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[JJ2QXI/2]初めての現地乗り込み参加でしたが、開始から 1 時間弱
の間、片方のエレメントが断線した状態のアンテナ(俗にいうギボ

シ・ダイポール)で「何でこんなに飛ばないんだ~」って、オンエ
アしていました(涙)．FAQ にある「自称年齢」を認めるくらいな
らコンテストナンバーは「任意の二桁数字(例えば実年齢)」や「実

年齢または 00」としては? /ME や/MEJ はコールサインの一部に
は成り得ないので、相手方がそのような ID を打ってきた場合でも
ログには記載していません．2 エリア以外の局の、/2 のない/ME

も同様．法解釈は抜きとして移動局は/ME のみではなく/2/ME と
するのが最も自然な形ではないかと私には感じられます．★初三
重県乗り込み参加で優勝おめでとうございます！またコンテスト

ナンバーとステータス表示についてご意見をありがとうございま
した．規約見直しの参考にさせていただきます． 
[JI3DNN/2]前日は"もくもくの湯"でゆっくりし、二匹目のドゼウ

を狙いました(笑)．★昨年よりもスコアーを伸ばしていただいた
のですが残念ながら二匹目のドゼウは逃げてしまいました…来年
はぜひ捕まえて． 

[JQ2OUL]シングルバンド 14MHz があった方が良いです、コンデ
ィション的に．今年は 21 はカスカス だったので．1.9、3.5 シン
グルはなしでもよいかと．県外局に JL 局ほしいとの要望ありまし 

た．★ご意見ありがとうございました．1.9MHz シングルは 2 年
連続で参加者ゼロでしたので存廃を考えますね．県外 JL は多くの
ご要望があれば検討したいと思います． 

[JA2KSA]自局は約 10 年間 QRT でした．昨年自主防災用にヤエス
FT817 5W 機を入手しましたので 10 年ぶりに 33 コンテストにト
ライ．約 1 時間半自宅運用をしました．アンテナは DP と運用パ

ワーは 0.5W．★「八重洲無線」の復活とともにご購入されたので
しょうか．来年も FT817 でご活躍下さい． 
[JH4RAL/2]いつも集計ありがとうございます．今年も良い天気に

なり楽しめました．★今年は 1 位です！来年も BYJ 局とのデッド
ヒートを楽しみにしております． 
[JR2BYJ]交信いただいた OM 各局、ありがとうござました．また

お相手ください．★OM からは委員会へのご助言いただきありが
とうございましたした．次回もよろしくお願いいたします． 
[JR2MIO/2]集計御苦労様です．後半のみの運用でした．★お忙し

いところご参加いただきありがとうございました． 
[JA3MIB/2]大変によい天気で気持ちよく楽しめました．50MHz で
始めましたが参加局が少なくコンテストにならず 7MHz に変更

しました．★移動運用お疲れ様です．次回はまた 50MHz を賑や
かにして下さい． 
[JR2FJX]VHFが1局あるので、マルチバンドでエントリーします．

★マルチバンド参加大歓迎です！ 
[JA2VHO]昨年優勝、県人局での参加です．楽しかったです．集計
お疲れ様です．★今年も優勝ですよ！連覇おめでとうございます． 

[JH1MKT]初参加です．今回は 1 時間程度しか参加できませんでし
たが次回も参加させていただきたいと思います．★初参加ありが
とうございます！次回も楽しみにしております． 

[JF2CRP]昨年に引き続き 21MHz 電信県人局部門に参加しました．
他のコンテストには無い県人局部門を今後とも続けてください．
★了解しました．全国で活躍されている三重県人にエールを送り

続けます． 

[JI3ZOX]昨年 12 月末より脊椎が悪化して病院に入院しておりま
したが 5 月 4 日~6 日まで外泊許可で自宅にて療養中とりあえず
コンテストに参加しましたがコルセットをしており腰が痛いので

数局と交信となりましたが電子ログを提出します．次回も参加予
定．集計局ご苦労様です．★腰痛はとてもつらいですね．早く全
快されるようお祈り申し上げます． 

[JR2WLQ]お世話になっております．主催運営お疲れ様です．今年
も事前に熟慮したうえで楽しく参加させて頂きました．スプリン
トになってとても参加し易くなっている反面、コンディションの

