
2019 JAG QSO パーティー＆コンテスト コメント集 

 

◆ コンテスト部門 

〇 会員局 電話部門 

・JA1DTS(#1507) 仕事のあいまに参加しました。メンバー局とも交信出来楽しませてもらいました。 

次回も参加したいです。集計作業ごくろう様です。 

・JG1IEB(#137) 最終日は自宅からも参加しました。 

・JJ1XQU(#1449) 孫が遊びに来ていて合間合間の参加でしたが楽しかったです。 

・JK1SMY(#1516) コンディションがあまり良くなかったようですが、楽しめました。 

        局数は少なかったようです。集計作業、ご苦労様です。 

・JQ1OKU(#1381) 今回のパーティ&コンテストは、メンバー局が多かったせいか、とても楽しく参加できました 

・JA2GVQ(#906) このコールサインの運用は少なくなりましたが、移動に使用していますので、聞こえましたら 

声をかけてください。 

・JA2PDO(#66) ４年ぶりの参加でした。ふだんも電波が出せるようがんばります。 

        今年はなかなか参加者とは声の交換ができなかったです。73 

・JH2SGC(#1360) 台風 15号でアンテナがやられました。W-735が運用できなく、７メガのみでの QSO でした。 

コンディションが良かったのがせめてもの救いでした。 

        冬には孟宗竹を切り、正月にはよい初 QSO 出来ますように…。 

・JI2EQL(#1568) 土･日ともに用事があり限られた時間での参加でしたが、多くの JAG メンバーとつながり、楽 

しく過ごせました。 

・JR2NRP(#1482) 屋根裏部屋のシャックもやっと秋らしくなってきました。今年も透析治療の合間をみて、また 

3 回の腎臓ガン手術も克服出来楽しく参加させて頂きました。 

・JA3HC(#156) 1.9MHZと High Band は聞こえず。 

・JO3RUL(#1555) 今回はクラブ局 JQ1ZPH とも交信が出来ました。 

・JA4KCG(#46) 皆様、お疲れさまでした。 

体力を考えてステッカーだけでも良いかと考えていましたが、途中からやはりコンテストに参 

加と考えが変わりましたが昔の若さはありませんね…疲れた！ 

・JH4DGN(#775) ある日ワイヤーアンテナが同調しなくなりました。翌日大雨が降りました。 

        ところがアンテナが同調する様になりました。火山灰がアンテナに積もっていたのが原因のよ 

うです。最近車が汚れて困っています。 

・JL4QGE(#1429) 久しぶりに 2 日間参加出来ました、最近コンテストにフル参加出来ませんが、フル参加出来た 

事に嬉しく思いますが、コンディションが今いちでした。また参加します。 

・JL4TTY(#1422) 何時ものことながら、会員の参加が少ないので寂しいですね。もっと賑やかにやりたいですね 

～。一日でも、都合を付けて参加しましょう。  

・JF5FWZ(#1019) コンデションが悪い中交信頂いた各局有難うごさいました。 

・JH5GEN(#586) コンディションも良く、コンテストを楽しめました。 

・JR5PPN(#828) いつもお世話になります。 稲刈りの真最中でので、少ない交信局数ですがログを提出します。  

次回も楽しみにしています。 

・JA6QCG(#908) 次回もがんばりたいと思います。QSO いただいた局長様有難う御座いました。 



・JG6JMQ(#892) 今年も、町内の行事や仕事で時間が限られましたが、 土・日曜ともコンテストに参加出来まし 

た。コンディションの悪い中、ちょっと頑張って、それなりに楽しめました 

・JG6TXW(#653) 100局↑で満足！交信していただいた局 TNX 

・JI6OXK(#847) コンテスト期間中あちこちでパイルが起こっていたのは、遠い昔の話になってきたのかな？ 

・JR6IGU(#364) 144MHZでＢＶ７ＹＡ／８とＢＶ４ＡＰと６月２日ＱＳＯできました。 

144MHZで４エンティティーとなりました。もっとＱＳＯできるところがあるかと思うのでもっ 

とがんばります。 

・JE7BNP(#717) 時間があったので楽しめました。来年も宜しくお願い致します。 

・JL7NYX(#1358) 今年も参加出来ました。 又楽しく QSOできましたアリガトウ御座いました。  

・JA8IBU(#1462) お世話になります。ようやく参加 10 回となりました。 

・JF8BRH(#972) 7MHz のコンデションと闘いながら何とか今年も参加できましたが、集中力が持続できませんで 

した。 

・JK8IQN(#1424) コンディションの変化が早く NG でした、交信局数伸びず。 

・JH0ALH(#1268) 思ったより局数が伸びたがしかしメンバー局とはあまり交信できなかった。 

 

〇 会員局 電信部門 

・JG1IEB(#137)  相変わらずコンディションが悪かったです。 

・JJ1XQU(#1449) 孫が遊びに来ていて合間合間の参加でしたが楽しかったです。 

・JL1CGT(#762) 短時間の参加でしたが、楽しめました。ありがとうございました。 

・JH5GEN(#586) コンディションも良く、コンテストを楽しめました。 

・JI6OXK(#817) 6 日のみの参加でしたが、JQIZPHが電話・電信共にとても強力に入感していました。  

・JA7TJ(#160)   コンテスト集計御苦労様です。コンテストでは会員局にも会えて楽しく過ごせました。 

・JI7FBM(#1457) 開催時間の短縮を希望します。24時間以上やる必要性があるのでしょうか？ 

・JA8AJE(#1416) 一般局も RST だけでなくコンテストナンバーらしき何かを送るようにしたほうが、 

コンテストの感じが出ますが。 

・JG8QXB(#1052) YLのコンテストと混乱していて、どちらに力を入れるか自信無くなってしまった。            

 

