
第１３回静岡県市町村コンテスト　コメント集
毎度お騒がせして申し訳ございません。と言うか、コメント集の季節になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか？

今年も失礼覚悟！「ノークレーム・返品不可」、至上最悪のボケボケ・ツッコミバージョンにてコメント集をお届けいたします。

ちょっとだけマジレスしてみたり、ボケてみたり。書いていただいた方には失礼ですが、コメントし返す方はいい加減な奴

なのでご勘弁くださいませ。

それでは、行ってみよう！＝＝＝＞ダメだこりゃ！

★★［ＣＭＳ］        　　県内局シングルオペ・電信マルチバンド★★
JA2SXS 一日楽しくＱＳＯ出来ました。

(編) こちらこそ参加いただきありがとうございました。

JF1NDT/2 今回も県内移動乗り込み参加です。　毎度の事ですが、コンテストで高得点を狙う努力よりも、帰りの渋滞を如何に避けるかの研究に余念が
無いのです・・・hi

(編) 最近はＦＭ-ＶＩＣＳだけでなく光・電波ビーコンと連動したナビも出てきましたね。いろいろな情報を元に迂回する手段も考えないといけないようです。

JK2BAP/2 集計ご苦労様です。今回の場所は略号がまずかった。"KW"となっているものだから有らぬ疑いを掛けられた感じがします。KaWaneですよ。
Kilo Wattではありません絶対に。しかも430なんかﾊﾞﾝﾄﾞｴｯｼ゛で10W位しかANTが吸わないんだんら。Hi

(編) 川根はＫＷでしたね。1ＫＷなんて間違って打ったら最悪です。移動は５０Ｗが最大ですからね。じゃあＭＷなんてあったらＱＲＰと間違え
るかメガワットと間違えるか・・・ヲイヲイ

★★［ＣＨＰＳ］      　　県内局シングルオペ・電信ＨＦ　ＱＲＰ★★
JA2IU QRP 1W運用の厳しさがわかりました。

(編) この部門も新設時に５Ｗにするか１Ｗにするか賛否両論がでました。５Ｗだと４アマの１０Ｗと3ｄＢしか変わらず差が出ないため意味が無
いと言うことになり、１０ｄＢダウンの１Ｗになった経緯があります。「難しい・厳しい」と感じる方がやりがいが有るのではと思います。

JG2CEZ/2/QRP1.9MHz, 3.5MHzはアンテナがN.Gでした。弱い信号を拾って頂いた方、ありがとうございました。

(編) ＱＲＰはアンテナが命ですからね。少しでも効率よく伝えないと差が出ますね。

★★［Ｃ１９Ｓ］      　　県内局シングルオペ・シングルバンド電信１．９ＭＨｚ★★
JF2DOV アンテナ交換の結果？それともコンデション？昨年にくらべ倍増でも・・・・・

(編) でも納得できないんですよね。趣味って。だから止められない・・・

★★［Ｃ３５Ｓ］      　　県内局シングルオペ・シングルバンド電信３．５ＭＨｚ★★
エントリーなし

★★［Ｃ７Ｓ］        　　県内局シングルオペ・シングルバンド電信７ＭＨｚ★★
7J1AQU/2 All QSOs were made on May 4th 2003 on the 40 m band in CW; all numbers sent were 599KK

(編) 参加いただきありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。

JA2PFO 始めて参加しました。短時間でしたが約３０年振りのフルタイムでのコンテスト参加とあって受信能力のお粗末さで多くの方にご迷惑をお掛
けしました。特にQRPでせっかく呼んで頂いた方、大変申し訳有りませんでした。

(編) 初参加・フル参加ありがとうございます。結果はヨシとして、これを機会に今後の技術向上に繋がれば幸いです。是非来年も参加してくださいね。

JE2CUS 今年は１時間ほどの参加でした。

(編) 忙しい中参加ありがとうございました。

JE2OUK ゴールデンウイーク中は、こいのぼりをあげるため一部アンテナを撤去してしまいました。

(編) ウチはこいのぼりのポールにアンテナが占拠しています。これも困った物・・・

JF2OZH/2 運営お疲れ様です。所用で開始が遅れた上に、１７時ごろ娘の急な発熱で、あえなく運用中止。残念ながら約１時間だけの参加でした。

(編) 家庭の事情もあり、なかなかフル参加は大変なところもあります。来年はフル参加出来ると良いですね。

★★［Ｃ１４Ｓ］      　　県内局シングルオペ・シングルバンド電信１４ＭＨｚ★★
JA2LMY ローテータ故障のため北固定ビームでした。Hi

(編) クランプボルトを緩めて手で回したらどうですか？「手モテーター」コラコラ！

JH2QLC 初は順調にのびていた交信が14時過ぎでのびずｱﾝﾃﾅを北へ向けたり西に向けたりしたが、ダメでした。3時間位ですと集中してずっと出来る
ので良かった。予想より局数が増えず不満足なコンテストで終わりました。

(編) 簡単に事が進むより、ちょっと苦労する方が奥が深そうですね。作戦成功かな？

★★［Ｃ２１Ｓ］      　　県内局シングルオペ・シングルバンド電信２１ＭＨｚ★★
コメントなし

★★［Ｃ２８Ｓ］      　　県内局シングルオペ・シングルバンド電信２８ＭＨｚ★★
エントリーなし

★★［Ｃ５０Ｓ］      　　県内局シングルオペ・シングルバンド電信５０ＭＨｚ★★
JK2EIJ/2 終了時間を考え、シングルバンドにしました。５日が休みだったらフルタイム参加も出来たと思いますが、ちょっと残念でした。

(編) 仕事や家庭の事情もあるでしょうし、なかなかうまく都合が着かないものなんですね。

★★［Ｃ１４４Ｓ］    　　県内局シングルオペ・シングルバンド電信１４４ＭＨｚ★★
JM2LSJ/2 天候に恵まれて、最高のコンテスト日和でした。当直勤務明けでの参加でしたので、眠気との戦いでした。
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(編) 今年は３連休とも本当に良いお天気でしたね。コンディションはもう少しでしたが、移動することを考えると天気が良くないと面白みも半減
してしまいますね。

