
 

JA1CP (C35) 用事でフルタイムの参加ができないため 

7MHz のみエントリーしました。 

JA1KI (C50) 途中から気付いたので、僅かな参加時間で少

得点でしたが一応参加できてラッキーでした。 

JA1CCN (C7) フル参戦はできませんでしたが，楽しませてい

ただきました。ありがとうございました。 

JA1CCX (C7) 初めて電信部門にエントリーします。終日シャ

ックで楽しみました。 

JA1CGN/2 (C7) 参加させていただき、ありがとうございま

した。 14MHz の QSO 分はチェックログとして提出します。 

JA1COP (CM) 楽しめました。 

JA1DCK (F7) 今集計ごくろうさまです。途中 休みを取りな

がらの楽しいひとときを過ごしました。 

JA1DXW (CM) 暑いなか頑張りました。 

JA1HMK (C7) 楽しく参加しました。QRP で頑張ってみました。 

JA1IQK (F7) JARL 本部のコンテスト並みに 7MSSB で全国各

エリアと楽しく交信できました。コンテストナンバーが短い

ので交信がスムーズにできて FB です。 

JA1JRS (CM) 初めての CWでのコンテスト参加です。 

JA1JUR (F7) 今年は参加できてよかったです。 よろしくお

願いします。 

JA1POS (C35) QRP CW 短く低い LW BH の ハンディの中で

運用中。 

JA1SKY (C14) NH8S PEDI.後、静かなバンドとなりました。 

JA1TFJ (C7) ５時間弱の参加でしたがこの時期としては、ま

ずまずのコンディションで楽しませていただきました。 

JA1XMS (C35) コンテストの開催、集計をありがとうござい

ます。 

JE1GZB (C7) 次回も頑張ります。 

JE1HTV (C7) 初めて 7MHzで参加してみました。 貧弱なアン

テナで、 成績は たいしたことないです。 

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。 

JE1PMQ (C144) 今年は、地震後道路が復旧した御亭山から

参加しました。参加局が少ないのか、 私のオペレーション

スキルが未熟なのか、一昨年よりスコアダウンでした。 

JF1ABZ/1 (FM) 楽しむことができました。 
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JF1HNL/1 (F430) 集計 5963 です。 

JF1KWG (F35) 集計ご苦労様です。 

JF1NPO (F7) SSB で交信するのは快適です。 

JG1BGT (CM) 結構頑張ったつもりでしたが、昨年よりダメで

した。 

JG1CMT (C144) 思っていたより参加局が少なく残念です。 

JG1GCO (F7) 今年も、参加することができました。 

JG1HYF (CM) とても楽しく参加できました。 

JG1IEB/1 (F7) 14:00 で QRT したが、それでもたくさんの

局と QSO できてよかった。 3.5MHz は、チェックログで。 

JG1RRH (F50) 初参加でしたが、電信でも電話でも楽しめま

した。 

JG1TVK (C28) 集計、お疲れ様です。三連休でお出かけの方、

台風でコンテストどころではなかった方などで、コンディシ

ョンの割には、参加局が少なかったように思います。  

島さんの CALL を聞くことが出来なくなってしまいました。

ご冥福を 心からお祈り申し上げます。 

JH1CHU/1 (C50) 高原の天気が不安定で撤収時には大雨

でした。でも暑さを忘れて運用ができました。 

JH1DVG (C7) 軒先のＥＨアンテナで参加しました。北海道、

四国、九州はできずじまいでした。 

JH1MTR/4 (C35) 敬老会の行事出席で、マルチバンド参加

は断念しました。 

JI1IIF (C14) アマチュア無線の活性化のためにも、特別局

(記念局)もアクティプにコンテストで CQ を出していただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

JI1RGF/1 (C7) Rig のトラブルがあり、 部分参加になりま

した。 

JI1TJJ (C7) 集計、お疲れさまです。 

JI1TYY (F7) 雑用のあい間の参加でした。 地球博コンテス

トは、参加できませんでした。 

JJ1HHJ (F430) 仕事に出掛けるまでの僅かな時間で、数局

のみ交信していただけました。 

JJ1XQU (C7) 集計ご苦労様です。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) 今年も 3.5MHz CW のみで短時間でしたが、

