
第 40 回オール三重 33 コンテストコメント集 
 
[JN4JGK/2]コンディションが良くたくさんの局と QSO でき楽し
めました★県内運用 CW マルチバンド優勝おめでとうございま
す！ 
[JH4RAL/2]集計ありがとうございます．ハイバンドでの交信も楽
しめ乗り込み参加した甲斐がありました．★調子のいいハイバン
ドを楽しんでいただいて良かったです！ 
[JA2MEI]今回は松阪市「飯高道の駅」から、7MHz にて参加出来
ました．★おいしい食事や温泉が有名な道の駅ですよね．コンテ
スト終了後のランチも楽しまれましたか． 
[JR2MIO/2]仕事だったので、10時半からの90分1本勝負でした． 
オフレコ:R1.0 バージョンで提出しております．★オフレコを公開
してごめんなさい！R1.0バージョンでの提出大変ありがたいです．
R2.0 は私たちに必要な項目が削除されてしまい、集計処理が大変
でした．グチグチ． 
[JA2ANR]次回もがんばりたいと思います．★来年の参戦予告あり
がとうございます！お待ちしています！ 
[JA3MIB/2]Es で楽しめました．県人局さんが元気でした、2 点に
格上げはいかがですか．★貴重なご意見ありがとうございます！
そうすると、県内局 5 点ですかね． 
[JF2FIU]"集計審査お疲れ様です．以外にも CONDX 良くて楽しめ
ました．次回も""県人局""カテゴリーに参加できる事を願って．
QSO 頂いた各局ありがとうございました．★1 位おめでとうござ
います！次回も名誉県人局決定です．" 
[JR3KQJ]素晴らしい CONDX に恵まれて楽しめました．県人局が
呼び出しする時にも「/MEJ」を付加する方がありますが、CQ の
時限定としてはいかがでしょうか．★貴重なご意見ありがとうご
ざいます．県外局の立場からは常時/ME や/MEJ を表示してもらっ
た方が良いという意見もございます． 
[JG6JAV]今年はマルチバンドに名誉県人局とて参加させていただ
きました．ローバンドは時間的に無理でしたが 28MHz バンドま
で楽しむことができました．ありがとうございます．★各バンド
でご活躍いただきありがとうございました！ 
[JR6KBF/6]名誉県人局としての初参加に 7MHz にはバンザイアン
テナを用意しましたがコンディションのせいか、やはり QRP だか
らか、呼べども届かずでした…．来年は県外局で出直します．★
頑張っていただいたのにやはり成績は伸びませんでした…来年も
よろしくお願いいたします． 
[JK1SDQ]毎年楽しみにしております★私どももOMのご参加を毎
年楽しみにしております． 
[JG1CFO]県人局 3.5MHz-CW にエントリーします．7MHz はチェ
ックログでお願いします．★3.5MHz バンドを選ばれたのは正解
でした！来年も県人局でお願いいたします！ 
[JP1LJH/1]昨年、幸運にも 33 位を頂けたので今年は名誉県人局と
して移動運用で臨み、大いに楽しませていただきました．どうで
もよいことですが「ツーツーッ・トッ・トツーツーツー」がリズ
ミカルで大好きです．またいつか打ちたいと思います．開催あり
がとうございました．★ーー ・ ・ーーー 部門をうまく選ん
で、ふたたび名誉県人局資格をゲットして下さいね！ 
[JR2PMT]コンテスト楽しみました．★楽しんでいただけたことが
伝わってくると集計作業の疲れも吹っ飛びます！ 
[JG2CNS/3]集計お疲れ様です．足跡だけ残しておきます．★大き
な足跡ありがとうございます！ 
[JA0QD/1]県人局として参加出来て良かった．★県人局を楽しん
でいただけたでしょうか．またカムバックして下さい！ 