★★［Ｃ４３０Ｓ］    　　県内局シングルオペ・シングルバンド電信４３０ＭＨｚ★★

JR2EVF
今回から周波数により運用時間帯が変わりました。最初はどんなものかな？と思って運用していましたが、とまどう事なくゆっくりと参加で
きました。私が運用した430MHzではちょうど良い時間設定と思いました。来年も参加したいです。(1996年から8年間連続の参加になりまし
た)

(編)
思い切った変更をしてみました。賛否両論有り戻す案も出ましたが、「やってみよう」と言うことで進めてみました。今までの場合時間も長
くバンドによっては、ただＣＱを出し続ける状態でしたので、時間を縮める・オールバンドに出やすくする事により内容を濃くするのが目的
でした。

★★［Ｃ１２００Ｓ］  　　県内局シングルオペ・シングルバンド電信１２００ＭＨｚ★★
エントリーなし

★★［ＣＣＳ］        　　県内局マルチオペ・オールバンド電信★★
エントリーなし

★★［ＣＳＷＬＳ］   　　県内局シングルオペ・電信ＳＷＬ★★
エントリーなし

★★［ＦＭＳ］　　　 　　県内局シングルオペ・オールバンド電信電話★★

JF2FIU/2
規約変更によりQRVの方法（特に14時～15時のバンドチェンジ)が駆け引き大きかった!?です.しかし,とにかく暑かった!日中は真夏並みの運
用で「フィールドディ」を思わせるほどの天候で参りました.段々と体力が無くなってきてそろそろ「引退」しようかしら？と最近思ってい
る今日この頃・・・・集計審査本当にご苦労様です

(編) 少しでも面白くするにはバンドチェンジの駆け引きも入れないといけません。ここは規約変更の成功ポイント。もう少し駆け引きを厳しくす
るとスリルも出てきますね。

JF2FKJ ３．５，２１，２８ＭＨｚにて交信が出来ず残念！

(編) いつもネックになるバンドですね。特に２８ＭＨｚ。難しいバンドなんでしょうね。

JG2OHW 集計ご苦労様です。途中おやつの時間をとっていたら、すぐに夕食の時間になってしまいました。

(編) おやつから夕食まで食べ続けたと言うことでしょうか？コラコラ・・・

JG2TSL/2 ルール改正は良かったと思います。QSOの機会が増えたのは間違いないです。 ただ、結局、常連さんが多かったかな。 ZLOGのCW I/Fが故障
してしまい、全てパドルを打ってCWのQSOを行いました。 間違ってばかり。

(編) 時間帯をずらせば他バンドでのＱＳＯ率も増えます。まだ問題点が有ると思います。参加されている方からも今後意見をいただき、もっと楽
しくスリルあるコンテストにしたいと思います。

JH1HYH/2 運用時間が変わったので、今回はオールバンド・オールモードで参加しました。横着をしてモービルホイップ主体の運用でしたが、多くの局
に呼んでもらえました。

(編) モービルホイップでも十分届くところも多いと思います。

JH2POY 結果は別として4ﾊﾞﾝﾄﾞに参加しました。5600Mはﾄﾗﾝｽﾊﾞｰﾀ不調により運用出来ず残念でした。がCQ誌ｱｳﾄ･ﾄﾞｱのJG1KTC/2のｾｽﾅ運用(ｴｱﾛﾓｰﾋﾞﾙ)
と交信、ｶｰﾄﾞ交換出来る事になり、ﾗｯｷｰ!!でした。

(編) 事実上1.2Ｇ以上はトランスバーターしかないので付加装置の維持も大変かと思います。

JJ2GOB/2
初めて参加させていただきました。多くのﾊﾞﾝﾄﾞで多くの局と交信する事を目標に準備をしたのですが、日頃の整備不良がたたりHFのﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ
が不発(ﾊﾞﾗﾝが壊れていました)で、急遽現地にて給電部を製作(割り箸を波碍子代わりにして)した為、ﾊｲﾊﾞﾝﾄﾞではほとんど交信できません
でした。

(編) 初参加ありがとうございます。アマチュア的な良い仕事をされていますね。来年はバッチリ整備していきたいですね。

JP2GJS/2 遠州地方の参加局がありませんでした。浜松祭りに行ったのでしょうか？

(編) ３日連続で良い天気でしたね。みんな出かけてしまったのかしら・・・

JP2IBL 今年で連続４回出場になります。毎年違った移動場所でのコンテストを楽しんでいます。今回のようにバンドによる時間を変えてのコンテス
トも良いかと思いますので続けて下さい。来年も頑張りたいと思いますので宜しくお願いします。

(編) バンドによる時差はコンディションや運用スタイルも考えて、取り入れてみました。今回ＦＭＳが多いと言うことはマルチバンドに出やすく
なったと言うことだと思います。

JR2GGV/2 のんびりとサービスするつもりで参加しましたが、あまりお声がけできず、申し訳有りませんでした。来年は真面目にやりますので、ご勘弁
を！

(編) すみません。私は毎年不真面目な運用かも・・・

★★［ＦＨＰＳ］      　　県内局シングルオペ・電信電話ＨＦ　ＱＲＰ★★
エントリーなし

★★［Ｆ３５Ｓ］      　　県内局シングルオペ・シングルバンド電信電話３．５ＭＨｚ★★
JI2EMF １時間ほど参加してみましたが、多くの局と交信出来ました。

(編) コンディションの問題で時間帯を夜にしてみました。結果はいかに・・・

JL2VZJ 集計お疲れさまです。来客等でこの日に限ってリグの前に腰を据えていられませんでした。各ﾊﾞﾝﾄﾞ開始時間がまちまちだったので間違えそ
うでしたが、HFﾛｰﾊﾞﾝﾄﾞはとてもやりやすかったです。ｺﾒﾝﾄ集編集の方、文章長くなりすいません~~`;

(編) 私も人のこと言えません。急遽仕事が入り、午前中は山奥で仕事。超特急で戻ってきて午後から無理矢理コンテストという状態でした。

★★［Ｆ７Ｓ］        　　県内局シングルオペ・シングルバンド電信電話７ＭＨｚ★★
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JP2AEA 開局してから毎年参加しています。いつまでも続けていけるよう頑張ります。

