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第 11 回 QRP Sprint コンテスト コメント集
7K1CPT 集計ご苦労様です。新型コロナウィルスの影響
で外出自粛となり、home に仮設したデルタループで参加
しました。オールバンドのアンテナ設営は無理なので、6m
シングルでの参加となりました。なかなか厳しいコンテスト
参加でした。
7K1JFM 来年も参加したいと思います。
7K1PTO 今年はいまいちコンディションに恵まれませんで
した。Es も捕らえきれず残念・・・。
7L2LEG 自宅には常設のアンテナは全くありませんので、
ベランダから移動用のポールを突き出して、14MHz 用の
逆 V を仮設しました。

JA1-22825 参加できてうれしく思います。
JA1AGJ 聞こえている局は、ほとんどできました。
JA1BYY コロナ、コロナの毎日で、コンテスト開催日を忘
れており、途中からの参加となりました。
JA1DFP Es 期待したが不発だった。YAGI ANT を撤去し
たので 21MHｚは LW で参加。苦しかった！7MHz は以前
より QRPp 局が増えたような気がした。当然のことなが 19
時以降はスキップで伸びなかった。
JA1GTF 満足度 100%のコンテストでした。
JA1LJW Low Band は少し粘り不足でした、反省。しかし、
毎回 QRP の威力(?)には驚かされます。楽しい企画に感
謝です。
JA1QEU 久々に CW とフォーンにも参加し楽しいコンテス
ト有り難うございました！Es を期待してたが出会わせなか
ったのが残念でした。
JA1UOA コロナ騒ぎで自宅待機を楽しく過ごさせて頂きま
した。
JA1WSE はじめ 50MHz バンド出ましたが入感なく、16 時
まで待ち今回は 7MHz バンドで参加しました。やっていな
いのかなと心配してしまいました。
JA1YEN/1 3QSO でした。満足です。
JA2CJE コンテスト開催ありがとうございます。high band
は聞こえてもなかなか繋がりませんでしたが、楽しく参加で
きました。
JA2HJP コロナの影響で移動組がいなくて淋しい。
JA2IJJ/1 コンテスト規約で「ATT, Power Control 等で出力
を低減したものも認める」とのことでしたので、初めて参加
させていただきました。
JA2NGN 楽しめました。ありがとうございました。
JA3OEA 集計ありがとうございます。QRPp で楽しめまし
た。1.9MHz は FT8 が 1.8MHz 帯に移行され、静かになり
ましたね。
JA3VOV ログチェックご苦労様です。
JA3WNJ/1 次回もがんばりたいと思います。
JA4-37294 今年も参加できました。8J6VLP/6 を受信でき
ました。
JA4DQX 次回もがんばりたいと思います。
JA4GQD 楽しませていただきました。
JA4VPS 短い時間でしたが十分楽しめました。よろしくお
願いします。
JA6EOD 少しの時間でしたが参加出来ました
JA6WFM 集計お世話になります。QRPp によるコンテスト
楽しませてもらいました。7600 のドライブを絞って終端型
の電力計で 0.5W に設定しています。次は送信だけでも
QRP 機又は自作のリグでやってみたいです。しかし技適と
やらで自作機の免許も面倒になりました。残念です。
JA7KPI さすがに 1.9 での 0.5W はキビしかったです。日
没ころにはノイズはありませんでしたが、その後局数も増

7L3EBJ 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。
7M1ANM 初めての参加でしたが、QRP の 5W で全国と
QSO ができて楽しかったです。拾ってくれた OM 各局が素
晴らしいアンテナばかりだからだと思いました。来年も参加
したいと感じました。
7M4KSC 0.5W+軒下アンテナで応答が有るとは思いませ
んでした。
7M4QZE Stay home で QRP 参戦です、5W に 10dB ATT
にて 0.5W 運用させて頂きました。
7N3RLX/0 SSB の人も増えてほしいです。
7N4XTA 昔のリグで参加してみましたが、さすがにちょっ
と厳しかったかも。
8J6VLP/6 自宅から楽しく参加させてもらいました。
JA0IND/1 集計ご苦労様です
JA0JHQ 初めての参加です、QRP も面白いと思いました。
来年は交信部門で出たいと思います。
JA0NFP お声がけ程度しか参加できませんでした。
