
第2回オール神奈川SNSフォトコンテスト 
審査結果発表 

応募期間 2020年6月3日（水）～6月14日（日） 

オール神奈川フォトコンテストに、多くのご応募をいただき、ありがとうございました。 
このたび審査員による厳正なる審査の結果、入賞作品が決定しました。 

審査結果をここに発表いたします。 
 

今回はハムフェア等、写真展を予定しておりました催しが中止になってしまいましたので、 
全作品を掲載しております。 



コンテスト部門（部門コード：CD） 

令和２年6月6日（土）に開催された、 
第48回 オール神奈川コンテストの準備～運用～撤収の際に撮影した写真
を募集いたしました。 



部門：CD   作品番号: 14 コールサイン:  JJ1IVU お名前:  牧野涼様 
タイトル:  突然のゲリラ豪雨… 

ひとこと : 予報で雨が降るとは知ってはいましたがまさかあそこまで降るとは思ってもいませんでした。 

CD部門 1位 



部門：CD   作品番号: 33 コールサイン:  JN1SCA お名前:  関 康明様 
タイトル:  誰もいない遊園地 
ひとこと : 週末にはいつも笑顔があふれる遊園地。今年はひっそりと誰もいない遊園地になりました。コロナウイルスに罹患して闘
病されている方の一刻も早い回復を、また亡くなった方のご冥福を心よりお祈り申し上げます。子供たちの元気な笑顔が一日でも
早く戻るよう、心を込めて、いつもより少しだけ力を込めて電鍵を叩きました。 
※無線運用許可を取っての運用です（実行委員会）。 

CD部門 ２位 



部門：CD   作品番号: 12 コールサイン:  JK1WSH お名前:  鶴留 武彦様 
タイトル:  SO2Rっぽく見える風景。だるまさんが転ばぬように。 

ひとこと : 非常通信訓練入賞で、だるまさんの片目が入っているプレッシャーは効き目ありでした。 

CD部門 ３位 



無線と〇〇部門（部門コード：XD） 

令和元年6月2日（日）以降に撮影された写真で、 
無線に加えて何か違う題材を扱った作品を募集しました。 
例：アマチュア無線+鉄道、アマチュア無線+動物、 
     アマチュア無線+カバティ 等 



部門：XD   作品番号: 7 コールサイン:  JJ1FAX お名前:  中澤利晃様 
タイトル:  東京スカイツリーと河津桜 

ひとこと : 外国人観光客に人気のフォトスポット。スカイツリー反射！？でAPRSのビーコン受信も楽しめました。 

XD部門 １位 



部門：XD   作品番号: 22 コールサイン:  JQ1ETV お名前:  Hide様 
タイトル:  シンクロウェーブ 

ひとこと : APRSを楽しみながらのランニングで本日は４局の信号をキャッチできました。 

XD部門 ２位 



部門：XD   作品番号: 25 コールサイン:  JJ1BBY お名前:  Ｎ. Ishizaka様 
タイトル:  無線と山「遭難時に目立つオレンジマン。無線も遭難用にハンディではじめました」 
ひとこと : 北岳両股小屋の川辺で転倒し、足首の腱を剥離骨折。携帯電波も入らない地域で、 
登山を続けるうえで遭難等の装備としてアマチュア無線を開始しました。 
ウェア等も自然と目立つ色でそろえた結果、 
なんだかオレンジ色な運用状況になってしまいました。 

XD部門 ３位 



支部長賞 



部門：CD   作品番号: 17 コールサイン:  JQ2PAG お名前:  ヨコハマAC193様 
タイトル:  まだまだ現役！ 

ひとこと :  ミズホ通信 MX-6S 

支部長賞 



審査員特別賞 



部門：XD   作品番号: 35 コールサイン:  JN1DNV お名前:  山岸 純様 
タイトル:  無線機とドクターイエローin 西谷 

ひとこと : コンテスト当日は走ってなく、翌日の写真です。 

審査員特別賞 



コンテスト部門（部門コード：CD） 
奨励賞 

※：掲載順序は応募順です。 



部門：CD   作品番号: 2 コールサイン:  JN2XFO お名前:  神谷隆次様 
タイトル:  移動運用 

ひとこと : CWヒヨコクラブのOAMに移動運用で参加した後にオール神奈川コンテストに参加させていただきました。 
撤収の時にカエルが「無事カエル」と言ってるようでした。 

