
 

JA1CP (C7) 台風で一時はアンテナを心配しながらのコンテ

ストでした。 

JA1KI (CM) 短時間で僅かな得点でしたが，今年も参加でき

てラッキーでした。 

JA1BIV (C7) メールでのご案内ありがとうございました。 

今年は台風の影響で午前中は ANTがあげられず，午後から

の参加となりました。隙間を縫っての参加でしたが，参加者

も多く楽しめました。来年も参加したいと思います。 

JA1CCN (F7) 台風の中でアンテナの調子が悪くなって大変

でした。 

JA1CCX (C7) 午前は台風通過の中，昼からは台風一過の晴

天の中，夕刻は美しい夕焼けを見ながら一日楽しみまし

た。 

JA1CGN/2 (C7) 集計，お疲れ様です。コンテストの開催，あり

がとうございました。楽しませていただきました。 

JA1COP (C1200) 台風直撃で参加局が少なかったですね。 

JA1HMK (CM) 少しでしたが，楽しく参加しました。 

JA1IQK (F7) 各地の局と交信できました，交信数が少ない

のですがログを提出します。 

JA1JRS (C21) 楽しかったです。ありがとうございました。 

JA1LJW (C14) 初参加でした。 

JA1OYB (C7) 台風でアンテナが飛ばされるかと心配で短時

間の運用でした。 

JA1SKE (C7) 短時間でしたが，楽しませていただきました。 

JA1SKY (C28) 台風 18号の影響のため，アパマンアンテナを

しまい，過ぎるのを待ちました。1970 年万博のときは，大阪

池田に住んでいました。 

JA1SWB (F7) 台風 18 号が接近していて外に出れないので

コンテストを楽しみました。針金 ANTは切れずに頑張ってく

れました。 

JA1TCF (C7) 集計お疲れ様です。台風騒ぎの合間に参加し

ました。 

JA1TFJ (CM) 折からの台風１８号で立ち上がりは参加局が少

ないようでしたが，午後からはにぎやかになりました。 

JE1BMJ (CM) たくさんの局が出てきて盛況でした。 

JE1COB (C14) 前日に着いた去年の賞状にいたく刺激され

ての参加となりました。 
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JE1HTV (C7) 今日は台風が日本を縦断しました。当局の埼

玉県も午前中は大風，アンテナの関係で HF はあきらめて

GP で 430 に絞りました。その後 PC にトラブルがあり起動し

なくなったりと，忙しい本日のコンテストでした。 

JE1PMQ (C35) 今年は台風の影響で，自宅から 3.5MHz バン

ドに参加しました。 

JE1REU (C144) 台風 18 号直撃のなか頑張りました。 

JF1ABZ/1 (FM) 楽しむことができました。 

JF1KWG (F35) 集計ご苦労様です。 

JF1NPO (F7) SSB で交信するのは快適です。 

JG1AVO (F50) ANT が不調ですぐに QRT になり残念でした。 

JG1BGT (C7) 台風でベランダの釣り竿アンテナが飛ばされ

るので，オシマイにしました。 

JG1LPL (FM) 楽しく参加できました。 

JG1MWW (C7) 台風の中，２年ぶりに参加しました。アンテナを

気にしながらの運用でしたが，参加局が多く楽しめました。 

JG1RRH (FM) 前回よりも多くの局と交信できました。次回も

ぜひ参加します。 

JG1TVK (C28) 集計，お疲れさまです。台風の影響が大きく，

実際コンテストどころではなく，アンテナが飛ばされるか

と思ったぐらいの強風でした。その中でコールいただいた

各局に感謝です。また，被害に遭われた各局のいち早い回

復をお祈りいたします。 

JG1UKW (C7) 集計ご苦労様です。 

JG1VCH/1 (C50) 7MHz はチェックログです。 

JH1CHU (C35) 初めて常置場所から参加しました。 

JH1LHV (C7) 初参加です。 

JH1MTR/4 (C35) 朝から敬老会に出席，一杯飲んでました。

従って必然的にシングルバンド参加。 

JH1RVN/1 (CC) 小学 5 年生です。お父さんと一緒に参加し

ました。CW は難しかったです。 

JI1FLB (C7) 初参加です。 

JI1IIF (F7) 台風の影響を心配していましたが，千葉県は

思ったほど風が強くなかったので，様子を見ながら運用が

できました。XPO コンテストを記念して，8J3XPO の開局を期

待します。 

JI1TJJ (C7) 集計，お疲れさまです。 

JI1TYY (FM) 僅かな交信なので提出をちゅうちょしました

が，期限ギリギリになって提出します。 

JJ1XQU (C7) 集計ご苦労様です。台風の影響でタワーアン

テナを下げてしまったので あまり出来ませんでした。 

JK1DMT (C35) 今年も参加させていただきました。夕方の短

時間 3.5MHz CW のみで楽しませていただきました。 
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JK1DTK (F7) 台風のためかあまり聞こえず残念でした。そ

