
第１9回秋のダイナミックスケジュール参加局一覧

NO コール 氏　　　　名 都道府県 運用地 固定・移動

0エリア

1 JA0MRW 今　泉　政　治 長野県 上水内郡飯綱町 固定

2 JH0HST 池　上　　　毅 長野県 伊那市 固定

3 ＪＪ0ＱＯＴ 原　　　信　朗 長野県・岐阜県 松本市・高山市 移動

1Eエリア

1 7M1DBB 乘  松　秀 　彦 神奈川県 横浜市緑区 固定

2 JA1GTN 市　野　伊佐雄 神奈川県 横浜市港北区 固定

3 JE1LMD 佐　藤　克　男 東京都 町田市 固定

4 JQ1XFE 前　田　　　岳 東京都 町田市 固定

5 JA1BIL 島　崎　健　治 東京都 武蔵野市 固定

6 ７M2ADF 島　崎　 和　雄 東京都 東久留米市 固定

7 JG1UKV 鈴　木　賢　一 千葉県 市原市 固定

8 JN2AAV 渡　邉　修　次 静岡県 沼津市 移動

1Ｗエリア

1 JF1QWA 井　上　克　視 山梨県 南都留郡鳴沢村 移動

2 JH1CUW 角　田　敏　幸 山梨県 南都留郡鳴沢村 移動

3 JN1JHF 七五三木正澄 群馬県 吾妻郡妻恋村 移動

4 JO1TNL 星　　　一　秀 群馬県 吾妻郡妻恋村 移動

5 JA1WNK 卜　部　孝　男 埼玉県 さいたま市 固定

6 JI1THG 日向野　正 志 栃木県 小山市 固定

7 7K1FZE 松　本　清　寿 栃木県 大田原市 移動

8 JK8DGN 松　本　清　和 栃木県 大田原市 移動
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2Eエリア

1 JG2XWH 小　川　和　裕 静岡県 掛川市か島田市 移動

2 JJ2AOA 村　田　拓　夫 静岡県 浜松市 固定

2Nエリア

1 JG2QWP 土　井　郁　男 岐阜県 飛騨市 移動

2 JH2CDL 上　杉　稔　幸 岐阜県 高山市 移動

2Sエリア

1 JR2NTC 山　川　　　潤 愛知県 岩倉市 移動

3Sエリア

1 JN3BUZ 前　田　良　樹 兵庫県 尼崎市 固定

2 JA3RHR 布　　富美男 兵庫県 美方郡香美町 移動

3 JM3DAV 平　尾　友　正 大阪府 羽曳野市 固定

4 JJ3WOV 古　谷　彰　啓 大阪府 羽曳野市・富田林市 固定・移動

5 JQ3WNA 安　井　啓　二 大阪府 八尾市か富田林市 固定？移動

3Nエリア

1 JH3QYM 鎌　谷　徳　久 兵庫県 豊岡市 移動

2 JP3MAL 鎌　田　　隆 兵庫県 豊岡市 移動

4エリア

1 JO4GHW 村　田　行　雄 山口県 宇部市 固定

2 JR4GCM 石　田　時　雄 島根県 浜田市 固定

3 JR4IEE 妹  尾　    保 広島県 福山市 移動

4 JG4JIS 村　上　　　護 島根県 益田市 移動

5エリア

1 ＪＲ５ＥＭＪ 高　橋　誠　二 愛媛県か徳島県 四国中央市か三好市 移動
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6Ｓエリア

1 JA６VLW 森　下　誠　二 大分県 中津市・国東市・豊後大野市 移動

6Nエリア

1 JA６ITH 園　畠　史　雄 福岡県 糟屋郡 移動

2 JN６KZS 柏　原　邦　光 福岡県 大川市 固定

7Eエリア

1 JL7HIE 佐々木　　　洋 宮城県 大崎市 移動

2 JA7WXL 宮　下　一　彦 岩手県 下閉伊郡岩泉町 移動

3 JK7TGB 高　橋　武　敏 岩手県 一関市 移動

4 JK７TFK 佐　藤　　稔 岩手県 一関市 移動

5 JH7VIK 古　溝　善　一 宮城県 名取市 固定

7Wエリア

8Eエリア

1 JG8TLU 垣　原　康　広 北海道 勇払郡厚真町か新冠 移動

2 JH1URT 諏訪部　佳伸 北海道 久遠郡せたな町 移動

3 JA8WZC  中　川　利　勝 北海道 沙流郡 平取町 移動

9エリア

1 JE9VWK 北　村　信　二 福井県 三方上中郡若狭町 移動

2 JH9RSC 棚　田　善　昭 富山県 射水市 固定