変化などへの対応などの「読み」の面白さが減って来ますかね!
支部大会にも前年同様に参加させて頂ければと思っております．
結果のコメントも毎回楽しみにしております!Hi★コメント集を

楽しみにして下さっているとはうれしい限りです(^_^;)今年も支
部大会でお会いできることを楽しみにしております． 
[JI7OED/7]JL 局は県内局に統合して表彰で配慮するべき．★参加

者が少ないのに一つの部門として残すのはいかがなものかという
ご意見と思います．親や祖父母、ご主人が県人局であれば JL 部門
に参加可能という案も考え中です． 

[JI1UDD]集計ご苦労さまです．ログ提出します．★ご参加ありが
とうございました． 
[JA0IND/1]集計御苦労さまです．★いつもおねぎらいありがとう

ございます． 
[JR2AIZ]開始の頭の 15 分は 1.9MHz の参加局を探しまくりました
が何も聞こえず、3.5MHz に変えましたが既にガランとしていま

した．1.9MHz を生かすなら開催時間を変えて頂くようお願いし
ます．★この日程で夜間の開催時間確保を検討しましたが残念な
がら難しい状況です．早朝なら可能かも知れません． 

[JH9FCP]ちょっと出遅れてしまい局数が延びませんでした…★お
忙しいところご参加いただきありがとうございました． 
[JA5CBU]楽しいコンテストでした．昨年のスコアーをうわまわる

ことができました．★今年はハイレベルの接戦でしたが優勝で
す！ 
[JN3ANO]各局 交信ありがとうございました．★4 位入賞おめで

とうございます！ 
[JF2MVI]QSO 頂いた各局ありがとうございました．QSO 頂いた局
の中に 16 才と 81 才の方々おりました．16 才の方には長く続けて

頂きたく思いますし、後者の方は私も同じ年ま迄続けたいと思い
"FB,FB"と打ってしまいました．★CWer には年齢ナンバーが大変
好評です．短い電文で交信相手のこと知り、自分の気持ちを伝え

られるのは素敵なことですね． 
[JH1ISU]取りまとめお疲れ様です．よろしくお願いいたします．
★ご参加いただきありがとうございました． 

[JH4EYD]お世話になりますが宜しくお願いします．★こちらこそ
ご参加ありがとうございます． 
[JK1LUY]夜勤から帰ってから参加しましたのでスタートが遅れま

した．★夜勤明けで眠いところご無理いただきありがとうござい
ます． 
[JH2OMM]よろしくおねがいします．★ご参加ありがとうござい

ました！ 
[JH4JUK]連休後半、短時間で行われるので終わってからゆっくり
出来ました．★午後はゆっくりと身体を休めていただくのがこの



規約のコンセプトです． 

[JA1COP]楽しめました．★いつもご参加いただきありがとうござ
います． 
[JE1EQS]次回もがんばりたいと思います．★次回参加宣言ありが

とうございます！ 
[JE1GZB]次回も頑張ります．★次回参加宣言は本当にありがたい
お言葉です． 

[JA1KI]ハイバンドの入感は距離的な関係か全く無く 7 メガのみで
の短時間の参加でした．★中距離はどうしても 7MHz になってし
まいますね． 

[JK1UKQ]次回も参加したいと思います．★次回参加宣言ありがと
うございます！ 
[JA3LEB]集計ご苦労様です．★おねぎらいありがとうございます．

私と JO2AXB、JA2HVO、JR2MHV の 4 名で実務をしております． 
[JA9XAT]ことしも参加できて良かったです．去年の倍のスコアで
した．★スコアー倍増！ありがとうございます．次回はさらに？ 

[JA1HMK]少しの参加ですが、楽しませていただきました．★お忙
しいところ忘れずご参加いただきありがとうございます． 
[JN1BBO]時間は適度な長さで家庭円満でした．ただ、ローバンド

