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第11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。

昨年の七夕コンテストは、念願の「開設十周年記念」の特別企画で実施させて頂き大
変多くの皆様にご参加いただき盛況のうちに終了させて頂きました。
其の熱も冷めやらぬうちに、今年の第11回コンテストの準備にかかり、毎回万全を

尽くす心構えで臨んで居りますが気持ちだけが先に進み中々思うに任せないのが実情で
す、回を重ねる毎に思う事ですが此の「アマチュア無線界」も少子高齢化に伴いお馴染
みの方々の参加が減少して来ている事は否めない事実です。
その様な中、今回は初参加の方も10数名居られたのが特に目に映りました、長きに

渡りご参加並びにご支援に当たられて居る皆様の更なるお力添えを頂き、一層の活躍に
貢献出来ればとの思いで「会員一同」と共に心掛けて参ります。

勝手ながら、諸事情により今回は「コメント集」の発行を中止させて頂きます。

下記資料を同封致しましたのでご査収下さい。
1．第11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（その他・　　　　　　　）

6．入会推薦案内資料等

00－001－01

筆

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。

JAIDCK．JHlIDM．JI3LLP．JR8NOM．JAIGV軋JH3VNV．JM3GVH．JH8MYB．7NIPFW・JE3CSO

JE3PYY．JR5PPN．JA6EES．JL7XNP．JIlOUZ．JH3SKC．JAITAZ．JHICGI．JA3RAZ．JO3UTG

JR2NRP．JA7DY．JAICTX．JA2PEI．JF2BER．JP3LDJ．JAlIQK．JL3HzC．JI7VQP．JK4FEL

JA3GJE．JH膵QV．（順不動）

以上32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11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fl �コー′レサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受番 

