
第 31 回鹿児島コンテストコメント集 

県内局 ここのところ仕事が忙しく、45 県 TEST、44 県 TEST に連続不参加。今回は QRP 部門連覇を狙うこ

とも考えましたが、たまった鬱憤晴らすべく多くの QSO を狙って QRO。50W で参加しました。で

も、バンド選択を誤って、ハイバンドを逃した気が…。 

ハイバンドのコンディションが良かったので，楽しめました。集計ご苦労様です。 

コンディションもよく、楽しめました。 

20 分足らずの参加でした。 

集計、お疲れさまです。 今年も参加することができました。 IOTA コンテストが同時に開催さ

れていて 3 局に呼ばれ、IOTA 番号の 077 が急には出てきませんでした。 

新型コロナウイルスに伴う外出自粛の中、自宅で無線を楽しんでいます。 

天気に恵まれ、前日から泊まり込み。オリンピックの影響か 1.9MHz は交信に至らず。コンディシ

ョンもよかったのですが、他のバンドも参加者が少ない感じでした。5 バンド電信電話に応答い

ただきありがとうございました。 

今年も鹿児島県内に移動して参加しました。コンディションが非常に良く、自己ベスト更新でき

ました。 

久しぶりにたくさん交信しました。 

たくさんの局から呼ばれて楽しいでした。来年も参加します。 

集計お世話になります。 

GMCP 交信ありがとうございました。ハイバンドまで良く開けました。 

楽しく参加できました。有難うございました。 

少しだけ参加しました。3.5MHz バンドもでましたが鹿児島は遠かったです。 

集計ありがとうございます。手抜きのモービルホイップで楽しみました。 

他のコンテストと重なりましたが楽しめました。 

集計お疲れ様です。50MHz は開けませんでした。 

今年米寿（８８歳）になりました、ハイバンドのＣＯＮＤＸが良くて結構楽しめました。 

初めての参加でしたが、コンテスト楽しかったです。 

GMC 1 エリアから見たハイバンドは好調でしたが、ローバンドのコンディションが悪く苦労しました。 

お世話になります。コンテスト開催のご案内ありがとうございました。集計ごくろうさまです。 

係り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。シャック内 33 度、

うだる暑さの中頑張りましたが、途中でダウン。で、このスコア。 

来年も参加したいと思います。 

QSO 頂いた鹿児島県及び県人各局ありがとうございました、この結果が発表される頃にはコロナ

が終息していますように・・・【送信機出力を 100W 以下に低減して運用したことを宣誓します】 

オリンピック開催中で観戦しながらの参加です、他のコンテストともワッチしながらのんびりと

やっています。 

CALL 側で参加しました。勉強になりました。 

次回もがんばりたいと思います。 

この方法しか出来ません よろしくお願いいたします 



残念ながら、多くの局との交信はできませんでした。コロナに負けずに頑張りましょう。 

スタッフの皆様お世話になります。少ないですが、提出します。 

今年もありがとうございました。楽しめました。 

集計お疲れさまです。日曜のみの参加でした。交信いただいた各局、ありがとうございました。 

集計ご苦労様です。 

ありがとうございました。 

満足度 100%の FB コンテストでした。 

初めての参加でした。 

初参加です。 

集計ご苦労様です。コロナ関連早く落ち着きますように.Enjoy Home. 

集計ご苦労様です。 

初参加しました。 

コンテストの開催有り難うございます。数局ですが Log 提出します。 

来年も参加したいと思います。 

(多分)初めての参加です。来年も参加したいと思います 

コンテストをありがとうございました。 

また、集計ご苦労様です。 

GMP とても楽しく運用出来ました。県内局、県人局の皆様、ありがとうございました。 

短時間の参加でしたが楽しめました。50MHz が開けず残念。 

次回もがんばりたいと思います。 

GQRP  
集計審査ご苦労様です。 FT-817ND DP Yagi 

QRP はきつかったです。今後もよろしくお願い致します。 

QRP5W で楽しみました。 

・集計ありがとうございます。 

・QRP で楽しめました。 

楽しく参加できました。 

申告した総得点が間違っていた場合貴団体による修正をしていただくことに(あらかじめ)同意

いたします. 

