
 

JA1CP (CM) 今回は逆 L と自作ベランダアンテナで CW マル

チバンドに参加，予想以上に多くの局と交信でき感謝して

おります。 

JA1KI (C7) 途中からの参加で僅かな得点でしたが，今年も

参加できてラッキーでした。 

JA1BYM (F144) 参加局が少なく，あまり交信局数は伸びま

せんでした。 

JA1CCN (F7) コンテストお疲れさまでした。 

JA1CCX (C7) 三連休の最終日，のんびりとコンテストを楽し

みました。自ら CQ を出せるのが次の目標です。来年こそ

は！ 

JA1CRJ (C１４) ありがとうございました。 

JA1DSW (C７) 少ない参加時間でしたが楽しめました。 

JA1GQC (F1200) 皆さん QSO ありがとうございました。  

今回は電信電話 1200MHz にエントリーします。 

JA1HMK (CM) 楽しく参加しました。ありがとうございました。 

JA1IQK (F7) 各地の局と交信できました，交信数が少ない

のですがログを提出します。 

JA1JUR (F7) ご無沙汰していたこのコンテストに，やっと参

加でき，とても嬉しく思っています。どうぞよろしくお願い

いたします。 

JA1OJE/5 (C19) 楽しく参加できました。 

JA1OZT (F35) コンテストを楽しみました。 

JA1TFJ (C7) 9 月のコンテストは，XPO コンテストと決めてい

ます。たくさんの局が出てきて 7MHz CW は 500Hz ごとに

隙間がないほど，にぎやかでした。 

JA1VVH (C7) 超短時間運用でした。 

JA1WSE (F50) 少ししか得点できませんでした。 

JA1YMA (FC) 初めてのコンテストで緊張しましたけれど，と

ても楽しくできました。 

JE1ALA (F28) 集計ご苦労さまです。9 月開催は大阪万博を

記念するうえで「MUST」なのでしょうが， E スポ終了後の

ハイバンド，特に 28MHz は なかなか相手がおらず，２か月

程度前倒しでの開催を検討願います。 
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JE1HTV (C144) 144MHz で参加ですが，21MHz も交信しまし

た。21MHz はチェックログにしてください。 

JE1NGI (CM) 残念ながら，フル参加できませんでした。QRP

種目はないけれど，敢えて QRPで参加してみました。 

JE1PMQ/1 (C144) 昨年は台風で移動運用を断念しました

が，今年は移動運用で頑張りました。 

JF1ABZ/1 (FM) 楽しく参加できました。 

JF1HNL/1 (FM) 集計ご苦労さんです。局数が少ないけど，

LOG を提出いたします。 

JG1BGT (C7) CW が好きです． QRP はもっと好きです。

http://kurobe3463.blogspot.com/ 

JG1CFO (F14) 休憩たっぷりで，楽しく運用しました。 

JG1GCO (F7) 今年も参加できました。 

JG1IEB/1 (F7) 今年は移動して参加することができました。

昨年は台風のため，自宅からの参加でした。 

JG1LZY (FM) コンテスト開催，ありがとうございます。 

JG1TVK (C28) 集計お疲れさま。そこそこ参加局があり 楽

しく参加した。開けはしなかったが，時折 スキャッタが出る

ようで，ある意味 席を離れられなかった。久々に多数の局

とできた。 

JH1CHU (C35) Condx が，いまいちでしたが 楽しめました。 

JH1KRE (C7) 楽しかったです。来年もぜひ参加したいです。 

JH1MTR/4 (C35) 敬老会の行事参加でマルチバンドは NG。 

JH1OES (F1200) 1200MHz を少しでも賑やかにできればと

思い 参加しました。 

JH1RVN (C1200) 小学 6 年生です。用事があったため，少し

の時間しか参加できませんでした。 

JI1IIF (FM) 8N150KC が，アクティブに CQ を出していて，と

ても好感が持てました。「アクティブに運用しない記念局

に怒りの鉄拳を!」キャンペーン実施中! 