1 �JAIDCX �858 �1743 �1，495，494 � �6 �10 

2 �エTIPSM �469 �757 �355，033 �2／9 �4 �67 

3 �．用lAHX＃ �280 �839 �234，920 � �6 �68 

4 �JA3PYH �435 �524 �227，940 �2／9 �4 �96 

5 �．TE3CSO＄ �410 �514 �210，740 � �9 �49 

6 �tTlVEX＃ �378 �500 �189，000 � �8 �134 

7 �JA20VK �198 �890 �176．220 �1／9 �3 �30 

8 �．TF3DOK �210 �663 �139，230 � �8 �73 

9 �JO3RUL �127 �641 �81，407 � �7－■・ �98 

10 �．TEIGZR �157 �496 �77，872 �＊2 �3 �63 

11 �．T．TlXQU �178 �434 �77，252 �＊2 �9 �5 

12 �JI8ACV �141 �532 �75，012 � �3 �19 

13 �JA2LFT �101 �559 �56，459 � �6 �16 

14 �．TGIEOG �94 �570 �53．580 �＊2 �6 �115 

15 �．TEIUMG �97 �521 �50，537 �2／9 �9 �42 

16 �JI7VQP �117 �429 �50，193 � �5 �123 

17 �．TF2RYX �122 �386 �47，092 �＊2 �3 �48 

18 �JR5PPN �110 �400 �44，000 � �10 �54 

19 �7誠3HYT �140 �287 �40．180 � � �79 

20 �JIITYY �110 �356 �39，160 �＊2 �8 �66 

21 �JE30QG �125 �313 �39，125 � �4 �116 

22 �JHICGI �91 �388 �35．308 � �3 �81 

23 �JH4GXE �157 �212 �－33．284 �2／9 �4 �86 

24 �JH3SKC＄ �125 �266 �33，250 � �9 �75 

25 �J誠3GⅥl �142 �179 �25，418 �＊2 �9 �32 

26 �．TAIGVM �58 �390 �22．620 � �6 �23 

27 �．丁Ⅰ2VXO �69 �229 �15．801 �1／9 �3 �103 

28 �．TA4KGH �71 �210 �14，910 � �9 �35 

29 �JEIShⅣ＃ �70 �212 �14．840 � �3 �6 

30 �．TAlVPM �50 �272 �13，600 �＊2 �2 �3 

31 �．丁Ⅰ2EQL �47 �233 �10，951 �2／9 �1 �83 

32 �JO4BJF＃ �45 �224 �10，080 � �6 �53 

33 �．TG3R舶 �53 �164 �8．692 � �5 �51 

34 �．TFIHQI＃ �63 �132 �8，316 � �‾寺 �121 

35 �JA9GEW �32 �249 �7，968 � �2 �21 

36 �．THlIDM＃ �49 �100 �4，900 �＊2 �3 �14 

37 �JEIEⅣⅠ �36 �120 �4，320 � �8 �13 

38 �JMlXS．丁＃ �48 �85 �4，080 � �・■一華 �112 

39 �JA7SLK �21 �186 �3，906 � �4 �57 

40 �．TR30ET �22 �111 �2，442 �2／9 �6 �85 

41 �．TA4．TCC �20 �68 �1．360 �5／9 �1a �34 

42 �JNlXEY＃ �22 �22 �484 �＊5 �1a �102 

43 � � � �0 � � � 

一般　OM　3．5MHz

O1－003

傾倒コールサイン ��局数 �得点 �総得点 �備考 �回痢 �受番 

1 �．TK3LZI �33 �115 �3．795 � �9 �136 

2 � � � �0 � � � 

一般　OM　7MHz

O1－007

Pagel

傾イl �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受番 

1 �JGIMOH �199 �850 �16凱150 � �8 �25 

2 �．THOSGO �236 �682 �160，952 � �3 �22 

3 �JHIEJB �128 �602 �77，056 � �5 �87 

4 �JK3QLP �154 �495 �76，230 �2／9 �∴7 �18 

5 �．TF2JME �115 �630 �72，450 � �7 �47 

6 �JE7WLO �141 �466 �65，706 � �．＿擾 �39 

7 �．TN3WI．丁＃ �155 �423 �65．565 � �6 �33 

8 �JA2PEI �148 �442 �65．416 �2／9 �4 �108 

9 �JO2IRR �133 �426 �56，658 � �1 �72 

10 �JA3HzR �115 �475 �54．625 � �5 �104 

11 �JHIREP �98 �556 �54，488 � �4 �64 

12 �JHORDT＃ �99 �539 �53，361 � �1 �61 

13 �JAISHA＃ �125 �343 �42，875 � �3 �135 

14 �．TE3IMZ �96 �408 �39．168 �2／9 �6 �97 

15 �一TKIEHB �111 �343 �38，073 �1／9 �3 �94 

16 �JF川QN �84 �399 �33，516 �2／9 �8 �43 

17 �．TNlPIM �89 �348 �30，972 �2／9 �7＋ �15 

18 �．TQlIUP �74 �353 �26．122 �＊1 �7 �44 

19 �．TR2NRP �73 �354 �25．842 �＊2 �6 �95 

20 �JP3LDJ �72 �336 �24，192 � �3 �117 

21 �．TH4ⅥiE �60 �311 �18，660 � �－＿－＿7′・ �110 

22 �．丁．TIJPS＃ �43 �407 �17．501 � �8 �27 

23 �JA2PDJ �56 �310 �17，360 � �7－ �46 

24 �．TAOHYU �66 �229 �15，114 � �5 �130 

25 �JROⅣCO �40 �307 �12，280 �2／9 �9 �62 

26 �．TA8DHV �57 �209 �11，913 � �6 �114 

27 �JF8MJF �41 �260 �10，660 �2／9 �8 �78 

28 �JG7耶）Ⅹ �35 �231 �8，085 � �2 �58 

29 �．TH7MQK �46 �144 �6，624 �1／2 �、7 �129 

30 �JR2SZH �25 �125 �3．125 � �7 �126 

31 �JH3AZX �26 �101 �2，626 � �4 �89 

32 � � � �0 � � � 

91 �JAl．TUR＃ �15 �160 �2，400 �＊3 �N �11 

92 �．TKlUNO �14 �250 �3，500 �＊3 �N �28 

一般　OM　14MHz

O1－014

順イl �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受番 

1 �JA4NQD �107 �457 �48，899 � �8 �52 

2 �．TAOAUF �87 �312 �27，144 � �6 �9 

3 � � � �0 � � � 

一般　OM　18MHz

O1－018

順周コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考1回勾受番 
llJH8MYB �180 �333 �59，940 �13 �41 

