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と  き   令和元年９月８日（日）  開場 10:00 ～ 16:00 

ところ   松山市河野別府９９５番地 

北条文化の森「ふるさと館 ２階 大会議室」 

主  催   一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 愛媛県支部 

 

愛媛県支部報１ 

＝ 瀬戸の凪と歴史と文化の郷 北条 ＝ 

 

第４７回  えひめハムのつどい   

愛媛県支部報web版 

 



会場・駐車場のご案内 

 

① 機材搬入時の玄関前駐車は認めますが、荷降ろし後は所定の駐車場へ移動ください 

 

② 車でお越しの場合、文化の森が総合公園であるため一般の利用者が多く、公園内の 

駐車場が満車の場合は下図「三浦工業(株)」の駐車場をご利用ください。 

（駐車場への誘導はありません 赤矢印 に沿って駐車場へ進んでください） 

 

③ 公共交通機関利用 

●ＪＲ利用 今治・松山方面から 「ＪＲ北条駅下車」 タクシーで約 1,000円 

●伊予鉄バス 66番線北条行き 「西の下 下車」東へ徒歩 700m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示ブース設置等のお願い 

① 必要電源容量を事前にお知らせください 

② 室外へのＡＮＴ、ケーブル等の設置は出来ません 

③ 会場内は飲酒禁止です 

④ 喫煙は屋外の指定喫煙場所をご利用ください 

 

 

 

愛媛県支部報２ 

（300ｍ） 
伊予鉄バス 

北条行き西の下  

下車 東へ 700ｍ 

JR 北条駅下車 

タクシー 約 1,000 円 



大会プログラム 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛媛県支部報３ 

日 時    ９月８日 (日)   10:30 ～ 16：00 

 

場 所    松山市河野別府９９５番地 

北条文化の森（河野公園） 

会 場    ふるさと館２階 大会議室 

準 備     9:00 ～ 10:00 

開 場    10:00 ～ 受付開始 

開 式    10:30 ～  

記念撮影 11:15 ～  

 

【内容が変わる場合があります】 

１．開会挨拶 

〇一般社団法人日本アマチュア無線連盟 

愛媛県支部長 ＪＨ５ＳＡＬ 薦田 直志 

 

２．来賓祝辞 （敬称略） 

〇中予地区アマチュア無線連合会会長 

ＪＡ５ＦＨＢ 関谷 勝嗣 （予定） 

 

〇一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 

四国地方本部長 ＪＡ５ＳＵＤ 森田 耕司 

 

３．表彰式 （11:15 ～12:00） 

第 45回愛媛マラソンコンテスト入賞者表彰 

 

＝  【 昼食休憩 】  ＝ 
・昼食は館内食堂が利用できます 

・展示ブース等へのご利用は休憩内に済ませ 

講演中はお静かにお願いします 

 

４．特別講演 （13:00～15:00） 
（内容は変更・中止する場合があります） 

 

〇電子申請方法と課題解決 
四国総合通信局 無線通信部 電波利用企画課 

 

〇ＦＴ８などデジタルモードの運用、 

and ＢＧＡＬＯＧについて 
ＪＡ５ＢＧＡ 鈴木 信一 氏 

 

〇最近のアマチュア無線機器情報 
通信器メーカ新製品紹介 

  

 

５．お楽しみ抽選会 （15：00～） 

 
 

６．当日の催しもの 

(1) JARL 会員増強キャンペーン  （支部） 

〇会員継続手続き 

〇新規入会者入会金無料（当日のみ） 

〇22 歳未満 1年間無料入会受付 

 

(2)眠っているお宝譲渡コーナー 

〇ご家庭で遊休化している無線機やパー

ツ、家電品、家庭用品等放出可能なも

のを提供ください 

（出展がない場合は中止） 

 

(3)電波適正利用推進啓蒙活動 

〇電波適正化に関する相談コーナー 

 

(4)電子申請普及促進 

〇電子届出システムの相談コーナー 

（総務省） 

 

(5) クラブ展示など 

〇東温アマチュア無線クラブ 

      クラブ活動状況公開 

 

〇愛媛ＹＬハムクラブ 

・ＹＸＢ発行 QSL、アワード展示 

・暮らしにお役立ちコーナー   

 

７．その他の企画 

(1)メーカ最新機器展示 

(2)ジャンク市 

(3)自作品展示 

(4)その他 

写真・工作・手芸など趣味の展示など 

出展希望者は 

住所・氏名・コールサイン・連絡先 

展示内容を明記して８月末までに下 

記へご連絡下さい。 

 

〒790-0912 松山市畑寺町830-24 

JARL 愛媛県支部内 

 ハムのつどい実行委員会宛 

ハガキ又は FAX（089-977-8259） 

Ｅﾒｰﾙ：jarl-ehime@me.pikara.ne.jp 

 

◆当日の出展受付は器材準備の対応が 

出来ない場合がありますのでご了承下

さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛媛県支部報４ 

 

残暑お見舞い申し上げます。 

日頃から愛媛県支部の活動

にご理解とご協力をいただ

き有難うございます。 

今年も記録的な気温上昇や

集中豪雨と天候不順な夏と 

なりました。どうぞ体調を崩さないように残

暑を健康で乗り切っていただきたいと思いま

す。 

 さてここ２～３年の支部活動を振り返って

みますと個人的に体調不良もあり活動も停滞

気味で申し訳なく思っています。しかし行事計

画を立案してもなかなか積極的な参加がみら

れなく他の支部でも同じ傾向となっています。

その要因は当り前ではありますが下表の年齢

構成グラフを見ても判るように 60～70 歳代の

高齢者が中心となってきており、従来と同じよ

うな行事計画では無理が生じているのではな

いかと思います。今後の計画については高齢者

の方にアンケートをお願いして年齢構成に適

した行事計画を組みたいと思います。一方、若

者の入会がないのも問題です。22 歳未満の 1

年間お試し入会など髙尾会長が「若者育成」に

力を入れているのも良く理解できるものと思

います。 

支部でも「青少年育成事業」として児童クラ

ブや出前授業等に参加賞などの助成をしてお

りそれぞれの地域の若者を育てることをＯＭ

諸氏にもお願いしたいと思います。 

平均年齢：65 歳 シニア会員比率：27.5% 

 

