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Photographs from Contesters

ON1MA Junior OPs
Robert (Left), Markus (Right)

YM75TA (TA3J) Berkin Aydognus
YM75TA is special callsign used by TA3J from Turkey
for the 75th anniversary of Turkish Republic.

JE1SPY Aki with his son in the shack.
He operated on single band 75m phone and
160m CW in this contest.

TA3YJ Nilay Mine Aydogmus
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はじめに
1 9 9 8年6月 2 0日から 2 1日にかけてAll Asian DX Contest電信部門が、9月5日から6日にか
けて同じく電話部門が開催されました。参加された皆さんありがとうございます。
この"JARL CONTEST REVIEW"は、サマリーシートのコメント欄に記載された皆さんか
らの意見を全て掲載したものです。また、写真を同封されたものも掲載しました。
この冊子は国内だけでなく、海外の連盟や入賞局にも配付されています。また、 J A R L
W e bで全世界に向けて公開されています。ぜひ、来年もAll Asian DX Contestに参加して
いただくとともに、サマリーシートに御意見や御感想を書いていただき、写真なども寄せて
いただきたいと思います。
JR1LQK
J A R Lコンテスト委員会

PREFACE
Thank you very much for your entries in 1998 All Asian DX Contest CW which was held from
June 20 to 21 and Phone which was held from September 5 to 6 1998.
We therefore selected and published at the "JARL CONTEST REVIEW" all the comments
which were mentioned in summary sheets.
We also picked up some photographs. Send your picture to us next time as this pamphlet is
delivered to not only JA contesters, but also foreign amateur radio leagues and prize winners,
and We publish on the JARL Web to world wide.
Thank you.
JR1LQK
JARL Contest Committee

JARL Web URL
http://www.jarl.or.jp/
E-mail
contest@jarl.or.jp

2

JARL Contest Review

1998 All Asian DX CONTEST

CW
DX
4X1VF: Very poor condition on 28 during the contest. See you
next year.
DK5ZX: I am sorry that I have not so much time! Vy 73 es gl!
DL3KWR: Your AADX Contest was agn a very nice contest
with nice people. And I'm happy to have a lot of contacts, more
than in last year. Sri - but I have missing Asian YLs. And in this
year agn some OMs - also from Japan - did not know that "00"
is the number for age of YLs in AADXC - hi. I'm looking
forward the next AADXC.
DL0ITU: Dear om's 20 years I wkd AA-Contest with my call
DL3RD, last year I obtain 1st Place Germany. This year I wkd
special call DL0ITU. *25 June 1985 CEPT LICENCE*
DL0ITU will have commemorative contacts with many amateur
radio stations participating during the period from June 21 to 27
1998. See you next year? vy73
EI4DW: Always a very enjoyable contest.
G3RSD: Hard work with only dipole!
HL5AP: 当局LOCAL NOISE非常に多く、弱してますhi
K3ZO: Conditions improved over last year.
K6CU: Could not do much operating as we had visitors the
same weekend. Nice to hear some JA stations on 80m.
LU1EWL: I met two Young Ladies (JJ6TYG and JR9FJY). and
three "Brothers In Age" (JA1BCP, JA2OJ, JA3AA). I made
double quantity of QSOs than past year.
LY2BTA: Very bad propagation. Difficult to work Asians with
5 watts. Some UA9's on 80 and 160 meters but no luck to break
through the pileup. No Asians on 10 meters.
N7ZE: CAの局より800milesAZがJAより遠くなりますが、
condxが悪い時には大きなdisadvantageになります。
OH3IR: First AA contest in over 10 years. Nice to be back.
Unfortunately the condx were not favorable. See you next year.
OH3KRH: I'm using only car battery. And propagation wasn't
so good....
OK1AVY: Sorry, no time on complete contest.
ON4CAS: Very warm summer WX so the kids wanted to go to
the beach... tried to make some contest QSOs in between but
enjoyed every every contact!
PA0MIR: Trying to work what I could hear but very little
activity on this band. Had hoped to improve my country totals
on 80m but it was not to be the case unfortunately.
PY7OJ: FB contest! See you next year
RK9CWW: Thanks for the contest, 73! We had to use the club
station age 45 for the exchange due to N6TR contest program.
SP4GFG: Hope cu agn in AA DX Contest 99!
SP5GH: Vy high QRN level.
UA4AO: Tnx fine contest. GL to all.
UA9AB: I was very happy to work in this contest but second
day's condition was very very poor indeed. Best wishes!
