
第２３回 オール大阪コンテスト規約 

日    時  ２０１７年１１月５日（日曜日） 

            ０６：００～１１：３０ 電信部門 

            １２：３０～１８：００ 電話部門 

            ０６：００～１８：００ デジタル部門 (RTTY/SSTV) 

参 加 資 格 （１）大阪府内で運用するアマチュア無線局（大阪府内局） 

 （２）大阪府外の日本国内で運用するアマチュア無線局（大阪府外局） 

 （３）ＳＷＬ局（府内・府外の区別なし） 

使用周波数帯 ＪＡＲＬ制定のコンテスト周波数帯及び 1200MHz 帯・2400MHz 帯のアマチュアバンド

とする。なお、1200MHz・2400MHz の周波数帯は、総務省告示「アマチュアバンド使

用区別」によるものとする。また、SSTV・RTTY については、免許された周波数帯とし

周波数の制限はありません。総務省告示「アマチュアバンド使用区別」によるものとす

る。 

1.9 MHz 帯については、1.8 MHz 帯を使用せず、従来の 1.9 MHz 帯を使用すること。 

呼 出 方 法 （１）府内局：  

  電   信・・・ＣＱ ＯＳＫＯ ＴＥＳＴ 

  電   話・・・ＣＱ オール大阪コンテスト（こちらは府内局） 

  デジタル・・・ＣＱ ＯＳＫＯ ＴＥＳＴ 

 （２）府外局： 

  電  話・・・ＣＱ オール大阪コンテスト 

  電信 / デジタル・・・ＣＱ ＯＳＫ ＴＥＳＴ 

交信の相手局 （１）府内局：日本国内で運用する全てのアマチュア局  

 （２）府外局：大阪府内で運用するアマチュア局に限る 

ＪＡＲＬ局（ＪＡ３ＲＬ ＪＡ３ＹＲＬ）の運用予定。 

コンテスト （１）府内局：ＲＳ（Ｔ / Ｖ）＋ 大阪府内の市郡区ナンバー 

  ナンバー    ただし､ＹＬ局 および オペレーターの年齢が 20 歳未満の局は、大阪府の市区郡 

ナンバーの後に下記の記号をつける。 

  ＹＬ局 および オペレーターの年齢が 20 歳未満の局 ・・ Ｙ 

       （２）府外局：ＲＳ（Ｔ / Ｖ）＋ＪＡＲＬ制定の都府県・地域等のナンバー 

          （ＹＬ局、20 歳未満の局 の 区別は 府内局のみ）      

参加部門・種目・コードナンバー  

部門 種  目 
コードナンバー 

府内局 府外局 

電 
 

 
 

 
 

 

話 

シ
ン
グ
ル
オ
ペ 

マルチバンド ＦＭ－Ｏ ＦＭ 

３．５ ＭＨｚ Ｆ３５－Ｏ Ｆ３５ 

７ ＭＨｚ Ｆ７－Ｏ Ｆ７ 

１４ ＭＨｚ Ｆ１４－Ｏ Ｆ１４ 

２１ ＭＨｚ Ｆ２１－Ｏ Ｆ２１ 

２８ ＭＨｚ Ｆ２８－Ｏ Ｆ２８ 

５０ ＭＨｚ Ｆ５０－Ｏ Ｆ５０ 

１４４ ＭＨｚ Ｆ１４４－Ｏ Ｆ１４４ 

４３０ ＭＨｚ Ｆ４３０－Ｏ Ｆ４３０ 

１２００ ＭＨｚ Ｆ１２００－Ｏ Ｆ１２００ 

２４００ ＭＨｚ Ｆ２４００－Ｏ Ｆ２４００ 

マルチバンド ＹＬ／ＹＭ ＦＹ/ＬＭ－Ｏ   

ＳＷＬ ＦＳＷＬ 

マルチオペ マルチバンド ＦＡ－Ｏ ＦＡ 

デジタル部門 ＳＳＴＶ マルチバンド ＳＳＴＶ－Ｏ ＳＳＴＶ 



ＲＴＴＹ マルチバンド ＲＴＴＹ－Ｏ ＲＴＴＹ 

     