CD部門 奨励賞 



部門：CD   作品番号: 8 コールサイン:  JJ1FFJ お名前:  大橋 道明様 

タイトル:  始業前電源チェックOK 今年はstay home 

ひとこと : コロナウィルスの影響で 
新しいアマチュア無線業務様式を模索中です 
簡単に言えばstay home QRV 

CD部門 奨励賞 



部門：CD   作品番号: 13 コールサイン:  JJ1JQJ お名前:  へのへのもへじ様 
タイトル:  空高く遠くまで飛んでくれー！！！！ 

ひとこと : :30秒で展開できるアンテナなのでオススメです(笑) 
日本全国・海外まで飛んでくれます！ 

CD部門 奨励賞 



部門：CD   作品番号: 15 コールサイン:  JI1IKC お名前:  尾崎宏則様 
タイトル:  My shack 

ひとこと : コンテスト開始から雷鳴が鳴り始め、残念ながら途中で撤収下山してしましました。 
帰りのバスで豪雨を受けました。下山中に雷雨を受けなくてよかったです。 

CD部門 奨励賞 



部門：CD   作品番号: 18 コールサイン:  7L1DST お名前:  朝倉 博樹様 
タイトル:  今年はステイホームで自宅から古い愛機たちと参加 

ひとこと : 昨年は東京都から神奈川県内に移動して参加しましたが、 
今回は東京アラート発令中で、公共交通機関での移動を自粛し、 
自宅から古いリグを引っ張り出して、懐かしみながらコンテストに参加させていただきました。 

CD部門 奨励賞 



部門：CD   作品番号: 19 コールサイン:  JI1UPL お名前:  平井玲緒様 
タイトル:  Stay Homeでお疲れ様！(と、無線機が言っている) 

ひとこと : STAYHOMEな状況故、家から参加しました。結果はイマイチでしたが、家からマルチバンドで参加したコンテストは初
めてでした。 
共に戦ってくれた愛機のTS590GとFT857には感謝です。 

CD部門 奨励賞 



部門：CD   作品番号: 20 コールサイン:  JI1RWG お名前:  加藤 礼様 
タイトル:  「男のシャック」 

ひとこと : どうやっても散らかってしまいます。 

CD部門 奨励賞 



部門：CD   作品番号: 30 コールサイン:  JJ1MZP お名前:  小山 明秀様 
タイトル:  三密回避 

ひとこと : 当局中三で開局していま高二なのですが、学校のクラブだったりで運用していたもので実はこのコンテストが初運用であ
りました。協力していただいたOM様と、交信いただいた各局に感謝の気持ちでいっぱいです。 

CD部門 奨励賞 



部門：CD   作品番号: 31 コールサイン:  7M1BQT お名前:  松野 貴様 
タイトル:  雨が降りそうな天気だったので、助手席にアンテナを設置して1.2G/2.4Gを運用。 

ひとこと : ROOFに取り付ける小型ローテーターも準備していましたが、周辺の木が意外と邪魔でした。お天気も降りそうで結局降
りませんでしたが、室内ANTも安直な移動運用にはいいかもしれません。コロナ騒動の中、雨に濡れて熱でも出してはシャレにな
りませんね。 

CD部門 奨励賞 



部門：CD   作品番号: 32 コールサイン:  JN1GIH お名前:  澤谷淳一様 
タイトル:  「勝手にハンディ&ホイップ部門参加中？そんな部門できたら楽しいね！」 

