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JARL
CONTEST REVIEW
2003 All Asian DX Contest

CW:June 21-22, 2003
Phone:September 6-7, 2003

●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。

●コンディションの低下とともに高い周波数ほど交信数の減少が見られますが、一方で

低い周波数では僅かですが増える傾向にあるようです。コンディションの悪い時期でも

ある程度の交信数が期待できる１４ＭＨｚ帯が重要なバンドになってきました。このコ

ンテストは年齢がコンテストナンバーになるユニークなコンテストで、毎年参加してい

ろいろな統計をとっている方も多いようです。

ログ提出局の最高齢は電信部門で 歳、電話部門では 歳でした。また日本国内か88 90
らは最年少 歳の参加がありました。8
電信部門：ＪＡ ～ 歳、ＤＸ ～ 歳15 84 12 88
電話部門：ＪＡ ～ 歳、ＤＸ ～ 歳8 78 13 90

発行が大変遅くなりましたことお詫び申し上げます。

（ ）JARL Contest Committee

-------------------------------------------------------------------------------

CW:June 21-22, 2003

DX stations
Single Operator All Band
VK4TT:G'Day to all my japanese contest

griends
KH6SH/K7:I miss the ease of working Asia
on 21MHz from KH6-land versus/K7 in
Utah!! Good contest.See you next year.
AA6EE:Condx Poor.
K6CSL:Conditions were TERRIBLE.
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W7HS:CONDITIONS HERE WERE VERY
VERY BAD!!
G3LHJ:Condx very poor - very hard going -
but good fun
K0UK:BAND CONDITIONS WERE NOT
GREAT AND LITTLE TIME..MAYBE
NEXT YEAR. PTL BILL BROWN K0UK
KM4M:Fun contest. Glad to work some good
DX too!
LU7DIR:I had bad conditions propagation
LZ2BE:Thanks for the very nice contest. I
was able to operate only few hours, but it was
a real fun. 73 till next contest! Bob LZ2BE
N9RV:Tough conditions, but fun pulling the
familiar calls out anyway!
OZ8AE:RIG:Condx not very good but
enjoyed working Asian stations. Hope we get
better condx ne
PA3ELD:nice to have meet so many
contestfriends again! 73
PY4FQ:Thanks for nice Contest.
PY7OJ:Tks Test. I see You next year.
RA3FH:Greate plesuare!!!!
RN4SS:Thank's for all!
W7OM:VERY POOR CONDITIONS
W7SW:Thanks for a GREAT contest! It was
GREAT fun! 73, Scotty W7SW.
WN6K:Lots of fun as always ... despite the
sporadic solar conditions.
ZL2BR:Please can we have a low power
section for non-Asian stations. It very unfair
that 100w stations are in same category as
2kW stations. There are low and high power
categories for Asian stations, so why why
why not for non-Asian stations ??????
UA9ZZ/9:Many thanks!
E20HHK:Thanks to JARL and CU Next
Contest 73, Choon E20HHK
XW1IC:On Saturday 21 is poor propagation. I
made 10-20 QSOs, then change band. At

night is good condition and I made many EU
station on 20M. I worked only 2 stations on
160M in contest are LY3UM and UA6LV.
On Sunday 22 is better propagation than Sa

Single Operator 80m Band
W7DRA:80m conditions very poor-band
opened up for 20 minutes the second fuening.

Single Operator 40m Band
K3TW:"Difficult conditions with only 100
watts and a low dipole antenna."
K8IA:This is a wonderful contest and the JA
operators are the best in the world! I will be
back next year. Thanks to JARL for
sponsoring this great event.

Single Operator 20m Band
W6VNR:Always Fun Contest.
N8II:Very low activity levels, condx down
just a little from normal, but propagation to
JA was open in our morning. I guess most of
the JA's were working Eu on 15M.
ON6TJ:I PARTICIPATE FOR THE FUN OF
THE CW AND TO FIND ALL MY
CONTEST FRIENDS. I UTILIZE ONLY
THE SEARCH AND POUNCE METHOD.
BAD PROPAGATION AND BAD QSB
DURING THE CONTEST. I HOPE COME
BACK AGAIN IN 2004 PROBABLY ON
40M. BEST 73 TO ALL FROM JEAN!
PR7AR:PROPAGACION IN 14MHZ VERY
BAD.
RU4SS:I like it!
W1END:Openings to JA were few. Condx
down this year. Not many small numbers in
age exchange. Mostly above 40. Where are
the young people? As usual I enjoyed this
contest even with bad conditions. JH4UYB
always has the best signal here. I was
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Single Operator 15m Band
BV3BW:73!SEE YOU IN NEXT TIME

JA stations

Single Operator All Band High Power
フルタイムでの参加が困難なのでJF9JTS:

スプリント部門等の新設を希望します。

久しぶりの参加でした。途中でJA6ACZ:
リニア故障、 で 頑張りましTS940 (100W)
た。

次回も頑張るJA1TMG:
種目別等の表記について、オーJA7DLE:

ルバンドは、可能であっても使わないバ

、ンドが有ったり致しますから適当でなく

昔から言い習わされているようにマルチ

バンドとした方がよいのでは有りません

か。

Single Operator Multi Band CW従って

あ るいはHigh-power = SOMBCWH
とした方が良いと思います。SMCH
トラブルだらけでくじけてたJE1CKA:
初めての コンテスト参加でJH1HYH: AA

したが、 の速さにはまいりました。CW
低調な で苦戦した。JH4UYB: CONDX
コンテストに参加する時間が取JR1LEV:

れませんでした。

コンディションは、予想していJR3NZC:
たより良く楽しめました。

Single Operator All Band Low Power
また寝てしまいました。JE1SLP:

コールもしましたが電波もJG8SIS/8:CQ
90%弱いせいか呼んでくれる局も少なく

Hiは追いかけ交信でした。

年ぶりの に出まJI6CUK/1:15 ALL ASIA
した。すっかり国とコールの関係が変わ

ってしまっていて驚きました。

参加者の年齢構成が中年者中心でJA1PS:

若年者と老年者が少なくなっている感じ

を受けた。

各バンド 局を目標にやってみJA0GEY: 10
ました。 ではこの程度でしょう。DP

は１局も交信できませんJF1QJD:3.5MHz
でした。 ロングワイヤーでは は50W+ 3.5
きついです。

集計ご苦労様です。 コンテ7M4BZX: DX
ストは初参加でした。

今年も元気で参加できました。JA1KWF:
は思うようにできませんでした。21MHz

の局は早すぎて相手のコーJA3TVQ:DX
ルを取るのに ～ 回かかってやっとと2 3
れたら だったり。いきなりなれない2nd

TESTコールが来て

となるのであれ！と言う間に聞き逃して

ばかりでした。早い局にはエレキーを目

一杯早くして呼びました。

パワー不足で思うような運用がJH6KDY:
できなかった。又参加予定。

のコンテストにはじめて参JN3MUC:CW
1 CW加します アマをとってから最近は。

の運用がだいぶ増えてきました。

短時間運用しかできなかった。JM6NJU:
しかし意外にも遠くまで電波が飛んだ。

ロータリＳＷでキーイング・スJA1ANF:
ピードを切り替える仕掛けを、初日の朝

にやっと完成。バンド の低下がCONDX
歴然。 が低調 なので、初めて にも28 7
エントリーしました。

次回も参加します。JA1CPZ:
少しだけ参加してみました。外JA1FPV:

国局の早いスピードに耳がついていけま

せん。自分の未熟さを思い知らされまし

た、でも、楽しかったけどね。

次回もがんばりますJA1IZ:
初めての電子ログですJA1JQY:
今年もクラブ・スラッシュの上JA1PTO:

位入賞を狙います

当方には大変厳しいコンディシJA1RRA:
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ョンでした。すぐあきらめモードで参加

記録足跡のログ提出です

今年も参加できました。JA1SJR:
ＣＯＮＤＸは今一でした。JA1TCF:
世界各地から が聞こえJA2BCQ: CQ AA

るのは、このコンテストが世界的に知ら

れているあかしのようで、気持ちがいい

ものです。

集計ご苦労様です。 コンディシJA2QVP:
ョンがあまり良くなかった見たいです。

深夜の状況はわかりませんがどうだった

でしょうか。

はじめて コンテストに参加JA6NWC: DX
しました。短時間に多くの局と交信でき

て でした。 電話部門もぜひ参加したFB
いと思います。

この時季としては、まあまあのJA6QDU:
コンディションだと思うが、参加者の少

ないのが非常に目立つた、

今年、気合い入れての参加。でJA6SRB:
も釣り竿 じゃぁ聞こえなかったつANT
らいハイバンド。それに比べておもしろ

。いほど飛んだ聞こえたローバンドでした

参加局数が少ない感じでした。JE1REU:
初めて、 時間のコンテストにJE1SCJ: 48

フル参加しました。思った以上のスコア

で 満足しました。

初めて参加しました。普段では、JE2FJI:
なかなか交信できない地域と簡単に交信

できました。大変おもしろかったです。

ホイップに５ＷなのでこんなJE7CWH/7:
もんです。

今年も何とか参加できました。JF1ABZ/1:
連続参加を目指します！

結構楽しめました。コンテストJF2QNM:
レコードをホームページ上で公開してく

れませんか？ 過去の成績は全てキャンセ

ルし、今年から新たに掲載すれば、また

参加者が増えるのではないでしょうか？

固定から、 本で参加してみJF2SKV: GP1

ました。

時間があまりなくて少ししかでJG8HVD:
きませんでした。

アンテナ設営や運用の時間がJH0NVX/1:
十分取れず、簡易参加となりましたがそ

れなりに楽しめました。

比較的良いコンディションに恵JH1MZG:
まれ、楽しめました。暑い 日間で体力2

AFが追いつかず 休み休み 遊びました、 、 。

などと交信できたので、私なりに、満足

です。

相変わらず、あまりコンディシJH1QXP:
ョンが良くなかったようでした

アンテナの老朽化か年々受信感JH4JUK:
度が落ちている気がします。所用の合間

で少ない局数ですが提出します。

疲れました。JI0NNM:
仕事や 総会実行委員会等でJI1HFJ: JARL

忙しく、なかなか運用時間が取れません

でした。

昨年より参加時間数を増やしましJI7OED:
たが目標としていた賞状には届かないで

しょう。アジアの局やＯＰ年齢の若い局

が増加することを祈って、また挑戦しま

す。

コンディションの落ち込みは否JJ1BDX/3:
定できませんが、多くの海外局と交信で

きてそれなりに楽しめました。

少ない時間でしたが楽しく運用でJJ1JJD:
きました。次回もがんばりたいと思いま

す。

参加コンテスターの打つ符号のJK1GJT:
スピードが速すぎて、対応しあぐねてお

ります

集計お疲れ様です。仕事の関係JK2VOC:
で部分参加でしたが、日曜の夜のコンデ

ィションが良く楽しめました。

釣り竿アンテナにコイルを追加しJL3IVX:
、て運用するも余りＤＸ交信では変化無し

やはりシングルバンドの方が良いかなと



- 5 -

～次回に期待しようかな・・・

ちょっと、欲求不満の残るコンJM1LQI:
テストでした。

年 月開局後、初めてのJO3AGQ:2002 12
参加です。よろしくお願いします。

当日は忙しくて少しの参加で終JQ2BJK:
わってしまった

ハイバンドのコンディションがJQ2RMA:
、あまり良くなかったように思いましたが

それなりに楽しませていただきました

子守りの合間の参加でした。JR0EFE/7:
集計ご苦労様です。コンディシJR3NDM:

