
第 44 回オール三重 33 コンテストコメント集 
 
[JR2MIO]集計お疲れ様です．ベランダの釣り竿アンテナでは全く
飛びませんでした★釣り竿で 3.5MHz1 位が釣れました！88 局も
QSO していただきありがとうございました． 
[JA2MEI]今回は自宅の固定局から 7MHz のみの参加でした★大都
市での緊急事態宣言下、ご自宅からの QRV ありがとうございます． 
[JA2ANR]何とか私なりの目標 QSO をクリア出来た★目標達成お
めでとうございます！さすがですね． 
[JF2ERH]来年も参加したく思います★さっそく参戦宣言ですね．
お待ち申し上げております． 
[JA2WK]三重県のハムのお祭り．それが支部大会とこのオール三
重 33 コンテスト．今年も参加しました．昨年に続いてコロナウ
イルス蔓延でホームステイでの自粛生活が求められている最中で
の QRV です．何の気兼ねもなく胸を張ってキーを叩きます．懐か
しい多くの局長さんと QSO ができて年齢からあれこれ楽しませ
てもらいました★OM には毎年ご参加いただき、またご感想をい
ただきありがとうございます． 
[JF2VAX]連休前に緊急入院となりました（コロナではありません）．
幸い経過は良く病室のベッドから iPhone で自宅の SDR にリモー
ト接続し SWL として楽しみました．その後順調に回復し退院復帰
しています★緊急入院ドキッとしました．回復されて良かったで
す．病院のベッドから自宅シャックを遠隔操作するなんて、未来
ですね！ 
[JR3KQJ]14/28MHz シングル部門が無いのでマルチ部門に
14/28MHz を含むことが分かりにくい表記です★規約が大変分か
りにくい表記でOMにご迷惑をおかけしてしまい申し訳ありませ
んでした．マルチ部門は参加局に許可されたすべてのアマチュア
バンドでご参加いただけます．必要十分な規約表記に改めさせて
いただきます． 
[JG3CQJ]集計ご苦労です．昨年はマルチで栄冠をいただき有難う
ございました．ハイバンドの伝搬が上向き楽しく交信できました
★県人局マルチバンド部門はハイバンドを利用したマルチ稼ぎで
高得点の熾烈な戦いですね．これからもよろしくお願いします．
お労いのお言葉に感謝申し上げます． 
[JF2CRP]今年も無事参加できました．11 年連続名誉県人局での参
加です★今回も名誉県人局資格獲得です！12 年連続参加の快挙
をお待ち申し上げております！ 
[JK2NNF]集計ご苦労様です★ご参加ありがとうございました．お
労いありがとうございます．今年も JA2NMH 長谷川支部長の下、
JA2HVO、JO2AXB、JP2XYT、JE2MDE がみなさまのサポートをさ
せていただきました． 
[JO3XCK]足跡まで★しっかりと残りましたのでご安心ください． 
[JA0QD/1]交信相手として「県人局」も対象なので多くの局と交
信出来て良かった．また、日時 5月 5 日 8:00-12:00 も好都合です
★開催条件が OMにフィットして大変光栄です．今後ともどうぞ
よろしくお願いいたます． 
[JG6OZC]名誉県人局として初めて参加しました．21MHz はコン
ディションに恵まれ三重各局を含め多くの方と交信することがで
きました．主催者の皆さんと交信いただいた各局に感謝します★
県人局初参加 1位でした！次回もよろしくお願いいたします． 
[JM6EKY]コンディションは良かったが県内局の参加局が少なか
った★県内局への PR 不足で申し訳ありません！次回、移動や社
団の運用が解禁できれば県内局も増えると思います． 
[JE2WWB]コロナ禍と雨天でどこにも出かけられない中でも楽し
めました★ハムはステイホームでも世界を相手に競技ができる 

