
第 32 回鹿児島コンテストコメント集 

KMCP 集計お疲れ様です。 TS-480DAT モービルホイップ 

KMC 雨の予報でしたが、設営、撤収時には晴れ。日中は曇で、風もそよぎ、快適な移動運用でした。

ハイバンドは昨年ほどではなかったようでした。そうそう、コンテスト中、DX 局が何局も呼んで

きて。何が何だか分からず、最初の数局には KG の NR をそのまま送信。逆に JA3 の局から呼ばれ

たときには最初の短点を聞き落とし OA3 と勘違いして、IOTA 番号送ったりして。ドタバタでし

た。HI 

ハイバンドのコンディションがいまひとつでしたが，頑張りました。集計ご苦労様です。よろし

くお願いします。 

昨年 CTESTWIN の入力をご教示頂き、大変助かりました。 

今回も少しだけの参加でした。 

コンディションが、いまいちでした。 

KMP 集計、お疲れさまです。 昨年は、県境で鹿にあったのですが今年は見なかったですね。 台風

5 号の影響で雨の中の移動になりましたが、アンテナ撤収の際に雨が降らなかったのはラッキー

でした。 ハイバンドでは、IOTA コンテストで DX 局から呼ばれました。  

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。 

次回もがんばりたいと思います。 

K1.9 1.9MHz 帯がコンテストに復活したので早速参加してみた。 

K14 今年も鹿児島県内に移動して参加しました。ロケーションが今ひとつで得点が伸びませんでし

た。 

K21 集計お疲れ様です。土曜の豪雨でローバンド運用を断念。日曜は 21MHz まで開けたので楽しめま

した。 

集計お世話になります。21MHz 以外の交信はチェックログでお願いします。 

KVU たくさんの局と交信でき、楽しかった。 

次回もがんばりたいと思います。 

今回，都合により自宅から運用できず，たった延べ 2局の交信となりました。副賞を希望いたし

ます 

GMCP 交信ありがとうございました。28MHz 以上は交信できませんでした。 

楽しく参加できました。有難うございました。 また、鹿児島に遊びに行きたいと思います。今度

で 5 度目の鹿児島。早くコロナ収束してくれ!! 

E メール以外ということで、84 円切手使いました。 

用事の合間に参加しました。2 日目の 9 時以降 1 エリアから 6 エリアはどのバンドも聞こえず少

し物足りない感じがしました。 

鹿児島特産物を希望します！ 

  



GMC 係りの皆様集計お疲れさまです。交信くださった各局ありがとございました。.暑い中移動なさっ

ている各局お疲れさまでした。なかなか 100Q は難しいです。汗 

1 エリアからは 10m、6m が OPEN せず苦戦しました。 

集計ありがとうございます。夜休む時間があって、FB です。県内局少なく感じました。 

「電力を 100w 以下に低減して運用したことを宣誓します」QSO 頂きました鹿児島県及び県人各局

ありがとうございました、所要のため”途中退場”となりました、この結果が発表される頃には

戦争とコロナが無くなっていますように・・・ 

初参加です。 

1.9MHz と 28MHz が開けませんでした。 

集計ご苦労様です。 

集計お疲れ様です。ベランダアンテナでは全く飛ばず、苦労しました。 

短時間の参加でしたが楽しめました 

1.9 MHz と 28 MHz ができませんでした。残念！ 

集計作業ご苦労様です CONDX 悪く聞こえた局数が少ない 次回に期待します E-mail で送れ

ず。前回は送れました。これでは次回は参加見合わせ。７３ 

鹿児島県内局、県人局長さんありがとうございました。 

参加局が少なかった感じでした。 

ありがとうございました。 

この方法しか出来ません よろしくお願いいたします 

ゆったり参加でした。鹿児島県内局、QSO ありがとうございました。 

Poor Condxde で全く期待ハズレ (>_<) 

今年も少ないながら参加出来ました。 ハイバンドわずかに聞こえたが交信に至らず、今年も少な

いながら参加出来ました。 

次回もがんばりたいと思います。 

今年もありがとうございました。楽しめました。 

?1970 年取得?HI-MOUND HK-702 1949 年 07 月 08 日生 

楽しく参加させて頂きました。書類審査よろしく御願い致します。 

枯れ木も山の賑わいで、ログ提出いたします。 

運営ご苦労様です。 

沢山の局と交信できました。ありがとうございました。 

鹿児島県内各局との QSO の機会がいただけました。ありがとうございました。 

コンテスト開催有り難う御座いました。交信わずかですが Log 提出します。 

ぼちぼち参加します。 

GMP 今年はコンデションが悪くご挨拶程度の参加となりましたが、楽しいひと時でした。県内局、県

人局の皆様、ありがとうございました。 

  



