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7K1JFM 楽しく参加させて頂きました。来年も参加した

いと思います。 
7K1PTO 今年は Es がコンテスト時間終わってから出

たのが残念でした。今回も楽しませて頂きました。 
7K2COL 集計ご苦労様です。7MHz: 19 時頃より激し

い空電が発生受信不能になりました。 その後、コンテ

スト終了頃に近所に落雷し空電は消えました。50MHz: 
Esp 発生せず残念でしたが、前回比でマルチが１つ増

えました。とても楽しめました。 
7L3EBJ/6 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。 
JA0IND/1 集計ご苦労様です。酷いノイズに悩まされま

した。  
JA0JHQ  回目の参加です。今年は QRV しようかな、と

も思ったのですが、昨年の記録を上回りたくて。 
JA1-22825 参加できてうれしく思います。 
JA1DFP まずまずの CONDX で 1dayAJD が完成し楽

しめました。 
JA1GTF 満足度 100%の FB コンテストでした。 
JA1TEG アンテナが低いために十分な結果が得られ

ませんでした。 
JA1UOA/1 

 
JA1WSE/1 50MHz バンド出ました。他は入感なく、

7MHz バンドは参加できず残念 
JA2CJE 午後より寒冷前線通過 雷雨 強風 大雨 2
時頃より雷 noise 4 時頃から 6 時にかけて雷鳴、安全

確保 電源コードとアンテナ同軸をはずす。毎回 QRPP
で交信していましたがノイズで全く交信できない、5W に

変更して交信 2，3 局で終わる。3 時よりは雷 QRT 状

態、ノイズがひどく交信できない途中でギブアップ。 
JA3MIB 5W でも意外と楽しめました。 
JA3NUT 第二部開催時から雷のノイズに悩まされ続

けました。 
JA3OEA 集計ありがとうございます。1.8MHz 
3.5MHz: QRN が激しく、受信に苦労しました。 

JA3WNJ/1 次回もがんばりたいと思います。 
JA4-37294 仕事から帰宅後、参加しました。 
JA4RQO 短時間ですが楽しめました。 
JA4VNE 今年はハイバンドが NG だったので、7MHz に

絞って参加。こちらの方もイマイチで 1 エリアは 1 局の

みでした。 
JA6BWH 両時間帯ともオールバンドで運用できるよう

にしていただきたい。 
JA6EOD  少しの時間だけ参加出来ました。 
JA6KHC/1 SSB は相変わらず少ないですね。 
JA6QQL/2 昨年の設備を改造しアンテナは 1mΦ

small loop、リグにはスペクトラムスコープ回路を取り付

け 1 時間効率よく楽しめました。 
JA6WFM 集計お疲れ様です。  
JA7NJN/1 昨年と同じ短縮Ⅴ型 DP アンテナを使って

IC-705 の出力を絞って QRPp で参加しました。アンテナ

給電部が屋根より低い割には健闘したと思います。環

境雑音に埋もれている信号をとれるかどうか、あるいは

相手局に取ってもらえるかどうか、タイミングを計りなが

ら相互の「送受信のテクニック」が試されるコンテストで

あり、特に QRPp においては今時のデジタル式では味

わえないスリルと満足感を味わえるコンテストだと思い

ます。 

 
JA7ODY 楽しめました。IC-705 0.5W の微弱な電波を

拾っていただき有難うございました。 
JA7SLK 国内コンテストの参加を楽しんでいます。 
JA8CXX 常置場所から、21MHz は 8mH ダイポール、

3.5MHz は 11mH モービルホイップで参加しました。両

バンドともノイズがひどくて聞き取りづらく何度も聞き返

して、各局にはご迷惑をおかけしました。途中から外付

けの AF-LPF(700Hz)とヘッドホンを使用してなんとか耐



 

2 
 

え凌ぎ、コンテスト終了時刻まで粘りました。 

 
JA8KGG/8 交信して頂いた各局有難うございました。

来年も場所のいいところから QRV します。 
JE0KBP 一生懸命耳をすませて受信しました。これが

無線の基本ですね。楽しかったです。集計に当たる方に

感謝いたします。 
JE1ILP 楽しく参加できました。ありがとうございました。 
JE1PMQ 集計ご苦労様です。今年も参加できました。 
JE1RXJ いつも KW などハイパワーで QRP の弱い局

