り時間が取れず，少ししかできませんでした。 

JM1NJU (C7) 初参加です。 

JN1KWR (CM) 楽しませていただきました。 

JO1EUJ (C7) ラスト 5 分だけの参加でも「参加することに意

義あり」です。 

JO1LDY/1 (C144) 天気がよかったせいか，参加局が少なか

ったですね。高いバンドは１局落とすと，そのリカバリーが

できないのが厳しいです。モビホでも愛知，滋賀のマルチ

が取れましたので，コンデションンはよかったようです。 

JO1SEF (CM) アンテナの調整に時間がかかり，コンテストに

参加したのか，アンテナの調整をしたのやら・・・。久しぶりに

参加して楽しめました。 

JO1UBD/1 (FM) QRP 部門の設定を追加希望します。 

JO1UHK (C7) 自宅で初ランニング，各局交信ありがとうござ

いしました。 

JO1WIZ (CM) 敬老の日開催は参加しやすいです。今後も開

催日を変更せず続けていただきたいです。 

JO1XEU (C7) 机上の右端には立振りが２個，左端にはパドル

が２個，中央にログとデュープチェックシート，右側にベニ

ヤ板に貼りつけたマルチチェックシートが吊り下がり，いざ

コンテストへ。これでパソコンが欲しいとの X への信号を，

理解してくれたでしょうか。 

JP1HUJ (CM) 昨年に続き 2 回目の参加です。今年はマルチ

バンドで参加しました。午後に用事があり，半日の参加でし

たが，100局程度と交信ができ楽しめました。また来年参加

したく思います。益々の発展期待しております。 

JP1LRT (C21) 10 月の 全市全郡コンテストのために，耳なら

しで少しだけ参加。 21MHz 以外はチェックログです。 

JQ1KRT (CM) ゲリラ参戦でしたが，マルチバンドで楽しませ

ていただきました。 

JQ1VDJ (C7) 集計お疲れさまです。今年も参加できました 

JR1BSV (F430) 参加証を発行してください。 

JR1UJX (FM) 全て 5W で運用・交信しました。 

JR1XNR (F144) 集計ご苦労さまです。電子ログでなくて申

しわけありません。QRV の局が少なくて苦労しました。どう

してコンテストのときの RS は，みな 59 なんでしょう。59 

の方が整理しやすいこともあるでしょうが，もう少し正確

にした方がいいのですが・・・。 

7L1FFH (FM) 集計ご苦労さまです。3.5MHz，7MHz は，参加局

数が多くて楽しめました。 

7L4MDM/1 (F7) QSO に対してマルチが伸びず残念でした。

来年も頑張ります。 

7M1MCY (C7) 初めて参加しました。フル参加でなく，S＆P で

やってみました。 

7M1VUE/1 (C19) 集計 5963です。上都賀郡がこの 9 月いっ

ぱいで消滅するので，その SVC かたがた，コンテストに参加

をしました。LW は，伸縮ポールが重さに耐えられず，縮んで

しまい，何とか１交信できました。3.5 は，モビホで出ました

が，これまた，飛びが悪くて・・・。LOG は，1.9 のシングルバン

ドで提出いたします。 

7M3OER/1 (F430) 今年も430MHzで楽しみました。集計ご苦

労さまです。 

7M4RKS (F7) 初めて参加しました。 

7N1BHO/1 (C7) 家庭の事情を優先。何とか終了間際に参加

できました。 

8J140DX/1 (FC) チェックログとして提出します。  

JA2AFX (C35) 今年も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。 

JA2BCQ (C7) 今回は家事多用のため，短時間参加でした。 

JA2CUS (CM) 集中力，受信能力ガタ落ちを痛感しました（夏

バテの影響？）。 

JA2KFI (C35) 今年は飛びが悪いと思って参加していたら，

全長 1m 位のアイソトロンアンテナを使用していました。そ

れに気がついたのは，午後 2時過ぎでした。でも，このアン

テナの実力を試すことができました。 

JA2NGN (C35) 用事があったため，少しだけ参加させてもら

いました。 

JA2PYD (FM) 台風が近づき 晴天でしたが，コンディションは

あまりよくなく，それでも家事の合間に参加でき，嬉しく思

います。次回は CQ を出したいと思っています。 

JA2QVP (CM) 集計ご苦労さまです。ハイバンドがもっと開け

るとよかったのですが。最近は呼び回りが多かったのです

が今回は CQ 比率を多くしてみました。なかなか呼ばれな

いことが多く最近のコンテストは忍耐が必要ですね。 

JA2VHO (C7) 昨年は，種目(C7)2 位だったので昨年以上の局

数の交信を目指しました。コンディションは結構よく感じま

した。いけそうな感じでしたが，最後の 2 時間はランニング

しても全然呼ばれず NGでした。参加局数が減ったのでしょ

うか？集計お疲れさまです。 

JE2BOM (C50) 交信していただいた各局，ありがとうござい

ました。 

JE2HXL/2 (F50) QSO していただきました各局，ありがとうご

ざいました。 

JF2FIU (C19) 集計審査ご苦労さまです。今年もおかげさま

で何とか「出勤前に参加」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。 

JF2FKJ (FM) あまり参加局がいませんでした。(V/UHF） 

JF2KWM (C7) 弱い波の当局と交信していただいた各局に感

謝です。 



JG2CNS/3 (C14) 事務局，集計お疲れさまです。多忙ですが，

3 連休だったので何とか参加できました。 

JG2YER (C7) 社団局ですが，シングルオペで運用しました。 

JH2CMH (F7) 毎年のことながら，フル参加できないのが残念

です。 

JH2GZY (C21) あまり参加局が聞こえず局数が伸びません

でした！ 国内 Esが開けると楽しめるのですが・・・？ 呼ん

でいただいた皆さんありがとうございました。 

JH2ZKQ (CC) 今回クラブ局として初めて参加しました。 

JI2QIX/2 (C7) 集計ご苦労さまです。QSO各局ありがとうご

ざいました。 

JI2VXO (F7) 短時間の参加となったが，楽しめました。電話

部門の新設を，できたらしていただきたいと思います。 

JJ2DWL (C7) 当日仕事のため，朝１時間弱の参加でした。 

JK2BAP (C７) 集計，お疲れさまです。今回はできるだけ運用

時間を確保しようと，食事とトイレに工夫をしてダウンタイ

ムを少なくしました。でも Condxが今ひとつで，期待した程

の成績にはなりません。(T_T) 

