
周波数別アナログ・レピータ局リスト
JP1YEV	 V	439.92	 栃木県	 下都賀郡壬生町

JP1YDX	 	439.88	 栃木県	 那須郡那須町

JP1YFA	 	439.18	 群馬県	 前橋市富士見町赤城山赤城

JP1YCX	 	439.98	 群馬県	 桐生市織姫町

JR1VY	 	439.88	 群馬県	 伊勢崎市今泉町

JP1YEA	 	439.80	 群馬県	 太田市金山町

JP1YGM	 	439.28	 群馬県	 吾妻郡中之条町

JP1YCW	 	439.86	 群馬県	 吾妻郡長野原町

JP1YKD	 V	439.84	 群馬県	 北群馬郡榛東村

JP1YCA	 	439.66	 群馬県	 利根郡昭和村

JP1YCB	 	439.54	 山梨県	 甲府市太田町

JP1YGX	 ★	439.92	 山梨県	 大月市大月町堂地

JP1YEC	 	439.88	 山梨県	 上野原市上野原

2エリア
JR2VS	 	 439.78		 静岡県	 静岡市葵区羽鳥

JP2YFX	 	 439.98		 静岡県	 静岡市葵区追手町

JP2YGS	 	 439.84		 静岡県	 静岡市葵区井川

JR2WX	 	 439.88		 静岡県	 静岡市駿河区池田

JP2YCQ	 	 439.60		 静岡県	 静岡市駿河区小坂赤坂

JP2YFN	 	 439.68		 静岡県	 静岡市清水区北矢部長谷

JP2YFR	 	 439.56		 静岡県	 静岡市清水区茂畑字原

JR2VP	 	 439.58		 静岡県	 浜松市中区元城町

JP2YDE	 	 439.54		 静岡県	 浜松市北区都田町

JR2VE	 	 439.82		 静岡県	 沼津市足高

JP2YGN	 V	 439.76		 静岡県	 沼津市東椎路中尾

JR2VU	 	 439.66		 静岡県	 熱海市初島区拝ノ上

JR2WI	 	 439.54		 静岡県	 伊東市新井

JP2YCP	 	 439.70		 静岡県	 島田市阪本

JP2YEU	 	 439.92		 静岡県	 富士市永田町

JP2YEX	 	 439.72		 静岡県	 富士市大渕

JP2YCS	 	 439.94		 静岡県	 焼津市藤守

JP2YCO	 	 439.90		 静岡県	 掛川市東山

JP2YGV	 	 439.80		 静岡県	 藤枝市下之郷

JR2VO	 	 439.96		 静岡県	 湖西市新所竜ガ谷

JP2YDH	 	 439.34		 静岡県	 伊豆市菅引入

JP2YFI	 V	 439.50		 静岡県	 伊豆市冷川字大幡野

JP2YGD	 V	 439.44		 静岡県	 伊豆市冷川字大幡野

JP2YGM	 V	 439.48		 静岡県	 伊豆市冷川字大幡野

JR2VR	 	 439.62		 静岡県	 菊川市冨田

JR2VQ	 	 439.52		 静岡県	 牧之原市藤沢切通シ

JR2VF	 	 439.86		 静岡県	 賀茂郡東伊豆町

JP2YEH	 	 439.64		 静岡県	 榛原郡川根本町

JR2WN	 	 439.68		 岐阜県	 岐阜市薮田南

JP2YCH	 	 439.76		 岐阜県	 岐阜市鹿島町

JP2YCI	 	 439.92		 岐阜県	 岐阜市金町

JP2YGO	 	 439.84		 岐阜県	 岐阜市川部

JR2WW	 	 439.88		 岐阜県	 大垣市南頬町

JR2WL	 	 439.64		 岐阜県	 高山市下岡本町