には厳しい時間設定ですね．★ご指摘の通りです<(_ _)>．対策を
考え中です． 
[JH6EXN]コンディションが悪い中、ひろって下さった各局ありが

とうございました．★4 時間の忍耐勝負でしたね．ありがとうご
ざいます． 
[JI6DUE/3]初めての参加でした．少し遅れてのスタートでしたの

でどこまでいけたか楽しみです．★初参加ありがとうございま
す！次回もお待ちしております． 
[JA7LLL]枯れ木も山の賑わいで、ログ提出します．★33 位特別賞

です！表彰状をお贈りしますよ． 
[JI6BEN]低得点で恐縮です★恐縮なんてとんでもないです．面倒
がらずにサマリー提出いただきありがとうございます． 

[JM1HUX]電子 LOG 初提出．県人局の Point になったでしょうか．
★電子ログありがとうございます．当方の集計が大変楽で正確に
なりますのでありがたいです． 

[JA0QD/1]コンテストナンバーが年齢なのが素敵だ．また、県人
局との交信を認めるルールにも賛成します．★超 OM からご贔屓
いただけてこの上ない光栄です． 

[JA7EVH]また参加します★次回参加宣言ありがとうございます！ 
[JA7ARW]トータルで 30 分ほどの時間で、少ない QSO 数でしたが
楽しんで参加できました．★お仕事の合間に楽しんでいただけて

よかったです． 
[JF6TWP/6]お疲れ様です．コンディションが悪かったのかタイミ
ングが悪かったのか、あまり出来ませんでした．★6 エリア方面

からはコンディションが悪かったとのご報告がありました． 
[JA3RAZ]次回もがんばりたいと思います．★いつもご参加ありが
とうございます． 

[JQ1KRT]短時間の参加でした．★お忙しいところ時間を作ってい
ただきありがとうございます． 
[JO1JKH]集計ご苦労様です．所用で 8 時からの 30 分だけの参加

でしたがありがとうございます．★お出かけ前の短時間にご参加
いただきありがとうございます． 
[JR4CTF]限られた時間で少ない局数でしたが、参加することがで

きました．★お忙しいところご参加ありがとうございます． 

[JE1HTV]県人局とだけの交信になってしまいました．★県人局が
全国でがんばって盛り上げてくれているのでありがたいです． 
[JA0GSG]どうにか参加できました．★いくつのもハードルを乗り

越えて参加していただけたようで深く感謝です． 
[JM6NJU]今年のコンディションはやや悪いようで弱く聞こえて
いました．呼びかけてもなかなか聞こえなかったようです．★来

年はきっと良くなりますのでまた呼びかけて下さい！ 
[JE7ENK/7]短時間の参加でしたが楽しむことができました★「ち
ょっと参加」でも楽しんでいただけると本当にうれしいです． 

[JH8CLC/7]次回もがんばりたいと思います．★次回参加宣言あり
がとうございます！ 
[JA8DEB]コンディションが今 1 つでした．★レポートありがとう

ございます．太陽黒点にもっとがんばって欲しいですね． 
[N6TI]楽しく参加させていただきました★今回も米国カリフォル
ニア州からご参加ありがとうございました． 

[JR2TRC]昨年更新した 2 局と今年も交信★同じ局でもコンテスト
ナンバーが毎年違うので新鮮ですよね?! 
[JH2GZY]50MHz は殆ど静岡からは聞こえませんでした．三重の皆

さんアンテナを東にも向けてくださ～い．QSO 頂いた皆さんあり
がとうございました．★50MHz 県内各局よろしくお願いいたしま
す！ 

[JO1EEQ/1]1 局のみの交信でしたが提出します．よろしくお願い
します．★お手間を惜しまず書類ご提出ありがとうございまし
た！ 

[JN7EQY/1]集計お疲れ様です．今回はバンドを一回りだけ見て終
了でした．運良く見つけた局と交信すると歳の差約 60 でびっく
りしました．大学の後輩に「三重コンってどうなんですか?」と聞

かれたので「根性で三重県民を探すコンテスト」と言っておきま
した．さらに、「そういえば三重って 2 エリアでしたっけ?3 エリ
アでしたっけ?」と言われたので「2 と言えば 2 だし、3 と言えば

