JARL QRP CLUB

2014 年 QRP コンテスト コメント集
【自作部門】
7K1CPT/1
たくさんの QRP 運用局と交信出来、楽しめました。ノ
イズレベルすれすれの信号、リアルに S-9 の信号、い
ろいろありました。ハイバンドが伸び悩みました。マル
チ獲得のためにハイバンドに時間を使うか交信局数の
伸びる 7MHz に戻るかが悩みどころではありますね。
結果はどう出るでしょうか？集計ご苦労様です。
7L1WRK/1
今年は自作 200mWSSB 機で参加しました。局数は
伸びませんでしたが、楽しいコンテストでした。また来
年も楽しみにしています。
Rig: 自作 200mW(SSB)

JA0BYV
最近 7MHzCW の運用は QRP1W がメインですので
QRP コンテストは初めてですが参加してみました。交
信していただいた各局ありがとうございました。
Rig: 2SC756×1 RX: 3357D+AF FILTER

7N4LXB
今年は VFO に PIC-VC を適用したのでチューニング
操作が軽快になりました。しかし 7MHzSSB で交信相
手はなかなか見つからず、3 局のみの交信でしたがロ
グ提出します。
Rig:2SC2314×4

左から TX RX AF-FILTER
JA1BVA
久しぶりに AYU40 を運用しました。なかなか飛びま
せん。超微弱信号を受信していただいた方に感謝しま
す。コンテストナンバーのゼロを 3 長点で送信される方
がおられました。3 長点の符号は、欧文では「O（お
ー）」、和文では「レ」ですから、数字のゼロの意味はあ
りません。正しいモールス符号を送信しましょう。みん
ながやっているからは、理由にはなりません。
Rig: AYU40
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JA1DFP
次回はもう少し頑張りたいと思います。
JA1KEG
手のすいた合間をぬって、出力１W でのコンテスト参
加、28 局を呼んで、10 局交信の結果でした。参加各局
の信号は普段のコンテストと異なり、静かで快適な心
地でした。
JA1XWK
次回もがんばりたいと思います。
JA2HUJ
出力：100ｍＷの飛びを確認することが出来ました。
JA2TFU
集計お疲れ様です。初めて参加させて頂きました。
JA3TVF
初参加です。昭和 43 年開局からのカムバック組です。
交信頂いた各局さんありがとうございました。
Rig:UZ42

JA4CFO
忘れていて久し振りに OHR-400 で on air しました。
JA4NUE
昨年と同じ設備です。今年は AJD が出来ました。
QRPp 部門を設けては如何でしょう？
Rig:貴田電子 KEM-TRX7
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JA8CXX
21MHz では 4 エリアの 2 局だけしか聞こえませんで
したが、たいへん強力に入感していました。
Rig:2SC1957 シングル、RX:シングルスーパー

JA4RWN
交信していただいた各局ありがとうございました。今
年はこのコンテストのために新たな送信機の保証認定
を受け、免許変更を済ませました。ファイナルは広帯域
送信のため、1.9MHz,3.5MHz は約 200mW ですが、
7MHz は 100mW 、14MHz～21MHz は 50mW ～
30mW 位です。パーツ不足で 28MHz、50MHz 部分は
まだ完成していません。当然ケースにも入れていませ
んので、裸のままで交信しました。写真添付します。
1.9MHz で 1 局交信できとてもうれしかったです。
Rig:1.9MH ｚ ～ 50MHz 電 信 送 信 機 「 あ ゆ も ど き
Multi」 RX FT-817

JF6LIU/1
QSB が激しかったですが楽しめました。QSO いただ
きました各局ありがとうございました。
JG1SMD/1
当日は、自宅から車で 20 分の利根川河川敷にて、ま
ずダイポールを張り 21MHzSSB で CQ を出しましたが
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コンテストへの応答なく撃沈。その後 6m では 2 エレ
HB9CV を上げ、2 局交信できました。自作機の VXO
可変域が 50.160-50.320MHz でしたので、50.330 で
出ておられた筑波山からの運用局の方にはご面倒を
おかけしてしまいました。当日はいいお天気で行楽に
お出かけの方が多かったのでしょうか、もう少し QRV
しておられる方があったらよかったのに。近くの方との
交信でもやはり自作機は楽しいです。
Rig:自作 SSB 機、終段 2SC2053、0.2W

