第 37 回オール三重 33 コンテストコメント集

がとうございます！本コンテストのことを真剣に考えていただい
て本当にありがたいです．少し誤解がありましたので HP の FAQ

[JJ2QXI/2]昨年と同じ場所から、ほぼ同じアンテナ展開(ギボシ

を改訂しました．これからもナンバーに限らず参加者のメリット

DP/モービルホイップ/GP)で参加しました．雨天のため DP のバン

を第一に考えて規約の見直しを行って参りますので引き続きご助

ド切り替え時に濡れたり一部のアンテナの SWR が高くなったり

言を賜れましたら幸いです．

と苦労やトラブルもありましたが次回につながるコンテストにな

[JJ2NYT]今年も楽しく参加させていただきました．★50MHz 運用

りました．都道府県ナンバーと思われるものを送られた局があり

ありがとうございました！

ましたが、ゲストオペレーターの可能性や FAQ にある「自称年齢」

[JE2YOK/2]今回 PC 不調のため紙での提出となりました SRI．電信

の可能性もあるため、そのままログインしマルチにもカウントし

部門平均年齢が高いです．★毎年、平均年齢が 1 歳ずつ上がって

ました(再割当てになっていないコールエリアのいわゆるアルフ

いきます．皆さんお元気ということで祝いましょう．

ァ̶コールの局なので、免許人ご本人はそれ相当のお歳のはずで

[JO2AXB]次回もがんばりたいと思います．★次回はもっとがんば

すが・・・)．前回も申し上げましたが、コンテストナンバーは「任

って下さい！県内随一のスーパーシャックなんですから．

意の二桁数字(例えば実年齢)」や「実年齢または 00」としては? ま

[JR3KQJ]E スポで賑わっていました．ローバンド対応で開始時間

たは、自称年齢を認めるなら、その旨を規約に明記していただき

がせめて 7 時になりませんでしょうか．★CW 県人マルチは 3 年

たい．01 や 99 を送る局があれば、それはそれでコンテストの要

ぶりの 2 万点超えです．時間延長希望？もっと QSO 数を増やした

素としては面白いかもしれませんね．★CW 県内マルチバンド 1

いお気持ちはわかりますが健康にもご配慮をネ．

位おめでとうございます！運用のご苦労が伝わって参ります．ナ

[JK1SDQ]まるで 7MHz だけのコンテスト模様．他バンドの点数を

ンバーについてのご意見ありがとうございます．

上げては如何ですか．★残念ながら規約の点数操作だけでは他バ

[JR2BYJ]交信いただいた OM 各局ありがとうござました．またお

ンド参加者も県内局も増えないことが経験上わかっております．

相手ください．★マルチバンド部門へのご参加ありがとうござい

どうしたらいいでしょうね．7MHz 禁止？

ました．次回もよろしくお願いいたします．

[JH4RAL/3]いつも集計ありがとうございます．雨の予報でしたの

[JJ2DWL]集計ご苦労様です．今回雨天の予報でしたので久々に自