楽しませていただきました。 

JK1LUY (C35) 所用のため、とりあえず参加のみです。 

JK1NAF (F35) 午後から参加できて、楽しめそうな 3.5MHz

を選んで参戦しました。15 時過ぎから少しずつ呼ばれ始

めました。 秋の ｢ALL JA｣ なのに、年々局数が減少してい

るような気がします。 
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JK1QAY (CM) 今年も頑張りましたが、 結果は いまひとつ

でした。 

JK1SDQ (CM) 自局の QRV 可能な全 8 bands でそれぞれ

最低 2 局ずつの交信を目標としたが、144MHz では 1 局の

みであったのが残念。 

JK1UKQ (C7) 次回も参加します。 

JL1QDO (C7) 台風の影響でしょうか、朝から台風並みの風

が吹き、コンテスト用アンテナが上げられず GPでの参加で

した。その GP も風で揺られて SWR がフラフラ・・・。 

JL1UDM (C14) 各局、有難うございました。 

JL1UTS (F7) 久しぶりに参加し，17 時で脱落しました。 

JM1DQH/1 (FM) 初めて参加させていただきました。 １ エリ

アでは知名度が低く、V/UHFでは参加者が殆どいませんで

した。不安定なコンディションで苦戦しました。 

JM1EKM (C7) 気合いが足らず、 足跡残しだけになってしま

いました。 

JM1SVG/1 (F50) 今年は何故か参加局が少なかったように

思いました。 

JN1BBO (CM) ハイバンドが開けず、 VU も参加局が少なく 

スコアが伸びませんでした。 

JN1ILK (C7) 楽しめました。 ありがとうございました。 

JN1WXW/1 (C7) 今年から再びコンテストの道に戻りました。

目標の 200QSO に届きませんでしたが、この設備で何とか

楽しめることが確認できました。 

JO1EEQ (C35) よろしくお願いします。 

JO1SEF (C7) 朝一番からしっかり運用しました・・・が途中、朝

食・昼食・買い物などに出かけ、中だるみの参加となってし

まいました。しかし、秋に近づくこの頃のコンディションを

体験でき、楽しいコンテストでした。 

JO1UBD/1 (FM) ヘンテナの調整がてら、移動運用をしてみ

ました。 

JO1WIZ (C7) 午前中に 1時間強、午後も 1時間強、計 2時間

半程度の運用でした。 XPO 記念は、生活時間の合間に気

軽に参加できますので、たいへん FB です。 

JO1XEU (C7) いざコンテストに参加せんとキーを操作する

と、SWR はなんと 5 以上!! 汗だくで各部を調査し、自作

の ANT 切替 SW 内のアミ線のハンダ付け不良を発見。自己

責任とは言え、腕の悪さを思い知らされ、コンテストに集中

できませんでした。 

JP1FOS (C7) 集計ご苦労様です。移動して参加予定でした

が前日の天気が悪かったため、自宅での参加となりました。

来年は頑張りたいと思います。 

JP1HUJ (C7) 今年も昼過ぎに用事があり、フル参加はでき

ませんでしたが、一昨年の 179 局を上回る交信ができまし

たので、たいへん満足しております。 また来年も参加した

く思います。 益々の発展を願っております。 

JP1QYO (C7) QRM がたいへんでした。 

JQ1ARQ (C7) CW を始めて１年弱の初心者です。 楽しかった

です。 また来年も参加します。 ありがとうございました。 

JQ1KRT (CM) 短時間でしたが、各局に呼んでいただき楽し

めました。 

JQ1NID (C7) 愛・地球博コンテスト共同企画のほうでもよろ

しくお願いいたします。 

JQ1VDJ/1 (F7) 集計、お疲れ様です。悪天候でしたが、自宅

からは運用できないため、近くに移動してみました。 

JR1BSV (F430) 参加証を作ってください。 

JR1BTG (C21) 次回に期待。 

JR1XNR (F144) 参加局が少なく苦労しました。初めて電子

ログで提出します。よろしくお願いします。 

7K2GMJ (C7) 交信していただいた各局、ありがとうございま