ョンは良く無かったですね。

初めてオールバンドで参加しまJR3VFU:
し た

今年もＱＲＰ（５Ｗ）での参加JR4DAH:
です。土曜２１メガのコンディションが

悪くヒヤッとしましたが、日曜日には幾

分よくなってＱＳＯを伸ばすことができ

ました。しかし結局１４メガが主力とな

りました。

Single Operator 160m Band Low Power
シングルローパワSO160LP:JE1SPY:160m

1999ーで参加させて頂きました。今回は

年以来、４年ぶりにこのコンテストで

で と でき、 でエント160m DX QSO 160m
リーできた印象深いコンテストでした。

40m 80m 160m日没前から をワッチして、 、

へ してくれそうなマルチ バンダーQRV
の 局をまず、チェックしておきましDX
た。夏至の時期の は厳しいので、160m
毎年 と平行して しておりまし80m QRV
て、ことしも 両方をワッチ、 してQSO
おりました。アジア同士の が得点QSO
となってから、アジアのＱＲＶを期OK

待していたのですが、今までは１６０Ｍ

でのＱＲＶは残念ながら皆無でした。し

かし、今年はＨＬからの参加があり、特

にＨＬ５ＵＯＧはランニングもしてくれ

たため、複数のＪＡ局がＱ ＳＯされてお

られました。他にＤＳ４ＣＮＢも弱いな

がら、ランニングするＪＡを呼んでいま

した （残念ながらナンバーを知らなかっ。

たようで、シグナルレポートだけしか返

しておりませんでしたが ）３．５Ｍで。。。

はＫＨ６ＮＤや、ＫＨ０／ＪＡ３ＭＶＩ

が５９９＋で入っていたので、何 とか１

６０Ｍへも？と期待したのですが、ＱＳ

Ｙはありませんでした。というわけで、

ＨＬだけでしたが念願の１６０Ｍでの海

外ＱＳＯができ、めでたくログを提出で

きる運びになりました。個人的に、一寸

振り返ってみますと、９８年がＡＡＣＷ

では最も印象深い年でした。この年は、

コンテストの前日から１．９、３．５Ｍ

の北米方面ＷｅｓｔＣｏａｓｔのＳｕｎ

ＲｉｓｅＴｉｍｅコンディションが夏至

、 、にしては 異常なまでにＦＢだったので

ひょっとしたらの期待を持って参加しま

した。１６０Ｍも１．８Ｍは未開放でし

たので、今より更にＱＳＯの確率は低か

ったわけです。Ａｚｍａｐを起動させな

がら、シアトル当りのＳｕｎＲｉｓｅを

狙って集中的にＣＱを出すとＷが呼んで

来てくれました。即ナンバー交換して、

そのままランしようか、周辺をワッチし

ようか一瞬迷ったのですが、Ｗ側でもラ

ンしている局がいるような、胸騒ぎと予

感がして、瞬間、受信フィルターをワイ

ドに切り替えて、周辺周波数を一瞬スィ

ープしてみる、案の定、ＣＱを見つけ、

立て続けにあと２局とＱＳＯすることが

できました。この間、１０～１５分間く

らいの僅かな時間で、あちらのＳｕｎＲ

ｉｓｅのピークに乗っかった、綱渡りの

タイミングでした （おそらく、呼ばれた。

ところで、そのまま惰性でランし続けて

いたら１局だけのＱＳＯで終わっていた

ではないか？と思っています ）その後は。
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ノイズの海状態でした。当時はまだ、パ

ワー部門別ではな、ＫＷクラスのビッグ

ガンのトップバンダーのＯＭもエントリ

ーなさったのですが、この方はＷを１局

のみでした。わたしより僅かに遅れてオ

ープンに気付かれた様子でしたので、フ

ェードアウトぎりぎりにＱＳＯされたよ

うでした。ＫＷのビッグガンの方に ベラ

ンダ釣竿アンテナとベアフットでも、運

が良ければ、２０数年に１回くらいは勝

てる確率もゼロではないなと実感できま

した （蛇足ですが、ＡＡＣＷの１６０Ｍ。

でＷと３局ＱＳＯという記録はＪＡ７エ

リアの大先輩のＯＭさんが昔記録なさっ

たレコードにも迫る得点だったように記

憶して おります。ｈｉ）これ以来、１．

８ＭＨＺ帯が開放され、アジア同士の得

点が有効になってからも、ＡＡＣＷでは

１６０Ｍで海外とＱＳＯはずっとできて

おりませんでした （２０００年度に７エ。

リア方がＷと１局だけＱＳＯなさってお

られました）更に、ＪＡ主催のＤＸコン

テストの双璧であるＪＩＤＸ－ＣＷの方

は、今年から１６０Ｍ部門が廃止されて

しまいました。新設されたＴＯＰＢＡＮ

、Ｄコンテストの方はパワー部門が無い為

（広い立場で考えればこれはこれで意義

深いことだと思いますので）個人的には

ローパワーでも入寮を意識できる遊び場

がＡＡＣＷが唯一となりましたので、ひ

としおでした。それだけに、今年は９８

年についで、個人的には感動的なコンテ

ストを体験することができ、スリリング

でＨＡＰＰＹなひと時を満喫させて頂け

ました。このコンテストがアジアや世界

の局に定着して行くことを期待しており

ます。その一旦を担うべく、これからも

参加させていただきたいと思います。

Single Operator 80m Band High Power

以前から気になっていることでJE0VJV:
すがコンテスト不参加局に一方的にコン

(JAテストナンバーを送りつけててる局

局 が見受けられますが 相手局よりはナ) (
ンバー送られず 得点に計上しているとす)
れぎルール違反ではないでしょうか。

集計ご苦労様です。参加局が少JH4FUF:
なかったようで少々残念。

Single Operator 80m Band Low Power
はＮＧでしたが ローパワJE1TSD:condex ,

ー局とも交信できとても楽しかった,
初めて参加しました、メール提JE2RBK:

出も初めてです

Single Operator 40m Band High Power
毎年楽しませていただいておりJM3APP:

ます。今年は去年よりマルチが少し増え

ました。

Single Operator 40m Band Low Power
午前４時から６時ごろまでヨーJA5ATN:

ロッパのコンテスト常連局が良く入感し

ていたが、今の時期ではローパワー局に

とっては相手の設備次第のＱそしか出来

なかった。

単身赴任となり無線の時間も短くJA0EKI:
なりました。遠地より帰宅 は大変QRV
です。 の設備の結果５年間参加の中ANT
で最高得点となりました。又来年もお願

いします。

にたいして信号をだしまし7K2GMF:CQ
たが応答する局はすくなくこの４局のみ

が交信できたものです。来年また参加し

ます。よろしく

短時間の参加になりました。JA1XEM:
少しだけでしたが参加できましJL7AIA:

た。

釣竿アンテナだとやはり厳しいJO2EWL:
です。ハイバンドは何も聞こえませんで
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した。

Single Operator 20m Band High Power
今 回 し た中で最年少がJA7COI: QSO

OK2SPN 15 VU2AJ 88の 歳，最高齢が の

歳でした。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。

６年ぶりに参加しましたJA9CWJ:
。JK1LUY:次回もがんばりたいと思います

JM7TKK:14MHz ’96 7での参加は 年以来、

年ぶりです。又、久々にアンプに火を入

れ ました。飛び飛びの参加でしたが、土

曜の夕方のグレイラインパスが「チャー

ト通り」 で、パスを実感しました。結hi
構、 の東海岸から応答がありました。W
ただ、エ コーを引いたフワフワした信号

のため、コールサインが取りにくかった

です。

Single Operator 20m Band Low Power
JL1UTS:Though I Wanted to operate for
more hours,I had lots of works to do during
this contest. I was sorry that Iwas unable to
contact with Africans.

昼は家族サービス、そして深夜JN1RKE:
、 。までのワッチ 体力的にきつかったです

ハイバンドのコンディショJH2HUQ:HF
ンが悪い為 に集中しました。下14MHz
降中のコンディションの中よく聞こえて

来て楽しめました。但し常連のエンティ

ティからの信号が聞こえず呼ばれずでマ

ルチは伸ばせませんでした。

最初は で参加していたのでJJ4CDW: 20W
すが と にコールをとってもらえず4J TA
つい してしまいました 今回もアQRV Hi
フリカのマルチがなく残念でした。参加

各局お疲れ様でした。

短時間でしたが楽しめました。JK1TCV:
土曜日仕事から帰ってからの参JE7DMH:

3.5MHz 14MHz加でした は全く聞こえず。

も の から だったのであ3m/h DP ON AIR
まり局数も伸びず、 日は用事があって22
参加出来ずでした。

初めての参加です。 コンテ7N4MXU: DX
ストはあまり経験がありませんが、楽し

めました。

JA1BUI:Sunspot Down Poor CONDX only
14Mhz,But same lucky QSOs.

夜間バンドは眠気との戦いのよJF3IYW/3:
うです。結局かなり寝てしまいました。

やはり、昼間にあらかじめ睡眠をとって

おかなければならないのでしょうか。

マシンに限界がありますが、JH6WBN/1:
とても楽しむことができました。

のコンテストにはじめて参加JJ2VVH:DX
しました。局数が少ないのは度胸がまだ

ないからです。 局の早い についDX CW
ていけなくて名沸く書けるのではと思う

と、コールを打つことに 躊躇してしまい

ます。もう少し自己訓練・自己研鑚を深

めて 局も普通に呼べるよう になってDX
いきたいと思います。

都合により、土曜の夜のみの参JK1JHU:
。 、加でした ローパワーでも呼ばれるので

面白かったです。

始めて の で を出JN2UIY: DX TEST LOG
しますが・・・

十分楽しめるコンディションでJR4GPA:
した

Single Operator 15m Band High Power
４８時間運用はきつくなってきJH3AIU:

ましたので、ハーフ部門として２４時間

部門を 設けてはいかがでしょうか？

の コンテスで実施され好評RSGB IOTA
のようです。

Single Operator 15m Band Low Power
が聞こえず残念でした。JE1LES:USA

JH1BBS: 100W+GP初めて参加しました。
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のためあまり できませんでした。来QSO
年はもう少し・・・・

中途ハンパアパマンハムなのでJA1DBG:
呼べど振られて大変でした！参加できて

でした。FB
日曜日が法事参加の為気分がJH1MTR/4:

乗らず残念。

のコンテスト規約だJF0OAJ:JARL NEWS
け見て書きましたが合っているかわかり

ません 「～記入例はホームページで」と。

か言うのはインターネット未使用者には

不親切です。記入ミスは失格なのでしょ

うか？

初めて参加しました。難しいけ7L2VVI:
れど楽しかった。また参加します。

日曜日の夕方に、少しだけ荒川7L1ETP/1:
土手に移動して運用してみました。自作

の釣竿 エレ八木でしたが、それなりに4
から呼ばれて 楽しいひとときがEurope

すごせました。

半日の参加でした7M4KSC/1:
アンテナの使い心地を確JA0AAQ:LOOP

かめました。

電子ログによる提出は初めてでJA0SOO:
す。

数時間の参加でした。替え用のJG0EXP:
ないいつもと同じシステムからでした．

夜のヨーロッパは思った以上にJH0NEC:
。ひらけて楽しめましたが昼間は暇でした

ほんの一瞬参加しました。JH2NWP:
には 代のコンテスターJI1ALP:EU 10-20

が結構いましたが、 は少ないですね。JA
日本でも若いコンテスターを育成しなけ

れば！

初めて参加しますJI3KHN/2:
次回は上位を目指します。JK8TBL:
今回も楽しむことが出来ましたJM6FMW:
最近の は ですね。JN1VSI: CONDX ...