UR4SXU: tnx for nice ALL ASIAN DX contest Good luck!
UT3RN: Many many QRN in Ukraine. Thanks for contest!
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Good luck!
VE7XR: Looking forward to next year for AA test CW, and
improved band conditions, and more JA activity.
VK2APK: My age is 78 years. This was my 457th contest. I am
glad. I exceeded last year's score and QSO numbers. But I still
have to seen last year's results. Neither have I received an
award. Again many non Asian stations called me. I wish you
would finally accept floppy disks instead of wasting so much
paper and time for printing. You are the only contest committee
in the world who is so old fashioned.
VK2AYD: Interesting to note the average age of operators was
48. Only 5% were under 30. Are contest or CW dying? Until
next year...73 de VK2AYD
VR98BG: This contest is not much fun from down here when
condx are bad & all one can hear is Asia...
VU2UR: I have been taking part in the Contest for some time
and I have enjoyed it immensely. Had the opportunity of
meeting my old friends from Europe and Australia. I hope you
would have printed new Certificates by now. The old proforma
of certificate lasted, indeed, for quite some years till now. I
have retired from Railway Service and left Lucknow, which
was my QTH for the last 33 years. I have now settled in
Bangalore city in south India. This is my first All Asia contest
entry from this city.
W7GG: Once agn lousy cndx. No 10m and very scant 15m.
After the first 10,000 CQ's I more or less got bored. Made only
635 QSO's this year compared to 1100 last year! That cndx
supposed to be improving??
W9GXR: It is always a pleasure to meet old friends!
XQ3N: I hope to have best condx to next year, anyway I was vy
funny. TKS
YB4JIM: Nice contest, thanks to JA's! (only ?)
YO8FR: Little participation from Asian country in this year!
(except Japan and Asian Russia)
YU7SF: This was my 36th AA-DX Contest CW, and my 2018
contest log entry (1960, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98)
JA
Single OP 1.9MHz
JE1SPY: I QRV on 160m with using home brew fishing rod
vertical antenna on the balcony at my small apartment. I QSOed
with DX stations whom them have not seen for 15 years. It is
very difficult to QSO with DX stations on this contest on 160m.
The condition of 160m band was very good, in spite of this
dead season! Please QSX on 1910KHz!
JH2RMU: この時期で160mはむずかしすぎる。今年も1局
のQSO来年は3局を目標とします。
Single OP 3.5MHz
JA1AA: 明年はこのコンテストの第40回になり、年齢をナ
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ンバーに入れる初のコンテストとして永続でき感謝して
います（デザイナーの一人として）
。 是非80才以上とか
15才以下の人を勇気づけるようマルチを加味することを
切望します（私も80才になります）。
JH1OGC: 開催が8月の時は良く参加しましたが、 6月にな
ってから初参加となります。この時期はコンディション
が悪く3.5MHzで3ele八木を使用しても、ヨーロッパは出
来ません。コンテストの楽しさが半減です。時期の再考
を願います。
JH3LFL/1: 3.5MHzの参加者が少なかったので他のバンド
も出ましたのでチェックシートとして送付します。
Single OP 7MHz
JA0EKI: 2晩目は雨ふりで、雨音を聞きながら寝てしまい、
起きたら午前8時、すっかり寝過ごしてしまいました。
Single OP 14MHz
JA1MXY: 釣竿アンテナですから結果には満足しています。
JA1SJT: 最近、ALL ASIANコンテストがいまいちパッと
しない。マイナーなコンテスト ( 3流コンテスト）に成り
下がっているのは残念です。ルールをみなおし、ワール
ドワイド化（アジアの局との交信×２、異なるエンティ
ティ間×１）してみてはいかがでしょうか。
JA1SKE: 久しぶりにこのコンテストに出ました。私も含
めて平均年齢がずいぶん上がりました。 40〜50才が大半
でした。hi
JE1REU: コンディションが今一つでした。
JH1GNU: 本コンテストにぜひとも QRP部門を新設してい
ただきたい。
JA4ITW: 日中は家の用事、夜中は苦手で局数のびなかっ
たです。
JH4JNG: オセアニア局の参加が少ないように思えた。連
盟を通してのPRをしてほしい。
JH4JUK: BFなリグで50Wでは取ってくれないが、一応EY
もとれた。テストを兼ねて呼んでみました。
JR4DAH: DXコンテストもQRP部門の追加をお願いします。
JA6HJP: 夜間のEUが開け、思いがけず楽しめました。
JA5FP: コンディションが良くなり楽しめました。 CO6AI
が予想外の時刻に聞こえ、通常の Q S Oができました。
JARLのWEBページにログとサマリーシートのサンプルを
載せてください。
JA7COI: 今回の結果、最年少11才（HA3KNA）
、最高齢94
才（VK3FC）、いつものW6OKは91才。YLは5局。毎年の
ことながら、ASとEUの境目の局がルールを誤解している。
今年は2局が呼んで来た。アメリカの KHシリーズの局も、
カントリー判別まぎわらしい。コールブックがないとマ
ルチが書けない。
JH7CQQ: 参加する時間があまりなかったので残念です。
一度フルに出てみたいものです。
JH7PSL: 頭痛と歯痛で体調は最悪。 10局でQRT。NRに年
齢を組み込んでいるのであるから、 40回記念として年齢
を第2マルチにしてはいかがでしょうか。
JJ6TYG: フル参加できませんでしたが、楽しいコンテス
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トでした。TU!