れでも参加できたのでとりあえず満足です。 

JK1FNL (F7) 台風のため，前半は Long Wire ならぬ Short 

Wire での参加でした。 

JK1NAF (F7) 当日は台風 18 号が埼玉県に接近，上陸しまし

た。Hi-Bandの ANTは廻せないと判断し固定してある 7MHz

の INV で参加しました。台風接近で参加局が少ないと思っ

ていましたが，十二分に楽しめました。 

JL1QDO (C7) 今年も参加させていただきました。台風が真

上を通過していきました Hi 

JL1UDM (C14) 各局，ありがとうございました。台風で短時

間の参加となりました。 

JM1ATF (CM) 台風の影響か，移動局が少なかった。 

JM1EKM (C7) 台風の中でしたが，多くの局と交信できまし

た。 

JM1HUX (CM) 73 歳。18 号台風の強風下で Antenna が大揺

れ，SWR の変動が大きかったです。 

JM1SVG/1 (F50) 台風で移動できず自宅近所からの運用と

なってしまいました。 

JM1TDG/5 (F50) 集計お疲れ様です。台風の影響でしょう

か，あてにしていた関西の皆さんの QRVが少なく，寂しい結

果でした。 

JN1BBO (C430) 台風による強風で釣竿を伸ばせず，HF は断

念しました。20m はチェックログでお願いします。 

JN1ILK (C7) ありがとうございました。 たいへん楽しめま

した。 来年も参加したいと思います。 

JN1KWR (C430) 台風のため短時間の参加となりました。 

JN1VXT (C21) 台風の最中の参加でした。 

JO1EUJ (C7) 午前中は台風直撃です。ベランダアンテナと

は言え，アンテナが心配で参加どころではありませんでし

た。午後になって，暴風雨が止んだので参加しました。ちな

みに縦ぶれオンリーで，KY-4Aで手打ちです。 

JO1LDY/1 (C144) 台風の影響で前半は運用できずでした。 

JO1WIZ (C7) 午前中は台風を警戒して運用自粛。昼食後に１

時間少々参加しました。勢いで CQ を出してみましたら，思

いの外，コールいただきました。1st QSOの局ともつながり，

今年も参加して良かったです。 

JO1XEU (C7) パドルをバチバチ叩くような操作でも，左右

に １ ミリも動かないように，鉄製のケージを作り，その上

面と棚下とのギャップをボルトの長さ調整で机上に，ケー

ジを押しつけるようにした。これで準備 OK，後半は調子よ

く CQ が出せるようになった。 

JP1FOS (CM) 集計ご苦労様です。移動して参加予定でした

が前日の天気が悪かったため，自宅での参加となりました。

来年は頑張りたいと思います。 

JQ1NID (C14) 今年は台風でしたが，どうにか参加できまし

た。来年は天気が良いと，いいですね！！ 

JQ1TIV (C7) 台風接近でどうなるかと思いましたが賑や

かで楽しいコンテストでした。 

JR1BTG (C21) コンテスト集計ご苦労様です。 

JR1MEG (C430) 台風が去ってからの短時間参加でした。 

JR1XNR (F144) 集計ご苦労さまです。台風上陸の中のコン

テストで２ｍは非常に局数が少なかったです。昨年の三分

の一以下の QSO 数でした。 

JS1MBH (F7) 台風の中 Ant.を低くして参加しました。 

7K4VPV (C7) 集計お疲れ様です。 HFでは初参加でした。 

7L1FFH （CM） 今年は台風が直撃したなかでの参加となり，

風の強さを見ながら，途中中断しながらの参加となりまし

た。 

7L3EBJ (CM) 集計ごくろうさまです，短時間でしたが楽し

ませていただきました。 

