
JF1CQH (C144) やっと１局 QSO できました。 

JM1TDG/2 (C50) 集計お疲れ様です。久しぶり

に参加しました。 

7K4VPV (C144) 今年も１局だけですが QSO す

ることができて良かったです。 

JA2GSM (F50) 今年も参加させていただきあり

がとうございました。固定からで，局数が伸びな

かったのが残念。次回は元気を出して移動をした

いです。 

JE2HXL/2 (FM) 集計ご苦労さまです。交信い

ただいた各局ありがとうございました。 

JF2FIU (CM) 集計審査ご苦労さまです。今年も

おかげさまで何とか参加できました。QSO して

いただいた 3 エリア内各局ありがとうございま

した. 

JH2CMH (CM) 今年も短時間の参加でした。 

JA3AA (KC144) 久しぶりに 144MHz 電信 が

賑やかだったので，このバンドに居座ってしまい

ました。益々のご盛会を お祈りいたします。 

JA3ATJ (KCM) 9 日は JARL 大阪府支部の会議

もあり，フルタイムの参加ではありませんでした。 

JA3BRP (KC28) 初めての参加でした。次回は移

動運用で楽しみたいと思いました。 

JA3EOE (KCM) 1 日目しか参加できませんでし

た。 

JA3IAS (KF1200) 1200MHz 帯 で  初 め て 

1,000 点の大台に載り，喜んでいます。また交

信局の 40%が JA のコールサインであり，これ

も特記事項です。 

JA3KDJ (KF28) E.S の発生がなく 厳しいコンテ

ストでした。 

JA3KYS/3 (KFM) いつもの山頂からの参加。今

回は天候にも恵まれ，大きなトラブルもなく順調

に運用することができました。Es には遭遇しな

かったが，結果としては過去最高の交信数を達成

することができ、大いに楽しむことができました。 

JA3LGF (KCM) パソコンの調子が悪く，電子ロ

グで提出できません。局数も少なく手書きとしま

した。 

JA3OLO (KF144) 今回は WAKU アワードもでき

たことですので移動せず，固定で運用しました。

アンテナの関係でモノバンドで参加しましたが，

山の上と比べると非力ですがその分のんびりと

運用できました。次回はオールバンドで挑戦した

いです。 

JA3PYH/3 (KF430) 忙しい日曜日でした。用事

の間に車から QRV しました。 

JA3QOS (KFM) 楽しく参加させていただきまし

た。 

JA3RAZ (KC50) 集計ご苦労さまです。よろしく

お願いいたします 

JA3RK (KFM) 私用がＱＲＬで，運用時間がとれ

ず近隣の局とのみ QSO 

JA3RSJ (KFM) 深夜を除いてほぼ参加できまし

た。28MHz は相変わらずコンディションが悪い

ですね。各局 TKS  

JA3RWQ (KFM) 次回はもう少し頑張りたい！ 

JA3ULS (KF28) 次回からはなんとか電子ログ提

出できるようにいたします。 

JA3UMQ (KF144) 今回は、時間に余裕がなく５

局しかコンタクトできませんでした。次回は、頑

張りたいと思います。 

JA3WDL (KF144) やっとログ提出を，紙ログで

出します。 

JE3ENM/0 (C50) 以前から気になっていたので

すが，φエリアの VHF コンテストが，全く同時

間帯に行われているので，E-スポなど発生して

いなくても GW で QSO が立証されたので，両

エリアで話し合って時期を変更するなど，ご配慮

いただければ幸いです。一度で済むのでよいと言

えばよいのだが…。このことは「JAφVHF コン

テスト」の担当 N 氏にも同様の意見を出しまし

た。2 月の京都コンテストに続いて QRV しまし

た。7 月の滋賀コンテストは 5 年連続で参加し

ていました。長野県は周囲を 2 乃至 3,000m

級の山々に覆われているのでポイントによって

は山岳回折波が良好で今回のような得意なポイ
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ントでなくても，スポットで平地(盆地内の居住

