
JF1KIC/1 (C430) C430 で参加しましたが２ 

QSO で終わり，6m & D に比べると管内局の信号

が聞こえてこないさびしい結果でした。 

JG1SCL/5 (C144) 初参加です 

JP1LRT/3 (KC50) 今回は２日目のラスト３

時間だけ，ほんのちょっと運用しました。SSB で

も交信しましたが，得点・マルチとも外して電信

部門で参加します。電話の部分はチッェクログと

して使ってください。 

7K4VPV (C430) 集計お疲れ様です。アンテナ

が不調な 430 で QSO できましたが，28, 50, 144 

は１局もできませんでした。 

JA2QVP (CM) 集計ご苦労様です。144，430 は

GP ですので苦しいですね。 

JE2HXL/3 (KFM) 日曜日のみの参加でしたが

十分楽しめました。QSO いただきました各局さ

んありがとうございました。 

JE2TOC/2 (F430) 青山高原より，280 mW ハ

ンディーホイップでの運用でした。 

JE2WLD (C50) 次回も，がんばりたいと思って

います。 

JF2FIU (C50) 集計審査ご苦労様です.QSO し

ていただいた各局 ありがとうございました. 

JG2CNS/3 (KC28) 事務局，お疲れ様です。

途中でリグの調子がおかしくなり，50W から 

10W 機に変更。パソコンからの CW 符号も な

ぜか乱れます。交信各局 ありがとうございまし

た。 

JH2CMH (CM) 今年も短時間ながら参加できま

した。 

JK2VOC (FM) ロシアの CQM コンテストと重

なって，掛け持ち参加でした。 

JR2EKD/2 (FM) QRP 5W でがんばります。 

JA3AA (KC144) RIG 故障のためメーカーへ送

り中，ローテータの故障でアンテナ回転せず。最

悪の状態でした。関西 VHF コンテストの更なる

ご発展を祈ります。 

JA3RR (KFM) 相変わらずの難聴障害で参加を

躊躇していましたが，友人に参加方依頼され，僅

かですができましたので，ログを提出します。審

査の OM 各位ご苦労様です。 

JA3BBG (KF50) 電話の場合 OP の声が家族

にとって耳障りになるので，コンテスト開始を早

めてもらって，夜はできるだけ静になるようにし

ていただきたい。(家族がうるさいと言う) 提

案：土曜昼 12 時～日曜昼 12 時(週休２日制で

土曜正午スタートでも大丈夫)。電子ログ提出も

考えましたが，３エリアの別県コンテストで「紙」

の方が助かると言われたことがあったので，紙で

出します。【当コンテストでは，電子ログを 推奨しています】 

JA3CSA/3 (KF144) 初めての夜間の移動運用

でした。 

JA3EOE (KCM) 初めて QRP で参加し 予想以

上の結果となり喜んでいます。 

JA3FNO/3 (KF50) 参加することに意義があ

ります・・・。 

JA3HCV (KC50) お世話になります。 

JA3KDJ (KFM) 参加することに意義を感じて

います。（ＣＴＥＳＴＷＩＮを初めて使用しました）  

JA3KYS/3 (KFM) 集計ご苦労様です。天候，

運用場所にも恵まれ昨年より大幅に局数，マルチ

を伸ばすことができました。 残念なことに他エ

リアからの参加局が少ないように思えました。 

JA3LGF (KCM) パソコンでの作成(電子ログ)が

苦手で，相変わらず手書きで，ご迷惑をおかけし

ます。 

JA3LUW/3 (KF144) 次回も，がんばりたいと

思います。 

JA3MIB (KF144) 次回も，がんばりたいと思

います。 

JA3OLO (KFM)  今回も何とか参加できました。

次回はがんばります。 

JA3PYH/3 (KF50) 今年は曜日の関係で，母

の日 ではありませんでした。関西 VHF Contest 

＝ 母の日 と思った方が多かったのか，参加局が

少なく感じました。 

JA3QOS (KFM)  今年も参加できました。楽しい
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時間をすごせました。 