[JA2SWH/1]楽しく参加させてもらいました．★1 エリアで県人局
としてご活躍ありがとうございます 
[JA9XAT]昨年は入賞でき、名古屋赴任中のいい思い出となりまし
た．今回は最初で最後(?)の名誉県人局として張り切っていたので
すが、急きょ出勤となり、最初の 5 分間しか参加できませんでし
た．残念．★お休みなのに出動お疲れさまです．5 分でもサマリ
ー提出ありがとうございました． 
[YB0ANN]集計審査ご苦労様です．アパマンです．何とかログ提出
できました．★ジャカルタからいつもありがとうございます！ 
[JJ1SWI/1]去年はじめて参加して、今年は名誉県人局に任命され
たので今年も参加してみました．穴場を狙って 50CW でエントリ
ーしましたが、さてどうでしょう?★穴場狙い(失礼)ジャストミー
トです！次回も県人局としてご参加お願いいたします． 
[JH2FOR]集計ご苦労様です．お客様が見えて前半と終わりのころ
に少しの参加でした．★お客様は、、、この時間を狙ってみえた
のかしら． 
[JI3ZOX]マンションの全面塗装が終わりクラブ常置場所で一年ぶ
りに参加です．釣竿型式でオートチューナーのアースが不完全で
電波の飛びが悪いようで交信数は増えませんでした．集計局ご苦
労様です．★いつもご参加ありがとうございます．マンションで
の良質なアース取りは難しいですよね． 
[JA4-4665/1]素晴らしいコンディションでした．★ご報告ありが
とうございます．近年になく良かったですね． 
[JR2WLQ]第 40 回の開催おめでとうございます．振り返れば第 4
回(昭和 55 年)、小生が高校 2 年生の時の初入賞(第 5 位)で、とて
も思い出深いコンテストです．今年はまずまずの Condx のようで
したが、設備等の環境整備の必要を痛感致しました．楽しく参加
ができ FB な一日となりました．お相手頂きました皆様ありがと
うございました．企画、運営に感謝申し上げます．★OM には毎
年欠かさず全力でご参加いただきありがとうございます．次の第
50 回も期待します！ 
[JF1GZZ]コンディションもよく、楽しめました．★楽しんでいた
だけたことが私たちの喜びです． 
[JA3VOV]楽しめました．★ありがとうございます！ 
[JP3AWA]コンディションがよく、大変楽しめました．★やっぱり
コンディションがいいと楽しいですよね． 
[JA1KI]参加ができてラッキーでした．★OM のご参加お待ちして
おりました！ 
[JH0FOG]楽しく参加いたしました★楽しんでいただけて光栄で
す！ 
[JH4JUK]朝の内のコンテストで午後からのんびりと休日を楽しん
でいます．★オール三重 33 コンテストは健康志向のコンテスト
です！ 
[JA2QVP]集計ご苦労様です★優しいお言葉ありがとうございま
す！ 
[JN4SNG]気が付くのが遅くて参加が遅れました．★来年はモーニ
ングコールいたしましょうか？ 
[JH0ROS/1]次回もがんばりたいと思います．★参戦予告ありがと
うございます！ 
[JA0IND/1]集計ご苦労様です★労いのお言葉とてもうれしいで
す！ 
[JA6HXW]1 時間くらいの OPEN で交信できました．県内関連の参
加者を増やすためのアイデア頂きます．★いよいよオール熊本コ
ンテストも「県人局」導入でしょうか！！「くまもん部門」がい
いな． 
[JP3PAJ]集計ご苦労さまです．28MHz シングルバンド種目も作っ