JK2RCP/1 (C430) ベランダアンテナから がんばってみま

した。（144MHz 分はチェックログとして提出します。） 

JK2VOC (FM) お昼前から参加しました。参加局も多く楽しめ

ました。 

JL2PCI/3 (F7) 集計ご苦労さまです。コンディションが今ひ

とつでしたが，一日楽しめました。 

JL2VZJ/2 (F7) 通勤で使っている車で，プチ移動してみま

した。 

JM2LSJ/2 (C28) 出ている局が少なかったのか，ただ単に

聞こえなかっただけか。  

JR2AAN/2 (F7) 局数が伸びませんでした。 

JR2EVF (C7) 今年は例年以上に交信できました。ありがとう

ございました。 

JR2FJX (C7) 2 回目の参加。寝坊してスタートが遅れました。 

JR2KPO (C7) 7 局と 1stQSOできました！ 

JR2VRN/2 (CM) 不慣れなパソコンログ入力に挑戦。２本指

タッチ。ヘボオペレートで各局にご迷惑をおかけしました。 

JA2-9315 (CHKL) 始めてロギングソフト(CTESTWIN)を使っ

てウォッチしました。チェックログとして提出いたします。 

JA3AA (CM) 各バンドともコンディションは悪くなかったので

すが，歳のせいか頑張りがたりませんでした。あと何回参

加できるか判りませんが，第 50 回の XPO 記念コンテスト 

に 参加できるよう，頑張ります。 

JA3HC (C7) 集計ご苦労さまです。今回も 7MHzのみになりま

した。他のバンドもワッチしましたが，このバンドのみの運用

にしました。 

JA3QG (C35) 3.5MHz バンドで早朝，夕刻の時間帯を楽しみま

した，長時間にならずこの程度の運用が自分には適ってい

るようです。 

JA3ATJ (FM) 途中何度もひと休みしながらの参加で，主戦

場の 7MHz CW も最後の方で ちょこっと出てみました。 

JA3FNO/3 (F144) 久しぶりの相楽郡和束町移動で天気も

まずまずでした・・・。 

JA3GJQ (C7) 一句「残念や 昼寝が少し長すぎた」 

JA3HCV (C50) フルタイム参加ができなくて，残念です。お

世話になります。 

JA3JND/3 (C7) 次回もがんばりたいと思います。 

JA3KDJ (F430) 参加局が少なくなりました。 

JA3KYS/3 (F50) 集計ご苦労さまです。50MHzのシングルバ

ンドに午前中だけ参加。昨年より関西の参加局が少ないよ

うに思えましたが，CW でも参加して大いに楽しむことがで

きました。 

JA3LXJ (F50) 今年も参加させていただきありがとうござ

いました。再開局の参戦が目立って多くなっているようで

す。活性化につなげればと期待しております。 

JA3MIB (C35) 次回もがんばりたいと思います。 

JA3PYH (F7) 久しぶりに多数の局と交信しました。コンピュ

ータロギングの導入を考える必要がありそうです。 

JA3QOS (FM) 今年は何とかフルタイムに参加できました。多

くの局と交信でき，楽しい一日でした。 

JA3QXK (C7) 集計ご苦労さまです。 

JA3RAZ (C50) 次回も がんばりたいと思います。 

JA3RSJ (CM) 各局 TKS。毎年楽しく参加させてもらっていま

す。HF の上のコンディョンは，相変わらずでした。 

JA3RWQ (FM) 次回はもう少し頑張りたい！ 

JE3BZW (C21) 初参加させていただきました。集計よろしく

お願いいたします。 

JE3HAT (C7) 集計お疲れさまです 

JF3EIG (C7) 去年ほどではありませんでしたが，今年もそれ

なりに呼ばれて楽しめました。 

JF3ELH (C7) 昨年に続いて電子ログを提出します。E-LOG 

MAKER は 使いやすくて FB ですね。マルチは伸び悩みまし

たが，局数は昨年より増えて楽しめました。各局，ありがと

うございました。 