7M3OER (F50) 台風 18 号の直撃で移動運用ができず残念

でした。来年また楽しみにしています。集計ご苦労様です。 

7N4HTL/1 （F430） 集計 5963 です。 

JA2ANR (C7) ＡＩコンテストは参加できず。 

JA2BCQ (C7) 久しぶりのコンテスト参加でしたが，今年も 

ＸＰＯコンテストに参加できて喜んでいます。 

JA2BHG (C14) バンドがスキップしていたので，信号が弱く

受信に苦労 Hi 

JA2HUV (C50) 集計作業ご苦労さまです。台風18号通過中

の時間帯でした。そのため参加局が少なかったですね。 

JA2NGN (C35) 参加局が多くて，楽しいコンテストでした。 

JA2QVP (CM) 集計ご苦労様です。台風のためハイバンドの

アンテナが使えずＧＰで参戦でした。被害がかなり出てい

たみたいですけど各局は大丈夫でしたか。当局付近は朝

方 2 時間ほど影響がありました。 

JA2VHO (C7) 優勝経験あります，今年はちょっと少ないよ

うです。楽しかったです。集計お疲れ様です。７MHz シング

ルで参加します。3.5MHz, 14MHｚはチェックログとしてくだ

さい。 

JE2BOM (C7) 7MHzの CWはとてもにぎやかで楽しめました。 

JE2QBL (F7) 早朝と夕方を中心に運用することができまし

た。いつも楽しく参加させていただいています。 

JF2FIU (CM) 悔しいです Hi，台風 18号がマトモにここ 2エ

リアを襲いました開始後 1 時間半過ぎた頃(0730)から風

雨強くなり，逆 V が切れる有様，ずぶ濡れ覚悟で手直しに

外に出ようと思った途端，”停電”・・・絶句でした，そのまま何

もできず電気が復帰したのは 6 時間後・・・再開しても後の

祭り,来年がんばります・・・Hi 



JF2HTO/2 (C7) 極短時間の参加でしたが，非常に賑わって

おり楽しみました。素晴らしいコンテストですね。 

JF2JFP (F7) 短時間のコンテスト参加でしたが，楽しめまし

た。次回は，今回より良い成績を残せるように頑張りたい

です。 

JF2KWM (C35) 集計ご苦労様です。台風の強風によりアン

テナをベランダから振り出すことができませんでした。終

盤になんとか１時間のみ運用できました。 

JG2CNS/3 (F7) 台風の中，交信ありがとうございました。各

局，アンテナ等無事だったでしょうか？ 

JH2CMH (F7) 開催の日は勤務日のため，今年も短時間しか

で参加できませんでした。 

JJ2DWL (C35) 今年も出勤前に朝 25分だけ参加しました。 

JJ2SQJ (C19) 仕事終了後の，短時間の運用でした。 

JK2BAP (C7) 集計，お疲れさまです。台風 18 号の直撃で家

が揺れる程の強風と大雨の中，アンテナが心配でビクビク

しながら，ヤケクソ気味になって参加しました。 

JK2RCP/1 (C144) 台風のため，移動運用はやめ自宅より参

加しました。（430MHz 分はチェックログとして提出します。） 

JL2OGZ/2 (C7) 正味 30分強の参加でしたが，書類を提出し

ます。集計など たいへんだと思いますが，よろしくお願い

します。 

JM2CAN (CM) 台風の通過で，アンテナが飛ばされないか心

配しながらの運用でした。 

JM2LSJ (CM) 交信局数は少なかったですが，コンテストを楽

しむことができました。 

JQ2UNS (F7) 来年も参加します。 

JR2LBF (C7) 楽しく参加させて頂きました。 

JR2FJX (CM) 去年をわずかしか上回れなかったのは雷の

せいかナ？ 

JR2MHN (C7) 初めてのコンテスト参加です(^^) 