(編) 開局からの皆勤賞という方も居られるんですね。是非続けて頑張ってくださいね。

JQ2EAN 少しの時間ですがたくさん呼ばれて面白かったです。でも県内局が少なかったような気がします。

(編) 県内局になると、呼ばれるから楽しい。だからコンテストは楽しいんですよね。

JQ2GYU 海外に電波の飛ぶ短波帯を使って，海外との交信を点数にしないルールに長年疑問を持っております。コンテスト中に北米やアジア諸国から
呼ばれて交信したのに得点にならない・・・

(編) 海外局との交信も考えられる話ですね。ＨＦ帯は今回時間帯を変えて海外とのＱＳＯする確率も増えていますね。これは意外なる盲点。ご指
摘ありがとうございます。次回検討と言うことで・・・

★★［Ｆ１４Ｓ］      　　県内局シングルオペ・シングルバンド電信電話１４ＭＨｚ★★
JG2REJ 一応、今年も出るだけ出てみました。

(編) 出るだけでも結構です。是非来年もよろしく。

★★［Ｆ２１Ｓ］      　　県内局シングルオペ・シングルバンド電信電話２１ＭＨｚ★★
JA2FFA 集計ご苦労様です。来年はVHFで参加するつもりです。

(編) 来年はＶＨＦ。５０ＭＨｚか１４４ＭＨｚか・・・楽しみですね。

JJ2VLY コンテスト周波数ですが、7MHzなどはともかく21MHzはJARL四大コンテスト以外だと、350～450はなかなか気づいてもらえず厳しいですね。
国内コンテストでこのように周波数を限定すること自身には大賛成なのですが、いかんせん、350～450だと誰も聞いてくれません。

(編) それは一理ありますね。私も２１ＭＨｚだけは離れていて呼ばれないような気がします。最もアンテナのマッチング取りもＣＷ寄りかＳＳＢ
寄りかで帯域の狭いアンテナだと厳しいのではと思います。

JQ2MYH/2 久しぶりに参加しました。コンディションがイマイチだったように思いました。

(編) この時期のコンディションは良いときは大変良く、悪いときは大変に悪いんですね。見極めも難しくかえってそれが楽しくも感じます。自然
相手の趣味みたいな物ですから・・・

JR2OJK 細々と"ムセン"を続けています。

(編) 私も人事ではない様な・・・細々とやっていますので・・・・

★★［Ｆ２８Ｓ］      　　県内局シングルオペ・シングルバンド電信電話２８ＭＨｚ★★
JK2RCP/2 今年は帰省できたので県内より参加できました。（F28Sでログ提出します、他バンド分はチェックログとしてお願います。）

(編) 最近は社会事情的に見ても仕事の方はかなり厳しくなっていますね。連休も関係なく稼働することも有るようで非常に厳しいなぁと感じています。

★★［Ｆ５０Ｓ］      　　県内局シングルオペ・シングルバンド電信電話５０ＭＨｚ★★
JQ1AHZ/2 呼ばれたのは最初の１時間だけでした。

(編) いつも５０ＭＨｚは結構賑わっていると思うのですが・・・残念です。

★★［Ｆ１４４Ｓ］    　　県内局シングルオペ・シングルバンド電信電話１４４ＭＨｚ★★
コメントなし

★★［Ｆ４３０Ｓ］    　　県内局シングルオペ・シングルバンド電信電話４３０ＭＨｚ★★

JE1MPR/2 集計ご苦労様です。昨年と違いよい天気に恵まれ楽しめました。ｺﾝﾃｽﾄ時間が3時間と短くなった関係で中だるみは無くなったのですが、交信
局数が少なくなりました。(参加局が少なかったのかな？)

(編) 今までの長さでは中だるみが長く、ただＣＱを出し続ける冗長が伺えました。今回は短くしてみて凝縮することに焦点を絞ってみました。凝
縮効果は有りましたが確かに得点は減っています。これをどうとらえるか・・・難しい所ですね。

JH8HAV/2 久しぶりの２エリア運用。楽しませていただきました。

(編) ２エリアは２エリアの特徴が有るのではと思います。また次回もお越しください。

JK2OVU 買い物の待機中だけの参加でした　各局さんありがとうございました　集計よろしくどうぞ

(編) 短時間の参加でしたね。それでも短時間に沢山ＱＳＯ出来るのがコンテストです。また是非参加ください。

JN2LHT 関係者の方々いつもお世話になります。得点があまりにも低いですが、どうかよろしくお願いします。

(編) 得点よりやはり参加しないと始まりません。来年も是非参加お願いします。

★★［Ｆ１２００Ｓ］  　　県内局シングルオペ・シングルバンド電信電話１２００ＭＨｚ★★
コメントなし

★★［ＦＣＳ］         　　県内局マルチオペ・オールバンド電信電話★★
コメントなし

★★［ＦＳＷＬＳ］   　　県内局シングルオペ・電信電話ＳＷＬ★★
エントリーなし

★★[Ｐ５０Ｓ]    県内局シングルオペ・シングルバンド５０ＭＨｚ電話★★
コメントなし

★★[Ｐ１４４Ｓ]　県内局シングルオペ・シングルバンド１４４ＭＨｚ電話★★
コメントなし

★★[Ｐ４３０Ｓ]　県内局シングルオペ・シングルバンド４３０ＭＨｚ電話★★
JF2AXH/2 久しぶりにマイクを握り、初めて参加しました。交信いただいた局長様、有り難う御座いました。

(編) 初参加ありがとうございました。久しぶりのマイクはいかがでしたか？

JP2CFY お世話になります。よろしくお願いします。
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(編) こちらこそ参加頂きありがとうございます。

★★［ＨＦＳ］        　　県内局シングルオペ・ＦＭハンディー機★★
JP2NFD/2

今回 ィ 機部門 参 、手軽 用 来 、乾電池 残 少な 最低 り 。目標
局数と交信できて良かったです。

(編) 目標達成おめでとうございます。ハンディー機は電源・アンテナが制約されていますので簡単そうで意外に奥深い部門だと思います。

★★［ＣＭＸ］　        　県外局シングルオペ・電信マルチバンド★★
JA1RSX 短い時間の参加でしたがログ提出します。ＱＳＯ頂いた各局有り難うございました。