JG3DOC (C35) ラスト 1 時間のみの参加でした。 

JG3LDD/3 (F50) 天候が不安定だったので，早めに撤収し

ました。でも，GW のコンディションがよく，マルチは昨年より 

たくさんできました。 

JH3CCT C144) 集計作業ご苦労さまです。今年は，41QSOをノ

ルマに挑戦，何とかクリアでき楽しむことができました。 

各局 QSO どうもありがとうございました。 

JH3HGI (C7) 短時間でしたが楽しめました。 

JH3JYS (C50) コンテスト委員の皆さま，ログの整理・集計な

ど ご苦労さまです。敬老の日，息子・孫ども来宅し FB な

一日でしたが，コンテストの参加は１時間だけになりました。

また来年も参加させていただきたいと思っています。 



JH3PTC (CM) 参加局も多く，楽しく参加できました。 

JH3QCO (F7) 開局して初めてコンテストに参加してみました。

楽しい時間を過ごせました。 

JH3SKC/3 (F430) 今年は，大阪府和泉市（三国山）の移動

運用で参加させていただきました。 

JI3BDA (F50) 今年も常置場所の大阪市中央区から楽しみ

ながら，参加ならびにサービスをさせていただきました。

今回は家庭の都合により午前中のみの参加となりました。 

JI3CSH (C50) 台風が接近している影響なのか，後半から参

加局数が減ったように感じました。 

JI3DNN/3 (C7) 途中からの雨で，うろちょろし，Rig の不調

（パワー出ず）で散々でした。 集計よろしくお願いします。 

JI3MCM (C144) TNX FB アリガトウ 

JI3QYW/3 (F430) コンテスの日は仕事のため，休憩中にサ

ービスさせていただきました。 

JI3UVB (C7) 初めて申請いたします。 

JJ3BNT (F7) 少しですが提出します 

JJ3CDK (C7) 次回もがんばりたいと思います。 

JJ3LDS (C7) 短時間でしたが楽しめました。 

JK3HLP (CM) 台風の直後ということもあり，固定からの QRV

でした。 

JL3MZJ (C50) コンテストに参加できてよかった。 

JM3GVH/3 (FM) 山と無一・山岳移動ランキング・山ラン再登

山ランキング サービスを兼ねた移動運用。 

JM3PLL (FM) 所用のため 1時間未満の参加でしたが楽しめ

ました。 

JM3QIS/3 (F50) 次回もがんばりたいと思います。 

JN3ANO (C7) 各局 交信ありがとうございました。 

JN3QNG (F7) 十分な時間がとれず，残念。 

JO3AGQ (C7) 短時間のみ，参加させていただきました。FB 

QSO いただいた各局ありがとうございました。 

JO3NTB (F430) 最近参加局が少なくなっているような気が

します。FM 430MHz でも多くの局が参加できるように，イン

ターネット，CQ 誌 などでも 大きく PR すれば参加局が増

えると思います。 

JO3TAP (F430) 430MHzバンドでの参加です。前回・前々回に

較べマルチは１減となったものの， 交信局数は予想を上回

る 20%増です。このバンドはまだまだ楽しめそうです。 

JO3UBN/3 (F50) 集計おつかれさまです。交信して下さった

各局，ありがとうございました。 

JO3XVP (CC) 次回もがんばりたいと思います。 

JP3BSI (F430) コンテストに参加できてよかった。 

JR3AAZ (F21) 集計お世話になります。3 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，昼食後昼寝をしてしまいました。午前中に 6 エリアが開

け，あとは，スキャッターで苦しいながらも多くの方にお相

手いただけました。各局ありがとうございました。不備が

ありましたらお知らせください。 

JR3CNQ (C1200) 今年も参加できました 集計いつもご苦

労さんです。1200MHz CWそろそろ卒業かな！！ 

