
JA1UAV (F50) 次回も 頑張りたいと思います。 

JA1ZGP (C144) 集計ご苦労さまです。 

JF1KIC/1 (C1200) たくさん管内参加局を聞

くことができましたが，コールしても殆ど交信に

は至らず，FB に聞こえているのに残念でした。 

JE2BOM (FM) 交信していただいた各局，あり

がとうございました。 

JE2HXL/3 (KC144) 短時間での参加になりま

したが，NR 交換いただきました各局さん，あり

がとうございました。 

JF2FIU (FM) 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

していただいた各局，ありがとうございました。 

JG2GSY (CM) コンテストの集計ご苦労さま。聞

こえた局はすべて呼びましたが，QRP にベラン

ダの小さなアンテナでは，これが限界です。Hi 

JG2KFI/2 (F28) 参加証 を希望します。 

JH2CMH (FM) ２日目しか参加できませんでし

た。 

JJ2DWL/3 (KC50) 御在所岳山頂から一歩滋賀

県側へ踏み込んでの運用でした。短時間でしたが，

大勢のギャラリーの中，楽しく参加させていただ

きました。（苦笑） 

JK2VOC (FM) 集計お疲れさまです。部分参加

でした。管内局があまり見つからず残念でした。 

JR2EKD/2 (FM) いつも QRP 5W で頑張って

います。 

JR2MIO/2 (CM) 集計ご苦労さまです。 

JA3AHY (KCM) 今年で 78 歳になります，暗記

受信ができなくなりました，もう駄目かな？ 

JA3ATJ (KCM) 各バンドで楽しめましたが，

1200 の Rig が不調でした。日ごろからの準備

不足を痛感しました。 

JA3BBG (KF50) 先月のオール JA より参加局数

が少ない感じでした。ESが出れば面白かったが，

終了後に 28MHz 以下で発生したのは残念。コ

ンテストスタート時と終了直前に運用集中の傾

向が見られます。 

JA3CSA (KC144) 高い建物に囲まれた低いアン

テナではこの程度です。次回も参加したいと思い

ます。 

JA3EOE (KCM) 今回も楽しめました，よろしく

お願いします。 

JA3GJQ (KC28) 初めて 28MHz に参加しまし

た。空いていますよ。 

JA3KDJ (KFM) 参加することに意義を感じてい

ます。 

JA3KYS/3 (KFM) 集計ご苦労さまです。今年は

車での移動運用で，少しは楽ができたようですが，

今ひとつ数字が伸びませんでした。またＣＷ運用

がトラぶり１局のみの交信に終わりました。 

JA3LGF (KCM) 今回から本コンテストへのログ

電子提出をトライします。 

JA3PYH/3 (KFM) 出遅れましたので，六甲山の 

めぼしいところは，大きなアンテナが すでに上

がっていました。六甲山系は不法投棄が多いので，

このごろは運用に適した空き地も入れなくなっ

ています。 

JA3QOS (KFM) 楽しく参加できました。ありが

とうございました。 

JA3QXK (KCM) お世話になります。 

JA3RSJ (KCM) 各局，各バンドでの QSO あり

がとうございました。 

JA3ULS (KF28) 初めての電子ログで，少々 苦

戦しています。 

JA3WDL (KF28) 出勤前に少しだけの参加です。 

JE3BOD (KCM) 5/13 の所用のため，5/12 に

短時間の参加でした。 

JE3PGF (KC430) 仕事で参加が遅れてしまった。

去年の半分ぐらいの出来でしょうか，まぁ仕方な

いか。 

JF3LPM (KC430) 日曜日が仕事なので，土曜日

の夜だけの参加です。 

JF3QND (KFM) 最終日午前 10 時からの参加で

したが結構楽しめました。 

JG3DOR/3 (KC28) 次回もがんばりたいと思い

ます。 
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JG3LDD/3 (KF144) 好天に恵まれ，気持ちよく

