
Z90－05

第9回・七夕コンテスト順位表等の発行案内

JAIHTD局　　山本豊治　様　03－001－06

この度は、当クラブ主催の「第9回・七夕コンテスト」にご参加頂

きまして有難う御座いました、お送り頂きました申請書を厳正に審査

をさせて頂きました、順位表等をお送り致しますのでご査収下さい。

各局にお願い。

次回の当コンテストは、皆様の温かいご協力により、第10回目を

迎える事に成ります、其処で「第10回記念」を特集した会報の発行
を来春5月初めに予定して居ります、特に題材は決めずに日頃皆様が

過ごされて居る中の様子等を12月20日を目標に写真を（文章のみ

でも結構です）添えて郵便又はE－mail等で投稿して頂きたく宜しく

お願い致します。

特に今回、表彰状・短冊賞等をお受けに成られた方々の積極的

な投稿をお待ちして居ります。

特筆事項を必要とする方には、下記に記載致しました。

1．

2．

〔＼√

3．

尚、毎年7月1日より10日まで「七夕コンテスト」を実施して居り

ます、次回のご参加をお待ち申し上げます、どうぞ宜しくお願い致しま

す。

平成27（2015）年10月吉日

下記、ホームページも是非ご覧下さい。
http：／／jqlyrb．jimdo．com

お問い合わせ等は、下記メールアドレスをご利用下さい。
トmaH：tarc＠ham．nifty．jp
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JA1HTD　　　山本豊治　様