JH1THA
Rig: K1

JH6KEE
意外と良く飛びました。来年も参加しようと思います。
Rig:SST40

JH7OZQ/1
今年も昨年と同じリグで参加しました。今年は自作の
範囲も緩やかでしたのに、1 エリア６m では参加局が少
なかったように感じました。他のバンドが多かったのか
DX が開けていたのか?ふしぎなものですね。一時間ほ
ど秋の移動運用を楽しみました。写真は運用地点で撮
影しましたが、アンテナは運用時より下げて撮影しまし
た。
Rig: 2SC1970×1
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JK7UST
参加局の出力が小さいので、QSB を感じたり、ヘッド
フォンをした上で耳を澄ませたり、なかなかスリリング
なコンテストでした。年に１度くらいは全力で聞くコンテ
ストをやることは大切でしょう。企画運営して頂いてい
る QRP クラブの皆さんに感謝します。
Rig:K2

JN1GLB
メーカー製の定義が昨年と変更されているので自作
機部門でエントリしました
JN1JYD
自作 QRP 送信機（出力 0.5W）とモービルホイップで
参加しました。
Rig:Tx;7MHz CW QRP 送信機キット(マルツエレック),
Rx;IC-732
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JN3DMJ
集計ありがとうございます。当局は常時 QRP 運用
ですが、このコンテストでは交信相手が全て QRP なの
で興味深く楽しめました。3.5MHz では、送信機は自作
機「CW-TX-80」(5W)、受信機は FT-817ND で運用し
ました。7MHz は「SST40」(2W、改造あり)で、14MHz
は「SW-20+」(2W、改造あり)で運用しました。QSO 頂
いた局ありがとうございました。2way QRP のコンテス
ト場合、通常のコンテスト以上に受信性能が重要なの
で、アンテナ、リグ（自作機含め）等について考える良
い機会となり、QRP の奥深さを改めて感じました。

JO1PQH
余り時間がありませんでしたが、久々に参加し QRPp
運用楽しみました。TNX FB QSO!!
Rig:送信部 AYU-40 スタイル：終段管 2SC1815、受信
部ダイレクトコンバージョン。CQ 出版社「手作りトランシ
ーバ入門」（JF1RNR 今井栄 OM 著）を参考に制作。送
信 部 は AYU-40 ス タ イ ル (2SC1815(VXO) -2SC1815(PA)) 。受信部はダイレクト コンバージョン
(2SK241(RF)---2SC1815(VXO)/2SK241(MIX)--LM386(AFPA)。

3.5MHz: 2SC2078 (CW-TX-80：CW 5W)
JR3XUH
とりまとめ、お疲れ様です。6Z-P1 終段の送信機に
DDS の VFO をつなぎ、「意地でも 500mW」と QRPp
で押し通しました。コンディションも良く、微弱ながら生
意気にも CQ を出して、30 局以上も呼ばれました。ちゃ
んと 5W 出して、朝から根を詰めてやると相当できるだ
ろうなと感じました。
Rig:自作 6Z-P1 終段 出力 0.5W

7MHz: 2SC799(SST40 キットを改造)

14MHz: 2SC2166 (SW-20+ キットを改造)
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JR9POO/1
半日程度の参加でしたが、1day AJD を達成でき感激
しました。QRP 3W でも飛んでくれていることを実感出
来ました。

JA5DVK
はじめて参加させていただきました。
JA5INF/1
次回も参加しますので、よろしくおねがいします。
JA6BWH
17 時からの参加でした。
JA7ODY
楽しめました。SSB での QRV 局が少なかったよう
な??
JA9BGL
短時間の参加でした
JA9MJR
仕事の合間にコンテストに参加していました。ゆった
りしたコンテストですね
JE1AZH/1
強風下の移動運用でしたが、QRP 運用を楽しみまし
た。
JE1GZB
次回も頑張ります。
JE1LGY
QRP 局同士相互間でのレポートがわかり、このコン
テストの有用性がわかります。年に 2 回ほど、そして全
バンドが使えるように願います。
JE4URN
時間が取れず少しだけ参加致しました.
JF1OPO
3.5、7、10MHz ダイポールでアンテナ・チューナー使
用。SWR が下がらず苦労しました。次回もがんばりた
いと思います。
JF2FIU
集計審査ありがとうございます。案外 QRP でも結構
飛ぶのですね、QSO して頂いた全ての局に感謝いた
します
JF2IWL
運営お疲れ様です。チェックログにて提出します。本
年より、自作・メーカ作問わず交信 1 点となったようで
すが、自作で出る楽しみもやはり大きいですので、自
作メーカー、キットなど、それぞれに応じてコンテストナ
ンバーの最後のレターを決め、自作の局との交信は
QSO 得点を大きくする、というようなふうにしたら、より
おもしろい、活発なコンテストになるのではないかと感
じました。
JF2KWM
集計ご苦労様です。21MHz に出てみましたが１局の
みとなってしまいました
JF3AUM
ダイポールアンテナに 5W 出力でしたが、聞こえてさ
えいれば十分に届いている様子に安心しました。次回
はもう少し出力を下げて参加しようと楽しみにしていま
す。