区域)でも QSO が 3 乃至 400km は可能なと

ころがあります。長野市内や中野市内のあるポイ

ントでは，FM 京都(89.4MHz)が真冬でも入感

しています。私が 3 エリアにいたときは，φエ

リアの信号が入感しなくて面白くなかったです

が，各局の設備の向上などで QSO のチャンスが

増えているようです。また一方入感していて

CALL しても返事がない局が多いのも事実です。

30 年ほど前は 3 回 CALL すれば必ず応答があ

りました。いろいろと書きましたが，JARL 関

西およびアマチュア無線界の益々の発展を祈り

ます。 

JE3KXB/3 (KF50) 3 時間程度の参加でしたが，

各局と交信ができて楽しませていてできました。

各局ありがとうございました。 

JF3IYW/3 (KCM) 慣れないマルチバンド設営

で設営時間 3 時間。しかし，撤収はほぼ 1 時間。

もう少しスマートに設営をこなしたいものです。 

JF3NAO/3 (KC50) いつもお世話になります。

今回の関西ＶＨＦコンテスト，諸般の事情により

ホームローカルにある高台からの運用となりま

した。今回は参加局が少ないように感じたのです

が，実際どうだったのでしょうか。集計等の作業，

ご苦労様です。今後ともよろしくお願いします。 

JH3JYS (KC50) コンテスト委員各局，整理・集計

など，ご苦労さまです。来客などのため，参加時間

が僅かでしたが，楽しく参加させていただきまし

た。また来年も，よろしくお願いいたします。 

JH3PTC (KCM) 天気も良く、楽しく参加できま

した。 

JI3BAP (KC144) 各局 QSO ありがとうござい

ました。 

JI3BDA (KF50) 本年も大阪市中央区の常置場所

から楽しませていただきました。本コンテストの

E-LOG MAKER 用環境設定ファイルを提供さ

せていただきましたが，電子ログ提出促進の一助

になれば幸いです。【誠にありがとうございました】 

JI3CSH (KCM) 今回は電信部門で参加しました。

QSO 数は伸びませんでしたが，夜中はしっかり

休息がとれるので気楽でした。なかなかコンディ

ションが開けないですね。 

JI3MCM (KC144) 次回も楽しみにしています
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JK3HLP (KCM) 集計お疲れさまです。コンディ

