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JARL
CONTEST REVIEW
2004 All Asian DX Contest

CW:June 19-20, 2004
Phone:September 4-5, 2004

●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得点の減少傾向は続いていますが、前年よりも高スコ

アをあげている局も多く見られます。バンドによっては設備の工夫やコンディションの

把握などで入賞の可能性も高くなります。

（ ）JARL Contest Committee

( ) ( )9A5MT IT9YSW



- 2 -

( ) ( )F5BBD ON4CBI
-------------------------------------------------------------------------------

CW:June 19-20, 2004

DX stations

Single Operator All Band
昨年５月にドイツに単身赴任後、DL2JV:

やっとアンテナの整備ができたのでドイ

ツから 正式にＱＲＶできました。しかし

ＪＡとのＱＳＯを望んで参加したのです

が信号 の強さの割りに耳の悪い局が多く

て苦労しました。逆に信号は弱いのに一

発でき っちりこちらのコールを取ってく

れる局も居て面白くも感じました。受信

能力に 似合わないハイパワー局が多のの

がよく分かりました。

DL2XC:My first JARL Contest. A good
chance to test my new homemade 5 band
2Ele Hex-Beam.
EA2CLU:Thanks for nice monday, I hope see
you the next year. Arigato..!
ES4MM:All number sent were 59945.Why
not put into operation category LOW POWER
to not Asia countrys?
G3HKO:As I was working qrp, I can only
offer check log. Very hard going. I found the
idea of sending age interesting.. Im sure I did
hear one 92. Many thanks to the contest
committee and log checkers.

I2AZ:I enjoy it but I am sorry for so few
hours in shack. I hope, next year, to be full
time in contest.
IT9ORA:I am very glad, to partecipe in this
contest,good propagation with japan, 73 to
all, I hopeto meet you next year 73 de gianni
IT9ORA.
K0FX:Enjoyable contest as usual. Thanks to
the sponsers.
K6XX:When will JARL ever adapt normal
contest entry procedure? This format is
foolish and takes too much time to generate
manually.
OL4M:FB CONTEST OMs.
O N 4 K V A : M a n y Q R M - N O G O O D
PROPAGATION. THE BEST 73's FOR THE
R.A. FROM ASIA
PA0ATG:Bad condx. Good CW practice.
PY7OJ:Tks FB Test.
RV3LO:Good contest,but early CW in august
- more better!
SM7BJW:Not so good conditions. Only 15,
20 and 40 meters workable here. 10 m totaly
dead. Had fun anyway. Surpriced to work YI
and BA. Hope for better result in september
UR5ZQV:Vy bad propagation
US6IMA:NOT SO GOOD PROPAGATION
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ON 40METERS. GOOD ACTIVITY OF JA.
SAYONARA
VK4TT:G'day to all my Japanese fellow
Contesters
W1END:Missed the first day. Conditions
seemed fair. Lots of high numbers in the
contest exchange. Guess we are getting old.
W9OL:Fun Contest. Conditions were not too
bad. Glad to see a lot of my old Asian
Contest friends.
YR5A:Thanks for nice contest, 73
YU1WC:Nice contest, as usual. Great
pleasure to meed Mr Tim BV2A. I remember
his QSL in my club when I became a ham 25
years ago. Good propagation, lot of JA
stations on 20 meters. A lot of QRN on low
bands. Definitely need a better antenna for 15
me
I2WIJ:I am member of: MCC - MARCONI
CONTEST CLUB I am sorry I didn't have
enough time for a serious effort. Thanks for
the contest!
VA7XX:Thank you for putting on aother
great All Asian CW contest for 2004. I had a
lot of fun and will be returning next year.
OM1AW:THERE WERE BEST CONDX
FROM ALL MY PARTICIPATIONS EVER.
UNFORTUNATELY, MY TIME OCCUPIED
INADVERTENT EVENTS. BEST 73 TO
ORGANIZERS FROM MILAN, OM1AW.
VU2UR:ENJOYED THE CONTEST AGAIN.
IT WAS NICE TO WORK WITH THE
MANY OLD FRIENDS FROM THE
WORLD OVER.

Single Operator 80m Band
DL6UAA:Not so big activiety on 80m this
year. Or I was wrong time QRV.

Single Operator 40m Band

K3TW:Very little activity on 7 MHz this
year.
K8IA:I enjoy AA very much!Good to work
OT JA1AA.

