
 

7L1FFH (C28) コンテスト集計ご苦労様です。 

JA1ZGP (C144) 集計ご苦労様です。QSB があり

コンディションは良いとは言えない状況ではあ

りましたが，今年も 144MHz で 3 エリア各局にお

相手していただき，たいへん嬉しく思います。他

のコンテストでも聞こえていましたらよろしく

お願いします。 

JI1JRE/3 (KFM) 初参加です。よろしくお願い

いたします。 

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) 集計審査ご苦労様です。今年もお

かげさまで何とか「参加」できました。エリア外

からもコールしていますので微弱な!? 電波にも

ぜひお耳を傾けください。一所懸命コールしてい

ます Hi QSO していただいた３エリア各局ありが

とうございました。 

JG2CNS/3 (KF430) 事務局，集計お疲れさまで

す。当日はたくさんのコンテストが開催されてい

たようですね。関西 VHF に専念できるように，今

回は 430MHz 部門を選択してみました。昨年はロ

グが改行されていない事象が発生しましたので，

今回は違うメールアドレスで発信してみます。 

JH2CMH (CM) 今年も短時間の参加でしたが，楽

しむことができました。 

JM2CAN/2 (C50) 飛び入りで参加させていただ

きました。 

JP2XYT/3 (KF430) 生駒山山上遊園地からの参

加でした。短時間でしたが楽しめました。 

JR2EKD/3 (KF430) ハンディ機で参加しました

が，今一でした。 

JR2MWT/3 (KF430) 初参加でした。交信いただ

きました各局，ありがとうございました。 

JA3ATJ (KC144) とてもフルタイムの参加がで

きる状況ではなくて「チョットダケヨ」になりま

した。日ごろの行いが悪いせいか，ANT が南半分

しか廻らず，情けない成績になりました。 

JA3BBG (KF50) 過去の歴史からなんでしょう

が，なぜ午後 9 時スタートなんでしょうね？ 各

種国際コンテストのように，午前 9時(00:00UTC)

スタートにならないのは何故？ 

JA3GJQ (KC28) 運営，いつもありがとうござい

ます。国内は開けていましたが，管外局が少なく

残念でした。 

JA3HHN (KF2400) 初めて 2400MHz に参加しま

した。１局だけ交信できました。なお今回は 

E-LOG MAKER による提出の確認も兼ねています。 

JA3IAS (KF2400) 28～430MHz 帯は，かなり参

加局がありましたが，2400MHz 帯は苦労しました。

小生は，PC オンチですから，電子ログの提出で

なく，お手数をかけますがヨロシク。 

JA3JND/3 (KFM)参加局数を考えると開催時間

は 日曜日 6時から 12時で充分では・・・。 

JA3KDJ (KFM) サービスを させていただきま

した。 

JA3KYS/3 (KFM) 集計ご苦労様です。天気は良

かったがコンディションが，今ひとつで 参加局

も少ないように感じました。 昨年と同様な結果

になりました。 

JA3LGF (KCM) P/C を XP から W7 に変更した

ものの E-LOG MAKER がダウンロードできず，こ

の形式での提出をトライします。 

JA3MIB (KF28) ５月の新緑の裏山へ，爽やかな

風に吹かれての参加でした。 

JA3POW (KF430) 以前より参加局が少なくなっ

た。とくに他エリアの局が聞こえない。 

JA3PYH (KF50) 用事があったので，短時間の参

加でした。 

JA3QOS (KF50) 以前に比べると，深夜に出てい

る局が少なくなったように思います。結局ぐっす

り寝てしまいました。 

JA3RSJ (KFM) 概ねフルタイム近くで参加でき

ましたが，深夜はダウンしました。各局 TKS 

JE3ODE (KC430) 参加時間が少しでしたが楽し

めました。 

JE3PGF (KC144) QSO いただいた各局，ありが 

とうございました。 
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JE3VOK (KC50) このコンテストに，初めて参加