ションが今一つで残念でした。山口コンテストと

掛け持ちをしていました。 

JN3ANO (KC144) 各局 交信ありがとうござい

ました。 

JN3DMJ (KFM) いつものように全て QRP で運

用しました。 

JN3MUC (KF430) 参加することに意義があると

思い，ただただ 430MHz バンドが，賑わうよ

うに頑張っていました。 

JO3PSJ/3 (KFM) 今回は同時開催の DX コンテ

ストをメインにしたので，平地から参加しました。

やはり電波の飛びはいま一つでした。 

JO3RUL/3 (KF50) コンテストの日は，2 日で

なくて日曜日だけでいいのではないか。その代わ

り，春と秋の２回/年 にしてもらいたい。 

JO3TAP (KFM) やはりマルチバンドは難しいで

すねー。もう少し睡眠時間を縮めれば，わずかで

も交信数が増えたような気がします。 

JO3UBN/3 (KF430) 集計お疲れさまです。交信

してくださった各局、ありがとうございました。 

JR3CNQ (KC1200) 今年も参加しました。各局

QSO ありがとうございました。 

JR3KQJ/3 (KFM) 例年同様の乗用車に積める

設備でお手軽運用でした。穏やかな晴天に恵まれ

ましたが E スポは出ず。また特に 430MHz の

参加局が減ったように思います。 

JR3NDM (KC50) 集計ご苦労さまです。 

JR3SZZ/3 (KFM) 楽しくコンテスト参加させて

いただきました。 

JS3OMH (KF430) 用事で移動できませんでした

ので家から頑張ってみました。JA3 外には予想

どおりあまり飛びませんでしたが、100 交信ぎ

りぎり達成できて嬉しかったです。 

JE4MHL (CM) 集計作業ご苦労様です。CONDX

のせいか 3 エリアがさっぱり聞こえず，残念な

結果に終わりました。 

JE4NGO (F430) 昨年は参加局が多かったが，今

年は少なかったです。 

JF4CAD/3 (KFM) 交信の少ない深夜帯を廃止



し，代わりに終了時刻を 15 時に戻せないでしょ

うか？２日目朝から移動する局が多いのが実情

で，今のルールでは十分な時間がありません。ご

検討をお願いします。 

JH4JUK/4 (CM) 近くの山に移動しての参加で

したがコンディション不良かアンテナのせいか

あまり聞えませんでした。 

JH4RAL/3 (KCM) いつも集計ありがとうござ

います。100 局を目標にしてみましたが、日曜

だけの運用では達成できませんでした。 

JL4CUN (F50) 参加局ならびにワッチ局が少な

く感じたのは，私だけでしょうか。 

JN4PMO/4 (F430) 9 日朝から最後までの運用，

天気もよく日焼けしながらの運用でした。 

JN4VOX/3 (KF50) 2 年前の汚名（0 点）を返上

すべく参加しました。 

JA5ND/3 (KF144) Full time 参加できませんでし

たが。 

JA5SAO/5 (F430) 本年は 430MHz １局で終

わってしまいましたが，今後も参加します。 

JA5SQH/5 (FM) 2.4GHz, 5.6GHz まで持っ

て行きましたが，1200MHz までしか交信でき

ませんでした。それでも，いろんなバンドで遊べ

ました。 

JH5UPI/5 (F50) 日曜日に２時間程度の参加で

したが，天気はよくて気持ちのいい移動運用がで

きました。 

JI5GND/5 (F430) 参加各局お疲れさまでした。

今回は好天候に恵まれ，移動運用は FB でした。

交信いただいた各局ありがとうございました。ま

た，次回移動運用で頑張ります。 

JR5DPV (F430) 書類を提出するのは今回が 2 回

目です。 

JA9XAT/3 (KC1200) 28～1200MHz で 5 バ

ンド QRV。ログは 1200MHz だけにします。 

JJ0MPI/0 (C144) 同じ時間帯でφエリアでも

コンテストが行われており，掛け持ちでの参加と

なりました。 

JA2-9315 (SWL) 144MHz CW でウォッチし

ました。チェックログとしていただけると幸いで

す。 【せっかくですが，ご承知のとおり，関西 VHF

コンテスト では，該当する部門がありません。 申し訳

ございません。】 

================================== 

たくさんのご参加をいただきありがとうございました。

移動された各局にとっては天候が幸いしたようです。 

コンテストのパッティングについてですが，それぞれ主

催者の他の行事との兼ね合いや，伝搬状態が比較的よかろ

うとされる季節だとか，いろいろな事情と限られた日程で

の選択ですから，避けられないと考えています。むしろ相

乗効果で賑やかでよいというご意見もうかがっています。 

また，夜間は不要とおっしゃるのは，移動運用のご都合

でしょうか。本来は伝搬状況の時間的変化から 24 時間が

理想的だと思っていますが，撤収作業や終わり際の閑散と

した状況も避けたいので 21～12 時としています。もとの

15 時までというのは，委員会の課題にさせてもらいます。

JARL 関西地方本部主催コンテストにおける 電子ログの提出推移 

 02 年 03 年 04 年 05 年 06 年 07 年 08 年 09 年 10 年 

関西 VHF 

電子ログ 34 48 83 62 70 101 114 148 119 

郵送ログ 103 108 106 83 93 91 77 86 54 

合  計 137 156 189 145 163 192 191 234 173 

電子ログ率 25 31 44 43 43 53 60 63 69 

XPO 記念 

電子ログ 176 241 231 219 248 250 319 375  

郵送ログ 200 211 158 136 136 136 150 137  

合  計 376 452 389 355 384 386 469 512  

電子ログ率 47 53 59 62 65 65 68 73  

おかげさまで，年々 電子ログ提出 が多くなってきています。慣れると 郵送ログ よりも，提出作業がいろ

いろ便利になります。集計をする委員も，能率の向上と転記間違いの減少に効果が上がっています。 

パソコンをお使いで，E-mail 環境の方の 郵送ログ を減らしていただくと，この率が 80% に，E-mail 環境

(携帯電話を除く)をお持ちで，手書きをされている方が電子化なさると，90% を超えます。    【完】 