ひとこと : 雨上がりの夜に山岳移動のフレンド局を迎撃した時の一枚です。 

CD部門 奨励賞 



無線と〇〇部門（部門コード：XD） 
奨励賞 

※：掲載順序は応募順です。 



部門：XD   作品番号: 21 コールサイン:  7N1JSE お名前:  宇佐美 政徳様 
タイトル:  タイトル 食事しながら 

ひとこと : のんびりと食事しながらコンテストに参加しました。 

XD部門 奨励賞 



部門：XD   作品番号: 24 コールサイン:  JH1ASG お名前:  中村誠様 
タイトル:  翔べ！神奈川まで 

ひとこと : ビームはピッタリ神奈川県に。 
ポッチャマは私の電波と一緒に、11県まで翔んでくれたでしょう。 

XD部門 奨励賞 



部門：XD   作品番号: 34 コールサイン:  JL1LOF お名前:  Ken Yamamoto様 
タイトル:  富士山を探せ！ 

ひとこと : XD部門に救われました。 
しっかり撮り忘れ、コンテスト翌朝に撮影しました。 
富士山が写ってるのわかるかな？ 

XD部門 奨励賞 



惜しくも入賞を逃した 
作品 

※：掲載順序は応募順です。 



部門：XD   作品番号: 1 コールサイン:  JN2XFO お名前:  神谷隆次様 
タイトル:  アンテナと国際宇宙ステーションきぼう 

ひとこと : 6月4日に頃国際宇宙ステーションが見えると言うので空を眺めていると北西の空から現れました。わかりにくいですが画
面横にはモービルホイップが写っています。 



：XD   作品番号: 3 コールサイン:  JJ1FAX お名前:  中澤利晃様 
タイトル:  ストロベリームーン 

ひとこと : アパマンハムなので目立た部門ないように設置している モービルホイップ。月明かりでは目立ちません！？ 



部門：XD   作品番号: 4 コールサイン:  JJ1FAX お名前:  中澤利晃様 
タイトル:  昭和時代の京急電車と平成時代のハンディ機 

ひとこと : 京急ミュージアム前の京急電車をモチーフにしたキューブ型のイスの上からAPRSのビーコンを送信。ビル反射で面白い
飛び方していました 



部門：XD   作品番号: 5 コールサイン:  JJ1FAX お名前:  中澤利晃様 
タイトル:  新逗子駅最後の夜 

ひとこと : 駅名変更される最後の夜に駅前から記念CQ。残念ながら応答なし 



部門：XD   作品番号: 6 コールサイン:  JJ1FAX お名前:  中澤利晃様 
タイトル:  令和の時代の新運用スタイル 駅前QRV 

ひとこと : JR常磐線全線開通 翌日の原ノ町駅（福島県南相馬市）から駅前QRV。 
       旅のお供にハンディ機。忘れずに。 



部門：XD   作品番号: 9 コールサイン:  JJ1FFJ お名前:  大橋 道明様 
タイトル:  アマチュア無線とラジコン 

ひとこと : 最近のラジコンは2.4Ghz帯なのだ～ 



部門：CD   作品番号: 10 コールサイン:  JJ1FFJ お名前:  大橋 道明様 
タイトル:  まだまだ使えるTS120V 
10m繋がったぜ 

ひとこと : コンディションが上がらず鶴見の方とGWで貴重なQSOが出来ました❗ 



部門：CD   作品番号: 11 コールサイン:  JK1WSH お名前:  鶴留 武彦様 
タイトル:  積み込み完了…夜逃げかっ！ 

ひとこと : オールバンドの機材積み込みは汗だくでした。家族には夜逃げみたいと揶揄されます。 



部門：CD   作品番号: 11R5 コールサイン:  JK1WSH お名前:  鶴留 武彦様 
タイトル:  間に合った！ 

ひとこと : 気合い入れて1200のアンテナも上げました。 



部門：CD   作品番号: 16 コールサイン:  JI1IKC お名前:  尾崎宏則様 
タイトル:  登山口にて。 

ひとこと : 登山口の住民が駐車車両に怒り、生首の石像を置いたと思います。趣味悪すぎです。 



部門：CD   作品番号: 23 コールサイン:  JH1ASG お名前:  中村誠様 
タイトル:  XCSA自己ベストの瞬間 

ひとこと : 昨年記録したXSCA歴代最多得点を、Claimed Scoreベースでは更新しました。 
東京都調布市から、たくさんの11県局に呼んでいただきました。 
私のCQ KNX TESTに応えてくれた方々に、感謝します。 