3」と答えておきました(笑)★三重県民を探し出したときの喜びは
クセになる方が多いようです…そして、三重県は行政が 2 エリア、
文化は 3 エリアという複雑な立ち位置です． 

[JI1LHT]短時間の参加となってしまいましたが、楽しめました．★
お忙しい中お時間を取っていただきありがとうございました． 
[JJ2DWL/2]今回設備を簡略化して挑み挑みましたが裏目に．昨年

比得点ダウンに終わりました．★ご心配なく．ダントツの得点で
優勝です．おめでとうございます． 
[JE2TOC/2]CW 初心者です．今回、移動での CW 運用に初挑戦し

ました．★すばらしい挑戦ですね！次回も電信部門でご活躍下さ
い． 
[JJ2SQJ]今年も紙ログの提出になります．集計作業大変お手数か

けます．★紙ログでもぜんぜん大丈夫ですよ．次回もがんばって
お願いいたします． 
[JF2JFP]オール三重コンテスト参加初めてです．フル参戦で、が

んばりました．各局ありがとうございました．★初参加で 3 位入
賞です．表彰台はありませんがおめでとうございます！ 
[JA2TTH]もうそろそろ年齢ナンバーを止める時期に来ているよう

に思います．苦言を呈する局が多かった．気持ちよくコンテスト
に参加したい．都府県支庁ナンバーを使うこと等をご検討くださ
い．★OM 貴重なご意見ありがとうございます．年齢ナンバーに



ついて電信では好意的ですが、電話では嫌がられる事が多いよう

です．特に当コンテストを知らない局に突然お願いした場合です
ね．その時には無理強いせずに 00 でお願いします．もうしばら
く見守っていただけるとありがたいです． 

[JF2CTT]集計お疲れ様です．今年は連休の狭間にのんびり参加で
きました．熊野地域の出身局も参加されていて楽しかったです．
今年度中には高速道路が熊野にもやってきます．次回は各局の移

動をお待ちしています★9月29日の尾鷲熊野道路開通で津市から
峠を越えずに 1 時間 50 分で熊野へ行けるようになりましたね． 
[JA2MEI]今回は青山高原に移動し 50MHz にて参加出来ました．★

移動運用お疲れ様でした．50MHz のリクエストが多いのでこれか
らも盛り上げて下さいね． 
[JE2PTG]短時間の移動運用でしたが楽しく運用させていただきま

した．★1 位です！おめでとうございます． 
[JR2FMK]長時間のコンテスト参加できず申し訳ありません★短
時間でもご参加いただけて感謝申し上げます． 

[JR2EKD/2]今回は HF 機が急遽故障しましたので UHF ハンディ機
で楽しみました．★臨機応変な方向転換ありがとうございます．
その熱意に感激です． 

[JJ2YKZ/2]OP:JK2VOC です．マルチ OP ですが一人で参加しまし
た．コンディションが悪くハイバンドが壊滅的でした．委員長に
は別件で先日はお世話になりました．★big gun が「壊滅的」と

あきらめるほどコンディション悪かったですね．ほとんど 7MHz
での QSO になってしまったようです． 
[JM8DKR/2]VUHF の県内局が少なかったように思います．★JL 部

門ご参加ありがとうございます！しかも 1 エリアから津市移動運
用！CW 運用まで！これからのご活躍をお祈りいたします．県内
VUHF 局増やします．ごめんなさい． 

[JA3QOS]今年も参加できました．三重県内局は積極的に CQ を出
していただきたいと思います．★了解しました！県内局は CQ 100
回をノルマといたします． 

[JM1NKT]目標を 200QSO 若しくは 1 万点越えと置き、何とか達成
することが出来ました． QSO 頂いた皆さん/主催者の方々、あり
がとうございました．★すばらしいスコアです！次回は目標

12,000 点！ 
[JE0KBP]三重県津市の出身です．今回は 7MHz シングルバンドで
参加しました．コンディションがよく楽しめました．オール三重

は毎年参加していますが、とてもいいコンテストですね．★お褒
めいただきありがとうございます．これからも 5 月 5 日は三重県
大使として 0 エリアでご活躍よろしくお願いいたします． 

