
コールサイン 氏　名 ご　住　所

NH0DX 北村　浩二 サイパン

JR3FNY 加藤　治 大阪市住之江区

JR4BFA 井元　康弘 岡山県赤磐市

JN6RRL 坂東　雅樹 福岡県大野市

JA3CRK 吉田  義廣 大阪府枚方市

JE2VDA/3 高橋　広幸 和歌山県

JA5BAM/3 藤野　浩孝 大阪府

JG3SLU 梶　美喜雄 大阪府摂津市

JR3CDE/4 深坂　勝彦 鳥取県鳥取市

JA3EKL 吉田  信之 大阪府泉大津市

JG1KTC 高尾  義則 東京都大田区

JF3PRS 渕上  嘉昭 堺市西区

JI3CJP 森田　勘司 滋賀県近江八幡市

JP3NRE 木村　宏美 京都府南丹市

JG3GOM 萩原　重昭 京都府福知山市

JF3VXA 森脇  伴良 大阪府東大阪市

JH3BFO 中根　正見 京都市西京区

JE3JAF 森田　一平 神戸市東灘区

JP3LTK 坂田　幸太郎 京都市左京区

JH3VQX 奥野　秀郎 堺市中区

JE3VCF 渕上　要 堺市堺区

JR3OWV 日下　庄蔵 大阪市阿倍野区
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JR6OFX 串山　三男 佐賀県杵島郡白石町

JF3ERJ 鎌足　正博 京都府城陽市

JH8TMM 小島　光平 北海道河東郡上士幌町

JA3INB 山本　仁史 兵庫県西宮市

JH0HOD/2 長島　一仁 岐阜県各務原市

JM3HLU 市川　芳夫 大阪市旭区

JP3FQT 大迫  雅彦 兵庫県尼崎市

JE3ODE 西田  正人 大阪府大阪狭山市

JA3HUE 崎山  勝久 大阪府守口市

JL3MGK 豊村 兵庫県尼崎市

JG3SZI 吉野 京都府宇治市

JI3OEW 日達（ヒダチ） 京都府京丹後市

JH3IQL 小森 和芳 京都府京丹後市

JG3STI 十倉　伸宜 京都府船井郡京丹波町

JP3CAO 大下  直記 大阪府豊中市

JF3OOT 巽　和夫 大阪市淀川区

JI3ERY 上前  誠 大阪市住吉区

JE3JZJ 松本　隆明 奈良県生駒郡安堵町

JH3VNV 鵜久森　健介 堺市美原区

JF3ILQ 三田村 大阪府大東市

JA3WFG 土井 兵庫県淡路市

JM3CXB 須崎  智 大阪府河内長野市
 JL3RDC
 (NH0DX) 北村 浩二 大阪府枚方市南中振

JA3RDU 長谷 健太郎 堺市西区

JA3HXQ 岸田 奈良県奈良市

JJ2ONH 加納  義也 岐阜県大垣市

JL4SXA 服部 俊明 広島県府中市



JO3LDO 梅本 兵庫県淡路市

JG1MOU 浜田  博 埼玉県久喜市

JS3NNF 細田 大阪府豊能郡能勢町

JL3ZAW 丹の国だんない 京都府船井郡京丹波町

JA3HZR 吉川 奈良県奈良市

JA3GJE 長谷川 奈良県生駒市

JA3RKL 山本龍太郎 京都府与謝郡与謝野町

JF3DIN 井谷 兵庫県宝塚市

JH3JLU 漆山 兵庫県洲本市

JA3JF 西村 大阪府交野市

JA3RHR 布（ぬの） 大阪府四條畷市

JR2SZH 川端　章雄 三重県伊勢市

JA3EGE 野瀬　健三 兵庫県三田市

JL3TII 松本 滋賀県

JF3PGL 谷脇　宗人 和歌山県紀の川市

JF8VEU/3 工藤 奈良県五條市

JE3GZV 森井邦彦 滋賀県守山市

JF3FHT 岩佐 博生 兵庫県神崎郡福崎町

JP3HQR 須和　正弘 大阪府茨木市
 JL3MVQ（新）
 JE3RXV（旧） 中村　武彦 大阪府

JH3REM 佐藤　一志 大阪府吹田市

JP3DOJ 早子　訓生 奈良県北葛城郡河合町

JO3NLE 原田  修 大阪市生野区

JF3NIM 田中　将夫 和歌山県海南市

JE3BFZ 田原　英司 堺市南区

JA4AYU 加藤　三郎 岡山市南区

JR3XNL 馬場  勇 堺市中区



JF3XSA 生田　勉 大阪府枚方市

JA3MOU 柳瀬  吉規 和歌山県和歌山市

JK3HDW 葛西　俊秀 兵庫県川西市

JJ1VEX 齋藤  和弘 さいたま市西区

JR3AKG  石上　武司 堺市西区

JI2OCH 山口　博正 愛知県豊橋市

JR3WAS 溝端　克司 大阪府大阪狭山市

JJ3SBA 牧田　和洋 堺市美原区

JR3TIS 八十島　定夫 大阪市中央区

JE3RXB 沖本　栄一 大阪市西区

JK3IAH 重井　宣行 大阪府寝屋川市

JA3FVJ 和田　正廣 兵庫県宝塚市

JA3WUJ 垣谷 嘉隆 滋賀県東近江市

JA3CLM 高木　義輝 大阪府池田市

JA3HOI 嘉瀬　拓造 大阪府寝屋川市

JL3ZBN
 mountain side radio club
 府立高専無線研究会 兵庫県佐用郡佐用町

JA3EGW 大脇　伸太郎 大阪府吹田市

JA3XYM 高橋　政良 大阪府南河内郡河南町

JR3PLZ 西浜    一 大阪市東淀川区

JP3EJP 竹之下　昇 和歌山県

JA3URG 中原　通 大阪市平野区

木下　敬章 兵庫県尼崎市

JA3JTC 小西　松男 大阪府富田林市

JO3SRR 吉田　真知子 大阪府枚方市

JO3SRQ 吉田　英司 大阪府枚方市

JH3DMQ 水谷　宗弘 大阪府柏原市

JF3NAO 吉田　武司 大阪府枚方市 