GQRP 集計審査ご苦労様です。 FT-817ND DP Yagi 

満足度 100%の FB コンテストでした。 

楽しく参加できました。 

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。 

QRP5W で楽しみました。 

CW が好きです、でも QRP のほうがもっと好きです 

GYL YL 局です。いつもは 4〜5 局ですが少し頑張りました。それでも 30 局でしたが・・・ 

YL 局 

初めて参加しましたが、楽しませていただきました。ありがとうございました。 

短時間の参加でしたが、楽しかったです。YL 種目の新設はとても嬉しいです！ 

少しの時間帯でしたが楽しませていただきました。 来年もぜひ参加したいです。 

鹿児島局を探すのも応答して頂くのも大変でした。でも昨年より多く交信出来ましたので、喜ん

でおります。有り難うございました。 

集計ご苦労様です。鹿児島の局がなかなか見つかりませんでした。 

SSB での参加は難しいですね。今年も 2名の方のみでした。県外局で「CQ 鹿児島コンテスト」と

CQ を出されてる方は３～４局お聞きしました。 

2019 年 9 月 5 日開局 

G3.5 集計作業ご苦労様です。 

集計ご苦労さまです。 

集計お世話になります。14 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。 

ありがとうございました、次回もよろしくお願いします。 

G7 集計、お疲れ様です。コンディションかそれとも距離の所為か、7(MHz)バンドは日曜日 09:00J 以

降がカス々状態でした。 

御集計お疲れ様です。 鹿児島県内・県人各局 FB な QSO 有難うございました。 

頑張りましたが結果はイマイチ。来年も頑張ります。 

僅かですが QSO 頂きましたのでエントリーさせて頂きます。楽しく参加させて頂きました。PHONE

での参加が少ないように感じました。企画、運営ありがとうございました。 

楽しく参加できました。次回も頑張ります。 

楽しませていただきました。ありがとうございました。 

コンデションは BF でしたが楽しめました、次回も楽しみにしています。 

各局ありがとうございました。今年は暑かったですね。 

集計お疲れ様です。初めて参加しました。交信いただいた各局有難うございました。 

オリンピック精神でログ提出します。 

集計ありがとうございます。モビホで参加、コンディション上昇が待ちきれずに、短時間で撤収

しました。 

初参加ですが楽しめました。 

1 日目夕方の時間帯の復活を希望します。 



楽しく参加出来ました 

ことしも参加できて良かった。 

短時間でしたが楽しく交信できました。 

交信していただいた各局、ありがとうございました。 

集計お疲れさまです。所用により最後にお声がけ程度参加しました。交信いただいた各局、あり

がとうございました。 

31 日参加しましたが、コンディションが悪かった  

少しの得点でした。先日の UEC コンテストでは 28MHz で鹿児島県と交信できました 

少しの時間でしたが参加出来ました。 

7MHz 秋田から鹿児島はきびしい！電子ログ提出トライしたが？より紙ログ提出とさせて頂きま

した。申し訳ありません。 

次回もがんばりたいと思います。 

短時間でしたが楽しめました。 

2 局で申し訳ありません。 

集計お疲れ様です。 

気のせいか、鹿児島コンテストの時はコンディションが悪い 

G14 14MHz はアップダウンが激しい時間もあり、やや不安定な印象でした。そんな中、不得意科目の

SSB でも 3QSO できました（Hi）。ピックアップしていただいた県内＆県人局の皆さんに感謝いた

します。 

リグが 200W 機の為、シングル OP 部門にエントリーしたく、100W に出力を調節・実測して QRV し

ました。 

次回も参加します 

集計お疲れ様です。 

集計、お疲れ様です。台風の影響がどうなるか心配してました。又、28MHz を期待していたもの

のオープンせず、14,21MHz で遊んでいました。今回は、14MHz で提出します。他は、チェックロ

グとします。電話で 1局も聞けなかったのが残念でした。 

こんにちは 21 や 28MHz も準備はしておいたのですが、期待が外れてしまいました。FD の時に、

家から呼びにまわります。 

ありがとうございます。 

短時間ですが参加しましたので LOG お送りいたします。 

集計ご苦労様です。 

ご準備いただきました主催者の皆様に感謝いたします。 

今年は 14 メガで参加してみました。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。 

短時間でしたが参加させていただきました. 

集計お疲れ様です。1 局だけですがエントリーします。 

1 局のみですが参加 

G21 次回もがんばりたいと思います。 

  



GMMC よろしくお願いいたします。 

来年も頑張ります。 

GMMP 何とか二十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 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。ハイバンドの CONDX があまり良くなかったですね、終了時には UP しましたが hi。IOTA コン

テストとぶつかり DX からも CALL が有りました・・・。来年は更なる得点上昇を目指します。集

計ご苦労様です。 

H3 年 4 月 1日から同 4年 3 月 31 日まで勤務のため旧名瀬市に居住 

1973〜1979 年の 6 年間、学生で鹿児島市に居住。 

昭和 45 年〜昭和 46 年鹿児島市の予備校に通うため居住。 

平成 6 年から平成 10 年まで、進学のため旧国分市に居住していました。桜島の噴火により影響

を受けられた皆さまにお見舞い申し上げ、一日も早く沈静化することをお祈りいたします。 

平成 9年 4 月から平成 12 年 3 月まで、勤務のため西之表市に住居。 

昭和 21 年揖宿郡（現指宿市）山川福元生まれ、S40 年まで居住する（S38 年開局） 

昭和 31 年 10 月 8 日鹿児島市稲荷町で出生し、鹿児島市立清水小学校卒、鹿児島市立吉野中学校

1 年修了で広島市へ転向。14 年間 14 才まで鹿児島市に居住していました。(昭和 31 年～昭和 44

年まで居住) 

小 6〜中 2、父の転勤で出水で過ごしました。もう 50 年前です。県人局で鹿児島コンテスト参加

するのが楽しみです。関係の皆様どうもありがとうございました。 

 