21 � � �0 �11 



Page2

一般　OM　21MHz

O1－021

腺団コールサインl局数 ��得点 �総得点 �備考 �回勾 �受番 

11．TA6EES　129 ��107 �3，103 �匝2／9 �3 �56 

2 �l � �0 � � � 

一般　OM　24MHz

O1－024

順l �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受番 

1 �JA3GJE �68 �111 �7，548 � �て �128 

2 �JA3RAZ＃ �33 �33 �1，089 � �1 �84 

3 � � � �0 � � � 

一般　OM　28MHz

O1－028

順l �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受番 

1 �JJ4Ⅶ弘 �102 �191 �19，482 � �9 �8 

2 � � � �0 � � � 

3 � � � � � � � 

一般　OM　50MHz

O1－050

順イl �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �恒】 �受番 

1 �JH4ⅩFZ／1 �249 �362 �90，138 � �11 �119 

2 �JA8IBU �208 �278 �57，824 �2／9 �1 �40 

3 �．TQIHA撼 �98 �144 �14，112 � �4 �82 

4 �．TAICTX �83 �102 �8，466 � �1 �105 

5 � � � �0 � � � 

93 �JH3DYD �13 �13 �169 �＊3 �N �74 

一般　OM　144MHz

Ol→144

順イl �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受番 

1 �JMIASM �285 �538 �153．330 � �6 �69 

2 �JE3PYY＄ �211 �370 �78，070 � �．γ �50 

3 �．†Ⅰ3LLP＃ �193 �298 �57．514 � �2 �17 

4 �JR30附＄ �169 �247 �41，743 � �守 �99 

5 �．TF3RRA �95 �155 �14，725 � �6 �107 

6 �．TRlXNR �58 �192 �11，136 � �■■7＿ �71 

7 �JK3HYS �59 �128 �7，552 � �5 �76 

8 �．TNIMLF �65 �107 �6，955 �＊2 �6 �70 

9 �JH3VNV �45 �96 �4．320 �＊2 �6 �31 

10 �JO3UTG＃ �50 �50 �2，500 � �2 �93 

11 �JLILGX＃ �28 �64 �1，792 � �4 �7 

12 �．TL7XNP �23 �51 �1，173 �＊2 �ナ �59 

13 � � � �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 �回 �愛着 

1 �JAITAZ �177 �248 �43，896 � �4 �80 

2 �．TA2EZR �34 �52 �1，768 � �5 �88 

3 � � � �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 �備考 �回 �受番 

1 �JFIJDA �76 �648 �49，248 � �10 �91 

2 �．TA6FXL �115 �246 �28，290 � �亨 �36 

3 � � � �0 � � � 

一般　YL　7MHz

O2－007

傾倒コールサイン1局数1得点 ���総得点 �備考 �回痢 �受番 
1 �JMILLP＃　暮　441408 ��17，952 � �8 �29 

2 �1 � �0 � � � 

一般　YL　144MHz

O2－144

順周 �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �国司 �受番 

1 �7K2NBL＃ �49 �200 �9，800 � �4 �101 

2 � � � �0 � � � 

一般　YL　430MHz

O2－430

頗l �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受番 

1 �．TK4FEL �22 �31 �682 � �4 �127 

2 � � � �0 � � � 

94 �．TR2XMH �16 �16 �256 �紹／9 �N �106 
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第11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　18MHz

順l �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �回 �受番 
1 �．lAlXHC �1028 �2072 �2，130，016 � �・＋7 �12 

2 �1丁7JII＃ �466 �874 �407．284 � �■＿－7 �77 

3 �JA7DY �399 �935 �373，065 �2／9 �6 �100 

4 �．TIlIIF �323 �1132 �365．636 � �10 �26 

5 �JAlIQK �298 �817 �243，466 � �8 �120 

6 �．TA6DH �198 �869 �172．062 �2／9 �誓 �55 

7 �JAIJOL �202 �604 �122，008 � �9 �2 

8 �．TA7EXM �186 �600 �111，600 �＊2 �7 �38 

9 �7NIPFW＃ �237 �365 �86，505 � �1 �45 

10 �JQIYRB＃ �104 �710 �73，840 � �1 �1 

11 �JJl肌＃ �137 �345 �47，265 � �6 �111 

12 �JJIFZN �123 �322 �39，606 �2／9 �3 �125 

13 �JIlOUZ＃ �137 �285 �39．045 � �7‾ �65 

14 �JN6GZB／1＃ �115 �320 �36．800 � �11 �37 

15 �JHlOFL＃ �101 �340 �34，340 � �9 �118 

16 �JHIWQV＃ �92 �228 �20．976 � �4 �131 

17 �7K3DSS＃ �82 �242 �19，844 � �1 �137 

18 �7Ⅹ4FUG �20 �115 �2，300 � �1 �133 

19 �JL7NBV �33 �57 �1，881 � �6 �90 

20 � � � �0 � � � 

メンバー　OM　7MH z
O3－007

順 �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �匝‡ �受番 

1 �JIILRP＃ �282 �839 �236，598 � �7 �4 

2 �JAOBBM �184 �584 �107，456 �2／9 �7 �60 

3 �．TR8NO払 �146 �431 �62．926 � �8 �20 

4 �JL3HzC �99 �196 �19，404 � �11 �122 

5 �．TF2BER �56 �258 �14，448 �2／9 �9 �109 

6 � � � �0 � � � 

傾 �コールサイン �局数 �得点 �総得点 �備考 �数 �受番 
1 �．TH4WAZ �58 �166 �9，628 �＊1 �十7 �113 

2 �JHIAGL＃ �36 �87 �3，132 � �ノ・・■字 �92 

3 � � � �‾0 � � � 

メンバー　OM　144MH z
O3－144

蠣l �コールサイン �局数 �得点 �綺得点 �備考 �回 �受番 
1 �．TOISIM＃ �219 �321 �70t299 � �11 �124 

2 �JFlもⅨ托 �27 �107 �2，889 � �10 �24 

3 � � � �0 � � � 

傾倒コールサイン ��局数 �得点 �繚得点 �備考 �回痢 �受番 

1 �．汀3ⅣRE＄ �406 �714 �289，884l ��8 �132 

2 � � �1　　　　01 ��� � 

参加総数は、137局（失格4局を含む）でした。

＊＊今回の特徴、禁止事項の社団局との交信（特にJAORL／0）が目立ち全て削除しました。＊＊

＃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た。
＊2．挺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18　とする）

＊9．共通事項として社団局、重複局等、規約外（規約違反を含む）交信記録を削除し特別採用とした。

注意
順位（91－94）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。（尚、失格の場合は、残念ですが継続参加回数に含まれません。）

備


