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Nov. 2019  

QRP Community 

第 10 回 QRP Sprint コンテスト コメント集 

7K1JFM/2 次回も参加したいと思います。 
7K2COL  昨年末、15 年ぶりに再開局しました。

FT-818ND を 5W 以下に減力して 6m のみに参加しま

した。初めて開局した当時、IC-502 の 3W で、ずいぶ

んと楽しめたことを思い出しました。電離層のコンディ

ションは、前日 5/4 と翌日 5/6 は Es が発生していただ

けに、コンテスト時間帯に Es が発生しなかったのが残

念です。PC でのロギングとキーイングは、まだまだトレ

ーニングが必要です。頭のショートメモリーが衰え、キ

ーボードの文字を探しているうちに受信したコールを忘

れてしまいます。次回も参加したいと思います。 
7K3CZU 交信していただいた皆様、ありがとうござい

ました。来年もよろしくお願いいたします。 
7L1WRK/1 今年も楽しくコンテスト参加できました。あ

りがとうございました。 
7L3EBJ/1 集計ご苦労様です、小電力で運用するな

らロケ良い場所からと荒川の土手まで出掛けましたが、

聞こえていても拾ってもらえずアンテナや設備の再考

が必要だと思わされました。第二部は駐車場に停めた

車に戻り車から運用しました。 

 
JA0IOF QRP 運用は、厳しいコンディショでした。 
JA1CCH 初めて参加させていただきました。さらにた

くさん参加されると楽しくなりますね。スコアはふるいま

せんでしたが、1DayAJD 出来ました。各局、ありがとう

ございました。 
JA1GTF  単純明快コンテストの呼び専門で QOL を維

持しています。電信オンリーです。ときどき手くずれ症

状が….。次回もよろしく願います。 
JA2CJE/QRP コンテスト開催ありがとうございます。

ハイバンドは相変わらずコンデション低調です。当地は

激しい雷雨に見舞われ、合間を見て参加しました。

0.5W では聞こえども繋がらずの局が多数ありました。 
JA2HJP/2 今年も 3.5M での参加です。１時間短くなり

ましたが正解だったと思います。 
JA3OEA 集計ありがとうございます。ハイバンドは全

く入感がありませんでした。QRPp でも多くの局と QSO
ができ楽しめました。 
JA3WNJ/1 次回もがんばりたいと思います。 
JA4DQX この度のコンテストは過去最悪のコンディシ

ョンではなかったかと思います。QRP 局には大変厳し

い令和元年を迎えました。しかし、コンディションの好転

を念じ頑張りましょう！ 
JA4RQO 来年もよろしくです！ 
JA6EOD 少しの時間参加出来ました。7MHz の近場

の Condx も上がってくれて楽しかったです。 
JA6WFM 集計お世話になります。 
JA8AJE ハイバンドが壊滅状態でガッカリです。 
JA9BGL コンディションが悪すぎます 
JA9XAT 10 回目の開催、おめでとうございます。さて

７メガは 16 時から始まったが 17 時近くまでスキップば

かり。やっと近場が聞こえ始めたと思ったら、18 時半に

はまたスキップ。いいアンテナがほしいです。 
JE0KBP  QRP の信号はカツカツかと思ったら非常に

クリアな方もいらっしゃって驚きました。耳を澄ませて受

信するのはアマチュア無線の基本に立ち返ることがで

きて楽しい時間でした。集計に当たる方に感謝いたし

ます。 
JE1ILP 楽しくコンテストに参加できました。ありがとう

ございました。 
JE1PMQ お世話になります。今年も参加する事がで

きました。 
JE4URN 出遅れましたが QRP コンテスト楽しみまし

た。 
JE6CIY/4 コンディションがいまひとつでした 
JE6TUP 局数は少なかったものの楽しめました。 
JF0IUN 2 回目の参加です。次回も参加したいと思い