て下さい．★毎回 OM が仕切っていただいて、参加局を確保して
いただけるなら 28MHz バンドよろこんで作りますよ！ 
[JH1ASG]"今回のコンテストでも大変お世話になります．このコメ
ント集にお寄せいただく主催者コメントは非常に気持ちが和みま
す．3 年連続の参加です．途中から忍耐の呼び回りでしたが多く
の ME,MEJ 局に私の CQ に応えていただき大変有難く思います．
今から来年が大変楽しみです．★コメント読んでいただいている
のですね．とてもうれしいです．来年は県人局として暴れて下さ
い！" 
[JR1LEV]初参加になります．県人局があり局数が多いので楽しか
ったです次回もよろしくお願いします．★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！ 
[JR1BQJ/1]ログ集計お疲れ様です．少数ですがが LOG を提出いた
します．次回も参加したいと思います．主催者の方々また、QSO
頂いた各局有難うございました．★ねぎらいのお言葉とご参加あ
りがとうございました！ 
[JI3DNN/3]特に県内局が少ないように思いました．★支部長岡田
に代わってお詫び申し上げます<(_ _)>なんとかします． 
[JN3ANO]各局交信ありがとうございました．★来年もよろしくお
願いいたします． 
[JH2OMM]よろしくお願いします．★こちらこそです！ 
[7K1JFM]次回もがんばりたいと思います．★参加予約ありがとう
ございます！ 
[JI1RSF]はじめて参加しました．MEJ の制度は面白いと思いました．
★ご興味いただきありがとうございます！当県のコンテスターが
提案してくれた制度です． 
[JG1IEB]昨年と同じ位でした．★来年はきっとステップアップし
ますよ！ 
[JG5DHX]県内局・JL 局・県人局のアクティビティーに感謝．★こ
ちらこそ県外局のご参加に深く感謝申し上げます． 
[JK2BAP]集計お疲れさまです．昨日実施の静岡コンテストでは三
重県各局の皆様にお呼び頂き誠に有り難うございました．★連日
のコンテストでお疲れ様でした！ 
[JE1EQS]次回も楽しみにしています．★次回も参加していただけ
るのですね！ 
[JI1LHT]サマリーシート部分を新形式で提出します．不具合があれ
ば旧形式で再提出します．集計よろしくお願いします．★いろい
ろご配慮ありがとうございます！ 
[JE3ECD]次回もがんばりたいと思います．★参戦予告ありがとう
ございます！ 
[7L4FCN]初めてオール三重コンテストに参加しました．当日の午
前中、楽しめました．★初参加ありがとうございました！ 
[JR3NDM]集計ご苦労様です．ナンバー交換して頂きました各局あ
りがとうございました．★今回の集計担当をご紹介いたします．
JA2HVO 岡田、JP2XYT、JO2AXB 山口、JE2MDE 磯田の 4 名です．
今後ともどうぞよろしくお願いいたします． 
[JR3OYH]初参加です★初参加の印象はいかがでしょうか． 
[JM2LSJ]短時間でしたが、楽しく参加させていただきました．★
お忙しい中ご参加ありがとうございました． 
[JA4GQD]楽しませていただきました．★ご参加ありがとうござい
ました！ 
[JO1EUJ]初参加です．例年ですと 5 月 5 日は JA1RL-8J1RL 交信支
援で JARL 事務局に朝から詰めていますが、今回は実施日が 5 月 6
日なので参加できませんでした．年齢マルチ、三重県外同士でも
片方が県人局なら有効というルールはおもしろいですね．★来年
はぜひ JA1RL でご参加を！そして、8J1RL にも参加のお勧めを！ 

[JP7FKF]自宅から久々のコンテストでした.少しですが参加させて
いただき楽しめました.★お忙しいところご参加ありがとうござ
いました！来年もぜひ． 
[JF1HNL/7]集計 5963 です．★来年も 4649 です． 
[JR1CCP]初めて参加しました．初めは相手局種別がよくわかりま
せんでした．★少し複雑なルールで申し訳ありません！慣れると
楽しんでいただけたと思います． 
[JN1DNV]少し参加しました．★お仕事の合間にありがとうござい
ます！ 
[JH0PNM]初めて参加しました．ナンバーに JL 局とか年齢を活用
する方法に感心しました．また、年配 OM の活躍に頭が下がりま
した．来年も是非参加したいと思っております．★初参加のご印
象ご意見は大変貴重です．ありがとうございました． 
[JA4AVO]QSL 発行しない局は呼びませんでした．★いつも厳しい
ご指導ありがとうございます…対象局は震え上がっていると思い
ます． 
[JL1LOF/1]集計おつかれさまです．コンテストナンバーに年齢を
使用しないほうがいいと思います．★貴重なご意見ありがとうご
ざいます！以前から賛否両論ある年齢ナンバーですが、当コンテ
ストの特徴と認識されてきましたので、寛大なご対応をお願いい
たします<(_ _)>． 
[JR7KVA/1]ありがとうございます．★こちらこそ感謝です！ 
[JH2DLJ]参加するタイミングを逸して 2 局のみ．参加することが
大切と思いまして．★OM の参加者精神がコンテスト運営を支え
ております．ありがとうございます． 
[JI1TIQ]集計作業お疲れ様です．初めての参加です．次回も参加し
ます．★初参加ありがとうございます！ 
[JH7PSL]第 40 回開催おめでとうございます．お世話になります．
集計ごくろうさまです．余談で恐縮ですが 4 月 23 日今回で最後
になるであろう城巡りの途中に、H25 年 10 月台風 26 号の影響を
考慮し、できなかったお伊勢参りをしてきました．★ご祝辞あり
がとうございます！伊勢参りに来ていただいたのですね．また何
回でも来て下さい！ 
[JH8CLC/7]次回もがんばりたいと思います．★次回頑張る宣言！
期待しております． 
[JS2PHO]短い時間でしたが楽しめました．★でも 1 位でしたよ．
短期集中力がすばらいいですね． 
[JA2HUV]集計作業ご苦労様です．聞こえた局数が少ない．★参加
局が少なくて申し訳ありませんでした．次回こそは． 
[JK1DTK]三重県人局のお助けをいただき参加できました．★お近
くに三重県人局がおられましたか．来年もよろしくお願いいたし
ます． 
[JG2KGS]次回もがんばりたいと思います．★次回は県人局として
のご参加をお待ちしております． 
[JH2YQB/2]集計・審査作業お疲れ様です．昨年サマリーシートの
様式が改訂されましたが地方コンテストにおける対応状況を鑑み
R1.0(旧形式)にて提出を致します．残念ながら僅かな時間しか運用
できませんでしたが、朝早くから多くの局のお声が聞こえており
FB に思いました．★R1.0 での電子カルテ提出ありがとうございま
した！大変助かりました． 
[JA6EOD]少しの時間でしたが参加させて頂きました．★お時間の
無い中、ご参加ありがとうございます． 
[JA1POS]1993 年失明 2013 年脳梗塞による右片麻痺のためヘル
パーによる代筆．★お身体が不自由にもかかわらずアマチュア無
線を楽しまれておられることに勇気づけられます． 
[JR2EKD/2]QRP5W で楽しまさせていただきました．★QRP で県