[JF2WME ]今回は県人局で参加出来ました．楽しめました!次回も
是非参加したいですね!!★次回はまた県人局資格取得を目指して
がんばってくださいね！！ 

[JA3OLO]次回はがんばります．★次回参加宣言ありがとうござい
ます！ 
[JG2CNS/3]各局、交信ありがとうございました．★ご参加ありが

とうございました！ 
[JF2CTY/2]来年もがんばります．★次回ガンバル宣言ありがとう
ございます！ 

[JQ2WBX]今年は交信数が減りました．★来年はまた増やしてくだ
さいね！ 
[JR2JZO]JA2YAL(津高校電気部)の OB です．現在三重県内の高校

のクラブ局はどれくらいあるのでしょうか．結果冊子希望します．

よろしくお願いします．★無線局検索では四日市工業 JA2YBW, 
四日市西 JH2ZUT,桑名工業 JA2YGZ,伊勢工業 JA2YFM,山高
JA2YKD,松工 JA2YNP 倉田山中学 JA2YAY が免許されていますね．

QRV を期待したいです． 
[JL2PCI/3]集計ご苦労様です．HF ハイバンドは全く聞こえず．ロ
ーカルバンド 2mFM で CQ コンテスト発射すれども全く応答なし．

JM8DKR/2 県内局 1 局のみ交信できました．大穴ねらいでエント
リーします．★大当たりです！おめでとうございます． 
[JA1-22825]今年も参加できてうれしく思います．7MHz のみしか

聞こえませんでした、残念…★いつもレポートありがとうござい
ます． 
[JI2QIX/2]集計ご苦労様です．QSO 各局ありがとうございました．

★優勝おめでとうございます！ 
[JF2FIU]集計審査ご苦労様です.今年は、おかげさまで何とか「完
走」できました．QSO して頂いた三重県内及び県人各局ありがと

うございました.なんとか入賞して来年は"(名誉)県人局"で参加し
たいです．ただ気になった事が一つ...1.9MHz の扱いですが、時間
帯からして無理があるように思いますが…★完走おめでとうござ

います！さて 1.9MHz の件ですが、いろいろ検討中です．でも残
念な結果になったらごめんなさい． 
[JH4FUF]参加局数が多く楽しめました．県外局の立場からすると

名誉県人局の資格が前回の入賞のみでは少しきついです．個人的
には出来れば前回及び前々回(過去 2 回の何れかの)入賞歴なら有
り難いです．集計御苦労様です．★沢山 QSO していただきありが

とうございました．名誉県人局資格についてはご意見を承りまし
た． 
[JA6BWH]1.9、3.5MHz が使える時間帯(06 時から 12 時まで等)ま

で拡張を希望．★貴重なご意見ありがとうございます．たとえば
6:00～10:00 というのもありなのか有識者に相談して検討してみ
ます． 

[JH1CHU]初めての参加です．宜しくお願いします．★初参加あり
がとうございます！4 位入賞ですよ．おめでとうございます． 
[JK2BAP]集計お疲れさまです．前日開催の静岡コンテストでは三

重県内局並びに県人局の皆様から盛大なご声援を頂き誠に有り難
うございました．お礼と言ってはなんですが微力ながら本コンテ
ストにて皆様にお声掛けさせて頂きました．★静岡コンテストの

ご成功お喜び申し上げます！GW に 2 エリアでコンテストが連続
開催されて活気が出て良いという意見を聞きます．貴支部が憂慮
されるような悪影響はなく、相乗効果で参加者には楽しんでいた

だけると思います．今後ともよろしくお願いいたします． 
[JA3BYR]楽しく参加出来ました．★参加者のこのひとことが私た
ちのモチベーションになります．ありがとうございました． 

[JA1WSE]参加局かなりあったようだがあまり交信できなかった．
コンテストは QRM で受信苦労した．★今回は他のバンドが冴え
ず 7MHz に集中してしまいましたね． 

[JN1AEI]コンテスト NO に年齢を入れることに違和感がありまし
た．結果冊子希望．★ご参加ありがとうございます．コンテスト
ナンバーに年齢を採用したのは JARL 主催の ALL ASIA DX 