で乗り込みを諦め県人局で楽しみました．★お労いありがとうご

宅から参加しました．★お労いありがとうございます．久々の常

ざいます．CW7MHz1 位でした．おめでとうございます！

置場所でしたね．

[JA3GJQ]初めて県人局で参加させていただきました．各局、事務

[JI3DNN/2]朝から雨でぼちぼちでした．★雨の中、運用ありがと

局の皆様ありがとうございました．★県人局部門を楽しんでいた

うございました．

だけましたでしょうか．来年はまた資格獲得のためがんばってく

[JR2MIO/2]今年も仕事と重なってしまったので、短時間の運用と

ださい！

なりました．★お忙しい中 QRV ありがとうございます！短時間で

[JA0QD/1]県外局との交信も有効なので交信局数が増えて楽しか

も QSO 数はすごいですけど．

った．★来年も資格獲得お願いします！

[JE2SJH]都合により 30 分程度の参加でしたが、交信いただいた各

[JF2CRP]集計お疲れ様です．3 年目の名誉県人局 21MHz 電信部門

局ありがとうございました．★短時間でもお顔を出していただい

参加です．年々総得点が上がっており、盛り上りを感じます．★

てホントにありがたいです．

OM のおかげで 21MHz が盛り上がっております．DX 局もお誘い

[JA3MIB/2]雨に降られてしまいましたが十分に楽しめました．次

下さい！HP には英文規約も記載しております．

回もがんばりたいと思います．★楽しんでいただけてよかったで

[JI3ZOX]アパマンのクラブ常置場所にて、オール三重 33 コンテス

す！次回は晴れますのでよろしくです！

トに参加しました．体調もまだまだ本調子でないので数局と交信

[JA2ANR]三重県内局の参加者が少なく感じた．★県内 7MHzCW

しましたのでログを提出します．集計局ご苦労様です．★ご健康

は書類提出 9 局です．マルチバンド含めると 13 局．上のコメン

の回復を心よりお祈り申し上げます．ご無理いただきありがとう

トの通り皆さんお時間がなかったようですね．

ございました．

[JR2MHN]次回もがんばりたいと思います．★おまちしておりま

[JR2WLQ]企画、運営お疲れ様です．また、いつもお世話になって

す！

おります．今年も何とかフル参加ができましたが、目標の昨年比

[JE2VYM]直ちに年齢ナンバーを止めて、県内局は市町村を表すナ

アップは達成できませんでした．天候などの影響もあってか県内

ンバー、県人局・県外局は都道府県ナンバーにすべきです．過去、

へ移動される局が少なかった気も致しております．特に開催時間

他の参加局もコメントで指摘されていらっしゃいますが、参加局

と 1.9MHz 等のローバンドの関係からの意見は多く聞かれると存

が少ないのはナンバーが年齢であることが最大の原因と思います． じますが、過去にも試行錯誤して現在に至っている経過がござい
年齢ナンバーを廃止しない理由として、JARL 三重県支部コンテス