部門 種  目 
コードナンバー 

府内局 府外局 

電 
 

 
 

 
 

 

信 

シ
ン
グ
ル
オ
ペ 

マルチバンド ＣＭ－Ｏ ＣＭ 

１．９ ＭＨｚ Ｃ１９－Ｏ Ｃ１９ 

３．５ ＭＨｚ Ｃ３５－Ｏ Ｃ３５ 

７ ＭＨｚ Ｃ７－Ｏ Ｃ７ 

１４ ＭＨｚ Ｃ１４－Ｏ Ｃ１４ 

２１ ＭＨｚ Ｃ２１－Ｏ Ｃ２１ 

２８ ＭＨｚ Ｃ２８－Ｏ Ｃ２８ 

５０ ＭＨｚ Ｃ５０－Ｏ Ｃ５０ 

１４４ ＭＨｚ Ｃ１４４－Ｏ Ｃ１４４ 

４３０ ＭＨｚ Ｃ４３０－Ｏ Ｃ４３０ 

１２００ ＭＨｚ Ｃ１２００－Ｏ Ｃ１２００ 

２４００ ＭＨｚ Ｃ２４００－Ｏ Ｃ２４００ 

マルチバンド ＹＬ／ＹＭ ＣＹ/ＬＭ－Ｏ   

ＳＷＬ ＣＳＷＬ 

マルチオペ マルチバンド ＣＡ－Ｏ ＣＡ 

     

交信中の   （１）クロスバンド・クロスモードによる交信。 

  禁止事項 （２）レピーターによる交信。 

   （３）コンテスト中同一部門での運用場所の変更。 

 （４）個人局の２波以上の同時電波の発射。 

 （５）マルチオペ局の同一バンド内での２波以上の電波の発射。 

 （６）マルチオペ局が同一部門での複数地点からの運用。 

   電信部門と電話部門の運用地は、異なっても可 

   デジタル部門は、上記どちらか一方の運用地と同じでなくてはならない 

 （７）本規約中にある使用周波数帯からの逸脱。 

得   点  アマチュア局：バンドごとに異なる局との交信は、 １点 

  ＳＷＬ局  ：バンドごとに異なる府内局の受信は、 １点 

   ただし、府内局の ＹＬ および 

  オペレーターが 20 歳未満の局との交信（受信）    ２点 

ＪＡ３ＲＬ・ＪＡ３ＹＲＬとの交信(受信)は、 ２点 

        府内局×府内局＝ １点  府内局×府外局＝ １点  府外局×府外局＝ 無効 

（注）１．府内局のマルチオペマルチバンド参加局において オペレーターが、ＹＬ および 20 歳未満の

場合も２点とする。  

   ２．アマチュア局は、コンテストナンバーの交換が完全に行われた交信を１点とする。ただし、

同一バンドでの重複交信（同一バンドでの同一局との２回以上の交信）は、１交信を除き、

モード（ＳＳＢ・ＡＭ・ＦＭ）が異なっても得点としない。 

   ３．ＳＷＬは、府内局のみの受信で送信局及び受信局のコールサインならびに送信局のコンテス

トナンバーの完全な受信を１点とする。ただし、同一バンドでの重複受信（同一受信局）は、

１受信を除き、ﾓｰド（ＳＳＢ・ＡＭ・ＦＭ）が異なっても得点としない。 

マルチ    （１）府内局：バンドごとに交信した異なる都府県・地域（大阪府を除く） 

プライヤー        および 大阪府内の市区郡数の和 

              （２）府外局：バンドごとに交信した 大阪府内の市区郡数の和 

       （３）ＳＷＬ：バンドごとに受信した 大阪府内の市区郡数の和 

得点の計算 

 （１）マルチバンド：（各バンドで得た得点の和）×（各バンドで得たマルチプライヤー の和） 

   （２）シングルバンド：（当該バンドで得た得点の和）×（当該バンドで得たマルチプライヤーの和） 



 