e スポーツの元祖ですね． 
[JE2YRB/1]今回はコンディションに恵まれて大変楽しみました．
参加者コメントへの主催者コメント、今年も大変楽しみにしてい
ます★JH1ASG 中村 OM のコメントが非常に重いですが私たちも
コメントを楽しみながら返信しております！ 
[JH2FOR]集計ご苦労さまです．時間いっぱい運用しました.後半は
CQ ばかり Hi 局数は残念ながら昨年より減少でした★1 位キー
プできましたので来年も県人局部門でご活躍願います！お労いあ
りがとうございます． 
[JF2FIU]QSO 頂きました三重県及び県人関連の各局ありがとうご
ざいました，この結果が発表される頃にはコロナが完全に収まっ
て普通の生活ができていますように★CW 県外シングル op マル
チ 1位おめでとうございます！日本のコロナワクチン 2回接種率
は 5月 5 日で 0.8%、10 月 21 日で 69.1%．油断はできませんが収
束を期待します． 
[JE1NVD]集計ご苦労様です★今回は電子ログ 264 局・郵送 25 局
でした．受付担当が第 1 監査を行なったあと各委員に受付ログを
分配し、第 2 監査と集計サーバへのオンライン入力．最後に委員
長が第 3 監査を行い順位結果を作成．そして全員で最終監査後に
結果発表をしております． 
[JK8PBO]係りの皆様、集計お疲れ様です．交信くださった各局あ
りがとうございました★OM にはお忙しい中ご参加ありがとうご
ざいました． 
[JA2HUV]集計作業ご苦労様です、短時間のコンテスト GOOD で
す．TAKE CARE TU 73★スプリントをお気に入りいただき光栄で
す．お労いありがとうございます． 
[JH0IGG]短時間の参加でしたが楽しめました★お忙しい中ご参加
いただきありがとうございました． 
[JH1HMC]28MHz の参加局が少なかったようです★ハイバンドの
コンディションが良くなってきたので次回に期待ですね． 
[JA3NUT]他のコンテストに比べ県人の方が多数参加されており
FB でした★どうしても県内局 vs 全国ですと局数のバランスが悪
いので全国の県人局にサポートをお願いしています． 
[JH4JUK]天気が雨でアンテナコンディション悪くあまり交信出来
ませんでした★お天気で性能が変わるアンテナとは風情がありま
すね． 
[JJ1JVC]CALL 側で参加しました．勉強になりました★今回の学習
をバネに羽ばたいて下さいね！ 
[JA7AEM]生存証明です★先ほどは「足跡」を残された方もみえま
した． 
[JA7ARW]短時間の参加でした★お忙しい中ご参加いただきあり
がとうございました． 
[JH0OXS]コンテストを楽しむことができました．ありがとうござ
いました★OMに楽しんでいただけて大変光栄です！ 
[JE1EQS]次回もがんばりたいと思います★次回もご参加いただけ
るのですね！ 
[JE7SRK]今年もありがとうございました．楽しめました★次回も
お待ち申し上げております． 
[JM7GTK]ありがとうございました★楽しんでいただけたでしょ
うか． 
[JI1AEP]申告した総得点が間違っていた場合、貴団体による修正
をしていただくことに（あらかじめ）同意いたします★ご同意あ
りがとうございます！優しい審査員が修正しております．33 位特
別賞ゲットです！ 
[JA2QVP]集計ご苦労様です★このひと言がコンテスト委員の力
になります！ 