内局サービスありがとうございました！ 
[JR2KPO]いつものゲームスイッチ電鍵と屋根裏アンテナで参加し
ました．使用したリグは IC-706 と FT-60、いずれも 5W 運用です．
ゾロ目スコアゲット♪v(‾(││)‾)v♪ブヒブヒ★屋根裏アンテ
ナ！？スパイ大作戦みたいですね． 
[JO3TLQ/2]QRP なのにアンテナが貧弱だったので HF は坊主でし
た．来年はもう少し工夫したいと思います．★来年は改良版アン
テナでさらにご活躍を期待いたします！ 
[JE2TOC/2]"使用機器:FT-817,VX-3,ホイップアンテナ青山高原で
移動運用しました．FT-817 で 0.5W,VX-3 で 0.1W の QRPp 運用で
す．昔アマチュア無線をしていたという人から話しかけられまし
た．こうした出会いも移動運用の醍醐味ですね．★移動運用お疲
れさまでした．アマチュア無線を再開していただくきっかけにな
るとうれしいですね．" 
[JJ2SQJ]呼ばれる楽しさ、呼ぶ楽しさ、オール三重 33 コンテスト
はやっぱり楽しいです．★楽しさ再認識！楽しさを伝えていただ
きありがとうございます！ 
[JR2COI]声かけ頂いた方の年齢は 50 才から 79 才まで全てありま
した．80 才代は 3、90 才代は 1、40 才代が 4、30 才代が 2、20
才代が 0、10 才代が 2、アマチュア無線の世界も高齢化が進んで
いるのを実感しました．★いくつになっても楽しめる趣味ですが、
中高生にも電波の神秘を伝えたいですね． 
[JP3KPJ/2]2 時間弱の短時間でしたが楽しませていただきました．
★お忙しい中運用ありがとうございました． 
[JA2GSM]7MHz の初参加★初参加いかがでしたか．次回もよろし
くお願いいたします． 
[JE2SDE/2]今年の最高気温のなか途中 HF で遊んでいたので去年
より点数伸びず．★でも本命の 144MHz1 位でしたよ！ 
[JP3NPT/2]今年は県内遠征参加することにしました．参加局の皆
様・運営の皆様、大変お疲れさまでした．来年も県内遠征運用を
考えていますのでよろしくお願いします．★県内遠征大歓迎で
す！来年もお待ちしております． 
[JK2VOC]ハイバンドの CONDX が良かったです．今年は一人の運
用ですがマルチ OP にエントリーします．★マルチ・マルチへの
エントリー正解でした！シングル・マルチですと、、、1 位は逃
しました． 
[JJ2JQF/1]今年も遅刻してしまいました．ハイバンドのコンディシ
ョンは良好でしたが参加局が少なく寂しかったです．時期的にハ
イバンドが開くシーズンですので HF ハイバンドへの得点傾斜も
面白いと思うのですが．★貴重なご意見ありがとうございます！
参加局の少ないバンドへの傾斜配点も検討してみます． 
[JE0KBP]比較的コンディションもよく、ふるさと津市西丸之内を
思い出しながらコンテストに参加しました．このコンテストは県
人部門があり楽しいなあと思いました．集計に当たられる方に感
謝いたします．★三重県を思い出してご参加いただけることにこ
ちらこそ感謝です．このコメントを書いている今、津まつりの最
中です． 
[JA2UNS]初めてマルチバンドで参加しました★コンテストはマ
ルチバンドですよね！ 
[JA3OLO]今年は予想どうりコンディションが今一つでした、次回
は頑張ります．★ハイバンドは良かったようですよ！次回よろし
くお願いいたします． 
[JF2CRP]何年か 21MHz 部門に出ていますが、初めて国内がオープ
ンし、たくさんの局と交信できました．★71QSO は驚異的です
ね！ 
[JR6CSY]コンディションも良く楽しめました．★楽しんでいただ