JR2MIO/2 (CM) 台風が接近していましたが，何とか移動運

用できました。 

JR2NTC (C19) 集計作業，ご苦労様です。朝は あいにくの

台風の雨風で移動を諦め，午後に期待をかけましたが，吹

き返しの風が強く，結局は自宅からの参加となりました。

3.5MHz にも出ましたが，チェックログとします。 

JR2VRN (CM) 楽しかったです。ありがとうございます。 

JR2WLQ (C35) 今年も参加ができました。台風到来の中，昨

年以上の記録を目標に致しましたが，台風被害もスコア的

にも何事もなく終了しました。いつまでも仮ＡＮＴではいけ

ませんね！ （今年もお世話になりました。3.5MHz 以外は

チェックログといたします。主催，運営お疲れさまです。） 

JA3HC (C7) 集計ご苦労様。久し振りに波を出したので，モタ

モタしていました。またメンテ不足でバトルが故障し最中

に修理しました。 

JA3QG (C35) 台風の影響で大荒れの中早朝 1 時間と夕刻

の 1 時間半の運用でしたが Condx が今ひとつでした。 

JA3ATJ (CM) 台風18号の影響が落ち着くのを待って，タワ

ーを延ばし，さらに コンテスト終了を待たずに続々届く 

電子ログの対応をしていると，コンテスト参加開始が 

14:28 になってしまいました。50MHz 以下の各バンドで楽し

ませてもらいました。 

JA3ATK/5 (C7) 朝15分だけの参加でした。交信ありがと

う。 

JA3BBG (F7) 台風 18 号日本列島縦断，福知山市全世帯避

難指示という中でのコンテストはなんとなく後ろめたい気

持ち。 

JA3GJQ (C7) 約 280局，４８マルチが出来ましたが PCの操作

ミスで記録が消えてしまい心が折れています。 

JA3LEB (CM) 集計ご苦労様です。 

JA3LGF (CM) 7MHz を中心に参加しました。局数は少ないで

すがログを提出します。 

JA3MIB (C50) 台風の影響か移動局が少なくて残念でした。 

JA3PYH/3 (F7) 台風の影響で，交信しにくい地域があっ

たように思います。 

JA3QOS (C7) 台風の影響でアンテナに被害が，そして右目

も負傷しての参加になりました。タワーのアンテナを下げ

たままでも問題のない 7MHz を主に運用しましたので今年

は 7MHzシングルバンドにエントリーします。 

JA3QVQ/3 (F7) 少ない QSO でしたが，データの提出をさせ

ていただきます。なかなか時間がとれませんでした。 

JA3RSJ (CM) 台風の影響でスタートが遅れ，フルタイムの

参加とはなりませんでした。台風の被害に逢われた局長さ

んがおられましたら，お見舞いを申し上げます。各局 TKS 

JA3SSB/1 (F7) コンテストに参加させていたただき，楽し

いひとときを過ごすことができました。ありがとうござい

ました。 

JF3EIG (C7) 台風で当日の予定が潰れたため，寝坊して出

遅れたもののフルオペできました。 

JG3CQJ (CM) 集計ご苦労です。フルタイムに參加できませ

んでしたが，楽しく運用できまし た。 

JG3DOR/3 (C19) 次回こそは，頑張りたいと思います。 

JH3CCT (C144) 作業お疲れ様です。台風 18 号の影響で大

荒れた天気となり，流石に局数も少ない中でしたが，交信

いただいた各局どうもありがとうございました。 

JH3QCO (F7) 台風で厳しいコンテストでした。 

JH3WKE (C7) 初めての参加です。各局ＱＳＯありがとうござ

いました。 



JI3CSH (C7) 台風による暴風雨の影響で，午後からの参加

になり，久々に HF で参加し，楽しむことができました。 

JI3MCM (C144) TNX FB アリガトウ。QSO 楽しんでいます。 

JK3NSD/3 (C7) 少しだけの参加でした。 

JK3TJM (C7) 台風による強風で，50W 5mH の参加でした。 

JM3GVH/3 (F7) 山岳ランキング，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と兼ねて運用しました。 