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。 

G1.9  

G3.5 集計ご苦労さまです、ハイバンドまでオープンして楽しめました。 

集計お世話になります。13 回目の参加です。今年は、大好きな２１MHz では、NG でしたので 3.5Mhz

でエントリーさせていただきます。各局有難うございました。不備が有りましたらお知らせ下さ

い。 

交信いただいた各局ありがとうございました。集計作業よろしくお願いします。 

夜間のみの参加でした。 

コンディションが悪くなかなか聞こえてきませんでした。 

小生のリグがプアなせいかもしれません Hi。 

お手数をおかけします。 



G7 「鹿児島特産物」を期待して参加しているときは、だいたい当たらないものですね。 

集計お疲れ様です。たくさんの方とできてよかったです。（７MHz 以外はチェックログでお願いし

ます） 

再提出。 時間を間違えて入力してしまいました。お手数をおかけしますが宜しくお願い致しま

す。 

相当楽しかったです。 

鹿児島各局ありがとうございました。土曜 21 時～24 時、日曜 6 時～12 時の時間設定は良いと思

います。 

集計、お疲れ様です。出力は抑えられ、BAD CONDIX と他の内外のコンテストとの同居。決して快

適とは言えない状況のコンテストです。 

楽しめました。ありがとうございました。 

鹿児島市は父が青春時代を過ごした土地なので愛着があります。お相手いただいた各局ありがと

うございました 

コンディションが悪く鹿児島局、県人局を見つけることが出来ませんでした。 

集計ご苦労様です。途中からオリンピックを見てしまいました少ないけど申請します。 

次回も楽しみにしています。 

集計お疲れ様です。 

QSO の数が少なかった。 

初めて参加しました。交信していただいた各局、ありがとうございました。 

集計お疲れ様です。 

年齢：70 歳  QSO、有難うございました。 

遅くなりましたが申請させていただきました。 もう少し県内局のコールサインが聴こえると良

かったですね。 

次回もがんばりたいと思います。 

また来年もお願いします。 

初めて参加させて頂きました。有り難うございました。 

残念ながら、鹿児島県の局は全く聞こえませんでした 

初めての参加です。次回は複数局と交信したいと思います。 

有難うございました。 

集計ご苦労様です。 

次回も楽しみにしています。 

次回もがんばりたいと思います。 

G14 短時間の参加でした。各局ＱＳＯありがとうございました。 

猛暑の中、楽しめました。 

集計ご苦労様です。 

G21 2015 年以来 6 年ぶりに 21MHz にエントリーです。Condx が良かっただけに皆さんハイスコアでし

ょうね。県内＆県人局の皆さん QSO ありがとうございました。特に CW/SSB 両モードで拾ってい

ただいた EKY さん、FUF さんに感謝します！ 

鹿児島コンテスト ありがとうございました 



こんにちは 交信していただいた県内局、県人局の皆さん、ありがとうございました。 

のんびり数局交信です。 ホイップアンテナ縦振り電鍵で 

昨年は副賞を頂き、ありがとうございました。 

僅かな交信ですが、ログを提出します。 

楽しかったです。 

初めて参加しました。各局ありがとうございました。 

超短時間ですが参加できましたのでログ提出します。 

初めて参加しました。 

初めて参加しました。 コンテスト結果郵送でお願いします。 

集計お疲れ様です。２局だけですが交信出来ましたので書類提出させていただきます。 

次回もがんばりたいと思います。 

初参加楽しみました。 

いつもお世話になります。 

少ない交信局数ですがログを提出します。 

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。 

1 局のみですが提出しておきます。 

コンディションのせいか？さっぱりでした 

G28 PC 不具合でコンテストログ動作せず。エレキーと手書きで参加した。シングルバンド電信部門設

置お願いします。 

コロナ禍の開催、集計、お疲れ様です。翌日の早朝から良く開けていたので、楽しめたものの、

後半失速してしまった。 

次回もがんばりたいと思います。 

PC の画面がまっしろになって使用できなくなる 郵送しました。 

QSO いただいた各局 TNX! 

集計ご苦労さまです、副賞狙いは明らか! 

集計ご苦労様です。他のバンドでも交信していただきました。 

集計ありがとうございます。よろしくお願いします 

前回より１局だけ多く交信することが出来ました。念のため、JARL R1.0 形式で提出します。集

計、よろしくお願いします。 

集計ご苦労様です。 

次回も楽しみにしています 

CW が好きです、でも QRP のほうがもっと好きです．http://www.uja.jp/ 

GMMC 次回もがんばりたいと思います。 

コンテストの機会を設けていただきまして、ありがとうございました。 

GMMP 何とか十数局と交信できました。来年も参加したいと思います。 

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。 

KJ 1999 年 4 月から１年間、南九州市（旧頴娃町）に仕事で在住 



昭和 30 年 1 月 10 日より生後約 3 年間、鹿児島県揖宿郡喜入町(現：鹿児島市)に居住していまし

た。仕事関連の講習会に参加のため 2 日目の午前中に戦線離脱、目標のハーフスコアになってし

まいました。28MHz 以上のハイバンドの CONDX がやはり今一のようで、残念でした・・・。集計

ご苦労様です。 

平成 3 年 4 月 1 日から同 4 年 3 月 31 日まで旧名瀬市に居住 

初めて県人局同士の QSO ができました。県人局楽しいです。昭和 53 年～56 年の 3 年間徳之島町

に転勤で在住でした。 

高校卒業まで鹿児島市に住んでいました。今回も高校時代の知人 JR6JHE との OTA 再会が出来

HAPPY でした。 

平成 18 年 4 月から平成 20 年 3 月まで勤務のため鹿児島市に居住 

1973～1979 年の 6 年間、学生で鹿児島市に居住。 

平成６年～１０年まで、進学のため霧島市に居住していました。当時、旧鹿児島郡吉田町や、旧

曽於郡輝北町などでＪＣＧサービスをしたのを懐かしく思い出しました。 

小 6～中 2、父の転勤で出水で過ごしました。今年も県人局で交信を楽しませていただきました。

関係の方々どうもありがとうございました。 

 