 

 

 

支部からのお知らせ 

● 愛媛県総合防災訓練参加者募集 

愛媛県総合防災訓練は 10 月 19 日（土）

に北宇和郡鬼北町・松野町で開催されます。 

愛媛県支部では例年の通り、「孤立地区」 

からの非常通信訓練を担当します。地域の 

アマチュア局を中心に参加予定ですが訓練 

を鑑賞してみたいと思われる方は当日交通 

規制などもありますので事前に支部迄お問 

合せください。 

 

１．開催月日 １０月１９日（土） 

２．時    間  8:00～12:00 終了予定 

３．会    場  

主会場：鬼北町鬼北総合公園 

   サブ会場：虹の森公園（救出救護） 

   日吉農村広場（孤立地区対策訓練） 

   その他 コスモスホール、丸山公園 

４．問合せ先 ＪＡＲＬ愛媛県支部 

 

● ハムのつどいオークションについて 

ハムのつどいプログラムでご案内してい

ますようにご家庭に眠っている無線機器類、

家電品、家庭用品などを出品してみません

か。 

参加手順 

① 出品物は当日持参ください。 

② 受付にてオークション出品カードを 

お受取りください 

③ カードには出品者、譲渡希望価格を記入 

  所定の展示置場に現物とカードを提出 

④ 落札希望者は出品カードに氏名と落札

金額を記入ください。 

⑤ 休憩時間後落札は終了とします 

⑥ お楽しみ抽選会終了後、出品者と落札者 

  で取引をお願いします 

⑦ お嫁に行けなかった出品物は出品者が

責任をもってお持ち帰りください 

 

● 貸出用ＡＲＤＦ受信機の改良 

 支部ではローカルで行うＡＲＤＦ競技用の

受信機を改良中です。本来、周波数はＶＦＯ

で調整しておりますが少年たちが競技に夢

中になって周波数ずれが生じ、成績に影響す

るためその要因を除くため水晶固定式に切

替え安心して競技が出来るように改良しま

す。10月末には完成予定ですので青少年教育

にご利用ください 

 

支部長挨拶 

愛媛３８賞アワード発行 

①全市町賞      ＪＮ１ＶＳＩ 

②全郡市賞      該当なし 

③えひめ３８賞  該当なし 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛媛県支部報５ 

お知らせ 

 ● 東温アマチュア無線クラブ（JA5ZZJ） 

東温市役所、消防本部に設置しているアマ

チュア無線用 ANT を使って 7 月 6 日（土）8：

40~11:30 夏季非常通信訓練を行いました。

市役所・消防本部と市内集落 20 数か所のポ

イントを信号強度と了解度で確認、また

SSTV による画像通信確認を行い問題なく終

了しました。 

写真は山間部の滑川地区から市役所へ SSTV 

 

● 砥部町災害ボランティア・ 

アマチュア無線クラブ（JR5YED） 

砥部町災害ボランティア・アマチュア無

線クラブでは町内の災害時支援を行うため

に非常通信ネットワークとして町役場の支

援を頂き町内各所に ANT 設置事業を展開し

ている。 

また子供たちへアマチュア無線の楽しさ

を知ってもらうため平成 26 年から出前授

業を行っています。砥部町内の小学校も既

に 2 巡目となり好評を得ています。今年は

ボーイスカウトや児童クラブなどへも展開

しています。 

 
7月 13 日 伊予市ふたみ潮風キャンプ場での 

ボーイスカウト愛媛県連盟砥部第1団の出前授業 

●ＡＲＤＦ競技部門の追加 

愛媛県支部では競技の審判員の減少、参加選

手の減少に伴い平成 29年より公認競技を休止し

ていますが競技部門が増え、より楽しさが増す

フォックスハンティングになっています。 

昔懐かしフォックスハンティングをやってみ

よう！と思われる方に各部門の探索ルートを紹

介します。また 144MHz帯の発信装置、専用受信

機は 10台お貸し出来ますので挑戦してみてはい

かがですか。 

競技部門 

1)クラシック競技 3.5MHz部門 

2)クラシック競技 144MHz部門 

  基本的な探査ルールに基づいて行われます 

750m以上 TX②

TX①

△スタート

TX⑤

TX③

TX④

◎ゴール 数10m
〇ゴール

ビーコン

各TX間は400m以上

400m以上
TX①～⑤迄

1分間隔

5分サイクル

 
 

3)スプリント競技 3.5MHz （新たな部門） 

第１グループ　3.51MHz

TX②

TX①

△スタート

TX⑤

TX③

どちらのグループを先行しても可

TX④

◎ゴール

第2グループ　3.57MHz

TX⑤F

TX②F

ゴールビーコン通過で TX③F

TX探索は出来ない TX④F

TX①F

TX①～⑤迄12秒間隔

1分サイクル

TX①F～⑤F迄12秒間隔

1分サイクル

〇ゴール

ビーコン

3.60MHz 各TX間は100m以上

Ｓスペクテーター（通過すると元のグループに戻れない）

3.54MHz

各TX間は100m以上

 
4)FOX-0競技 3.5MHz （新たな部門） 

オリエンテーリング要素が大。TX は①~⑩ 

距離間 250m 以上。TX に 30m 近接で微弱 

電波で受信可能となる。 

各々詳細なルールは JARLweb の ARDF 

ハンドブックを参照のこと 

クラブ情報 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛媛県支部報６ 

● 愛媛 YLハムクラブ（JA5YXB）よりお知らせ 

 