JM3QIS/3 (F50) 台風の影響で参加局が少なく寂しいコン

テストでした。 

JN3ANO (C7) 各局 交信ありがとうございました。台風１８号

により被害に遭われた方々にお見舞いを申しあげます。 

JN3DMJ (CM) 集計ありがとうございます。CW の QRP で運用

しました。全 QSO の 97％にあたる 3.5MHz,7MHz,50MHz は 

自作機 4 台で運用しました。QSO いただいた各局ありがと

うございました。 

JP3EAN (F50) 僕は小学校 5 年生で，初めてＸＰＯ記念コン

テストに参加しました。今日は台風が来ていて参加局が少

なかったように思います。 

JP3KLJ (F7) コンテストは，参加すれば楽しくなる。 

JP3KPJ (F430) 台風の影響で，ホームからの短時間の参加

となりました。来年も参加したいと思います。 

JQ3PPC (C7) 開始遅れと，台風と。 

JR3AAZ (F21) 集計お世話になります。5 回目の参加です。

大好きな 21MHz で多くの方々に QSO いただきました。Ｅス

ポが開けず。スキャッターで苦しいながらも多くの方にお

相手いただけました。各局ありがとうございました。書類

に不備がありましたらお知らせください。  PS; ほとんど

ＣＱは出さないのですが，バンドが空いているとＣＱを出す

ようにしています。 

JR3EDI (C14) 台風接近で移動運用できなくて，自宅から

参加しました。 

JR3KQJ (FM) 夕方のスキャッターが好調でしたが，気付い

た局が少なかったのが残念です。 

JR3NDM (C7) 集計ご苦労様です。交信していただいた各局，

ありがとうございました。 

JR3OQJ (C7) コンテスト開始から１時間後に，雨があがり台

風が過ぎ去った，アンテナが揺れる一日でした。 

JS3SRA (F7) 皆様ありがとうございました。JA3HC (C7) フ

ルタイムQRVできず、このような結果でした。最近はあまり

波を出していないので、はじめはモタモタでした。 

JA4BDY (CM) HF ハイバンドの CNDX 不良でポイントが伸びま

せんでした。 

JE4KQH (C7) 15 日だと思っていました。 

JG4IBI (F7) 集計ご苦労様です。よろしくお願いします。 

JH4EYD (C7) 敬老会出席で午前中は参加ができず遅れま

した。今回もお世話になります。 

JH4FUF/4 (C7) 仕事の当番日のため，ゆっくり参加出来ま

せんでした，賑やかで FB した。集計御苦労様です。 

JH4JUK (CM) 仕事で出かけるまでの短い時間の参加でし

た。 

JH4QJP (F7) 台風 18号の雨風で ANTに不具合が発生！通

過後 ANT 修理。 昼からのエントリーでした！ 

JH4RAL/3 (C7) いつもコンテストでお世話になります。台風

18 号が過ぎた午後から参加しました。 

JJ4NZO/1 (CM) 台風上陸と重なりましたので軽装で臨みま

した。台風が去った後のきれいな夕焼けが印象的でした。 

JO4CZY (F7) 来年も楽しみにしています。 

JR4BFA (F50) 今回，用事があり，ほんの少しだけのコンテ

スト参加になりました。次回は，余裕をもって，参加したいと

思っています。 

JR4CZM/5 (CM) 所用の合間に参加いたしました。久しぶり

の参加でした。 

JR4QED/1 (C7) 各局 QSO有難うございました。台風の影響

で後半の参戦となりましたが，同様な局も多かった様で，

ラストまで賑わっていて，楽しめました。 

8J4M13OO/4 (C19) JA4HIX は何十年ぶりかの参加です。

今回は 美作国建国 1300 年記念局 で参加させていただ

きました。ありがとうございました。 

JA5IVG (C7) 台風１８号の吹き戻しで，釣り竿 ANT が危なく

なり，頓挫しました。アパマンの悲しさですね。 

JG5DHX (C7) 当方の電波がいかに飛んでいないかが，よく

わかりました。 

JR5PPN (F7) いつもお世話になります。今年も参加各局お

世話になりました。台風の中ＱＳＯ有難う御座いました。次

回もよろしくお願いします。 

JA6HXW (C7) 短時間参加でした。いつもの方々と交信でき

ました。 

JA6RIL (C7) 集計お疲れ様です。生憎と台風１８号と重なっ

た所為か７，８，９エリヤが駄目でしたが昨年の５０局を超え

ました。 

JF6TWP/6 (C7) 集計お疲れ様です。お世話になります。昼

間のコンディションは，さっぱりでした。 

JG6JAV (C7) log sheetの日付時間は UTC。３－１エリアにか

けて台風１８号の影響がみなさん，たいへんだったのでは

ないでしょうか。秋の ALL JAみたいな雰囲気があって楽し

く参加させていただきました。 

JH6QIL (C14) 午前中だけの参加でした。台風の影響か参

加局が少ない感じでした。 

 