JI1LHT (C7) 午後からの参加となりましたが，楽しめました。 

JI1TYY (FM) 雑用の合間を縫っての，お声がけ参加となりま

した。 

JI1VAH (CM) ハイバンドがさっぱりでした。 

JJ1VPV/1 (F7) 久しぶりのコンテスト参加。移動設置のトラ

ブルで，出足が遅れたのが悔やまれる。 

JJ1XQU (F7) 集計ご苦労さまです。 

JK1DMT (C35) 今年も夕方のみ，3.5MHz で楽しませていた

だきました。 
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JK1DTK (C50) 短時間でしたが，参加できて満足です。 

JK1NAF (F21) 部分参加でしたが，今ひとつ QSO 数が伸びま

せんでした。スキャッターもそれなりに出ていたようなの

ですが｡｡｡ 

JK1QAY (CM) 今年は軽めの参加でした。 

JK1UKQ (C7) 次回も参加させていただきます。 

JL1BHN (C7) 楽しませていただきました。 

JL1LOF/1 (F7) 交信したすべての局がポイントとなり，

とても楽しませていただきました。 

JL1UDM (C28) 各局，ありがとうございました。 

JM1EKM (CM) 思っていた成果が上がりませんでしたが，楽し

ませていただきました。 

JM1HUX/2 (CM) 熱中症を用心して山中へ，でも雲りで

涼しかった。Hi 

JM1LRA (CM) 集計お疲れさまです。 

JM1SVG/2 (F50) 風もなく，移動しやすい日でした。 

JN1BBO (C19) 3.5MHz は,チェックログでお願いします。 

JN1ILK/1 (C7) いつもありがとうございます。たいへん楽

しく運用できました。来年も参加したいと思います。 

JN1KWR/1 (CM) 楽しませていただきました。 

JN1VXT (C21) 台風の最中の参加でした。 

JO1EUJ (C7) 私は三連休，家内は日曜日のみ休み。家事の

合間の運用で 30QSO。昨年の三倍です。(私にとって XPOコ

ンテストでは過去最高得点かも) 参加することに意義が

あるです。 

JO1WIZ (CM) 今年は，100QSO を目標に頑張ってみまし

た。敬老の日の開催は，参加しやすいです。 

JO1XEU (C7) パソコンを所有しないので，電子ログを送る

ことができず，心苦しく思っております。目標の 100QSO 30

マルチなんとか達成してホッとしています。そのあと，その

分提出書類の作成の苦しみ(楽しみ?)を 味わうことがで

きました。 

JO1YKX (CC) 次回も参加しますので，よろしくお願いします。

総得点が表示されませんが，このまま送信します。 

JP1FOS (CM) 集計ご苦労様です。短時間の参加で残念でし

た。来年は頑張りたいと思います。 

JQ1ARQ (C7) 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。 

JQ1NGT (C1200) 1200MHz 電信は，参加局が極めて少な

かった。 

JQ1TIV (C7) たいへん賑やかで楽しい コンテストでした。 