愛媛マラソンコンテストのより活性化の

ため並行して第 3回ＹＬコンテスト行いま

す。愛媛マラソンコンテスト同様、各局の参

加をお待ちしております。 

１．日 時：令和 2年 2月 1日 00：00 ～ 

2月 10日 23：59 

２．周波数：144MHz  430MHz  1200MHz 

モードは問いません 

（モード混合可 周波数別に 

ログシートへ記入） 

CW・AM・FM・SSBどのモードでも 

各周波数１交信のみ有効 

３．得 点：女性局との交信=5点  

JA5YXB 局との交信＝10点  

他の社団局との交信OP女性＝5点  

他の社団局との交信OP男性＝1点 

４．表 彰：えひめハムのつどいで上位 3名に 

賞状と副賞をお渡しします。会場 

の愛媛 YLハムクラブコーナーま 

で来店ください 

（但しクラブ員は除外） 

５．参加賞：申請者全員に干支の根付 

上記以外は全て愛媛マラソンコンテスト

規約と同じ 

 

６．締め切：2月末日 

 

※愛媛マラソンコンテスト規約は 12 月

末に愛媛県支部ＨＰで公開します 

 

 

●ＪＡＲＬ ＮＥＷＳへの寄稿について 

ＪＡＲＬでは会員の皆様さんの行う行事等

身近な情報提供を募集しています。 

頂いた原稿は「地方だより」やＱＳＰに掲載 

いたしますのでどしどしお寄せください。 

提出原稿の加筆や修正は基本的に行いませ 

んが提出は ①愛媛県支部→ ②ＪＡＲＬの 

ルートとします。 

愛媛県支部への原稿締切は 

春号  2 月 15 日 ＪＡＲＬ発行  4 月 1 日 

夏号  5 月 15 日 ＪＡＲＬ発行  7 月 1 日 

秋号  8 月 15 日 ＪＡＲＬ発行  10 月 1 日 

冬号   11 月 15 日 ＪＡＲＬ発行  1 月 1 日 

原稿が遅延した場合、内容によってＣＱ誌の 

From JARL に掲載する場合があります 

 

７．問合せ・申請先 

〒791-8017 松山市西長戸町 225-10  

            愛媛 YL ハムクラブ 

久山昭江 JA5MFY 宛 

８．注意事項   

・マルチは愛媛マラソンコンテストと同じ 

・個人局男性との交信はカウントされません 

・社団局との交信は全てカウントされます 

（OP 女性＝５点 OP 男性＝1 点） 

・ログシートに各周波数の局数・得点・マルチ 

の合計を記入 

・サマリーシートにログシートで出された 

各周波数の合計と運用日数を記入 

・日数マルチもカウントされます 

（周波数に関係なく電波を出して運用した 

日数です） 

・総得点(各バンドにおける得点の和×各バン 

ドで得たマルチプライヤーの和)×運用日数 

 

◎ 結果は申請者に参加賞と共に郵送します 

  愛媛 YL ハムクラブのホームページで発表 

します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 新春グランドミーティングについて 

 恒例の新春グランドミーティングは 

令和２年 1月 11日（土）12:00～15:00 に 

松山市内のホテルで開催を計画しています。 

詳細は 11 月の支部合同会議、および愛媛県

支部ＨＰで公開いたします。 

 

● 四国ハムフェアの開催について 

四国四県支部が一体となって初の四国ハム

フェアを開催する計画を進めています。連盟

のハムフェアや関西・西日本など大きなもの

ではありませんがお楽しみに！ 

１）開催日 令和３年３月２１日（日） 

２）場  所 香川県丸亀市綾歌町栗熊 

アイレックス大ホール 



● 令和元年度行事計画 
 

 

令和元年7月21日

赤字：更新内容

年 月 日 行   事   内   容

4 20 コンテスト委員会・中央運営委員会

7 7 支部合同会議

8 15 支部報77号発行 （ＨＰ掲載）

9 8 第47回 愛媛ハムの集い（北条ふるさと館）

10 19 愛媛県総合防災訓練（北宇和郡鬼北町・松野町）

10 26 中央運営委員会

11 24 支部合同会議（松前町文化会館予定）

1 11 新春グランドミーティング （ホテルサンルート松山）

2 1～10 第46回 愛媛マラソンコンテスト

3 15 支部合同会議（松前町文化会館予定）

※青少年育成支援 （適時出前授業）

※特別局

【JA5RL局】

＊８J５ＴＯＢＥ     3/1～4/22　 　 第36回 砥部焼まつり（砥部アマチュア無線クラブ）

＊８N５ＪＡＺＺ     8/1～8/31      今治ジャズタウン（しまなみクラブ）

【JA5YRL局】

＊８N５ＣＬＥＡＮ   7/1～10/31     四国四県持回り 

赤字：連盟行事

年 月 日 行   事   内   容  （赤字は連盟行事）

18 理事会

19 四国地方ＡＲＤＦ競技大会 （徳島県）

25 四国地方本部会議

6 23 理事会・第８回 定時社員総会

7 20・21 オールＪＡ５コンテスト

8 31・1 2019アマチュア無線フェステバル

9 28・29 理事会

5・6 全日本ARDF競技大会（北海道）

12 四国地方本部会議

20 WAKAMONOアマチュア無線イベント

11 16・17 理事会

12 7 四国地方本部会議

2 22・23 理事会（’20年度特別局・特別記念局審議）

3 7 四国地方本部会議

令和元年度 愛媛県支部事業計画

元年度

令和元年度連盟・四国地方本部事業計画

元年度

5

10

 
 

