
 　　　　

【日　  　時】　２０１６年1０月１６日(日)（第３日曜日）　12：00 - 18：00
【参加資格】　日本国内のアマチュア無線局

【周 波 数 】  136KHz～248GHz(WARCバンドを除く)
　　　   　   　(使用周波数　JARL制定のコンテスト周波数帯及び136KHz帯、1200 /2400/ 5600MHz帯
　      　　　　　10.1/10.4/ 24/47/77/135/248GHz帯のアマチュアバンド）
　       　　　　 1200MHz帯以上の周波数帯は、総務省告示の「アマチュア業務に使用する電波の型式
　       　　　　及び周波数の使用区別」によるものとする。
                 1.9MHz帯は1.9080～1.9120MHzとする。

【参加部門】
　県内局
　  ①千葉県内に無線局設置場所、常置場所のあるアマチュア無線局でコンテストにおいて　
　  　 千葉県内で運用するアマチュア無線局
　  ②県外に常置場所のあるアマチュア無線局でコンテストにおいて、千葉県内に移動して
 　    運用するアマチュア無線局
　県外局
 　 ①コンテストにおいて、千葉県以外から運用するアマチュア無線局

  千葉県内 （C) 　千葉県外 (X)
個人局 電信 マルチバンド  C- CW  X-ＣＷ
個人局 電話 マルチバンド  C-電話  X-電話
個人局 電信 ・ 電話 マルチバンド  C-MIX  X-MIX
個人局 電信 136KHz  C-136  X-136
個人局 電信 1.9MHz  C-1.9  X-1.9
個人局 電信 ・ 電話 3.5MHz  C-3.5  X-3.5
個人局 電信 7MHz  C-7CW  X-7CW
個人局 電話 7MHz  C-7電話  X-7電話
個人局 電信 ・ 電話 7MHz  C-7  X-7
個人局 電信 ・ 電話 14MHz  C-14  X-14
個人局 電信 ・ 電話 21MHz  C-21  X-21
個人局 電信 ・ 電話 28MHz  C-28  X-28
個人局 電信 ・ 電話 50MHz  C-50  X-50
個人局 電信 ・ 電話 144MHz  C-144  X-144
個人局 電信 ・ 電話 430MHz  C-430  X-430
個人局 電信 ・ 電話 1200MHz  C-1200  X-1200
個人局  電信・ 電話 2400MHz  C-2400  X-2400
個人局 電信 ・ 電話 5600MHzUP  C-56UP  X-56UP
個人局 電信 ・ 電話 ジュニア  C-ジュニア  X-ジュニア
個人局 電信 QRP  C-ＱＲＰ CW  X-ＱＲＰ CW
個人局 電信 ・ 電話 QRP  C-ＱＲＰ  X-ＱＲＰ  
社団局 電信 ・ 電話 社団  C-社団  X-社団

　※ 個人局はシングルOPに限り、マルチOPでの参加は出来ません。社団局は是に限りません。
　※ 電信/電話/電信・電話での マルチバンド/ジュニア部門の使用するバンド（136kHz ～2400MHz）

  ※ 社団部門は、 コンテスト中に運用した者の姓名、無線従事者資格を意見欄に明記する事。
  ※ ジュニア部門 15歳以下（中学校在学中も含む）。はサマリー意見欄に年齢を明記する事。
  ※ ジュニア・QRP・QRP CW 部門は、使用するバンド数に関係なく マルチバンドにエントリーした事ととみなします。
　※ QRP部門　　 空中線電力5W以下　430ＭＨｚ帯以下とする。
  ※ 5600MHz UP部門　5600ＭＨz帯以上のマルチバンドとする。

【交信相手】 県内局　すべてのアマチュア局　　　　　県外局　千葉県内運用局

呼　 　出　
  電 信：　　　　　　     　  　　　　　 県内局　　CQ CB　TEST 県外局　  CQ CBX TEST
  電 話： 県内局　　CQ千葉コンテスト 県外局 　 CQ千葉コンテスト（こちらは県外局）

コンテストナンバー　
  県内局 = RS (T)　+　市郡区ナンバー
  県外局 = RS (T)　+　都府県・地域等の番号
（例）相手局のシグナルレポートが「599」自局の運用場所が千葉県千葉市中央区「120101」

