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JAIHTD　　　山本豊治　様

第8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。

先般、お伝え致しました様に第1次改革に伴い、今回よりクラブ組織も大幅に変わり

新しい会員制度と共に、コンテスト規約も改め多くの皆様にご参加頂く事が出来て大変

感謝して居ります。

改革に伴い参加者が半減する事も視野に入れ、第8回を迎えましたが予想以上の申請

を頂き多少の戸惑いも有りましたが、皆様のご協力にお答えすべく努めて居ります。

ご提出頂きました資料を厳正に審査させて頂き、複数の局に不備等が御座いましたが

再提出も頂き無事に終了出来ました事をご報告致します。

下記資料を同封致しましたのでご査収下さい。

1．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・笹の集貨）

6．「YRB交友会」推薦案内資料等

7．その他の資料

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圭した、クラブ運営の為に活用させて

頂きます、比の場をお借りして御礼を申し上げます。、

JGIJVI．JL3APM．JAIDCK．JI7VQP．JH3BYX．JAlIQK．JGIMOH．JL7XNP．JIlOUZ．

JRIXNR．JE3CTW．JE3PYY．JA8QW．JA81）HV．JQIKRT．7K40VF．JF2BER．JL7NBV．

JL7XRl）．JE2RZS，（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
放
牧
放
牧
　
　
式



JAIHTl）

第8回・七夕コンテスト・順位表　　　（一般局）

一般　OM・オールバンド（Nol）　　　　　　　　一般　OM・オールバンド（No2）

順イl �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �巨l �受番 

1 �．lAIDCK �944 �1701 �1．605．744 �＊9 �3 �38 
√〉 ∠■ �．m3BYX　　＃ �323 �686 �221．578 � �3 �57 

