
第 45 回オール三重 33 コンテストコメント集 
 
[JF2VAX]2 年ぶりのシングルオペでしたがコンディションが悪く
残念でした★悪条件のなかフル運⽤ありがとうございました！優
勝おめでとうございます！ 
[JJ2DWL]Reverse Beacon Network に悪影響あたえてますので
そろそろ/ME /MEJ はやめませんか？★問題提起ありがとうござ
いました．RBN の問題については別項でご説明致します． 
[JQ2OUL]凄い久しぶりにコンテストやりました．7MHz の後半は
伝搬が良くなかったです★コンテスト再開おかえりなさい！久し
ぶりに楽しんでいただけましたか？ 
[JF2ERH]来年も楽しみにしております★来年もご参加いただけ
るのですね！お待ちしております． 
[JR2MIO]全く⾶びませんでした．3.5MHz 以外はチェックログで
お願いします★3.5MHz 踏ん張っていただき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★来年お待ちしていま
す！もう⼀歩で 7MHzCW 優勝でした． 
[JH2PAH]県内局として県外局へのサービスに努めました．QSO
いただいた局ありがとうございました★ホストとして運⽤いただ
く県内局には本当に感謝しております． 
[JA2MEI]今回はフルタイムの参加でした★お忙しい中フルタイ
ム運⽤ありがとうございました！ 
[JI6TJL/2]4 ヶ⽉前に定年退職後の転職で神奈川県から三重県内
に移住．モービルホイップをベランダ仮設して 1988 年 89 年以来
33 年ぶりの参加でしたが駅近で雑⾳が多くナンバーの再送依頼
などでご迷惑をお掛けする事も★第⼆のお仕事⼈⽣を三重県でお
過ごしいただき光栄です．50MHzCW 優勝です． 
[JA2WK]昨年 QSO してもらった 89歳のある OT さん今年はもう
QSO が出来ませんでした．とうとう県内最⾼のナンバーを送るこ
とになってしまいました．寂しい反⾯、懐かしい多くの皆さんと
QSO が出来る楽しみにこれからも元気に参加していきたいと思
っています★当コンテストの年齢ナンバーはアマチュア無線の発
展に寄与されて き た OT へ のリス ペ ク ト で も あ り ま す ．
144MHzCW 優勝おめでとうございます． 
[JA2UOR]モービルは⾞庫の中から運⽤です．アンテナを⾞庫の屋
根に取り付けました．⾥帰りの娘たちに遠慮しシャックでは運⽤
が出来ず．お蔭で 8時から 4時間無事終了です．お天気も良くソ
ーラーパネルで充電しながら出来ました★ミッションインポシブ
ル遂⾏ありがとうございました． 
[JF2FIU]QSO頂きました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戦争とコロナが無くなっていますように★県
⼈ CW 優勝おめでとうございます！戦争とコロナは⻑引きそうで
すね．アマチュアができることを探りたいと思います． 
[JI1AEP]県⼈局【条件 2】にて参加させていただきました．所⽤
のため 1 時間しか QRV できず、せっかくの県⼈局資格でしたが
不完全燃焼でございました．また来年は県外局として参加させて
いただきます★ご多忙な中、県⼈局参加ありがとうございます．
来年はもう⼀度名誉県⼈局資格ゲットをお願いします． 
[JG1CFO]当地からは 3.5MHz はほとんど聞こえず低調な成績に
終わりました．来年は⼀般局で出直します．私、貴コンテストの
コメント集の隠れファンです★3.5MHzCW 優勝でした！来年も
県⼈局でご活躍をおねがいします．そしてコメント集に隠れファ
ンがみえたなんて驚きです！うれしいです！がんばります！ 
[JJ1AEB]昨年偶然 33 位で県⼈局として初参加させていただきま
した★名誉県⼈局いかがでしたか？来年は⼊賞で資格取得できる

といいですね！ 
[JH1MTR/4]初の県⼈局デビュー（＾＾♪」．これが最初で最後！ 
初体験は⾯⽩かったです★いえいえ来年も⼊賞狙って下さい！ 
[JE6MYI]集計お疲れ様です．お⼿軽設備では 2エリア以⻄の QSO
ばかりで局数も伸びませんでした★ご奮闘いただきありがとうご
ざいました．来年もよろしくお願い致します． 
[JA0QD/1]県⼈局であれば全国と交信出来るルールなので助かり