JR2VG	 	 439.72		 岐阜県	 関市若草通

JP2YCG	 	 439.56		 岐阜県	 中津川市加子母字東桑原

JP2YDD	 	 439.46		 岐阜県	 中津川市手賀野字斧戸

JR2WO	 	 439.52		 岐阜県	 恵那市長島町正家

JP2YCJ	 	 439.96		 岐阜県	 各務原市那加桜町

JP2YGP	 	 439.56		 岐阜県	 可児市広見

JR2VD	 	 439.60		 岐阜県	 郡上市八幡町大字安久田二サン山

JR2WK	 	 439.66		 岐阜県	 郡上市大和町落部字黒ノ田

JP2YDB	 	 439.30		 岐阜県	 郡上市八幡町美山字オクゴ

JP2YFP	 	 439.54		 岐阜県	 加茂郡八百津町

JP2YCF	 	 439.92		 岐阜県	 大野郡白川村

JR2WF	 	 439.78		 愛知県	 名古屋市北区楠味鋺

JR2WB	 	 439.58		 愛知県	 名古屋市中区丸の内

JP2YGB	 V	 439.86		 愛知県	 名古屋市昭和区妙見町

JR2WT	 	 439.74		 愛知県	 名古屋市熱田区神宮

JR2WC	 	 439.62		 愛知県	 名古屋市港区高木町

JP2YCN	 	 439.72		 愛知県	 豊橋市飯村町西山

JR2WP	 	 439.56		 愛知県	 岡崎市仁木町字郷西

JR2VC	 	 439.82		 愛知県	 春日井市西山町

JP2YGT	 	 439.26		 愛知県	 豊川市上長山町本宮下

JR2WU	 	 439.92		 愛知県	 碧南市金山町

JP2YCL	 	 439.88		 愛知県	 碧南市幸町

JP2YGZ	 V	 439.66		 愛知県	 蒲郡市西浦町大山

JR2VH	 	 439.64		 愛知県	 犬山市大字前原字天道新田

JP2YFG	 	 439.52		 愛知県	 常滑市大曽町

JP2YEM	 	 439.64		 愛知県	 新城市緑が丘

JR2WR	 	 439.80		 愛知県	 東海市加木屋町東大堀

JP2YGC	 	 439.96		 愛知県	 高浜市小池町

JR2VK	 	 439.90		 愛知県	 日進市岩藤町

JP2YGQ	 	 439.60		 愛知県	 田原市高松町尾村崎

JR2WV	 	 439.98		 三重県	 津市半田

JP2YCT	 	 439.94		 三重県	 四日市市久保田町

JR2WA	 	 439.04		 三重県	 伊勢市朝熊山大字岳

JP2YGX	 	 439.84		 三重県	 松阪市飯南町粥見字喜平衛谷

JP2YCD	 	 439.76		 三重県	 鈴鹿市稲生町

JP2YCE	 	 439.70		 三重県	 鈴鹿市白子町官有地

JP2YCC	 	 439.52		 三重県	 尾鷲市南浦矢の川小坪

JR2WH	 	 439.72		 三重県	 熊野市大泊町字地蔵

JP2YDV	 	 439.92		 三重県	 熊野市有馬町桂木

JP2YEV	 	 439.68		 三重県	 志摩市阿児町甲賀

JP2YFY	 	 439.60		 三重県	 伊賀市上野中町

3エリア
JR3VL	 	 439.68		 京都府	 京都市北区紫野北花ノ坊町

JR3VA	 	 439.54		 京都府	 京都市上京区仁和寺御前通西入ル下横町
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JR3WH	 	 439.78		 京都府	 京都市上京区西五辻北町