JQ1VDJ/0 (F7) 集計，お疲れさまです。長野県の山の中から

参加しました。 

JR1BTG (C21) コンテスト集計ご苦労様です。 

JR1BFZ/2 (C35) 数年ぶりに参加させていただきましたが，

たいへん興奮できました。 

JR1BQJ/1 (F7) 結構マルチが増え，途中から 1day 

WAJA を目指しながらやったのですが，残念ながらで

きずじまい。 しかし，満足しています。 

JR1MEG/1 (F7) 電信は混信で何度も聞きなおし受信に苦

労しました。電話の参加者が少なく感じました。 

JR1UJX (CM) アパマンハムです。全て 5W 以下にて交信しま

した。 QRP には少々辛いコンディションでした。 

JR1XNR (F144) 集計作業ご苦労様です。特に 2mは CQを出

しても空振りが多かったですね。楽しめた数時間でした，あ

りがとうございました。 

JS1SDU (C7) 集計お疲れさまです，XPO 記念コンテストには 

初めて参加しました。 

7K4VPV (FM) 集計お疲れさまです。今回初めてマルチバン

ドで出てみましたが結果は・・・。 

7L1FFH (C35) 集計ご苦労さまです。短時間でしたが参加さ

せていただきました。 

7M1VUE/1 (FM) 集計ご苦労さんです。局数が少ないけど，

LOG を提出いたします。 

7M3OER/2 (F50) １エリアからの参加が少なくてがっかり。

でも，３エリアからの CQ が終日伊豆半島に聞こえていて，

感激でした。 

8N150KC (FC) 8N150KC は，国分寺市制 50 周年記念局です

が，JARL 局ではないので，このログはチェックログではな

く，通常エントリーのログとして扱ってください。 

JA2ANR (C7) コンテストを楽しませていただきました。 

JA2HJP (CM) ２回目の参加でした。点数は少ないですが， 

よろしく。 

JA2HUV (C50) 集計作業ご苦労様です。 

JA2NGN (C35) 楽しませてもらいました。ありがとうござい

ました。 

JA2QVP (CM) 集計ご苦労様です。 

JA2UNS (F50) 楽しく参加させていただきました。 

JE2BCG (C19) 愛・地球博記念コンテストも参加します。 

 



JE2BOM (F50) 交信していただいた各局，ありがとうござ

いました。 

JE2QBL (F7) 朝早起きしてスタートから参加しました。 

JF2CRP (C19) 集計お疲れさまです。仕事の関係でなかな

か参加できませんでしたが今年は初めてフル参加できま

した。 

JF2FIU (CM) 昨年は台風が "直撃”して停電により強制 QRT

でしたが，なんとかリベンジをかけてQRVしました。QSOして

いただいたすべての局に感謝します。 

JF2FKJ (F7) 40m にて参加!! 

JF2JFP (C7) XPO 記念コンテストで QSO いただいた各局，あ

りがとうございました。 

JF2KWM (C7) 集計ご苦労様です。家族とのマッチングをし

ながらの参加でした。あと１つマルチが欲しかった。" 