(編) 短い時間でも結構です。参加しないと始まりませんので・・・

JA2CUS 毎度お世話になります。 ところでタイトルの静岡県市町村コンテストの由来は何ですか？（単に静岡コンテストではなく間に「県市町村」
が入っているのは何か訳あり？　DCでよくあるのは「オールＸＸコンテスト」、このオールというのもよく判りません）

(編) 元々は、別のクラブ主催だったコンテストです。支部主催ではなかったため差別化する意味でついたのではと思います。本当の由来は私自身
知りません。どこの件も横並びの名前より、ちょっと違う名前も面白いですね。

JA7DLE
運用時間割が合理的で、なるほどと感じました。 沢山の県内局の方々とマルチバンドで交信して頂きましたが、ベテランが多いのだなと
思った次第です。今後のご発展を祈ります。 ７３

(編) もっと合理的にうまく回る時間も検討したいと思っています。是非お知恵を拝借したいと思います。

JA7OVC 次回もがんばりたいと思います。

(編) 是非がんばってください。

JH1MTR/4 時間設定もローカルコンテストとして考えると適切と感じるが、いかんせん参加局（特に県内局）が少ない。この傾向は会員減に比例するよ
うで、深刻な問題として各県支部が取り組む問題。

(編) アマチュア人口が激減している状態から見ると、深刻な問題として捕らえるべきですね。だからこそ、このようなコメント集を作ったりして
他地域との差別化を図ろうとしています。＝＞このコメント集はもの凄い時間と労力がかかります。

JH1RPN 今回も数局としかＱＳＯができませんでしたが、何とか５年続けて参加することが出来ました。

(編) ５年連続ですか。今後も続けてよろしくお願いします。

JH4JUK 連休中だがのんびりと家に居るので参加しましたが、コンディションのせいかスタート時はほとんど聞こえず所用の合間の参加でした。

(編) 私も人のこといえない状態でしたよ。合間でも運用するパワーが必要ですね。

JH6KDY コンデションが悪く、又パワー不足で余り良くなかった。残念また頑張ります。

(編) 残念でも、まだ次回があります。納得が行くまでがんばってください。

JH7OUW 短時間の参加でしたが楽しめました。

(編) 短時間でも出ることに意義あり。来年はフル参戦でお願いします。

JR3NDM 集計ご苦労様です。今年も楽しく参加できました。

(編) こちらこそ参加ありがとうございました。

★★［ＣＨＰＸ］　      　県外局シングルオペ・電信ＨＦ　ＱＲＰ★★

7K1CPT/1/Q
集計ご苦労様です。当日は短時間だけの冷やかし参加となってしまいました。現地乗り込みも考えていたのですが、前日の仕事が遅くなり、
出発しそびれてしまいました。QRP部門は良いですね。県外局QRPは地域差で使えるバンドが限られてくると思うので、やはり県内局が面白そ
うです。出力制限1Wも、相手に対して得点が良いのも面白いと思います。

(編) 出力制限に関しては、検討を重ね、１０Ｗに対して３ｄＢダウンの５Ｗでは面白味に欠けるので、１０ｄＢダウンの１Ｗになりました。

JA1GTF/QRP
14MHzｽﾀｰﾄ時3局が強力に入感するも、やっと1局のみQSO、すぐにF.Oした。1.9MHz 1局QSO後、他4局FBに聴こえるもQSOならず残念でした。FB
なコンテストで楽しみました。来年も参加します。73 & 72

(編) ＱＲＰは聞こえても届かない辛さがありますね。

JF1ABZ/1 ＳＳＢは、１Ｗではやはり厳しかったです。

(編) 厳しいからまた面白いのかも・・・

JH2OMM/QRP 楽しめました。集計作業、よろしくお願いします。

(編) こちらこそありがとうございました。結果はいかがでしたか？

JI5XTW QRP部門があり、なおかつ得点が2倍になるということで、優遇されていたので大変QRPで交信しやすかった様に思います。有難う御座いました

(編) 優遇の仕方をもう少し検討すべきですね。

JJ1LRD/QRP 14MHz、21MHzは微かに聞こえた局と交信出来ず、2バンドだけに終わりました。QRPだとビームアンテナがないと難しいかも知れません。

(編) そうですね。やはりアンテナの利得で見かけ上のパワーを稼がないと無理があるかもしれません。

JK1OLP/QRP QRP部門を設けたコンテストなので参加しました。QRPを1W以下としたのがいいですね。この位だとQRPと感じます。それ以上では10W局と大差
なしと思っています。有難う御座いました。

(編) ここが拘りだと思います。私も１０ｄＢ程度の差をつけないと意味がないと思っていましたので・・・

JK1TCV/QRP 集計ご苦労様です。QRP部門が出来てQRPerには嬉しいです。ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞのQRP部門が有ればもっと良いのですが、QRP局得点2倍は良いｱｲﾃﾞｱで
す。QRP局が少なかったですね。又来年も参加します。

(編) 本当はもっと部門の統廃合をしたかったのですが、様々な意見を取り入れていくと無理がありました。要検討です。

JR1NKN/QRP もっと多くの局と交信できる様にまたがんばりたいと思います。

(編) そうですね。もっとたくさんの・・・これがアマチュア無線の醍醐味だと思います。
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★★［Ｃ１９Ｘ］　　      県外局シングルオペ・シングルバンド電信１．９ＭＨｚ★★
JA0ADY 短時間の参加でしたが、楽しかったです。ありがとうございました。

(編) こちらこそ参加頂きありがとうございました。来年も是非！！

JA8LN 新しく張った1.9ﾒｶﾞDPのﾃｽﾄを兼ねて参加させてもらいました。わずかな局数ですが報告します。

(編) 新アンテナの調子はいかがでしたか？来年も是非ご参加ください。

JF3WNO/2 1.9MHzは18時を回ってから良く聞こえ出しました。 HFハイバンドは11時スタートの方が重なり合わなくていいのでは? 21MHz分はチェックロ
グとして提出致します。