Single Operator 20m Band
DF1IAQ:Please recalculate the score because
I haven't found a Contest Module for this
contest. See you again in 2005!
EA6/DL4JU:Nice contest, thanks. 3 QSO`s on
80/40m- for check only.
G3ZRJ:Very little on lower bands
IN3BFW:Best 73 next years
N8II:I arrived home from a trip Saturday PM,
so this was only a 1 day effort. Conditions to
West and Central Asia peaked early about
24Z and were somewhat poor by 0130Z.
Propagation to JA was about normal Sunday
morning and I was able to run quite a
OM3PQ:Rig : TCVR TS820S out 50W Ant :
Yagi FB33
PA0MIR:Was planning a single band entry
for 15 m but no conditions so changed to 20
m; the contacts on other bands are just for
control purposes. Hope next year will be
better
UA4AGO:GOOD LUCK !!!
US7IGF:Thank you for contest - not many
station from JA
W1RM:Conditions were better than last year.
Please consider having a low power category
for non-Asian stations. I do not run an
amplifier due to RFI problems and it is
impossible to compete with the KW stations.
Thanks!
W4SAA:LP only this yr frm new qth. Ant
CL33 up 17mtrs. Enjoyed wrkng familiar
calls & ops agn. The AA DX test is great fun,
and a birthday.ritual for me. Looking forward
to nxt yr es 5nn 59. . 73 Joe W4SAA
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YU1FG:IT'S VERY STRANGE THAT NO
LOW POWER CATEGORY IN THIS
CONTEST. I HOPE THAT JARL WILL
CHANGE RULES AND ADDED LOW
POWER CATEGORY FOR THE NEXT
YEAR. I REALY ENJOYED WORKING
CONTEST BUT MY STATION IS NOT
COMPETIVE FOR RESAULTS.
RT0Q:Mailing address: P.O.Box 33, Moscow,
117216, Russia
4S7NI:Participating the aa cw contest for the
second time contacted few DXCC entities for
the first time wish to contact many more next
year.
DL7CX:Hello, nice to work again after(

CW-part 2000/Phone 2003 in the All Asian)

Test! This time Single Band 20m ....Condx
were not to bad this time ...See you next year
sure! Domo arigato my Japanese friendと

from Germany sajonara 2005! de olaf dl7cx
EA8SJ Thank you very much to all OM of：

All Asian,And My excuses to All Those that
with much dificulty I have been able to
contact Mni luck and until next Contest 73.
ON5WL:Poor condition in this interesting
contest.

Single Operator 15m Band
RA3XO:Sayonara.
RU4SS:Very poor conDX. See you next year!

JA stations
Single Operator All Band High Power

次回も頑張るJA1TMG:
がほとんど使えなくなってきJE1CKA:28

た

ＨＦハイバンド、非常に辛いコンJF2FIU:
ディションでした。多忙だったため時間

を垣間見て部分参加になってしまいまし

たが、それなりに楽しめたのでヨシとし

ま す。集権審査の作業ご苦労様です。

クラスタをはじめて使用しましJF7PHE:
。 、た 来年はローバンドアンテナを整備し

増力したい。

コンデションが悪く、又、参加JH1BED:
局が少なく？苦労しました。

低調な ながら盛況で楽JH4UYB: CONDX
しめた。

今年も参加出来ました。これかJJ5AKK:
らも生かされている限り参加します。

飛び飛びの参加でしたので、結JM7TKK:
果的に「オールバンド」になりました。

次回はフルタイムでやりたいものです。

コンテストの醍醐味はやはり「オールバ

ンド」ですね 「シングルバンド」は休め。

るので、年寄りには楽ですが・・・ 。hi
： にオセアニア方面からJA6BGA 28MHz

多数の参加があればこの時期であっても

得点がもっと伸びたと思います。聞こえ

てくる局は結構強力でした。電話部門で

はオセアニアのアクティビティ向上を期

待したいものです。

：悪コンディションと台風崩れJA1AYO
の風によるノイズに悩まされました。

Single Operator All Band Low Power
集計ご苦労様です。7M4BZX:
短時間ですが、昨年に引き続き7N4MXU:
。 。参加しました 楽しむことができました

特別記念局で参加しまし8J1VLP/8:QRP
た。来年も参加したい。

JA0BJY:CNDX NG
ハイバンドＣＯＮＤＸの低下がJA1ANF:

歴然。短縮Ｖ－ｄｐの１４ メガの方が、

八木の２１より稼ぎました。昨年とは逆

転です。 Ｒ７がさびつき、他のバンドは

余祿です。

JA1BPA:Propagation is definitely going
down. Few QSOs on 10mb and even 15mb



- 5 -

was not really good.
次回もがんばりますJA1IZ:
昨年に続きクラブ・スラッシュJA1PTO:

の上位入賞を狙います

今回は少々風が強かったので初JA1RRA:
日のみの参加となりました。コンディシ

ョンも厳しくＥＵも少ししか出来ず残念

でした。秋 のＳＳＢはもっと厳しいかと

思うと今から心配です。

年目のログ提出です。JA1WQX:4
二日間共に日中は所用、二日目JA1XRH:

の夜は睡魔に勝てずに早々の就寝のため

に、このポイントで一杯一杯 でした。昨

年は できなかったことを考えるとQRV
OK Total Operate time : 9.00とします。

hours QSO Rate QSOs/Operate Time : 17.8( )

QSOs/Hour
、JA1YHC:準備に時間が取れなかったので

タワーを給電部にして７ＭＨｚの逆Ｖを

張ってみたのですが、どうも上のアン テ

ナに干渉しているようでどちらも良くあ

りませんでした。電話部門までの課題と

言えそうです・・・

昨年の自己記録よりも上回りたJA2BCQ:
い、とがんばりました．ハイバンドはや

はり不調なので、１４ＭＨｚで時間をか

けて昨年を越えることができました。来

年からはシルバー部門となります。

以下のアンテナがないのJA2KVB:7MHz
にオールバンドで参加しました。

JA3ATJ:Al though i t f in i shed wi th
participation of short time, I was satisfied
enough.

長 高のワイヤー１本で全バJA3RK:5m 3m
QRVンドに

初めて参加しました。JA3ZFN:
JA5DIM/QRP:3.5 5W,7 1W 14,21MHzは は 、

は の で参加しました。2W QRP
が悪く､殆んど楽しめませJA6QDU:condx

んでした。

のコンディションがいまひとJE1REU:6m
つでしたが、楽しいコンテストでした

感想ですが， でコンテストJE1SGH: CW
にでる局は，それなりに通信技術は高い

と期待していたのですが，自戒の意味も

込めて，まだまだ技能の向上の余地があ

ると感 じました．なお，添付ログは

の出力ですが，一行が長いので，N1MM
自局のコールサインと空白を削っていま

す．

コンディションがあまり良くなJE1SHM:
かったようでした

当局の貧弱な無線設備では、たJF1ABZ/1:
だでさえ少ないＱＲＶ時間にはＤＸは入

感 しないので心配でしたが、今回何とか

交信できコンテストに参加することがで

きまし た。このところ得点や順位ＵＰよ

りも 「コンテストに参加できること」に、

喜びを感 じるようになってしまいまし

た。

参加局数が少ないようです。JF1NPO:
少しだけの参加でしたが提出しJG8HVD:

ます。

海外のコンテストに見られるよJH1EEB:
うにカブリロ形式のログ提出てサマリー

不要にしてほ しい。不作為のミスをなく

するために。

特にハイバンドのコンディショJH1QXP:
ンが良くなかったのが残念でした

ハイバンド開けず、ワッチの割JH4JUK:
りには交信数伸びませんでした。 がANT
悪 いのかな？思っています。

集計ご苦労様です、条件が悪くJH6KDY:
てうまく出来ませんでした、又の参加を

楽しみにして います。

がかなり寂しくなりましJI1HFJ:28MHz
た。 でも、一時期、弱くヨーロッパが28

、 、入 感していましたが パワーの関係か

全然応答がありませんでした。

初めて参加しました。ＱＳＯいたJI2GVL:
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だいた各局ありがとうございました。

今回初参加。いりろな年齢の方JJ0FMU:
がいらっしゃってＦＢ！ ＥＵの遠さに落

ち込んだり、近くを取り忘れてあきれた

り ． コンテストっておもしろいです．．．

ネＨｉ

楽しく参加させて頂きました。JJ1NNH:
ありがとうございました。

JJ6TWQ:THE CONDITION OF HIGH
BAND WAS NOT SO GOOD, BUT I
ENJOYED THE CONTEST VERY MUCH

短時間でしたが、 で楽しめJK1TCV: QRP
ました。

集計お疲れ様です。出かける前JK2VOC:
に少し参加したのと、帰宅後に部分参加

でした。 翌日胃カメラの検査があったの

で、どうも帰宅後の後半は力が入りませ

んでした。

太陽活動が低下＆夏枯れで、ハJN1NOP:
。 、イバンドが寂しいです 深夜から明け方

１４でもっとがんばればよかった。

今年もＱＲＰ（５Ｗ）での参加JR4DAH:
です。２８メガは全く閉店状態、２１も

い まいち、１４で頑張ったが、昨年に比

べて更にコンディションの低下が強く感

じられ た。朝方のＮＡ方面もサッパリＮ

Ｇで盛り上がりの欠けるコンテストとな

った。

楽しく参加させていただきましJR4ZUZ:
た。

JA2OJ It's pity those who participate：

in a senior's entry. It's so nice to know that
JA3AA, DJ3FW and VK4TT are still active.
Sending number like 59973
had a quite thrilled. Don't foget there are still
2 letters saffics. So don't ask me JA2OJ
question mark!
JL3TEM 28MHz CONDX： は 厳しすぎる，

