
●会員局電話 　参加局が減ったような気がします。

#46   JA4KCG #828  JR5PPN

　　久しくお会い(交信)していない局にお会いできる 　　いつもお世話になります。

　のもパーティーのいい所ですね。 　参加各局、今年もお世話になりました。次回もよろ

　　皆さん楽しいハムライフをお過ごしください。 　しくお願いします。

#66   JA2PDO/2 #847  JI6OXK

　　年々アンテナの整備に疲れが多く出て「とし」を 　　久しぶりに国定からフルタイム...と言っても10

　感じる様になってきました。 　時間位ですが…で出ました。

#137  JG1IEB/1 　　もっとも電話と電信の掛け持ちのため、たいして

　　千葉コンテストと重ならなくなったのは良かっ 　スコアーは上がっていませんが自分なりに楽しめま

　たです。 　した。

#248  JR2WLQ #892  JG6JMQ

　　「CQ PTY」には応答なし。会員局10局とは交信出 　　今年もコンテストナンバーの説明には戸惑いまし

　来ずでしたがOKでしょうか？NRは相手局が送ったと 　た。なかなか慣れないものですね。また、メンバー

　おりに記載しています。 　の参加も少なかったように感じましたが、ファース

　　会員番号の桁数のことです。会員局の積極的参加 　トの局や数年振りにお会いした局もあり、楽しいコ

　は求められますが、コンテストはJAG発足当時のル 　ンテストでした。

　ールが適切だと思います。 #906  JA2GVQ

　　失格を覚悟で「参加証」、会員局10局未満ですが 　　今年も参加できました。呼んでいただいた皆さん

　「ステッカー希望」します。 　感謝です。時々移動運用をしていますのでお願いし

#295  JA4RLD 　ます。

　　お世話になっております。 #909  JA1ASD

　　JAGコンテストログを送ります。よろしくお願い 　　次回もがんばりたいと思います。

　いたします。あまりできませんでしたが参加させて #972  JF8BRH

　いただきました。 　　北海道は季節的にハイバンドは聞こえず、7MHzSSB

#297  JR3AKG 　にてCQ連呼!日中も厳しい中、何とか多くの局と交信

　　久しぶりSSBマイクを握りました。 　出来ました。

#476  JR6QJR #1119 JI4UMT

　　16日は体調不良で短時間運用、NGでした。 　　今年は頑張ってみました交信頂いた各局に感謝申

#586  JH5GEN 　し上げます。

　　コンテスト初日の今治市は快晴でした。6機編成 　　楽しくコンテストの時間を過ごしました。

　のブルーインパルスが青空に描くハートやリングに #1210 JF8QXV/8

　感激し、キンモクセイの甘い香りが標う中で、QSO 　　御多忙中のところ、事務局の編集業務担当の方々

　を楽しみました。 　には、色々お世話になります。当局今回は、勇払郡

#653  JG6TXW 　安平町移動と思い、現地に赴き細部の位置設定して

　　初日はCMでNG!何とか100↑コンタクトありがとう 　いたところ、開発局の車両から『この奥で熊の糞を

　ございました。 　数ヶ所で見た』との情報を得、15日夜中に急遽夕張

#739   JH6FTJ 　郡長沼町(道の駅)に移動、結果的に２カ所の移動運

　　集計、お疲れ様です。 　用になりました。
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#1251 JN6MAC 　でしたが、やはり一般局からのコンテストナンバー