をやっとの思いで交信する当方など相手の努力も表彰

して欲しいくらいと感じながら今まで交信させていだだい

ていました。逆の立場で、初めて 0.5W で運用して（昨年

QRP コンテストに 5W では初参加）、いかに 5Ｗと０．５

Ｗの違いは飛ばないのか,QRP での交信という定義は、

「交信局双方にとって忍耐という修練、修行の場」と感じ

ました。28 だけで 10 局以上がコールしてもフルコピー

出来ないようで、努力して双方が何回もトライしましたが、

向こうの根気負けに終わりました。聞こえていても

QRPp では困難だと、改めて QRP/QRPp 運用の局長

に敬意を表したいと思います。 
JE1WYW/0 次回もがんばりたいと思います。 
JE7SRK 今年もありがとうございました。楽しめました。 
JF0IUN 今年も数局お声がけの参加でした。 
JF2ERH 次回も参加したく思います 
JF2FIU QSO 頂きました各局,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完全に収まって

普通の生活ができていますように。 
JF3KQA ちょこっと出たので 14MHz と 7MHz でログ提

出させていただきます。5W に DP の運用です。7MHz
のコンディションも不安定でしたが、まずまず楽しめまし

た。14MHz はもう少し開けると思ったのですが、局数の

多い地域とのオープンがなく残念でした。 
JG1BGT CW が好きです、でも QRP のほうがもっと好

きです．http://www.uja.jp/ 
JG1CFO 雷が鳴り、とんでもないノイズでほとんど交

信できませんでした。 
JG1IEB 少ない交信ですが審査よろしくお願いします。 
JG1LZY 次回もがんばりたいと思います。 
JG2CNS/3 僅かな QSO でしたが、足跡残しておきま

す。 
JG3DOR/3 短時間ですが楽しめました。 

JH0FOG ハイバンドも頑張る予定がコンディションが

上がらず残念 
JH1ASG 空電に春雷、突風に見舞われ、後半戦の後

半は「苦行」となりました。3.5MHz は本当にコンディショ

ンに恵まれませんでした。それでも、QRP でのコンテス

トを、今回も大変楽しみました。参加各局の「耳」の良さ

に大変助けていただきました。 
JH1BSK 平素は 45W なので 1/9 のパワーでした。 
JH1VIX QSO 頂いた各局に感謝申し上げます、ありが

とうございました。  
JH3WNZ 運営ご苦労様です。お陰で楽しめました。 
JH4FUF 3.5MHz コンディションの変わり目？チョット

参加局が少ないような hi でも楽しめました・・・。流石に

7MHz、参加局が多く楽しめましたが耳が・・・。当地から

は、14MHz も今一つか・・・少ないです。21MHz は 当地

からは、相変わらず殆ど聞こえません・・・。次回も宜しく

お願いします。集計ご苦労様です。 
JH4IGT/1 次回も参加したいと思います。 
JH4JUK ハイバンド全く聞こえませんでした、アンテナ,
ロケーション良くないのかな。  
JH6IAG 初めての QRP はまりそう！次回もがんばりた

いと思います。 
JH6JRN 初めて参加しました。パワーが小さいのでい

いロケーションといいアンテナが欲しい。あと食事の時

間にかかるのもあるので次回は移動で運用してみたい。
" 
JH7UJU 集計審査ご苦労様です。 
JH8CLC/7 次回もがんばりたいと思います。 
JI1LHT 昨年より交信数を伸ばすことが出来ました。