JA3QXK (KCM) 電子申請初めてです。よろしく

お願いいたします。 

JA3RAZ (KC50) 次回も，がんばりたいと思い

ます。 

JA3RSJ (KCM) 日曜日は地域の行事があり，残

念ながら約半分の参加となってしまいました。オ

ールバンドで数局とコンタクトできました。 

JA3ULS (KF28) 今年は好調な滑り出しでした

が，２日目の朝にアンテナ系統のトラブルがあり，

２時間余りを残してやむなく QRT，最後の追い

込みができず残念です。 

JE3GDW (KCM) 4 バンドで参加したのでマルチ

バンドで提出します。移動もせず，BF な設備で

は，なかなか得点も稼げません（笑） 

JE3PGF (KC430) 久しぶりの参加でした。各

局 TNX。  

JF3LPM (KCM) 迅速な結果発表をお願いしま

す。XPO のように６か月かかるというのはひど

すぎませんか。オール兵庫など２週間もかからず

結果発表があります。 

JF3NAO/3 (KC50) いつもお世話になります。

昨年は，諸般の事情によりホームローカルにある

高台からの運用と少々手を抜いてしまったうえ，

提出したログにミスがあってそれに気付いたの

が締切日以降と散々でした。今回の関西 VHF コ

ンテストは，何とかほぼフルで参加できました。

ログも今回は，記載内容にミスがないよう十分注

意してチェックしました。引き続き，よろしくお

願いします。 

JF3OQA (KF50) 自宅から運用出来るようにな

り，かなり久々の参加となりました。今回は仕事

の関係で，終了間際にサービスするだけで終わり

ました。 

JF3SAD (KCM) ほとんどフルで参加しました。

今年の参加局数は少なめのように思われました。 

JG3BXS (KFM)  TNX FB 関西 VHF コンテスト 

JG3DOR/3 (KF50) なんとか１局だけできた 

JG3GOM/3 (KF144) 集計お世話になります 

北部からの参加は南部からの参加に比べて特に

マルチで不利なように 思えます。 

JG3HGN (KFM) 参加時間が短かかったが，参

加できてよかった 

JG3MGG (KCM) アパマン QRP 5W でしたが，

それなりに楽しめました。交信いただいた各局，

ありがとうござました。 

JG3RPL (KF50) 集計作業ご苦労様です。 

JH3CCT (KC144) 集計ご苦労様です。途中，

用事で何度か抜けましたが，今年も楽しむことが

できました。各局 QSO どうもありがうございま

した。 

JH3HGI (KCC) 夜に数十分，朝に数十分のみの

参加でした。（チェックログとしてください） 

JH3PTC (KCM) 終了間際の 30 分間だけの参加

でした。 

JI3BAP (KC430) 毎年 QRP でがんばっていま

す。今年は，参加局数が多かったような気がしま

す。またよろしくお願いします。 

JI3BDA (KF50) 今年も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 JA3 管内局と

してサービスさせていただきました。1st QSO も

多く，移動局も多く，また最後に E スポで 8 エリ

アとも QSO でき，たいへん盛り上がったコンテ

ストでした。 

JI3CSH (KCM) 28MHz で若干 Es 開けましたが，

50MHz 以上ではできませんでした。ベランダア

ンテナでは頭打ちに近くなってきました。今のと

ころ秘策もありません。 

JI3MCM (KC144) TNX CU AGN 

JI3OYM (KFM)  初日のみ，しかも １０ｍ抜きで

したが，２ｍ，４３０ のアンテナ系のよいテスト

ができました。 

JI3QYW/3 (KF430) 今回は仕事で思うように

参加できませんでした。次回はフル活動したいと

思っています。 

JJ3TBB (KC430) 430MHz 以外の交信につ

いては，チェックログとして提出します。 

JK3HLP/3 (KCM) 山に登ると，参加局も多く

聞こえ，楽しむことができました。 

JK3ZCR (KFC)  次回も頑張りたいと思います。 

JL3SSS (KF50) 次回もがんばります。 

JM3GVH/3 (KFM) HP:鳥瞰図に水道アンテナ低

山を見る http://homepage3.nifty.com/jm3gvh/ 山

と無線・山ラン 再発山 相手ランキングサービス



を兼ねて参加し，晴天に恵まれて快適な移動運用

ができた。 

JM3PLL (KFM)  エレキーの調子が悪く縦振キ

ーでの CW 参加のため，相手局には迷惑をかけ

ました。しかし，十分楽しめました！！ 

JN3BUZ (KFM) 高校生時代にクラブコールで

参加しておりましたが，個人コールでは今回が初

めての参加になります。たくさんの局と交信でき

まして喜んでいます。 

JN3DMJ (KFM)  いつものように全て QRP で

運用しました。 

JN3MUC (KFM) 今回のコンテストは初日は 

430, 1.2G FM で楽しみ，２日目は 2m SSB で楽

しんでいたのですが，応答が少なくなり 6m へ 

QSY。各局と 4 Band QSO できたのも楽しかっ

たです。最後には 6m で CW を叩いていました

が，フラフラになっておりました。 

JO3AGQ (KC50) 短時間でしたが，参加させて

いただきました。FB  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。 

JO3OMD/3 (KFM) 午後に予定があり，10 時過

ぎまでの運用でしたが，多くの局と交信でき，感

謝いたします。 

JO3RUL (KF50) コンディションもよく，早朝

の時間帯から QSO が楽しめました。 

JO3XGY (KFM)  次回も頑張りたいと思います。 

JQ3XJV/3 (KF144) 今年の 2m コンディシ

ョンはいまいちでした。来年も がんばります。 

JR3AAZ (KC28) 集計お世話になります。昨年

は，仕事で参加できず，３回目の参加です。不備

がありましたら，お知らせください。 

JR3CNQ (KC1200) 集計ご苦労様です。楽し

く参加させてもらいました。1200MHz CW 過去

最高の得点になりました。 

JR3EOI/3 (KCM) 春期・秋期が統一されてか

らはじめての参加となります。１０年以上ぶりで

しょうか。楽しめました。 

JR3FOS (KC430) 短時間しか参加できません