JR3VC	 	 439.66		 京都府	 京都市伏見区深草野田町

JR3WD	 	 439.76		 京都府	 京都市西京区大原野南春日町

JP3YGP	 V	 439.92		 京都府	 京都市西京区大原野春日町

JR3VD	 	 439.86		 京都府	 福知山市天田字沢

JR3WE	 	 439.56		 京都府	 福知山市大字池部小字烏ヶ岳

JP3YDS	 	 439.94		 京都府	 福知山市大字池部小字烏ヶ岳

JP3YDW	 	 439.78		 京都府	 福知山市大字池部小字烏ヶ岳

JR3WF	 	 439.68		 京都府	 舞鶴市大道

JP3YGY	 	 439.90		 京都府	 舞鶴市字観音寺無番地

JP3YDO	 	 439.58		 京都府	 宇治市木幡御園

JP3YHQ	 	 439.56		 京都府	 宇治市宇治

JP3YHR	 	 439.88		 京都府	 宇治市広野町宮谷

JR3VU	 	 439.98		 京都府	 向日市寺戸町天狗塚

JP3YER	 	 439.58		 京都府	 京丹後市網野町切畑大糸

JP3YFD	 	 439.66		 京都府	 京丹後市久美浜町栃谷大谷

JP3YGI	 	 439.94		 京都府	 京丹後市網野町切畑大糸

JP3YIF	 	 439.60		 京都府	 京丹後市弥栄町野中

JR3VZ	 	 439.52		 京都府	 南丹市園部町船岡

JR3WB	 	 439.94		 京都府	 南丹市園部町船岡吉坂

JP3YCX	 	 439.72		 滋賀県	 彦根市石寺町荒神山

JP3YCB	 	 439.80		 滋賀県	 長浜市宮前町

JP3YCC	 	 439.86		 滋賀県	 近江八幡市宮内町

JP3YHU	 	 439.60		 滋賀県	 米原市上野

JR3VO	 	 439.62		 滋賀県	 蒲生郡日野町

JR3VN	 	 439.80		 奈良県	 奈良市川上町

JR3WT	 	 439.70		 奈良県	 御所市森脇

JR3VG	 	 439.98		 大阪府	 大阪市天王寺区堂ヶ芝

JR3WL	 	 439.54		 大阪府	 大阪市浪速区下寺

JP3YHW	 	 439.72		 大阪府	 大阪市東成区大今里西

JP3YHB	 逆★	 434.83		 大阪府	 大阪市城東区森ノ宮

JR3VE	 	 439.52		 大阪府	 大阪市平野区加美南

JR3VH	 	 439.90		 大阪府	 大阪市中央区谷町

JR3WJ	 	 439.62		 大阪府	 大阪市中央区北浜東

JP3YDT	 	 439.64		 大阪府	 高槻市北園町

JP3YHP	 V	 439.85		 大阪府	 枚方市釈尊寺町

JR3WA	 	 439.34		 大阪府	 東大阪市荒本北

JR3WW	 	 439.56		 和歌山県	和歌山市田中町

JP3YCE	 	 439.80		 和歌山県	御坊市薗

JR3WV	 V	 439.78		 和歌山県	紀の川市桃山町竹房最初

JP3YHE	 ★	 439.95		 和歌山県	紀の川市切畑字葛城

JR3WY	 	 439.74		 和歌山県	伊都郡高野町

JP3YEG	 	 439.18		 和歌山県	伊都郡高野町

JP3YCW	 	 439.82		 和歌山県	有田郡湯浅町

JP3YCV	 ★ V	 439.60		 和歌山県	有田郡有田川町

JP3YCF	 	 439.68		 和歌山県	西牟婁郡白浜町

JR3VK	 V	 439.11		 兵庫県	 神戸市灘区六甲山町南六甲

JR3WP	 	 439.68		 兵庫県	 神戸市須磨区東落合

JP3YHZ	 V	 439.86		 兵庫県	 神戸市垂水区星が丘

JR3WR	 	 439.60		 兵庫県	 姫路市西魚町

JP3YCO	 	 439.90		 兵庫県	 姫路市奥山

JR3WQ	 	 439.64		 兵庫県	 明石市相生町

JR3WO	 V	 439.65		 兵庫県	 西宮市浜甲子園

JP3YEF	 	 439.14		 兵庫県	 西宮市山口町船坂

JP3YCQ	 	 439.62		 兵庫県	 相生市陸字秀谷

JP3YDR	 	 439.62		 兵庫県	 豊岡市城崎町字来日奥山

JP3YHA	 	 439.58		 兵庫県	 宝塚市雲雀丘山手

JP3YEL	 	 439.58		 兵庫県	 宍粟市千種町鷹巣上乢

JP3YEM	 	 439.82		 兵庫県	 宍粟市一宮町東河内字林

JP3YGX	 	 439.88		 兵庫県	 宍粟市山崎町横須字笹の丸

JP3YGO	 	 439.84		 兵庫県	 加東市山国

JP3YEI	 	 439.36		 兵庫県	 美方郡香美町

JP3YGN	 	 439.76		 兵庫県	 美方郡香美町

JR3VS	 	 439.56		 兵庫県	 美方郡新温泉町

4エリア
JR4WC	 	439.66	 岡山県	 岡山市北区丸の内

JR4WH	 	439.76	 岡山県	 倉敷市白楽町

JR4WL	 	439.56	 岡山県	 津山市東田辺

JP4YDD	 	439.74	 岡山県	 津山市阿波字樋ヶ谷

JR4VC	 	439.58	 岡山県	 井原市木之子町

JR4WD	 	439.60	 岡山県	 高梁市松山

JR4VM	 	439.38	 岡山県	 新見市大佐小阪部字大佐

JP4YDM	 	439.84	 岡山県	 新見市哲多町老栄

JR4WP	 	439.94	 岡山県	 新見市新見

JR4WR	 	439.52	 岡山県	 真庭市阿口

JR4WQ	 	439.62	 岡山県	 浅口市金光町上竹

JP4YCN	 	439.52	 島根県	 浜田市金城町小国イ

JR4WE	 	439.62	 島根県	 出雲市今市町

JR4VW	 	439.78	 島根県	 出雲市大社町杵築西

JP4YCI	 	439.80	 島根県	 出雲市佐田町須佐

JR4VV	 	439.96	 島根県	 出雲市大社町杵築南

JP4YDK	 	439.16	 島根県	 大田市山口町三瓶山

JP4YCS	 	439.70	 島根県	 雲南市大東町

JR4WV	 	439.54	 島根県	 鹿足郡津和野町

JR4VI	 	439.68	 島根県	 鹿足郡吉賀町

JR4VT	 	439.96	 山口県	 下関市彦島老の山公園

JP4YDO	 	439.98	 山口県	 下関市豊田町大字江良字華山

JP4YCL	 	439.56	 山口県	 萩市大字須佐高山南平

JR4VA	 	439.72	 山口県	 萩市三見地内鎖板

JP4YDI	 	439.88	 山口県	 萩市高佐下伏馬山

JR4WY	 	439.64	 山口県	 防府市寿町

JR4WW	 	439.94	 山口県	 防府市大字富海字藤兵衛谷
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