3 �．TMIAHX　＃ �236 �754 �177．944 � �3 �76 

4 �．T．TlVE‡／1＃ �339 �499 �169．161 � �5 �155 

5 �JLILGX �302 �480 �144．960 �＊9 �1 �45 

6 �．mlLTM �220 �648 �142．560 � �5 �7 

7 �．TAIGVM �193 �738 �142．434 � �3 �39 

8 �7M3HYT �228 �403 �91．884 �＊2 �4 �11 

9 �．HlIIF �137 �600 �82．200 �＊2 �7 �13 

10 �JE3IMZ �129 �616 �79．464 � �4 �105 

11 �．IE3CSO　＃ �184 �425 �78．200 � �6 �56 

12 �．Ⅲ3GⅥ1 �190 �407 �77．330 � �7 �10 

13 �．T．Tl‡QU �173 �423 �73．179 � �6 �17 

14 �．TR5PPN �140 �449 �62．860 �＊2 �8 �64 

15 �JA2LFT �116 �508 �58．928 � �3 �55 

16 �．TIIQm �145 �405 �58．725 �＊9 �4 �154 

17 �．TIITYY �159 �316 �50．244 �＊9 �5 �108 

18 �．m4G‡E　＃ �126 �376 �47．376 � �1 �133 

19 �．IAOABK　＃ �97 �417 �40．449 � �2 �35 

20 �．m2GSW �111 �342 �37．962 � �3 �138 

21 �．†03RUL �86 �428 �36，808 �2／9 �5 �61 

22 �．TK3QLP �113 �318 �35．934 �＊9 �4 �124 

23 �．TH川QV �119 �272 �32．368 �＊9 �1 �150 

24 �JAOHYU �97 �321 �31．137 �＊2 �3 �70 

25 �．TG3m伽 �84 �346 �29．064 � �2 �85 

26 �．TS3SRA　＃ �92 �304 �27．968 � �2 �78 

27 �．IFIHQI　＃ �113 �244 �27．572 � �4 �100 

28 �．m3SEC　　＃ �106 �247 �26．182 � �6 �117 

29 �．TL3W‡S �110 �224 �24．640 � �7 �156 

30 �．TFO肝W　＃ �66 �282 �18．612 � �1 �93 

31 �．TL7‡RD �83 �210 �17．430 �＊2 �5 �162 

32 �．Ⅲ3AZK �41 �394 �16．154 � �1 �86 

33 �．TEIUMG �60 �267 �16．020 �＊2 �6 �5 

34 �．丁Ⅰ8GLY �66 �234 �15．444 �2／9 �7 �68 

35 �．lG3LTE　＃ �68 �219 �14．892 � �1 �24 

36 �．TQlIUP �52 �278 �14．456 �＊2 �4 �54 

37 �．TH2．TRX　＃ �62 �202 �12，524 � �2 �151 

38 �．mlUN0／1 �46 �263 �12．098 �＊2 �1 �84 

39 �▲TGOSYA　＃ �64 �187 �11．968 � �3 �71 

40 �．T．10．mR　＃ �72 �165 �11．880 � �5 �72 

順l �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受番 

41 �JA5AUX　＃ �51 �229 �11．679 � �4 �32 

42 �．TA7SLK �33 �324 �10．692 �＊2 �2 �79 

43 �JA8DHV �47 �216 �10．152 �＊2 �3 �119 

44 �．TAIQKW �51 �172 �8．772 �＊9 �2 �74 

45 �．TL3QJQ　＃ �47 �178 �8．366 � �1 �59 

46 �7NlXHQ／1 �68 �122 �8．296 �＊2 �1 �9 

47 �．m7MQlく �41 �200 �8，200 �＊2 �4 �160 

48 �JA8QW �55 �93 �5．115 � �6 �118 

49 �．lGIEOG �27 �188 �5．076 � �3 �153 

50 �．1048．TF �30 �165 �4．950 � �3 �87 

51 �＿†03TAP　＃ �38 �123 �4，674 � �2 �128 

52 �．TI2TW‡　＃ �37 �121 �4．477 � �2 �20 

53 �．ml‡S＿†　＃ �41 �106 �4．346 � �4 �94 

54 �7．13AIF　＃ �25 �146 �3．650 � �2 �80 

55 �．mlXEY　＃ �22 �136 �2．992 � �3 �18 

56 �．TL20GZ／2 �31 �59 �1．829 � �2 �104 

57 �JAl．mR　＃ �33 �21 �693 � �6 �3 

58 � � � �0 � � � 

一般　OM　3．5MHz

O1－003

コールサイン

一般　OM　14MHz

O1－014

コールサイン

一般　OM　18MHz

O1－018

コールサイン

＃1．＃2，芹：j．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、JAIHTI）　＃　）

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。
＊こう∴麻査♂舶恥．1用材潮はたは1．．）放て、足’ニー；で失格とすろ

＊4．申請時資料不備のため事査辞退（参考提出）
＊5．ログ作祓ソフトの不持合に．Iこり　日）X）衣′直け得点を修l卜しよした

＊リ．共j由」叫！上してF廿仙）、京掛目rti、規約外′吏f川．出陳左川棚在した
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一般　OM　7MHz