JR1NKN:Thank you for the QSO's.
コンディションが悪く、余りJR1WYV/7:

交信局数が伸びなかった。

Single Operator 10m Band High Power
この部門は初参加でした。ＣＷJJ5AKK:

は不得手なので恐る恐るの声掛けでした

が，何とかなるものですね。でも結果は

ごらんの通りのごあいさつ程度の実績で

すが，次回は時間をたっぷり作って気合

を入れて行きます。

Single Operator 10m Band Low Power
得点がこみ入っててるので途中JE2SOY:

で規約を読み直していた所 もマルチJA
には有効と早とちりしてしまった。コン

ディションは落ちたがスーパーステーシ

ョンは聞こえそれなりに楽しめた。

ハムの祭典とがっちあいフル参JR2TRC:
加できずまあこんなもんでしょう！

近場ばかりですが、 を出すと7K2PBB: CQ
結構呼んでくれるたのが嬉しい。集計ご

73 GL苦労様です。

コンデションが悪く、のんびり・JA7KM:
ゆっくりと楽しみました。

初日は仕事で日曜日に頑張りまJR5EHB:
したがさっぱりでした。 局やJH4UYB

局らは私が 聞こえない局とも多JA6GCE
数交信しておりすごいと思いました。

Single Operator Junior
コンディションはよかったので7M4MON:

すが、設備が貧弱なせいかスコアが伸び

ませんでした。

Single Operator Silver
このコンテストを計画して以来、JA1AA:

参加でき年齢も 歳になり多くの方から84
。祝福をうけることができ感謝しています

今年もいろいろ工夫して計画して下さり

16 17ありがとうございました 今年は 歳。

歳の人 人とあえ幸いでした。4
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深夜の 帯のコンディショJA3AA: 14MHz
ンが良く、コンテストを楽しむことが出

来て喜んでいます。今後益々のご盛会を

お祈りします。７３

コンディションが悪かったのでJA6CM:
は。

ログの記入にはすべて手書きでJF7DXT:
す。 目下パソコン勉強中 時間がかかり( )
それにマルチの設定には熟知までいたり

ませんのでよろしくお取りはからいのほ

どお願いいたします。

昨年と比較してかなり がJA1CP: CONDX
悪化した様で残念です、今年からシルバ

ー 年生 で参加させて戴きました、(1932 )
な時間を過ごすことが出き有難う御座FB

いまし た。

年のせいか根気が続きません。休JJ1JGI:
み休みの運用でした。バンドコンディシ

ョンも２８メガ が開けてくれず局数も得

点も伸びませんでした。

Multi Operator Single TX
クラブ常置場所にて運用するも、JI3ZOX:

雨が降ると ＜釣り竿＞の のHelical Tuner
が低下するので送受信が悪く余り交SWR

信出来ませんでした。

Multi Operator Multi TX
長すぎる！！もう少し短い運用JO1ZRT:

時間を検討してみてはいかがでしょう。

Phone:September 6-7, 2003

DX stations
Single Operator All Band
LA1VKA:Bad conditiones, but fun anyway
KI6PG:I enjoy talking with my JA ham radio
friends.

EA4DXP:Unfortunely, I have personal
problems and only I can work sort time. See
you next year! NOTE: QSO' s format are
CABRILLO. Best 73's
IN3BFW:10m / 40m /80m closed Best 73
IN3BFW ciao
K3ZO:Very surprised to work 69 JA stations
on 40 meters SSB. Almost all of them called
me!

昨年のようなコンディショKH0/JH1UUT:
ンの変化もなく安定していた。夜間ＥＵ

のパイルアップに は困った。アジア局以

外同士の交信が有効と考えているように

思える。？当局としては、 Ｍバンドは3.8
ローパワー（約 Ｗ）で運用することに50
なり、誤算であった。各局コール有難う

ございました。

KL7FH:Great fun! Poor band condx..see you
next year!
OH1BOI:MAY Have time errors in my log
due to new sw in the computer.
PA3ELD:73 ES CUAGN NEXT YEAR
VA3PL:Just testing my new antenna. Next
year will be a bigger score.
WN6K:We had lots of fun and surprisingly
good conditions...beat last two years' efforts.
Thanks to all participants.

Single Operator 40m Band
K3TW:Signals were very loud on 7MHz.
7S2E:Fun to work so many stations with my
new stack - I had no problem to work all I
heard. CU in later contest with HP.
US6IMA:MY FIRST AADX TEST. VERY
ENJOYABLE TO ME. GOOD ACTIVITY
OF JA. HAD LOT OF FUN. TNX ALL
PARTICIPANTS. ARIGATO SAYONARA
73!

Single Operator 20m Band
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SP9BMH:I had fun to make each QSO,thanks
for nice contest.
EA3EYD:Bad propagation, and bad weather,
many electrical storms this weekend. Not very
good for contest from Spain.
PA0MIR:Pleased to participate again. Lots of
activity for fieldday made the going tough.
VU3DJQ:Enjoyed the contest NO good
conditionstrx homemade 50w ant

Single Operator 15m Band
YR4R:Nice contest,YR4R call make good
pile-up!
K4JRB:Glad to give a few contacts.
N8II:Condx on 15 M to East Asia much
better than expected. I ran over 180 stations
(mainly JA's) from 2205Z Sat til 0221Z Sun
with about 90 minutes off during that time.
Rare prefixes worked BD2, BD5, BD7, BV2,
VR2, A4, A6, A7, and 7Z1. It was fun to wor
A61AJ:Wish I had more time to work whole
contest.