でした。

：開局以来初めて コンテストJI5XTW DX

に参加させていただきました （本格的。

に 。リグのパワー不足・ビームアンテナ）

等々これからの課題は沢山あります。あ

りがとうございました。

：時間が余りとれませんでしたのJH7CJM
で参加しただけの状態でした。エンティ

ティ狙いでやりました。

：言葉も御座いません 一JG8SIS/8 Hi
応提出しました。宜しくお願いします。

：２年間 後のコンテストでJG3SVP QRT
した。 の私の が悪いのか２21MHz ANT
年前と比べるとすごく が悪く感CONDX
じました。

：ちょっとだけ参加してみましJA7AEM
た。

：短時間の参加ながら，楽しめJA0AAQ
ました。

：今年も参加することが出来ましJA0NY
TNXた。

： では厳しい でしJA1SIM QRP CONDX
た。

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

参加させて頂きました。今回はオールア

ジアコンテストＣＷ部門が６月に移行さ

れて、アジア同士の が得点化されQSO
160m DXて以来、かつて無い程 最高の

参加局数でした。毎年、 では 局160m DX
の参加が皆無に近いため、 と両方3.5MHz

160m DX QSOで参加して 運良く で と

できたら でエントリーするように160m
していました。その際、 で した80m QSO
局へ への をお願いすることは160m QSY
控えて いました。その理由はあくまで大

自然がもたらす 伝搬160m

Single Operator 80m Band Low Power
：近くしか聞こえなかった。JE7DMH
再提出をいたします。ポイントJA0GSG:
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が間違えていました。 点のところRU0=2
を 点にしていました。6

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。

からのエントリーが少ないJE2WWB:JA
ような気がする。呼びに回っている局が

多いのかな？

集計ご苦労様です。他のＤＸコJS1PWV:
ンとテストに比べて全体的に外国の参加

局 が 少ないような気がします。ＪＡ局

の参加が少ないのが原因でしょうか？

Single Operator 40m Band Low Power
： 方面は参加局が少なく夜間JA5ATN W

の早い時間は余り 出来なかったが，QSO
早朝 時から 時頃までは 方面が良2 6 EU
くなり 時頃が１番コンディションが良5
かった。

：マルチは昨年よりできませんでJA0EKI
した。朝起きるとすでにヨーロッパがフ

ェーディングで残念。局数は自己ベスト

を更新することができました。又，来年

を楽しみにしています。

：僅か９局との更新に終わりましJA0GZ
た。

：相手は非常に耳がよい。簡単にJA1GTF
！！QSO
短時間でしたが新しいアンテナJF2IWL:

のテストがてら出ました。参加局数など

の絡みもありますがシルバーとジュニア

・カテゴリをアジア以外にも広げても良

いような気がいたします。

私の垂直 ではハイバンドJH1MTR/: ANT
の は全く でした。DX NG

私の垂直 ではハイバンドJH1MTR/4: ANT
の は全く でした。DX NG
JO3AGQ:TNX FB QSO. This contest was in
not so good condition.

Single Operator 20m Band High Power
下記 の各 におJH3AIU: LOGSHEET QSO

ける送信ナンバーは 全て です 最、 。「59947
近年齢とともに４８時間運用がきつくな

ってきました。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 」。

ハイバンドの は悪かったJI1ALP: CONDX
ようですね。 ｍシングルでのエントリ20
ーでしたが楽しめました。

仕事が終わってから参加しましJK1LUY:
た。

３２時間しか参加できませんでJM1TUY:
した。フル参加出来なくて残念でした。

Single Operator 20m Band Low Power
：昨年から で運用していまJE1LES QRP

すが，信号が弱いと無視されるので，局

数が伸びません。もう少しコンディショ

ンがよいと でも運用できました。21MHz
：こんな悪い の時期に7N4OBV CONDX

開催するのだろうか。 しかやらないCW
局が多いのなら春の のWW WPX

に重ねればいいと思う。PHONE
。JA0GEY：短時間でしたが参加しました

ＤＰではさすがに思うようには飛びませ

ん。それなりに面白いですけれどもね。

：他のバンドあまり聞こえず残JA1DUA
念！

： の が少ないと思いましJL1VWL JA CQ
た。

JA7NT/1 Ant Poor, Condx Poor, Keying：

Poor Hi・・・３拍子

３日間のコンテストでしたが、結JA3RSJ:
局の所２０日のみの参加となりました。

各局ＱＳＱ，ＴＫＳ

短時間の参加でしたがコンディJA3VUI:
ションが良くて楽しめました。
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昨年同様参加しました。ＣＱをJA6HXW:
。出すと弱い信号しか来なくて困りました

