
JA1COP (C28) 短い時間の E スポでしたが楽し

めました。 

JE1LDU (C28) 12 日は，当地では OUT DOOR 主

催の 第 22回移動運用セミナーが開講され，出か

ける準備中に聞こえた JA3 TEST でした。また，

この日は YG TEST や QRP SPRINT TEST が開催さ

れており，ちょっとしたパニックでした。結局, 

10 分程度の参加ですが，LOG を送ります。 

JH1OES (C28) 他のコンテストに参加中，3 エ

リアの局がよく聞こえていたので，ナンバー交換

をさせていただきました。4局ですが，ログを提

出させていただきます。 

JN1BBO (C28) 短時間のオープンに，参加局を

発見できてラッキーでした。 

JP1LRT (F50) ちょっとだけ参加しました。 

7L3EBJ/QRP (C28) 集計ごくろうさまです。 

短時間でしたが，参加させていただきました。 

JA2QVP (CM) 集計ご苦労さまです。 

JE2BOM (FM) 交信していただいた各局，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

ていただいた各局，ありがとうございました。 

JG2CNS/3 (KC430) 各局，交信ありがとうござ

いました。   

JK2VOC (FM) 管内局が，あまり聞こえませんで

した。 

JM2CAN/2 (FM) 久し振りに参加させていただ

きました，土曜日の雨には苦労しましたが，日曜

日は晴れあがり，FB に過ごせました。 

JP2XYT/3 (KF430) 集計お疲れ様です。奈良県

明日香村からでした。 

JQ2LRJ (CM) 初参加でした。 

JR2EKD/3 (KF430) 奥琵琶湖駐車場から参加

しましたが，兵庫・和歌山などが，聞こえず残念。 

JA3AHY (KF430) 次回は，参加できるか否か？

耳が衰えるばかり。 

JA3ATJ (KCM) 雑用を処理していて，終了間際

に ほんのチョットだけよの参加になりました。 

JA3BBG (KF144) 空中線のせいでしょうが，少

し寂しいコンテストでした。 

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。 

JA3GJQ (KC28) VHFは，お山のポータブルには，

かないません。固定局活性化のため，固定局に 

[オマケ] をつけたらいかがかと思いますが。当

方の利益のために，申し上げているのではありま

せんからよろしく。集計ご苦労さまです。 

JA3HBF (KFM) 集計ご苦労さまです。今回は

「KFM」に提出します。よろしくお願いします。 

JA3HHN (KFM) 準備不足であまりできなかった

が「参加することに意義あり」のオリンピック精

神で，ログを提出します。 

JA3KDJ (KFM) 50MHz 用のリグのセットアップ

をしていなかったので，今回は 430MHz が主体に

なりました。 

JA3KYS/3 (KFM) 集計ご苦労様です。当日の昼

過ぎまで雨のため，自宅近くの海岸から参加しま

した。コンディションも悪く，結果は昨年より大

きくダウンしました。 

JA3LGF (KCM) 今年は都合により，11 日のみの

参加 (12 日は朝１局のみ)でした。 

JA3MIB (KF50) 自宅のノイズが多くなってき

て，要対策です。 

JA3PIU (KF50) 短時間の参加でしたが，まだ現

役運用中です。今後ともよろしくお願いします。 

JA3PYH (KFM) 短時間ですが，所用の合間に参

加しました。 

JA3QOS (KF50) 今年も楽しく参加できました。 

JA3RSJ (KFM) 概ねフルタイムで参加させても

らいましたが，得点が今一歩でした。やはり高台

移動が FBですね。 

JA3TUP/3 (KF50) 自作アンテナで 頑張ってお

ります。 

JA3WDL (KF1200) 電子ログでの提出を，途中で

あきらめました。 
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JA3WFM (KC144) 久しぶりに参加。楽しい運用

