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第10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。

今年は、七夕コンテスト開設十周年記念の年として、会員各局も気合を入れて参加に
望まれた事と思います。
然しながら、開催期間中の各バンドコンデション（特にHF帯）が最悪と思える程悪

く、参加各局も苦労を伴った事と察して居ります、申請者数も昨年を大幅に下回る結果
に成り大変残念な事でした。
また、十周年を記念して企画致しました「アワード」も大変多くの皆様よりご申請を

頂き、各賞合わせて138枚を発行させて頂く事が出来ました。
審査作業に付いては、概ね順調に推移して居りましたが、日ごろお世話に成って居り

ます「千勝神社」に於いて8月18日に直雷をうけ、電装関係の大半が使用出来なくな
り、私が保守に当たって居る映像及び音響関連設備が全滅の有様で修復に手間取りまし
た、その様な事情で最終処理が予定より少し遅れました事をお詫び致します。

下記資料を同封致しましたのでご査収下さい。
1．第10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（第10回・特別賞）

6．入会推薦案内資料等

7．その他の資料 式

03－001－10

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晶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。
JIlOUZ．JIILRP．JAIGVM．JR8NOM．JAIDCK．JAIHXC．JL3APM．JR30WV．JMIAHX．

JRIXNR．JF3DOX，JH3SKC．JA4KGH．JE3CSO．JF3UIB．JA4NQD．JAlIQK．JE2RZS．

JR2NRP．JKIUNO．JL7XRD．7M3HYT．JHlOFL．JTIIWQV．JA3GJE．JI7VQP．JP3LDJ．

7K40VF．（順不動）

以上28局の皆様より、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

＃1

第10回・七夕コンテスト・順位表　　　（一般局）

一般　OM・オールバンド（Nol）

01－001

順一 �コールサイ’ �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受番 

1 �．TAIDCX �962 �1976 �1、900、912 � �5 �31 

2 �．HIPSM �466 �683 �318、278 �2／9 �3 �93 

3 �＿TMl舶Ⅸ＃ �297 �958 �284．526 � �5 �54 

4 �．TA6CLJ �264 �767 �202、488 � �8 �75 

5 �．TH4GXE �319 �634 �202．246 � �3 �64 

6 �．lE3CSO＄ �295 �486 �143，370 � �8 �72 

7 �．lA3PYH �302 �426 �128，652 � �3 �40 

8 �．lAIGVM �153 �773 �11乳269 � �5 �4 

9 �▲T＿TlVEX＃ �284 �369 �104、796 �1／3 �7 �133 

10 �．IFIHQI＃9 �185 �483 �89、355 �1／2 �6 �51 

11 �▲TF3DOR �197 �425 �83、725 � �、7 �59 

12 �．IH3SKC＄ �194 �431 �83、614 � �8 �60 

13 �．†．TlXQU �180 �424 �76，320 � �8 �79 

14 �7M3HYT �197 �355 �69，935 � �6 �109 

15 �．IA20VK �130 �536 �69、680 �1／9 �2 �57 

16 �＿TR5PPN �158 �387 �61、146 �2／9 �9 �74 

17 �．†03RUL �104 �527 �54、808 �＊2 �6 �94 

18 �．Ⅲ8MYB＃9 �178 �305 �54．290 � �2 �108 

19 �．TF2RYX �117 �441 �51，597 � �2 �100 

20 �．mlABN �114 �443 �50．502 � �3 �89 

21 �．TGIEOG �107 �467 �49．969 �＊2 �5 �110 

22 �＿TK3QLP �117 �425 �49．725 � �6 �61 

23 �．TA2LFT �121 �406 �49、126 � �5 �36 

24 �＿TIITYY �148 �306 �45，288 � �′、て �114 

25 �．TEIUMG �96 �385 �36．960 � �8 �11 

26 �．丁．Tl．TPS＃ �62 �477 �29．574 � �‡二二㌔7 �70 

27 �．TEIGZR＃ �89 �296 �26、344 � �2 �7 

28 �．TE30QG �107 �246 �26．322 �＊2 �3 �134 

29 �．TIIQN‡＃ �76 �309 �23．484 � �6 �34 

30 �．TL7IRD �88 �248 �21．824 �＊2 �＿＿・7 �107 

31 �．TAOABK＃ �73 �292 �21．316 � �4 �48 

32 �．TGOSYA＃ �73 �148 �10．804 � �5 �49 

33 �．TO4B．TF＃ �42 �244 �10，248 � �5 �46 