短時間でしたが、楽しめましたJE1TSD:
コンディションが良くなく、朝JH1MZG:

夕と参加。それでもコンテストはなかな

か面白いものです ね。

述べ１８時間程度の運用しかでJH2NWP:
きませんでした。

。JH9ATT:短時間だけですが参加しました
時間の限られた中での バJJ1BDX/3: 20m

ンドでの参加でしたが，夜の欧州がよく

開けていて，アンテナとパワーを考えれ

ばまあまあの成果だと思います．

悪そうで悪くなかったコンディJK7UST:
ションでした。

聞こえるのにとってもらえないJM1LQI:
ー！

楽しめましたJR4GPA:

Single Operator 15m Band High Power
自作の釣竿八木アンテナでの参JS1DCZ:

加です。 今までは聞こえていて呼んでも

応答が無く悔しい思いをしたことが何度

かありまし た。 今年の春に自作した釣

竿３エレの成果に満足です。 オペレート

もさらに訓練しなくては・・・ 飛ばせＣ「

Ｑ！科学の波」

Single Operator 15m Band Low Power
：２日間，断続的ながら しJK7LXU QRV
， ， 。ましたが 北米 南米が全くダメでした

台風が近づいていたためか，コンディシ

ョンが上がらず残念でした。来年に期待

します。

：中途半端アパマンハムでは呼JA1DBG
んでも応答ナシ！限界です。全コンテス

ト参加することに意義あり？がんばらな

くちゃ！

：参加記念カード楽しみに待ってJF0OAJ
ます！（もう少し早く手元に届くよう改

善して下さい！） にログ，サJARLNEWS
マリーシートの記入例が無くこの様式で

よいのか不安です。間違えていましたら

お知らせ下さい。インターネットしてま

せん。 ＠ は携帯メール用です。jarl com
３０分だけ出ました。来年はも7K2GMJ:

う少しコンテスト参加時間を増やします

( ) 。Hi
JA1BUI:Sunspot Down Poor Poor CONDX
only 21Mhz,But same lucky QSOs.

短時間の運用で６大陸を狙ってJA3IUB:
参加しました。

ログに不備がありましたらお知JM7EPG:
らせください。

時間がとれず短時間の運用でJQ1AHZ/2:
した。

JR1NKN:Thank you for the QSO's.

Single Operator 10m Band High Power
：初めてＣＷのコンテストに参JH0EQN

加させていただきましたが， はやは10m
り局数が少ないようです。９月の もSSB
参加したいと思います。

：コンディション悪いですね。時JA5JGV
期が悪いのでしょうか。

Single Operator 10m Band Low Power
7K2PBB:EU,NA,SA OCなどもっての外、

すら辛うじて 局と のみのボトYB1 KH0
ムな バンドです が、 局のアクテ10m HL
ィビティの高さには 無線の世界にも 韓、 「

JARLQRP流」が感じられます。 一部、

クラブコンテストにも併せて参加したた

め、 で しています。 集計ご苦/QRP sent
73 GL FBDX労様です。

の 不発でした。JR5EHB: 28 CONDX

Single Operator Junior
歳だと送っても、信じない局7M4RJP:16

hiがいました。
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Single Operator Silver
：ハイバンドのコンディションがJA3AA

悪かったにも関わらず予想以上に交信局

数が伸び喜んでいます。ダイポールと

（送信機定格は ）の組み合わ100W 200W
せで楽しんでいます。

：今年は第 回の にシルJA1AA 45 AATest
バー組で参加でき幸いでした。時間は僅

か 時間 分しかとれませんでしたが，7 11
。多くの方から８ 才を喜んでくれました5

局( ）を 局聞きましたが 才以YL JA 1 20
下の局にあらず残念でした。

頼みのハイバンドは開けず、ローJJ1JGI:
バンドは飛ばず １４メガ中心の運用 で,

4ele QUADスコアが伸びませんでした。

の耳に助けられました

があまり良くなく、入JK1SDQ:Condition
感局が少なかった。自分よりも なelder

との が無かったことが残念。station QSO
紙ログによるコンテスト参加の限界を感

ずる。

Multi Operator Single TX
今回は、遠方より知人の訪問があJI3ZOX:

り、 局のみで交信が終わりました。2

Phone:September 4-5, 2004

DX stations

Single Operator All Band
IK7RVY:GOOD CONTEST.
5U7B:5h30 worked
ER5DX:TNX FOR CONTEST
K8IA:I enjoyed the AA Tests.
OK1CJN:Score calculated manually WPX
Asia prefixes: 1 @7MHz,15 @14MHz, 29
@21MHz = 45 multipliers, 54 QSOs @>

