
- 1 -

JARL
CONTEST REVIEW

st2005 All Asian DX Conte

CW:June 18-19, 2005
Phone:September 3-4, 2005

●この は、サマリーシートのコメント欄に記載された皆さん"JARL CONTEST REVIEW"
からの意見を掲載したものです。

（ ）JARL Contest Committee

( ) ( )4X1VF IT9YSW
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( )IT9ORA
-------------------------------------------------------------------------------

CW:June 18-19, 2005

DX stations
Single Operator All Band
UA1ZZ:Sorry condition is very bad!
AP2NK:Poor bands conditions.

コンディションが想像以上に悪AA1TV:
く，カーモービルからの参加では 局と2
交信がやっとでした。

EA4DUT:The propagation is fading down!
Congratulations to winners and we hear on
the next contest.
EA5ARC:my first entry in AADx Contest.
Many thanks. See you again next time de
John EA5ARC
G3GLL:HF conditions poor especially 28mhz
I enjoyed the contest
G3LHJ:Condx very poor - very hard going -
but enjoyable
I2AZ:Sorry for so few QSO. Conditions very

poor an all bands, not easy to listen and to
work asiatic stations.
K0UK:Did all QSO on 20/15 using the S02R.
This was good practice. Now need to set up
the antennas for both stations. Had fun when I
as able to get on. CU in FD. Go GMCC. PTL
bill K0UK
OK1DKO:Vy bd condx
OL4M:Have had a little time for contest sri.
ON4KVA:No good propagation for this
contest. Mny QRM and QSB best 73's on all
the ra from the world
ON6NR:It is not fair that Non-Asian stations
must contact only Asian stations while the
Asian stations can contact Asian stations too.
It is very frustrating when you try to have a
good contact on low bands with Asian
stations and you find that Asians makes
contacts only with other Asians!Please
observe the WAEDC Rules !Where is the fair
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play of a Contest?
PA3BFH:Just some QSO's.... Please note I
used 51 and 52 for my age... Doing a contest
on one's birthday is not a good idea.... Thanks
for organizing, see you next year 73.
PY7OJ:TKS FB TEST.
RV3LO:TKS for nice QSOs !
SV1DPI:i had only a few hours due to family
obligations
UR3CMA:I had so small power for real
contesting. But I have fun anyway. Tnx to all
for copy and 73!
UT8AS:My TRX "DJG-1" - 10 Wts out, ant
"Delta loop" 85m prmt.
VE6AVR:My first time in AA contest in 35
years. Its been far too long!
VK2AR:bloody HF radar on 40 mtrs !! SD
works great
VK4TT:G'day to all ops in contest
W6FA:Too bad 10 meters didn't open to the
West Coast of the U. S. A. And I listened on
80 and 160 meters, but heard nothing.
YB0DPO:Thank's to JARL and the sponsors,
Always a pleasure to work so many polite
and patient JA ops,Thanks to all the stations
for their qso's,Band conditions seemed poor at
Saturday,10m open to JA on Sunday after
lunch time,I must write down the Non-Asia
station on the paper log,thank's friend's for
report, and look forward to work again on the
contest!
YB5AQB:Many stations with big transmitters
and poor receivers as usual.
YL2PQ:Tnx for nice contest! Diplome pse
send to my home address.
YP3A:Nice contest but no so many asian
stations as expected. Maybe the propagation
was the one to blame. See you next year!
YU1EQ:all the best
LA6CF:sorry, had other plans this week-end,

but happy to be back again after 10 years
QRT.
UA9DD:Bad conditions for our region...
UK/JI2MED:bad condx, reducing participants
from JA year by year
OE50ZKC:Propagation was so poor. Hard to
find Asians on bands.
VR2BG:Exchange sent:41, though sent 40 by
mistake for 1st ~10 QSO

Single Operator 80m Band
W7DRA:good contest, heard lots of JA
stations, wished i heard more stations in
northern asia

Single Operator 40m Band
：初めて にレポーN6TI ALL ASIAN DX
。 （ ）トします の計算方法がMULTI WPX

正しいか心配です。楽しく参加させて頂

YL2PP:Thank's for contest QSO's
K3TW:"Thanks for the QSOs on 7MHz."
K8IA:Great contest this year agian. My
personal best score!
OZ7BQ:Not so easy with QRP this year, but
good fun.
W6RK:Had a lot of fun working JAs on 40m.
Next year maybe working both nights.
ZL1BHQ:Band condx were poor, but heard
5B,A6 and JT1 at our sunrise(1900Z), all at
good strength - did not make QSO with any
of them. The next day other QRM from
BT/BY wiped out 40mx completely.