JG2CNS/3 (C14) 事務局，集計お疲れさまです。僅かです

が，足跡だけでも残しておきます。 

JG2YER (C7) 社団局ですが，シングルオペで参加しました。 

JI2IWB (F7) フィ～バーしたぜ，イェーッ 

JI2VLM (FM) 局数は少ないですが楽しめました。 次回も 

よろしくお願いします。 

JJ2DWL (C35) 例年のことですが，製造業は普通 月曜が出

勤日ですので，朝 20 分ちょっとの参加でした。 

JK2BAP (C7) 集計，お疲れさまです。コンディションが良く

なかったのでマルチが伸びないのと，シツコイ妨害（短点

連続）局が暴れ回って，たいへん迷惑を受けました。また，

早く 7MHz CW コンテストバンドの拡大を実施してもらいた

いものです。拡大が実施されたら新しい RIG でも買おう

かなと思う方が結構いらっしゃるのでは？，どうでしょう

JAIA さん！。 

JK2RCP/1 (FM) アンテナ調整を兼ねて参加させていただ

きました。 

JK2VOC (FM) 少しだけの参加でした。 

JK2WSZ/1 (FM) 久しぶりの無線。知人の局を少しだけ応援

する程度のつもりが，力が入りました。HiHi 

JM2CAN (CM) HF のハイバンドが今一つ，7MHz メインのコンテ

ストでした。 

JM2LSJ (CM) QRP でコンテストを楽しんでおります。 

JR2BOF (C50) コンディションがそこそこで楽しめました。 

JR2FJX (CM) 初めて U/Vバンドにも出ていたら，昨年より局

数が減ってしまいました。 

JR2KPO (FM) 全て呼びに回りでの交信です。14MHz で北海

道の局とたくさん交信できたのが収穫。21MHz もワッチし

ましたが，残念ながら何も聞こえませんでした。 

JR2MIO/2 (CM) 私用のため，朝方のみの参加でした。 

JR2NTC/2 (C7) 集計作業，お疲れさまです。どうもアンテナ

の接触不良です。あえなく途中でリタイアです。自宅に帰

って，点検・修理します。 

JS2KHM (C7) 200 局を超すことができました。 

JS2PHO (C50) 移動できず自宅から少しだけの運用でした。 

JA3ATJ (C19) フルタイムの参加ができる状況ではなくて，

最後の２時間ほどの参加になりました。 

JA3ATK/5 (CM) 交信ありがとう，来年も元気でお逢いしま

しょう， 

JA3BBG (F7) 7MHz の空中状態は最悪，今までの中で最も悪

いコンディションで，参加する意欲がなくなりました。 

JA3GJQ (C7) 各局，ありがとうございました。 

JA3HLX (C7) 数十年ぶりに，のんびりと楽しみながらサー

ビス精神で参加しました。 

JA3JND (C7) 二年ぶりの参加でした。 

JA3KDJ (FM) 勤務日でしたので，運用時間が短く残念でし

た。 

JA3KYS/1 (F50) 集計ご苦労様です。 天気は良かったです

が参加局が少ないように思えました。短時間参加し楽しみ

ました。 

JA3LEB (C7) 集計ご苦労様です。 

JA3OLO (FM) 久々の参加でしたがコンディションが今一つ

でした，次回はがんばります。 

JA3PIU (F50) 参加時間が少なかったためか，天候が良か

ったのに，参加局数が少なく感じました。 

JA3PYH/3 (F7) 7MHｚのコンディションがあまりよくありませ

んでした。 

JA3QOS (F50) 今年は 50MHz バンドにエントリーします。144

と 430はチェックログです。オールバンドでの運用に比べる

と少し時間を持て余すように感じました。 

JA3QVQ/3 (F7) 最近コンテスト参加者が少ないので，穴埋

めのつもりでログを提出します。 

JA3RAZ (C50) これで精一杯です。次回もがんばります。 

JA3SSB/1 (F7) コンテストに参加させていただき，楽しい休

日のひとときを過ごすことができました。ありがとうござ

いました。73's 



JA3TUP (F7) プチ + SS+WF+ZA でも 50W では，刃が立ちま

せん。 

JE3VOK (C144) 430MHz でも交信しましたが，144MHz に提出

します。430MHzで交信した局のデータも記載していますが，