コンテストナンバーは「５９９１２０１０１」とする。

【得　　点】

電信 県外局　2点 県内局　3点 県外局  0点
電話 県外局　1点 県内局　2点 県外局  0点

  ※県外局同士の交信は得点にならない。
  ※同一バンドで同一局と電信と電話で交信した場合は、それぞれ1回ずつ得点として計上してよい。
　※同一バンドで同一市郡区と電信と電話で交信した場合はマルチは１とする。(重複カウントに注意)

 ※得点計算ミスが目立ちますのでご注意ください。

県内局　2点
県内局　3点

　            第３１回オール千葉コンテスト（JARL千葉県支部主催）

略称（サマリー記入）
　部門     千葉県内　 ・ 千葉県外

県内運用局（自局）の場合 県外運用局（自局）の場合
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【マ ル チ】

　 県内局：異なる都府県・地域等の番号および千葉県内の異なる市郡区の数　
   県外局：千葉県内の異なる市郡区の数
　
【総 得 点】
   シングルバンド =  (そのバンドで得た得点の和)　Ｘ　(そのバンドで得たマルチの和)
   マルチバンド 　=  (各バンドで得た得点の和)　Ｘ　(各バンドで得たマルチの和)
　
【提 出 書 類】
   JARL制定（A4サイズのみ受付） ログ・サマリー(同形式・コピー可)　
   書類は１部門のみ提出できる。
   JARL所定様式の電子ログによる提出も可能とする。
   得点計算上バンドごとに電信・電話のログを分けてよい。
   但しマルチの重複がないように必ずチェックをして提出すること。

【千葉県内登録クラブ対抗　（１２-××-××のみ）】
   JARL千葉県支部登録クラブに所属の個人局(事前登録の千葉県内局のみ)から申告された総得点を
   クラブごとに集計し、上位の登録クラブを表彰する。
   登録クラブ対抗参加局はサマリーの登録クラブ欄に登録クラブ番号および登録クラブの名称を記載する。

【ログ提出先】
紙ログ提出の場合
　〒260-8799  千葉支店　郵便私書箱　第28号
                  （一社）日本アマチュア無線連盟 千葉県支部
　　
電子ログ(E-mail)提出の場合
   chiba-test at jarl-chiba.info(atは＠に置き換え）に送信してください。
   提出メールはテキスト形式でのメールの本文とするか、添付ファイルとして送信してください。又、
   サマリーシート及びログシートをつなげた1本のメールとし、途中で分割されたメールは受け付けません。
　　電子メールの件名には、コールサイン-参加部門(略称)を記入下さい。例　JJ1UIB-C7電話
    ◎ログを受理した後、返信メールを送ります。必ずご確認ください。
【コンテストに関する問い合わせ先】
   SASE（上記の紙ログ提出先）　又は chiba-test at jarl-chiba.info (atは＠に置き換え）
【締　切】
　２０１６年１１月６日（日）(郵便：当日消印有効)

【表　彰】
  各部門の入賞者のJARL会員局に対し賞状を贈る。　
  県内局、県外局（関東在住）表彰は翌年のちばハムの集いで行い、当該局には
　その旨(２月上旬頃まで）連絡する。(県外局で関東在住以外も希望により表彰する。）
  ちばハムの集い欠席者及び、県外局への発送は、ちばハムの集い終了後の予定。
　
入 賞 基 準　
  原則として参加局５局以下=１位のみ、　６から１０局=２位まで、　１１から１５局=３位まで,　
  １６から２０局=４位まで、２１局以上=５位までとする。　

　 【禁 止 事　項】
　   ①バンドプランやコンテスト指定周波数、免許範囲から逸脱した運用及び、法から逸脱した運用　

  ②クロスモード・クロスバンド・レピータ交信　
  ③シングルOP　の2波以上の同時電波発射
  ④マルチOPの複数地点での運用
  ⑤同一バンドでの2波以上の同時発射　
  ⑥コンテスト中の運用地点の変更（コンテストナンバーが変わらない範囲での移動は認める）
  ⑦許可が必要な場所（東京湾アクアラインの人工島（海ほたるPA)や公共施設（公園）等)
　   に於いて、無許可で移動運用し、本コンテストに参加することを禁止する。
  ⑧クラスター等の自己スレッドを禁止する。

【失 格 事　項】
  ①同一局の2部門への書類提出　

  ②規約違反　

  ③重複交信計上　
  ④サマリーシート等虚偽の記載
　
【結 果 発 表】
  　JARLニュース（入賞者のみ）、JARL千葉県支部ＨＰ(http://www.jarl-chiba.info/)等
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