7/14/21MHz 1 pt each , 1 DUPE, 1( )

nonAsia,total.pts.--- 52* 45 = 2340 pts.

sending to aaph@jarl.or.jp
PA1V:just want to make some QSOs during
the test
UR5MNZ:Was a lot of fun, cu next year!
VE6FN:1st time entered only worked at it for
very short time; approx. 2 hoursOnly band
W9RE:First 33 q's are not correct time.
A45WG:Interesting contest. Varied conditions
- very few JA, and YB compared to normal -
lots of UK and USA !! The Field day contest
meant lots of people had to run 2 sets of
numbers.... I'll be back next year.
RW0BG:THANKS FOR INTERESTING
CONTEST
RZ9UGN:HPE new contest OM's

Single Operator 40m Band
K3TW:Sorry to hear only a few signals on 7
MHz. this year.
YO4AUP:NICE CONTEST ,TNX,73 ,
ANDREW

Single Operator 20m Band
SP9BMH:THANKS FOR NICE CONTEST!
EW6AF:Thanks for a nice Contest !
N8II:Condx were about average. Both days
signals faded down fairly early in the
morning. I worked a few interesting prefixes
including JU0 and BW0. Volume of QSO's
was not high, but better than expected for just
20 M operation.
PA0MIR:Pleased to receive last years' awards.
Excellent work from the organisators. Hope to
join again next year with a little more time
available. Good luck to you all
RA6DB:Tu for contest!!!
TI2KAC:Very bad Conditions this year, see
you again next time.
YL2PP:Thanks for contest QSO's
4S7NI:Contacted few stations in the firstever
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participation in the phone contest

Single Operator 15m Band
EA4 EMC:NO CONDICIONES , NO
PROPAGACION.
OZ1ADL:Great condx the first day - not so
good on the second...
CT1EGW:Don't have much time to be on the
radio, but band cdxs for me was bad, stay for
a while calling cq cq cq and nobody come
thru.. but get nice people on the log.

Multi Operator Single TX
RZ9UWZ:Please excuse us for mistakes. We
participated in this contest first time and on
position on a site "www.qrz.ru" have not
understood what number sent and found out
only during contest. RW9UNT sent number
59 31 and UA9UAU sent number 59 68

Multi Operator Multi TX
R9SRR:Unfortunately we have lost 200-300
QSO because of the computer failure

JA stations
Single Operator All Band High Power

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。

JA3AOP: Cabrillo国際コンテストの殆どが

All-Asiaフォーマットを採用している。

も フォーマットを採用して欲しCabrillo
。 、い 海外か らのログ提出が容易になるし

我々も他の海外コンテストと同様に処理

できるので便利です。

、JA3OLO:今年はノイズに悩まされました
来年はローバンドに力を入れられるよう

アンテナを 考えます。

開催日程がＥＵのフィールドデJF3CCN:

ーと重なっている。調整出来ませんか？

盛況で楽しめた。JH4UYB:
ハイバンド、ローバンドともにJH7XGN:

コンディションが悪く大変つらいコンテ

ストでした。 その上、日曜日の午後に妻

の発熱でリタイヤしてしまいました。

ログの送信がどうしてもできJA5GSG:E
ない。

次回のがんばります。JA3ORD:

Single Operator All Band Low Power
１４が不振で、日曜の晩にやっJA1ANF:

と少し挽回しました。２１の方が主力 に

なり、ＣＷの時と逆でした。スコアは昨

年の７割止まりでした。

ＣＯＮＤＸの低下で参加局が少JA1TCF:
なかった感じでした。

今年は参加時間があまり取れなJA1WQX:
かった。

JA1XRH:6 CW 16月に行われた 部門では

時間運用で ｓできましたが、こ272QSO
の は 時間運用して ｓにPhone 20 190QSO
とどまりました。初日の土曜日の夕刻、

18世田谷界隈は雷様が居座っていたため、

時頃から 時まで していました。00 QRX
のコンディションが良かった時間21MHz

帯を無駄にしました。しかし、 時頃に21
は「ドス～ン」という轟音と共に音響が

遠のいていく、けたたましい一発に出く

わしました。自宅から 先の一帯50-60m
は停電になり、 から光が走ったといTV
うお宅まであり

仕事と体調不良とにより、フルJA1YHC:
参加できませんでした。雷雨でノイズも

多く、聞こえる信号が弱かったです。

では、呼ばれるJA6QDU:GOOD CONDX
BADのが楽しくてやっていますが、

、CONDXでは一生懸命呼びにまわるので
何の為のオールアジアかなあと虚しくな

ります。それでもコンテストを止められ
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ません、何故か悲しい性です。