 

愛媛県支部報７ 



 

愛媛県支部 会計予算・実績記録 元年06月26日現在

Ｒ元年度 27年度 26年度

予算 実績 実績 実績 実績 実績

173,061 118,559 39,306 28,163 11,834 73,000

277,600 278,400 268,600 269,000 263,600 264,900

収 10,000

2 1 1 23 27

30,000

入

278,402 308,601 269,001 263,623 264,927

参 450,661 396,961 347,907 297,164 275,457 337,927

考 20,000 10,000 0 0

10,000 11,708 14,362 15,234 12,792 10,890

165,400 156,226 166,176 167,817 166,108 171,839

0 0 0 0 0 0

5,000 1,880 820 4,642 1,395 2,306

支 10,000 0 0 0 3,480 0

15,000 20,036 0 14,086 12,047 15,804

10,000 0 0 0 1,960 109,987

44,200 34,050 45,490 45,768 30,210 1,617

3,000 0 2,500 0 0 0

15,000 0 0 10,311 19,302 13,650

出 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

277,600 223,900 229,348 257,858 247,294 326,093

173,061 118,559 39,306 28,163 11,834

小 計

次 期 繰 越 高

事 務 印 刷 費

コ ン テ ス ト 費

賞 典 費

非 常 通 信 費

諸 会 費

雑 費

消 耗 品 費

雑 収 入

小         計

合         計

会計外寄付金

会 議 費

催 物 費

渉 外 費

通 信 費

交 通 費

受 取 利 息

令和元年度 愛媛県支部 活動費進捗状況

年               度 30年度 29年度 28年度

科               目

前 期 繰 越 高

地 方 本 部 費

賞 典 収 入

寄 付 金 収 入
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第４５回 愛媛マラソンコンテスト結果 

＊得点集計で「運用日数」の欠落が多いようです。ご注意ください。 

＊クラブ対抗部門参加で代表者集計に対し個人提出サマリーシートに登録クラブ名の記載が 

無いものは個人提出サマリーを尊重しクラブ対抗部門は無効としています。 

＊集計確認の手間がかかりますので「電子ログ」利用の要望について、電子ログソフトで作成  

されたサマリー・ログの提出は認めていますがダイレクトのＥメールの受付は行いません。 

コンテスト規約 ９．書類の提出－（１）項を参照下さい。 
 

【県内局】
（１）個人電話の部

①オールバンド
★ ＪＡ５ＥＲＱ 仲    均 新居浜市 3,577,850
★ ＪＪ５ＤＤＵ 篠田  徹 新居浜市 1,394,640
★ ＪＨ５ＧＣＶ 久保  光枝 大洲市 737,750

ＪＡ５ＹＬ 土居  チズ江 松山市 709,530
ＪＨ５ＰＷＧ 山川  妙子 東温市 447,810
ＪＡ５ＩＢＹ 徳永  香 松山市 348,390
ＪＡ５ＷＨＫ 小畑  健二 西条市 163,800
ＪＡ５ＸＢＪ 篠原　久雄 四国中央市 99,510
ＪＩ５ＦＪＦ 橋本  静夫 松山市 85,760
ＪＡ５ＸＬＯ 吉川  和子 東温市 81,760
ＪＡ５ＭＦＹ 久山  昭江 松山市 77,380
ＪＡ５ＶＱＦ 相原  嘉男 東温市 68,580
ＪＡ５ＷＧＹ 木下  貴代美 松前町 49,980
ＪＡ５ＣＢＸ 久保  國夫 大洲市 37,720
ＪＲ５ＩＰＬ 赤松  千枝 松山市 23,100
ＪＪ５ＭＩＢ 安部  暢哉 松山市 18,200
ＪＡ５ＯＨＵ 片山  良浩 東温市 16,450
ＪＦ５ＳＲＴ 井川　政徳 四国中央市 16,430
ＪＡ５ＤＶＷ 山下  福生 松山市 15,950
ＪＪ５ＫＯＪ 白石  修司 西条市 15,840
ＪＡ５ＥＶＭ 船岡  藤雄 東温市 12,880
ＪＡ５ＢＦＫ 伊藤　順一 東温市 7,560
ＪＨ５ＨＤＡ 関岡  久志 松山市 5,580
ＪＪ５ＯＦＪ 高木　正彦 四国中央市 5,270
ＪＡ５ＩＣＹ 藤井　光雄 東温市 4,200
ＪＡ５ＬＥ 山崎　哲 松山市 3,384
ＪＨ５ＰＮＰ 菅野　裕聡 東温市 3,045
ＪＩ１ＪＲＥ /5 武藤　初美 東京都世田谷区 2,376
ＪＡ５ＩＤＨ 髙橋  寛 松山市 1,540
ＪＲ５ＥＭＪ 高橋　誠二 四国中央市 1,440
ＪＡ５ＢＱＣ 田中  隆年 新居浜市 972
ＪＨ５ＬＶＣ 斉藤  全弘 西条市 900
ＪＡ１ＭＥＪ /5 武藤　健 東京都世田谷区 160

★  入賞対象者　　☆　奨励対象者
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②３．５ＭＨｚ
★ ＪＦ５ＦＷＺ 近藤  征一 新居浜 604,800