　　20数年ぶりのコンテスト参加でした。楽しませて 　は見直しが必要では？

　いただきました。ご迷惑を掛けます。 #883  JK1VMC

#1268 JH0ALH 　　次回もがんばりたいと思います。

　　今年もCQを出したせいか多くの局とQSOできた。 #909  JA1ASD

　ファーストの会員局の局も呼んでもらって楽しい時 　　次回もがんばりたいと思います。

　間を過ごせた。 #1416 JA8AJE

#1360 JH2SGC 　　非会員同士のQSOを認めたことで参加者が増えて

　　諸用の合間にて呼びました。無線より家の用事に 　楽しめました。

　追われてます。最近、山の土地を開拓し始めました #1449 JJ1XQU

　ので昼休みには山小屋から楽しみを見つけるように 　　集計ご苦労様です。楽しかったです。

　考えています。 #1531 JF6TWP/6

#1429 JL4QGE 　　集計お疲れ様です。

　　今年も参加出来て良かったです。継続は力なりで #1546 JK2NNF

　頑張ります。 　　ログ集計ご苦労様です。

#1449 JJ1XQU

　　集計ご苦労様です。楽しかったです。 ●会員局デジタル
#1482 JR2NRP #739  JH6FTJ

　　メンバーの方々とQSO出来た事を楽しく思ってい 　　すべての局にCQ JAG JH6FTJ PM51でCQを出し、

　ます。 　レポート受信後にFTJ JAG0739 と送信致しましたが、

#1527 JH6WSN 　ナンバーを頂けたのは、84局中15局だけでした。

　　はじめての移動運用でコンテストに参加しまして、 　FT8では、説明できないので結構きついです。

　トランシーバーのくせを理解するのに心配しました #1499 JJ1XQU

　が何とか10局以上QSOしました。 　　集計ご苦労様です。楽しかったです。

#1546 JK2NNF

　　ログ集計ご苦労様です。 ●一般局電話
#1555 JO3RUL JA1JUR

　　クラブ局ZPHはどこに出ていたんだろうか。 　　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。

●会員局電信 JE1ENI

#137  JG1IEB/1 　　今年も10局以上と交信する事ができました。

　　100局オーバー何とかクリアできました。 　ありがとうございました。

#160  JA7TJ JP3UBR

　　集計御苦労様です。時間が取れず初日の夜だけ参 　　毎年楽しみにしています。

　加ですが、22QSOで7局の会員に会えて楽しめました。 JG4IBI

#586  JH5GEN 　　集計ご苦労様です。

　　一般局の参加も多く、例年以上の盛り上がりを感 　次回もよろしくお願い致します。　

　じるコンテストでした。 JH4NHF

#847  JI6OXK 　　次回こそがんばりたいと思います。

　　CQを出してもCQを待っても、一般の方が多し。 JA7AMK

　(電信はにぎやかさありましたが...) 　　MIX部門が無いためか電信にくらべて、電話の方

　　今回は他コンテストとのブッキングはありません 　が、メンバーの参加局圧倒的に多いですね。



　ログ提出先の方が積極的に参加されて、盛り上げ JF2FIU

　にご尽力されておられることは、VY FBです。 　　QSO頂きました各局ありがとうございました。

　私は何十年ぶりかの参加でした。 　早く戦争とコロナが無くなりますように･･･

　ありがとうございました。 JI2UPG/1

JH7UJU 　　次回もがんばりたいと思います。

　　集計審査ご苦労様です。 JA3RAZ

JH8XTE 　　次回もがんばりたいと思います。

　　何とか昨年の交信数を上回りました。 JA4GQD

　来年も参加したいと思います。 　　楽しませていただきました。

●一般局電信 JA4VPS

JA1GTF 　　次回もがんばりたいと思います。

　　満足度100%のFBコンテストでした。 JG4IBI

JE1EQS 　　集計ご苦労様です。

　　次回もがんばりたいと思います。 　次回もよろしくお願い致します。　

JG1BGT JH4FUF

　　CWが好きです、でもQRPのほうがもっと好きです。 　　少し積極さが欠けてしまいました、来年はもっと

JH1MZG 　気合いを入れて見たいと思います。

　　コンデイションがよく、楽しく参加できました。 　　集計ご苦労様です。

JH1VIX JH4LRD

　　ありがとうございました。 　　次回も参加したいと思います。

JJ1CWR JM4KHC/1

　　集計審査宜しくお願いいたします。 　　HFのコンディションが上がり、数多くの局とQSO

JJ1RLA 　することができました。ありがとうございました。

　　集計お疲れ様です。初めて参加しました。 JA5IVG

　交信いただいた各局有難うございました。 　　集計お疲れさまです。交信いただいた各局ありが

JN1KMI 　とうございました。

　　参加証ステッカーは不要です。 JE5EUT

　連番送信にはとても緊張させられました。そして楽 　　初めての参加で楽しかったです。次回も楽しみに

　しませていただきました。次回も参加したいと思い 　しています。

　ます。 JE6TUP

JO1PZR 　　短時間での参加でしたが、楽しめました。

　　楽しく参加させていただきました。 JG6JSV

　　次回は頑張りたいと思います。 　　お世話になります。ファースト参加です。よろし

JS1BXH 　くお願いします。

　　次回もがんばりたいと思います。 JO6NZN

7K1JFM 　　各局QSOありがとうございました。

　　次回も参加したいと思います。 　　ステッカー不要です。

JA2MOG JR6CSY

　　次回もがんばりたいと思います。 　　集計ご苦労様です。

JF2ERH JR6JHE

　　楽しく参加できましたので次回も楽しみです。 　　集計ご苦労様です。よろしくお願いいたします。



●一般局デジタル
JE7SRK JJ1CWR

　　今年もありがとうございました。楽しめました。 　　デジタル部門、一般局同志の交信では、NRの交換

JH7UJU 　がほとんど出来ずに苦労しました。汗･･･会員局10

　　集計審査ご苦労様です。 　局でようやく完成!!　まあ完成できて良かったです。

JK8PBO 　　JAG会員各局。VY TNX!

　　係りの皆様集計お疲れさまです。交信くださった JH7UJU

　各局ありがとうございました。 　　集計審査ご苦労様です。

JM8QWL/8

　　2021年夏に開局したばかりの中年ビギナーです。

　　CWは、今月から。 ●一般局　電話　SWL
JA9XAT JA4-37294

　　久しぶりに参加しましました。 　　コンテスターが多くにぎやかでした。

JA0QD/1

　　一般局なのにコンテストナンバーに「Ｘ」を付け ●一般局　電信　SWL
　ない局があった。会員局は頭に「Ｃ」など付けたら JA0JHQ

　どうか？ 　　今年は会員参加局が少ないように思いました。

JG0EXP JA4-37294

　　集計ご苦労様です。 　　今年は、パーティー・コンテスト部門に参加しま

JH0IAM/1 　した。

　　お手数おかけし恐縮に存じます。何卒宜しくお願

　いいたします。

JH0IGG

　　短時間の参加でした。FBなコンテストありがとう

　ございました。