CONTEST が最初と思いますが、慣れるまで違和感があるかも知れ
ませんね．次回も是非ご参加下さい！ 
[JA3GJQ]時間記入が間違っていました．再提出です．宜しくです．



★見直していただいてよかったです． 

[JJ1XQU ]集計ご苦労様です．年齢を言うのが抵抗有るのですかね．
参加局が少なかったようです．★ご参加ありがとうございまし
た！三重県の人口は千葉県の 4 分の 1 しかありませんのでアマチ

ュア局も想像以上に少ない状況なのです．でも参加者が増えるよ
うに PR がんばります． 
[JK3TJM]常置場所からの運用でした★ご参加ありがとうございま

した！ 
[JI1IIF]こんにちは．8J2I/2 と交信できました．これからもコンテ
ストでアクティブに運用していただけるとうれしいです．★伊勢

神宮のご遷宮に合わせて 10 月 31 日まで県内各地で運用しますの
で交信をお願いいたします． 
[JG3DIX]あまり時間がとれませんでした．★お忙しいのに時間を

取っていただきありがとうございます． 
[JG1IEB]初めての参加です．電信のみで交信数が少ないですが楽
しめました．★初参加ありがとうございます！次回もよろしくお

願いいたします． 
[JI4WHS]次回もがんばりたいと思います．★次回ガンバル宣言あ
りがとうございます！ 

[JA0AUF]プアな ANT では聞こえないから成果も上がりませんが、
分かっていて今年はローカルコンテストに努めて参加するように
しています．ややコンディション不良な感じもありましたがその

割には聞こえたのかも…★ローカルコンテストキラーですね．意
外に聞こえたのは OM の通信技術力がとても高いからでしょう． 
[JI1JCI/1]県人局の得点も、もう少し多く(例えば 2 点)にした方が

楽しめるのでは?★ご意見ありがとうございます！QSO 得点は対
象局の価値を高める反面、ルールが複雑になる欠点があります．
県内局 3 点にしてから 3 回目の開催ですが、いまだに 14％もの参

加局が得点計算をしています． 
[JL4CUN]参加局がもっと増えると更に賑やかでいいかな★参加
者がもっと増えるようにがんばります！33 位特別賞おめでとう

ございます！ 
[JS1MBH]三重各局 TNX.★ご参加ありがとうございます． 
[JO3RUL]50MHz ではコンディションが悪いようで全く県内局が

Get できず．各バンドでもっと県内局が QSO に参加してコンテス
トを盛り上げるように努力してもらいたい．★おっしゃるとおり
まだまだ努力不足ですのでがんばります． 

[JA4AVO]QSL 発行しない局は呼びませんでした．県人局をコンテ
スト NR にしていますが、マルチになっていないのも何の意味が
あるのでしょうか．せっかく付加するのですからマルチにならな

いものでしょうか．★コンテストナンバーの RST+年齢+MEJ の
MEJ は、県人局であることを区別するために付加していただいて
います．残念ながらマルチにカウントすることは考えておりませ

ん．すいません． 
[JF2FKJ]7MHz にて参加しました．★賑やかだったでしょうか．ご
参加ありがとうございました． 

[JP1VNA]交信局数は少なかったのですが楽しめました．次回も参
加したい．★手軽に楽しんでいただければうれしいです． 
[JR0BUL]初参加です．今後ともよろしくお願いいたします．★初

参加ありがとうございます！次回も楽しみにお待ち申し上げてお
ります． 
[7M3OER/1]運営ご苦労さまです．僅かですが提出します．★書類

のご提出ありがとうございました！ 

[JR3AAZ]集計お世話になります．大好きな 21MHz をひたすら聞
いていました．今年は SSB では全く受信できませんでした．MEJ
局の基準のせいか寂しい結果になってしまいました．不備が有り

ましたらお知らせ下さい．★コンディション悪かったですね．次
回は良くなるように伊勢神宮に祈ります． 
[JS6SRY]時間を変えて CQ を出しましたが、参加局が少なく 1 局