③７ＭＨｚ
★ ＪＥ５ＩＷＡ 中岡  忠幸 大洲市 3,222,760

ＪＥ５ＰＨＯ 守屋　一夫 四国中央市 7,560

④14ＭＨｚ
★ ＪＩ５ＧＬＧ 髙橋  忠明 新居浜市 320

⑤28ＭＨｚ
★ ＪＡ５ＢＶＯ 工藤  憲一 西条市 8

⑥50ＭＨｚ
★ ＪＡ５ＲＣＴ 黒田  清忠 西条市 21,608

⑦144ＭＨｚ
★ ＪＩ５ＫＫＵ 一色  さつえ 東温市 158,340
★ ＪＥ５ＡＮＢ /5 河野  好憲 松山市 120,780

ＪＥ５ＷＯＫ 加藤  説男 四国中央市 108,780
ＪＡ５ＣＣＦ /5 中村　悟 砥部町 100,340
ＪＧ５ＭＤＺ 津田  和則 松山市 68,370
ＪＩ５ＧＰＸ 堀井  ハツエ 松山市 38,880
ＪＲ５ＴＩＯ 青木  正 松山市 37,740
ＪＧ５ＤＨＸ 小野  省己 新居浜市 34,960
ＪＥ５ＭＨＰ 高橋  茂子 西予市 34,800
ＪＨ５ＭＯＶ 高橋  靖男 西予市 33,930
ＪＡ６ＢＮＹ /5 平山  精一 松山市 29,370
ＪＲ５ＩＵＩ 小野  展裕 今治市 22,100
ＪＡ５ＮＣＫ 松嶋  明俊 四国中央市 21,460
ＪＡ５ＳＰＵ 髙津  安義 松山市 15,600
ＪＥ５ＥＴＯ 田鍋  清 今治市 13,750
ＪＦ５ＣＵＲ 尾佐古  博 新居浜 13,440
ＪＨ５ＱＪＫ /5 長野  雄一 松山市 11,800
ＪＡ５ＥＺＵ 髙橋　荒二 西条市 5,640
ＪＧ５ＭＣＷ 岡　正宏 宇和島市 1,053
ＪＰ３ＶＯＲ /5 松浦　明彦 宇和島市 780
ＪＨ５ＰＷＳ 南條  正都 今治市 702
ＪＡ５ＩＯＥ 藤本  力 西条市 616
ＪＧ５ＣＡＪ /5 渡部  真也 松山市 108
ＪＦ５ＳＧＵ 黒田  和明 宇和島市 12  
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⑧430ＭＨｚ
★ ＪＩ５ＤＩＨ 森    孝博 松山市 27,540

ＪＩ５ＣＫＦ 菅    光眞  伊予市 21,120
ＪＪ５ＥＲＡ 岡本  正之 松山市 11,960
ＪＨ４ＷＡＺ /5 松浦　和成 広島県東広島市 8,640
ＪＪ５ＥＶＡ /5 岡田　清 砥部町 4,440
ＪＧ５ＧＷＬ 宮武  省二 松山市 420
ＪＨ５ＤＧＯ 亀岡  宗三 松山市 48
ＪＧ５ＨＦＹ 金倉  隆平 松前町 1

⑨1200ＭＨｚ
★ ＪＨ５ＱＹＺ 宇都宮　泰助 松山市 4,060

ＪＪ５ＥＴＹ 向居　拓真 松山市 108
ＪＡ５ＸＡＥ 矢野　宏一 松山市 90
ＪＡ５ＣＨＩ 菅　輝昭 今治市 32
ＪＡ５ＩＬＭ 大澤　恭司 松山市 1

⑩5600ＭＨｚ
★ ＪＲ５ＥＥＫ 仙波  満夫 松山市 10

⑪４７ＧＨｚ
★ ＪＡ５ＪＳＵ 久山  出 松山市 4

⑫ジュニア ★入賞　☆奨励賞

★ ＪＪ５ＭＭＫ 大塚  ゆうみ 東温市 309,920
☆ ＪＪ５ＯＡＺ 神山　勝哉 新居浜市 42,768
☆ ＪＪ５ＰＣＬ /5 渡部　里菜 松山市 108
☆ ＪＪ５ＰＣＫ /5 渡部　真衣 松山市 24

（２）個人電信の部
①オールバンド

★ ＪＡ５ＢＱＣ 田中  隆年 新居浜市 2,658,620
★ ＪＨ５ＨＤＡ 関岡  久志 松山市 2,251,200

ＪＨ５ＥＺＪ 小野　史郎 新居浜市 1,805,000
ＪＧ５ＢＩＫ 白田　哲司 四国中央市 699,840
ＪＡ５ＤＥＨ 田岡　康俊 大洲市 507,940
ＪＡ５ＣＨＩ 菅　輝昭 今治市 495,639
ＪＡ５ＥＶＭ 船岡  藤雄 東温市 359,310
ＪＥ５ＩＷＡ 中岡  忠幸 大洲市 355,300
ＪＡ５ＷＧＹ 木下  貴代美 松前町 4,830
ＪＡ５ＥＲＱ 仲    均 新居浜市 4,830
ＪＡ５ＭＦＹ 久山  昭江 松山市 810
ＪＧ５ＤＨＸ 小野  省己 新居浜市 420
ＪＡ５ＸＬＯ 吉川  和子 東温市 385
ＪＡ５ＪＳＵ 久山  出 松山市 350
ＪＡ５ＹＬ 土居  チズ江 松山市 300
ＪＲ５ＩＰＬ 赤松  千枝 松山市 225
ＪＪ５ＤＤＵ 篠田  徹 新居浜市 216
ＪＡ５ＢＶＯ 工藤  憲一 西条市 108
ＪＡ５ＴＰＩ 木下  曻三 松前町 4  
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（３）社団局の部  （＊＊アマチュア無線クラブ＝＊＊ＡＭＣと表示しています）
★ ＪＡ５ＹＤＩ 愛媛ＡＭＣ 新居浜市 3,410,100