JR3KQJ (FM) 7MHzのスキップも無くハイバンドも好調でした

が参加局が減りました。 

JR3OQJ (C7) 次回もがんばりたいと思います。 

JR3QHQ (F7) 集計お疲れさまです。  

JR3XNL (F144) 今回は所用がありましたのでこれです 

JS3CTQ (FM) 楽しいコンテストでした。どうもありがとうご

ざいました。 

7J3AOZ (F7) 次回もがんばりたいと思います。 

8N3U/3 (FM) 国民文化祭記念局の１つです。 

JA4AQG/4 (F144) 昨年に続き２回目のエントリーです。台風

15 号接近により，移動運用局が少なく，得点は昨年の約半

分で，残念です。 

JA4GNK (C35) 仕事のため，短時間の参加になりました。 

JA4MRL (CM) 雑用があってフル参加できませんでした。 

JA4OEY/4 (C50) 短時間でしたが楽しめました。  

JE4ICX/1 (C14) 楽しく参加することができました。集計ご

苦労さまです。  

JE4MHL (C19) 結果集計ご苦労さまです。出勤前にローバン

ドのみ参加しました。 

JH4CIJ (C7) 次回もがんばりたいと思います。 

JH4EYD (C7) ご苦労さまです。数局ですがよろしくお願いし

ます。今回は時間がなく，満足なコンタクトができませんで

した。 

JH4FUF/4 (C14) 久々に移動局でのコンテスト参加です，単

身赴任先からですが，これからもできる限り QRV したいと

思います。集計ご苦労さまです。 

JH4JUK (CM) 仕事日で出勤前の少ない時間での参加でした。 

JH4MGU (CM) 今年は昨年よりマルチを伸ばすことができまし

た。楽しく参加させていただきました。 関係各位に感謝い

たします。 

JH4MGU (CM) 今年は昨年よりマルチを伸ばすことができまし

た。楽しく参加させていただきました。 関係各位に感謝い

たします。 

JH4MGU (CM) 今年は，雷もなく，楽しく参加させていただきま

した。 

JH4QJP (F7) 近距離が FB に聞こえました。 ファースト QSOの

局長さんが多数ありました。 次回は運用時間を増やした

いですね！ 

JH4RAL/3 (C19) 集計ありがとうございます。自作のコイル

で 1.9MHz に出てみましたが課題あり。次回までには改善し

たいと思います。 

JH4UTP (FM) CW SKIMMER + QS1R(SDR) を２台使って参加し

ました。1 台は運用場所，もう１台は自宅シャックにおき，1.2G

のパケットで運用場所までクラスタ情報を送りました。 



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) 昨年に比べ交信局数が少ないです。少しですが

提出しておきます。 

JN4PMO/4 (F50) １エリアも聞こえてきたので，コンディション

のよさを期待したのですが，昼には静かになってしまいまし

た。2 時間の参加でした。 

JR4FLW/4 (C19) 集計ご苦労さまです。朝のみの参加でした。 

JR4PDP (FM) 今年もがんばりました。このコンテストでしか交

信できない局も多く，また来年も参加しようと思います。 

JA5HPX (C14) フル出場できませんでしたが楽しませていた

だきました。 

JA5INF/1  CM) 取りまとめお疲れさまです。次回も参加しま

すので，よろしくお願いします。 

JA5IVG/5 (CM) 集計ご苦労さまです。久々にコンテストにフル

参加しました。(笑) 前日ハイバンドが開けていたので期待

したのですが・・・。交信いただいた各局，ありがとうござい

ました。 

JA5SQH/5 (C144) 今年は休日出勤があり，アンテナが上がっ

たときは，すでに 10 時半。もの干し竿につけた GP で楽し

みました。 

JG5DHX (C7) まったりしながらの運用でした。次回はコンテ

ストモードで!? 