部門：XD   作品番号: 26 コールサイン:  JJ1BBY お名前:  Ｎ. Ishizaka様 
タイトル:  無線と山「山頂神社直下に親子鹿出現」 

ひとこと : 大山には多くの鹿よけの網が設置されている。山頂の神社直下の大木の横に雌鹿を見つけ驚いたが、よく見るとさらに手
前の石垣近くに小鹿がいた。神域で襲われないのを知ってか、警戒する様子もなく草を食んでいた。 



部門：XD   作品番号: 27 コールサイン:  JJ1BBY お名前:  Ｎ. Ishizaka様 
タイトル:  無線と山「初ハンディ機によるコンテスト参加。コリニア20段で大山山頂からQRV」 

ひとこと : コリニア20段を展開する釣り竿とたも網の柄をつないだシステムに、CQマシンを組み上げ、初めてハンディ機で臨むコ
ンテスト。自作PTTスイッチが動作不良で、熱くなる本体を握りしめての運用になった。 



部門：XD   作品番号: 28 コールサイン:  JJ1BBY お名前:  Ｎ. Ishizaka様 
タイトル:  無線と山「パッキング完了。大山山頂へ! たも網の柄と竿をかついで。」 

ひとこと : たも網の柄の先に塩ビ管を固定し、空中線を支持するシステムで山行しつつ運用を楽しんでいる。ハンディ機で装備を軽
く収めることができた。やはり山頂からの飛びは抜群。 



部門：CD   作品番号: 29 コールサイン:  JJ1BBY お名前:  Ｎ. Ishizaka様 
タイトル:  「カチャカチャ神奈川アンケート」 

ひとこと : オール神奈川コンテストで、コンテストナンバー交換後に「カチャカチャ」とPTTを送ってくる局が結構な数いた。終了
の挨拶だろうが、他のコンテストでは記憶がない。Twitterでアンケートを取ると、神奈川で開局したOMにとっては至極当たり前
な話だとか。 



部門：CD   作品番号: 36 コールサイン:  JN1DNV お名前:  山岸 純様 
タイトル:  Ctestwin,DSCW,と無線機の準備完了 

ひとこと : 自宅でコンテスト参加スタイルです。 



部門：CD   作品番号: 37 コールサイン:  JG8GZJ お名前:  林 高広様 
タイトル:  「コンテストに霧中」 

ひとこと : 近場の低山に移動して、コンテストに参加しました。 
夜になると、目の前が見えなくなるような霧に覆われ、幻想的なコンテストシャックでの運用となりました。 



部門：XD   作品番号: 38 コールサイン:  JG8GZJ お名前:  林 高広様 
タイトル:  「愛妻弁当と妻が嫌いなアマチュア無線」 

ひとこと : 毎日早起きをして、お弁当を作ってくれる妻は、アマチュア無線が大嫌い。 
まさか旦那が、無線をしながらその弁当を食べているとは思うまい。 



部門：XD   作品番号: 39 コールサイン:  JG8GZJ お名前:  林 高広様 
タイトル:  「ラーメンと無線。～至福の時～」 

ひとこと : 野外で食べるラーメンは、家の中で食べるラーメンの3倍うまいと言います。 
無線をしながら食べるラーメンは、10倍うまいと私は思います。 
その二つが融合したとき、30倍のうまさが私の中を駆け抜けます。 



部門：CD   作品番号: 40 コールサイン:  JG8GZJ お名前:  林 高広様 
タイトル:  「霧の先にいるあなたへ」 

ひとこと : コンテスト運用中、霧で街の灯りも見えない中、沢山の局とのQSOができました。 
電波の面白さ、無線の楽しさを再認識した瞬間となりました。 



部門：CD   作品番号: 41 コールサイン:  JG8GZJ お名前:  林 高広様 
タイトル:  「自然を感じる、野外運用の楽しさ」 

ひとこと : 私は、夜の野外運用が好きです。 
あるときは満天の星空の下で、ある時は深深と降り積もる雪の中で。 
今回、自然は私に、雨と霧をプレゼントしてくれました。 
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