(編) あえて重なるようにしてマルチバンド参加者の競技性（ＱＳＹタイミング）を持たせています。時間帯等要望があればお知らせください。

JM1LRQ 初参加です。1.9MHz用にロングワイヤーを張ったついでに参加しました。バンドごとに運用時間が決まっているのでシングルバンド参加者に
とっては、短時間に注力できてラクでした。AJAのポイントも6つ増えてラッキーでした。

(編) 今回の目的は短時間注力です。ダラダラ長いのも辛いので・・・

★★［Ｃ３５X］　      　県外局シングルオペ・シングルバンド電信３．５ＭＨｚ★★
JA2QVP 集計ご苦労様です。 今回のコンテストは特に参加者が少なく感じました。

(編) 時間帯別に分散しているのも有りますが、やはり天気良すぎ・・・

JH0NVX 短時間しか参加できなかったため、3.5MHzシングルバンドにしました。マルチバンドに出れず残念。

(編) 短時間でも参加ありがとうございます。

JH4FUF 集計ご苦労様です。来年もよろしくお願いします。

(編) こちらこそ参加ありがとうございます。

★★［Ｃ７Ｘ］　        　県外局シングルオペ・シングルバンド電信７ＭＨｚ★★
7N3KVN 初参加しました。

(編) 初参加ありがとうございました。結果はいかがでしたか？

JA1HIY 今回も元気で参加さして頂きました。毎度乍ら纏まった時間が執れず余り振るいませんでした。お手数ですがどうぞ宜しくお願いします。

(編) 私もなかなか時間が取れず困っています。

JA1SJR 楽しく参加させて頂きました。

(編) こちらこそ参加ありがとうございました。

JA3QG 毎年楽しんでいます

(編) 毎年ありがとうございます。

JA4BAA お世話になります。

(編) こちらこそ毎年ありがとうございます。

JA7ARW 都合により参加時間が限られました。静岡県はハム人口が多い県です。もう少し多くの参加者があるかと思っていましたが、思いの外少ない
感じがしました。ＮＥＸＴも是非参加させていただきたいです。

(編) ハム人口が減少する中、なかなか増えてこないのが実情です。

JA9XAT 初めて電子ログに挑戦しました。今年は時間の制約があってわずかしかQSOできませんでしたが、来年も参加したいと思います。

(編) 初挑戦ありがとうございます。受ける側にも戸惑いや不手際があったようで申し訳ありませんでした。

JG8SIS 一応参加しましたので、少少得点ですが提出します。お手数おかけします。

(編) 少なくても結構です。参加いただきありがとうございます。

JH3CHV 針金一本のｱﾝﾃﾅからｼｮﾎﾞｲ電波です。各局拾っていただいて有難う御座います。

(編) 針金でも十分に機能していますね。下手な短縮アンテナより飛ぶかもしれません。

JI1TJJ 集計御苦労様です。

(編) こちらこそ参加ありがとうございます。

JK1LUY 次回もがんばりたいと思います。

(編) 是非がんばっていい成績を残してくださいね。

JM4KHC/2 このコンテストは初めての参加です。

(編) 初めての参加ありがとうございます。コンテストはいかがでしたか？

JN1IKR 15分程の参加でした。

(編) 短時間でも結構です。来年は是非フル参戦してくださいね。

JP3TSP 大正10年4月12日生（82歳）

(編) この趣味は年齢も性別も関係なく自由に楽しめるがポイントですね。

JQ2CZJ 2回目の参加です。昨年は帰省を兼ねての県内運用でしたが、今年は仕事の都合で県外参加です。来年も楽しみにしています。

(編) 最近は連休や土日も仕事という人が多くなりました。私も例外ではないですが・・・

JQ2RMA フルタイムで運用できなかったのが悔やまれます

(編) 今年は今年。来年はフル参戦できるようがんばってくださいね。

★★［Ｃ１４Ｘ］      　　県外局シングルオペ・シングルバンド電信１４ＭＨｚ★★
JA6LAD/QRP QRPの局と交信した時、相手の局は得点を2倍に出来るが、QRPで運用した自局は2倍にならないのか。
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(編) これは来年以降の懸案事項ですね。

JE7ENK/7 県内局の信号が浮き上がったのは短時間のようでした。

(編) この時期のコンディションは夏なのか春なのか非常に微妙。だから面白いのかも・・・

★★［Ｃ２１Ｘ］      　　県外局シングルオペ・シングルバンド電信２１ＭＨｚ★★
エントリーなし

★★［Ｃ２８Ｘ］      　　県外局シングルオペ・シングルバンド電信２８ＭＨｚ★★
コメントなし

★★［Ｃ５０Ｘ］      　　県外局シングルオペ・シングルバンド電信５０ＭＨｚ★★
JH3TCM/3 生駒山上(850m)で、3時間の運用でしたが・・・

(編) 生駒山は個人的に何回か行ったことがあります。ＦＤで入賞したこともあったな・・・

JH9UJB/1 連休なのか県内局が少なく感じられました。来年は静岡に移動して参加してみようかと考えています。 審査・集計お疲れ様です。

(編) 現地乗り込みも大歓迎です。是非よろしくお願いします。

JJ1AMP 当日は曇り。５０の下の方でＶＫのビーコンが数局入感。今年も５０で参加。交信エリアは昨年より狭まり静岡市が最も西となってしまい、
マルチも東部地区に集中。ＳＳＢで御殿場市の局が出てきてくれたが、ＣＷには出てもらえなかったのが残念。集計御苦労様です。

(編) コンディションに左右されやすいバンドなので大変だったと思います。

JM1OZP/1/QRP
ＱＲＰで参加しましたが相手局に２点、自局が１点ではＱＲＰ局は到底勝ち目ナシです。得点の与え方が逆のような気が・・・。ＱＲＰ局に
特典を与えてＱＲＯ局と競わせるほうがコンテスト的に面白いのではないでしょうか？ＶＵ帯でもＱＲＰカテゴリーを作るか、得点を倍にす
るなどの対策検討を希望します。