JI5SAO (F144) 今年は，144MHz 1局で終わってしまいました。

参加局も少なくなって来ていますが，今後も参加していき

ます。 

JJ5GWP (CM) 75 歳 

JR5DPV (F7) 書類を提出するのは今回が 3 回目です。呼び

にまわるだけでしたが結構楽しめました。 

JA6DH (FM) 毎年参加しています，ハイバンドの CONDX がいま

いちで，28MHz は１局もできませんでしたが，目標の 150 局

はオーバーしましたので満足しています。 

JA6RIL (C7) 坂井さんと少なくとも 42 局に「JA6RAL はまだ

生きてるゾー」っと生存証明をしておきました hi 

JA6WFM (F7) 集計お疲れさまです。今年も 7MHz で参加しま

したが，参加局数が少なく感じました。コンディションは悪

くなかったと思うのですが。 

JF6NBB (C14) 午前中のコンディションがよく，昼までに自己

最高局数&マルチになりました。 

JF6TWP/6 (F7) 集計お疲れさまです。仕事の合間の参加で

した。 

JG6ICT (C7) 次回も必ず参加します。 

JH6QIL (C14) コンディションは良かったですが，11 時前に

QRT でした。 

JH6TYD/6 (C14) 紙ログですみません。電子メールでの提出，

何度もやり方を読み返し，トライしたのですが・・・断念。6D 

コンテストで初めて試しに送信してうまくいったのですが，

JARL 本部以外のコンテストでは・・・。 

JH6WXF (X7) 集計お疲れさまです。交信いただきました各局 

QSO ありがとうございました。 アンテナ修理に手間取り，

部分参加させていただきました。 

JI6DMN (C7) 野良作業のあいまをみて，ほんの数分間だけ

参加しました。 

JK6JAB (C7) 次回もがんばりたいと思います。 

JL6LTB/6 (F7) 5W 電話，貧弱なアンテナ，短時間でしたが，

そこそこ交信できました。 

JM6FMW (CM) アパマンハムにてアマチュア無線を復活し，は

じめてのコンテストとなりました。 

JR6JHE (C21) 久しぶりの参加に参加しました。 

JA7AEM (CM) 今年も途中外出が何回かあり，フルタイム参加

はできませんでした。 

JA7ERJ (C14) 次回も参加します。 

JA7JEC (C7) 今年も短時間になってしましました，連続参加

が切れないように来年こそフル参加を目標にします。 

JA7LLL (CM) 楽しく QSO できました。 

JA7YCQ (F7)  久しぶりに国内のコンテストに参加したため，

最初は戸惑うこともありましたが，最終的にはとても楽し

むことができ，さらに技能の向上にもつながったかと思い

ます。 

JE7DMH (CM) ハイバンド不調だったけど，まあまあ楽しめた。  

JE7ENK/7 (C28) 短時間ですが，参加させていただきました。 

JI7JIH (C7) 次回もがんばりたいと思います。 

JK7UST (C7) 昨年よりわずかでしたが交信局数,マルチ,得

点ともに上回ることができました。 

JL7NYX (F7) まずまずのコンディションでした。 

JN7FPB (F7) お世話になりました。 

JO7FGZ/1 (F430) 仕事が入ってしまったので，朝のみの参

加でした。 

JO7GVC (C28) 今回は関 Vのときみたいにはいきませんでし

た。もう少し開いて欲しかった・・・コンディション。それでも

楽しめました。 

JO7UIT (F7) 短時間の参加となりました。 

JA8DJY (C14) コンディションがイマイチで，途中でめげてし

まいました。 

JA8NNT/1 (CM) のんびり 参加しました。 

JE8CLT (CM) 集計お疲れさまです。 

JE8KGH/7 (FM) 電話デビュー戦でした。声を出すことに慣

れていないせいか，とても照れました！ 

JH8CLC/7 (F7) 短時間の参加でしたが，楽しませていただ

きました。 

JH8SEG/1 (C7) 充実した 12 時間でした。このぐらいの長さ

のコンテストがちょうどいいです。 

JH8UJI (C14) ご苦労さまです。よろしくお願いします。 



