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送信所前を流れる見沼用水路沿いの桜並木で受信する隊員たち

しがる乗客を後目に，バーアンテナ

アンテナの構造

の方向を定めると，さらに強力に入

文化放送建屋のパネルによれば，

感しました．
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放射方向（大地は理想導体）

構造です．

住所（HD バッジ等を送付するために使用し
ます．バッジ不要の場合は無記入でも OK）
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今回は放送塔の間近なので，ホッ

て活動する．

トスポットとしては番外編でした．
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