でした。 

JE3KXB/3 (KF50) 楽しい移動運用ができまし

た。QSO いただいた各局，ありがとうございます。 

JF3BDN (KC50) 久々の参加です。コンディショ

ンにも恵まれ，思っていたより多くの QSO ができ

ました。 

JF3KCH (KFM) 交信数が少ないですが，提出さ

せていただきます。 

JF3NAO/3 (KC50) いつもお世話になります。

昨年は，諸般の事情により，このコンテストは不

参加となりましたが，今年は問題なくほぼフルに

参加することができました。今回は，前々回の交

信数より少し増えました。最近仕事が多忙だった

ため，コンテストにほとんど参加できていなかっ

たので，久方ぶりのコンテストを楽しみました。

引き続き，よろしくお願いします。 

JF3QND (KCM) 今年も参加できました。 

JG3HGN (KFM) 12 日だけの運用となりました。 

JI3BDA (KF50) 常置場所の大阪市中央区から，

50MHz で 2009 年から毎年参加ならびにサービス

させていただいております。今回は，1日目雨天

の影響か移動局が少なく(特に JA3 管外移動局)，

特別局・記念局のサービスもなかったようですが，

一方で小学生や学校社団局など，若い方々が複数

参加されていたことが，たいへん嬉しく感じてお

ります。 

JI3CEY (KC50) 参加局が少なくて最後は空振り

ばかりでした。 

JI3CSH (KCM) 集計ご苦労様です。毎年楽しみ

にしています。昨年よりは，バンド内が賑やかに

なった気がします。２日目は天候が持ち直し，各

局にとっては 移動日和だったでしょう。 

JI3DNN/3 (KCM) コンテスト委員の方がいつか

仰ってましたが，JARL 主催の 6m AND DOWN コン

テストは 15 時に終了し，いわゆるＥスポの恩恵

が余り受けられません。関Ｖも時期が少し早いと

はいえＥスポを楽しめるような時間帯への変更

を検討したら如何ですか？ 

JI3MCM (KC144) TNX FB アリガトウ・QSO 楽し

んでいます。 

JJ3BNT (KFM) ほんの僅かですが提出します。 

JJ3FDB (KC50) 集計ご苦労さまです。楽しませ

ていただきました。 

JJ3WPX (KFM) のんびりと，楽しませていただ

きました。 

JK3HLP/3 (KCM) 集計お疲れさまです。２日目

は，28MHz で そこそこオープンし，楽しむこと

ができました。 

JL3VUL (KF28) 50MHz, 1200MHz は，チェック

ログとして提出します。 

JM3DUR (KF144) 久しぶりに楽しく参加できま

した。ありがとうございました。 

JM3GVH/3 (KF50) 山岳移動ランキング，ヤマ

ラン相手ランキングのサービスや非常通信伝搬

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 (KCM) 集計ありがとうございます。今

回は電信部門に参加しました。いつものように全

て QRP で運用しました。QSO いただいた各局あり

がとうございました。 

JO3DDD (KF50) 今年も，楽しく参加させていた

だきました。 

JO3JCY (KC50) 結構 飛んでいたので びっくり

しました。 

JO3JYE/3 (KCM) 集計ご苦労さまです。今年も

自宅マンションのベランダに，アンテナを仮設し

て参加しました。 

JO3LDO/3 (KF144) 山にて一夜を明かしながら

参加し，マイペースでゆっくり運用をしました。

ファースト局との交信も多く楽しめました・・。

下手な CQ にお声がけいただいた皆様方に深く感

謝します。 

JO3NTB (KFM) SSB, CW, FM にて参加しました。

144MHz CW は，初めて QSO しました。普段は出て

おられませんので，短時間の参加でしたが，

144MHz SSB が賑やかなのは，3 エリアの特徴か

と思います。もう少し，50MHz が開けたらよいの

にと思いました。 

JO3RUL (KF50) 時間が長いわりには，参加局が

少ないように感じますが，どうなんでしょうか。 

JO3VUQ/3 (KF1200) 昨年に引きつづいて，

1200MHz でトライしてみました。 