けて本当にうれしいです． 
[JM2CAN/2]今回は 50MHz シングルバンドで楽しみました．★
50MHz もコンデュション良かったようですね． 
[JK8PBO/8]係りの皆様集計お疲れ様です．交信頂いた各局有難う
ございました．6m 移動運用からの参加でした．短時間ですがコ
ンディションが上昇してくれて楽しかったです．MEJ としての役
割は果たせたかと思っています．今後とも宜しくお願いします．
★MEJ ミッション遂行ありがとうございます！ 
[JL2PCI/3]集計ご苦労様です．7MHz 県内局 3 局、144MHz FM 県
内局 4 局、FM 部門でエントリーさせていただきます…!★お労い
ありがとうございました！FM 部門は密かに人気があります． 
[JA1-22825]今年も参加できてうれしく思います．★毎年ありがと
うございます！ 
[JH4FUF]ハイバンドの CONDX が少しずつ上昇しつつ有りますが、
今一つ伝搬状況が良くなく NG でした．集計ご苦労様です．★次
回はもっと良くなるといいですね． 
[JH0ILL]91 歳の OM の声も聞くことができました．VY TNX．Ham
の世界は高齢化は進んでいますね．★年齢に関係なく楽しめる趣
味だからこそ、年齢構成は日本の人口と同じかも． 
[JI3WMK]実質 1 時間 30 分程度しか On Air 出来ませんでしたが、
楽しんで QRV しました★お忙しい中、半分の時間でもご参加いた
だきうれしいです． 
[JF2CTY]次回もがんばりたいと思います．★次回の参戦予告です
ね．お待ちしております． 
[JF1AWS]次回もがんばりたいと思います．★んっ、同じコメント
がかぶりましたね． 
[JP3OUY/3]遠隔地から三重県の局と交信できてよかった．★大阪
と三重県って近いんですけど電波は遠い感じですね． 
[7M3OER/1]開始早々の僅かの時間だけの参加でした．集計ご苦労
様です．★出勤されていたのでしょうか．お疲れさまです！ 
[JF2WME]短時間ですが参加しましたので LOG 提出致します．★
短時間でも誤算いただき感謝申し上げます． 
[JG2MIZ]今年もよろしくお願いいたします．★こちらこそです． 
[JI2VXO]審査ご苦労様です．来年以降も参加させていただきます．
★複数年参加契約ですね！来年は県人局としてご活躍願います． 
[JJ1XQU]次回もがんばりたいと思います．★お待ちしております
よ！！ 
[JR1WCS]楽しい一時でした．県内局の皆様ありがとうございまし
た．★楽しんでいただいてとてもうれしいです． 
[JK1IRH]次回もがんばりたいと思います．★次回はぜひマルチバ
ンドにエントリーを！ 
[JG2REJ]ありがとうございました．以前ブービー賞?を頂きました．
★ブービー賞じゃないですよ！たぶん 33 位特別賞です！ 
[JI1NKB/1]楽しいコンテストを開催いただきありがとうございま
す．今年は電話のみでしたが、来年は電信でも参加したいです．
★色々な楽しみ方で当コンテストをご利用下さい！ 
[JH1EJB]初参加です．お世話になります．★初参加のご印象はい
かがでしょうか．今後ともどうぞよろしくお願いいたします． 
[JA0ABK]コンデションがよくなかったが楽しめました．次回も参
加します．★条件の良くない中、運用ありがとうございました！ 
[JA1IQK]三重県各局と交信できました、ログを提出します．★県
内局にサービスありがとうございます！ 
[JI1IIF]普段からアクティブな 8J2IKH に好感をもてました．運用に
あたられた皆さんお疲れさまでした．★お伊勢さん菓子博 2017
記念局をお褒めいただき関係者は感激して泣いております． 
[JA1CQD]初参加です．三重各局ありがとうございました．★来年