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えてきましたがノイズはそれ以上増えてしまいました。ノイ
ズが無ければもっとできたでしょうね。
JA7NJN/1 初めて参加しました。途中からの参加でしたが、
19 時～20 時は国内のスキップが始まっており BY,HL,VR2
等の信号が強力に入感してきましたので国内コンテストと
しては１時間早目にずらした方がよろしいかと思います。
JA7ODY 楽しめました。FT-817ND 0.5 W の微弱な電波を
拾っていただき有難うございました。皆様の耳の良さに感
謝します。有難うございました。0.5 W (FT-817ND)電話で
の QRV 局は確認できませんでした。
JA7SLK 国内コンテストの参加を楽しんでいます。
JA8CXX 3.5MHz シングルバンドで参加しました。RIG は
FT-817ND に 9mH のモービルホイップです。昨年の全市
全郡コンテストでは同じ RIG、ANT で思いのほか良く飛ん
でくれたのですが、今回は残念な結果に終わりました。
JA8IBU 1 局のみですが、宜しくお願い致します。
JA8RRF 時間帯がもう少し長いといいのですがなかなか
難しいかな GL 72
JA9XAT ノイズが多くて苦労した。
JE1ALA 集計ご苦労さまです、4 年振りです、自粛自粛
でとても厭な気分。
JE1BMJ 開催、集計、有難うございます。多数の局が出て
きて盛況でした。
JE1ILP コンテストを楽しみました。ありがとうございまし
た。
JE1PHS 次回もがんばりたいと思います。
JE1PMQ 集計ご苦労様です。次回も参加したいと思いま
す。
JE2QBL 苦しい中拾っていただいた各局に感謝します。
JE3ECD 次回もがんばりたいと思います。
JE6TUP QRP は、中々難しい…。それでも楽しめました。
JF0IUN 局数は少ないですが、自分なりに楽しめました。
JF1CMH 各局ありがとうございました。今回も楽しく参加
できました。
JF1EPL 50MHz バンド QRP 種目に初めて参加しました
が、5 局さんとしか交信出来ませんでした。せっかく呼んで
くださった局長さんもいらっしゃいましたが、コールサインを
とることが出来ませんでした。QRP ではアンテナはとても
重要なんだなあ、と再認識しました。今後いろいろと工夫を
して、来年に再チャレンジしたいと思います。
JF1GZZ/2 名古屋市の単身宅からのベランダアンテナで
も QRP 運用が楽しめました。
JF1JDG 前半はだいぶ多くの局が出ていましたが後半は
かなり減りました
JF2ERH 来年は使用アンテナをグレードアップして臨みた
いと思いました。
JF2FIU "Stay Home" で 固 定 や 常 置 場 所 で 運 用 さ れ
QSO 頂いた各局に感謝します。コロナは私たちの楽しみ
や大事な命までを奪ってしまう可能性もある憎むべき疫
病・・この結果が発表される頃にはどうか収まっていますよ
うに・・・
JF2RVJ 途中参加の呼び回りだけでしたが、コンディショ
ンが良かったのか、たくさんの局と交信出来て喜んでいま

す。
JF6TWP/6 集計お疲れ様です。パワーコントロールで出
力を低減して運用しました。
JG0EXP 参加しただけです。コロナ関連早く落ち着きます
ように。
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 帰省できない家族とのオンライン飲み会の隙を
ついて短時間だけ参加しました
JG1GCO 次回もがんばりたいと思います。
JG1IEB 外出自粛の為自宅より参加しました。
JG1SMD 出力は運用中通過型パワー計でモニタしてい
ました。実測ではアナログメーターは 300mW くらいまでし
か振れません。
JG2KGS 次回もがんばりたいと思います。初めての参加
です。
JG3IHE/1 新型コロナでゴールデンウィークは東京の単
身赴任宅に閉じ込められています。そこからのベランダモ
ービルホイップでの QRV となりました。
JH0IGG FB なコンテストですね、次回はぜひ CW 部門を
設けていただきますようお願いします
JH0SPE Es が限定的で若干残念であった。144MHz およ
び 430MHz 部門も希望します。
JH1ASG 新型コロナウイルス蔓延の中、こういう時こそ、
アマチュア無線です。前半はコンディションに恵まれたので、
このまま最後までと期待しましたが、18 時台に落ち込みま
した。それでも、大変楽しめました。参加各局の耳に、大い
に助けていただきました。