コンテストに参加できました。 

JG3MGG/3 (KF50) 交信いただいた各局，あり

がとうござました。 

JG3WDN (KC50) 今年も楽しませていただきま

した。交信いただいた各局ならびにコンテストの

企画・運営に携わっておられるスタッフの皆様に

感謝申し上げます。さて，自身の得点を昨年と比

較いたしますと，(1) 局数は微減，(2) マルチは

１割余り増，よって (3) 得点は１割増，という

感じでした。大幅に得点を伸ばすなら，山の上へ

の移動が手っ取り早く，しかも効果的だとは思い

ますが，固定局として得点アップを目指せば，自

然に自局のレベルアップにつながるのではないか

と考えて，細々と小さな工夫を積み重ねています。 

JH3CCT (KC50) 集計作業ご苦労さまです。他の

行事と重なり短時間の参加でしたが，交信いただ

きました各局，どうもありがとうございました。 

JH3JYS/3 (KCM) コンテスト委員の皆様 整

理・集計ご苦労さまです。楽しく参加させていた

だきました。来年もよろしくお願いします。でき

れば次回から 電子ログでと考えていますが。 

JH3KPU (KF50) 初参加でした。次回も頑張りま

す！ 

JH3TCM/3 (KC28) 各局 交信ありがとうござ

いました。 交信開始直後リグトラブルのために,

ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げ

ます。なお，受信したコンテストナンバー不明の

記録は勝手ながら削除させていただきました。 

JI3BDA (KF50) 常置場所の大阪市中央区から

楽しみながら参加ならびにサービスをさせてい

ただきました。電話のみの参加局のモチベーショ

ン向上のため，電話部門の新設を提案いたします。 

JI3CEY (KC50) 参加局数が少なくて最後は空

振りが多かったのですが，アパマンでも楽しめま

した。 

JI3CSH (KCM) 昨年より参加局数が減ったよう

に思います。季節外れの寒さで移動される方が少

なかったからでしょうか。 

JI3IFI (KC144) 久しぶりのコンテストです。

電子ログは初めてです。 

JJ3BNT (KFM) ほんの僅かですが提出します。 

JM3GVH/3 (KF50) 山岳移動ランキング，ヤマ

ラン再登山相手ランキングのサービスや，非常通

信電波テストを兼ねて運用しました。   

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。 

JO3UBN/3 (KCM) CW 免許取得３年目です。遅

い符号におつき合いくださった OM 各局，あり

がとうございました。 

JP3AYQ (KFM) はじめて参加しました。色々な

バンドでたくさんの人と交信できて楽しかった

です。 

JP3BSI (KF430) コンテストに参加できてよか

った。 

JP3KPJ (KF430) 今年は局数が少なかったよう

に思いますが，ホームから２日間楽しませてもら

いました。また参加したいと思います。 

JR3BVX/9 (F50) 数局 CW でも呼びましたが，

コンタクトできませんでした。 

JR3CNQ (KC1200) 楽しく遊ばせてもらいまし

た。来年は違うバンドにも出ようかな！ 

JR3KQJ/3 (KFM) ２日間ともに穏やかな晴天

に恵まれて楽しめました。50MHz の CW と

SSB 帯が繋がって，近隣の異なるモード局のカ

ブリを強く受けるようになりました。 

JR3NDM (KC50) 集計ご苦労さまです。 

JR3PLZ (KFM) 今年も楽しく参加できました。

もっと多数の方の参加があれば，もっとよかった

です。 

JR3QHQ (KFM) 集計お疲れさまです。 

JS3EOE (KCM) やはり移動局には負けますね。

次回は移動して参加したいです。 

JS3LSQ (KFM) 次回は，もっと局数を増やした

いと思います。 

JE4KQH (C50) 参加だけ。 

JH4JUK/4 (CM) 近くの山に移動しましたが，

コンディション上がらず次回を期待します。 

JN4JGK/3 (KF28) 昨年参加してとても楽しか

ったので，今年も参加させてもらいました。今回

もたくさんの局と QSO でき，とても楽しかった

です。 



JN4PMO/4 (F50) 3 時間の参加でした。交信し

ていただいた局の方々，ありがとうございました。 

JN4VOX/9 (F50) 石川県からの参加。１局のみ

の QSO でした。 

JR4ISF/3 (KCM) 2 年ぶりに参加しました。 

家事を手伝いながらの参加でしたが，一昨年に比

べて出ている局が少ないという印象を受けまし

た。毎年こんなものだったでしょうか ? 次回

は，もう少し頑張りたいと思います。 

JR4PDP (CM) 常置場所からの運用では，なか 

なか難しいです。 

JA5CBU (F144) はじめて参加しました。自作 

５エレ八木の初使用でした。 

JA5SQH/5 (FM) 5600MHz まで用意しました

が，1200MHz までしか相手がいませんでした。

あとから，生駒山から 5600MHz の信号が出て

いるのを確認できたので，次回を楽しみにしてい

ます。 

JG5DHX/5 (F50) 参加局が そこそこいらして

楽しめました。 

JI5SAO (FM) 今回は 144 と 430MHz 各１

局で終わってしまいました。今後も参加していき

ます。 

JH6TYD (F28) 短時間だが２８がオープンした

ので参加，来年もまた参加したい。 

JN6JIV/3 (KFM) 久しぶりにコンテストに参

加しました。 

JA7AEM (C28) 1 局だけですが，ログを提出し

ます。 

JO7GVC (C28) コンディションにも恵まれ，今

年も参加することができました。 

JJ8GFL (C28) 関西 VHF コンテストという名

前から，使用バンドが 50MHz 以上だとずっと

勘違いしておりました。今回，28MHz で"JA3 

TEST"と聞き，規約を確認したところ，28MHz 

以上ということを初めて知り，ログを提出するこ

とにしました。来年は最初からそのつもりで参加

したいと思います。 

JA9BOH (F50) 旧知の友人と会えました。 

JA9XAO (C50) もう少し聴こえるかと思いまし

たが残念でした。次回もチャレンジしてみたいと

思います。 

JA9XAT/2 (C430) 初めての移動地だったので

右往左往。３エリアは遠かった。少ないですがロ

グを出します。 

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

今回も，たくさんのご参加をいただきありがとう

ございました。もしかしたら初めてかなと思うほど

過去の記録もおぽろ気なんですが，嬉しいことに今

回は 5,600MHz でのエントリーがありました。 

来年からは，連盟本部のコンテストは，全面的に

電子ログの提出に変わる予定です(手書きのみ従来ど

おり)。紙ログからの転記には注意を払っていますが，

今回は Web 発表の「受付リスト」でも指摘がなかっ

たので，もう少しでミスを見落とすところでした。 

電子ログの場合も，不備があれば必ず問合せをし

ていますが，返事をいただけないために，やむなく

得点 0 としたケースがありました。 

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 11 年 12 年 

関西 VHF 

電子ログ 34 48 83 62 70 101 114 148 119 164 157 

郵送ログ 103 108 106 83 93 91 77 86 54 62 32 

合  計 137 156 189 145 163 192 191 234 173 226 189 

電子ログ率 25 31 44 43 43 53 60 63 69 73 83 

XPO 記念 

電子ログ 176 241 231 219 248 250 319 375 424 391  

郵送ログ 200 211 158 136 136 136 150 137 144 112  

合  計 376 452 389 355 384 386 469 512 568 503  

電子ログ率 47 53 59 62 65 65 68 73 75 78  

   【完】 