した。 

7L3EBJ (CM) 集計ごくろうさまです、短時間ですが参加さ

せていただきました。 

7L1FFH (F35) 集計ご苦労様です。今年は短時間のみ参加

でしたので、3.5MHz に絞って運用を行いました。7MHzほど

ではありませんが、参加局が多く楽しめました。 

7L3PFH/7 (C7) 楽しめました。 

7M1MCY (C7) 次回もがんばりたいと思います。今度は CQ を

出したいです。 

7M1VUE/1 (F430) 集計 5963 です。今回は、長男の引き立て

役でした！ 

7M3OER/1 (F28) リグが故障し、お昼でリタイア、悔しい一日

でした。また来年頑張ります。集計ご苦労さまです。 

7N1BHO/0 (F7) 9 月とは言え、残暑厳しく 新潟は真夏日で

した。 仕事をしながら、空いた時間で短時間参加。 

8N1CY/1 (CM) 短時間の参加でした。チェックログとして提出

します。 

JA2BCQ (CM) 夕方の２時間しか参加できませんでしたが、気

持ちよく運用できました。 

JA2BHG (C14) コンディションが悪く、14MHz は信号が弱く、

苦労しました。 

JA2HUV (C50) 参加局が少ない。 

JA2KFI (F35) ＸＰＯコンテストに向けて東西方向、南北方向

に各々一本ずつフルサイズアンテナを用意して参加しま

した。 

JA2QVP (C7) 集計ご苦労様です。台風の影響でハイバンド

の ANT が上げられず、7MHz シングルでの参加でした。 

JA2VHO (C7) 昨年に引き続き参加しました。一昨年、昨年の

局数はクリアしました。集計お疲れ様です。 



JE2BOM (F144) 交信していただいた各局、ありがとうござ

いました。 

JE2QBL (F7) カムバックしてから２度目の参加になりました。

去年より少しだけ頑張りました。 

JE2TOC (C7) マイペースで楽しみました。 

JF2CRP (C19) 集計ご苦労さまです。 祝日は出勤日のた

め出勤前にちょっとだけ参加しました。 

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。 

JF2FKJ (F7) 7MHz にて参加しました。 

JF2JFP (F7) ＸＰＯコンテスト参加 初めてです。 次回も今

回よりさらにがんばりたいと思います。 

JF2KWM (F50) 今回は早朝のみの参加となりました。 

JH2CMH (CM) 仕事をリタイアするまでは、フル参加できま

せん。Hi 

JJ2DWL (C35) 毎年のことですが、月曜は仕事なので朝方

のみ約１時間の参加でした。 

JK2BAP (C7) 集計、お疲れさまです。30 分遅刻して参加し

ましたが、その影響か前回より局数/マルチとも減少してし

まいました。終了約３０分前、癖の悪い局に「乗っ取り」を仕

掛けられムッときましたが、仕方なく呼びにまわったとこ

ろ、意外にも未交信局が ７局もいて交信でき「災い転じて

福となす」を地で行った形となりました。 

JK2WSZ/1 (F144) QSO 局数は少ないですが、楽しませてい

ただきました。 

JM2CAN (CM) コンディションがイマイチで HF ハイバンドは

まるで廃バンドでした。 

JM2LSJ (C7) QRP での参加でしたが、数多くの局と交信でき

ました。 

JM2NWF (F7) 初めての参加でした。また来年も参戦したい

と思います。 

JR2EVF (C7) 交信局数がなかなか増えませんでした。参加

局も少なかったような気がします。 

JR2FJX (CM) マルチバンド種目に初めて参加しました。 

JR2KPO (C7) 16 局中 8 局が 1stQSO でした＼(^O^)／ 

JR2MIO/2 (CM) 集計ご苦労様です。朝から 5 時間のみの運

用でした。 

JR2NTC (F35) 集計作業ご苦労様です。雨天で移動運用は

あきらめ、他のことをやっていて、滑り込みセーフの参加

でした。 

JR2TRC (F21) 21MHz で参加しました。 

JR2VRN (CM) 楽しませていただきました。ありがとうござ

います。 