O1－007

順l �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �国 �受書 

1 �．TP3BQV　＃ �669 �1319 �882．411 � �3 �96 

2 �．TGIMOH �249 �881 �219．369 � �5 �75 

3 �JG2FIM �278 �579 �160．962 � �1 �112 

4 �．101GPY　＃ �181 �621 �112．401 � �2 �122 

5 �．lNIPIM �136 �614 �83．504 �＊2 �4 �15 

6 �．TA3HzR �157 �530 �83．210 � �2 �23 

7 �．IF2．1Ⅶ； �126 �547 �68．922 � �4 �90 

8 �．mlE．TB �85 �575 �48．875 � �2 �142 

9 �．TA3IFW　＃ �113 �385 �43．505 � �3 �131 

10 �．mlREP �71 �503 �35．713 �＊2 �1 �43 

11 �．TE7WLO �91 �392 �35．672 � �4 �67 

12 �．TF2BER �96 �358 �34．368 � �6 �140 

13 �．TA2PD．† �106 �320 �33．920 � �4 �135 

14 �JA5DRA　＃ �87 �329 �28．623 � �4 �63 

15 �．TI7VQP �65 �413 �26．845 � �2 �50 

16 �．IEIENI �66 �378 �24，948 � �5 �4 

17 �JN3WI．T　　＃ �79 �313 �24．727 � �3 �60 

18 �JA3TFI �116 �201 �23，316 � �6 �22 

19 �．THILFP �64 �363 �23．232 �＊2 �7 �114 

20 �．TX2EBB　＃ �61 �364 �22．204 � �4 �19 

21 �JJl．TPS　＃ �57 �378 �21．546 � �5 �82 

22 �JA3PYH �109 �194 �21．146 � �1 �127 

23 �．m2円Ⅸ �55 �353 �19．415 �＊2 �4 �164 

24 �．TE30QG �59 �246 �14．514 �＊2 �1 �136 

25 �．IR2SZH �47 �256 �12．032 � �4 �139 

26 �JHIANH　＃ �41 �269 �11．029 � �4 �106 

27 �．TRONCO �42 �219 �9，198 � �6 �37 

28 �JA6CLJ �28 �263 �7．364 � �6 �66 

29 �JF5FNN �36 �188 �6，768 �2／9 �1 �148 

30 �．TA4KGH �38 �177 �6，726 �＊2 �6 �29 

31 �．m4WHE �30 �209 �6．270 �＊2 �5 �62 

32 �．丁Ⅰ7VKX �51 �107 �5．457 � �5 �111 

33 �JL3HzC �40 �135 �5．400 � �8 �146 

34 �．mlAHC �30 �152 �4．560 � �5 �145 

35 �JR30ET／1＃ �24 �165 �3．960 � �3 �91 

36 �．IGILGB �26 �140 �3．640 � �5 �41 

37 �．TAOAUF �20 �172 �3．440 � �3 �36 

38 � � � �0 � � � 

一般　OM　21MHz

O1－021

コールサイン

一般　OM　24MHz

O1－024

コールサイン

≒1

一般　OM　28MHz

O1－028

コールサイン

一般　OM　50MHz

O1－050

順 �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受番 

1 �．TIlOUZ　＃ �167 �204 �34．068 � �4 �103 

2 �．TQIHAM �142 �223 �31．666 � �1 �123 

3 �JAITAZ／1 �140 �178 �24．920 � �1 �99 

4 �．TR2NRP �95 �131 �12．445 �＊2 �3 �21 

5 �．TGlIUF／1 �48 �85 �4．080 � �2 �121 

6 �．lA2EZR �26 �63 �1．638 � �2 �130 

7 � � � �0 � � � 

一般　OM　144MHz

O1－144

塀 �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受蕃 

1 �．TQINGT �230 �425 �97．750 � �1 �47 

2 �▲mlASM　＃ �185 �437 �80．845 � �3 �8 

3 �7K40VF　＃ �215 �365 �78．475 � �2 �129 

4 �．TE3PYY �168 �360 �60．480 � �4 �116 

5 �JF3RRA �176 �333 �58，608 � �3 �48 

6 �7NlLAI �152 �339 �51．528 �＊2 �2 �97 

7 �JOISIM　＃ �174 �276 �48，024 � �8 �141 

8 �．lR30W　＃ �145 �237 �34，365 � �4 �28 

9 �．m3VNV �108 �283 �30，564 � �3 �26 

10 �．1．TIPSM �131 �224 �29．344 � �1 �109 

11 �．TGl．TVI　＃ �108 �253 �27．324 � �5 �6 

12 �．TRIXNR �96 �230 �22，080 � �4 �110 

13 �．TR3PLZ　　＃ �69 �171 �11．799 � �5 �152 