【一般部門】
7M3IKJ
1 交信だけの参加でした。5W でお呼びしたつもりでし
たが、後で確認したら 0.5W でした。ありがとうございま
した。
JA0DVE
楽しめました。
JA0IND/1
集計ご苦労様です。
JA1CCX
山岳移動から帰宅して短い参加でした。3.5MHｚしか
バンドがオープンしていませんでした。楽しみました。
JA1DSW
今回は参加時間が短く充分出来なかった、来年頑張
ります。
JA1GQC
1 時間だけの QRV でしたが、たくさん交信できました。
QSO ありがとうございました。
JA1HMK
楽しく参加しました。ありがとうございました。
JA1KEB
QRPp 部門(0.5 ワット以下)の増設を希望します。
JA1WBN
次回もがんばりたいと思います。
JA1WSE/1
少ししか得点できませんでした。
JA1XFA
とても良い天気だったのですが、風が強く、そのため
か猛烈な静電ノイズに悩まされました。 駅に近い
QTH なのですが、近郊で JASDF の航空祭があったた
め、臨時増発などで電車のインバータノイズも強烈に
入感、S7 以下は全く受信できず、交信数が伸びません
でした。 ともあれ、のんびりと楽しめた一日でした。
JA2HBK
次回も参加したいと思います。
JA2NGN
楽しませてもらいました。ありがとうございました。
JA3HKR/3
参加局の CQ を聞くことはなかった。CQ を出してよう
やく QSO できた。
JA3OEA
1.9MHz は QRN で 1 局しかコピー出来ませんでした。
3.5MHz では QRP の信号が強く入感していました。
JA5CBU
初めて参加しました。QRP の楽しさ満喫しました。
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したが、自作機での参加を目指します。
JH2NZS
次回もがんばりたいと思います。
JH4FUF
7MHz は参加局も多く FB でした。14MHz は CONDX
があまり良くなく近場が NG でした。21MHz は CONDX
があまり良くなく近場が NG でした、でもコンテストで
JD1 が出来たので良しとします。単身赴任先への移動
のためにまともな参加が出来ませんでした、残念。集
計ご苦労様です。
JH4JUK
今年はフルタイム参加しましたがハイバンドはあまり
聞こえませんでした。
JH4RAL/3
いつも集計ありがとうございます。最後に雨にやられ
ましたが QRP 交信を楽しめました。
JH4WXV
次回もがんばりたいと思います。
JH6QIL
2 時間程度の参加でしたが、昨年より多くの方と交信
できました。
JH7FUJ
3.5MHz は、住宅地のノイズがキツく感覚で信号を聞
きわけてた状態でしたが、それが大変味わいがあり、
楽しめました。夕食時の 2H の空白が悔やまれます。
7MHz は 100 局程度は QSO したいと思ってましたが、
他のバンドに浮気心を出してしまい、上手く時間配分
ができずでした。14MHz は、昼正午前後に 3 時間所用
で 空 白 時 間 が 発 生 し 残 念 で し た 。 JH4FUF 局 が
599+20dB ま で も 振 っ て お り 、 驚 き ま し た 。 FB!
21MHz は岩手からは QSO できた 2 局以外は聞こえま
せんでした。
JH7NOT/7
なぜ FT-817 がロングセラーなのか実感しました。来
年は自作で挑戦します。
JH8CLC/7
次回もがんばりたいと思います。
JI0VNN
QRP でも楽しめる事が分かりました、今度シールド
バッテリーを持って移動運用してみたいと思います。
JI1LHT
QRP、楽しい～っ(≧▽≦) QSB の中、交信出来た時
の嬉しさも、またひとしおです。交信された局長さん、あ
りがとうございました、72！
JK1DTK
ほとんど聞こえず、1 局のみの交信でした。
JK1UKQ
次回も参加させていただきます。
JK8PBO
係の皆様集計お疲れ様です。コンディションが良くて、