ます．鈴⿅市の勤務が懐かしいです★鈴⿅市の⼤⼿企業でお勤め
でしたでしょうか？OM に県⼈局をお楽しみいただき光栄です． 
[JA2SWH/1]楽しく参加できました★楽しんでいただくのが私た
ちの最⾼のモチベーションです！ 
[JK8PBO]係りの皆様集計お疲れさまです．交信くださった各局あ
りがとございました．CONDX 上がらず残念★ご参加いただきあ
りがとうございました．来年は太陽⿊点サイクル 25 の恩恵が受
けられるといいですね．優勝です． 
[JF2CRP]コンディションが不安定で例年ほどはできませんでし
た★21MHz でがんばっていただきありがとうございます！ 
[JG6OZC]7MHz と 21MHz で交信しましたが書類は 21MHz シン
グルバンドで提出します★来年も 21MHz でサービス願います！ 
[JH2FOR]集計お疲れ様です．昨年より交信局数が増えました．バ
ンドの中もにぎわっていましたね★144MHz は盛況ですね．CW
部⾨優勝おめでとうございます． 
[JR2UTH]今年は豊明市市制施⾏ 50周年記念局の運⽤期間と⽇程
が重なりましたがなんとか参加することができました．集計ごく
ろうさまです★ダブルミッションの遂⾏ありがとうございます．
お労いにも感謝申し上げます． 
[JR1BFZ/2]楽しませていただきました★県外 CW 優勝おめでと
うございます！ 
[JH6QIL]14MHz シングルバンド種⽬を追加をお願いします．結
構に賑わってました★貴重なご提案ありがとうございます！委員
会で検討致します． 
[JH0IGG]FB なコンテストありがとうございます★こちらこそ
OM のサポートに感謝申し上げます 
[JJ5AKK/3]スタッフの皆様お世話になります． 少ないですがエ
ントリーします★お気遣いありがとうございます． 
[JR0VSF]ノイズがひどい状況でしたが楽しめました★QRN の中、
丁寧にピックアップしていただきありがとうございました． 
[JH4JUK]連休最後の⽇、ホームよりノンビリと参加できした★お
休みの⽇ゆっくりノンビリ参加していただいて良かったです．  
[7K1JFM]次回も参加したいと思います★次回参戦宣⾔！謹んで
お受け取りいたしました． 
[JA7LLL]今年は参加できました．⽇中時間帯の開催のため 160m
バンドでの交信は難しいですね★きびしい時間帯でご迷惑をおか
けしますが QRVよろしくお願い致します．  
[JM7GTK]ありがとうございました★こちらこそ⽀部⾏事にご協
⼒ありがとうございました！  
[JE6TUP]短時間でしたが楽しめました★お忙しい中ご参加あり
がとうございました！ 
[JA1GTF]満⾜度 100%の FB コンテストでした．7,21MHz まで 5W
の QRP で楽しみました．TNX!★OM から満点をいただき⼤変光
栄です！こらからも QRP でご活躍下さい． 
[JH9ETC]ユニークなコンテストです★他にはない唯⼀無⼆のコ
ンテストを⽬指していますのでご賞賛いただきうれしいです！ 
[JF2WME]今年も短時間ですが参加できました．参加部⾨を県外
局か県⼈局か迷いましたが県外局で参加しました★短時間運⽤で
も 3.5MHzCW 優勝です！ 



[JE2YRB]ME, MEJ 局のピックアップに感謝します． 私の CQ に
も多くの⽅に応えていただきました． 毎回、参加者コメントへの
主催者コメントに⼤変な暖かさを感じています．お⼈柄だと思い
ます． ぜひ今後ともよろしくお願いします． 運⽤者:JH1ASG★
多くの局と QSO いただきありがとうございました．7MHzCW 優
勝です！そして照れくさいコメント恐縮です．  
[JS2GYN]出⼒制限希望★OM、それは全参加局 10W までとかサ
ステナブルな⽅向性という意味でしょうか？いいですね． 
[JN3ANO]各局交信ありがとうございました★みなさまご参加い
ただきありがとうございました．  
[JE3JAF/3]移動ができないのであきらめていましたが終わってみ
ればまずまずの成果でした．来年はみんな⾃由に運⽤できるよう
になると良いですね．県内局、県⼈局のみなさんありがとうござ
いました★来年こそはコロナ制限を解除できるよう伊勢神宮でお
祈りしています！ 
[JK1FDF]初めての参加でした★楽しんでいただけたでしょう
か！2 回⽬もよろしくです． 
[JM6EKY]コンディションが今⼀つ良くなかった★悪条件の中、