JR8QFG (C14) 時間のとれる範囲で参加しました。 

JA9RT (F7) 次回もがんばりたいと思います。 

JA9DTV/1 (C35) 第１回に参加していました。7Mc のシング

ルバンドでした。今回が２回目の参加です。 

JA9MJR (C7) 新しい機器で楽しんでみました。 

JA9XAT (C7) 家の中(2F)にモービルホイップを立て，各局を

呼んでまわりました。CW なら QSO できるものですね。 

JH9CEN/1 (F50) 移動，QRP での運用でした。今回はあまり

局数が稼げず残念でした。 

JA0BJY (C7) 朝夕の参加でした。 

JA0DVE (C7) 3.5MHz Band は CHECK-Log として提出しま

す。送信コード不備があり修正しました。 

JA0IND/1 (CM) 集計ご苦労さまです。 

JE0JAO (C7) 集計ご苦労さまです！！ 

JE0KBP (FM) いつも楽しみに参加しています。今年は，あま

りコンディションがよくありませんでしたが，何とか 12 時間

のんびりと QSO することができました。集計に当たられる

方に感謝いたします。 

JH0QYS/QRP (C7) ＸＰＯコンテストの開催を毎年楽しみにし

ています。愛・地球博記念コンテストのように 参加証の発

行等コンテストの活性化をしてみてはどうでしょうか？ 

JARL 局の 積極的参加はたいへんよいと思います！また

来年もぜひ参加させていただければと思っております。 

JH0TIS (C7) 7MHz 以外での交信は，チェックログとして，得

点ゼロで提出します。 

JI0VWL (C35) 久々の参加でした(6 年ぶり？)。フルタイム

参加が難しかったため，3.5MHz シングルで部分参加でした

が楽しめました。ありがとうございました。 

JJ0PWQ (F7) 3.5MHz での交信はチェックログとして，得点ゼ

ロで提出します。 

(AR) 

ロ グ 提 出 数 推 移  

2011 年 2010 年 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

電子ログ 391 424 375 319 250 248 219 231 241 176 

郵送ログ 110 144 137 150 136 136 136 158 211 200 

計 501 568 512 469 386 384 355 389 452 376 

電子化率 78.0 % 74.6 % 73.2% 68.0% 64.8% 64.6% 61.7% 59.4% 53.3% 46.8% 

例年コンテスト結果の発表が遅いと おしかりを

受けていますが，今回も遅くなり，申しわけございま

せん。 

ほぼ審査集計が終わりかけたところで，HDD のク

ラッシュに遭い，急遽他の委員が控えていたデータ

を転送してもらい，一からのやり直しでした。 

4 月 1 日発行 の JARL NEWS 春号 には，入賞局

のリストのみ掲載される予定です。 

開催日の天候と電波伝搬だけは，主催者として

いかんとも しがたいのです。もっと思い切って日程

を繰り上げてはとのご意見もいただきました。もと

もと 9 月 15 日(敬老の日だった)は，特別記念局の

嚆矢となった JA3XPO の，半年間にわたる運用を終

えた日に由来していますので，ご了解ください。その 

後，祝日が年によって変わるようになり，開催日だけ

は触りましたが，できるだけシンプルなルールのコン

テストという創案者の思いを守って参りました。 

おかげさまで，上の表に示しますように，回を重ね

るごとに，電子ログの提出率が高くなっています。

郵送ログの過半数が，パソコンで整理し印字されて

いますし，電子メールの環境のある方も多数いらっ

しゃるようです。 

電子ログに挑戦されたが，どうもうまくいかなか

ったという方もいらっしゃいますが，もう一歩という

ところなのでしょう。いつでも，メール等でお尋ねく

ださい。 

【ＪＡＲＬ関西地方本部 コンテスト委員会】 

〒569-1191 高槻北郵便局 私書箱 47 号 

http://www.tcn.zaq.ne.jp/ja3atj/contest.htm 
(コンテスト委員長  JA3QOS 上村 ) 
(当ページ 担当委員  JA3ATJ 坂井 ) 