JH1TEB コロナの影響で山岳移動などの局が少なかった
ため交信局数が伸びませんでした。来年に期待します。
JH1VIX コンテストの開催と 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。
JH3RGD たのしませていただきました。
JH4FUF 当日仕事の為に帰宅後からの参加でした・・・。
賑やかでしたが、終了後は耳が・・・。集計ご苦労様です。
JH4JUK ハイバンド全くきこえませんでした、ローバンドは
そこそこ聞こえましたノイズで聞き取りにくかった。
JH4OYD 1,2,7 エリアが聞こえましたが、QSO できず残念
JH4WXV 次回もがんばりたいと思います。
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。
JH9FCP QRP の飛びに驚きました！
JI0VWL 自宅の上田市から飯綱町の設備を遠隔操作し、
5W に低減して参加させていただきました。
JI1AEP コンテスト運営ごくろうさまです。初めて 50MHz
に参加しました。
JI1LHT 50MHz, 28MHz: 残念ながら、昨年ほど交信出
来ませんでした。21MHz: 昨年同様、１局のみの交信とな
り ま し た 。 14MHz: 昨 年 よ り 交 信 数 を 伸 ば せ ま し た 。
7MHz: 昨年に比べ、だいぶ交信局数を増やせました。
3.5MHz 昨年に比べ、1 局多く交信出来ました。集計、よ
ろしくお願いします。
JI1NZA 21MHz は開けず Condition は今一つでしたが
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3QSO だけできました。ありがとうございました。
JI1TIQ 集計作業お疲れ様です。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 コンディションが良好で各局 QRP とは思えない
ほど強力なシグナルでした
JJ1CMS 次回もがんばりたいと思います。
JJ1GXY コロナの影響で参加局が多かったような気がしま
す。各局ありがとうございました。
JJ1OEF 昨年に続き二回目の参加をさせていただきまし
た。QRP は面白い！！それと、自分と同じサフィックスの
方が参加されていて、ドキドキしました！
JJ1OMT 初参加でした。次回も参加したいと思います。
JJ1TSW 初めての参加、楽しみました。
JJ3CDK 出力を絞り 5W に調整して参加
JK1REJ ハイバンドは 50MHz 以外はほとんど聞こえませ
んでした。7MHz でも QRP 同士だと国内 DX(?)が面白い
ようにできますね。
JK1TCV QRPp 0.5W で参加しました。
JK1WSH/1 移動距離も短く、山間部の私有地を借りて運
用しましたので安全に過ごしました。
JK2VOC 集計お疲れさまです。特に 1.9MHZ が 5W では
殆ど届きませんでした。
JK7UST14MHz: とてもいいコンディションで楽しめました。
最初の 1 時間は忙しかったのですが、後は忍耐の時間と
なりました。7MHz: ハイバンド部門が終わってから一寝し
たら、17 時半になっていました。今年はやらかしてしまった
ので、参加証明にログを送ります。HT-1A は 3 素子の水晶
フィルターなので切れは甘いですが、音はいいです。耳フィ
ルターで頑張りました。

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 が良くて楽しめまし
た。パワーボリュームで 5W に低減して参加しました。
JL1EUP 呼びに回らず、10mW 出力で CQ のみ。呼んで
いただいた 7 局に感謝です。
JL1LOF 集計ありがとうございます。
JL2PQV 20 年位ぶりに QRP 機から QRV しました。初め
ての QRP コンテストで楽しかったです。仕事の関係で短時
間しか出られませんでしたが、来年はフルタイム出られる
よう時間の調整して参加したいと思います。ありがとうござ
いました。
JM1IQX 主催・集計ご苦労様です。
JM1NKT 初参加になります。QSL 印刷をしながらのコン
テストで、時たまプリンタの騒音が邪魔になることもありま
したが、中断するわけにもいかず困りました。
JN1ECL 初めて参加させていただきました。
JN1FRL 今回初めて参加させていただきました。ハイバ
ンドのコンディションが悪かったので、21MHz からの参加
は見合わせようと思ったのですが、5/2 は朝から Es が発