JR2WLQ (C35) 所用の合間での参加でしたが、たいへん楽

しく参加させていただきました。交信いただきました各局、

ありがとうございました。 

8J2NDP/2 (FC) JARL 記念局のためチェックログとして提出

します。 参考スコア 45,762 点でした。 

JA3HC (C7) フルタイム QRV できず、このような結果でした。

最近はあまり波を出していないので、はじめはモタモタで

した。 

JA3AHY (CM) 今年 78 歳を迎えましたが、CQ を出しても聞き

取れなくなりました、残念。 

JA3ATJ (CM) なにかと QRL により，ログ提出が遅くなりまし

た。 8 月に SK された JA3AA 島さん の このコンテスト

に対する思いを継いで，続けて参りたいと思っています。 

JA3ATK/5 (CM) お昼までの参加でした、交信ありがとう。 

JA3BBG (F7) 年々参加局が減ってきている感じです、特に

6mバンド。コンテスト時間を 1H後にズラしては？(朝 6時は

家族に遠慮して出にくい、7 時以降なら許されるかも？） 

JA3BYR (FM) 楽しく参加できました。 

JA3GJQ (C7) JA が少なくなったような気がします。JA の OM

お待ちしています。 

JA3KDJ (F1200) 参加局が年々減少してきている感じです。 

JA3KYS/3 (F50) 集計ご苦労様です。 天気が予想に反し

てよかったので急遽 3 時間参加。 参加局が少なく、早め

に撤収しました。 

JA3LGF (CM) E-log maker をインストールしてもらいました

ので、今回もこの方式で提出をトライします。 受信環境

がよくありませんが、144MHz, 430MHz での CW 参加局が少

なくなっているようで寂しいです。 

JA3QOS (FM) 今年も楽しく参加させていただきました。前夜

の酒宴がたたって，昨年に比べて得点は大幅減です。 

JA3RSJ (CM) 毎年参加させて貰っております。HFの上のバン

ドは今一歩の感じでした。各局 TKS 

JA3VUI (C7) 集計ごくろうさまです。ログの提出が遅くなっ

て申し訳ありません。短時間でも楽しめました。 

JA3YKV/3 (FC) 昨年より VHFでの交信局数が下がりました。

来年は頑張ります。 

JE3GDW (F430) 短時間でしたが，楽しめました。 

JF3EIG (C7) 今年は敬老会の訪問に出向いたため、フル参

加できませんでしたが、スコアは去年を上回ることができ

てよかったです。 

JF3NAO/3 (C50) いつもお世話になります。コンテスト当日

は台風が近づいていたこともあって、参加局が少なかっ

たようです。１１時過ぎには風がかなり強くなってきたので、

あっさり諦めて撤収しました。交信していただいた各局、

ありがとうございました。 



JF3NIM/3 (FM) 久々のＣＷ運用で、コンテスト楽しみました。 

JG3CCD (FM) 初めての電子ログでの提出になります。意外

に簡単だったので、次の全市全郡はリアルタイム入力にて

頑張ります。HFもQSOがありましたが、私にとってホームグ

ランドである 50, 144MHz が静かすぎたのが残念です。 

特に前日がオール岡山コンテストだったためか、岡山方面

からの電波が聞こえなかったのが残念です。 

JG3CQJ (CM) 集計ご苦労さまです。参加局が多く楽しく運用

できました。 

JG3DIX (F7) 仕事でフルに参加できませんでした。とりあえ

ずログは提出します。 

JH3HGI (C7) 午前と午後、少しずつの参加でしたが、楽しめ

ました。 

JH3HWH/1 (F1200) 天気が悪く短時間しか運用できません

でした。 

JH3PTC/4 (CM) 広島市の単身赴任先からの参加でした。 

JH3QCO (FM) ＸＰＯコンテストで楽しい 1日を過ごせました。 

JH3WNZ/3 (C7) QRP 部門を設けてほしい。 

JI3CSH (C144) 台風の影響のためか、特に西方面の参加局が

少なかったように思います。もう少し活気が欲しいですね。 

JI3DNN/4 (CM) 移動先は台風の影響で雨と風が強く、午前

中で引き上げました。 