JARL R1.0 形式で提出します。集計、よろしくお願いし

ます。 
JI1LHT 28MHz: 昨年より交信数を伸ばすことが出来

ました。21MHz: 昨年より交信数を伸ばすことが出来ま

した。14MHz: 残念ながら、昨年より交信数を伸ばすこ

とが出来ませんでした。7MHz: 昨年より、少しだけ得点

を増やせました。3.5MHz: 1 局のみの交信となってしま

いました。 
JI1NZA/1 近所の公園から参加しましたが風が強くコン

ディションも良くなく残念でした。 
JI1SMA 楽しめました。 
JI1TIQ 集計作業お疲れ様です。なかなか外での運用

がしづらい状況であり、自宅での QRP 運用は難しいと

ころですが、今回も参加しました。QSO していただいた

各局ありがとうございました。次回も是非参加したいと

思います。 
JI1UPL コンテスト開始直前に落雷が始まり、終始 59+
空電ノイズに包まれた QRP の信号を聞き取るのには厳

しいコンディションだった。 
JJ0SFV 7MHz: 今年は雷ノイズがひどくて。21MHz: 8
エリアしかできませんでした。 
JJ1CWR 初参加です。少しですが送ります。集計宜しく



 

3 
 

お願いいたします。 
JJ1GXY コンディションはイマイチでしたが、楽しめまし

た。各局ありがとうございました。 
JJ1QLT 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。 
JJ1XAS/1 18 時過ぎから発雷。ラスト 2 時間避難で何も

できず。山岳は桜も見ごろ大変気持ちよく過ごせました。 

 
JJ1XBB コロナ禍ですので、移動は控えました。QRPp
ですとホームのアンテナが GP の為、厳しかったです。 
JJ1XQU 集計ご苦労様です。参加局が少ないのか、

QRP で聞こえないのか？、少ないけど申請します。 
JJ4NZO/1 モービルホイップでの運用でした 
JK1DTK 少しですが、楽しめました。 
JK1OVJ/1 次回もがんばりたいと思います。 
JK1TCV コンディションもそこそこで、楽しめました。 
JK2MGT 弱い信号をピックアップしていただきありがと

うございました。おかげで楽しめました。 
JK7DWD 各局、交信ありがとうございました 
JK7UST 7MHz: 雷ノイズのために 1 回目でフルコピー

するのが難しかったです。14MHz: 強い Es が発生せず

残念でした。 
JK8PBO 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。 
JM1IQX 主催・集計ご苦労様です。楽しめました。 
JM1LDV/0 次回もがんばりたいと思います。 
JM6EKY 楽しめました。来年も参加いたします。 
JM8DYK/8 Es に恵まれない時間帯でした。無念。 
JN1MSO/1 CW コンテストバンドが元に戻って、VXO の

自作機が再び日の目をみました。パドルからアンテナま

で、全部手作りでの OnAir でした。どうも有難うございま

した。 

 
 

 
JN1SCA/1 次回もがんばりたいと思います。 
JN3DMJ 集計ありがとうございます。1.8～50MHz の

CW にて QRPp（0.5W）で運用し、3.5、7、21MHz で

QSO できました。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。" 
JO1EEQ 今回も７MHｚ帯に出力 30mW で参加しました。

電が多く思うように交信できませんでしたが、お相手い

ただいた各局ありがとうございました。  
JP1NNF/1 次回もがんばりたいと思います。 
JP7XOM 次回もがんばりたいと思います。 
JQ1PCT 集計お疲れ様です。 
JR1EMM 今年もフルタイムで参加しました。聞こえる局
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が少なく、苦労しましたが何とか最後まで頑張りました。

普段はなかなか繋がらない方とも交信できたので、結

果には満足しております。 
JR1UJX/2 後半戦開始直後から激しい雷となり、運用を

一時中断しました。外した同軸コネクタから火花が飛ぶ

ほどの激しさでした。 
JR1USU/1 次回はもっと頑張りたいと思います。 
JR1ZFI/1 HF, 50MHz トモニ Condx 良くなかったのと

0.5W では飛びが悪く局数が少なかった。 
JR2MIO 集計お疲れ様です。運用時間が短くあまりで

きませんでした。 
JR3KQJ 1.8MHz 帯は QRP TEST では広すぎますね。 
JR6CSY 集計ご苦労様です。 
JR6KBF/6 今回は、コンテスト途中でリタイヤ。朝、駐車

場に駐めるときには、公園の指定管理者の方にちゃん

と説明して、OK もらってたんですが。運用開始から 2 時

間、別の方がやってきて「公共の場所ですよ。すぐにや

めてください」って…。 
JR7KVA ありがとうございます。 
JS1BXH 次回もがんばりたいと思います。 
JS2PHO 雷がひどくヒヤヒヤでした！ 