[JH1OJV]HF ハイバンドが開けて楽しめました．ありがとうござい
ました★ハイバンドは意外性があって楽しいですね！ 
[JK1REJ]沢山の三重県人局と交信でき楽しいコンテストでした★
楽しんでいただけてとてもうれしいです！ 
[JQ1PCT]集計お疲れ様です★ねぎらいのお言葉に感謝です 
[JE6TUP]局数は少なかったものの楽しめました★お楽しみいただ
いて光栄です！ 
[N6TI]コンディションに恵まれず残念でした★いつも米国カリフ
ォルニアからご参加ありがとうございます！次回もぜひよろしく
お願いいたします． 
[JF2WME]短時間ですが参加出来ましたので LOG お送り致します
★お忙しい中 3.5MHzQRV お疲れさまでした！ 
[JE1PMQ]集計ご苦労様です．久しぶりに参加できました★お帰り
なさい！これからもよろしくお願いいたします． 
[JG1LHB]次回もがんばりたいと思います★次回参戦宣言ですね！
お待ち申し上げております． 
[JA2NGN]楽しめました．ありがとうございました★そのお言葉、
スタッフの心が和みます． 
[JG1IEB]最初の一時間は良く聞こえてましたが後半は重複局ばか
りでした★最初の馬力がすごかったんですね！ありがとうござい
ます． 
[JS2GYN]QRP 部門併設希望★ご要望を承りました！ 
[JN3ANO]各局交信ありがとうございました★県内局を代表して
県外局・県人局のみなさまに御礼申し上げます． 
[JA4BDY]77 歳です．生存告知とオリンピック精神でログ提出しま
す★オリンピック精神こそが当コンテストを支える力です． 
[JO3UCS]次回もがんばりたいと思います★次回OMをお待ち申し
上げております！ 
[JR1LEV]ありがとうございました、次回もよろしくお願いします
★次回参戦宣言を承りました！ 
[JR3RIU]ありがとうございました★ご参加いただき感謝申し上げ
ます． 
[JE3JAF]もう少しスコアを伸ばしたかったのですが聴こえる局は
ほぼ呼べたのでこれが当局の実力でしょう★1局残らずQSOして
いただのですね． 
[JI1LHT]前日夜からPCの具合が悪く紙ログでの参加となりました．
運よく夕方には元に戻せましたのでJARL R1.0形式で提出します．
集計よろしくお願いします★お気遣いありがとうございます！
R1.0 の方が間違いなく審査できて都合がいいです． 
[JG1UKW]集計ご苦労様です★ねぎらいのお言葉に心より感謝で
す． 
[JS1SDU]各局交信ありがとうございました．来年も参加します★
次回参戦宣言！お待ちしております！ 
[JG0EXP]集計ご苦労様です．コロナ関連早く落ち着きますよう
に.Enjoy Home★コロナ禍が2年も続くとは思いませんでしたね． 
[7K1JFM]楽しく参加させて頂きました．来年も参加したいと思い
ます★参戦予約ですね！承りました． 
[JJ3CDK]シルバー77 歳です．1944 年生まれです★激動の昭和 19
年ですね．OMとごいっしょにハムを楽しめて光栄です． 
[JA9XAT]1 時間しか参加できませんでした．最高齢は 80 代の OM
でした！★お忙しい中で時間をお作りいいただきありがとうござ
いました！ 
[JA3RSJ]短時間しか参加出来ませんでした．各局TKS★ご多忙中、
お時間を見つけていただきありがとうございます． 
[JA4HXC]取り纏めお疲れ様です★スタッフにお気遣いありがと
うございます！ 