ますから、今一度県内の参加局増加対策を含めて規約を検討され

ト委員会は地域を表すナンバーとすると県南部の局が不利になる

ても良いのではないでしょうか？今後も毎年参加ができますよう

ためとおっしゃっていますが、実はその逆で、県内の市町村をマ

楽しみに致しております．拾って頂いた皆様、ありがとうござい

ルチとすれば人口の少ない地域の方が希少性が高くなり、むしろ

ました．★CW 県外マルチ 1 位おめでとうございます！OM から

有利になります．その際、県内の市町村ごとに 3 桁の番号を制定

はいつもローバンド帯の時間設定をご要望いただいており委員会

しておき、県外局は 2 桁の都道府県番号を送信するルールにして

でも重要な検討課題になっております．

おけば、県内の市町村か県外の都道府県かナンバーの桁数で区別

[JG3CQJ]集計ご苦労です．毎回参加者が多いコンテストで交信を

できるようになりわかりやすいと思います．★貴重なご意見あり

楽しむことができました．★お楽しみいただき大変光栄です．い

つもご参加ありがとうございます．

だくとホントに嬉しいです．私たちもがんばります．

[JA7AEM]ハイバンドは、あまりできませんでした．★ハイバンド

[JH4EYD]今回は途中参加でした．宜しくお願いします．★途中参

のコンディションは気まぐれで・・・

加大歓迎です！

[JA7LLL]今年はオールバンドで参加してみました．160m と 10m

[JH6TTD]次回もがんばりたいと思います．★次回参加宣言してい

は聞こえませんでした．★オールバンド参加ありがとうございま

ただいた方にはボーナスポイントを差し上げたいですね．

す．

[JH4JUK]連休中ですがハイバンドあまり開けず、少ない交信でし

[JH7OUW]楽しませて頂きました．県人局があるのは大変良いと

た．★ハイバンドもチェックしていただいたのですね．ありがと

思います．★ありがとうございます．OM もぜひ県人局資格をお

うございます．

取り下さいませ．

[JO1EEQ]よろしくお願いします．★こちらこそ次回もよろしくお

[JI5NWQ]次回もがんばりたいと思います．★次回参加宣言ありが

願いいたします．

とうございます！

[JS2PHO/2]雨の中の移動でした．★全天候型移動運用設備を完備

[JA7ARW]少ない QSO 数でしたが楽しく参加させていただきまし

されているのですね．またご紹介下さい．

た．★短時間でも楽しんでいただけて嬉しいです．

[JH1MTR/4]21MHz も Low band もダメでした．★上も下もご確認

[JN1BBO]存分に楽しみました．160m 以外はチェックログでお願

いただきありがとうございます．ダメでしたか…

いします．★この 2 年間、1.9MHz 参加者がゼロでしたので委員

[JA9XAT]ことしも参加できて良かったです．★いつもご参加いた

会で廃止の意見も出ました．が、OM のおかげで存続しそうです．

だき感謝申し上げます．

[JH4FUF]次女宅での用事に備え、早々に切り上げです．来年は、

[JO3PSJ]Condx もよく、のんびり楽しみました．★33 位特別賞お

"/MEJ"で参加したいものです…どうなるものか hi．集計ご苦労様

めでとうございます！次回はぜひ県人局部門でお楽しみ下さい．

です．★ごめんなさい orz！1、2 位同点でしたが規約により…

[JS1SDU]集計お疲れ様です．オール三重初めて参加しました．★

次

回に期待いたします．

初参加ありがとうございます！ご感想はいかがですか？

[JA1OZT]コンテストを楽しみました．★ありがとうございまし

[JA0IND/1]集計ご苦労様です．★いつもお労いありがとうござい

た！

ます．集計メンバーはいつも変わらず JO2AXB、JA2HVO、JE2MDE

[JE1NGI]4 時間のコンテスト楽しく参加させていただきました．県

でした．

内局,県人局だけでなく県外局にもコールサインの後ろに識別符

[JE0JAO]7 交信ですが提出します． 枯れ木も山の賑わいなんちゃ