(編) 当初規約改正前に様々な意見とＤＭを出して意見をお願いしました。その中に無かったことだと思います。
今後の参考にします。

JQ1HYB 集計御苦労様です。毎年５０ＭＨｚ電信で参加しています。１４～１７時の時間変更はフル参加しやすくなり、良かったと思います。次回も
必ず参加します。

(編) 時間短縮は交信局数減に繋がりますが、反面フル参戦しやすくなります。今回はフル参戦しやすくして参加しやすくしてみました。今後の意
見募集もしますのでよろしくお願いします。

JS2PHO/2 局数が少なかったようですね。フルでの参加も出来ませんでした。

(編) 時間的制約は誰にでもつきまといますから大変です。

★★［Ｃ１４４Ｘ］    　　県外局シングルオペ・シングルバンド電信１４４ＭＨｚ★★
JF1CQH V/UHF帯CWを中心にワッチしていました。なかなかQSOは出来ません。Hi

(編) V/UHF帯まで来るとCW運用者が激減しますね。

JK1DMT 昨年に引き続き今年も参加させていただきました。昨年は6m CW、今年は2m CWに出てみました。もう少しにぎやかだといいですね。毎年コメ
ント集が楽しみです。

(編) そうなんですね。なかなか局数が伸びなくて・・・コメントは相変わらずボケたようなイッてしまったような人が作っているので健在です。
でもそろそろ「カメ」マーク点灯・・・<=ハイブリッド車のバッテリー切れという意味。

★★［Ｃ４３０Ｘ］    　　県外局シングルオペ・シングルバンド電信４３０ＭＨｚ★★
エントリーなし

★★［Ｃ１２００Ｘ］  　　県外局シングルオペ・シングルバンド電信１２００ＭＨｚ★★
エントリーなし

★★［ＣＣＸ］        　　県外局マルチオペ・オールバンド電信★★
エントリーなし

★★［ＣＳＷＬＸ］   　　県外局シングルオペ・電信ＳＷＬ★★
JA7AMK 帰省客のため出遅れでHFﾊｲﾊﾞﾝﾄﾞ伸びずでした。気分転換でSWL参加です。

(編) 出遅れはつらいですね。来年は都合をつけてお願いします。

★★［ＦＭＸ］　　　　　　県外局シングルオペ・オールバンド電信電話★★
JA1HSP 毎年参加しています。

(編) 毎年参加ありがとうございます。

JA3RK ハイバンドの静岡局、今年はゼロでした。

(編) 少ないながらも出ていますが、コンディションもありますからね・・・

JH1QPJ 集計お疲れ様です。毎年のことですが、参加局少ないですね。HFｵｰﾙﾊﾞﾝﾄﾞ、V/UHFｵｰﾙﾊﾞﾝﾄﾞもいいかも。

(編) そのような分け方もありますね。要検討です・・・

JI1JBX 集計ご苦労様です。

(編) こちらこそ参加ありがとうございます。

JJ1NNH 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。

(編) こちらこそありがとうございました。
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JK2VOC 部分参加でしたが、楽しめました。開催時間がバンド事に分かれており、ハイバンドがオープンしていると難しい感じがします。以前の様に
開催時間いっぱい全バンド使用できる方が良いようにおもいます。

(編) 難しい・・・だからいいと思います。難問にチャレンジした後は快感ですね。

JL7AIA
大幅に規約が変り7M MIXに参加のついでにﾏﾙﾁでｻｰﾋﾞｽしようと思っていましたが、ﾏﾙﾁMIXで書類提出します。取りこぼしが結構あったので結
果はあまり期待していません・・・ﾊｲﾊﾞﾝﾄﾞは12時まで良かったのですが、ｽﾀｰﾄ後しばらくして落ち込み残念でした。7MはQSBが多く2系統のｱ
ﾝﾃﾅ(VDPと2ｴﾚ八木)の差が分るくらいでした。ﾛｰﾊﾞﾝﾄﾞはﾜｯﾁ配分が悪かったのでかなり取り損ねました今後の課題です。

(編) ハイバンドは午前の方がいいようですね。

JO1GJB 事務局の皆様には集計作業ご苦労さまです。今年も参加させて頂きました。電話部門にオールバンドがないのは何故なのでしょうか、新設を
望みます。ログ・サマリーの提出をメールで出来るのはとてもＦＢです。

(編) 電話だけでなく電信もしないとコンテストには勝てないと言う意味もあります。参加者減の中部門を増やすこと自体良くないという意見もあ
り、現在の規約になっています。

JQ1COB 2年振りの参加で規約変更知らず、同一バンドでの電信電話の交信が認められる事を知らずに惜しい事をした。(7M3TVAさんの50はKMで7の時
はNIでしたが7SSB交信時確認したところ50は山の上からでKMでしたが、7は山を下りてNIですと確認しましたが、私の方はokですか。）

(編) これが電信が出来ると得点が上がる仕組みです。

JR1CCP 7MHzの仮設アンテナでは、厳しかった。

(編) 仮設でも運用できたのが凄い。

JR1MRG 毎年楽しく参加しています。今年からバンド別の運用時間になり、オールバンドに参加する当局としてはＦＢだと思います。来年以降もこの
ルールでお願いします。

(編) もう少し時間帯を見直してＱＳＯしやすい時間帯に設定したいですね。

JR2DOL ２１～２８ＭＨｚのコンディションが少し悪かった。

(編) 開催時間帯を考慮しましょう。これで交信エリアが広がれば最高ですから・・・

JS3QWI 混信が激しくあまりQSOできませんでした。

(編) コンテスト以外のＱＳＯもあり、混信は避けられないですね。

★★［ＦＨＰＸ］       　　県外局シングルオペ・電信電話ＨＦ　ＱＲＰ★★
JA0GEY/QRP 規約が変ったようですね。個人的には(ｼﾝﾌﾟﾙ　ｲｽﾞ　ﾍﾞｽﾄ)だと思っています。参加される方は基本的にｺﾝﾃｽﾄが好き!!なんじゃないのかな。