第9回・七夕コンテストも皆様のご協力により、無事に終了する事が出来ました、ご

参加下さいました各局、並びにサポートに当たられた各局に感謝し御礼申し上げます。

今回は、昨年改善を致しました環境下で実施致しました、各局のご理解とご協力を頂

き概ね順調に進める事が出来たと自負して居ります。

新たにご参加下さいました方々も有り、昨年の申請者数を超えて多くの皆様より申請

書をお送り頂きました。

審査作業も前半は順調に進める事が出来ましたが、皆様もご存じの様に後半にかけて

は台風18号の影響で隣接する常総市における水害によるIT機器の修復業務等に昼夜

を問わずに関与して居りました関係で時間の制約を受け予定通りに事務処理を進める事

が出来ませんでした、長らくお待たせしました事をお詫びすると共に、事情をご理解下

さい。

下記資料を同封致しましたのでご査収下さい。

rl．第8回・七夕コンテスト順位表

2．表彰状　（第1位より第3位の該当者）

3．短冊賞　（末尾7位の該当者）

4．アワード（天の川賞・該当者）

5．アワード（ひこ星・笹の菓賞）

03－001－06

6．入会推薦案内資料等

7．その他の資料　　　　　　　　　　　　　　　式

今回も、切手の同封（厳守）が無かった方には、下記賛助者のご厚意により全ての方に

資料をお送り致しました、次回より忘れる事の無い様にご注意下さい。

追伸

今回、下記の皆様より賛助金品等をお寄せ頂きました、クラブ運営の為に活用させて

頂きます、此の場をお借りして御礼を申し上げます。

JAIDCK．JMlXSJ．JH3SKC．JP3LDJ．JIlOUZ．JH3AZK．JHIAHC．JA8DHV．JR8NO軋

JH5GEL．JL7XNP．JHIWQV．JAlIQK．JL3HzC，7K40VF．JI7VQP．－JAlXHC．JJ4MEA．

JKISMY．JA1TAZ．JA4KGH．JHOSGO．JR2NRP．JE3CSO．JF3UIB．7M3HYT．JRlXNR．

JF2RYX．JR8CEM．JA2PEI．JL7XRD．JH4XFZ．JA7DY．　（順不同）

以上の各局より、現金・切手・商品券・等々をお寄せ頂きました、皆様大変有難う御座

いました。

式

枚

枚

枚

枚



JAIHTD

第9回・七夕コンテスト・順位表

一般　OM・オールバンド（Nol）

01－001

順 �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受番 

1 �JLILGX＃ �781 �1556 �1．215．236 � �2 �33 

2 �．TAIDCX �758 �1435 �1．087，730 �2／9 �4 �2 

3 �．IJIPSM �511 �906 �462，966 �2／9 �2 �94 

4 �JMIAHX＃ �281 �1028 �288，868 � �4 �34 

5 �．TEl．THK �339 �594 �201．366 � �5 �134 

6 �．TH8MYB＃ �334 �573 �191，382 � �1 �142 

7 �．TJlVEX／1＃ �339 �564 �191，196 � �6 �170 

8 �．THlIZW �250 �749 �187，250 � �1 �82 

9 �．TH4GXE �222 �752 �166，944 �＊2 �2 �98 

10 �JSIPXY＃ �270 �525 �141，750 � �3 �162 

11 �．TA20VK �194 �713 �138，322 �2／9 �1 �95 

12 �JAIGVM �166 �696 �115，536 �＊9 �4 �17 

13 �．TM3GVH �223 �411 �91，653 � �8 �11 

14 �．TAOHYU �147 �615 �90，405 �2／9 �4 �169 

15 �JA8DHV �188 �464 �87，232 �2／9 �4 �111 

16 �．TEIUMG �140 �609 �85，260 � �7 �23 

17 �．T．TlXQU �144 �553 �79，632 � �ご7㌔ �103 

18 �．TA2LFT �130 �575 �74，750 � �4 �52 

19 �JF3DOI（ �171 �427 �73，01．7 � �6 �106 

20 �JFIHQI＃ �192 �362 �69，504 � �5 �24 

21 �．TF2RYX �134 �486 �65．124 � �1 �120 

22 �JH3SKC＃ �140 �429 �60，060 � �7． �56 

23 �7M3HYT �166 �315 �52，290 �＊2 �5 �100 

24 �JIITYY �97 �517 �50，149 �＊2 �6 �102 

25 �JN3LVG �146 �312 �45，552 �＊2 �2 �96 

26 �JH2JRX＃ �111 �399 �44，289 � �3 �139 

27 �JAISHA＃ �141 �314 �44，274 � �2 �165 

28 �JA9GEW �79 �520 �41．080 � �1 �81 

29 �．丁Ⅰ8GLY �109 �353 �38，477 �＊2 �8 �90 

30 �．TMlXSJ＃ �111 �324 �35，964 � �5 �36 

31 �JI2VXO �90 �366 �32，940 � �1 �7 

32 �．IKISMY＃ �93 �309 �28，737 � �2 �32 

33 �JIIQm＃ �93 �283 �26，319 � �5 �93 

34 �JS3SRA＃ �69 �362 �24，978 � �3 �43 

35 �JAOABK＃ �81 �307 �24，867 � �3 �48 

36 �JJ7GCL＃ �88 �252 �22，176 � �1 �47 

37 �JKIUNO＃ �68 �309 �21，012 � �2 �72 

38 �JEIENⅠ �80 �259 �20．720 � �6 �21 

39 �JR3PLZ＃ �91 �217 �19，747 � �6 �129 

40 �JL3WXS �99 �165 �16．335 �1／2 �8 �173 

41 �JEIGZR＃ �55 �274 �15．070 � �1 �22 

42 �JO4BJF＃ �40 �272 �10．880 � �4 �89 

43 �JGIEOG �35 �299 �10．465 � �4 �155 

44 �JA7SLK �29 �307 �8，903 � �3 �80 

45 �JL7ⅩRD �54 �163 �8，802 �2／9 �6 �141 

46 �JGOSYA＃ �37 �139 �5，143 � �4 �126 

47 �JG3RMM �39 �123 �4，797 � �3 �55 

48 �JQlIUP �32 �145 �4，640 �＊2 �5 �73 

49 �JL20GZ／2＃ �35 �44 �1，540 � �3 �83 

50 � � � �0 � � � 

91 �JH70WZ �64 �266 �17，024 �3／9 � �172 

92 �JO3RUL �24 �283 �6，792 �＊3 � �123 

（一般局）

一筋　OM　7MHz ��������巨18⊇ 

01－007 ��������18 

■1 2 ■3 ヒ7 ヒ7 7 7 7 �順イ1 �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受番 
1 �JR8CEM �641 �1042 �667，922 �＊2 �1 �133 