Multi Operator Single TX
ER3R/P:CHECK LOG In this period we work
in 1 IARU FD
SP4PBI:Thanks for nice contest, very sorry
we could not operate on Saturday because we
had to go to the amateur radio party 100 km
away so we decided to work on Sunday. The
children were very haaaaapy to contact people

( )abroad . I manager of shool club station
finished contest on 40m. Thanks a lot and see
you again.

JA stations
Single Operator All Band High Power

フルタイムでの が不可能でJF9JTS: QRV

あり、上位入賞が困難です。是非、スプ

リント部門等の新設を希望します。

7J1BAR:Great opportunity to test out my new
tower and antenna completed on Sunday!

初めてフォーンに参加したが、7M4QNP:
日本の参加局が少ないように見受けられ

。 。たのは残念である 広報不足ではないか

主催でもあるし、得点も傾斜させJARL
ているので、各大学や地域クラブの積極

的な参加、あるいは補助を行ってアクテ

。ィビティを高める努力は必要な様に思う

コンテストナンバーは年齢より一連番

号の方がなじみがあって外国局が参加し

やすいのではないかと思う。

次回も頑張るJA1TMG:
集計ご苦労様です。JA2QVP:

JA3AOP: DX-contest Cabrillo file多くの が

採用している。 の でformat JARL contest
も採用されることを希望します。 かDX
らの参加者にとっては の容易さでentry
参加しやすいと思います。

今年からはマルチバンドに挑戦JA3OLO:
しました、マルチバンドはなかなか大変

でした、次回 はがんばるつもりです。

超オーバーパワー局のチェック、JA7EU:
本気になれば少数なので難しくないで し

ょう。

盛況で楽しめた。JH4UYB:
本当に短い時間でしたが参加でJL2TAW:

きました

がそこそこ開けて楽しJM1XCW:21MHZ
めました。

Single Operator All Band Low Power
方面のコンディションが今ひJE1SLP:W

とつでした。

運用した時間の割には、結構局JA8NKQ:
数が出来ました。コンディションが下降

時期のため 方面がパットしなNA,SA,AF
EU 10mかった しかし 方面は良かった。 、 。
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。のコンディションが相当落ちてしまった

にわか でエンティティーがJE1LDU: DXer
良く判りません。 リストも所持し(DXCC
ておらず） 誌付録がありました。ロCQ
グに不備で失格覚悟ですが提出します。

JA3HPD: RS59聞こえても聞こえ難くとも、

には何程の意義も見いだせない。コンテ

RS RSスト時の は廃止したら如何です？

の代わりに から始まる一連番号に年001
齢を加える方がより真剣に耳を傾けるの

ではないでしょうか？

集計ご苦労様です。楽しめましJK1TCV:
た。

久しぶりの参加でした。JA7NT/1:
コンディションが悪く 局がJE1LES: USA

聞こえなかったのは残念。

久しぶりの参加でした。 にJA4TOH: 10W
バーチカルでは少しきびしいかも。

初めての参加です。やはりマンJH3PXA:
ション＋短縮ワイヤーでは苦しい。

初参加です。JA1NZN:
スタートしてからＲ７の特性がJA1ANF:

大崩れしているのに気がつき、急遽、２

０ｍ用に移動用ダイポールを組み立てま

した。この間に、良く入っていたＴ８８

局がＱＲＴされ、残念。夕方の１５ｍで

ＵＫ諸国が取れたのが 収穫でした。

JA1BUI:Sunspot Down Poor CONDX Main
21Mhz,But same lucky QSOs.

今年も楽しく参加することができJA1OQ:
ました。

クラブスラッシュは特殊クラブJA1PTO:
部門で昨年は 位でした。今年も期待 し1
ます。

昨年と比べて７Ｍは増えましたJA1PYP:
が、月曜日の朝に２８Ｍが大オープンし

ませんでした。ハイバンドのＣＯＮＤＸ

は確実に下がっているようです。

大変厳しいコンディションでしJA1RRA:
た。今後何年続けられるか判りませんが

頑張りたいと思います。

短時間の運用でした。JA1TCF:
は初のログ提出です。JA1WQX:SSB

少しは をしなければ得JA1XRH: Running
点が伸びないと思いながらも、相変わら

S&P Totalず で終始してしまいました。

Operate time : 17.00 hours QSO Rate
QSOs/Operate Time : 10.9 QSOs/Hour( )

秋来ぬと 耳にはさやかに聞こえJA6QDU:
ねど局の数にぞ驚かれぬる読み人しらず

秋のコンディションには少し早JA8JCR:
いようで、１００Ｗでは辛くＣＱは殆ど

空 振りでした。

山頂といえども１０ｍ以上アンJE1CKA:
テナを上げないと飛ばない

何とか参加できました。次回もJF1ABZ/1:
出られるようがんばりたいと思います。

固定から、 本で参加してみJF2SKV: GP2
ました。

短時間しか運用できませんでしJG8HVD:
たが提出します。

コンディションが思わしくなJH0NVX/1:
く、交信局数が伸びず残念でした。

来年はもっとたくさん交信できJH5JKH/3:
るように設備をグレードアップしたいで

す。

集計お疲れ様です。JI0VWL:
アフリカ、南極と交信できず残念JI1BFD:

だった。

アンテナ系の見直しを痛切に感じJI1HFJ:
たコンテストでした

初めての参加でしたが思ったよりJI1JCI:
楽しめました。

、JK2VOC:仕事の関係で部分参加でしたが
楽しめました。２０代最後のコンテスト

でした。来年より３０代に突入です。ｈ

ｉ

アジア外局の、ＪＡとのポイントJL1EJO:
（ ）を他のアジア局よりも高く 例えば２倍

にすると 良い。←ＪＡ局がよく呼ばれる
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ようになる。

今回も少しだけでしたが参加できJL7AIA:
ましたのでログ提出します。

コンディションが大分落ちてきJR1MRG:
たように思われます。 が全然だめ28MHz
でした。

交信に感謝します。JR1NKN:
参加時間が十分取れませんでしJR1UMO:

た。

受信が悪く、余り多くの局がJR1WYV/7:
聞けなかった。従って、去年と比べ交信

局数が大幅に少なかった。

Single Operator 80m Band High Power
集計ご苦労様です。JH4FUF:

Single Operator 80m Band Low Power
ローパワーで参加しましJE1SPY:3.8MHz

た。今年の は昨年同様 なコ3.8MHz FB
ンディションで７日夕方には南米のＬＵ

６ＦＦＵが５９＋で入感。北米も西 海岸

止まりではありましたが、６、７日とも

に５９＋で入感しました。カリフォルニ

アを走るモービル局から呼ばれていたＪ

Ａのローパワー部門参加者 もおられ、コ

ンディションの良いことを裏付けていま

した。今年の特徴はお隣韓国からの３．

８ＭＨＺへの参加者が未だかつてなく多

かった事でした。ＪＡはハム減少の一途

をたどっておりますが、韓国はここ数年

で劇的に数が 増えていることを反映して

、 ．か オールアジアコンテスト電話部門３

８ＭＨＺ創設以来、の韓国ハムの多さだ

ったと感じました。アジア同士のＱＳＯ

を有効にしたことで、アジア内でのハム

活性化がはかれて大変ＦＢ だと思いま

す。その一方では、３８０４ＫＨＺ、３

８９０ＫＨＺ当りで、ＵＳＢによる東ア

ジア系言語 と思われるアンカバ通信がＳ

９＋で毎晩のようにＱＳＯしており、カ

ラオケ大会ならぬ、 歌まで歌いだしてＤ

Ｘの信号がマスクされ、ホトホト閉口し

ました。３８２８ＫＨＺ、３８３２ＫＨ

Ｚには、Ｐ５からと思われるＳ９＋の強

力なジャミングもでており、日本のハム

も頑張ってローバンドとアクティブティ

をあげないと、悲願のバンド拡張はおろ

か、バンド防衛も危ういと感じました。

最高齢はＷ６ＱＥＵの８２歳で、元気

にＣＱコンテストを連呼してＪＡを丹念

に拾ってくれていました。欧米、ＪＡは

頭打ちで、アジアのパワーと息吹を感じ

させる今年のオールアジアＤＸ コンテス

トでした。

Single Operator 40m Band Low Power
７ のシングルバンドで１局JJ1XNF: MHz

だけ交信しました。

自宅でのモービルホイップではJO2EWL:
はやはり厳しかった。7MHzSSB

JR3BVX:Only one hour I operated last
Sunday afternoon.

Single Operator 20m Band High Power
次回もがんばります。JA3ORD:
国内外とも参加局が少ないようでJI1FDF:

す。これも無線離れの影響かもしれませ

んが、もっとピーアールをすべきす。

短い時間の参加でしたが、 各JJ5AKK: DX
局にお声掛け頂き楽しい時間がすごせま

VY TNX CU AGN!した。

参加者が少なく盛り上がりに欠JR1NHD:
けたコンテストでした。参加者を増やす

工夫を真剣に考えてもらいたい。

Single Operator 20m Band Low Power
メガに出てみました。結構、参JA6PL:14

加国＆参加局が居て楽しめました。来年

からシルバー ！！..
。JE3GNN:次回もがんばりたいと思います
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電子ログの提出が初めてなので、JF2TIR:
少し不安です。

夜の はコンディションがJH6QIL: 14MHz
良かったです。

参加証だけでもと思い しJJ1BDX/3: QSO
ました．

次回はがんばります！JK8TBL:
楽しみました。JR4GPA:

にモービルホイップとJS1LQI/1:QRP 5W
いう姿での運用でした。

Single Operator 15m Band High Power
多忙で少しの時間だけしかＱＲＶJF2FIU:

できませんでした。

Single Operator 15m Band Low Power
集計ご苦労様です。私方、ロケーJA5EO:

ションには恵まれていますが、病身高齢

の身の上、これが最後かとローパワー、

シングルバンドで頑張ってみました。

HIHI!
南極の から呼ばれた、喜JR9NVB: 8J1RF

びと驚きとニューマルチを同時に得る事

ができ、小さな感激でした。今後とも南

極の基地の参加に期待します。

昨年の突風で破損した３エレをJJ4CDW:
やっと直しＩ対策もほぼ完了したので調

整を兼ねての参加でした。マルチをいく

つかとりこぼしたもののアンテナが正常

に動作していることに安心しました。参

加各局お疲れ様でした。

親子で参加しました。JA6FRM:
楽しませていただきました。JA0GEY:
局とはまたお会いできました。いVK2XT

つまでもお元気でお過ごしください。

局の声をはじめて聞きました。未JA1AA
来ナイコンテストならお呼びでしたのに

!!残念

時間がんばれましたが結果はJH4WMP:48
こんなもんでしょう。 の低下をCONDX

感じましたが来年も参加いたします。

やはりコンディションが去年とJN1FRL:
比べるとコンディションが落ちているこ

ともあり、局数もあまりのびませんでし

たが、少しでも幅広い年齢の方が参加で

きるように今後もよい企画をお願いいた

します。

昔の と違って大変良いコンJA1DBG: AA
テストになった。 の 歳 からBY 14

歳 の大 の な元気な声VK2XT(90 ) OM FB
が今年も聴かれて 安心した。FB

インターネットしてない私にはJF0OAJ:
にログ、サマリーシートのJARL NEWS

記入例がのつて無いのは不親切 ･･･この!
書き方で合っているか不安です。

。JA3KYS/3: 2海外コンテストは今回 度目

昨年よりコンディションが下がって局数

は伸びなかった。

カードほしさに にも参JK8PBO: AA TEST
加してみました。マルチがよくわかりま

せん。

アンテナが悪く飛ばない飛ばなJR1BSV:
い。

局しか できませんでしJG1GCO:8 QSO
た。土日は仕事でした。

JR0JOW: QRV今年は、いろいろとあり、

を忘れていた為、こんな成績になってし

まいました。来年は頑張りたいと思いま

す。

通勤途中の運用でした。JR0BQD/0:
楽しませてもらいました。今後JF0VMJ:

も参加していきます。

これまで交信交信したことがなかJI8SOL:
った。ヨーロッパ局と交信できてうれし

かったです。

急用とリグがとらぶって でJA1DTS: NG
した。次回も参加します。

目標 局、何とか達成しまし7K4XNN: 200
た。

楽しいコンテストを企画していた7L3IUE:
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だきましてありがとうございます。楽し

めました。

アンテナが悪いのかコンディシJA0FVU:
。ョンが悪いのか良く聞こえませんでした

どんどんコンディションが落ちるでしょ

うからアンテナを増強して次回はもう少

し頑張ります。

コンディションは、あまり良くJA0SOO:
なかったようです。

短い時間の参加でなかなか交信JA6NWC:
数が伸びませんでした。

家庭サービスの合間に しましJA8IJI: QSO
たが， がひどくてよく聞こえませんQRN
でした．

初めて参加させていただきました。JE2FJI:
少しの局しかできませんでしたが、楽し

かったです。

初めて参加しました、メール提JE2RBK:
出も初めてです

全世界入りとても楽しかった！JH6WKF:
もっと長時間出来れば最高

初めての海外コンテスト参加でJH8BHP:
す。５ でも思ったより相手にしてもらW
えました。

５年連続の参加です！JH9URT:
日だけの参加でした。JI8BUR:1
初めての コンテストのJJ2VVH: phoneDX

参加でした。レポート交換だけで、多く

の 局と交信できるのはうれしいですDX
ね。ただ、自局の設備が貧弱なので、た

くさんの 局が聞こえましたが、交信EU
にはいたりませんでした。

集計ご苦労様です。JM1LAW:
次回はフルタイムで参加したいJN7ELL:
今回初参加、及び初電子ログ提JO1GXN:

出です

時間がとれず短時間の運用でJQ1AHZ/2:
した。

電子ログでの提出は初めてですJR0IGR:
が，これでいいのかちょっと不安。ＤＸ

ＣＣエンティティーの区別がよく分から

ずに提出しているところがあります。特

に，Ｕゾーンが区別 つきませんでした。

ＪＮのＰ．２３に記載されているエンテ

ィティー以外でアジア地区 のが難しいで

。 ， ，「 」した また ログシートの中で マルチ

の欄を数字で書けばよいのか，エンティ

ティーで書けばよいのかよく分からず，

エンティティーで表記させてもらいまし

た （確か，ＪＡＲＬのＷｅｂにはそのよ。

うに出ていたため ）もしかして，前行に。

（ ）JS1MBH:ALL ASIANには初参加 初提出

です。

Single Operator 10m Band High Power
局 これ以上はいなかっJR2TRC:10 QSOs

た？

Single Operator 10m Band Low Power
ハイバンドはほんとうにきびしJA7KHQ:

くなりました。

太陽の黒点さん早くたくさん出JA3KDJ:
てきてちょうだい！

初めて参加してみました。もうJF2KIV/1:
参加しません。

あんなにウジャウジャいた や7K2PBB: W
がまったく聴こえない、儚い夢のよUA

うです。集計ご苦労様です。

集計お疲れ様です7M4PEQ/1:
所要で集中して できず。参7N1BHO: OA

加することに意義あり

冷やかし半分のつもりで参加JK3DGX/3:
しましたが、ここまで相手がいないと冷

やかしにすらなりませんでした。

あまり聞こえませんでした。JM1LQI:
集計ご苦労様です。日曜の朝JM1TDG/1:

から晩まで、約 の運用でした。12h
事務局の皆様には集計作業ご苦JO1GJB:

労さまです。今年も参加させていただき

ました。コンテスト参加で楽しい週末を
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すごすことができました。ログ・サマリ

ーの提出をメールで出来るのはとてもＦ

Ｂです。

Single Operator Junior
国内でも 歳とか 歳も7L4MDM: 14 16

していたようなので、結果が楽しみQRV
です。

やはりコンディションは去年よJK8WBR:
り悪かった。 がいま一つ。28MHz

集計ご苦労様です。JJ0ACA:
コンテスト初参加です。弟とJP2PHC:DX

一緒に参加しました。

コンテスト初参加です。JQ2HYC:DX

Single Operator Silver
日本周辺のアジアの国々のハムがJA1KK:

もっと多く参加するとよいと思う。

日曜日の深夜のみ参加いたしましJA0AD:
た。計算まちがっていたら直しておいて

Hi!ください。参加したのみです

歳です。アンテナが で思JR1CQZ:75 NG
ったほど出来ませんでした。

Multi Operator Single TX
電気通信部始まって以来の、おJA1YGC:

そらく初めての コンテスト参加でしDX
た

今回は、遠方より友人の訪問があJI3ZOX:
り、１局のみで交信が終わりました。

。JJ1YED:コンディションが今一つでした

Multi Operator Multi TX
は思うように飛ばず苦戦しJR1ZTI:3.5,28

ました。

( )TA3J/4

( )IT9ORA



- 16 -

JARL CONTEST REVIEW
2003 ALL ASIAN DX CONTEST

May 2006
Published by JARL Contest Committee

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

Editor:JARL operations Section