ます。 
JF1ABZ 0.5W でも、皆さんに拾っていただき交信で

きました。 
JF1CMH/1 コンテスト時間が短くて参加しやすいです。

楽しく参加できました。各局ありがとうございました。 
JF1JDG  のんびり電信で交信できてよかった。 
JF1KIC 0.5W でもフルサイズ ANT を使用しているの

で、楽しめました。 
JF2FIU QSO 頂きました各局ありがとうございました.  
JF2WME 前半だけ参加出来ました。 楽しめました。

また参加したいです。 
JF3DIN 2 回目の参加です。よろしくお願い致します。 
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JF3KQA/3 FT-817ND＋Wire で単三ニッケル水素電

池×8 本がなくなるまで運用しました。特に弱い信号を

キャッチして交信いただいた各局、ありがとうございま

した。 
JF3PGW 今年は 7 メガがローカルノイズで QRP の信

号はマスクされ 1.9 も劇悪の CONDEX でした。 
JF6LIU/1  コンディションはよくありませんでしたが

QSB もあってスリリングなコンテストでした。今年

1.9/3.5MHz バンドは都合により参加できませんでした。

QSO いただきました各局ありがとうございました。 
JG0EXP 連休は家族の用事も多いので集中して参

加ができません。来年はアンテナを高くして頑張ります。

FT991 に DP でした。 
JG1CFO QSO ありがとうございました。 
JG1IEB コンテストの開催に気が付かなくて出遅れて

しまいました 
JG1UKW 集計ご苦労様です。 
JG2CNS/3 今年は 5W に QRO してみました。HF 部

門が午前中開催だと良いのですが。  
JG6SRL  QRP の世界を楽しませてもらいました Tnx 
JH0FOG 今回も楽しく参加しました。 
JH0IGG QRP 運用の楽しさと難しさを体験出来まし

た。 
JH0ROS/1 次回もがんばりたいと思います。 
JH1VIX  ありがとうございました、宜しくお願い致しま

す。 
JH2FXK  IC-7610のパワーを最小にしたら丁度0.5W
になりこれでコンテストに参加しました。 
JH4FUF High バンドの CONDX が未だ悪いですね。

集計ご苦労様です。参加局も多く FB でしたが CONDX
が未だ不安定のようでした。当地ではバンド内ノイズが

多く、更に各局 QRP(P)なので copy が難しかったです。

集計ご苦労様です。 
JH4IGT/1 急用のため参加できなくなりましたので、チ

ェックログとして提出します 
JH4JUK  ハイバンド部門は当局のエリアでは聞こえ

ずでした。 
JH5BJU

初めての参加です(7MHz シングルバンド QRPp)。リグ

は 40 年近く前に製作したもので出力 0.5W です。モノ

コイルのコアが若干緩くなっていますが、まだちゃんと

動作してくれます。hi 受信部はダイレクトコンバージョン

で、外付けで CW フィルターを追加しました。7MHz の

混信をすり抜けながらの参加でしたが、QRPp でもほ

ぼ一発でコピーしてくれた参加局のみなさんに感謝で

す。いやぁ、QRP って本当にいいものですね！hi 
 
JH8CLC/7 次回もがんばりたいと思います。 
JH8LDW 次回もがんばりたいと思います。 
JI1LHT 今年は 28 メガでも交信出来ました。他バンド

は残念ながら、昨年ほど交信出来ませんでした。 
JI1SMA コンテストは楽しいです。 
JI1TIQ 集計作業お疲れ様です。50MHz バンドでの

参加でしたが、コンディションが悪かったのか、1 局の

みの QSO でした。次回もぜひ参加したいと思います 
JJ1BLC ANT is first! 実感しました。 
JJ1OEF ALL JA コンテストの QRP 部門と何が違うの