2 �JP3BQV＃ �542 �1105 �598，910 � �4 �42 

3 �．THOSGO �345 �976 �336，720 � �1 �67 

4 �JGIMOH �272 �1119 �304，368 � �6 �27 

5 �JH5GEL＃ �340 �850 �289，000 � �4 �131 

6 �JI（3QLP �214 �789 �168．846 �2／9 �5 �41 

7 �．TE7WLO �200 �786 �157，200 � �5 �99 

8 �JA3HzR �188 �678 �127，464 � �3 �76 

9 �JHICGI＃ �171 �612 �104，652 � �1 �28 

10 �JA2PEI �182 �564 �102，648 � �3 �137 

11 �．TN3WI．1＃ �210 �448 �94，080 � �4 �12 

12 �JHIREP �130 �720 �93，600 �＊2 �2 �29 

13 �JF2．mE �121 �706 �85．426 � �5 �6 

14 �．THIEJB �97 �695 �67，415 � �3 �166 

15 �．TA2PD．丁 �106 �600 �63，600 � �5 �119 

16 �JKIEHB �122 �519 �63，318 �2／9 �1 �157 

17 �．TE2刑。D＃ �115 �523 �60．145 � �1 �53 

18 �．TFONFW＃ �173 �343 �59．339 � �2 �66 

19 �JN2PHK �100 �552 �55，200 �＊2 �5 �54 

20 �．丁K2EBB＃ �102 �531 �54，162 � �5 �8 

21 �．TOIGPY �79 �645 �50，955 �2／9 �3 �161 

22 �JE3CSO／3＃ �183 �278 �50．874 � �7 �84 

23 �JI7VQP �94 �470 �4屯180 � �3 �168 

24 �JR2NRP �82 �523 �42．886 � �4 �75 

25 �JNIPIM �95 �448 �42，560 � �5 �50 

26 �JN2LRW �135 �315 �42，525 �2／9 �5 �121 

27 �JP3LD．T �96 �437 �41，952 � �1 �59 

28 �．TAOAUF �80 �486 �38，880 � �4 �65 

29 �JI8ACV �85 �〔■→433 �36，805 � �＿1 �64 

30 �JE30QG＃ �75 �432 �32，400 � �2 �127 

31 �．TAlXYH �70 �350 �24，500 �＊1 �1 �20 

32 �JA3RHR �71 �344 �24，424 � �3 �39 

33 �JE5PHO �75 �322 �24．150 �2／9 �2 �110 

34 �JH3AZK �50 �458 �22，900 �2／9 �2 �77 

35 �JAIJUR＃ �63 �360 �22，680 � �7 �19 

36 �JJlJPS＃ �51 �424 �21．624 � �6 �30 

37 �JH4WHE �50 �414 �20，700 � �6 �44 

38 �JH7MQK �52 �385 �20．020 �＊2 �5 �171 

39 �JA4KGH �66 �300 �19．800 � �7 �60 

40 �JF5FNN �53 �321 �17．013 �1／2 �2 �124 

41 �JI7VKX �60 �274 �16，440 � �6 �116 

42 �JF8M．TF �50 �290 �14．500 �＊1 �、－7r �63 

43 �JA3PYH／3 �92 �147 �13，524 �＊2 �2 �9 

44 �JA3TFI �72 �185 �13，320 � �7 �154 

45 �JROUFK �58 �201 �11，658 � �2 �91 

46 �．TR2SZH �42 �275 �11，550 � �5 �138 

47 �JHl瓜田＃ �37 �293 �10．841 � �5 �144 

48 �JRONCO �32 �337 �10，784 � �′了 �16 

49 �．THIAHC �42 �223 �9，366 � �6 �101 

50 �．Ⅲ7DTZ �31 �273 �8．463 � �1 �146 

51 �．TA6EES＃ �36 �220 �7，920 � �1 �62 

52 �JA6CL．T �27 �222 �5．994 � �7 �61 

53 �JR30ET／1 �36 �154 �5，544 �2／9 �4 �109 

54 �．TA5DRA＃ �31 �147 �4，557 � �5 �151 

55 �JHlIDM �30 �110 �3．300 �2／9 �1 �156 

56 � � � � � � � 

93 �7L2QX．丁 �1106 �2229 �2，465，274 �3／9 � �69 
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一般　OM　14MHz