JP3AYQ (KFM) 出遅れましたが楽しかったです。

次回もがんばりたいと思います。 

JP3EAN (KF50) とても楽しかったです。たくさ

んの局が出てこられて，50MHz も賑やかでした。 

JP3EDJ (KFM) 初参加でしたが，楽しめました。 

JP3EFS/3 (KFM) ３時間だけ，服部緑地からモ

ービルで参加しました。 

JP3KPJ (KF430) 今年もホームから,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。 

JQ3UDL (KC28) 提出 log 形式を CABRILLO 

format も OK にして欲しい。 

JQ3XJV (KF144) 今年も 2m FM モードで参加し

ました。コンディションは，いまひとつのようで

した。 

JR3CNQ (KC1200) 集計ご苦労さまです。今年も

また 1200MHz バンドで参加です。1200MHz が危ぶ

まれるバンドです。今後も出るようにがんばりま

す。 

JR3PLZ (KFM) 今年も参加できました。 よろし

くお願いします。 

JA4EUF/3 (KC144) 短時間の参加でした。 

JH4JUK (CM) VHF なので，近くの山に移動しま

した。 

JR4FLW/4 (CM) 144MHz，430MHz は聞こえても

飛ばないことが多く，あまりできませんでした。

締め切りを短くして，発表を早めていただきたい

です。締め切りは 3週間程度で十分で，その分発

表を早くすればよいと思いますがいかがでしょ

うか。 

JR4PDP (F50) 今年は，過去最高のポイントに

なりました。各局さん，ありがとうございました。 

JA5CBU (FM) 今年は，マルチバンドで参加しま

した。 

JA5SQH/5 (FM) SHF の参加者が少ないので，1

交信につき，2,400MHz は 2 点，5.6GHz 以上は 

10 点にしては どうでしょうか。 

JI5SAO (FM) 今回は，144MHz ２局 430 MHz 1

局，お声がけしただけで終わってしまいましたが，

今後も参加します。 

JR5BUA/5 (C144) 少ない交信局数でしたが，6

府県と交信できました。 

JA7AEM (C28) あまりできませんでしたが，楽

しめました。 

JH7GZF (F28) 集計お疲れさまです。アンテナ

が BFで，あまり交信できませんでした。 

JH7UJU (F28) 審査集計ご苦労様です。Ｅスポ

は，28MHz まででした。 

JO7GVC (C28) 今年もバンドがオープンして，

楽しむことができました。 

JJ8GFL (C28) 昨年に引き続き参加させていた

だきました。残念ながら 50MHz での交信は無理で

したが，昨年よりもコンディションは良かったの

ではないかと思います。来年もぜひ参加したいと

思いますので，よろしくお願いします。 
JA9XAT/2 (C430) 運用中，突然信号が聞こえ

なくなり，あとで確かめてみたらアンテナコネク

タから芯線が抜けていました！ 目の前を野生の

鹿が駆け抜け，とんでもないことばかりでした。 

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

天候と電波伝搬状況に大きく左右される，このコンテストですが，おかげさまで ログ提出局数が 200 台に登

りました。 ログ提出の電子化により,集計の作業性がたいへん助かります。ますますの ご協力の程をお願い

いたします。 たくさんの ご意見をお寄せいただきありがとうございます。向後のコンテスト企画への参考に

させていただきます。 

JARL 関西地方本部主催 関西 VHF 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 13 年 

電子ログ 34 48 83 62 70 101 114 148 119 164 157 165 

郵送ログ 103 108 106 83 93 91 77 86 54 62 32 40 

合  計 137 156 189 145 163 192 191 234 173 226 189 205 

電子ログ率 25 31 44 43 43 53 60 63 69 73 83 80 

(2013-08-26) 【完】 