Single Operator 20m Band
4S7NI:Contacted only five stations this year.
Try to improve next year.
G0VQR:Conditions not very good on 20
meters for DX. Signals from Japan were very
weak with bad QSB. Some non Asian stations
are in the log that called me. Zero points are
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next to them. I hope all info is correct See
you next year Tom G0VQR
MM0DFV/M:Thanks for the nice contest, it
was a good fun!
N2WN:Tennessee Contest Group
OH0NL:All number sent were 59950. Only
part time operating, with left hand and doing
computerjob with right hand. Had fun.
RA3XEV:Very bad propagation! Thanaks to
all the hams. All best and 73!!!
T92M:I enjoyed in this contest like always.
See you in SSB.
UY5LQ:Cool contest.
VE3OM:Poor Conditions for Asia!
VE3XD:Very bad conditions led to a much
lower score than last year. Enjoyed the
contest and giving out some points.
W1END:Wish I had more time. Managed to
spend a few minutes on the second day of the
contest. I enjoy this contest very much.
JH4UYB was very strong as usual.

Single Operator 15m Band
SP2GCE Conditions(propagation) Very：

Poor, J???? worked eith 4 ja stations only,
next year will be better, j hope thanks for all
competitors.73!
BX3AC:See you next time.73!
WA6FGV:I worked many hours for only 8
QSOs.

Single Operator 10m Band
K7SS:Thank you JH4UYB for my only
28MHz contact

Multi Operator Single TX
YE1ZAT:Thanks for all friends in orari local
bekasi for your support.
I2WIJ:Few hours to show contesting to my
son Maurizio. Nice time. 73 and cu again.

Bob,

JA stations
Single Operator All Band High Power

：多くのDX局にCALLしていただJR6LLN
き、ありがたく思った。コンテストナン

バーの年齢がとても良い、同じ年の局と

のQSOでは親しみを感じる。また、ロシア

の局で 才が一番若かった。 で 才15 JA 13
の局長がDXをコールし、一生懸命レポー

ト交換をしていたのが印象的であった。

。JA1EHV:次回もがんばりたいと思います
お世話になります。フルタイムJA1FWY:

でコンテストに参加と計画しておりまし

たが、何かと用事が出来短い時間での参

加でした。また （私の運用場所の問題か、

も）特に 帯でノイズが出ており（コ14MHz
）ンデションも良くなかったと思いますが

受信状態は苦しい状況でしたが楽しむこ

とが出来ました。今後共よろしくお願い

致します。有難うございました。

楽しく参戦しました。集計ご苦JA1TMG:
労ですがよろしくお願いします。次回も

頑張ります。

しっかりしたスケジュールを建JA7DLE:
てていなかったせいで、途中やたら眠く

なり不 本意に眠ってしまったりで、良い

成績になりませんでした。ただ、このコ

ンテストに合わせてアンテナローターの

修理をしたのは正解でした。他にもいく

つか問題点を抱えながらの戦いで、次回

からは十分な設備で、しっかりと計画を

たてて頑張りたいと思っています。

低調な で苦戦した。JH4UYB: CONDX
フルタイムの参加ができなかったJI1ALP:

が、新アンテナのテストを兼ね、 を20m
中心に楽しめました。交信した 代の若10

UR5HAC 20手コンテスターは でした。

～ 代も少ないです。若手育成もしなけ30
ればいけませんね。
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コンディションがほんとに悪かJA1AYO:
ったですね。楽しいコンテストでした。

