
第 41 回オール三重 33 コンテストコメント集 
 
[JF2VAX]個人局としては 2002 年以来の参加となりました．今回
は 2 時間だけの運用でしたが楽しめました★welcome back!来年
もご参加よろしくお願いいたします． 
[JI3DNN/2]県内局が少なく寂しいコンテストでした★県内を盛り
上げていただきありがとうございました．寂しいなんて言わない
でまたよろしくお願いいたします． 
[JA2WK]JA2GOX(原)さんのお誘いを受けて初めてこのコンテスト
に参加しました．4 時間の間、ビーコンのように CQ を連発しぶ
っ通しで QRV しました．支部大会でのアイボールも楽しいですが、
お空での QSO も楽しいものです．QSO 頂いた局長さんどうもあ
りがとうございました★OM 初参加ありがとうございます．11 月
25 日の支部大会もよろしくお願いいたします． 
[JS3CTQ/2]ありがとうございました★部門 1 位おめでとうござい
ます！交信局数 220 局は今コンテスト最高 QSO です． 
[JH4RAL/2]集計ありがとうございます．昨年の VOC さんのコメン
トを参考にしてマルチOPで提出してみます★マルチopは穴場で
したが、今年は強敵がいました． 
[JF2FIU]集計審査お疲れ様です．QSO 頂きました各局ありがとう
ございました★CW 県人シングルマルチ 1 位おめでとうございま
す！同部門 2015 年から V4 ですね． 
[JH1ASG]昨年のこのコンテストで頑張った証“MEJ"をコールサイ
ンに付けて、ひたすら RUN して非常に楽しめました．いつもはシ
ングルバンド 7MHz ですが今回はマルチバンドで出ました．コメ
ント集を読む度、ご担当の方からの返信で心が温まります．お人
柄ですね．今後ともよろしくお願いします★名誉県人局で全力投
球いただきありがとうございました！そして楽しんでいただいて
私たちも嬉しいです．コメント集も読んでいただいてモチベーシ
ョン上がりました！ 
[JK1SDQ]年齢(88)を打つ快感を今年も楽しみました★祝米寿！毎
年ご参加ありがとうございます！ 
[JG2KGS]次回もがんばりたいと思います★来年の参加宣言ありが
とうございます！おまちしております． 
[JA3MIB]楽しめました．14MHz シングルバンドが無いので唖然．
名誉県人局は 5 年間ほしいなあ、結局今回は県内局とできません
でした．コンテストの活性の為に★14MHz バンドの件や名誉県人
局資格の件、貴重なご意見ありがとうございます．委員会での検
討議題にさせていただきます．5 年はちょっと長すぎるかな… 
[JG1CFO]今年も県人局3.5MHz-CWにエントリーします★3.5MHz
コンディションの良くない時間に多数の QSO ありがとうござい
ます． 
[JE1NVD]集計ご苦労様です★ねぎらいのお言葉に感謝です．今年
も JP2XYT、JO2AXB、JA2HVO、JE2MDE が集計を担当いたしまし
た．厳正公平性を遵守しつつ、参加者に優しい審査を心がけてお
ります． 
[JL1UNN]今回も楽しく参加させて頂きました．ありがとうござい
ました★たくさんの QSO ありがとうございました． 
[JR2XNQ]次回もがんばりたいと思います★次回参加宣言大歓迎
です！お待ちしております． 
[JR2PMT]コンテスト楽しみました★5 月 5 日を楽しんでいただい
て嬉しいです！ほんとは 3 月 3 日に開催したいのですが、祝日じ
ゃないので． 
[JO3XCK]コンディションが今一つで、更に近場の三重県はスキッ
プしており僅かな交信しかできませんでした★それでもたくさん
の局と QSO ありがとうございました！ 