しました。 

JF3FHT (KC144) 久しぶりに参加しました。電

信部門へは初めての挑戦です。QSO していただい

た各局，ありがとうございました。 

JF3KCH (KCM) 只今 CWの修行中，今回は電信部

門で参加させていただきました。7WPM の遅い CQ

に応答いただいた OM さん達，ありがとうござい

ました。 

JF3LPM (KCM) 紙ログも OKのようなので，一応

提出します。 

JF3NAO/3 (KC50) いつもお世話になります。今

年も何とか参加することができました。今回は前

回の交信数より少し減ってしまいました。最近コ

マーシャルが多忙でコンテストにほとんど参加

していなかったので，久し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。 

JF3PNQ (KC28) 参加局が少ない !! 

JG3DOR/3 (KF28) HB9CV の VSWR が落ちなかっ

たので，モビホで参加しました。 

JG3EIA/3 (KF1200) 430MHz は，チェックリス

トとして提出します。 

JG3HGN (KFM) アンテナの整備をして，耳を良

くするのが夢です。 

JG3LTE (KFM) 電子ログに慣れてないので，再

提出になります。よろしくお願いします。 

JH3CCT (KC50) 集計作業お疲れ様です。短時間

の QRV でしたが，交信いただいた皆様ありがとう

ございました。 

JH3HGI (KC28) ほんの少しだけの参加でした。 

JI3BAP (KC28) 初めて 28MHz に エントリーし

ました。 

JI3CSH (KCM) 今年も楽しく参加させていただ

きました。 

JI3DNN/3 (KC28) 集計ご苦労さんです。 

JI3MIK/3 (KC50) 参加局数が少なく感じたこ

と，他の複数のコンテストと実施日程が重なって

いることの 2 点が残念に感じました。 

JI3ZOX (KCC) 久し振りに，アパマンクラブの

常置場所で関西 VHF コンテストに参加しました。

集計ご苦労様です。 

JJ3SBG (KFM) サービスをさせていただきました。 

JJ3WPX (KFM) 短時間の参加でしたが，楽しま

せていただきました。交信していただいた各局，

ありがとうごいざました。 

JK3HLP/3 (KCM) 集計お疲れさまです。設営時

風が強く苦労しましたが，全般的に天気がよく移

動運用を楽しめました。 

JK3NSD/3 (KF430) ほんの少しだけの QSO です

が，提出します。 

JM3AAN (KCM) マルチは一杯あるのに，参加局

が少なく獲れなかったのは寂しいな。 

JN3ANO (KC144) 各局 交信ありがとうございま

した。 

JN3GFS/3 (KF430) たいへん活況で，楽しませ

ていただきました。 

JN3LAK/3 (KFM) 久々の関V参加となりました。

50MHz が自作の 2el HB9CV，144/430MHz がモー

ビルホイップで，いずれも自宅 2F のベランダに

仮設でしたが，5Wにしては意外と飛んでいるな，

という感じでした。 

JN3QNG (KFM) マイペースでゆっくりやりまし

た。昨年より，参加局が減っている感じがします。

28MHz の活性化に少しでも役立てばと思います。 

JN3VQM (KF1200) 大好きな 1200MHz，昨年より

参加者が少なかった。聞えても届かなかった局が

数局。ハンディ機にモビホなので仕方がないか。 

JO3AGQ (KC28) アンテナの調整が悪くご迷惑を

かけ申し訳ありませんでした。 たいへん楽しく

参加させていただき，FB な QSO をしていただい

た各局ありがとうございました。 

JO3JYE/3 (KF50) 集計ご苦労様です。今年は都

合により，土曜日の夜だけの参加となりました。 

JO3LDO (KC144) 土曜から山にこもりましたが

強風でスタックを下ろしたので数局の交信，日曜

明け方から再セットしましたが風がやむまで思

う方向にビームを向けることができず，風がやん

だとたんノイズが上がり散々でしたが，それなり

に楽しめました。交信くださった各局ありがとう。 

JO3NTB (KCM) 50,144MHz CW に多くの局が出て

おられたので，QSO できました。初めて CW で参

加しました。28MHz は常時静かなので，2局と QSO

できたことも嬉しく思います。今後，より多くの

局が参加されることを望みます。 



 