14 �．TE3CTW　＃ �50 �161 �8．050 � �6 �115 

15 �．TIIPVT　＃ �42 �155 �6，510 � �1 �16 

16 �JL7）mP �48 �130 �6．240 �＊9 �5 �92 

17 �．mlABN �58 �103 �5．974 � �2 �53 

18 �．TH3DYD �44 �119 �5．236 � �3 �25 

19 �．TX3HYS　　＃ �31 �106 �3．286 � �2 �95 

20 �．TP7EZV／7 �38 �84 �3．192 � �1 �88 

21 �JF3UIB �23 �125 �2．875 � �5 �143 

22 � � � �0 � � � 

一般　OM　430MHz

O1－430

コールサイン

QIRRT　＃
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一般　Y L　オールバント

02－001

順イl �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �日 �受番 

1 �7K2NBL �89 �108 �9．612 �2／9 �1 �46 

2 �JA6FXL �69 �115 �7．935 �＊2 �4 �33 

3 �．†03CUU �49 �96 �4．704 � �1 �157 

4 � � � �0 � � � 

一般　Y1－　7MHz

O2－007

コールサイン

＃1 lLLP　　＃

一般　Y L　24MH z

O2－024

コールサイン

第8回・七夕コンテスト・順位表

メンバー　OM・オールバンド
03－001

噸fl �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �巨】 �受番 

1 �．TAIXHC �867 �1819 �1．577．073 � �4 �40 

2 �．TAlIQK　＃ �462 �1139 �526．218 � �5 �73 

3 �．丁．17．TII　＃ �479 �1041 �498．639 � �4 �51 

4 �．IA3CWC　　＃ �519 �941 �488．379 �＊2 �8 �107 

5 �．mlAGL　　＃ �264 �804 �212．256 � �4 �113 

6 �JA6DH �253 �774 �195．822 � �4 �65 

7 �．TAIHTD　＃ �216 �858 �185．328 � �8 �1 

8 �．TAOBBM �243 �718 �174．474 � �4 �69 

9 �．丁．TINNK　＃ �215 �524 �112．660 � �3 �44 

10 �．TA7DY �203 �425 �86．275 �＊9 �4 �159 

11 �．TA7E加　＃ �149 �561 �83．589 � �4 �49 

12 �．TA7BOM �194 �430 �83．420 �＊2 �4 �34 

13 �JIILRP　＃ �156 �494 �77．064 � �4 �14 

14 �JAl．TOL �117 �408 �47．736 � �6 �12 

15 �lTIFZN �93 �306 �28，458 � �1 �163 

16 �JHlOFL　＃ �92 �275 �25．300 � �6 �149 

17 �．TN6GZB／1＃ �82 �250 �20．500 � �8 �2 

18 �．TEIPⅥt �89 �173 �15．397 �＊9 �5 �81 

19 �JL7NBV �68 �218 �14．824 �＊9 �5 �161 

20 �JE2RZS �64 �206 �13．184 � �5 �165 

21 � � � �0 � � � 

メンバー　OM　7MHz
O3－007

順イー �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受蕃 

1 �JL3APM �495 �1047 �518．265 � �4 �27 

2 �．TK3Ⅰ．m �467 �934 �436．178 � �6 �58 

3 �．lA2PFZ �338 �536 �181．168 � �6 �89 

4 � � � �0 � � � 

一般　YL　50MH z

O2－050

コールサイン

一般　YL　1－11MH z

O2－144

順l �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受番 

1 �7LIKNP �52 �98 �5．096 �＊2 �8 �120 

2 �7L4DW．1 �29 �75 �2．175 �＊2 �7 �98 

3 � � � �0 � � � 

一般　YL　430MH z

O2－430

コールサイン

（会員局）

メンバー　OM　18MHz

O3－018

順†l �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回数 �受番 

1 � � � �0 � � � 

2 � � � �0 � � � 

91 �．TH41－AZ／4 �16 �63 �1，008 �＊3 � �137 

メンバー　OM　21MHz
O3－021

コールサイン

メンバー　OM　144MH z

O3－144

順† �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受番 

1 �．103RPT　＃ �190 �381 �72．390 � �6 �134 

2 �．TFlⅦ（H �28 �112 �3．136 � �7 �52 

3 � � � �0 � � � 

メンバー　YL・オールバンド
04－001

コールサイン

3m旺　＃

江．05－001＃7JAlHTDは短冊賞を辞退した為
次点のJAOBBM局に繰り下げ授与致します。

165