[JA0QD/1]コンテストナンバーに ME や MEJ を付加するルールに
賛成です★ご賛同いただきありがとうございます！「J」・ーーー
はちょっと長いのですがお許しください． 
[JH4FUF]昨日の静岡コンテストとうって変わってコンディション
が悪く NG で残念．集計ご苦労様です★静岡さんに吸い取られま
したか…来年は三重くん頑張ります． 
[JJ1SWI]今年は東京都あきる野市の臼杵山(842m)より参加いたし
ました．1 エリア内での移動運用では『/1』等の送出なしで運用
しております★臼杵山への登山、お疲れさまです！ 
[JH7PSL]お世話になります．Condx NG．不備がありましたらご一
報願います．集計ごくろうさまです★NG コンディションの中、
全国と QSO ありがとうございます！ 
[JI3ZOX]今回もアパマンクラブ常置場所にて運用です．私事です
が腎臓結石の手術で通院中なので体調が悪く息切れや疲れがでて
集中できず…歳ですね★いつもありがとうございます．お体無理
しないでくださいね． 
[JR2WLQ]準備時間がなく前日に ANT メンテをして大失敗!めげず
に地面スレスレの ANT になっていない ANT で何とか今年も参加
だけは叶いました．結果は言う間でもなく惨憺たるものでした!
企画運営ありがとうございます．交信頂きました各局ありがとう
ございました★地面すれすれアンテナで敢闘いただきありがとう
ございました！久しぶりのポディウム外でびっくりです． 
[JH1MTR/4]High bandは予想どおりダメでしたね★みなさんマル
チが伸びない感じでした． 
[JK8PBO]係りの皆様、集計お疲れ様です．交信いただいた各局有
難うございました．CONDX も上がりきらず局数を伸ばすことが
出来ませんでした★お労いありがとうございます．悪条件の中た
くさんの QSO に感謝です． 
[JH4JUK]連休中で時間も午前中なので参加しやすかったがハイバ
ンドコンディションは良くなかった様に思います★ハイバンドが
ダメでしたね．ご参加ありがとうございました． 
[JI2QIX/2]集計ご苦労様です．交信各局ありがとうございました★
ご参加いただきありがとうございました！ 
[7N4QCQ]都合のつく時間に参加できるように12～24時間に延ば
して欲しい★貴重なご意見ありがとうございました！参加者が 1
局でも増えるように委員会での検討議題にさせていただきます． 
[JA0IND/1]集計ご苦労様です★お労いありがとうございます！ 
[JK8CEE]コンテスト CW 楽しめました★楽しんでいただけて嬉し
いです．CW がお好きなんですね． 
[JR2NTC/2]集計作業,ご苦労様です★お労いありがとうございま
す！ 
[JM7GTK]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！ 
[JR0RBY]集計ありがとうございます★集計スタッフも皆さんの顔
を想像しながら楽しくやらせていただいております． 
[JR1BFZ/2]参加者も多く大変楽しませていただきました★
3.5MHz はファンが多くていつも安定した参加数が確保できてお
ります． 
[JA9XAT]8 時からスタートにもかかわらず N○K の朝ドラを見て
しまった．当然、開幕ダッシュに間に合わず★やっぱり朝ドラ優
先と思います… 
[JP1LJH/1]こどもの日といえばオール三重 33 コンテスト．今回で
3 年連続 3 回目の参加になりました．開催ありがとうございます!
★ありがたい標語です(^^)4 年目もよろしくお願いいたします！ 
[JA4RQO](^_^);来年も 4649 です★どうして汗？4649 お願いいた
します！ 