[JH0IAM/1]信越（0 エリア）のコールサインで関東（1 エリア）
に移動していますが、これは居住場所からのポータブル運用です．
直近の JARL 会員局名録にもこの度の運用場所が住所として掲載
されています★エリアをまたいで転居されても愛着のあるコール
サインはそのままで運用される方は多いですよね． 
[JH2VEP]次回もがんばりたいと思います★来年お待ちしてます
ね！ 
[JJ0SFV]たぶん初めての参加です★初参加ありがとうございまし
た！来年は「たぶん」2回目ですがよろしくです！ 
[JN1DNV]30 分だけ参加しました★お仕事の合間にご参加いただ
きありがとうございます！ 
[JR0AZO]参加させて頂きありがとうございました★お礼を申し
上げるのはこちらです．感謝です． 
[JA4GQD]楽しませていただきました★楽しいでいただけるのが
なによりの喜びです． 
[7N1SGR]役員の皆様ありがとうございます．少ししか QSO でき
ませんでしたがよろしくお願いします★こちらこそOMに感謝申
し上げます． 
[JK1EAQ]今後も各種コンテストに参加します★他のコンテストの
良いところなどもナイショで教えて下さい． 
[JA8AJE]強風のため釣り竿を引っ込めねばならず 1QSO で断念．
残念★強風はハムの永遠の敵ですね．一年中風の無いところに巨
大アンテナを立てて運用したい． 
[JH8CLC/7]次回もがんばりたいと思います★次回もご参加いただ
けるのですね．ありがとうございます！ 
[JH8XTE]何とか十数局と交信できました．来年も参加したいと思
います★21MHz1 位おめでとうございます！来年は県人局部門で
お願いします． 
[JJ1CWR]集計宜しくお願いいたします★21MHz 入賞されまし
た！OMも来年は県人局部門へ GO! 
[JE8UHY]他エリアでコンテストにアクティブな県人局のかたと
しか交信できませんでした★三重県内局が少なかったのですね．
PR 不足で申し訳ありませんでした． 
[JA7DNJ]今年は参加できました★お時間作っていただきありがと
うございます！ 
[JF6TWE]コンデション悪く思うような運用が出来ませんでした、
次回もよろしくお願いします★10 月 28 日に大きな太陽フレアが
発生したのはサイクル 25 太陽黒点活動の始まりと期待したいで
すね． 
[JA3MIB]楽しめましたが県人局のみとなりました★県人局に支え
ていただいております． 
[JH1VIX]QSO 頂いた各局に感謝申し上げます★21MHz へ多くの
方がオンエアしていただきました． 
[JR2SCJ]早期収束・規制解除がされて、次回はマルチオペ、越境
移動など今まで通りの運用ができることを祈っております★コロ
ナ特効薬が開発されることを期待したいですね． 
[JS2PHO]三重局が少なく残念★申し訳ございません！50MHz 愛
好局に参加依頼いたします． 
[JG2QUM]ほかの QSO はチェックログとしてください★50MHz
狙いですね．了解しました． 
[JA3QOS]少しの時間ですが楽しく参加させていただきました．県
内局・県人局は積極的に CQ を出していただきたい★電鍵マメが
できるまで CQ出してもらいます！ 
[JE2WLD]次回もがんばりたいと思います★50MHz 運用ありがと
うございます！ 
 



[JI1TIQ]集計作業お疲れ様です．少しだけの参加ですがログを提出
します．次回もぜひ参加したいと思います★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！ 
[JF2KWM]今年は県内・県人局が聞こえませんでしたので QSO 数
は昨年の半分しかできませんでした★移動運用ができないと
VUHF はきびしいですね．祝 1位． 
[JJ3WPX]2 局だけの交信ですが参加させていただきました．あり
がとうございました★ログ提出ありがとうございます！ 
[JI1NZA]1 局だけの QSO ですがログ提出致します．ありがとうご
ざいました★1局 1 局の積み重ねがありがたいです 
[JA0JHQ]ルールから察するに県外局 SWL は「県内局・JL 局・県
人局のみの提示」かと思います．キャッチできた 216QSO から結
果を絞りました★おっしゃるとおりです！沢山受診していただき
ありがとうございます！ 
[JR1KVN/SWL]集計作業ありがとうございます．7MHz のほかハイ
バンドが少し開けました（県人局でした）が最初の 1 時間出遅れ
てしまって残念．また来年ですね★朝はお忙しいですね．来年の
5月 5 日よろしくお願いいたします！ 
[JK2VOC]集計お疲れさまです．今回も途中から HF と VUHF を
2BSIQ で交互に CQを出し Dual Run を実施しました．まだまだ練
習が必要と実感しました★Two Bands Synchronized Interleaved 
QSOs、ピアノで右手と左手が違う曲を弾くような技なんでしょう
ね．進化する VOC．1 位おめでとうございます！ 
[JP2XYT]昨年に引き続き移動運用・マルチオペ禁止となり残念で
した．来年こそは本来の姿に戻りますように！★自粛運用でも多
くの方にご参加いただき大変ありがたいです！ 
[JH2RMU]ステイホームで久しぶりにまじめにコンテスト参加し
ました．コールありがとうございました★フル運用ありがとうご
ざいました！次回は DX 局の参加勧誘してください！ 
[JJ2SQJ]集計作業ご苦労様です．今回は途中で「もぐもぐタイム」
を入れながら楽しく参加させていただきました★朝食もぐもぐし
ながら QSO していたのは OMだったのですね． 
[JA2TTH]MEJ 県人局は県外局と同じではなく 2点としたほうが良
さそうですね．ご検討ください．またコンテストナンバーを年齢
とすることに抵抗のある方もおられました★OM のご助言はいつ
も委員会で運営の参考にさせていただいております．これからも
ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます！ 
[JS2JVT]次回も頑張ります★次回参戦宣言！承りました． 
[JA2LKC]はじめてかな？8歳のYLさんに声をかけられて大喜びで
した！残念ながら 10代 20代は皆無でした★免許の簡素化や無線
機が安くなるといいのですけどね．中学の頃 CB トランシーバで
友達とおしゃべりするのがすごく楽しかったです． 
[JJ2JIX]外出の予定があり 1時間しか運用できませんでした、次回
はもっと運用したいと思います★いつもご参加ありがとうござい
ます！ 
[JR2BMA]旋運営ご苦労様です★21MHz 県内局運用ありがとうご
ざいました！ 
[JH7UJU]集計審査ご苦労様です．少しでも盛り上がりに貢献でき
ればと CQ出しました★県人局参加ありがとうございます！ 
[JF1GZZ]初めて県人局として参加させていただきました．重圧を
感じながらも楽しめました★三重県からの圧が重かったでしょう
か…楽しんでいただけてよかったです！ 
[JA2UNS]多くの参加者がいて楽しく交信できました．6m の E ス
ポもありました★Eスポ！太陽も応援してくれました． 
[JR2HTW]次回もがんばりたいと思います★お待ちしておりま
す！ 