最後までありがとうございました． 
[JR3RIU]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．深謝です． 
[JN1KMI]次回も楽しみたいと思います★楽しんでいただくのが
私たちの最⼤の⽬的です． 
[JR6JHE]少ししかできませんでしたが書類を提出します．集計ご
苦労様です★お忙しい中、盛り上げていただきありがとうござい
ます！ 
[JR4BFA]今回も参加しました．呼び出し⽅法で県内局/ME、県⼈
局/MEJ の付加のない局が意外と多いのには残念です．もっと徹
底してほしいです．中には紛らわしい応答の局もあり規約の確認
をもっとしてほしいです★楽しいはずのコンテストで不愉快な思
いをさせてしまって申し訳ないです．規約の周知に⼒を⼊れます． 
[JJ1JVC]/ME、/MEJ を付加する規定が多数の局で守られておらず
県外局が混乱している．「県内局・JL 局・県⼈局は CQ の後に
ME を付加し、県外局は CQ の後に MEGを付加する」に改めれば
すっきりする．「県⼈局」の局種の妥当性はどのように保全され
ていますか．⾃⼰申告でしょうか★OM にも不愉快な思いをさせ
て申し訳ありませんでした．また改善案のご助⾔参考になります．
なお「県⼈局」の三重県居住歴は⾃⼰申告と誓約であり証明書類
の提出は求めていません． 
[JG0EXP]各局ありがとうございました．集計ご苦労様です★ご参
加ありがとうございました．今回も⽀部⻑ JA2NMH およびコンテ
スト委員 4名 JP2XYT,JO2AXB,JA2HVO,JE2MDE で運営させてい
ただきました． 
[JA4BDY]7MHz の CW のみの参加です．⽣存告知を兼ねてログ提
出します★電信がお好きなんですね．ありがとうございます． 
[JG1UKW]集計ご苦労様です★お労いの⾔葉になごみます． 
[JF1JDG]楽しめました．年齢がバレてしまいました★⼀瞬のナン
バー交換でも⼼が通うシナジー効果があるような気がします． 
[JJ0SFV]ホイップアンテナですが 200W です．昨年の 10 倍パワ
ーで 2 倍交信できました．33 位を希望します★10 倍パワーのお
かげで昨年 47位から 24位にジャンプアップです！残念ながら 33
位は⾶び越えてしまいました． 
[JH0ILL]短時間の参加でした★お時間がなくとも短時間で運⽤し
ていただき感謝です． 
[JJ0VXN]多くの局⻑さんが出られており楽しくステイホームで
参加できました★同じステイホームで楽しむインターネットとの

違いは技術 x体⼒ x 環境 x設備 x伝播と多くの要素が絡み合うこ
とで不確定の⾯⽩さがありますね． 
[JE5EUT]皆さんマナーが良く楽しく交信できました．次回も楽し
みにしています★みなさんで仲良く楽しんでいただきましたこと
に感謝致します． 
[JJ1XQU]集計ご苦労様です★沢⼭ご参加いただき嬉しい悲鳴を
あ悲鳴を上げながら集計しています！ 
[JF3DIN]初めての参加です．宜しくお願い致します★はじめての
ご参加楽しんでいただけたでしょうか． 
[JK2BAP]集計お疲れ様です．やはり 2エリアの県外局がランニン
グすると県内/県⼈局と間違われ易いと思います★著明な BAP 局
でさえ三重県内局と間違えられてしまうと⾔うことですね．どう
すればいいか考えます． 
[JE7SRK]今年もありがとうございました．楽しめました★毎年ご
参加ありがとうございます！ 
[JF3LYT]楽しみました★楽しみにしていただけるコンテストを
⽬指します！ 
[JR3KGM]各局ありがとうございました★QSO に感謝を込められ
る参加者が多くなごみます 
[JI4WHS]次回も頑張りたいと思います★いつもご参戦ありがと
うございます！ 
[JI0VWL/0]⾃宅ポータブル0にて運⽤しました★帰省先からのお
楽しみでゆっくり休養されましたでしょうか． 
[JH2VEP]次回もがんばりたいと思います★お待ちしておりま
す！ 
[JR0BQD]過去の⼊賞局を名誉県⼈局と扱う規約は参加局数の増
加も期待できユニークで⾯⽩いと思いました★ご評価ありがとう
ございます！みなさまのお知恵を拝借しながら楽しいコンテスト
を⽬指します． 
[JA9MAT]K2(5W)＋ZS6BKW(8mH,28mL)で参加しました．また