ＪＡ５ＹＸＢ 愛媛YLﾊﾑｸﾗﾌﾞ 松山市 1,181,640
ＪＨ５ＺＺＪ 東温ＡＭＣ 東温市 1,076,000
ＪＲ５ＹＤＭ 石鎚ハムクラブ 西条市 103,620
ＪＲ５ＹＡＥ 北条市ＡＭＣ 松山市 47,360
ＪＲ５ＹＣＱ 四国中央市ＡＭＣ 四国中央市 10,904
ＪＨ５ＺＨＲ 松山地区ＳＨＦ研究会 松山市 3,150
ＪＨ５ＺＨＣ /5 綱付山ローカル 西条市 2,900
ＪＨ５ＺＭＳ ﾏｲｸﾛｳｪｰﾌﾞ松山ＡＭＣ 松山市 1,296
ＪＨ５ＺＴＪ ﾏｲｸﾛｳｪｰﾌﾞ愛媛ＡＭＣ 松山市 1,296

（４）クラブ対抗の部
★ 38-1-03　 愛媛ｱﾏﾁｭｱ無線ｸﾗﾌﾞ 11,652,028

38-1-04 　大洲ｱﾏﾁｭｱ無線ｸﾗﾌﾞ 4,123,720
38-4-04 　愛媛ＹＬハムクラブ 3,663,890
38-1-18　 東温アマチュア無線クラブ 2,034,485
38-4-27 　四国中央ｱﾏﾁｭｱ無線ｸﾗﾌﾞ 971,194
38-4-21 　愛媛２ｍSSB愛好会 118,352
38-4-23　 松山地区ＳＨＦ研究会 5,054  

 

【県外局】
（１）個人電話の部

①オールバンド
★ ＪＡ４ＩＯＭ 大石原　修 広島県呉市 118,990

ＪＪ４ＢＭＰ 松下  靖幸 山口県周南市 15,340
ＪＡ６ＦＸＬ 郡山　洋子 長崎県長崎市 1,458

ＪＲ５ＰＰＮ 鈴木  重香 香川県木田郡 320

ＪＡ１ＷＮＺ 横山  壮一 東京都渋谷区 105

ＪＡ４ＦＰＷ 長尾  和廣 岡山県岡山市 90

ＪＨ４ＦＵＦ 坂元  一寛 広島県呉市 36

ＪＭ３ＱＩＳ /3 筌場  幸一 兵庫県淡路市 9

ＪＫ２ＶＯＣ 福田　佳広 三重県津市 8

②3.5ＭＨｚ
★ ＪＪ３ＴＴＨ 宮本  忠明 大阪府岸和田市 294

③７ＭＨｚ
★ ＪＬ４ＬＪＸ 衛藤  泰博 広島県呉市 23,400
★ ＪＩ１ＲＳＪ 船山　敏 栃木県宇都宮市 3,920
★ ＪＮ１ＮＭＥ 由利　優 茨城県高萩市 3,120

ＪＦ２ＭＶＩ 峯田　耕治 静岡県沼津市 1,840
ＪＡ０ＵＨＺ 岸上　知行 徳島県美馬市 1,120
ＪＡ１ＸＨＣ 青木  文男 東京都板橋区 960
ＪＨ１ＳＵＵ 新津　茂夫 東京都町田市 960
ＪＡ３ＨＺＲ 吉川  高志 奈良県奈良市 756
ＪＡ２ＶＳＵ 宮田　正美 静岡県富士宮市 704
ＪＡ８ＩＢＵ 細谷　彰 北海道釧路郡 462  
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ＪＩ１ＩＩＦ 松本  俊英 千葉県印西市 462
ＪＨ０ＥＯＳ 國兼　八寿夫 新潟市東区 330
ＪＨ０ＥＨＧ 椿　健一 新潟県新発田市 280
ＪＨ８ＥＡＱ 武田  洋一 札幌市東区 270
ＪＡ１ＪＵＲ 中村  英男 神奈川県藤沢市 250
ＪＲ０ＭＡＺ 柳　文枝 新潟県長岡市 240
ＪＲ３ＯＥＴ /1 横須賀　良夫 さいたま市 225
ＪＨ７ＫＳＵ 齋藤  信雄 秋田県由利本荘市 200
ＪＡ９ＬＮＺ 松平  裕文 石川県白山市 140
ＪＡ８ＤＨＶ 中嶋  裕一 札幌市白石区 140
ＪＡ９ＧＥＷ 前田　直昭 石川県羽咋郡 72
ＪＡ０ＰＺＣ 石塚　晶 新潟県阿賀野市 72
ＪＡ７ＳＬＫ 阿部  興吉 山形県酒田市 72
ＪＡ０ＢＢＭ 歌代  保利 新潟県柏崎市 70
ＪＩ１ＮＺＡ 朝井　拓郎 千葉県浦安市 64
ＪＨ１ＶＩＸ 香川　和弘 神奈川県相模原市 60
ＪＲ１ＣＪＤ 山岸  茂樹 千葉県千葉市 40
ＪＮ１ＡＬＬ 鈴木　正哲 埼玉県八潮市 24
ＪＲ１ＬＥＶ 加藤　圭介 神奈川県秦野市 6
ＪＦ５ＭＢＸ /1 髙橋　宏年 千葉県野田市 6
ＪＦ２ＦＩＵ 丸川  芳文 愛知県豊橋市 4
ＪＨ１ＥＤＡ /1 田端　宗太郎 埼玉県川越市 4
ＪＤ１ＢＩＡ 田久保　洋 東京都小笠原村 4
ＪＲ３ＫＡＨ 伊藤  光市 兵庫県姫路市 2