JA0GEY: JARL役員とか関係者の方もコンテストに出て盛
り上げたらいかがでしょうか。自分たちが面白がらなけ
れば、他人が面白がる訳ないじゃありませんか!!
Single OP 21MHz
JA1AAT: 28MHz帯参加局少なくNG。
JR1NKN/2: 世界中の局と交信できて、本当にうれしいです。
7N2UTO: 参加各部にハイパワーとローパワーの別を設け
ていただけると私どものようなローパワー局もはりあい
が出るのですが・・・。ご検討ください。
7L3EBJ: 局数は1局だけでしたがJD1(南鳥島)と交信できて
喜んでいます。
7M4AOE: 初参加です。呼ばれる側にまわってみて自局の
アリゲータ現象がよくわかった。いつもの事ながらプリ
フィックスに泣かされた。そんなわけで後半は CQを出さ
ずにひたすら拾いました。
JK3GWT: 20日23:30よりの参加でした。CONDXが悪かった
せいか、参加局が少なかったようです。3エリアは関ハムと
重なったせいかな? 来年は日程をずらして欲しいです。
JH4JZB: 集計ご苦労さまです。
JA4AKV: コンテスト担当者御苦労さまです。
JK4BOX: 国際的ではない捺印を早く廃止しましょう。
JA6BIF: 楽しいコンテストありがとうございました。
JH6QIL: 土曜日の夜はEUが良かったみたいですが、仕事
で出れませんでしたので、こんなスコアになってしまい
ました。不完全燃焼でした。
JM6NJU: 電波が久しぶりに赤道を越えた。コンディショ
ンはよくなっているのだろう。ただし相手局がよばれ続
けているらしく、なかなか通じない。ナローバンドフィ
ルタで正確に合わせたら返事が返ってきた。
Single OP 28MHz
JH6SQI: 日曜午後だけの参加でしたが、楽しめました。
あいかわらず低調CONDXの10mでしたが、AF入感したの
で、去年より良かったのかなあ?
Single OP Multi Band
JA1BCP: コンディションもJA、海外局のアクティビティ
ーも低調の様でした。時期的に 21MHz以上は悪いのでは
ないでしょうか?