JJ3CDK (CM) 次回もがんばりたいと思います。 

JK3HLP (CM) 集計お疲れ様です。 今一のコンディションで、

アンテナが心配になるほどの強風でしたが、幸い被害も

なく楽しむことができました。 

JL3PDI/3 (F7) 集計ごくろうさまです。ハイバンドは、 全く

聞こえずじまいでしたが、 7MHz で楽しめました。 

JM3GVH/3 (FM) 山岳移動ランキング、ヤマラン相手ランキン

グのサービスや 非常通信電波伝搬テストを兼ねて運用し

ました。 

JN3ANO (C7) 各局 交信ありがとうございました。 

JN3DMJ (CM) いつものように全て QRP で運用しました。 

JO3NTB/4 (F7) 7MHz 以外は、あまり QSO されていませんで

したので、7MHzで交信しました。びっしりと CQを出しておら

れたので、ひたすら呼びにまわりました。強力な局が多く、

思うほど多くとの局との QSO は難しかったですが、それで

も初めての QSO ができた局も、いくつかありました。 

JO3XKD (F7) 次回もがんばりたいと思います。16歳、電子ログ

で提出しようと思いましたが、やり方が分かりませんでした。 

JP3KPJ/3 (F430) 昨年より少なかったですが、各局との交

信を楽しませてもらいました。 

JR3AAZ (F21) 集計お世話になります。4 回目の参加です。

大好きな 21MHz で多くの方々に QSO していただきました。

今年は、二日酔いでかなり遅刻してしまいました。Ｅスポが

開けず，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。書類に不

備がありましたらお知らせください。 

JR3CNQ (C1200) 集計ご苦労さんです。今年も 1200MHz CW

で運用しました。参加局が 1200 その他のバンドも含めて

少なく感じられました。 

JR3KQJ (FM) 昼前にはハイバンドの CONDX が回復しました

が、気付いた局は少なかったようで残念です。 

JR3NDM (C7) 集計ご苦労様です。短時間の参加でしたが楽

しめました。 

JR3PLZ (F144) 今年も楽しく参加できました。関係の方々に

は、たいへんお世話になりました。 

7J3AOZ (FM) 3エリアでは HFハイバンド～V/U/SHF帯の参加

者が極端に少ないように思います。ルール上で何らかの

考慮をしないと、コンテストとして成り立たないように感じ

ました。 

JA4AVO (F7) いいコンテストでした。 

JH4EYD (C7) 台風の余波でエレメントが揺れて不安定な状

態での参加でした。 

JH4FUF/4 (C7) たくさんの局が出て FB でしたが、途中 県

北の湯原温泉へ家族サービスに行ったので得点の伸び悩

みが・・・・・。集計ご苦労様です。 

JH4JUK (CM) 仕事のため出かけるまでの部分参加でした。 

JH4RAL/3 (C7) いつも集計ありがとうございます。台風の

影響で、お昼が近づくにつれて風が強くなり、公園の樹木

の揺れに少々怖さを覚えるほどでした。 

JH4WXV (C7) 初めてのＥ-ログ提出です。よろしくお願いし

ます。 

JI4JGD (F7) ＢＦなアンテナですが楽しめました。少しです

が提出しておきます。 

JJ4NZO/1 (C7) 今年は家族サービスのため、早朝のみの部

分参加でした。 

JN4PMO/4 (F430) コンテスト当日は仕事のため、コンテスト

終了 30 分前からの参加でした。交信していただいた各局、

ありがとうございました。 

JO4BOW (C7) 全国規模のコンテストのため参加局が多く，楽

しめました。 

JO4CTB (F7) 初参加です。 

JR4CTF (F7) 初めての参加でしたが、短時間の交信を楽し

みました。 

JA5RB (CM) 台風のためアンテナを低くしていたのと、敬老

会の撮影に重なり、余り時間がとれませんでした。 

JA5CBU (C35) 初めて参加しました。朝は１時間しか運用でき

なかったのが残念です。 

JA5EVM (C7) CQ発信午前中は隙間なし。終了まえ CQ，やはり