〇 一般局 電話部門 

・JA1JUR  今年も参加できてよかったです。よろしくお願いいたします。  

・JE1ENI  今年も 10局以上交信が出来参加することができました。次回も楽しみにしております。あり 

がとうございました。 

・JJ1NNK  今回で 10回目の JAG コンテスト参加となりました。毎年楽しみに参加しております。  

・JI5SAO  本年度も移動には行く事ができませんでしたが参加だけはしました。今後も参加していきます。 

・JH8CLC  次回もがんばりたいと思います。 

・JH8XTE  次回も参加したいと思います。 

・JA0DVE  楽しめました。 

 

 

 

 



〇 一般局 電信部門 

・7K1JFM 次回も参加したいと思います。 

・7L3EBJ  集計ご苦労さまです、短時間だけですが参加させていただきました。 

・JA1GTF  FB なコンテストでした。CU 

・JE1NVD 集計ご苦労様です。 海外局を含むマルチ不正およびパーティー部門参加と思われる局は得点をゼロ 

にしました。 

・JF1EPL  初めての参加ですが、楽しめました。コンテストとパーティーの違いが、今一つ混乱してしまいまし 

た。 

・JF1GZZ  楽しめました。 

・JI1NZA  僅かですが QSO できましたのでログ提出致します。有難うございました。 

・JJ1BLC  初めて参加しました。所用があり、きわめて短時間かつとびとびでした・・・ 

・JJ1CWR  2回目の参加です。少しですが送ります。 

・JF2FIU  QSO 頂きました各局ありがとうございました。 

・JL2OGZ  用事があって出かけている途中にモービルから参加しました。集計など大変だと思いますが、よろし 

くお願いします 

・JA3JM  現在インターネットへ接続できませんので紙ログといたします。   

・JJ3CDK  年齢は 75歳です。 

・JO3UCS  次回もがんばりたいと思います。 

・JH4JUK  今年も何とか参加シール獲得できる局数になりました。 

・JM4KHC  初めての参加でしたが楽しませてもらいました。 

・JG6OZC  集計お世話になります。 

・JR6JHE  初めて参加しました。よろしくお願いします。 

・JE7MAY  いつもは FT8での交信が多くなりましたが、秋田コンテストには CW で参加します。 

・JR7KVA  ありがとうございます。 

・JH8CLC  次回もがんばりたいと思います。 

・JH8GEU  おなじみの局と楽しく交流できました。 

・JK8PBO  係の皆様、集計お疲れ様です。交信くださった各局 ありがとうございました。 

・JA9XAT  集計ご苦労様です。 

・JA0DVE  楽しめました。 

 

 

◆ パーティー部門 

〇 会員局 電話部門 

・JG2QPK(#473) 今年も仕事のため、時間のある限り参加させていただきました各局 QSO 有難うございました。 

・JH2KQR(#1021) 事務局ご苦労様です。参加各局お世話になりました。 

・JH3MKP(#1536) 今年も 2 日間のフル参加が出来ずに、パーティ部門での参加になりました。 

・JH3QED(#1174) コンテストに取り組もうと思いましたが、5 日は孫の運動会、6日は自治会の行事がありダメ 

でした。用事が減るであろう 4・5年先は自分自身のことが心配です。 

・JR3OXZ(#419) 近畿の 2m コンテストと重なり､JAGパーティーのこと飛んでおりました。はずかしいです。 



・JA4FDZ(#1540) 今年も参加できました。 

・JK7QVE(#1471) 初日のコンディションはイマイチ、午後以降は予定が有り出かけ、最終日タ方以降からコンデ 

ィションが良かった様で、OMの会員局や 1stの会員局と QSO が出来ました。 

・JA9GPG(#92) 先に用事を入れてしまい、短時間の参加となりました。 

 

〇 会員局 電信部門 

・JH3MKP(#1536) 今年も 2 日間のフル参加が出来ずに、パーティ部門での参加になりました。  

いつか色々なバンドでのフル参加をしたいと思っていますが、仕事があるので何時になるか…。 

・JO3NTB(#1519) 外出する用事がありましたので、短時間での参加となりました。 

7MHz 以外はあまり出ておられないようでした。さまざまな周波数で多くの局が参加されるこ 

とを望みます。 

・JA4FDZ(#1540) 今年も参加できました。 

 

〇 一般局 電話部門 

・JA3ZWO お世話になります。今回は CMの都合で JAC 対象局のクラブコールを合間見て参加しました。 

局数が少ないですが一般参加ですので宜しくお願いします ( de JR3AKG) 

 

○ 一般局 電信部門 

・JR1ZFI 2回目のログ提出です、今後ともよろしくお願いします。 全体の参加者が、少なく感じたが会員の参 

加が更に少ないと思った。(de JA1QEU) 

・JA3ZWO  お世話になります。今回は、CM の都合で JAC対象局のクラブコールを合間見て参加しました。局数が 

少ないですが一般参加ですので宜しくお願いします (de JR3AKG) 

 