生していたので、21MHz で参加を決めました。本コンテス
トが余り知られていないようで、3 時間で 10 局の交信とな
りました。
JN1KWR コンディションが悪く盛り上がりませんでしたが、
ステイホームで楽しめました。
JN1OKV 昨年 5 月に再開局しました。80 年代は自作機
で AM に出てました。
JN3DMJ 集計ありがとうございます。1.9～50MHz の CW
にて QRPp で運用し、1.9、3.5、7、50MHz で QSO できま
した。7MHz の一部は自作機「SST40」(出力を 0.5W 以下
に低減)で、50MHz は自作機「CW-TRX-6」(50mW)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。
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JN4USF/1 アウトドア運用ができなくて残念ですが、ご健
康にご安全に
JO1BEY アパマンなので、モビホをベランダから突き出し
で運用しましたが、相手局の設備に助けられて、QRP でも
たくさん交信できました。楽しかったです

JQ1ARQ 集計ありがとうございます。
JQ1PCT 集計お疲れ様です。早くコロナが収まって移動
運用したいです。
JR0RBY 初めて参加しました。CW のみの交信です。5W
でもよく飛ぶことがわかりました。5W でも CQ を出し続け
ていると、リグのクーリングファンが動作することも発見し
ました(笑)集計ありがとうございます。
JR1EMM 久しぶりにフルタイムで参加しました。聞える局
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。
JR1MEG お世話になります。外出自粛で固定から初めて
のコンテスト参加でした。
JR1UJX 状況を踏まえ常置場所から参加しました。また、
市販の HFJ-350M ロッドアンテナ一本で運用しました。
JR2MIO 弱い信号を取っていただきありがとうございます。
JR2SEY 初めて参加しました。4 時間のスプリントなので、
家族にあまり迷惑を掛けずにすみます。有り難いことです。
また参加したいと思います。
JR3OQJ 次回も参加いたします。
JR3XUH QRPp 運用は"飛ばす技術"も必要です。総得点
を x2 するなどの計算上の配慮があっても良いと思います。
そもそも飛びません(飛びにくいです)から、現ルールでは
QRP 運用の方が明らかに有利でしょう。
JR6KBF 今年も 14MHz、QRP 参加です。いつもは 8 時
半の AF ボリュームを 11 時半に上げて臨みました。開始
後 30 分で昨年のスコアを更新。今年はいけると思ったとこ
ろが、その後はさっぱり。それでも、昨年は QSO できなか
った QRPp 局とも QSO できました。
JR7NFW/1 初めて参加致しました。
JS1QIZ ローバンドの QRP での交信の機会をくれたあり
がたいコンテストでした。
JS2HLI 楽しいコンテストの開催、ありがとうございまし
た。

JO1EEQ 今回も,微弱な電波でしたがどうにか数局と交信
できました。30ｍＷは、とても根気が必要です。
JO1FHM/2 今年から始めたハイバンドの様子をワッチし
ていましたら、QRP コンテスト参加局が聞こえたのでお声
がけしました。得点はアレですが、参加することに意義が
ある！
JO1JKH 集計ご苦労様です。なんとか 1 局できました。来
年もよろしくお願いします。
JO1ZRX/1 ありがとうございます。
JO7RAA 交信局数少ないですが、エントリーします。
JP1NNF 次回も参加させて頂きます。
JP3OUG 高校一年生です。開局以来、ずっと FT-817 な
どによる HF での QRP 運用をしていますが、このコンテス
トは今回が初参加でした。今日は、自分で組み立てた、
QRP Labs の 5W CW トランシーバーキット、QCX-40 と、
12V 鉛蓄電池の組み合わせで、3W ほどで省エネ運用を
しました。皆さんが QRP なので、いつもとはまた違った面
白味があったと思います。ノイズに埋もれるかすかな信号
を、スピーカーに耳を近づけて何とか 聞き取れた / 聞き
取ってもらえた ときの嬉しさといったらたまりませんでした。
また、つぶし合いが起きにくいので、バンド自体が平和な
感じがしました（笑）。ぜひ、来年も参加します。次はぜひ、
QRPp で！！
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