交信効率よし。 



JA5INF/1 (CM) 取りまとめお疲れ様です。次回も参加しま

すので、よろしくお願いします。 

JA5IVG/5 (CM) 台風で強風のため釣り竿 ANT を下ろすはめ

に・・・（涙）、昼間までの部分参加となりました。交信いただ

いた各局、ありがとうございました。 

JE5EUT (C7) 楽しかったです。これからも参加させていた

だきます。 

JG5DHX (C7) 移動を予定しておりましたが、悪天候のため急

きょ設置場所からの運用となりました。少し消化不良です。 

JI5SAO (F144) 今回は、2m 2 局で終わってしまいましたが、

今後もめげずに続けて参加していきます。 

JR5DPV (F7) 書類を提出するのは今回が 4 回目です。ほと

んど呼びにまわるだけでしたが結構楽しめました。今回は

終了直前 20分間だけ CQを出しました。応答いただいた各

局ありがとうございます。 

JR5PPN (F7) 参加各局お世話になりました。次回もよろしく

お願いします。 

JA6DH (FM) 昨年に引き続き今年も参加しました、コンディシ

ョンがいまひとつで、特にハイバンドは悪かったです。 

JA6HXW (C7) 短時間の参加でしたが、多くの局が出ている

と交信は難しいが楽しくなってきます。 

JA6RIL (C7) 今年もなんとか 50 局との交信ができました。

各局に感謝！ 

JE6HCL (F14) 今年はコンディションが上がらず、QSO数が伸

びませんでした。 

JE6HUR (F7) 台風の影響軽減のため、アンテナを低くおろ

し、TVI 等が心配でしたので、送信電波を CLASS-A の 75W

にして参加しました。 

JF6NBB (C14) 台風の影響もあり、遅れて参加しました。 

JF6YME (F7) お世話になります、集計ご苦労さまです。マル

チオペで参加予定でしたが、結局メンバーが来ずに一人

でオペレートしました。 

JG6JAV (C7) 初参加で楽しめました。 

JH6QIL (C14) 朝一番はよかったのですが、だんだんとコン

ディションが悪くなりました。 

JH6WXF (F7) 集計お疲れ様です。XPO 記念コンテストにて交

信いただきました各局、FB-QSOありがとうございました。  

JN6JIV/3 (FM) 台風の影響か、風が強くて困りました。 

JR6JHE (CM) よろしくお願いします。 

JA7AEM (CM) 目標の 100 局は、達成しました。 

JA7ARW (CM) 短時間の参加でした。ハイバンドが全く聞こえ

ませんでした。 

JA7DNO (FM) ハイバンドのコンディションが、よくありません

でした！  

JA7LLL (CM) 今年も参加できました。 

JA7YCQ (F7) 時間の都合もあり、非常に短時間の参加とな

ってしまいましたが、久しぶりのコンテストを楽しむことが

できました。 運営お疲れ様です。 

JE7DMH (CM) 結構楽しめたけど、ハイバンドは NGだった。 

JE7ENK/7 (C14) 短時間ですが参加させていただきました。 

JH7IXX (CM) 交信いただき、ありがとうございました。 

JH7UJI/7 (F7) これまでタイミングが合わなかったのです

が、今回初めて ＸＰＯ記念コンテストに参加させていただ

きました。思いのほか、コンディションに恵まれて、多くの局

と QSO することができました。 

JH7UJU (FM) 集計審査ご苦労様。約 30年ぶりの参加です。 

JK7UST (C7) 短時間の参加でしたが、楽しめました。 

JN7FPB (F7) 参加できましたので、ログを提出します。よろ

しくお願いします。 

JO7FGZ/2 (F144) 去年は、ほとんど参加できなかったので

すが、今年は予定どおり参加できました。 

JO7GVC (C21) コンディションがいまひとつ ・ ・ 。 聞こえる

ところを呼んでまわりました。 

JR7KGE (FM) 初参加ですが、よろしくお願いします。 

JA8NNT/1 (CM) のんびり 参加しました。 

JE8KGH/7 (F7) 今年はアパマンで部分参加でした。 

JJ8GFL (C14) 久々の参加になります。フルタイムで いろい