JA1QOW: 「CQ AA」を出す国内（JA）局が見うけられる。
JARLは更にPRを!（ワッチの時間がムダ）
JF1SQC: ローパワー部門の新設を望みます。
JR1LEV: ローカルに送電用の鉄塔があります。雨が降る
とバリバリとスパークノイズがすごくなにも聞こえなく
なります。梅雨時のコンテストには泣かされます。
JR1XKU: コンテストの開催および集計ご苦労様です。毎
年楽しく参加させていただいております。住宅地に住み、
出力を上げられず、KW局にかないませんので、参加部門
を空中線電力別にしていただけると、より張合いがでる
のですが・・・。
JA2OJ: 時期が悪い。昨年に比べて 21MHzは不調。28MHz

1998 All Asian DX CONTEST

はかすかにVKが聞こえる程度で全体に参加が少なくてお
もしろくない。Japan In. HF Contestの方が海外で人気があ
るのもうなずける。 JA局でCQ TEST AAを出す局がある
がやめてほしい。非常に耳ざわり。 CQ AAはアジア州以
外の局となっているはずでルール違反。注意するなりペ
ナルティを課すべきだ。アジア州内のカントリーをもっ
と明確にしてほしい。例えば UN8Q、UP4L等アジアかそ
れ以外かわかりにくい。カントリーも U R 7 V（U B 5）、
EU1TUHA（UC2 か）UT7ZやUY8IF（UB5）か判断しに
くい。TM9Cはフランスの海外領土だけしかわからない。
1X5AAとなるとお手上げの状態。JARL主催なら、もっと
情報をあらかじめ提供してほしい。
JA2XI: LOW POWER部門の創設を希望します。
JA2BCQ: JARLのコンテストに全部参加を目標に、たとえ
1局でも・・・。
JF2FIU: 関西HAMの祭典がありましたが、出勤となって
しまい行けずにNG。折からの天候もNGで結局2日間子守
とかしながら家でくすぶってました。 h iコンディション
にも期待していたのですが、驚くほどよいとは言えなか
ったような気がします。
JK2VOC: コンディションが悪かった。アジア同士の QSO
も認めると活気づくと思います。それから結果発表時に
JAのシングルOPマルチバンドの1位とマルチオペ1位のバ
ンド別内訳を発表してください。
JA3HPD: 押印するという規約は「自署ならば不要とする」
になさっては ? なぜなら明治初期の文盲の多いときなら
ば自分で字を書くことが不可能だったから、代わりに印
を押すことで署名に替えたのですから（太政官布告によ
る）
。少しでも簡単に・・。
JE3HHT: 関西ハムの祭典と時期が重なりフル参加できま
せんでした。
JQ3UDL: 今回QSOした平均年齢は、 46歳でした。無線の
世界も高齢化が進んでいます。世界的な DXコンテストで
は、E-MAILのLOG提出が中心であるのに対し、 JARLは
遅れています。主催者側、参加者側共に負担を軽減する
ためにも、また、参加者を増やすためにも、E-MAILによ
るLOG提出を強く望みます。
JR3BVX: 初参加です。コンテストナンバーが年齢なのは
おもしろいです。マルチプライヤーの「 D X C Cカントリ
ーリスト」をコンテスト規約に入れてほしい。古いカン
トリーリストでは新しいプリフィックスが異なるカント
リーかわかりません。
JH4UYB: CONDXの谷間にあたったのか、どの局も信号
が弱く忍耐のコンテストになりました。
JA6CM: 毎回のことながらアジア局を呼ぶ J A局がいる。
DXの参加局が少なくなったように感じられるが。
JA6QDU: コンディションが悪い上に、OP時間が無く駄目
でした。
JA6SRB: 初めてリニアアンプを導入してコンテスト参加。
3 0 0 W程度でもずっとランニングできるものなんですネ !
ヤミツキになりそう!
JA7DLE: CONDXはあまり良くなかったような気がしま
す。特に、期待した21MHz、28MHzの2日目が全然開けな
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くてガッカリしました。
JI7OED: 日本国内だけでも電力別部門をお願いします。
もう1〜2年しないとローパワーでも楽しめないのかな?
JA9RO: 当局と交信した最高年齢78才VK2APK21MHz、当
局と交信した最小年齢 1 5才 W L 7 K Y ? 1 4 M H z でした。
14MHzは大分開けていました。21MHzは今一つでした。
JA9XBW: CONDX NGでしたが、21MHzがOPENした分だ
け昨年より局数が伸びました。この時期のコンテストで
は、1 4、2 1 M H z以外はオマケみたいな物です。 h i 思い
きって真冬にでも開催した方がLBはFBだし、14、21もLP
が強力でFBだと思いますが?
JR0ECQ: 子育てと家事の合間をぬって気長にマンション4
階のモービルホイップで WACをねらっています。今回の
コンテストで初めて南米と交信でき、残るは1度も聞いた
ことのないアフリカのみとなりました。今年中にできる
かな?
Multi OP Multi Band
JA6ZLI: MS部門の新設を期待していたのに残念。 MMに
はかないません（シングルオペにもかないませんが?!）
。

PHONE
DX
3Z0XR: Very interesting contest. Best 73 to committee and
commission.
9A5MT: Very nice contest. Bad propagation in 10m. Best 73!
DX1DX: DX stations should accommodate request for new
country QSO specially if there is no pile-up. Contesters should
realize that there are DX stations looking for new
countries/entities during the contest. A separate paper log will
do to log non-contest QSOs. I take note of stations refusing to
give contact for new country request. A new country/entity
QSO is more important than a contest point.
EA3GHZ: Good contest. See you next year.
EA4ABW: First time I take part in the contest.. We'll copy next
year!!!