(編) そうですね。コンテスト大好きが多いと思います。個人的にはもっと統廃合してシンプルにしたいところです。

JH4WMP/QRP 昼間外出していてコンテスト終了間際、ぎりぎりになんとか２局と交信出来ました。来年はフルタイム、ＱＲＰで参加します。よろしくで
す！関係者の皆様、書類の処理ｅｔｃ、御苦労様です。

(編) なかなか都合がつかないこともありますね。来年はフル参戦でよろしく。

★★［Ｆ３５X］　       　県外局シングルオペ・シングルバンド電信電話３．５ＭＨｚ★★
JH1LAH 天気の良い連休の中日! しかし家の中でピコピコ・ガーガー・・・妻の目線が・・・

(編) 冷たい視線が・・・「アナターッ」　　コワッ！！

JH7PSL 県内局は自局のｺｰﾙｻｲﾝを頻繁に送出するようにお願いします。集計ご苦労様です。

(編) そうですね。効率も落ちますね。

★★［Ｆ７X］         　　県外局シングルオペ・シングルバンド電信電話７ＭＨｚ★★
7M4KHY 今回は短時間の参加でした。次回はフル参加したいです。

(編) 短時間でも大丈夫です。参加ありがとうございます。

JA9WKK ７ＭＨｚシングルオペに参加しましたが、静岡県内局の参加が少なく感じました。もっともっと参加して下さい。

(編) いろいろ手を打っていますがなかなか歯止めが掛からず、辛い思いをしています。

JG1VCI 国体紀念でも大変お世話になっています。どうぞよろしく。

(編) こちらこそ。

JH2HUQ 新ﾙｰﾙでのｼﾝｸﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ存続は有難うございました。しかしながら今回も参加局減少化に歯止めがかからなかった様ですね。好天に恵まれ遊び
に行ってしまった局と、暑い中移動もされ参加された県内局、各局来年も又是非お会いしたいものです。

(編) シングルバンドは今後どうするか検討事項だと思います。

JH7KSU 14,21,28MHzぜんぜんだめでした。7MHzも局数すくなかった。またよろしく!

(編) 天気が良すぎてみんなで掛けてしまったようです。

JI2GVL 短い時間でしたが楽しく参加できました。

(編) こちらこそ参加ありがとうございます。

JI2QIX 集計ご苦労様です。 交信していただいた皆さん、ありがとうございました。

(編) 集計も今回から大幅に変更されました。時代の流れですね。

JJ1VEX/1 県内局の参加が少ない。休日のためバンドが混んでおり、ローパワーではピックアップして頂くのに技が必要だった。今回は交信局数は少な
かったが参加できてよかった。

(編) 技術の向上もアマチュアの１つです。是非腕を磨いてくださいね。

JM2OSP 連続５回の参加ですが、成績が上がらずすいません。

(編) ５回連続参加の方が価値ありですね。次回は成績も上げながら連続参加でいきますか？
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JM2VYA 集計作業ご苦労様です。

(編) こちらこそ。集計は今年から集中集計形式に変わりました。何回も夜静岡まで走らなくても済むので楽になりました。

JR2TRC 1局のみで参加!

(編) 時間はもっとたくさん交信できるといいですね。

JR5PPN お世話になります。

(編) こちらこそ。

★★［Ｆ１４X］       　　県外局シングルオペ・シングルバンド電信電話１４ＭＨｚ★★
コメントなし

★★［Ｆ２１X］       　　県外局シングルオペ・シングルバンド電信電話２１ＭＨｚ★★
7L4FCN/1 ｺﾝﾃｽﾄ集計ご苦労様です。今回初めて21MHzで参加しました。局数は伸びませんでしたが晴天の中移動運用を楽しむことができました。

(編) 周波数を変えると、雰囲気も全く変わりますね。

JE6DYV 初参加です。２局だけですが、微弱な電波に応答頂きありがとうございました。

(編) 初参加ありがとうございました。来年も強力な想いをぶつけてください。

★★［Ｆ２８X］       　　県外局シングルオペ・シングルバンド電信電話２８ＭＨｚ★★

JJ1LBJ/1 出来れば時間の統一をお願いします。間違えて終了後も聞いていました。

(編) バンド毎の特性を考慮すると時間が大変に長くなります。これらを避けるため時間帯をずらしてあります。

★★［Ｆ５０X］       　　県外局シングルオペ・シングルバンド電信電話５０ＭＨｚ★★
JA1ZV 参加局数の少なさ・・・ガッカリでした。

(編) 歯止めが掛からず困っています。

JA3PYH/3 今年も静岡県内から運用する局とは6局交信しました。ただしｺﾝﾃｽﾄ参加局は2局のみ、14時まわってからは3局しか聞こえませんでした。14時
開始は遅すぎます。ｺﾝﾃｽﾄが終わってもよい時刻です。移動する局のためにも朝から15時ぐらいまでにして下さい。

(編) 今回の時間配分は暫定です。試行錯誤しながらいい方向へ持って行きたいと思います。

JK1FLJ/1 今回から時間が短くなり、ＡＭコンテストとの時間のダブリもなくフルタイム楽しめました。それにしても今年の参加局の少なかったこと。
特に固定局がほとんど聞こえないし、呼ばれないでは…

(編) 一番痛いところですね。

JR2UTH 集計ご苦労様です。50MHzだけですが、何とか参加することができました。

(編) 参加ありがとうございます。次回は余裕を持って参加できるといいですね。

★★［Ｆ１４４X］     　　県外局シングルオペ・シングルバンド電信電話１４４ＭＨｚ★★
JI1IIF ｺﾝﾃｽﾄをさらに盛り上げるために「8J2SBS」や「8J2SDT」などの記念局が出るとよかったと思います。だけど最近やたら8J△が多いですね。

(編) ８Ｊコールサインが乱立している様にも感じます。

★★［Ｆ４３０X］     　　県外局シングルオペ・シングルバンド電信電話４３０ＭＨｚ★★
7N4EBU 集計お疲れさまです。本年もほんの少しだけ参加させていただきました。