号を付すなどして、はっきりさせた方がわかりやすいのではない

って!!★枯れ木だなんてとんでもない！貴重な新緑です．

かと思いました．★貴重なご意見ありがとうございました．

[JE1GZB]次回も頑張ります．★次回参加宣言ありがとうございま

[JA1HMK]ありがとうございました．★たくさんの QSO ありがと

す！

うございました．

[7M4NGG]次回もがんばりたいと思います．★私たちもがんばり

[JA5CBU]CNDX あまり良くありませんでした．スコアーが伸びま

ます！

せん．★でも、4 位入賞です！県内＋県人局は 20 数局が限界数か

[JE6CIY/4]短時間の参加でした．★お忙しい中ご参加ありがとうご

も知れません．

ざいます．

[JA2NGN]楽しめました．ありがとうございました．★お楽しみい

[JA1POS]21 年前失明．昨年右片麻痺によりサマリーおよびログは

ただき光栄です！

介護ヘルパーにより代筆．★大変なハンディを乗り越えてのご参

[JK2BAP]集計お疲れ様です．所用で 1 時間位の参加になり、お声

加ありがとうございます．ヘルパーさんにも感謝！

掛け程度の参加になりました．また折角「MEJ 局」に選ばれなが

[JO7UIT/7]次回も参加したいと思います．★私たちもやる気がで

ら通常の県外局で参加してしまい申し訳御座いませんでした．次

ます．

回は、また気合を入れて参加しようと思います．★お忙しい中ご

[JE7ENK/2]短時間ですが参加させていただきました．★お仕事の

参加いただきありがとうございました．次回はお時間を作ってい

合間にありがとうございます．

ただけると嬉しいです．

[JH8CLC/7]次回もがんばりたいと思います．★とてもうれしいで

[JF2MVI]ノイズが高く QSO いただいた各局ありがとうございまし

す．ありがとうございます．

た．年齢が判って FB な点もありますが、やはり JCC・JCG が気に

[JA5INF/1]次回も参加しますので、よろしくおねがいします．★

なります．ご検討ください．★OM にはいつもご参加いただきあ

こちらこそ万全の体制で OM をお待ち申し上げております．

りがとうございます．JCC/JCG の件はよく承知しているのですが、

[JH6DUI]QSO を楽しめました．★CW 県外 21MHz1 位おめでとう

現在まで採用せずに運営しております．参加者には QSL カードの

ございます！楽しんでいただけて光栄です．

発行をお願いしたいと思います．

[JR6CSY]ハイバンドのコンディションも良く、楽しめました．★

[JN3ANO]各局交信ありがとうございました．★ご参加ありがとう

中国、九州方面は良かったようですね．レポートありがとうござ

ございます．

います．

[JA4GWE]ラスト 1 時間の参加でした．★お仕事の合間のご参加あ

[JI4WHS/4]次回もがんばりたいと思います．★いつもありがとう

りがとうございます．

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

[JE6HCL]久しぶりに参加しましたが、県内局の QRV が非常に少な

とうございます！

く残念に感じました．★OM を失望させてしまって申し訳なく思

[JA6DAQ/3]次回もがんばりたいと思います．★抱負を語っていた

います．県内局への PR をがんばります．

[JM2CAN/2]移動先でコンテストに気づき急遽参加しました．★急

テストを大切に想っていただきありがとうございます．これから

遽参加で 50MHz1 位ですか！恐れ入りました．

も新潟県から応援をお願いいたします．

[JA3RAZ]次回もがんばりたいと思います．★次回参加宣伝いただ

[JI5SKS]過去居住で県人局になることを知りませんでした．3 才か

きました！当コンテストは常連さんが多くて助かっております．

ら小学校 3 年生まで四日市に居りましたので今回は県人局として

[JI2GZC]少し参加できました★お忙しいところ少しでもご参加あ