[JR1UJX/2]単身宅からベランダに設置したモービルホイップで参
加しました★3.5MHz ねらいでありがとうございました！ 
[JE0KBP]三重県津市の出身です．今年は HF 帯のコンディションが
良く楽しく参加できました．集計に当たる方に感謝いたします★
祝 1位．次回はマルチバンドで楯をゲットしてください！ 
[JA3OLO]今年は去年に比べコンディションが相当良くなってい
ました、次回も頑張ります★サイクル 25 が楽しみですね！ 
[JI7FBM]初めて県人局として参加させて頂きました．ありがとう
ございました★楽しく運用していただけたでしょうか． 
[JL7AIA]昨年思いがけず33賞を頂き名誉県人局ということで張り
切って参加しましたがコンディションに勝てずご迷惑おかけしま
した．貴重な体験ができましたので喜んでいます．次回からは県
外局で呼びたいと思います★県人局体験談をいただき光栄です！
次回もよろしくです！ 
[JA3PYH]コンディションがよかったのですが三重の局はあまり
見つかりませんでした★OM のきびしいご指摘を受け長谷川支部
長に県内局への参加 PR をお願いしました． 
[JI1DGW]今年も三重の実家に帰省できず仕方なく県人局部門で
の参加です★バーチャル三重県人を演じていただいたのですね． 
[JI2HCB/1]来年はフィールド移動で参加できる状況になると良い
ですね★本当にそう思います．お天気も良くなるといいです． 
[JP3KPJ]緊急事態宣言で移動運用禁止なので大阪のホームから昨
年のコンテストでいただいた県人局資格で参加しました★大阪か
ら県人局運用ありがとうございました！ 
[JE6HCL]昨年に続いて前年入賞を生かして県人局部門でエントリ
ーです．昨年と比べコンディションが良好でした★祝 1 位！次回
も県人局として 21MHz を引っ張ってください！ 
[JH4FUF]久々に 21MHz が開け楽しめました．次回も宜しくお願
いします．集計ご苦労様です★21MHz 参加者が多くて驚きました． 
[JA4VNE]念願の名誉県人局として参加させていただきました．
21MHz のコンデションが良くて楽しめました！来年もぜひ県人
局で参加したいです★県人局を楽しんでいただけて良かったで
す！ 
[JA1-22825]今年も参加できてうれしく思います★毎年ご参加い
ただきありがとうございます！ 
[JR6CSY]ハイバンドまでオープンして楽しく参加出来ました★祝
マルチバンド1位！沢山QSOしていただきありがとうございまし
た！ 
[JR2WLQ]いつも企画運営ありがとうございます．今年も楽しく参
加する事が出来ました．設備の整備ができれば来年は参加部門を
考えてみたいと思っております★毎年ご参加ありがとうございま
す！そうですね！県人局部門へ殴り込みはいかがでしょうか！ 
[JM1PIH]また来年も楽しみにしています★来年もご参加いただけ
るのですね！お待ちしております． 
[JE8TRU]居住場所でのポータブル運用です．昨年に移動運用禁止
と間違われたのかコールを無視されたことがあり今回は/2を付け
ずに運用しました．ですが QTH を確認されたり、相手局の方から
/2 を付けてコールバックされるなど混乱するときもありました．
来年はコロナが終息しこのルールが削除されることを願います★
OM には大変ご不便とお手間をおかけして申し訳ございませんで
した．次回は解除できるといいですね！ 
[JG1CFO]交信ありがとうございました．今年は県外局として出直
しました★祝 1 位！来年は県人局部門でよろしくお願いいたしま
す！ 
[JA7BEW]電波伝搬の好転が待ち遠しいです★サイクル 25 は活発
になるといいですね！ 