今回は、日曜日１日だけの参加JA9SCB/1:
でしたが、１５ｍのコンディションもな

かな か良く、楽しめました。

小笠原 父島から久しぶりの参JD1BIA:
加でした。

毎回参加しています。今回はコJE1HMC:
ンデションがよくありませんでした。

短時間の参加で終わりましたJE1TSD:
雨などの天候不順で参加をあきJF1ABZ/1:

らめかけていましたが、雨の止んでいる

早 朝、何とか設営し交信しました。得点

としてはほんのわずかですが、参加証ね

らいでログを提出します。

家族で参加しました。子供とは、JF2TIR:
2従事者資格が異なるので、子供達にも

級をめざして、いつか バンドの魅力20m
を感じて欲しいと思います。

コンテストですJG0IPW:ALL ASIAN DX
が今回初めて参加致しました、局数は少

ないですが来年も参加致します。

ハイバンドのコンディションがJH1QXP:
良くなかったのが残念でした

JH5JKH/4: ANT UP昨年より はグレード

しましたが、局数は伸びませんでした、

とほ～～

集計ご苦労様です。JH6FTJ:
集計どうもありがとうございまJI1HFJ:

す。今回は時間が取れず、また、コンデ

ションが悪かったようで、低レベルな得

点でした。

コンディションが悪かったようJK1TCV:
ですが、楽しめました。

スペシャルオリンピクスJK2VOC/SO2005:
のＰＲを兼ねて／ＳＯ２００５を付加で

参加しました。何度も海外局に聞きなお

されて大変でした。

は全然だめでした。JR1MRG:28MHz
１４ＭＨｚと２１ＭＨｚのコンJR1WYV:

ディションが思いの他良かったが、高利

。得アンテナでなければ交信が難しかった

ダイポールで受信を試みたが、殆ど聞こ

えなかった。通常聞こえる７ＭＨｚの米

国は全く聞こえなかった。

コンテスト中ローテータが故障、JE1SLP:
タワーに登るはめに。メンテナンスは大

切です。今回ＱＳＯしていただいた方の

平均年齢は 歳でした。47.5
での電話は思うようにＱＳJA1KWF:50W

Ｏできません。もっとよいアンテナがな

いと・・・！！

短時間ほんの少し楽しませてもJH3PXA:
らいました。

Single Operator 80m Band High Power
帯はバンド幅が狭くオフJH4CPC:3.5MHz

バンド運用が多いので主催者による監視

が必要ではないか。

Single Operator 40m Band Low Power
参加者が少なく残念でした。JA1CVX:
オールバンドで しましたJE4TRB/2: QSO

が、 のシングルバンドで書類を提7MHz
出します。

今年は例年より早く稲刈りが始JR9NVB:
まったため日中はほとんど運用できず、

での参加となった。若者は何処に7MHz
ありや？月曜日は眠かった。

Single Operator 20m Band High Power
今 回 し た中で最年少がJA7COI: QSO
の 歳，最高齢が とUA9LAU 16 BA4CH

の 歳でした。私もこの年齢まKI6PG 84
で健 康で無線をやりたいと改めて思いま

した。

年々、国内外とも参加局が少なくJI1FDF:
なっているような気がします。これも無

線離れの影響かもしれませんが、もっと

ピーアールするとともに Ｌ社団局もJAR
、 。参加し 盛り上げてみてはいかがですか
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Single Operator 20m Band Low Power
JA1BPA:Part-time operation due to the job
commitment.

モービルから参加しました。JG1VGX/M:
では普段 ではできても で20m CW Phone

QSOはなかなかつながらないカントリと

できました。

楽しみました。JR4GPA:
相手局は若いＯＰ（？）が多く日JA7NT:

本もガンバラねば。

コンディションも悪くＤＰではJA0GEY:
こんなものでしょう。とにかく今回も参

加いたしました。

以下の 部門のシングJJ5CVM/3:5W QRP
ルバンドというのがあれば出てみたいで

す。 局へ で飛ばすのはチャレンDX 5W
ジングでやってほしいと思います。大き

なアンテナに制限のある都市部の弱小局

でもシングルバンドなら出てみようかと

思います。

コンディションが悪くあまり聞JG1GCO:
こえませんでした。

Single Operator 15m Band High Power
今年もお世話になります。JE4GJV:
用事があったので部分参加となりJF2FIU:

ました、ところで連続して大きな台風が

襲ってきましたが、皆さんのアンテナは

大丈夫だったでしょうか？

Single Operator 15m Band Low Power
集計ご苦労様です7M4PEQ/1:
ＱＲＰ部門がほしい7N2GTR:
Ｉｔ ｗａｓ ｎｏｔ ｓｏ7N4CPT:

ｎｉｃｅ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ ｔｈ

ｉｓ ｙｅａｒ！

コンディション低下と僅かな時JA0GSG:
間運用でした。

コンディションは、あまり良くJA0SOO:

なかったようです。

コンディション低下の昨今ですJA1OQ:
が、今年も楽しく参加できました。

厳しいコンディションの中でしJA1RRA:
たが楽しめたコンテストでした。ただ毎

年お声が聞けた局の声を聞くことが出来

なかったの が残念です。

久しぶりに参加しましたが 参加JA6BIF:
局数の激減には驚きました。

JA9QOY:TNX FB CONTEST
短時間の運用でしたJE1REU:
箱根に移動してコンテストにJH9ATT/1:

参加しましたが夜は土砂降りでした。

ＣＯＮＤＸ ＢＡＤ！！JH9URT:
最近、近所の雰囲気が変わり良くJK1BII:

。聞こえて来ません・・・どうしましょう

コンディションがイマイチで局JM4MGM:
数が稼げませんでした

ログに不備がありましたらお知JM7EPG:
らせください。

お手軽な設備で、ここまで出来JO7JBB:
たのには満足してます。 タワーと固定機

も欲しくなります！

時間がとれず短時間の運用でしJQ1AHZ:
た。

交信に感謝します。JR1NKN:
連発台風の合間となり、ご近所JL3TEM:

の被害復旧応援( アンテナの建て直しTV
など)とのかけもち等で時間限定の参戦で

した。

１時間で１局しか 出来ないJP1JIP/7: QSO
時間もあり、コンディション低下が実感

できました。ＤＸの参加局も減っている

ようです。 とモービルで頑張りまし10W
た。

今年は時間的に余裕が出来、かJR0JOW:
なりの時間 できました。八木の威QRV
力も感じられました。来年はモノバンド

八木あたりで したいなあ。QRV
今年も参加することが出来ましJA0NY:
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た。 。TNX
のプアをプリアンプでカバJA1DBG:ANT

ーしているがローカルのコンテスト用の

ハイパワークラブ局の影響を受けて大変

でした。八木 でもあれば・・・。ANT
中途半端アパマンハムでは・・・相手聞

こえず・・・。でも・・・。

近くの海岸より運用。コンデJA3KYS/3:
ィションがあまり良くなく局数が伸びな

。 。かった 来年はアンテナを増強して参加

今年は台風 号が過ぎ去ってかJN1FRL: 16
らコンディションが悪くタイミングが悪

く と重なり仕ALL ASIAN DX CONTEST
事とも重なり点数はともかく、参加する

。ことに視点を置きレポートを提出します

予定していたコンテスト急用のJA1DTS:
ために仕事のあいまに２局とコンタクト

でした。

初めてのコンテスト参加でわかJH3BNB:
らないことでいっぱいでしたがこれから

もコンテストに参加していきます。

頼みの綱のフルサイズワイヤ7K4QCQ/1:
ーが雨のため使えず、体調もかんばしく

なかった上に雷のノイズで車中での運用

は困難を極めました。

Single Operator 10m Band High Power
私の設備ではこんなもんでしょJR2TRC:

う。

Single Operator 10m Band Low Power
は国内外とも壊滅状態、誰7K2PBB:10m

も 見 向 き せ ず で 、 こ の 後 に 続 く

は どうなる 集計ご苦ACAG,WWDX ??
労様です。

集計ご苦労様です。深夜風雨JM1TDG/1:
が強く、アンテナが倒壊するかと思いま

した。

Single Operator Junior
現在 才です。ジュニア部門7M4OAQ: 19

に参加できるのもこれが最後となりまし

た。

回目の参加です。今回は妹も参JP2PHC:2
加しました。なかなか との交信は驚DX
きの連続で、上手く言えたのかあまり自

信がありません。来年も参加できるよう

にがんばります。

初めて コンテストに参加しJQ2HYB: DX
ました。ドキドキしたけど、少し感動し

ました。来年は でもチャレンジしたCW
いと思います。

Single Operator Silver
昨年の本コンテストにくらべて空JA1KK:

中状態の低下を痛感しました。

Multi Operator Single TX
、M/S:JM1LPN:台風の被害に遭われた方々

心よりお見舞い申し上げます

コンテスト中、３．５ のM/S:JQ2EHG: M
JA7KACアンテナコントローラー修理に

JA1KSO局、アンテナ切り替え機修理に

局、２８ 同軸からの水漏れ修理にM
局にそれぞれご協力いただきあJM1KGA

。 、りがとうございました 落雷による停電

地震等波乱に満ちたコンテストでした。

ヨーロッパではフィールドディーコンテ

ストが開催されており、例年通りに混乱

しておいました。 、アジアからのナンDX
バーはシリアルとし国内局からは 、JCC

ナンバーを送ってあげた方が、効率JCG
的かつ喜ばれると思われます。
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