ろなバンドで参加したかったのですが、時間の都合及びコ

ンディション(?) の関係から 14MHzだけでの参加でした。来

年もぜひ参加し、たくさんの局と交信したいと思います。 

JR8YLY/3 (CM) チェックログで お願いします。 

JA9RT (CM) 参加賞を希望します。 

JA9DTV/1 (FM) 今回電子ログでの提出をしてみました。 

JA9XAT (C7) 目標の 50 局は達成できました。 

JH9UJB/1 (C50) 所用のため短時間の参加でした。 集計お

疲れ様です。 

JA0QD/1 (C7) 時間帯 06:00～18:00 を、もう少し短時間に

して欲しい。 

JA0BOP (F7) 処理よろしく。 

JA0DVE (CM) 途中からの参加でも，交信数は前年の実績を

上回れました。 

JA0IND/1 (CM) 集計ご苦労様です。 

JE0JAO (C7) フェーン現象のクソ暑い部屋でなんとか熱中

症にならずにすみました。集計ご苦労様です!! 

JE0KBP (C7) 最後の 43 分間だけの参加でした。 

JI0VWL (CM) 所用で細切れ参加でしたが、楽しんで運用さ

せていただきました。ハイバンドのコンディションが非常に

悪く苦労しました。 

JR0ETA (C7) 久しぶりにコンテストを楽しみました。 

(AR) 



ロ グ 提 出 数 推 移  

2012 年 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

電子ログ 454 391 424 375 319 250 248 219 231 241 176 

郵送ログ 71 110 144 137 150 136 136 136 158 211 200 

計 525 501 568 512 469 386 384 355 389 452 376 

電子化率 86.5 % 78.0% 74.6% 73.2% 68.0% 64.8% 64.6% 61.7% 59.4% 53.3% 46.8% 

 

1970(昭45)年3月なかばからの半年間，大阪･千

里丘陵でくり広げられた「万国博覧会」EXPO ’70 

では，サンフランシスコ館の協力を得て，JA3XPO 

局を開設し１日も欠かすことなく連日の運用を

しました。これが JARL にとっても本格的な特別

記念局の先駆けとなったのです。 

この開設に当たっての苦労をされ，会期中 運

用委員長を務められた JA3AA 島 伊三治 OM が，

昨年8月逝去されました。 

「ＸＰＯ記念コンテスト」は，島さんの提唱に

より，翌1971年から始めました。万博閉会の日に

因み 9月15日(現在は敬老の日)とし，ルールはで

きるだけシンプルがよい(当時JARLのコンテスト

はナンバーが長くなる一方だった)，電信部門を

設ける，早寝早起きがよいから06時スタートの12

時間，等々の思いをこめてのコンテスト規約でし

た。その基本的なところは，今も頑なに守り続け

ています。 

お寄せいただいたコメントの中に「参加者が少

ない」「年々減っている」とありますが，ログ提

出局数で見る限りでは，そうとも言いきれません。

もっとも，参加するが書類は提出しないという局

が激減しているのかも知れないですがね。 

また，ハイバンドのコンディションがよくなか

ったとのことは，確かにそうですが，これと天候

ばかりは，主催者として打つ手がありませんね。 

V/UHF 帯のコンテスト参加者が減っていること

も分かります。減っているから QRV してもロスが

という思いが相乗効果となって，ますます減少へ

とつながっているのかも知れません。何か対策の

妙案がありましたら，ご提案ください。 

これからも 故 島 OM のご遺志を継いで，当委

員会では「ＸＰＯ記念コンテスト」を続けたいと

思っています。引きつづきご支援ご協力のほどを

お願い申し上げます。 

 

 

【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 

お問い合わせ先  ： ja3test@jarl.com 

コンテスト委員長 JA3QOS 上村  
  担当委員 JA3ATJ 坂井  