JF3KCH
日頃の 50W 運用で不便は感じておりませんでしたが、
5W では 1 回でピックアップしてもらえず QSO の仕方
のスキル不足を感じました。しかし、電話級、電信級の
頃は 10W 以下だったので QRP とほぼ同じ状況だった
んてすね。
JG0EXP
昨年 自作 Rig が狭い範囲しか聞こえなかったので、
今回は一般で参加しました。混信が少なく、楽しいコン
テストです。
JG1BGT
CW が好きです．QRP はもっと好きです。
http://kurobe3463.blogspot.com/
JG1GPY
次回もがんばりたいと思います。
JG2CNS/3
SSB の局は聞こえず、CW オンリーになりました。
QRP のコンテストのため、被りも少なく、ハイパワー局
にも潰されず、他のコンテストよりストレス少なく楽しめ
ました。
JG5DHX
My first QRP contest with my balcony antenna.
You are good operator, thanks for your attention
and patience.
JG6JAV
ハイバンドの電波伝播状況があまり芳しくない中マル
チバンドにチャレンジしてみました。中々応答がなくて
苦行のような 12 時間でしたが楽しめました。
JH1MZG
コンディションも良く、楽しく参加できました。
JH1OES
3.5MHz はモービルホイップでも楽しむことができまし
た。7MHz はモービルホイップ＋QRP での AJD まで後
一歩でした。残念。
JH1VIX
他コンテストのワッチで本コンテストが開催されてい
ることを知り参加しました。QSO いただいた各局ありが
とうございました。
JH1XPQ

初めて参加しました。楽しかったです。今回は完成品で
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リグの PWR コントロールで絞った 2W でも、よく飛んで
いたようでした。時折、スコープが真っ白になるくらいス
ノーノイズが酷くて参りました。交信いただいた各局あ
りがとうございました。来年も機会があれば参加させて
いただきたいと思います

JR1BQJ/1
短時間でしたが、QRP でもこんなに飛んでいくんだと
再認識しました。たまには、QRP で楽しもうと思いま
す。
JR1UJX
アパマンハムです。夕方まで外出していたため、終盤
のみ参加しました。
JR1XNR
集計ご苦労様です。もっと多くの局が参加すると思っ
たのですが少なく残念でした。
JR2AIZ
QRP 同士でも気づいてくれない局が意外と多かった
です。
JR2MIO/2
市販無線機をパワーダウンし参加しました。QSB で
取りにくいことも多々ありましたが、楽しめました。
JR3OQJ/QRP
次回もがんばりたいと思います。
JR4QED/1
各 局 QSO 有難う ござ いま した 。風が 強く LOW
BAND 用の釣竿が途中で折れましたが、修復して何と
か凌ぎました。
JR6CSY
QRP でのコンテストは初めて参加しましたが、アンテ
ナとロケーションの重要性を認識しました。
JR6KBF/6
初参加です。他のコンテストでは「聞こえなくてもしょう
がないか…」と言い訳ができましたが、お互い QRP だ
とそうはいかず、短時間参加でしたが、緊張感のある
楽しいコンテストでした。
JR7KGE
電話の方はタイミングのせいか、探せなかった。
JR8PWJ
貧弱なアンテナでの参加でしたが楽しめました。
JR8QFG
移動運用の予定でしたが悪天候のため自宅からの
参加となりました。
JS1UEH/1
50MHzCW にて CQ Run 中に VK からコールされ、
思いもよらない秋の 1 日でした。

JL1LOF/1
集計お疲れ様です。参加者全員が QRP で条件が同
じなので安心して交信できました。
JM2LSJ
なんとかログを提出することができました。CQ マシー
ンと化していました。
JN1ECL
初めて参加しました。QRP でもかなり QSO できると
いう事がこのコンテストで実感することができました。
JN7QYC
次回もがんばりたいと思います。
JO1TTI
アンテナが貧弱で、コールいただいてもコピーできな
い局がありました。
JO1UBD
アパマンにはノイズとの戦いで、せっかく呼んで頂い
たのに取れず、とても残念でした。
JO1YKX
次回も参加しますので、よろしくおねがいします。
JO3AGQ
修行が足りませんでした。多くの交信いただいた各局、
FB な QSO ありがとうございました。
JO3NTB
初めて QRP コンテストに参加しました。今まで QRP
のアワードなどに挑戦してきました。用事があり短時間
での参加となりましたが、7MHz は多くの局が参加され
ており嬉しく感じました。14, 21, 50MHz なども多くの局
が参加されることを期待します。
JP1LRT
少しだけ参加しました。
JP3AWA
QRP でも意外と飛ぶことに驚きでした。
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