[7K1JFM]次回も参加したいと思います★こどもの日にお待ちし
ております！ 
[JH0FOG]多くの県内・県人局が参加されていて、とても賑やかで
した★レポートありがとうございます！県人局に盛り上げてもら
ってます． 
[JI1LHT]出遅れましたが思いのほか点数を伸ばせました．JARL 
R1.0 形式で提出します．集計よろしくお願いします★R1.0 形式で
のご提出ほんとに助かります！R2.0ですと手作業で確認と加工が
必要なのです．でもスタッフががんばってくれてます． 
[JA7AEM]コンディションは、あまり良くなかったようです★次回
は良くなるように伊勢神宮にスタッフ一同お参りしてきます！ 
[JA2QVP]集計ご苦労様です★こちらこそご参加いただきありが
とうございます！ 
[JA1KI]今回も小数点ですが参加ができてラッキーでした★OM に
ラッキーって言ってもらえるなんて涙が出ます． 
[JA8RRF]県外、県内の集計がわかりませんＨＩよろしくです★集
計方法が煩雑で申し訳ありません！再提出のお手間をいただきあ
りがとうございました． 
[JE1EQS]次回も楽しみにしています★来年もご参加いただけるん
ですね！ 
[JM6EKY]三重県内局の参加が少ないように思いました★ホスト
側が少なくて申し訳ない限りです．PR がんばります． 
[JN1VFF]とても楽しく参加出来ました★楽しんでいただいて光栄
です！ 
[JA5IVG]コンテスト後半は当地では風が強く釣り竿が伸ばせませ
んでした．交信いただいた各局ありがとうございました★春一番
の時期です．お気を付け下さい！ 
[JE6TUP]局数は少ないものの楽しめました★ご参加いただきあり
がとうございました！ 
[JQ1VDJ]集計お疲れ様です．ポータブル表示をしていない移動局?
がありました．そのまま登録★ポータブル表示は自分の移動運用
場所を知らせたいときに便宜上付けるものと考えてますので「そ
のまま登録」で OK です！ 
[JH4EYD]外出の為 1 時間程参加させて頂きました★忙しいところ
ご参加いただきありがとうございました！  
[JJ1CWR]初参加です．集計宜しくお願いいたします．コンテスト
参加中に不愉快な出来事がありました．当局は個人情報の観点か
ら 59900 で 送 信 し て い ま し た ． と こ ろ が 、 あ る 局 は
NR00?NR00>AGN の連打でした．(コールサインは伏せておきま
す)規約をちゃんと読んでいるのでしょうか?皆と同じ年齢を送れ
と言うことでしょうか?もちろん交信は不成立で計上していませ
ん．ワッチしていると当局の様に 00 送信の局も多々いらっしゃ
います．※規約を通読することをコンテスト委員会から十分周知
して頂きたいです．宜しくお願いします．(まあ 趣味遊びと言え
ばそれまでだけど・・・)★楽しいはずのコンテストが不愉快にな
ってしまって申し訳ありませんでした．国内では All Asian 
Contest 以外には例のない年齢ナンバーなので規約内容を見落と
される方もみえると思います．HP 等で注意喚起させていただきま
す．初参加ありがとうございました！ 
[JA4HXC]初参加です★はじめての 33 コンテストいかがでした
か？34 位でしたが、あと数局の QSO で 33 位特別賞でしたよ． 
[JH0PNM]今年もお元気な OM さんと QSO ありがとうございまし
た★OM は皆さんお元気ですよね 
[JA1OTP]集計作業お疲れ様です．短時間でしたが三重県が開けま
した★コンテスト時間中に三重県が開けて良かったです！ 
[JH7OUW]短時間しか参加出来ませんでしたが楽しむ事が出来ま

した★お忙しいところ少しの時間でもご参加いただけてありがと
うございました！ 
[JH6QIL]短時間での参加でした★お仕事でしょうか、家族サービ
スでしょうか、お忙しい中ありがとうございました！ 
[7N2CQS]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！ 
[JI1TIQ]集計作業お疲れ様です．今回で 2 回目の参加となります．
若干コンディションが不安定でハラハラしましたが前回よりも記
録が伸びました．QSO していただいた各局ありがとうございまし
た．次回も是非参加したいです★前回よりも成績が伸びました
ね！来年はさらに高得点をよろしくお願いいたします． 
[JS2DAA]ありがとうございました★こちらこそ感謝感謝です． 
[JH2DLJ]コンデションとタイミングのせいか、なかなか運用局と
出会えません★県内局がもっと増えるように PR に務めます 
[JA7DNJ]県人局がありコンテストを楽しむことができました★名
誉県人局は皆さん強豪なのでにぎやかにしてくれますね 
[JA9IKL]久しぶりのコンテスト参加で多いに楽しむことができて
嬉しいです★カムバックありがとうございます．来年も楽しんで
くださいね． 
[JH8CLC/7]次回もがんばりたいと思います★来年もよろしくお願
いいたします 
[JA3VOV]ログチェックご苦労様です．7MHz がオープンせず残念
な結果になりました★お労いありがとうございます．三重県はス
キップしちゃいましたね． 
[JN1DNV]少し参加しました★お忙しい中ありがとうございまし
た！ 
[JR7KVA/1]ありがとうございます★こちらこそ感謝申し上げます 
[JL2OGZ/2]用事があり移動中に何とか 1 局交信できたので書類を
提出します．集計など大変だと思いますがよろしくお願いします
★7MHz モービル運用ですね．お労いありがとうございます． 
[JR2QZI/1]集計お疲れ様です．6 エリアとはたくさん交信できたの
ですが肝心の三重の局には届きませんでした．リベンジしたいで
す★来年は電離層がもっと近づいてくれるようにお祈りいたしま
す．21MHz ポディウムおめでとうございます．次回は県人局です． 
[JJ0HPI/0]次回もがんばりたいと思います★50MHz1 位おめでと
うございます！次回は県人局で！ 
[JE3BXY]11 時ごろから大きなサイクルのフェージングが伴って
きました．参考にしてください．各局 QRV ありがとうございまし
た★電離層が不安定だったのでしょうか．レポートありがとうご
ざいます． 
[JI2GZC/2]三河湾スカイライン標高 400m より QRV144MHz シン
グルバンドの参加 CQ ばかり出していたが放熱板は触れた．気が
緩み自動送信に任せて本を読んでいるところへ呼ばれ、何度もコ
ールを聞き返してしまい日頃の精進も無いことからあきれるばか
り．各局、お相手頂き有難うございました★移動運用お疲れさま
でした！ 
[JO1FHM/1]一局だけでした．参加することに意義がある(・∀・)
★そのとうりです！ご参加ありがとうございます！ 
[JR2MIO/2]コンディションが今一であまり出来ませんでした★い
えいえポディウムの真ん中ですよ！おめでとうございます！ 
[JE2SDE/2]今回はマルチバンドで挑戦します．入賞はむりかな★
挑戦大成功です！2 位入賞です！おめでとうございます！ 
[JH2RMU]久しぶりの 33 コンテストでした★ひさしぶりでも 3 位
でした！おめでとうございます！ 
[JE2TOC/2]青山高原移動で楽しみました．毎度のことながら交信
局数は決して多くありませんが気候がいいこの季節、自然散策が