得点とマルチの計算には入れておりません。 

JF3AND/2 (F50) 時間があまりありませんでした。次回もが

んばりたいと思います。 

JF3EIG (F7) 今回 はじめて電信電話部門に参加しました。 

JF3NIM (F7) 少しの時間でしたが楽しめました。 

JG3CCD (FM) 久しぶりの記念すべき１５日開催ですね。この

日にコンテストに参加できたことはとっても喜ばしいこと

であります。コンタクトできた局数は，あまり多くはありま

せんが。 

JG3CQJ (CM) 集計ご苦労です。参加局が多く楽しく運用で

きました。 

JG3DOR/3 (F430) 集計お疲れさまです。JARL 関西地方本

部主催のコンテスト（関西 VHF と XPO）は，結果発表が若干

遅いですね・・。 

JG3IHE (C7) いつものように細切れの参加でした。 

JG3LTE (F21) 参加局の少ないバンドですね。この時期は

コンディションがいまいちのようです。 

JG3SVP (CM) 各局，交信ありがとうございました。 

JG3TXD (F35) コンテスト結果送付希望 

JH3CCT (C50) 集計お疲れさまです。交信いただいた皆様

ありがとうございました。 

JI3CJO (F7) 近距離伝搬のコンディションが良く，楽しめま

した。 

JI3CSH (C50) 気候に恵まれましたが，行楽シーズンと重な

っているためか，参加局数が少ないように感じました。 

JI3DNN/4 (C7) フルタイム参加が，できませんでした。 

JJ3FDB (F50) 私は，Linux ユーザーで E-LOG Maker が使

えませんので，JARLコンテスト 電子ログサマリー作成ペー

ジ V2.32 を使いました。手順は，(1)コンテストの種類を

「その他」にすること，(2)コンテストの名称を XP0.cfgに沿

って入力，(3)提出先メールアドレスの欄に自分のアドレスを

記入，(4)参加部門および種目などを XP0.cfg に沿って入

力，(5)残りは E-LOG MAKER と同じ手順を踏みます。次に，

電子ログ作成をクリックして確認画面に進み，自分宛ての

メールを送信します。これでパソコン版 E-LOG MAKER で得

られるテキストがメールになって手元に届くので，内容的

には事務局にそのまま転送できます。そのメール転送手順

ですが，宛先をXP0.cfgに沿って直し，件名から FWD: を削

除して自局のコールサインだけ残して転送。今回はこの手

順で提出に至りました。参考になれば幸いです。 

JJ3SBG (FM) 短時間でしたがコンテストを楽しみました。 

JK3RHX (C7) 運営お疲れさま。楽しませていただきました。 

JK3TJM (F7) 常置場所からの運営でした。 

JM3DUR (CM) 久しぶりで参加できました。ありがとうござい

ました。 

JN3ANO (C7) 各局，交信ありがとうございました。 

JN3DMJ (CM) 集計ありがとうございます。1.9～144MHzでの 

6 バンドの CW にて，いつものように全て QRP で運用しまし

た。50, 144MHzの全部と 7MHzの 67％，14MHzの 67％は，QRP

自作機計 5 台で運用しました。QSO いただいた各局ありが

とうございました。QRP 種目を作ってほしいです。 

JN3GFS/3 (F430) ありがとうございました。たい

へん楽しく交信させていただきました。 

JN3WPH (F7) マルチが少なかったのが残念でした。来年も

楽しみにしています。 

JO3AGQ (C7) 楽しく参加させていただきました。交信いた

だいた各局，FB な QSO ありがとうございました。 

JO3NTB (C7) 用事があり，短時間での参加となりました。昨

年に引き続いての参加です。多くの局が 7MHz に出ておら

れ，賑やかだったので嬉しく思いました。ようやく 26～27

の速さで QSOできるようになりました。CWは，短時間で多く

の局と QSO できるので，多忙なときでも助かります。 

JO3RUL (F7) 今回は 7MHz バンドでの参加で，マルチを増や

すことができました。 

JO3VUQ/3 (F1200) 集計ご苦労様です。暑くもなく寒くも

なく，いい天候に恵まれ楽しませていただきました。移動

局が少なかったように思います。" 