④14ＭＨｚ 1

★ ＪＡ７ＡＭＫ 伊藤　清郎 岩手県奥州市 1

⑤50ＭＨｚ
★ ＪＮ４ＰＭＯ /4 久永  透 岡山県倉敷市 140

ＪＨ５ＤＡＨ /5 中野  誠一 徳島県徳島市 1
ＪＲ２ＮＲＰ 本多  清 愛知県岡崎市 1

⑥144ＭＨｚ
★ ＪＡ４ＡＱＧ 中澤  浩 山口県岩国市 27,250
★ ＪＲ４ＣＱＷ 小西　和男 広島県呉市 24,480

ＪＮ４ＴＢＩ 柏倉  美紀夫 広島県呉市 17,040
ＪＲ４ＭＲＪ 桑原  猛 山口県柳井市 7,680
ＪＥ４ＫＬＩ 堂官  利秀 広島市安佐南区 1,500
ＪＯ４ＤＦＸ /4 中野　幸宏 山口県岩国市 882
ＪＫ４ＤＵＪ 井下　義雄 広島県広島市 40
ＪＩ５ＳＡＯ 丸山 誠 香川県高松市 36
ＪＲ５ＢＵＡ /5 下川  保 香川県仲多度郡 35
ＪＮ１ＢＢＯ /5 秦　和弘 さいたま市南区 12
ＪＡ４ＩＦＳ /4 河野　武俊 山口県下松市 1
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⑦430ＭＨｚ
★ ＪＨ４ＰＢＱ 富山　至 岡山県倉敷市 1,932

⑧1200ＭＨｚ
★ ＪＨ４ＰＵＳ 瀧口  豊 広島県三原市 420

ＪＥ４ＬＳＰ 青木  邁 山口県光市 4

⑨5600ＭＨｚ
★ ＪＡ４ＴＳＦ /4 鳥居　正勝 山口県下松市 1

⑩10.1ＧＨｚ
★ ＪＡ４ＲＦＤ /4 田中  久司 山口県周南市 1

⑪ジュニア
★ ＪＪ１ＮＷＧ 髙橋　晴輝 千葉県野田市 2

（２）個人電信の部
①オールバンド

★ ＪＡ７ＡＭＫ 伊藤　清郎 岩手県奥州市 3,024
★ ＪＨ１ＮＸＵ 井口  昭敏 茨城県古河市 2,400
★ ＪＡ６ＦＯＦ 郡山　勝視 長崎県長崎市 2,106

ＪＡ５ＮＳＲ 庄野  寛 徳島県阿南市 2,058
ＪＩ７ＲＲＳ 愛澤  純 福島県いわき市 1,824
ＪＡ１ＸＨＣ 青木  文男 東京都板橋区 1,666
ＪＦ１ＤＦＡ 阿部　征史 千葉市花見川区 1,512
ＪＪ３ＴＴＨ 宮本  忠明 大阪府岸和田市 1,440
ＪＡ２ＨＵＶ 仁科　豊 静岡県伊豆市 1,260
ＪＲ２ＡＷＳ 上嶋  眞一 岐阜県高山市 1,260
ＪＨ０ＦＯＧ 佐々木　信和 新潟県長岡市 1,224
ＪＡ１ＵＯＡ 木下  博茂 神奈川県川崎市 1,040
ＪＲ１ＬＥＶ 加藤　圭介 神奈川県秦野市 880
ＪＪ１ＣＷＲ 西田　修三 千葉県茂原市 825
ＪＩ２ＩＷＢ 松岡  邦彦 愛知県岡崎市 540
ＪＡ４ＦＰＷ 長尾  和廣 岡山県岡山市 504
ＪＡ１ＨＯＤ 上村　新八 さいたま市中央区 440
ＪＧ１ＬＨＢ 飛田　隆 千葉県船橋市 352
ＪＡ９ＬＮＺ 松平  裕文 石川県白山市 350
ＪＫ２ＶＯＣ 福田　佳広 三重県津市 324
ＪＫ１ＮＡＦ 小澤　洗光 埼玉県越谷市 288
ＪＡ１ＪＮＲ 君塚　純一 横浜市青葉区 288
ＪＨ１ＶＩＸ 香川　和弘 神奈川県相模原市 280
ＪＡ７ＡＣＶ 岸　　秀 宮城県仙台市 252
ＪＧ３ＰＴＢ /1 緒方　朋行 神奈川県大和市 240
ＪＡ１ＫＩ 西山　幸雄 東京都八王子市 240
ＪＱ１ＨＹＢ 森田  肇 さいたま市 216
ＪＨ２ＪＮＵ 大場　豊久 静岡県袋井市 216
ＪＫ８ＰＢＯ 中村  昌敏 北海道札幌市 216
ＪＨ４ＦＵＦ 坂元  一寛 広島県呉市 210
ＪＥ０ＡＲＶ 山田  一之 長野県岡谷市 192
７Ｋ１ＪＦＭ 梯　　達郎 神奈川県横須賀市 168
ＪＨ４ＪＵＫ 末田 廣文 広島県竹原市 144
ＪＲ３ＸＥＸ 伊達　寿夫 京都府与謝郡 120
ＪＯ３ＵＣＳ 西原　準人 京都府船井郡 112  
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ＪＳ２ＤＡＡ 川瀬　哲也 愛知県安城市 100
ＪＦ２ＦＩＵ 丸川  芳文 愛知県豊橋市 90
ＪＦ０ＩＵＮ 佐藤  武夫 新潟県長岡市 90
ＪＡ９ＸＡＴ 西井　雅彦 石川県白山市 72
ＪＡ０ＣＴＷ 中村  志朗 長野県東筑摩郡 70
ＪＩ３ＲＧＴ 北村　知史 奈良県奈良市 70
ＪＥ１ＰＭＱ 菊池　真一 栃木県那須郡 60
ＪＩ１ＮＺＡ 朝井　拓郎 千葉県浦安市 30
ＪＧ１ＢＧＴ 氏家　悟 千葉県船橋市 27
ＪＲ１ＣＪＤ 山岸  茂樹 千葉県千葉市 20
ＪＦ３ＲＯＨ 藤田  敏雄 兵庫県丹波市 18
ＪＦ１ＪＡＹ 岩田　学 千葉市花見川区 18
ＪＡ６ＬＡＤ 本薗　幸一 宮崎県都城市 16
ＪＲ３ＫＡＨ 伊藤  光市 兵庫県姫路市 9
ＪＲ６ＫＢＦ /6 松尾　善博 福岡県福岡市中央区 9
ＪＦ５ＭＢＸ /1 髙橋　宏年 千葉県野田市 9
ＪＡ７ＳＬＫ 阿部  興吉 山形県酒田市 8
ＪＦ１ＵＯＸ 相馬　美佐江 神奈川県横須賀市 4
ＪＲ１ＵＳＵ /1 小保方　晃一郎 東京都八王子市 4
ＪＦ１ＰＢＫ 真仲　高行 千葉県印旛郡 4
ＪＪ５ＯＤＩ 三好　陽介 香川県仲多度郡 4