てらの移動運用は最高です★自然の中でのコンテスト運用は最高
ですね！ 
[JR2KPO]経営しているネットショップに注文が殺到しテンヤワン
ヤで 1 時間だけの参加になってしまいました．7MHz で使用した
設備は屋根裏 DP、IC-706、そしていつもの押しボタン電鍵です
(;^ω^)★ご商売繁盛で何よりです！優勝楯のドナーになってい
ただけると嬉しいなぁ～ 
[JF2UPM]2m と 6m で参加しましたが、局数も少なく少し寂しか
ったです★お知り合いの県内局に参加をお願いしてください！ 
[JP2XYT]途中から 7MHz のコンディションが下がり失速しました．
たくさん呼んでいただきありがとうございました★失速したのに
1 位でした！おめでとうございます！ 
[JJ2TKX]いつもながら県内の参加が少ないコンテストのように感
じた．あと若い人がほとんどいなくて今後どうなっていくのだろ
うと感じたコンテストでした★県内局のみなさまにはぜひ本コン
テストを盛り上げるためにお知り合いに PR をお願いいたしま
す！若い人は…日本の人口比率的にも増加は望めないと思います
ので、いかに健康にアマ無線を長く続けるかが課題と思っていま
す． 
[JP3KPJ/2]今年はコンディションが悪かったです★7MHz も
21MHz も悪かったようですね．来年こそ． 
[JF2CTT]第 41 回開催おめでとうございます．集計審査お疲れさま
です．短時間の参加でしたが、なかなかコンディションが上がら
ない中、東紀州からの電波にコールいただきありがとうございま
した★ご祝辞ありがとうございます！お忙しい中熊野市から運用
ありがとうございます！ 
[JI1IIF]こんにちは午前中は 7MHz で「三重コン」、午後は 18 や
21MHz で近距離交信が楽しめて FB な一日になりました★1 日幸
せ三昧で最高の休日でしたね！ 
[JJ2SQJ/2]移動場所が悪かったのかノイズに悩まされました．今回
も紙ログでの提出で大変お手数かけます★ノイズに打ち勝って 1
位でした！おめでとうございます！ 
[JK2VOC]コンディションが不安定で局数が伸びませんでした★
それでもたくさんの QSO 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． FT-817ND DP
★インドネシアのジャカルタからご参加ありがとうございます！
名誉県人局として 1 位でしたので来年もよろしくお願いいたしま
す！ 
[JA2UNS]所要があり最初と最後しか出られませんでした．来年こ
そはもっと出るぞ、と思っています★来年はフルタイムでお楽し
みください！ 
[JE0KBP]三重県津市出身で毎年なるべく参加するようにしていま
す．ハイバンドが開けなかったので 7MHz シングルバンドで参加
しました．集計に当たられる方に感謝いたします★ねぎらいのお
言葉感謝です．7MHz1 位でした！ 
[JI2VXO]コンディションがわるく、昨年より出来ませんでしたが、
提出させていただきます★今年はコンディションが悪く申し訳あ
りませんでした．私どもの気合いが足りませんでした！ 
[JF2CRP]1 時間足らずの運用でしたが楽しめました★お忙しいと
ころ運用ありがとうございました． 
[JR2TRC]コンディションがさっぱりよくありませんでした★さっ
ぱりでゴメンナサイ！QSO1 局でしたね… 
[JM2CAN/2]好天に恵まれた FB な一日でした★すがすがしく運用
いただけてよかったです！ 
[JL2PCI/3]集計ご苦労様です! マルチで 3 局、FM 部門でエントリ
ーします★ご参加ありがとうございます！FM 部門を盛り上げて