O1－014

傾倒 �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回頭 �受番 

1 �JA4NQD �96 �492 �47，232 � �6 �88 

2 � � � �0 � � � 

一般　OM　21MHz

O1－021

傾倒 �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回司受番 

1 �JA2EZR �50 �122 �6，100 � �31147 

2 � � � �0 � �t 

一般　OM　24MHz

O1－024

順イ1 �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受番 

1 �．TA3G．TE �80 �108 �8，640 �＊2 �5 �163 

2 �JNIMLF／8 �47 �47 �2，209 �＊2 �4 �118 

3 � � � �0 � � � 

一般　OM　28MHz

O1－028

傾倒コールサイン ��局数 �得点 �総得点 �備考 �回頭 �受番 

1 �JJ4MEA �60 �79 �4，740 � �7 �13 

21 �� � �0 � � � 

一般　OM　50MHz

O1－050

順イl �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �固 �受番 

1 �JO3TAP＃ �205 �232 �47，560 � �3 �108 

2 �JIlOUZ＃ �82 �95 �7，790 � �5 �71 

3 �JQIHAM �47 �65 �3，055 � �2 �104 
‾4 � � � �0 � � � 

一般　OM　144MHz

O1－144

順 �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受番 

1 �7NILAI �217 �456 �98，952 �＊2 �3 �68 

2 �7K40VF＃ �202 �401 �81，002 � �3 �152 

3 �．TE3PYY �174 �300 �52，200 � �5 �85 

4 �JF3RRA＃ �173 �299 �51，727 � �4 �107 

5 �．TR30WV＃ �159 �243 �38，637 � �5 �87 

6 �．TMIASM＃ �95 �367 �34，865 � �4 �5 

7 �JL3QJQ �53 �152 �8，056 � �2 �122 

8 �JRlXNR �44 �167 �7，348 � �5 �105 

9 �JH3VNV �49 �148 �7，252 � �4 �78 

10 �．TK3HYS �51 �141 �7，191 � �3 �40 

11 �．TL7ⅩNP �51 �124 �6，324 � �6 �132 

12 �JH3DYD �35 �95 �3，325 � �4 �10 

13 �JF3UIB �25 �106 �2，650 � �6 �86 

14 �JO3TNA �28 �52 �1，456 � �3 �140 

15 � � � �0 � � � 

一般　OM　430MHz

O1－430

順イl �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �匝l �受番 

1 �JAITAZ／1 �135 �180 �24，300 � �2 �49 

2 �JQIKRT＃ �89 �144 �12，816 � �；三二才 �153 

3 �．THILFP �44 �104 �4，576 �＊2 �8 �115 

4 �7NlXHQ �36 �45 �1，620 � �2 �92 

5 � � � �0 � � � 

一般　YL　オールバンド

02－001

順イl �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �億考 �回 �受番 

1 �7K2NBL＃ �263 �587 �154，381 � �2 �37 

2 �JFl．TDA �75 �672 �50．400 � �8 �113 

3 �．TA6FXL �85 �274 �23，290 �＊2 �5 �14 

4 � � � �0 � � � 

一般　YL　7MHz

O2－007

頒l �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受番 

1 �．1ⅦlLLP＃ �52 �444 �23，088 � �6 �35 

2 �．TG4SMS �56 �346 �19，376 � �2 �97 

3 � � � �0 � � � 

一般　YL　18MHz

O2－018

順周コールサイン ��局数 �得点 �総得点 �備考 �国司受番 

1 �JGIGNK �39 �76 �．′12，964 � �6 �114 

21 �� � �0 � � � 

一般　YL　21MHz

O2－021

瞬周コールサイン ��局数t得点 �総得点 �備考 �回軸受番 

1 �．TGlIBQ �461　55 �2．530 � �6 �117 

2 � �l �0 � � � 