Single Operator All Band Low Power
： ローパワー以下の 部門をJA1SIM QRP

創設下さい （京都議定書発効対応）。

：雨の降らない暑い梅雨入りしJA0GEY
ない２日間でした。今年は去年のように

まとめて雨がふらなければよいのだが。

交信局数はいまいちですが、今7K2GMJ:
年もオールアジア は楽しめました。CW

途中で を取っていた が7L4SCQ: Log PC
壊れて動かなくなりました。壊れた後、

手書きログで した分のレポートを提QSO
出します。

次回もがんばりたいと思いま7M3HKF:
す。

集計ご苦労さまです。7M4BZX:
当局主力の メガは更に淋しいJA1ANF: 21

状況。仮設の の メガなどで何とV-dp 14
か昨年以上の成果になりました。 が出TI
ていましたが 南米は 。 はニューゾ0 5H3
ーンでした。

夜間の はコンディションJA1BJI: 14MHz
が良く 相手に楽しめました。EU

コンデションが悪く、アンテナJA1BPN:
もプアーなので得点を稼げなかった。ク

ラブ対抗で国内コンテストと同等に点数

をカウントするとすれば、非常に不利で

ある。全市全郡では２万点くらいは短時

間で獲得できる。私より年少の参加者が

年を追って少なくなるのは寂しい。でも

楽しいコンテストである。

JA1BUI:BUD ANTENNA AND HAVY
NOISE SO POOR CONDX TEST

メーリングリスト等、コンテスJA1LPV:
ト実施の告知による参加局増加策がとれ

ないものかと思う。

。JA1PTO:次回もがんばりたいと思います
年目のログ提出です。JA1WQX:5

少しの時間をワッチし、参加でJA1WSE:
きました。電信だとナンバー聞き取りが

確実で楽でした。

世界的に参加者の高齢化と参加JA1XEM:
者の減少が感じられ今後の更なる対策が

必 要と思われました。

は完全に冷え込んでいるJA1XRH:21MHz
28MHzようで 局数が伸びません しかし、 。 、

では短い時間ではありますが、久々に

。AF/EU QSO局と することができました

オールバンドでの運用を試みまJA2BCQ:
したが、 での入感がなく残念でし1.9MHz
た。

集計ご苦労様です。JA2QVP:
わずかな時間だけの参加に終わJA3ATJ:

りました。

楽しく参加できました。JA3QOS:
土、日と大阪市内に行っておりJA4BDY:

ました。日曜日夕方に帰宅して、ささや

。かにクラブ局のポイントに協力しました

やく 年ぶりに参加しました。JA5RB: 20
ロケーションに恵まれないので、これで

精一杯です。

でも海外が聞こえましJA6HXW:28MHz
た。

ちょっと覗いただけでした。JA6QDU:
でも交信できてしまいましJF1ABZ/1:5W

た。

コンテスト開始日より参加の予JG0IPW:
定でしたが途中参加致しました。

JH1MZG: CONDX気温が少し低いせいか、

は今一つの感がありました。それでも、

はできませんでしたが、月曜早朝、QSO
ｶﾘﾌﾞが入感、また はまあまの伝播でEU
した。ゆっくり楽しませていただきまし

た。

コンディション不良か、アンテJH4JUK:
ナが悪いのか聞こえが悪かった。

は夜中なかなか でしJI1HFJ:14MHz FB
た。 でも、ヨーロッパの東側が入28MHz



- 6 -

感し、この時期にしては楽しめました。

海抜ゼロｍのヨットバーバーかJI3DNN/3:
ら しました。 と 出来て感激QRV TI QSO
しました。

ならば、小さな設備（ 一JJ2VVH:CW GP
本）でもアメリカ大陸とでも交信できる

んだなあと感心しました。次回の でSSB
はどうなるか、また挑戦してみたいと思

い ます。

集計お疲れ様です。ありがとうJK1HWQ:
ございます。自宅のワイヤーアンテナで

は、 に対しては力不足でした。なかDX
なかＱＳＯに至りませんでしたが楽しめ

ました。

久々のコンテスト参加でした。JK1NSR:
次回もがんばりたいと思います。JK1REJ:
楽しめました。 部門の新設JK1TCV: QRP

希望。

部分参加ですが、久しぶりに楽JK2VOC:
しめました。

コンディションがなかなか良くJL2CZY:
20,28MHz QSOならなかったようで での、

が、思うように伸びず苦労した。

が職場の旅行で に出JM1LRQ:XYL KH2
掛けたので、家族 に悩まされずに思うI
存分参加できるはずでしたが、日頃の疲

れとローパワーには辛いコンディション

で不完全燃焼でした。

アンテナが低いのでなかなか聞JR1UMO:
こえても届かないですね。

今年も （ ）での参加でJR4DAH: QRP 5W
す。 は良かったが のコン14MHz 21MHz
ディションが で局数が伸びなかったNG

Single Operator 160m Band Low Power
シングルローパワーで参加JE1SPY:160m

させて頂きました。今回の は非常160m
に厳しいコンディションでした。例年通

り、 だけでの運用では 点の危険性160m 0
があるので、 と両方で参加して運3.5MHz

160m DX QSO 160m良く で と できたら

でエントリーする方針でした。その際、

160m 80m QSOの活性化を目的として で、

した局へ への をお願いするよ160m QSY
N6RO 3.5MHZ 599うにしました。 は で

でしたので、 でも楽に 出来る160m QSO
だろうと考えましたが、いざ して見QSY
ますと彼の信号はノイズカスカス。こち

らのベアフットの信号は全く届きません

でした。 も では で強RA0JX 3.5MHZ 599
かったので、これなら距離も近いし、大

QSY丈夫だろうと予想しました しかし。 、

してみると、彼の信号は全く確認できま

せんでした。夏至の季節の の難160mDX
しさを再確認した結果となりました。唯

一 できた は普段の でQSO HL5UOG QSO
会うたびに、 での での再会AADX 160m
をお願いしておりました。 で3.5MHZ

でしたので、 をお願いし、い599++ QSY
ざ へ してもらいますと、やっ160m QRV
とコピーできる程度の信号強度でした。

その他、 数局とは コンテストHL AADX
AADX数日前から他のバンドで会う毎に、

での への をお願いしておりま160m QRV
したが、シーズンオフとコンディション

という条件が重なり、上記以外は 局DX
の信号を全く聞くことが出来ませんでし

DX 160mた 今年は昨年に比較して 局の。 、

、 。への が極端に少なく 残念でしたQRV
これからも 開催のビッグコンテストJA
で唯一 部門のある を微力な160m AADX
がら盛り上げて行きたいと思います。

Single Operator 80m Band High Power
空電があり最悪のコンデイションJA7MJ:

でした。

Single Operator 80m Band Low Power
短時間でしたが、楽しめましたJE1TSD:
体調が悪く、ほんの数分の参加JH2NWP:
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となりました。

Single Operator 40m Band High Power
コンテストに参加するたび、体JE2HVC:

力の低下を実感します。

、JG6BKB:コンテスト直前に磁気嵐が発生
また正体不明のノイズ（バタバタという

ノイズ）に悩まされた。

Single Operator 40m Band Low Power
：マンション住まいのため、アJH6XGC

ンテナ設置等が制約を受け、やむなくベ

ランダから釣竿（ ）使用のロングワイ4m
ヤーでのコンテスト参加です 「枯れ木も。

山の賑わい 、オリンピック精神で参加し」

ています。

：変な混信のために運用時間がJR9NVB
短くなった。電波利用料は電波監視のた

めに使われているそうだが、信号の出所

は判明しているのか？判っているなら何

とかして欲しい ・・・・・ なら無理。 P5
だろうけど。

7J1AQU/2:a noisy band on Sunday night and
a tough time on Monday, but a nice
experience.

参加局数が少なくさびしかっ7K2GMF:
た。また、外国からのコールはわずかで

ヨーロッパ方面はまったく聞こえなかっ

た

集計御苦労様です、余り出来まJH6KDY:
せんでしたが、国外のコンテストは慣れ

なくて集計のやり方も、余り良く解りま

せんが宜しくお願いします、又参加した

いと思います。

。JO3CLC/3: 2時間がなくて 局だけでした

次回は時間を取れるようにしたいです。

Single Operator 20m Band High Power
コンディションも良く、楽しか7K4XNN:

ったです。

年齢を送るのはもう止めていた7M4CDX:
JA Nr,DX Zone-Nrだきたい 局は県 局は。

を提案

今 回 し た中で最高齢がJA7COI: QSO
の 歳でした。 のスピードもDL1JF 90 CW

速く，私もこの年齢まで健康で無線をや

りたいと改めて思いました。ある のUA0
局から，アジアの局は点にならないので

呼ばないでくれと返答がありました。ま

だルールの不徹底があるようです。

「最近年齢とともに 時間運用JH3AIU: 48
がきつくなってきました。ハーフ部門と

して 時間部門を設けてはいかがでしょ24
うか？ の コンテスで実施さRSGB IOTA
れ好評のようです 」。

家族サービスと睡眠に時間を割JM1TUY:
きましたのでフル参加は出来ませんでし

た。 歳のナンバーがいてびっくり。100
本当か疑問です。

初参加です。JR8BRK:

Single Operator210m Band Low Power
早朝移動運用JA0BJY:

JA1BPA:I always enjoy this contest. See you
next year!

自分と同年齢の局と多数 出JE1REU: QSO
来て楽しめました

土曜日の夕方から日曜日明け方JF3IYW/3:
まで参加しました。 頃のヨーロ3:00(JST)
ッパが一時的に良いコンディションでし

た。

アンテナ局には真に厳JH1MTR/4:Simple
しい を実感しました。Condx

に関してはなかなかコンJH6QIL:14MHz
ディションも良く、 中心に楽しめましEu
た。

コンディション的には昨年よりJJ1BDX/3:
厳しかったように思います。もっとも、

垂直ダイポールとはいえ、フルサイズの

アンテナを使った効果は如実に現れまし
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た。昨年よりは良いスコアを上げられた

ように思います。 エンティティでした1
One Dayがアフリカと交信できたので

も達成できました。WAC
電子ログが フォーマッJQ3UDL: Cabrillo

トでないために参加しない局も多いと思

われる。独自フォーマットでなく世界の

標準に合わせて欲しい。

楽しめました！JR4GPA:
、JS1PWV:米国の参加は少なかったですが

ヨーロッパは多数交信出来て楽しめまし

た。

Single Operator 15m Band High Power
毎年参加参加人数が減少していJH7XMO:

るように思われます。

Single Operator 15m Band Low Power
；今年は極端にコンディションJH1OHZ

が悪かった。

7N4QAZ: ALL ASIA DX初 め て の 「

」への参加でした。国内コンテCONTEST
ストと違い非常に面白かったです。

コンデションが悪かったようにJA0SOO:
思います。

コンディションが落ちているのJA8NKQ:
でしばらくは、我慢ですね。

次は頑張ります。JN4KHR:
コンディションはあまりよくJQ1AHZ/6:

ありませんでした。

の準備の合間に短時間だけJR1ZTI:6&D
ですが参加しました。

Single Operator 10m Band High Power
：サンスポットの低いこの時期JA6BGA

に、この設備で、この結果は満足すべき

“00”でしょう 高齢化を痛感しましたし。 、

が一局も出来なくて残念でした。

Single Operator 10m Band Low Power
JA1AAT 2005 45 ALL： 先 日 、 第

の入賞アワード届ASIAN DX CW TEST
きました。今年は昨年より厳しいコンテ

ストになった。又来年に頑張るつもりで

す。

では夕刻、東欧が聞SO10LP:JE1ALA:10m
こえましたが では取ってもらえず、10w
次サイクルが待ち遠しい 毎回の集計ご!

73 GL FBDX苦労様です。

Single Operator Silver
：今回初めて でコンテストにJA1KK CW

参加しました。

：電波伝搬も悪かったが体調もJG8SIS/8
悪く中止。一応提出します。宜しくお願

いします。

交信出来た局の中では当局とJK1SDQ:7
同年齢のロシヤ局があったがそれ以上の

年長者なし。毎年高齢化を感ずる。ログ

の整理に初めて を使用する。そのZLOG
便利さに感嘆する。

年齢が 歳のため、 が大分JP1SRG: 73 NR?
Hi...!!あった。

Multi Operator Single TX
。JA6YDH:長崎大学アマチュア無線部です
。久しぶりのコンテスト参加になりました

部員はわずかですが、これからコンスタ

。ントにコンテストに参加するつもりです

皆差よろしくお願いいたします。

Multi Operator Multi TX
ごく一部分しか参加できませんJA1ZGP:

でしたが，アンテナがすべて だったDP
割にはそこそこ楽しめました。



- 9 -

Phone:September 3-4, 2005

DX stations

Single Operator All Band
4F1MEU:bands weren't good but still I
enjoyed the contest, see you again next year.
G4NXG/M:Pity but only a very limited
operating time available.
IN3BFW:bad propagation Best regards Roby
IW7ECJ:Thanks for bringing several asian
stations on the air!
RV3NA:Tnx for Contest!
W6YI:First time in this contest, thanks to
everyone for their qso.
YB0DPO:Only worked JA and a few
Asia,didn't expect much and didn't get too
much,low participation compaired to CW part,
difficult on 40m ,which is so many local
ragchewing on the band, 10m open to JA part
at sunday morning about 2 hours ,anyway I
enjoy any condition on the contest, thank's to
JARL and all friends for the QSO's hope to
meet you again.
YB2ECG:It is nice to join this contest,
working a lot station from the 'youngest' 13
years old until the 'oldest'. But who cares
about the old in our hobby, thanks guys, I'm
proud to get working with you!
YC5JAU:Thanks for a nice contest! I will be
back next year.
RV9SV:FB CONTEST!!!

Single Operator 40m Band
K8IA:Another great All Asian Test. These are
becoming my favorite events.

Single Operator 20m Band
EA1AAW:Bad conditions SD
IZ8EDL:bad conditions of europe field day
very qrm.

K3TW:"Conditions on 20m were very poor to
this QTH."
K6XX:Conditions were truly awful this year!
N4PN:VERY BAD CONDITIONS..ONLY A
FEW STATIONS COULD BE COPIED
HERE IN SOUTHEAST USA. WORKED
EVERY STATION I COULD HEAR...ONLY
11. HOPE CONDITIONS BETTER NEXT
YEAR.
OK2QX:It was not very good condx, and
little number of participated stations -
specielly from Japan and Russia. I hrd only
three station more from the Asia !!! Two
stations say me "I am not in the contest", but
give the number correct.
UT7GX:TNX FOR NICE CONTEST!
YO3RU:Not two many Asian participants this
year. The IARU Field Day contest was very
disturbing. Very pure propagation on 15m and
10m bands. Worked 20m, just 3 QSOs in
other bands for check-log.

Single Operator 15m Band
9A4RV:I work just one hours in AA. Thank's
all for contacts.
YO4AUP:no many station in 15 m

Single Operator 10m Band
YO3JW/P:10m BAND WAS VERY PRETTY

年齢の若い参加者がいなくて残JD1BIA:
念です。

JA stations
Single Operator All Band High Power

のコンディションに恵7L1JHN:High Band
まれなかった。 のフィールドデーとEU
重なったこともあり参加局数の減少を感

じた。

楽しく参戦しました。集計ご苦JA1TMG:
労ですがよろしくお願いします。次回も
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頑張ります。

来年はがんばります。JA3OLO:
低調な で苦戦した。JH4UYB: CONDX
アフリカ、中近東の局はほとんどJH8FIH:

聞こえず、アメリカの局との通信も非常

に少なかった。ローバンドのアンテナを

整備する必要を感じた。

もっとも一般的なキャリブロ形JQ2EHG:
式での受付をお願いします。

Single Operator All Band Low Power
少ない交信数ですが楽しめまし7K2GMJ:

た。

。JA0FVU:少しだけですが参加できました
コンディションが悪くなっているので今

までと同じアンテナでは厳しいですね。

新調の で しましたが、JA1ANF: Rig QRV
は絶不調？だったようです。 はCondx EU

ゼロ。スコアは昨年の 割ほどに落ちま2
した。

JA1BUI:BUD ANTENNA AND HAVY
NOISE SO POOR CONDX TEST DAY

初めての コンテストでしたJA1KHV: DX
20mが、出力が足りませんでした。又、

バンドが扱える資格を早く取りたいと思

いました。

。JA1PTO:次回もがんばりたいと思います
での運用でした。非常にコJA1SIM:QRP

ンディションが悪く、参加局も少なかっ

たようです。温暖化対策が趣味の世界で

も重要です。出来ればローバンドの下の

部門を設けてください。QRP
が悪かったです。JA1TCF:CONDX

まったく最悪のコンディションJA1XRH:
だったと思います。当局は設備の工事中

で、アンテナの地上高が従来より も7m
低く、ローテータを使えないため、欧州

方面の固定ビームでした。

このコンテストには初めての参加JA3IEZ:
でした。

コンディション悪く、アジア、JA3PYC:
オセアニア以外の局数が極端に少ない。

マルチバンドダイポール でJA6QDU: ANT
、 。の参加でしたが 結構返事がありました

しかし多素子 との差は歴然ですたANT
い。ばってん歳と台風には勝てまっせん

けん、これからはダイポールで頑張りま

すやね。

運用場所は常置場所です。JA7BME:
JA8CSY: 28MHz期待していたのですが、

は昨年同様全く交信できませんでした。

得点も大幅に落ち込み残念！

の伝幡状況があまり良くなJA8IJI:21MHz
かったようです．

JA9SCB/1:High band condition of this year
was terribly bad. No contact with NAs & EUs
on Saturday at 10 & 15m. See you next year !

毎回参加しています。JE1HMC:
次回もがんばりたいと思います。JE8BCJ:
今回は時間もとれず，参加証をいJF2TIR:

ただくための参加となりました。

。JF3EPU:このコンテストは初参加でした
コンテストって楽しいですね。JF7RJM:

次回も楽しみです。

。JG0GGI: AADX久振りに に参加しました

コンデイションはいまいち。南米・北米

は 良く聞こえました。

コンテスト開始日より参加の予JG0IPW:
定でしたが途中参加致しました。もっと

他のバンドを運用したかった非常に残念

です。

コンディションが不安定で、期JH0QYS:
。待外れで最悪のコンディションて゜した

また来年もぜひ参加させて頂きたいと思

VY TKS CU AGN!っております！ ！

天候不順で雷も時々鳴っていまJH9ATT:
した。

コンデションと時間の制限であまJI1HFJ:
り ができませんでした。QSO

今回はかなりコンディションがJI7WPV:
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悪すぎました。昨年よりも局数が伸びま

せんでした。(昨年は シングルバ21MHz
ンドで 局以上交信。)ヨーロッパおよ20
び北米方面が殆んど聞こえてきませんで

したし、良く聞こえていても、ビームア

ンテナでないととても交信できる状況で

はありませんでした。(特にローバンドは

殆んど取ってもらえませんでした。)かな

り不満の残るコンテストとなってしまい

ました。

コンディションが悪く、アジアJK1NSR:
・オセアニア地域が殆どでした。

コンディションが良くなかったJK1TCV:
のですが、そこそこ楽しめました。

仕事の為部分参加でした。ハムJK2VOC:
フェアの飲み会終了後の芝生での２次会

OH2BH T80Aで マルティ氏との約束で

とオールバンド する事が果たせて一QSO
安心でした。ｈｉ

ここ数年の中では最悪のコンデJM1LPN:
ィションでした。来年以降の参加者減が

心配されるところです。

コンディションが悪くて残念でJM1LRQ:
した。

Single Operator 80m Band High Power
ローパワーで参加しましJE1SPY:3.5MHz

た。今年の はローバンドサイク3.8MHz
ルの幕開けを暗示するかのような、素晴

らしいコンディションでした。近年に無

く、 だった 年をはるかに上回るFB 2003
。まれに見る なコンディションでしたFB

自宅マンションのベランダに仮設した釣

竿アンテナにベアフット運用にももかか

、 。わらず 十分楽しめたコンテストでした

オールアジアコンテスト電話部門が 月9
開催に以降して以来、毎年 に参3.5MHz
加させて頂いておりますが、今年がもっ

とも素晴らしいコンディションでした。

初日、 日目とも、日没直後から北米西2

。 、海岸が に聞こえ始めました その後FB
南米の日の出には初日、 が でLU6FL 59
聞こえ、 の皆さん、 に されてJA FB QSO
おられました。同時に の でLU6FL MC

が同時 。更に、その少し上LU5FCI QSO
の周波数で が同時ランしていまLU5EUL
した。太平洋方面は に至る深い所まVK
で開いており、 に答えて来てくれまCQ
したし、コンテスト後クラスターをチェ