34 �＿TMlXS＿丁＃ �51 �195 �9．945 � �6 �10 

35 �JEIENⅠ �45 �196 �8、820 � �7 �6 

36 �．mlFRL �71 �115 �臥165 �＊5 �la �35 

37 �．TLILGX＃ �48 �157 �7、536 � �3 �8 

38 �．TR30ET＃ �41 �128 �5，248 � �5 �95 

39 �．TIilIDM �26 �183 �4．758 �2／9 �2 �33 

40 �▲TG3RMM �40 �76 �3、040 �＊2 �4 �82 

41 �＿丁Ⅰ2VXO �20 �151 �3，020 � �2 �39 

42 �．TAlVPM �22 �103 �2、266 �＊2 �1 �5 

43 � � � �0 � � � 

91 �．TA7SLK � � �0 �＊3 � �47 

92 �＿TKIUNO � � �0 �＊3 � �106 

一般　OM　3．5MHz

O1－003

順l �コー／レサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受番 

1 �＿TEl＿THK �54 �130 �7，020 �＊2 �6 �117 

2 �．TK3LZI �35 �146 �5，110 � �8 �135 

3 � � � �0 � � � 

一般　OM　7MHz

O1－007

Pagel

順一 �コールサイ、 �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受番 

1 �．TGIMOH �172 �762 �131．064 � �7 �12 

2 �．†HOSGO �205 �610 �125．050 �＊2 �2 �29 

3 �＿TR8CEM �178 �538 �95．764 �＊2 �2 �26 

4 �．IF2．IME �113 �559 �63．167 � �6 �19 

5 �．TA2PD＿T �128 �427 �54．656 � �6 �37 

6 �．†Ⅰ7VQP �119 �407 �48．433 � �4 �124 

7 �＿TA3HzR �118 �368 �43．424 �2／9 �4 �103 

8 �．IHIREP �79 �458 �36．182 �＊2 �3 �13 

9 �．TN3WI．丁＃ �93 �283 �26．319 � �5 �22 

10 �．IHICGI �59 �360 �21、240 � �2 �53 

11 �．TH3AZK �56 �365 �20．440 � �3 �21 

12 �．†．丁7IHR �97 �210 �20．370 � �1 �112 

13 �＿IX1EIIB �78 �261 �20．358 �＊1 �2 �123 

14 �＿mlPIM �71 �259 �18．389 � �6 �16 

15 �．THIETB �48 �361 �17，328 � �4 �69 

16 �▲IG7WOX �39 �387 �15．093 �＊5 �1a �132 

17 �．lP3LD．丁 �55 �263 �14．465 � �2 �130 

18 �．TAOAUF �53 �269 �14．257 � �5 �28 

19 �．IRONCO �44 �307 �13．508 � �8 �30 

20 �．TH7MQX �44 �269 �11，836 �＊2 �6 �136 

21 �．TR2NRP �39 �274 �10，686 � �5 �101 

22 �．TAl．TUR＃ �36 �289 �10．404 � �8 �50 

23 �．IE7WLO �42 �212 �8、904 � �6 �105 

24 �．TA4KGH �43 �206 �8．858 � �8 �63 

25 �．TE2WLD �38 �198 �7．524 �＊2 �2 �38 

26 �＿TA8DHV �36 �191 �6．876 � �5 �97 

27 �JI8ACV �38 �160 �6、080 � �2 �25 

28 �＿TQlIUP �35 �145 �5，075 �＊2 �6 �17 

29 �．TR2SZH �27 �127 �3．429 � �6 �102 

30 � � � �0 � � � 

93 �．TF5FNN � � �0 �＊3 � �85 

一般　OM　14MHz

O1－014

コールサイン

一般　OM　18MHz

O1－018

コールサイン

一般　OM　21MHz

O1－021

コールサイン
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一般　OM　24MHz

O1－024

コールサイン

一般　OM　28MHz

O1－028

順、 �コールサイン �局数 �得点 �綽得点 �備考 �回 �受番 
1 �．T．T4MEA �85 �89 �7．565 � �8 �2 

2 �．TA2EZR �49 �130 �6．370 � �4 �56 

3 � � � � � � � 

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 �．TH4ⅩFZ／1 �175 �286 �50、050 � �澹 �128 

2 �＿TQIM �78 �87 �6．786 � �3 �126 

3 �7M3CBF �24 �24 �576 �＊5 �1a �118 

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 �．TQINGT＃ �220 �394 �86．680 � �2 �18 