のみの交信となりました．★大変なご努力をいただきありがとう
ございました． 
[JM3QIS/3]次回もがんばりたいと思います．★次回ガンバル宣言

ありがとうございます！ 
[JJ2FUQ/2]県外局(浜松市天竜区より)参加．交信ありがとうござい
ました★ご参加ありがとうございます！ 

[JF2TGF]今年も参加することが出来ました．★毎年ありがとうご
ざいます！ 
[JF2AZM]年齢公表の意味は?年齢を得点にすればそれなりの意味

があるが、今のままではコンテスト参加者が伸びないのでは?★
OM ご意見ありがとうございます．ナンバーの年齢に意味を持た
せるためにマルチにしています．得点にすると年少者の価値が下

がってしまうのでいかがでしょうか．参加者数を伸ばす玉案がご
ざいましたらぜひお聞かせ下さいませ． 
[JH2FOR]コンテスト NO 記入間違いにつき再提出です．★見直し

していただいてよかったです．ご参加ありがとうございます． 
 
 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 
 
★第 36 回オール三重 33 コンテストにご参加いただきありがとう

ございました．  
 
★参加局は前年より 3.8%減でした． 

 
 参加局数は 205 局(前年 213 局)で、電信部門 101 局(前年 107
局)、電信電話部門 104 局(前年 106 局)と 3.8%減でしたが、バラ

ンスの良いエントリー状況でした． 
 本コンテストの開催ポリシーは「全バンド、全モードで三重県
内局のアクティビティ向上を目指す」となっており、参加者には

「マルチバンド部門」へのエントリーを期待しております． 
そのため、ドナーからの優勝楯贈呈もマルチバンド部門から優先
してご用意しております． 

 ローバンドとハイバンドのコンディション不調により、7MHz
部門への集中がみられますが、ぜひともマルチバンド部門へのエ
ントリーをお願いいたします． 

 
★得点計上間違いが参加者の 14%にみられました． 
 

 前々回より、県内局または JL 局との交信を 3 点に設定したとこ
ろ、ログサマリー提出者の約 14％に得点の計上間違いが見られま
した． 1 点の交信を 3 点にしたり、3 点の交信が 1 点になって

いたりしましたので、コンテスト委員会で計上得点を修正いたし
ました． 
 間違い修正は「減点」のみで「加点」はしないコンテストが多



いと思いますが、当コンテストは初心者にやさしい運営を目指し

ておりますので、申告点数に「加点」も行っておりますので御了
承下さいませ． 
 

★協賛にご協力下さい 
 
 当コンテストは、個人や団体からのご協賛により部門 1 位に優

勝楯をお贈りしています． 今回も以下の 7 個人、1 団体より 12
部門にご協賛をいただきました． この場をお借りして御礼申し
上げます． 

 従来は 1 部門 5,000 円で受け付けておりましたが、三重県支部
のコンテスト予算強化により、1 部門 3,000 円に減額いたしまし
た．当コンテストに思い入れのある方は、ぜひご協賛をお願いい

たします． 
 
JF2TGF 伊藤宏光 様 ２部門 

三重コンテスターズクラブ ２部門 
JA2AH 石田正多 様 1 部門 
JL2AWE 乾 忠世 様 1 部門 

JA2NMH 長谷川隆司 様 1 部門 
JA2HVO 岡田哲夫 2 部門 
JR2MHV 冨岡 巧 1 部門 

JE2MDE 磯田憲一 ２部門 
三重県支部予算より 4 部門 
 

★平成 25 年 11 月 3 日(日)津市で行われる三重県支部大会で 
入賞者への表彰、優勝楯の贈呈を行いますのでご出席下さい． 
 

★コンテストについてのご質問、ご意見などの受付は JARL 三重
県支部ホームページ上で行っていますのでご利用ください．
（http://www.jarl.com/mie/） 

 
 
 

 
 

JARL 三重コンテスト委員会 

支部長 冨岡 巧 JR2MHV 
コンテスト委員長 磯田憲一 JE2MDE 
コンテスト委員 岡田哲夫 JA2HVO 

コンテスト委員 山口 宏 JO2AXB 
 

平成 25 年 7 月 27 日 

平静 25 年 8 月 10 日修正 