CQ VK Wックしてみますと、当局の が 、

などからスポットされていました （クラ。

スターにあげてくださる 局から呼ばDX
れていないのが、何とも惜しいです）た

だし、毎年信号が聞こえるグアム、サイ

パン、ハワイからはこのバンドでは信号

が全く聞かれなかったのは残念でした。

、２日目も同様に なコンディションでFB
特に北米方面は初日以上に でした。FB

CQ日没直後 まだ明るさが残る時間から、 、

に西海岸が答え始めてきてくれました。

3毎年 ノイズカスカスでしか聞こえない、 、

エレ八木を使用している が でW6UC 59+
聞こえ、 の皆さんのパイルアップを快JA

LU5FCI調にさばいていました。南米も

が初日よりも に で聞こえ、こちらFB 59+
も快調に をさばき、最後は呼ぶ局がJA

。 、無くなる程でした も に聞えLU1FA FB
コンテスト期間中に 局の南米入感は初4
体験でした。毎年、ローパワーで苦労さ

せられる でしたが、今年はリニ3.8MHz
アアンプを使用しても、これほどは飛ば

ないだろうと思うほど、 なコンディシFB
ョンを満喫できました。開催国からの参

加者として少しでもバンドの活性化に貢

献すべく、狭いバンドで恐縮ですが、可

能なかぎり コンテストを出させて頂CQ
きました。 日目夕方からの東京地方の2
雷雨のため、雷ノイズがひどく、これが

なければ なコンディションを ％FB 100
活用できたと思われます。本当に電離層
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の不思議さを感じさせるＦＢなコンテス

トでした。

Single Operator 40m Band Low Power
ではやはり苦しかったで7N4QAZ:50W

す。来年はもう少し考えます。

悪く局数が伸びませんでJR1LZK:Condx
。 、した の局がたくさん聞えましたがEU
に至りませんでした （片パス？パQSO 。

ワー？）

Single Operator 20m Band High Power
コンディションが悪く交信局数JA1EHV:

が伸びないまま終わってしまいました。

自分と同じ年齢の方との にJA7COI: QSO
は特に親しみを感じます。 の局がJA4,5,6
交信している相手の の局が 聞こえなEU
いこともあり，コンディションの地域差

がかなりありました。

参加時間がうまく取れませんでJG0EGY:
した。

９月第一週目は、防災訓練と重JG2KKG:
なりフル参加が出来ません。全国的にも

その傾向があると思われるので開催日を

。二週目にしていただくなど配慮願いたい

Single Operator 20m Band Low Power
コンディションが悪くｽｺｱが伸びJA2PAC:

悩み。ここ数年は、 に引越し考えよ40m
う。

Single Operator 15m Band Low Power
今年から初めてジュニア以外の7M4OAQ:

。 。部門に参加します 来年もがんばります

コンディションが悪かった気がJA0GSG:
します。来年も参加致します。

コンディションは、最悪だったJA0SOO:
ようです。

短時間の参加でしたが、交信出JA1UKF:
来て でした。Happy

アンテナを自作して望みましJA3KYS/3:
たがコンディションが悪く、少し物足り

ない結果となりました。来年はもっと増

強して参加したいと思います。

コンデションが大変悪く低調でしJA6BIF:
たが楽しいコンテスト有難う御座いまし

た。

今年も参加しました。JH9URT:
コンディションにがっかりでしJK1BII:

た。

日曜日は台風の影響で雨。運JQ1AHZ/6:
用は土曜日のみでした。

最悪のバンドコンディションでしJR3RIY:
た。東方面はゼロ、 日目は少しの時間2
だけ が開けましたが、出ている局数EU
が少なすぎでした。

Single Operator 10m Band Low Power
馬鹿の一つ覚えで相も変わらずJE1ALA:
一筋です。28MHz

Single Operator Junior
局ですいません。JP2PHC:1
もう少し時間ができればよかっJQ2HYB:

たのですが。

時間が作れませんでした。JQ2HYC:

Single Operator Silver
楽しく参加できました。あまりのJA1OQ:

コンディションの悪さに、設備の非力さ

を思い知らされました。

Multi Operator Multi TX
以上では、まったくM/M:JQ1YER:14MHz

聞えない時間帯が相当ありました。まじ

めに 時間やって 局いかない苦しみ48 200
はやったものでないと判りませんよね。

せめて土曜日の 時から月曜日の 時く18 6
らいに短くしませんか？あるいは とCW
の実施時期を反対にするとか・・・PH
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