(編) ほんの少しと言わず、フル参戦でお願いしますね。

JH1SZO 耳をもっと良くしないと聞こえない局とは交信できないを実感。来年に向けてアンテナ系を整備します。

(編) 144MHzまではケーブルロスが感じられませんが、430MHzから急に感じるようになりますね。

JJ1RUE 毎度お世話になります。数局しか出来ませんでしたがログを提出致します。集計よろしくお願いします。

(編) 来年は設備も人間も時間もバッチリで、たくさんＱＳＯ出来るといいですね。

★★［Ｆ１２００X］   　　県外局シングルオペ・シングルバンド電信電話１２００ＭＨｚ★★

JH1HEK/1 今回のｺﾝﾃｽﾄはお天気に恵まれて、一日中暖かい日よりでした。今年も1.2GHz～10GHzまでｽﾀﾝﾊﾞｲしましたが、以上の結果でした。また来年も
Ｘと旅行を兼ねてｺﾝﾃｽﾄに参加します。

(編) 旅行と無線を両立するのがいいですね。

★★［ＦＣＸ］         　　県外局マルチオペ・オールバンド電信電話★★

JI3ZOX
連休でメンバーが家族サービスで揃わず、クラブ常置場所にて運用、今回は交信局が少ないために電信電話部門の参加となりました、アンテ
ナが釣り竿型式なのでＳＳＢでは、ほとんど交信出来ない状態なのでコイルとアースにもう少しくふうが必要かな～と悩んでおります。次回
も参加します、集計局ご苦労様です。

(編) アンテナは、表面積で飛びが決まると言うくらいですから、コイルを減らして面積を稼ぐ。アースもカウンターポイズなどをうまく併用して
飛びを追求する方法もあります。

★★［ＦＳＷＬＸ］　    　県外局シングルオペ・電信電話ＳＷＬ★★
JA4-37294/4 参加局が多く楽しめました。コンテスト時間が長くなりよかったです。

(編) エリアによってオープンする時間がまちまちで色々なレポートが来ています。

JA7-7453/1 初めての参加です。静岡県内の局が少ないような気がしますが・・・

(編) 初参加ありがとうございます。

★★［Ｐ５０X］       　　県外局シングルオペ・シングルバンド電話５０ＭＨｚ★★
7N3LRM 沼津市あたりに移動したかったのですが、都合により行かれなくなってしまいました。又来年もよろしくお願いいたします。

(編) 残念でしたね。来年は移動運用できるといいですね。
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7N4BGU 常置場所からは、初めての参加でした。

(編) 移動もいいけど、自宅の設備もいいのではと思います。

7N4TNU コンテスト続きで息切れしてしまい、移動できませんでした。来年頑張ります。

(編) 来年はうまく充電して移動運用でもお願いします。

JR1CKU 今年も参加できました。今回で８回目の参加です。これからも４６４９！

(編) ８回も参加されたんですね。ありがとうございます。

★★［Ｐ１４４X］     　　県外局シングルオペ・シングルバンド電話１４４ＭＨｚ★★
JQ1OOI 毎年参加しています。何とか10局できました。

(編) １０局でも毎年参加しているところが立派です。

★★［Ｐ４３０X］     　　県外局シングルオペ・シングルバンド電話４３０ＭＨｚ★★

JH1GTS
今年はフルタイムの参加です。いつものＪＡ１の隙間からのトライで、昨年より局数が上がりました。よい天気でしたが、２エリアは曇り
だったようですね。拾っていただけた局ありがとうございました。

(編) 局数増加は凄いです。来年に向けてさらに腕を磨いてくださいね。

JR1BSV 1局しか出来ませんでしたが、参加賞をお願いします。

(編) １局でも大丈夫です。

★★［ＨＦＸ］         　　県外局シングルオペ・ＦＭハンディー機★★
7M3POQ/1 なし

JF0BPT/1 １２００ハンディー機のポイント計上を毎年お願いしてきましたが、ようやく認められ、うれしいです。

(編) 最初は地震防災の観点から普及している144/430デュアルがターゲットでした。今は様々なハンディーがありますのでこれらも考慮して幅広
く運用状況を見させていただく方がいいと思い、規約を変更しました。

コンテスト委員会より

規約の変更については侃々諤々の議論の末にＱＲＰの試行も含めて思い切って踏み切りました。概ねご好評をいただいたようですが、気がつかなかった
点など色々なご指摘をいただき、有り難う御座いました。貴重なご意見が多く、今後の改善に生かしていきたいと思います。
県内局の参加については、静岡県西部ハムの祭典や東静ハムフェアなどでブースを設けて啓蒙しましたが、力不足だったようです。来年は、更に工夫し
て、参加局を増やしていきたいと思います。
今年も、コンテストにご参加いただき、本当に有り難う御座いました。また、何年も続けて参加していただいている局長様には本当に頭が下がる思いで
す。あらためて感謝します。　今年都合で参加できなかった方は、来年は是非、声を出していただきますようお願いします。声を出してもログを出されな
かった方は（得点が少なくても）是非ログを提出していただきますようお願いします。ボランティアで活動していますコンテスト委員にとっては、参加局数（ロ
グ提出局）が増えることが何よりの励みになります。よろしくお願いします。

編集後記
私自身今回から規約を大幅に変更したり、色々ありました。私自身コンテスト参加は寸前で仕事が入り、昼まで仕事をして午後から無理矢理参加のハー
ドスケジュールでした。
今年のコンテストはいかがでしたか？良くも悪くも結果は様々ですが、今後の技術向上に向けて大きくステップアップするきっかけになれば、大変にうれし
く思います。また、更に楽しく面白くするためにも皆さんの意見が必要です。この表をお送りした後、ｅ－ｍａｉｌアドレスのある方には別途アンケート・意見公
募の依頼をさせていただきます。コンテストは委員会が主役ではありません。参加される皆さんが主役ですので幅広く意見を取り入れて、より良い・より楽
しい企画が出来ればいいと思っています。最後になりますが、体には十分気をつけて来年お会いしたいと思います。参加ありがとうございました。

コメント集編集・執筆担当　　JK2KNH  西崎滋昭

ＪＡＲＬ静岡県支部コンテスト委員会ホームページ  http://www.jarl.com/shizuoka/

ＪＡＲＬ静岡県支部コンテスト委員会へのご意見　shizuoka@jarl.com
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