EC5AEB: This is my first All Asian DX contest. Tnx for the
QSO & 73
GW3HGJ: I must stay up longer next year!
PA3GZC: Since I was licensed in 1995 I now worked my first
Japanese stations. Thanks! I hope they QSL!
SV2AEL: Very enjoyable contest. Pls sent results.
DN1MA: DL7MAE (Supervision), Robert (9yrs) + Markus
(5yrs). DN is a trainee license here in Germany. My sons
Robert (9) and Markus (5) first time took part in a contest.
QSO's made by themselves, I was only supervisor.
I0KHP: Pity! I had vy low voice!
IK3PQG: Ciao, an amusing contest with different participants,
good-bye to the next year,73.
KF2ZO: It was amazing to see how weak signals were
answering my call! I guess that what contest is all about!
K3ZO: Conditions much improved!
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K7TG: Great contest thank you! 73,Tom.
LU1FKR: Only operate on Friday in the beginning and then on
Sunday. Energy problems electrical in the Saturday.
Congratulations by so contest All Asian.. Thanks you LU1FKR
(Kar).
LU3FZW: Very few stations of the Japan in the band of 7MHz,
Conditions bad very bad!!! Congratulations equally by the
contest All Asian.
LY5W: On 20 meters, Nine Kilo Two **** **** I need your
age as contest number, OK he said - Your Five Nine One Five
Zero....
N7ZE: コンディションにめぐまれ、多くの JAとQSOでき
ました。
N8II: What wonderful fabulous conditions! I had the best rate
into Asia I have ever achieved working about 120 stns, from
0130-0230z the first night. Worked many rare prefixes for USA
East Coast including 9V1, 9V8, HS1, HS98, HS0, VR2, VR98,
S21, BA1, BA4, BD4, DS1, DS3, 7J7, 3W6. Sorry family
commitments kept me from more time on air. The direct JA
QSL's are arriving and many via bureau to follow!
N9RV: First phone contest with new call (ex-WA8YVR). What
a pleasure to have such good conditions and to hear so many
Japanese and other Asians on. I sure miss the days of endless
JA's.
OH2LYP: Field day contest should be on other weekend, not at
the same time as All Asian contest ! Tnx,73.
OZ1DYI: Worked from my summer house on the Island of
Romo as OZ1DYI/P with a 90w Solar Cell + Solar Battery (I
have no electricity)
PA0IJM: Hope to found a bit more time next year for working
in your contest.
PY2NY: First time on All Asia SSB, totally surprised with
propagation. Lot of JA's. Worked just an hour, before to travel
and visit parents. Hope to work more next year.
RA1ZZ: There is not many station from JA worked on CQ.
RV6LFE: I'm running on 15m ONLY! The 10m contact have
been made only for my collection! 73! THANKS!
S51MA: Worked only second day. Very bad propagation. Sri!
SM5AJV: Very nice contest!
SM7ATL: Thanks again for a very nice contest.
SP9NH: Very good condition on 15m band to Asia, I operate
with only 80 watts. Nice to meet so many station from Japan.
UA3AB: Had just few hours to operate, but enjoyed it much.
UN9PQ: My QSL info IK2QPR, or direct home QTH.
US5QRW: Tnx for the nice contest! 73!
UX2MM: It is very interesting contest and very good
propagation this year in 21mc! I am very happy operated many
JA station! SAYONARA!
W6OK: Conditions poor.
W6TK: Great to hear so many JA's on again. Also good to hear
10 meters opening up. Wish there were more JA activity on 40
meter. Where were all the other Far East and Asian stations?
Great to see the rate meter at 200 Q's/hour! Look forward to
6
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many JA and other Far East stations this fall/winter in the
contest season. Thank you for the many QSO's. 73's
W6TK/Dick
W7OM: Nice to meet old friends again. Good contest!
XE1AQY: I'm very happy to make for first time this contest, I
hope can do this in the next year.
XE3LMV: Nice contest, very interesting to know operations
ages. Better cdx on this year.
YB3ZES: Suggestion for next year, We want to send the
contest results via Internet. It is more simple and economist.
YO5BRZ: Nice contest! Please certification.
YO8FR: Little participation from Asian country in this year!
(except Japan and Asian Russia).
YU7SF: This was my 19th AA-DX Contest SSB, and my 2033
contest log entry at all (1980, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98)
ZP5Z: A problem with the two TH6, put me of the contest
about 4 hours in Saturday night, during the best time opening to
JA on 15 meter and I loose almost 400 QSOs!!! In fact the
contest was fine, and have a lot of fun running JAs at 22: 00Z
on 10 meters!! See you next year.