JJ6TWQ/6 (CM) このコンテストではバンドがことなれば同

一局との交信も有効ですが，初心者はどうも無効と勘違

いされているかたもおられるようです。規約では当然のこ

ととして記載されていないようですが，初心者のかたもお

られますし，一言，付け加えていただければ混乱が少なく

なると思います。 

JR6CSY (CM) 久ぶりに XPO コンテストに参加しました。 長

く続いている歴史のあるコンテストですね。 

JA7AEM (CM) コンテストの時間は，ずっと台風 18 号の強風

が吹き荒れていました。 

JA7DNO (F7) 台風直撃下の QRV でしたが，何とか今年も楽

しめました。 

JA7LLL (CM) 今年も参加できました。ハイバンドの聞こえ

が悪かったです。 

JE7DMH (CM) ハイバンド開けず残念。すごい台風の中，被害

なかったでしょうか？？ 

JE7ENK/7 (C21) 短時間ですが，参加させていただきました。 

JF7VVL (C7) 短時間でしたが，楽しみました！ 

JH7IXX (CM) あいにくの天候にもめげず交信いただきあり

がとうございました。 

JK7UST (C7) 台風接近のために，クランクアップタワーを半

分以上降ろしました。その結果，呼んでもなかなか応えて

くれず，アンテナの高さの重要性を再認識しました。 

JO7FGZ/1 (F144) 移動運用を予定していましたが，悪天候

のため断念し，近場での呼びまわりにとどめました。 

JR7ASO (C14) 台風直撃の中での参加でした。 他局に被

害がないことを祈ります。 

JA8NNT/1 (CM) 楽しく参加できました。 

JE8CLT (C14) 昨年に引き続き参加しました。 

JA9WWH/1 (C144) 台風が落ち着くまで，アンテナを収納し

ていました。皆さんのご無事を祈念します。 

JA9XAT/2 (F7) 岐阜県瑞穂市からでした。アパマンのた

め車から出ましたが，台風のおかげで，のんびりコンテスト

どころではなかったです。 

JH9FCP (C7) 合間を見ながらの参加となりましたが，意外

と多くの局と交信できました。またよろしくお願いします。 

JA0IND/1 (C7) 集計ご苦労さまです。 

JE0JAO (C7) 午後から少し時間がとれ，楽しみました。 

JE0KBP (F7) 台風 18 号の暴風雨の中，コンテストに参加し，

空電がひどくて受信に苦労しました。コンディションはよく

なかったです。集計に当たられる方に感謝いたします。 

JH0EQA (F7) おもしろかったです。次回も参加します。 

JH0OXS (C7) たいへん楽しむことができました。 

JH0QYS (F7) 台風 18号の影響で低調なスタートのコンテス

トとなってしまいましたが，午後から参加させていただき

ました。来年も参加させていただければと思っています。 

JR0ETA (C7) 台風 18号の通過に伴う大雨強風で，アンテナ

の共振周波数がずれてしまいました。そのため送信電力

を抑えて運用しましたが，参加局も多く楽しめました。 

ロ グ 提 出 数 推 移  

2013 年 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

電子ログ 388 454 391 424 375 319 250 248 219 231 241 

郵送ログ 63 71 110 144 137 150 136 136 136 158 211 

計 451 525 501 568 512 469 386 384 355 389 452 

電子化率 86.0 % 86.5 78.0% 74.6% 73.2% 68.0% 64.8% 64.6% 61.7% 59.4% 53.5% 

 

今回は，大型で強力な台風18号が，このコンテスト

と重なりましたので，皆さんたいへんご苦労なさった

ようで，上の表でも 参加者の減少がみられます。 

こればかりは，主催者としてもいたしようがありま

せん。被災された方もいらっしゃったと思います。

遅ればせながら お見舞い申し上げます。 

コメントをくださった中だけでも，小学生ハムが，

二人いらっしゃいます。1970年 万博会場において 

JA3XPO を運用していたとき，特別記念局のカウン

ターからなかなか離れようとしない小学生がいた

ことを思い出します。嬉しいことです。 

連盟主催のコンテストは，今年 4月の ALL JA コン

テストから 電子ログ提出のみ(一部例外を認める)に

変わります。関西地方本部は，当面従来どおりとしま

すが，できるだけ 電子化にご協力を お願いします。 

【ＪＡＲＬ関西地方本部 コンテスト委員会】 

〒569-1191 高槻北郵便局 私書箱 47 号 

http://www.tcn.zaq.ne.jp/ja3atj/contest.htm 

お問い合わせ先  ： ja3test@jarl.com 

コンテスト委員長 JA3QOS 上村 

  担当委員 JA3ATJ 坂井 