JP3HQR (FM) 当日身内の葬式が入り帰省，出発までの短時

間で 3 局交信できました。 

JR3AAZ (F21) 集計お世話になります。 6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。

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。

不備がありましたらお知らせください。PS.ほとんど CQ は

出さないのですが，バンドが空いていると CQを出すように

しています。 

JR3KQJ (FM) 今年は午前中に外せない用件があり，午後に

なって ゆっくりと楽しみました。 



JR3NDM (CM) 集計ご苦労さまです。お相手いただきました

各局，ありがとうございました。 

JA4AQG (F144) 交 信 局 数 が前 年 より少 なくなりまし

た。来年は交信局数が，もっと多くなるように頑張

ります。 

JA4BDY (CM) 21 ・28MHz が寂しかったです。 

JA4COF (C19) 初めて参加しました。よろしくお願い

いたします。 

JA4HIX (C19) 何 年ぶりかの参 加 でした。短 い時 間

でしたが，楽しませていただきました。 

JA4TUJ (C7) コンテスト楽しめました。 

JG4IBI (F7) 集 計 ご苦 労さまです。よろしくお願い

します。 

JH4EMK (F7) 交 信 局 数 は少 ないですが，ログの提

出をします。 

JH4FUF/4 (F14) 単 身 赴 任 先 へ の 移 動 の た め ，

14MHz の CONDX が久々に良かったのにフルに参加

できず残念でした。集計ご苦労様です。 

JH4JUK (CM) 出勤前の短時間の参加でした。 

JH4RAL/3 (CM) いつも集計ありがとうございます。 

JH4SMT (C50) 常置場所の軒先空中線から 0 エリ

アと交信でき感動でしたが，最後まで県内参加局

の信号を聞くことができず少し残念でした。 

JL4TTY (C7) 初めてコンテストに参加しました。よろ

しくお願いします。 

JR4CZM/5 (CM) 今年も移動せず自宅から HF は釣

竿 ANT，VU はモービルホイップで運用しました。弱

い波 を拾 っていただき有 難 うございました。昨 年

ほど居眠りをしなかったので，得点は昨年より UP し

ました。 

JA5CBU  (C35) 楽しいコンテストでした。  

JA5DVK (CM) 短時間でしたが，参加させていただき

ました。 

JA5IVG/5 (C7) 集計ご苦労様です。ちょこっとだけ

出ました。交信いただいた各局 ，ありがとうござい

ました。 

JG5DHX/5 (C7) 最 近 あまり無 線 に出 ていなかった

ので，久 しぶりに思 う存 分 楽 しめました。 SSB の 

3QSO は，チェックログとしてください。" 

JI5SAO (F430) 昨年は，休日出勤になってしまい残

念ながら１局もできませんでした。今年も休日出勤

になりましたが，参 加 だけはしました。今 後 も参 加

していきますが，コンテスト時間をもう少し増やして

欲しいです。 

JR5PPN (F7) いつもお世話 になります。 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) 毎年参加しています，21 ・28MHz が ほと

んど聞こえず，マルチが増えませんでした。 

JA6HXW (C7) 朝 １時 間 ほどの交 信 でした。さすがに

参加局が多い！ 

JA6RIL (CM) 今 年 も参 加 できました！ このコンテ

スト始まった頃は私も 30 歳代 ，来年も参加できま

すように・・・ 

JE6HCL (F14) 今 年 はコンディションも良 く，自 己 ベ

ストを更新できました。 

JF6TWP/6 (C7) 集 計 お疲 れさまです。仕 事 の合 間

に参加しました。よろしくお願いします。 

JH6QIL (C14) コンディションが良く楽しめました。 

JK6UET (F7) 集計ご苦労様です。 

JM6EKY (C14) 初 めて参 加 しました。次 回 も参 加 し

ようと思います。 

JR6JHE (CM) 今年は，21MHz でもできたので少し点

数が増えました。とりあえず目標の 200 局を達成

できました。 

JR6KBF/6 (C7) 短 時 間 の参 加 となりましたが，QRP

でもたくさんの局と QSO できました。寝坊してしま

ったのが悔やまれます。 

JA7AEM (CM) 途中 外出したため，フルタイム参加は

できませんでした。 

JA7ARW (C14) 短 時 間の参 加でしたが，ログを送付

します。 

JA7KPI/7 (CM) 初 参 加 です。前 日 のオール秋 田 の

返礼のつもりで，ハイバンドで少しだけQRVしました。 

JA7LLL (CM) 今年も参加できました。 

JE7ENK/7 (C14) 短時間ですが，参加させていただ

きました。 

JH7IXX (CM) 交信いただきました皆さま。コンテスト

係の皆さん，ありがとうございました。 

JI7OED/7 (C7) 早期の結果発表をお願いします。 

JE8IAS (C14) 初めてですが，参加できて良かったです。 

JE8NTJ (CM) 楽しく参加しました。応答いただいた たくさ

んの皆さん，ありがとうございました。 



JH8CLC/7 (C28) 3.5/7/14MHzバンドはチェックログです。 

JH8PNE/1 (C144) 集計お疲れさまです。3 エリアとできな

く残念です。 

JJ8GFL/1 (C7) 合間 合間での参加でしたが，久々に楽し

ませていただきました。来年も，ぜひ楽しみにしておりま

す。 

JK8PBO (C14) 係の皆様 集計お疲れさまです。初参加で

す。フルタイムで楽しませていただきました。 

交信していただいた皆様ありがとうございました。" 