2 �．川lASM＃ �188 �442 �83．096 � �5 �15 

3 �7K40VF＃ �159 �267 �42，453 � �4 �131 

4 �．TIモ30WV＄ �167 �236 �39．412 � �6 �45 

5 �．TE3PYY＄ �133 �274 �36．442 � �6 �58 

6 �．†F3RRA �136 �196 �26．656 � �5 �80 

7 �7NILAI＃ �83 �229 �19．007 �＊2 �4 �77 

8 �．TA3RHR＄ �97 �166 �16．102 � �4 �20 

9 �．mlMLF �74 �130 �9．620 �＊2 �5 �115 

10 �．TK3HYS＄ �64 �133 �8．512 � �4 �83 

11 �．TI3LLP＃ �56 �107 �5．992 �＊5 �la �43 

12 �．lRl‡NR �41 �117 �4．797 �＊2 �6 �55 

13 �．TH3VW �49 �82 �4．018 � �5 �42 

14 �．IR3PLZ＃ �26 �68 �1．768 � �7 �96 

15 �．IF3UIB �24 �60 �1．440 � �：‾7 �81 

16 �．TH3DYD �32 �32 �1．024 � �5 �41 

17 �．TO3UTG＄ �21 �30 �630 � �1 �62 

18 � � � �0 � � � 

一般　OM　430MHz

O1－430

順 �コー／レサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受番 
1 �．TAITAZ �152 �208 �31，616 �2／9 �3 �88 

2 �．THILFP �25 �53 �1，325 �2／9 �9 �125 

3 � � � �0 � � � 

一般　YL　オールバンド

02－001

順 �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �】司 �受番 
1 �JFIJDA �78 �583 �45、474 � �9 �68 

2 �．TMILLP＃ �66 �490 �32．340 � �′7 �71 

3 �．TA6FIL �106 �214 �22、684 � �6 �65 

4 � � � �0 � � � 

一般　YL　7MHz

O2－007

順イl �コールサイ、 �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受番 

1 �7K2NBL＃ �27 �46 �1．242 � �3 �9 

2 �．TG4SMS �22 �50 �1，100 �＊2 �3 �127 

3 � � � �0 � � � 

一般　YL　50MHz

O2－050

コールサイン

一般　YL　430MHz

O2－430

コールサイ



第10回・七夕コンテスト・順位表　　　（会員局）

メンバー　OM・オールバンド　　　　　　　　　　　　メンバー　OM　14MHz
03－014

Page3

順l �コー′レサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �短1 �受番 

1 �．TAlXHC �778 �1654 �1．286，812 � �6 �32 

2 �．丁．丁7．丁ⅠⅠ＃9 �363 �771 �279．873 � �6 �87 

3 �＿TA7DY �346 �749 �259．154 �2／9 �5 �122 

4 �．TIlIIF �249 �855 �212．895 � �9 �14 

5 �JAlIQK �268 �725 �194，300 � �7 �92 

6 �＿TA2PFZ＄ �307 �575 �176．525 � �8 �98 

7 �．TA6DH �168 �664 �111．552 �＊2 �6 �23 

8 �．TL3HzC �211 �433 �91、363 � �輩■蔓．転 �129 

9 �．THlOFL＃ �157 �519 �81．483 � �8 �113 

10 �．TAIHTD＃ �126 �601 �75，726 � �・イ′ソ・‾，■ゝ も �1 

11 �．TA7EXM＃ �125 �380 �47．500 � �6 �66 

12 �．TAl．TOL �94 �292 �27．448 � �8 �76 

13 �．T．TINNX＃ �89 �189 �16．821 � �5 �90 

14 �．m6GZB＃9 �27 �45 �1．215 � � �86 

15 �．mlAGL＃ �25 �34 �850 � �6 �78 

16 � � � �0 � � � 

メンバー　OM　7MHz
O3－007

瞑 �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受番 
1 �．TL3APM �340 �944 �320．960 � �6 �44 

2 �．TIILRP＃ �229 �679 �155．491 � �6 �3 

3 �．TAOBBM �116 �391 �45．356 � �6 �67 

4 �．TR8NOM �85 �320 �27．200 � �7 �27 

5 �．IE2RZS＃ �100 �255 �25、500 � �7 �99 

6 � � � �0 � � � 

コールサイ

メンソべ－　OM　21MHヱ
03－021

コールサイ

メンソヾ一・OM　144MHz
O3－144

順 �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受番 
1 �．†01SIM＃ �263 �403 �105．989 � �ur三・皇 �91 

2 �．TFlⅦm �50 �138 �6．900 � �9 �52 

3 � � � �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（サマリー及び、ログ等に未記入部分、高得点局の赤色表示等が無い）が有り、特別採用としナ
＊2．提出資料に不備が有り、記号及び得点等を修正した。
＊3．提出書類に不備（規約外様式及び規約違反等を含む）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）
＊5．非継続（前2回以上不参加）の為、参加回数（1）に戻る。（表記は1a　とする）

＊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（91－93）の赤文字で記載した方は、ご提出頂いた資料に不備が有り（規約違反を含む）残念ながら失格と
させて頂きました。