（３）ＳＷＬの部
★ ＪＡ１－２２８２５大森　功 茨城県日立市 4,760

ＪＡ８－３７６９ 千葉　雅夫 北海道川上郡 50
ＪＡ４－３７２９４冨田  浩司 岡山県岡山市 18

（４）社団局の部
★ ＪＲ４ＺＭＳ とどクラブ 広島県東広島市 6,732

ＪＡ５ＹＯＭ /5 四国レジャリーハムクラブ 香川県仲多度郡 360
ＪＪ２ＹＫＺ Yoshitec　ハムクラブ 東京都府中市 1

（５）クラブ対抗の部
★ 33-1-09 　光アマチュア無線クラブﾞ 23,020

10-4-68 　全国ＣＷ同好会 3,423
10-1-10　 三文字クラブ 1,040
11-4-76　 599ContestClubJapan 332
08-1-02  ＪＡＲＬ新発田クラブ 280
35-1-04  ＪＡＲＬ竹原クラブ 144
36-1-01　ＪＡＲＬ香川クラブ 36
27-4-34　西国コンテストクラブ 9
33-4-01  マイクロウェーブ山口 5
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支部運営委員 

組    織 コールサイン・氏　　名 住　　所 組    織 コールサイン・氏　　名 住　　所

支部長 JH5SAL  薦田　直志 松山市 運営委員 JA5ERQ  仲    均 新居浜市

運営委員 JH5CPS  大茂矢直志　 松山市 運営委員 JJ5DDU  篠田  徹 新居浜市

運営委員 JA5YL   土居チズ江 松山市 運営委員 JA5NCK  松嶋 明俊 四国中央市

運営委員 JG5MDZ  津田  和則 松山市 四国監査長・ 監査委員長 JR5WHY  三嶋　力 松山市

運営委員 JA5DIH  森    孝博 松山市 監査員 JA5TJF  鈴木　直志 四国中央市

運営委員 JA5EVM  船岡　藤雄 東温市 監査員 JG5PMQ  木村　信夫 新居浜市

運営委員 JA5BUD  阿部　明徳 新居浜市 監査員 JA5IOE  藤本　力 西条市

運営委員 JA5DBE  立花  武博 宇和島市 監査員 JA5CHI  菅　　輝昭 今治市

運営委員 JE5PXE  西森　正一 砥部町 監査員 JA5OF   枇杷田庸雄 宇和島市

運営委員 JA5MFY  久山 昭江 松山市 監査員 JA5JEW  大西 英喜 四国中央市

運営委員 JF5EYY  神尾  奏昭 松山市 監査員 JG5BIK  白田 哲司 四国中央市

運営委員 JH5DGO  亀岡　宗三 松山市 監査員 JF5FWZ  近藤　征一 新居浜市

運営委員 JE5ETO  田鍋  清 今治市 四国地方本部選出社員 JA5XPD  渡部  理教 新居浜市

運営委員 JA5ICＹ 藤井 光雄 東温市 ＪARL業務委員 JH5QJE  中村 雅和 松山市
 

 

 

登録クラブ 

登録番号 ク ラ ブ 名 称 代表者氏名
代表者

呼出符号
社団局

呼出符号

38-1-001 今治アマチュア無線クラブ 菊川　憲一 JA5ATB JA5YRY

38-1-002 JARL宇和島クラブ 立花　武博 JA5DBE JA5YXK

38-1-003 愛媛アマチュア無線クラブ 仲     均 JA5ERQ JA5YDI

38-1-004 大洲アマチュア無線クラブ 久保　國夫 JA5CBX JA5YEN

38-1-018 東温アマチュア無線クラブ 相原　嘉男 JA5VQF JH5ZZJ

38-1-019 砥部町災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ｱﾏﾁｭｱ無線ｸﾗﾌﾞ 三好　眞人 JA5ASW JR5YED

38-3-004 愛媛県庁アマチュア無線クラブ 戒能　聡 JA5WIZ JA5YAX

38-3-005 松山市役所アマチュア無線クラブ 亀岡  宗三 JH5DGO JA5ZDS

38-4-004 愛媛YLハムクラブ 久山　昭江 JA5MFY JA5YXB

38-4-007 アマチュア無線クラブ松山72会 藤井　光雄 JA5ICY JA5YEH

38-4-019 愛媛アワードハンターズグループ 藤本　力 JA5IOE

38-4-021 愛媛２ｍSSB愛好会 高橋　靖男 JH5MOV

38-4-023 松山地区SHF研究会 久山　出 JA5JSU JH5ZHR

38-4-025 愛媛しまなみクラブ 田鍋　清 JE5ETO

38-4-026 APRS&VoIP実験グループ 津田　和則 JG5MDZ

38-4-027 四国中央アマチュア無線クラブ 松嶋　明俊 JA5NCK JR5YCQ  
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