JM8DKR (FC) マルチオペで楽しませていただきました。 

来年は入賞を目指して頑張りたいと思います。 

JR8PWJ (F7) 貧弱なアンテナでの参加でしたが，楽しめま

した。 

JA9MAT (CM) 各局，お相手おありがとうございました。 

JA9XAT (CM) チェックログ代わりにマルチバンドで出しま

す。今年も参加できて良かった。 

JR9POO/1 (CM) 茨城県のフィールドで，QRP 5W で参加しま

したが，1st QSO の局が多く楽しい CONTEST でした。 

JA0BOP (C7) よろしく処理願います。 

JA0DVE (FM) 楽しめました。 

JA0AUF (F7) お声掛け専門で，適当な時間をあてました。

いつものことながら，ANT 設備の差を感じました。それでも

そこそこ楽しめました。HAMLOGの整理の都合上，QTHはコン

テストといえども，正しいコードでアナウンスしてもらえる

と助かります。件名だけでは，カード発行の申出をを受けて

局名録を繰ってみると，掲載されておらず・・・で，せっかく

の交信証が満たされない感じ。コンテスト中に聞き返して

いますが・・・。 

JA0IND/1 (CM) 集計ご苦労様です。 

JA0NFP (F7) 楽しめました，次回も参加したいと思います。 

JA0QD/1 (C7) 九州エリアが入感していて，楽しかった。ル

ールが単純・明快でスッキリしていて好感が持てる。 

JE0JAO (C7) 楽しみました。集計ご苦労様です!! 

JG0EXP (C7) 強いパイルもなく，パワーの少ない局として

は楽しめました。８エリアがったく聞こえなかったのは風で

ダイポールが回転したためか。楽しいコンテストありがと

うございました。お相手に Gud call 言われました。 

JH0QYS (F7) このコンテストの開催を毎年楽しみにしてい

ます。HF 帯のコンディションが昼前後から夕方近くまで悪

い状態でした。 CU AGN！ VY73! 

JH0RNN (CM) 人がいませんでした。 もっと盛り上がると

良いですね。 

JR0ETA (C7) 部分参加でしたが楽しめました。 

 

ロ グ 提 出 数 推 移  

2014 年 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

電子ログ 465 388 454 391 424 375 319 250 248 219 231 241 

郵送ログ 64 63 71 110 144 137 150 136 136 136 158 211 

計 529 451 525 501 568 512 469 386 384 355 389 452 

電子化率 87.9 % 86.0 86.5 78.0 74.6 73.2 68.0 64.8 64.6 61.7 59.4 53.5 

2003 年 電子ログ提出を採用  

第44回 ＸＰＯ記念コンテスト への ご参加ありが

とうございました。 

結果の発表が遅すぎる と お叱りを受けながら， 

今回は 諸般の事情で，さらに一段と遅れてしまい， 

深くお詫び申し上げます。(入賞局は JARL NEWS 春号 
p.110, 総合順位表 は 5月9日 Web に掲載) 
2013 年は，台風に見舞われた影響で，参加局数が落

ち込みましたが，おかげさまで 今回は 2012 年並みに

復帰できました。 

今年 2015年は 9月 21日「敬老の日」に開催します。 

時期を早めてはとのご意見もくださっていますが， 

EXPO 70 (= JA3XPO) 閉幕の日を記念しておりますので，

ご了解のほどを お願いします。 (休日が 9月15日に

固定しなくなりましたが) 

【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 