JA
Single OP 3.5MHz
JE1SPY: 毎年3.8MHzで参加していますがこの季節のロー
バンドは1局のアジア外の局とQSOするのも、私のような
アパマン・ハムには大変なことです。しかし今回は日本
人の方々の海外からの運用(ゲストオペ含む)に大いに助け
られました。Wの局でもJAの3.8MHzバンドを正確に知っ
ている方は、そう多くはないですね hi.(shackのQRMであ
る2ndとの写真同封します。hi)
Single OP 7MHz
JA8NFV: 今年も7MHzのシングルバンドシングル OPで参
加しました。年々参加局が減っているように思っている
のは、私だけでしょうか・・ ?? もっと多くの局に参加し
やすいルールや新しい部門(QRP、新人賞等)を作ってはい
かがでしょうか ? ( 国内参加者のみの適用でも良いと思い
ます) 昨年も書きましたが、今年もコンテストのルール
を説明するための時間をかなり要し特に韓国の局には、
なかなか理解してもらえず大変困りました。もう少し近
隣諸国(特に韓国 )に対してコンテストの P Rをお願いしま
す。(今年は、中国や台湾の局には余り呼ばれずルールも
すぐ理解して頂けた ) スポーツ等の世界では、アジア選
手権や世界選手権に出場するためには、その道で秀でて
優れていて、なおかつ予選等を勝ち進まなければなりま
せんが、我々の無線界では参加する意志があれば誰でも
参加出来、主催者にログを提出すればその記録も残り入
賞すれば賞も頂けるのです。自分の通信技術の向上にも
つながると思います。この素晴らしさを多くの人に理解
して頂けたらと思います。
JA0GZ: 僅か2局としかQSOできませんでした。都合により。
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Single OP 14MHz
JA6AHT: 例え1点でもログ提出は信条として持っていま
す。それが道義的責任でもあり義務でもあります。ひや
かし又はカントリー稼ぎで QSOしてもログ提出しない者
の何と多い事か なげかわしい!!
JK7RRI/1: もう"カントリー "ではなくなったはずですよ
ね。リストは時々JARL NEWSに載せて欲しいと思います。
調べるのが大変でした。
Single OP 21MHz
JA1YWG;集計おつかれ様です。今回は GUDコンディショ
ンで思いもしないQSO数となりました。
JE1WSC: 集計お疲れ様です。 10Wなので、「DXコンテス
トなんて・・・」と思っていたのですが、 Good Condition
に恵まれ59+で入感している局だけでもまとまった数にな
ってしまったので、嬉しくなってエントリーさせていた
だきます。宜しくお願い致します。
JF1RWZ: 東海岸やヨーロッパが強く、サイクル 23感じま
した。
JG1GCO: 今年の 2 1 M H zは参加者が非常に多かったです
ね。コンディションが良くなった様です。
JK1BII: 3エレ50Wでがんばりました。
JP1JIP/7: ヨーロッパはオープンしたが、太平洋方面の参
加局があまり聞えず、得点、マルチ等が増えず残念でし
た。初参加でしたが、ヨーロッパフィールドデーコンテ
ストと重なりナンバー交換に手間取りました。次回はフ
ルタイムで参加したいです。
JQ1XLA/4: DXCCカントリーリスト、年に 1回程はJ A R L
NEWSに載せてほしい (今回使った物は去年の物なので変
更点は解らない。パソコン利用者以外にも解るようにし
てほしい)。コンテスト集計ご苦労様です。
JR1LQK: 用事があったため、短時間しか参加できなかっ
たのが残念でしたが、すばらしいコンディションでした。
JR1NKN: 集計お疲れ様です。
JS1PWV: サイクル上昇を感じさせるコンディションで楽
しめました。
7K2MMO/1: 初めてのAADX参加でした。 DXコンテスト
面白いです。
7K3BBW: 初めて参加しましたが、何かと忙しくて時間が
ほとんどとれず、参加のみとなってしまいました。来年
はがんばります。
JA2CWU: 前回4位入賞で味をしめ、今年は1位をと、仕事
を調整し準備万端。しかし前々日にギックリ腰! 皆さんコ
ンテスト前は仕事だけでなく、 "お体"の調整もしましょ
う。Good Luck 73.