からもぜひお時間を作って下さい！お待ちしております． 
[JA2IXS]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． 
[JK6UET]集計御苦労様です．★おねぎらいありがとうございます．
至らぬ点は大目にみて下さい． 
[JA7WXL]初めての参加です．★初参加局が多くてうれしいです． 
[JG2XWH]始めて参加しました．★これからも長いお付き合いをよ
ろしくお願いいたします． 
[JA0FQZ]楽しかったです．★楽しんでいただけて光栄です． 
[JN4JJJ]次回も頑張ります．★33 位特別賞です！次回は県人局と
してご活躍下さい！ 
[JS1MBH]参加各局 TNX.★OM にも VY TNX 
[JL4OND]次回もがんばりたいと思います．★参戦予告ありがとう
ございます！ 
[JA8DHV]僅かですが参加した証としてログ提出しておきます★
OM のコールサインとデータはしっかりと刻ませていただきまし
た． 
[JP3QAO]終了直前での参加でした．★当コンテストを忘れずにい
てくれたのですね． 
[JG1GCO]次回もがんばりたいと思います．★来年 5 月 5 日、お待
ちしております！ 
[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 は 1 局も受信できませんでした．ME
局を呼ぶのは聞こえるのですが交信に至らないのが残念でした．
CONDITION がよく沢山の方と QSO 出来ました．★久しぶりに
21MHz の調子が良くて楽しんでいただけたようです． 
[JS6SRY]コンディションが上がらず残念ながら県内局との交信が
できませんでした．★6 エリアでは開かなかったようですね． 
[JH2GZY]久しぶりに三重33コンテストに50MHzで参加しました．
それにしても静岡にはアンテナ向けて頂けないようで頑張ってワ
ッチしたものの聞えませんでした．三重の皆さん東にもアンテナ
向けてください．★次回は静岡県にアンテナを向けてもらいます
ね．静岡局確保希望！ 
[JN4PMO/4]交信して頂いた局の方、有難うございました．★ご参
加ありがとうございました． 
[JR2TRC]8 局のみです．★でも 1 位でした．黄金の 8 局ですね 
[JA7AMK]大変盛況でした．生を受けて土に帰るが如く SWL で参
加です．★SWL は土でもあり、太陽でもあると思います． 
[JA4-37294]今年も参加できて FB です．★いつもご参加いただき
ありがとうございます！ 
[JA8-3339/7]7MHz のコンデションがあまり良くなく、弱い信号を
捉えるのに苦労しました．★受信テクニックを駆使するのは SWL
の醍醐味ですね． 
[8J2IKH]お伊勢さん菓子博 2017 記念局でオール三重 33 コンテス
トのサービス運用をいたしました 交信していただいた皆様有難
うございました★「いせわんこ」さんお疲れさまでした． 
 
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 
 
★第 40 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．  
 
★参加局数は 246 局で前年より 22 局、10%増加でした． 
 電信部門=136 局(前年 125 局)、電信電話部門=110 局(前年 99
局)でした．みなさまで盛り上げていただき感謝申し上げます． 
 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

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
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に優先し
てご用意しております． 
 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
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
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． 
 
★得点やマルチの計上間違いに対して、委員会での修正は「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 5 個人、5 団体より 16 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 3 部門 

 藤ヶ丘無線クラブ 1 部門 

 熊野無線クラブ 1 部門 

 日赤三重県支部アマチュア無線クラブ 1 部門 

 JARL 鈴鹿 1 部門 

 JA2ECV 堤 勝(故人)様 1 部門 

 JA2UOR 松岡信一 様 1 部門 

 JA2NMH 長谷川隆司 様 2 部門 

 JR2MHV 冨岡 巧 様 1 部門 

 JA2HVO 岡田哲夫 2 部門 

 JE2MDE 磯田憲一 2 部門 
 
★平成29年 11月 12日(日)多気郡明和町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 山口 宏 JO2AXB 
コンテスト委員 田中康博 JP2XYT 

 
平成 29 年 10 月 13 日 