[JP1IGX/2]次回も頑張ります★心よりお待ち申し上げておりま
す！ 
[JI1IIF]ゴールデンウイーク中は毎年天気が荒れますね．強風でア
ンテナが倒れるかと思いました★コロナ退散！晴天無風！伊勢神
宮内宮の天照大御神にしっかりとお祈りいたしました． 
[JR5PPN]いつもお世話になります．少ない交信局数ですがログを
提出を提出します．参加各局お世話になりました．次回もよろし
くお願いします★いつもご参加いただきありがとうございます！ 
[JP3UBR]今年は近距離スキップせず楽しめました★F 層ががんば
ってくれたのですね．みなさんが電波を出せばますます電離層が
活性化するはず…エコには反しますが． 
[JA0ABK]短時間の参加でしたが楽しめました．今日のコンディシ
ョンは悪かった★場所によって電離層は気まぐれですね．お忙し
い中ありがとうございました！ 
[JK3TDJ]次回もがんばりたいと思います★次回参戦宣言！リザー
ブ席でお待ちしております． 
[JP3JUV]次回もがんばりたいと思います★あれ？TDJ 局とかぶり
ましたね．リザーブ席 2席ご用意します． 
[JK1DRV]小学校 3 年生の 8歳です．今年は三重に行けなかったの
で来年は県内局で頑張りたいです．県外局からは JL 部門がなくて
残念です★今回話題の 8歳局長さん．県外 JL 局は想定外でしたの
で対応を検討いたします！ 
[JA1JUR]今年も参加できてよかったです．よろしくお願いいたし
ます★祝 33 位特別賞！来年はぜひ県人局部門で暴れてくださ
い！ 
[JA7PJC]今回 5W で参加しました．私の無線機の最小限の出力で
す．弱い電波をひろっていただいた三重各局に感謝いたします．
ありがとうございました★QRP 運用ありがとうございます．太陽
電池や燃料電池での運用に「サステナブル部門」の新設を考えま
しょうか． 
[JL4CUN]マルチの設定がおもしろい★ミニ ALL JA コンテストに
ならないように楽しい企画でがんばります． 
[JG1GCO]次回もがんばりたいと思います．年齢がコンテストナン
バーとてもいいと思います★従来より「年齢」には賛否がござい
ますが、当コンテストの肝ですのでご理解をお願いしています． 
[JH1TZV]時間が十分とれまさんでしたが楽しいコンテストでした．
有り難うございました★たいへんお忙しい中お時間をいただきあ
りがとうございました． 
[7M3OER/1]移動自粛で自宅マンション内の駐車場から参加しま
した★今すぐにでも山の上に走って行けたのに自粛対応ありがと
うございました！ 
[JM1LAW]15 分位ですが参加しましたのでエントリーします★15
分でもお時間をいただき恐縮です． 
[JA1WBN]今回は参加時間が取れなかったですが次回はフルタイ
ムでチャレンジしてみます．とにかく局数は少ないですがマルチ
が面白く楽しめました★次回フル参戦！お待ちしております． 
[JN4ESD]お世話になります★参加＆書類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 でも QSO できました．ME 局は聞こえ
るのですが呼んでも交信に至らないのが残念でした★祝 21MHz1
位！3 エリアから強力な GW を送り込んでいただきありがとうご
ざいました． 
[JA8IBU]楽しませていただきました★8 エリアと開けて良かった
です． 
 