JA2MWV: QRP(5W)で参加しました。QRP部門も作ってく
ださい。
JA2QVP: 集計ご苦労様です。ハイバンドのコンディショ
ンもだいぶ良くなってきました。 GPでもかなりよく飛ん
でいたみたいです。
JA2RFG: 仕事で無線に出る時間は少なかったが、楽しい
コンテストでした。
JG2OHW: はじめての DXコンテスト参加です。一度も外
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国に行ったことのない私ですが、電波が海を越えました。
JH2IJC: EUのコンディションが良かった。それだけにア
フリカ局がQRMで交信できない。DX局も多数参加で楽し
くできた。南米がもう少し出てくると最上か!
JL2VZJ: 40分しかできなくて残念。
JA3ATJ: 僅かな時間しか参加できませんでした。折角
condxがよかったのに残念です。
JL3VUL/3: EUはQRMがひどく、 QSYの連続だった。2日
目のWは大オープンで楽しめました。
JJ3OOZ: コンディション確実にアップ。 10Mでも18マル
チQSO。コンテスト不参加局 AFもQRVしてました。少々
慌てました。ハイ!
JA4EKO: コンディションも良く楽しく遊べました。感謝!
関係者各位殿。
JN4GHQ: All Asianは初参加だった。モービルホイップに
はやはり限界があるようで、数時間で 7局にとどまった。
遠方からのCQはきこえたが、何度呼んでも応答なし。
JH5FIS: JAはエリア別入賞を設けてはいかがでしょうか。
マルチオペのオペリストを公表してはいかがでしょうか。
JA6BIF: 楽しいコンテストありがとうございました。コン
ディションのupで昨年よりも多く出来ました。
JA6FRM: 毎年親子で楽しんで参加出来る様になりまし
た。2ndのコールサインは JO6RGRです。よろしくご指導
お願いします。
JH6QIL: 朝も夜もコンディションが良く、楽しめました。
スコアも自己最高でしたが、各局もそれ以上にスコアが
アップしたんでしょうね。
JH6WKF: W局の入感が少なかった。
JE6MOT: コンテストに参加し書類を提出した局は全て、
JARL NEWSに記載するべきである。
JG6JFY: FD(フロッピーディスク )データでの提出を完全
な形で認めて欲しい。
JO6RGR: 小学校3年生(9才)です。今年で4回目の参加です。
これからも毎年参加していきたいと思います。
JL7AIA: 今年は少し時間があったので参加しました。
JA8JCJ: 集計ご苦労様です。Uゾーンのプリフィックスが
良く分からない為、Rのつくプリフィックスはすべて分か
らない分取りのぞきました。
JE8JOK: アンテナの調子が悪く、EUへの運用が少なく残
念であった。
JE8QWM: 時間がなく3時間ほどの参加でした。
JR9NVB: コンディションに恵まれ、今まで参加したコン
テストの中で最も多く QSO出来、最も楽しいコンテスト
でした。
JA0BJY: CNDXよく楽しめました。SAができずWACは逃
しました。
JR0JOW: DX 局とつながるのは、このときぐらい。もう少
し外国語が話せたらと思う。稲刈り等で、フルエントリ
ーできず、残念。
Single OP 28MHz
JA1AAT: 9/5 EU、NAはあまりコンディションが良くなか
った。9/6 EU大オープン、多数の局と出来た。NA今一つ
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です。
7K2PBB: まだまだこんなCONDXじゃすまないでしょう。
来年はもっとすごいですよ !! だけど、まあ、こんな
(IC575・10W+WHIP)んじゃ、たかがしれてるけど〜。
JE2OTM: ハイパワーとローパワーの部門を分けてください
!
JR2TRC: FULL参加出来る局がうらやましい。年齢が分か
ってしまうのはすこし抵抗があるかも??