参加しました．いつも良くお目にかかる局が県人局だったりして

りがとうございます．1 位ですので次回は県人局でお願いしま

楽しめました．★三重県人でよかった！と思われましたか(^^)？

す！

ずっと県人局でご活躍をお願いいたします．

[JO1YKX]次回も参加しますので、よろしくおねがいします．★次

[JR1UJX]今年は 1 エリアの自宅から参加しました．★3.5MHz で強

回は県人局部門へエントリーできますよ！

力な電波を送信できると言うことは、ご自宅は大邸宅ですね．

[JP2XYT]集計お疲れ様です．14 年ぶりに参加しました．県人局の

[JH1CHU]今年初めて県人局で参加しました．沢山呼ばれて楽しみ

参加も多く賑やかで良かったです．以前に比べ時間も短くなり参

ました．★Mix 県人 7MHz1 位おめでとうございます！次回も県人

加しやすくなったと思います．★14 年ぶりにお帰りなさい！好感

局でお楽しみ下さい．

想をいただけてホッとしました．Mix 県内 7MHz1 位おめでとうご

[JR2EKD/9]QRP でいつも運用しています．★QRP で多くの局と交

ざいます．

信されていつも尊敬しております．

[JF2CTT]集計お疲れ様です．ちょっとスタートが遅れましたが、

[JG1XQF]32 年前三重県津市に在住しておりました．★当コンテス

ローカル局から 7MHz で呼ばれたのはびっくりしました．初参加

トで年に 1 回三重県を思い出して下さいね．

の三重県出身者とも交信し、県人局で参加をお願いして連休の狭

[JG3NEG]次回もがんばりたいと思います．★来年もお待ちしてお

間の中での参加でした．やっと熊野まで高速道路がやってきまし

ります！

た．次回は東紀州地域への各局の移動をお待ちしています．★お

[JJ2FUQ/2]コンテスト運営ご苦労様です．今回は田原市の移動運

労いありがとうございます．お忙しいところ沢山の局にサービス

用より県人局で参加させていただきましたが、残念なことに 10

していただきありがとうございます．

時頃から強風と雨でアンテナを下げて中止しました．次回来年の

[JA2HUJ]次回もがんばりたいと思います．★次回参加宣言ありが

参加は時間いっぱいがんばります．ありがとうございました．★

とうございます！

悪天候の移動運用でお疲れ様でした．来年は晴れるといいです

[JP2PUS/2]初めての参加です．早朝の準備から雨と濃霧で大変で

ね！

したが思ったより多くの局がお相手して頂き楽しい QSO を楽し

[JR2JZO]伊賀市(旧名賀郡青山町)出身です．毎年オール三重 33 コ

めました．来年も参加させて頂きます．★初参加 Mix 県内 50MHz1

ンテストだけは欠かさず参加させていただいています．★毎年ご

位おめでとうございます！来年も楽しんで下さいね．

参加本当にありがとうございます！私たちもずっと続けられるよ

[JR2KPO]コンテストナンバーを 17 から QSO ごとに増加させて、

うにがんばります．

送信側で前年代制覇を目論んだのはナイショです(*^b^) www★

[JL2PCI/3]集計ご苦労様です．県内局で「CQ コンテスト」は少な

いえいえナイショになってませんよ！よい子のみなさんはマネを

いようですね．当方の「CQ 県人局」に応答の県内局ファースト

しないようにお願いします．でも違反ではありません．

局 TNX! ．★三重県人気質は控えめなので、CQ 出す局は少ないで

[JO7FGZ/2]複数バンドのアンテナが不調で、設備の割に結果が伴

すね．一本釣りでお願いします．

いませんでした．★来年はビッグガンの不調を立て直してリベン

[JA1-22825]今年も参加できてうれしく思います．ハイバンドに期

ジお願いいたします！

待していたものの、残念な結果に終わりました．3.5MHz も NG で

[JJ2YKZ/2]opJK2VOC 一人での運用でした．コンディションが悪く

した．CQ で ME(J)を送出しているのでコンテストナンバーの ME(J)