JO3RUL (KFM) 次回も楽しみにしています。 

JP3EAN/3 (KF50) 小学校六年生です。去年に引

き続き２回目の参加です。今回は移動しての参加

になりました。また来年もがんばろうと思います。

神戸市北区に転居しましたのでこちらでもよろ

しくしくお願いします。 

JP3EDJ (KFM) 楽しく参加させていただきまし

た。 

JP3EFS/3 (KFM) モービルから参加しました。 

JP3HQR (KFM) 昨年夏の開局後，初めて 関西

VHF コンテストに参加しました。 

JR3AAZ (KF28) 集計お世話になります。3年間，

仕事で参加できず，4回目の参加です。 

JR3KQJ (KFM) 二日目はエレキートラブルで，

やむなくマニュピュレーターを横置きして片側

接点を使用した手打ちでした。リグのトラブルに

より 28MHz の CW トーンが歪んで，ご迷惑をおか

けしました。 

JR3NDM (KCM) 集計ご苦労様です。短時間の参

加でしたがナンバー交換いただきました各局，あ

りがとうございました。 

JR3RIY (KFM) 受信のノイズレベルが高く，各

局に ご迷惑をおかけしました。 

JH4JUK/4 (CM) 日曜日は移動したのでホーム

運用のみの参加です。 

JA5SQH/5 (FM) SHF の参加が少ないので,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。 

JN4PMO/4 (F50) 約２時間の参加でした。交信

していただいた方々，ありがとうございました。 

JR4BFA (C144) 144MHz 以外の周波数もワッチ

しましたが，ほとんど入感なし。残念，また次回

にチャレンジします。 

JR4CZM/3 (KCM) 15 年以上ぶりの管内からの参

加となりました。以前より参加局が少ない気がし

ました。初めての移動地(南あわじ市)でしたが，

思ったほど関西の局が強く聞こえませんでした。

また新たな移動地を探してみます。 

JR4FLW/4 (CM) 集計御苦労様です。御多忙とは

存じますが，締め切りを前倒しして，結果発表を

早めにしたいただくことを希望します。 

JA5ND/3 (KF144) 少数ですが，提出しておきま

す。紙ですみません。 

JA5CBU (F50) ほとんど聞こえませんでした。 

JA5DUR/3 (KC1200) 集計ご苦労様です，楽しく

遊ばしてもらいました。 
JA5QYR (CM) 楽しめました。ex JA1COP 

JA5SQH/5 (FM) 5 月 11 日朝の 50MHz は，酷か

った。突然 RTTY のけたたましい音が出てきて，

2.5kHz おきに周波数を独占するかのように，コ

ンテストが余儀なく中断させられ，バンドが使え

なくなった。まだコンテストが終わっていない時

間なのに。3 時間前からピロピロと迷惑です。

50.300MHz 台での RTTY が「ジャマ」で SSB でコ

ンテストをするには，苦痛です。年に一度，1日

限りのコンテストだから，RTTY にジャマされた

くないのです。何とかならないでしょうか。 

JG5DHX/5 (F50) ここの運用地のロケとアンテ

ナの性能からして，この局数は妥当でしょう。 

JI5SIO (F144) 今年も参加だけになってしま

いましたが，参加局が少なくなりました。 

JA7AEM/7 (C28) 50MHz４el 八木も持って行っ

たのですが，50 は全く NG でした。 

JA9XAO (C50) 1 局だけしか聴こえなかった。 

JA9XAT/2 (C430) 天気に恵まれてよかった。 

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

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 14 年 

電子ログ 34 48 83 62 70 101 114 148 119 164 157 165 174 

郵送ログ 103 108 106 83 93 91 77 86 54 62 32 40 30 

合  計 137 156 189 145 163 192 191 234 173 226 189 205 204 

電子ログ率 25 31 44 43 43 53 60 63 69 73 83 80 85 
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