一般　YL　430MHz

O2－430

順周 �コールサイン �局数1得点 �総得点 �備考 �国司 �受番 
1 �．TK4FEL �291　66 �1，914 � �2 �167 

2 � �l �0 � � � 
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（会員局）

OM　18MH z

O3－018

順1 �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �固 �受番 

1 �JAlXHC �905 �2114 �1．913．170 �＊2 �5 �3 

2 �JA2PFZ＃ �490 �1084 �531，160 � �7 �74 

3 �．TAlIQK＃ �381 �1‾131 �430，911 � �6 �143 

4 �．TIlIIF �255 �1006 �256．530 � �8 �70 

5 �．TH川QV＃ �256 �904 �231，424 � �2 �136 

6 �．TAIHTD＃ �210 �943 �198，030 � �9 �1 

7 �JA7EXM＃ �262 �699 �183，138 � �5 �46 

8 �JAIJOL �234 �643 �150，462 � �守 �18 

9 �．TA6DH �188 �718 �134，984 � �5 �79 

10 �．TAOBBM �218 �547 �119，246 �2／9 �5 �125 

11 �．THlOFL＃ �115 �529 �60，835 � �．7 �145 

12 �JN6GZB／1＃ �95 �343 �32，585 � �9 �45 

13 � � � �0 � � � 

14 � � � �0 � � � 

94 �JA7DY �366 �758 �277，428 �＊3 � �159 

順l �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受番 

1 �．TL3APM �661 �1467 �969，687 � �5 �58 

2 �JK3IJN �430 �1009 �433．870 � �7 �57 

3 �JJINNX＃ �282 �728 �205．296 � �4 �31 

4 �JE2RZS �257 �767 �197，119 � �6 �38 

5 �JA3CWC＃ �321 �572 �183，612 � �9 �164 

6 �．HILRP＃ �226 �772 �174，472 � �5 �4 

7 �JJ7JII＃ �240 �696 �167，040 � �5 �15 

8 �JL3HzC �168 �539 �90．552 �2／9 �9 �148 

9 �JH4XFZ／1 �182 �439 �79．898 � �9 �158 

10 �．TF2BER �104 �487 �50，648 � � �160 

11 �JJIFZN �35 �201 �7，035 � �2 �150 

12 �JR8NOM �40 �126 �5，040 � �6 �112 

13 � � � �0 � � � 

順l �コールサイン �局数 �得点 �＝　1 �備考 �回数 �受番 

1 �．TH4WAZ／4 �60 �125 �7，500 � �6 �130 

2 �．THIAGL＃ �35 �100 �3，500 � �5 �135 

0 � � � 

メンバー　OM　144MH z

O3－144

傾イ1 �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受番 

1 �．TOIS川＃ �206 �391 �80．546 � �9 �51 

2 �JO3RPT＃ �179 �371 �66，409 � �－；三∴．7 �128 

3 �JGIJVI＃ �69 �295 �20，355 � �6 �26 

4 �JFlbⅨH �37 �183 �6，771 � �8 �25 

0 � � � 

傾倒 �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回司受番 

1 �JP3NRE＃ �736 �1328 �977．408 � �6 �149 

2 � � � �0 � � � 

＃1．＃2．＃3．入賞者、順位を記入した表彰状を授与致します。
＃7．飛賞（7位、17位、＊＊－57位）として短冊賞（特別賞状）を授与致します。
表中、コールサインの後に記載の「＃」マークは、ログ作成ソフトの利用者です。
（例、JAIHTD　＃　）

備考
＊1．提出資料に不備（規約外用紙、ログのRS未記入、高得点局の赤色表示等が無い）が有り、特別採用とした。
＊2．提出資料に不備が有り、得点等を修正しました。
＊3．審査の結果書類不備（規約違反を含む）または局数不足等で失格とする。
＊4．申請時資料不備のため審査辞退（参考提出）

＊9．共通事項として社団局、重複局等、規約外交信記録を削除した。

注意
順位（9卜94）の赤文字で記載した方は、ご提出頂いた資料に誤りが多く（規約違反を含む）残念ながら失格と
させて頂きました。
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