[DV4ZAR]フィリピンからご参加ありがとうございます！Dear 
Carlito,It is a great honor to be with the famous DXer in the 
Philippines. Thank you for joining us and hope see you in the 
next. 
[JE8SMQ/8]集計お疲れ様です．2 局だけの交信ですが書類提出致
します★貴重な 2局です！お相手ありがとうございました． 
[JS2JHJ]各局交信有難うございました★OM もご参加ありがとう
ございました．50MHz いかがでしたか． 
[JR2TRC]参加のみしました★ご参加だけで十分です！でも次回は
入賞狙いでお願いします． 
[JR2VBK]初めての参加でしたが楽しめました．次回はもっとロケ
ーションの良いところで良いビームアンテナを使って参加したい
と思います★大きなアンテナを持って移動して下さい！ 
[JA4-37294]県内局が多く楽しめました．県人局が少なかったです．
片付けをしていたら第 11回オール三重 33コンテストの参加証が
見つかりました．なつかしいな★33 年前でしょうか．希望とバブ
ルにあふれた時代でしたね． 
[JA8-3339/7]県人局も多く参加されており楽しめました．コンテ
スト時間も8～12時と短めで参加しやすいですね★お気に召して
いただき光栄です！次回もよろしくお願いいたします． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



★第 44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．  
 
★コンテスト開催日 5月 5 日は、コロナウイルス感染拡大地域に
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が実施されました． 
 そのため、昨年第 43 回と同様に「密閉・密集・密接」の３つ
の密と人の移動を避けるため、電信電話部門および電信部門のマ
ルチオペレーター種目を休止致しました． 
 また、コロナ感染多発地域から三重県内へコロナウイルス持ち
込み感染を防ぐため、三重県内への移動は禁止し三重県外でも三
重県内でも移動運用は禁止としました． 
 なお、普段から居住する住居からのポータブル運用は、一時的
な移動運用ではありませんので規制外としました． 
 
★1.9MHz バンドの拡張により SSB 運用が可能になったため、今
回は電信電話シングルオペレータ 1.9MHz 部門を増設しました．     
また、50MHz の JARL コンテスト使用周波数に変更がございまし
た． 
 
★参加局数は 288 局で前年より 39 局増加でした． 
 電信部門=166 局(前年 152 局)、電信電話部門=122 局(前年 97
局)でした． 
 コンディションはサイクル25が少し活動し始めてHFハイバン
ドがにぎやかになってきました． 
 コロナ禍での stay homeで今回はさらに参加局数が増加しまし
た．昨年同様に電信部門が増加しており、お出かけできないご家
族に配慮されてのことでしょう．ご家族の目がきびしい中ご参加
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、当コンテスト委員会では
「減点」修正だけでなく「加点」修正も行います．また、書類不
備に対して「不正」目的でない限り失格には致しません．初心者
にやさしい運営を心がけておりますのでご了承下さい． 
 
★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．前回第 43 回では、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 

 名張アマチュア無線クラブ 1 部門 

 いせわんハムラジオ 1 部門 

 JJ2JIX 後藤 直 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 
 
 
★例年秋に開催する JARL 三重県支部大会で入賞者への表彰、優
勝楯の贈呈を行っておりますが、今年度もコロナウイルス感染防
止のため支部大会の開催を中止いたしました． 
 つきましては、表彰状および優勝楯は郵送または宅配で送付さ
せていただきます． 
 
★コンテストについてのご質問・ご意見などはメール受付してお
ります．info-contest@jarl-mie.com 
 
 
 
 
 

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 

 
令和 3 年 11 月 5 日 