Single OP Multi Band
JA1JQY: コンディションがよく楽しめました。
JA1XRH: この手の設備と当局のテクニックでは QRZすら
返って来ないことがしばしばでした。それでも久々に
SSBでのDXQSOを楽しませてもらいました。
JA1YNE: 不適切と思われる番号は零点としました。全交
信の5%ありました。ユニークな番号ですので、もっと広
報が必要かと思います。コンテストが月曜の朝、勤務時間
にまで及ぶので休暇を取得しないと完全参加できません。
JJ1XNF: ここ2〜3年と比べてとてもコンディションが良
かったと思います。もっと長い時間参加したかったです。
JO1WZM: 今年初めて参加をしましたが、コンディション
が良く、10Wでも楽しめました。
JR1LEV: 大変楽しいコンテストでした。私の目標は500局
オーバーとフルタイム参加することです。今後ともよろ
しくお願いします。
7L1ETP: ノルマを 1 0 0局 に 設 定 し て 参 加 し ま し た 。
CONDXが上がってきているのが感じられました。ヨーロ
ッパのFIeld Day と重なっていたのか、001形式のナンバー
を要求されることもありました。
7L3TDU: 国内コンテストの規約改正は素晴らしかった。
AAも国際コンテスト並みに、電力別 /アンテナ規模別 /ア
システッドなど検討してください。
7L4OIU: 28MHzのCONDXが良く楽しめた。e-mailによるログ
提出を受け付けて欲しい(できればARRL形式に準じて)。
JA2OJ: OT8●●は99というので真偽を正したら、クラブ
局で99はラッキーナンバーなどといっていたが、いやな
感じ。正しく年齢をいってないから失格にすべきだ。
JA2BCQ: JARLのコンテストに全て参加のつもりでやって
いますが、ログの提出忘れがあったりします。
JF2FIU: コンディションが良かったのか悪かったのかよく
わかりませんです Hi 部分部分でしたが少しだけランニ
ングできたので、まあヨシとします ! ところで2TXの種目
を検討願います。当然 10分間ルールなどが盛り込められ
ると思いますが宜しくです!
JK2VOC: 今回はローテーターが故障し南ビームのままの
参加で N Gでした。それから結果発表時に J Aのシングル
OPマルチバンドとマルチOPのバンド別内訳も発表してく
ださい。それからアジア同士の QSOも認めて下さい。現
行ルールだと大陸ボーダーライン付近の局が有利になっ
てしまうのと弱小局では距離が遠いため多数交信が出来
ません。是非ご再考願います。
JH3PRR: コンディションが良くて楽しめたが、 Reg.Iのフ
ィールドデーと重なっているのが残念である。何とかな
らないのだろうか。シングルオペレーターなので、当然
8
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パケットクラスタは使用しなかったが、可否をルールに
明記すべきである。資源節約のため電子メールによるロ
グ提出を可能にすべきである。
JM3XEJ: 子育てのあいま、ほんの数時間のQRVでした。
JN3PYQ: コンディションが良ければこんなにもにぎやか
なのかと思うくらい盛況でした。
JH4UYB: 近年まれにみる良好な CONDXに恵まれ、猛パ
イルを浴びながらコンテストの醍醐味を満喫出来た。
JH4XWU: ちょっと手の空いた間だけの実質 3時間程の参
加でしたがアフリカ以外全ての大陸と QSOでき、うれし
かったです。初めての本格的DXコンテストでしたが、来
年はもう少し力を入れてみたいです。
JA5QAI/1: 普段DX QSO をしていないので、カントリーリ
ストを見ても判らないプリフィックスがあります。プリ
フィックスとカントリーの対応表など、コンテストの手
引きのようなものが W e b上で見られると助かります。コ
ンテストルールを初め、用紙も改善されていると思いま
す。コンテスト委員の方ごくろうさまです。
JH5OXF: 初めて28MHzでカリブを聞きました。
JA6ZLI: 24時間ほどの運用でしたが、48時間近く運用すれ
ば1500局は超えていたかも? ハイバンドのCondxが良すぎ
です。トップは新記録でしょう。
JJ6TYG: 集計お疲れさまです。
JR7WAB: 21のコンディションは最高でした。Wの東海岸、
EUの奥が良くQSOできました。サイクル 23もバッチリで
すね。
JA8JCR: コンディションが良かったためベアフットでも
呼ばれたため初めて 5 0 0局U Pしました。子供の野球に行
ったりしたためフルタイムで参加できなくて残念です。
JH8KYU: VY good condx on 15m & 20m. 500 contacts 100
multipliers in only 15 hours. I hope much better condx will
come on 10m soon.
JE9RRO: アジア州の局同士も得点になるようにして欲しい。
JA0GEY: 押印しても、それなりの処置をJARLはしないの
だから、押印は拒否いたします。
Multi OP Multi Band
JN1YUU: ロシアのオペレーターで 13才の人がいました。
JAの人たちはみな驚いていました。私たちは、 10才と11
才です。赤ちゃんと同じコンテストナンバーではずかし
かったです。
JA6ZPR: 日本時間の午前0時スタートで48時間ならば月曜
日会社を休まなくて済む。
JR7ZIT: e-mailでの書類受付をお願いいたします。アジア
同士の交信も有効にしてください。
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