くださいね 
[JA1-22825]今年も参加できてうれしく思います．所用のためわず
かな時間の参加となりました★お忙しい中、ご参加いただきあり
がとうございました！ 
[JF1GZZ]7MHzQRP を中心に運用を楽しめました★QRP でお楽し
みいただいたんですね．QRP部門の需要はございますでしょうか． 
[JR6CSY]コンディションも良く楽しめました★1 位でしたよ！来
年は名誉県人局としてご活躍を期待いたします． 
[JH1CHU]多くの局と出来て楽しめました★来年は県人局部門で
お楽しみください！ 
[JG2MIZ]集計ご苦労様です．結構楽しめました．次回もがんばり
たいと思います★お労いありがとうございます！来年もよろしく
です． 
[JJ1XQU]集計ご苦労様です．年齢がマルチなんて面白い、でも若
い年齢を聞いてると気持ちだけでも若くなります★年齢ナンバー
をお楽しみいただいて良かったです！ 
[JQ1NGT]このコンテストは初めて参加した．4 時間の開催は良い．
参加資格:海外局を含むは制限がなくいい★海外のコンテストサ
イトにもルールを載せています．将来の夢はオール三重 33DX コ
ンテストに昇格です！ 
[JA1CCX]初めて使うアンテナで楽しみました．7MHz のコンディ
ションはいまひとつでした★新しいアンテナを建てられたのです
ね．チューニングもバッチリ！ 
[JR1WCS]とても楽しく運用できました．県内局、県人局の皆様、
ありがとうございました★楽しんでいただいて光栄です．県内局
を代表して御礼申し上げます． 
[JA1JUR]今年は参加できてよかったです．よろしくお願いいたし
ます★ご参加ありがとうございます！ 
[JA1WSE]たくさん交信できました★多くの QSO をありがとうご
ざいます！ 
[JE2QBL]短時間でしたが久しぶりに参加できました★お忙しい中、
短時間でもご参加いただき感謝申し上げます 
[JH1DGB]三重の皆さん交信有り難うございました．栃木県からの
参加で 144MHz帯の SSBで 3局ぐらい入感していたのですが交信
できなかったのが残念です★栃木からご参加ありがとうございま
す！7MHz の他、144MHz も交信できると良かったのですが． 
[JS1MBH]三重各局、三重県人各局 TNX★OM ご参加ありがとうご
ざいました！ 
[JA0ABK]コンデションがあまり良くなかった★ハイバンドもロー
バンドも残念でしたが、各局がんばっていただきました． 
[JI1NZA]参加局も多く楽しめました．ありがとうございました★
楽しんでいただいて本当に嬉しいです 
[JA1IQK]各局と交信できました★多くの局と交信いただきありが
とうございました 
[JF2FKJ]コンディションが不安定で参加局が聞こえていた局を呼
び回りで参加しました★臨機応変に工夫して QSO していただき
ありがとうございました 
[JF2KWM]集計ご苦労様です★お労いありがとうございます 
[JS2CYF]アクティビティが低い気がしました★県内局のアクティ
ブティが向上するように PR に務めます！ 
[JR2JZO]今回は時間がなく、わずか 1 局だけの QSO になってしま
いました★お忙しい中、1 局でも QSO していただき感謝です 
[JR1KVN/SWL]集計作業有難うございます．SWL で参加しました．
フラストレーションなしで楽しむことができました．7MHz 以外
はほとんど聞こえませんでしたが★SWL での参加は「フラストレ
ーションがない！」と言うのが面白いですね． 



[JA4-37294]今年で仕事が(今の仕事場)が 33 年目勤務で、運転免許
を取って 33 年目です．そして三重 33 コンテストに参加できて記
念のコンテストになりました．73★三重続きですね！ 
 
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 
 
★第 41 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 237 局で前年より 9 局、3%減少でした． 
 電信部門=133 局(前年 136 局)、電信電話部門=104 局(前年 110
局)でした．コンディションが悪く参加局が減少した可能性があり
ます．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 6 個人、5 団体より 17 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 

 名張アマチュア無線クラブ 1 部門 

 JARL 鈴鹿 1 部門 

 JJ2JIX 後藤直 様 1 部門 

 JA2UOR 松岡信一 様 1 部門 

 JR2MHV 冨岡 巧 様 1 部門 

 JA2HVO 岡田哲夫 2 部門 

 JA2NMH 長谷川隆司 3 部門 

 JE2MDE 磯田憲一 2 部門 
 
★平成30年 11月 25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 長谷川隆司 JA2NMH 

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 
コンテスト委員 岡田哲夫 JA2HVO 

 
平成 30 年 11 月 2 日 