書類の提出 （１）ＪＡＲＬ制定のサマリーシート および ログシートを使用し(同一形式可)必要事項を

記入すること。ただし、ＹＬ および 20 歳未満の局は、性別および生年月日(ＯＭの

み)を。また、マルチオペレーター・マルチバンドは、運用したオペレーターのコー

ルサイン・氏名・無線従事者資格を、サマリーシートの意見欄に記載すること。 

  全部記載できない場合は、別紙に記載し添付すること。 

     （２）書類は、電信部門・電話部門・デジタル部門の各部門に提出できる。 

          デジタル部門は、ＲＴＴＹ／ＳＳＴＶ両部門に提出可能。 （合計４種目に提出可） 

 （３）重複交信を確認しる資料（チェックリスト）を提出しなくてもよい。 

     （４）入賞局については、次に掲げる資料などの提出を求めることがある。 

    ａ：チェックリスト b：ログデータファイル 

    （５）電子メールによる提出 

        ＪＡＲＬ主催コンテストの電子ログに準じた形式で受付ける。集計のエラーを防ぐ         

ために、データは添付ファイルではなく、メールの本文のシートに貼り付けること。 

         メールの件名(Subject) は、貴局のコールサイン ＋ 参加部門コード とする。 

          [例]  JA3RL CM-O,  JA3YRL FM など。８Ｊ１ＲＬ Ｃ１４ (全角文字も可) 

提 出 先  〒589-0022 大阪府大阪狭山市西山台 5-2-19-203 中浴方 オール大阪コンテスト係 

E-mail での提出先： allosaka-23@jr3yrl .net (整理の都合から毎回変えている) 

提出締め切  201７年 11 月 20 日（当日消印有効）封筒表面に参加部門を記入のこと 

電子申請の場合は、201７年 11 月 20 日 24 時 00 分 

表 彰  各部門・各種目 ごとに参加局数に応じて、第１位～５位に賞状を贈る。 

ただし、ＪＡＲＬ会員に限る。 

参 加 記 念  参加者のうち、希望者に ＪＡＲＬ大阪府支部作成の記念品を贈ります。 

サマリーシートの意見欄に「記念品希望」と朱書し、ＳＡＳＥ（長形３号封筒 120mm×

235mm に返信先を記入し 120 円切手を貼る）参加者のコールサインを封筒下部に記載し

て請求すること。  電子ログでの提出の場合は、ＳＡＳＥのみ 前記「提出先」に、コー

ルサイン明記のうえ、郵送のこと。 

失格事項など    

 （１）次の場合は、失格とする。 

       ａ：同一バンド内で、重複する交信 または 受信局（モードが異なっても重複）がログ 

シートに記載されている交信 または 受信局数の２％を越えており、かつ その重

複する交信、または 受信局を得点として計上している場合。 

       ｂ：ログシートに記載されている交信、または受信局のコールサインなどについて審査

の結果、明らかに虚偽の記載が認められる場合。 

      ｃ：この規約に定める事項に、違反した場合。 

   （２）コンテスト結果に対する異議申し立ての受け付けは、支部ホームページ発表後 30 日

以内とする。 協議の結果失格となった局は、失格の日から 3 年間、大阪府支部主催

のコンテストに参加しても入賞を認めない。 

 （３）失格となった局については、コールサイン および 失格の理由をホームページなどに

発表する。 

ＪＡＲＬ大阪府支部 大阪府支部登録クラブの構成員 および そのクラブが開設する社団局（予め 

登録クラブ対抗 支部に登録された１局のみ）から申告された得点を 登録クラブごとに集計し、 

参加クラブ数に応じて 第１位～３位に賞状を贈る。 

結 果 発 表 大阪府支部ホームページにて発表する。 

http: / /pws.sakura.ne.jp/jarlosaka/   

http://pws.sakura.ne.jp/jarlosaka/