かなと思っていたのですが、実際に参加してみて分か

りました。大出力の中に混じっての QRP 交信と、参加

者全員が QRP である交信は全然違うものなんですね。

交信できなくてもお互い様という感じとか、QRP 好き同

士が集まっている感じとか。なんだかとても楽しかった

です。ありがとうございました。 
JJ1PFC 40 年ぶりに無線に復活し、初参加です。自

宅からの参加で時間も短時間でしたが、５W でも十分

楽しめました。次回もぜひ参加したいと思います 
JJ1QVO 短時間の参加でしたが 3.5MHZ、モービル

ホイップ、5W で北は山形、西は広島まで電波が届き

驚いています。これから日常の交信でも出力を下げて

の交信にトライしてみたいと思います。交信いただいた

各局と事務局の方々にお礼申し上げます。どうもあり

がとうございました。 
JJ8XNP  コンテスト楽しめました 
JK1DTK 長期連休のせいか、あまり聞こえず、交信

局数が伸ばせず残念でした。 
JK1REJ QRP だけでのコンテストは、バンド内がガサ

つかず、弱い局の信号もはっきりと聞き取れた。 
JK1TCV K3 のパワーを 5W に低減して参加しました。

ハイバンドの CONDX が悪かったですが、ローバンド

はそこそこ良く、楽しめました。 
JK7BEJ  初めての参加です。アパマンハムなので

QRP 運用はハンデがありますが楽しめました。局数を

伸ばせるよう次回は頑張ります。 
JK7UST  Es がオープンしているはずなのに、思った

よりも交信できず、残念な結果になりました。なぜか私

の電波は W へ飛んでいくだけで JA には届きませんで

した。 
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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。CONDX 良くなかった

です。 
JL2OGZ/2 用事があり、モービル走行中と駅駐車場

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。 
JM7GTK ありがとうございました 
JN1MSO/1

 

   
JN3DMJ 集計ありがとうございます。1.9～50MHz の

CW と 50MHz SSB にて QRPp で運用し、1.9、3.5、7、

50MHz で交信できました。7MHz は主に自作機

「SST40」(出力を 0.5W 以下に低減)で運用しました。

交信相手が全て QRP 局なので興味深く楽しめました。

QSO 頂いた各局ありがとうございました。 
JO1FHM/2 QRP で全国に電波が届くのは楽しいで

す。そして皆さんの耳の良さには脱帽です。 
JO1ZRX ありがとうございます。 
JP3OUY/3 相手側局のご協力もいただき、無事 QRP
交信でき、助かりました。 
JQ3PPC 小電力でも期待以上に飛ぶことの再認識と

なる 
JR1BQJ/1 沢山の局と交信でき楽しませていただきま

した。 
JR1MEG/1 お世話になります。天候に恵まれ絶好の

移動運用日和でした。 
JR1UJX/2 前日は浜松市から静岡コンテストに、当日

午前は桑名市から三重３３コンテストに、そして岐阜県

羽島郡から QRP Sprint コンテストに参加しました。 
JR1USU/1 次回はもっと頑張りたいと思います。 
JR2NTC/2 集計作業，ご苦労様です。QRP ということ

で，自動車用 12V バッテリーを電源として使用してみま

した。問題なく運用することができました。 
JR3FOX 久しぶりに参加させて頂きました。 
JR3OQJ 次回も参加いたします。 
JR3OYH VN-4002 を入手したので、これを使っての

初参加でした。ANT がモビホなんで。。。 
JR6CSY 開催日を間違い、出遅れ過ぎました。(大汗) 
JR6KBF/6 イオノグラムは結構赤かったので期待して

いたのですが、コンディションは良くなかったようです。

局数は半減、Q 局との QSO はゼロでした。終始強く聞

こえていたのは JH6QIL 局と JK7UST 局でした。 
JR7SOX 初参加でした。こんなはずでは！ 
JR8QFG/8 道南移動運用途中に参加しました。メジャ

ーコンテストでもほとんど出ない 113 檜山をサービス出

来ました。 