局数が伸ばせませんでした．160m は運用前に QSY 予告をしたら

を省略している賢い(?)局がおり、一部に混乱を与えていたようで

2 局が引き回し成功でした．★いつも大変多くの局にサービスし

す．また、クラブ局マルチオペでそれぞれ違った年齢を送ってい

ていただきありがとうございます．2 万点超えですが、それでも

たため、これも一部の局には紛らわしかったようです．★SWL 局

ご満足いかなかったようですね…

のレポートは大変参考になってありがたいです．みなさまコンテ

[JR2QXU/2]次回もがんばりたいと思います．★JL 部門エントリー

ストナンバーの ME(J)は省略しないようにお願いします．クラブ

ありがとうございます！次回もお待ちしてますね．

局マルチオペのナンバーは「面白さ」としてとらえたいと思いま

[JJ2JQF/1]連休の家族サービスとの兼ね合いで今年は参加が危ぶ

す．

まれましたが、何とか参加することが出来ました．強力な県人局

[JF2FIU]集計審査ご苦労様です.今年もおかげさまで何とか「参加」

が今年も参戦されていましたので、部門が別であることを願って

できました．QSO して頂いた三重県内及び県人、名誉県人各局あ

います．★Mix 県人マルチ 1 位おめでとうございます．家族サー

りがとうございました.目標は入賞して次回「名誉県人局」参加で

ビスの合間に運用していただきありがとうございます！強力な県

す Hi★ぜんぜん危うくなく Mix 県外マルチ 1 位です！おめでとう

人局は Mix にも CW にもおられますよ．

ございます．次回は県人局部門ですね．

[JE0KBP]三重県津市の出身です．高校生まで津市に暮らしていま

[JG1CFO]初めて参加しました．QSO ありがとうございました．★

したが今は新潟県在住です．このコンテストはふるさとを想う大

初参加 Mix 県外 7MHz1 位おめでとうございます！次回は県人局

切なコンテストです．今年はコンディションがよく、たくさんの

部門にエントリーできますのでよろしくお願いいたします．

局が聞こえました．すばらしいコンテストですね．大変楽しく参

[JJ1XQU]集計ご苦労様です．参加局が少ないような気がしました．

加できました．集計に当たられる方に感謝いたします．★当コン

★ありがとうございます．7MHz の県内＋県人参加局は 30 数局の

ようですね．次回は少し他のバンドも運用してみてください．

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

[JK3TJM]常置場所からの運営でした．★ご自宅からご参加ありが

した．不備が有りましたらお知らせ下さい．★次回は県人局で

とうございました．

21MHz 制覇をお願いします！あばれてください．

[JI1IIF]こんにちは．コンテストの時間を 18:00 まで延長していた

[JJ3WPX]弱い信号を拾っていただき、三重県の各局ありがとうご

だけると幸いです．勝負にこだわりたい人は 3 月の東海 QSO コン

ました．★50MHz サービスありがとうございます．

テストでがんばってもらって、5 月 5 日は「今日は 1 日、三重県

[JF2TGF]今年も何とか参加することができました．残念ながら子

の局とたくさん交信できる日」にしてもらうと楽しいと思います．

供たちは都合で不参加でした．★いつもご参加ありがとうござい

★そのコンセプトはいいですねぇ〜OM．

ます．お子様も学校が忙しくなってきますよね．いつまでもご一

[JE2QBL]初参加でした．短時間でしたがログは提出します．★お

緒にハムが出来ますように．

忙しいところご参加いただきありがとうございました．楽しかっ

[JF2KWM]集計ご苦労様です．なんとか 10 局できました．50MHz

たでしょうか．次回もぜひお願いいたします．

はチェックログとして提出します．★お労いありがとうございま

[JR1WCS]三重県内や他の局と楽しく交信ができました．★楽しん

す．次回もよろしくお願いいたします．

でいただけて大変光栄です．

[JH1LNC/1]最初から最後まで参加しましたが県内局とは 1 局しか

[JR5PPN]いつもお世話になります．参加各局お世話になりました．

交信できず、三重は遠いですね…★県内局を探していただいてあ

次回もよろしくお願いします．★いつもご参加ありがとうござい

りがとうございます．遠いうえに局数も少ないです…

ます！こちらこそお世話になります．

[JH2FOR]集計ご苦労さまです．2 年連続の参加です．昨年より少

[JO3RUL]7MHz が県内局との QSO がやりやすい．来年も楽しみで

しアップしました．★連続参加ありがとうございます．次回はさ

す．★来年も県内局にサービスをお願いいたします

らにアップですね．

[JA0AUF]7MHzSSB お声がけのみ．★お声がけ大歓迎です！

[JA4-37294]久しぶりに参加しました．★お久しぶりです．来年も

[JA0ABK]次回も参加したいと思います．朝のうちコンデション悪

お時間作って下さいね．

かった．★次回参戦宣言うれしいです！
[JI2VXO]コンテストナンバーとして年齢を送信するのは女性を中

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

心に躊躇するところがあるのではないかと考える．せめて年代別