でしたが，毎年参加したいと思います。 

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。震災の影響かも知れま

せんが，穏やかな晴天に恵まれたにも関わらず 

移動局が少なかったです。28MHz で E スポが発

生して楽しめました。 

JR3NDM (KCM) 集計ご苦労様です。 

JR3PLZ (KFM)  今回，初めて参加させていただ

きました。 よろしくお願いします。 

JR3QHQ (KF28) 集計お疲れ様です。 

JR3YRL/3 (KF50) 次回もがんばりたいと思

います。 

JS3EOE (KCM) 久しぶりにマルチバンドに出

てみました。マルチは交信局が増やせて楽しいで

すね。移動なしの自宅からの QRV でしたが充分

楽しめまし。１０ｍの ANT が準備できなくて QSY

を依頼されるも泣く泣く『SRI』を送っていまし

たが，最後は６ｍのアンテナに無理やり乗せて

QSO していました。SWR = ∞ですが意外と飛び

ました。 

JS3OMH (KCM) 電信でのんびり楽しむことが

できました。楽しかったです。 

8N3START/3 (KFM) JARL 第 53 回 通常総会

「いけだ総会」記念局 の 高槻移動の 2 日間を

担当していました。OP = JA3ATJ 坂井 

8N3U/3 (KFC) チェックログでお願いします。 

代表者は 田中均 ですが，山本が提出します。問

い合わせなども山本までお願いします。 OP = 

JH3TXR 山本 

JE4NGO (FM) 参加局が少ない感じでした。 

JR4PDP (C50) 今年は１局だけでした。来年が

んばります。 

JH4JUK/4 (CM)  近くの山に移動しましたが，

コンディションがよくなかった。 

JH4RAL/3 (KC430) いつも集計ありがとうご

ざいます。3 年ぶりに KC430 に参加しました。

コンディションはいまひとつだったように感じ

ましたが，気持ちのよいお天気で楽しめました。 

JN4JGK/3 (KF28) 初めての参加でしたが，思

いのほかたくさんの局と交信できとても楽しか

ったです。 

JN4PMO/4 (F50) ３時間の参加でした。天候も

よくコンテストが楽しめました。 

JN4VOX/3 (KF50) 昨年は和歌山県からでし



たが，今年は兵庫県から QRV。昨年と比較して

局数は若干減りましたが，マルチは微増しました。

都合がつけばまた来年も参加したいです。 

JA5ND/3 (KF144) 都合でスタートが遅れて

しまいました。本人は頑張ったつもりですが。

CQ は全然出しませんでした。すみません紙ログ

の提出で。 

JI5GND (F430) 参加各局お疲れさまでした。

また，事務局の集計ごくろうさまです。今回は，

固定の運用で混信のなか交信してくださった各

局，ありがとうございました。 

JI5SAO (F144) 本 年 は 移 動 に は 行 け ず ，

144MHz 1 局声をかけただけで終わってしまいま

したが，今後も参加していきます。 

JR5DPV (F144) 書類を提出するのは，今回が

３回目です。 

JA5SQH/5 (FM) 今回は目標の 100 を超えた

ので，うれしかったですが，後のログシートを書

くのがたいへんで，提出の倍ほど書き損じました。

残り少なくなって 提出期限が来てしまいました。

当方にはネットがないので，苦しいです。 

JA7AEM C28) 短時間だけ参加しました。 

JA7ARW (C28) 突然 QRL になったため１局の

みの QSO でしたが，ログを提出します。 

JE7ENK/7 (C28)コンディションが，よかった

ので，とても楽しむことができました。 

JA9XAT/2 (C430) お天気に恵まれ，移動運用

日和でした。各局 TNX 

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

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。初めてとか，久しぶりにという方が

いらっしゃって喜んでいます。次回開催の励みにな

ります。 

開催時間に対するご意見は，昨年もここで述べま

したが，電波伝搬の変化を勘案すると 24 時間とし

たいところですが，設営や撤収の時間，正午を過ぎ

ると閑散となるなどのことから，21 時～翌日正午 

とさせていただいています。 

コンテスト時のパソコンの利用は，各種ロギング

ソフトをはじめ次々に便利なソフトがでてきます。

極論すれば，OP 不在でも・・というような時代がこ

ないとも限りません。難しい課題になりそうです。 

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 11 年 

関西 VHF 

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

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

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

電子ログ率 25 31 44 43 43 53 60 63 69 73 

XPO 記念 

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

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

合  計 376 452 389 355 384 386 469 512 568  

電子ログ率 47 53 59 62 65 65 68 73 75  

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。向後ますま

すの ご協力のほどを お願いします。 

【 ご注意 】 

電子ログ，郵送ログ を問わず，マルチの記入欄をコードではなく，1 としておられる方が，かなりあります。

これは審査集計の作業を困難にしています。得点に計上できる コード で，記入を願います。中には，例えば 

2509 を 高槻市 と書いておられる局もありますが，とても審査の妨げになるだけでなく，交信時に交換した情

報を 正確にログへ記載する という観点から，失格になります。 

そのほか できるだけ書類不備にしたくないので，E-mail で 必ず問合せをしています。しかし，回答いただけ

ない場合は，やむなく「失格」にしています。 
   【完】 