符号をつけて送信するようにすれば女性でも参加しやすくなると

★第 37 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

おもうのですがどうでしょうか？年齢別コードを採用しているの

ございました．

は JA8 コンテストがあり、各年代(10・20・30 才代のように)指定
されたアルファベットコードを送ります．YL とマルチ OP は指定

★参加局数は 217 局で前年より 6%増加でした．

されたコード(年齢に関係なく)を送るようになっています(年齢は
判明しない)．ただし三重 33 も 00 と送れば判明しませんが．★貴

参加局数は 217 局(前年 205 局)で、電信部門 112 局(前年 101

重なご意見、ご提案をいただきありがとうございます．これから

局)、電信電話部門 105 局(前年 104 局)と 6%増加いたしました．

も参加して楽しいコンテストを目指して運営して参ります．

これもみなさまのご協力のおかげと感謝申し上げます．

[JS1MBH]三重各局 TNX．★ご参加ありがとうございます！

本コンテストは「全バンド、全モードで三重県内局のアクティ

[JH6WKF]ちょうどこの時期この時間どこも聞こえない．★6 エリ

ビティ向上を目指す」を開催ポリシーとしており、参加者には「マ

アは 21MHz が良かったようですがいかがでしたか．

ルチバンド部門」へのエントリーを期待しております．

[JG3LTE]来年はもう少し頑張ります．★無理のないようご参加下

そのため、ドナーからの優勝楯贈呈もマルチバンド部門に優先し

さいね．

てご用意しております．

[JF2FKJ]40m のコンディションは、県内局は聞こえていましたが

開催時期と時間帯からローバンドとハイバンドのコンディショ

スキップ状態で弱く交信出来ず、県人局のみの交信となってしま

ンが不安定なため、7MHz 部門への集中がみられますが、ぜひと

いました．★2 エリア同士はアンテナが低いといいのかも知れま

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．

せんね．
[7M3OER/1]運営ご苦労様です．僅かですが送付します．★エント

★得点計上間違いが参加者の 13%にみられました．

リーありがとうございます！
[JG1GCO]今年も参加することができました．★いつもご参加あり

県内局または JL 局との交信に重みを持たせるために、得点を 3

がとうございます！

点に設定しておりますが、ログサマリー提出者の 13％に得点の計

[JR6KBF/6]QRP の悲哀はいつものことですが、出遅れ、ATU の調

上間違いが見られました．

子も悪さもあって惨憺たる結果でした…．次回はもっと QSO でき

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

るよう頑張りたいと思います．このような機会を設けていただい

上得点を修正いたしました．

1 点の交信を 3 点にしたり、3 点の

た関係者の皆さまのご尽力に感謝いたします．★ベストではない

間違い修正は「減点」のみで「加点」はしないコンテストが多

条件の中ご参加下さいましてありがとうございます．QRP がんば

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

ってください．

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

[JR3AAZ]集計お世話になります．大好きな 21MHz をひたすら聞

承下さいませ．

いていました．今年は SSB で数局受信できましたが交信に至りま

得点の確認と修正の作業は、神経を使う大変な作業ですので、
次回は規約文にわかりやすい表を使うなど間違わないような対策
を取りたいと思いますので、みなさまもご留意いただきますよう
お願い申し上げます．

★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、4 団体より 18
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．
1 部門 3,000 円で受け付けておりますので、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．

三重コンテスターズクラブ
Yoshitec ハムクラブ

3 部門

2 部門

名張アマチュア無線クラブ
熊野無線クラブ
JA2AH

石田正多 様
勝

2 部門

1 部門
1 部門

JA2ECV

堤

2 部門

JA2HVO

岡田哲夫

JA2NMH

長谷川隆司 様

JA2UOR

松岡信一 様

JR2MHV

冨岡

巧

1 部門

JE2MDE

磯田憲一

2 部門

2 部門

三重県支部予算より

1 部門

1 部門

1 部門

★平成 26 年 11 月 9 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

岡田哲夫 JA2HVO

コンテスト委員長

磯田憲一 JE2MDE

コンテスト委員

冨岡

巧 JR2MHV

コンテスト委員

山口

宏 JO2AXB

平成 26 年 8 月 16 日
平静 26 年 8 月 31 日修正
平静 26 年 9 月 2 日修正