お願いします★ハンバーガーが似合うおしゃれな機材ですね！ 
[JA7DNJ]今年も参加できました★今年もお会いできて良かった
です．  
[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★お気遣いありがとうございます！ 
[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！ 
[JQ1PCT]集計お疲れ様です！★⽬の疲れが吹っ⾶びました！ 
[JH8CLC/7]次回もがんばりたいと思います★お待ち申し上げて
おります！ 
[JE8UHY]14MHz シングル部⾨がないため、これまで 14MHz は
コンテストの対象外だと勘違いしていました★WARC バンドを除
く全アマチュアバンドが使えます！本当は WARC バンドも使い
たいのですが本コンテストは⾃称国際コンテストなので ARRL の
コンテストガイドラインに従います．ちなみに JARL は禁⽌して
おらず紳⼠協定です． 
[JE2KYI]50MHz 電話では県内/県⼈局が聞こえなかったので電信
部⾨にエントリーします★CW で優勝でした！congrats 
[JA3RAZ]次回もがんばりたいと思います★今年もがんばってい
ただき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★次回も優勝宣⾔いた
だきました！ 
[JR2NTC]集計作業ご苦労様です．移動運⽤禁⽌ということで⾃宅
ベランダの貧弱アンテナで参加しました★運⽤技術でカバーして
いただきました！ 
[JH4RAL/3]集計ありがとうございます．⾃宅ベランダのホイップ



で運⽤しました★ステイホームではベランダホイップが標準のよ
うですね． 
[JF2KWM]ノイズが常に 59 で県内・県⼈局とも 1 局も聞こえませ
んでした．毎年強い局とできていたんですけど今年はダメでした．
悔しいので 0 点ですがログ提出します★貴重なログ提出ありがた
いです！次回はノイズが消えることをお祈りします． 
[JR1KVN/SWL]毎年の集計作業ありがとうございます．今年は 8
時からフルタイム参加しました．序盤は勢いよかったんですが 9
時以降は…★9 時からがガマンのワッチなのですね．ご苦労を察
します． 
[JP2XYT]HF ハイバンドは微妙なコンディションでしたが各バン
ドでたくさん QSO できました．ありがとうございました．最⼩
年齢 9 歳の⽅も参加いただき QSO 出来ました．将来が楽しみで
す！★未来の XYT を⾒つけて興奮しますね！県内 phone 優勝お
めでとうございます！ 
[JK2VOC]今年も移動運⽤制限、マルチ opの中⽌などで県内局が
少なく残念でした★今年も多くの参加者に県内局をサービスして
いただきありがとうございました！県内局＋JL 局ですが提出サ
マリー数がコロナ前の 2019 年 50局、今回 2022 年 42 局でー9%、
8 局減でした．マルチ opは 2019 年 2 局でした．次回はコロナ制
限解除を期待したいですね． 
[JJ2SQJ ]集計作業お疲れ様です．今回はマルチバンドにチャレン
ジしましたが UHF 帯の参加者が極めて少なく残念でした．早く
移動局も参加出来るといいですね★2020 年から 3 年間コロナ制
限にご協⼒いただきありがとうございます．次回こそは goto でき
るといいですね． 
[JM2FCJ]「4時間」ちょうどいいと思いました★こどもの⽇の午
前だけ⾃分の時間を楽しんで午後はご家族との時間ですね． 
[JE2SDE]COVID-19 蔓延防⽌の制限は解除されているのに移動
運⽤禁⽌は？？？★コロナ制限にご協⼒いただき感謝申し上げま
す！コンテスト規約は 2 ⽉に決定し HP掲載や JARL NEWS に原
稿を送ります．その頃コロナ第 6波のピークを迎え「まん延防⽌
措置」が採られました．5 ⽉ 5⽇の状況を予想する根拠として 2021
年 5 ⽉の第 4波「⾮常事態宣⾔」を重視し、参加者に万が⼀でも
リスクを負わせない⽅針としました．加えてオミクロン株は重症
化しませんが感染⼒が強く 5 ⽉も医療機関の逼迫が危機的で委員
会の判断は正しかったと評価しています． 
[JH2RMU]コンテストの時間帯 1.9MHz は⼤変厳しいです．交信
できて良かったです★伝播しないきびしい時間帯ですが 1.9MHz
部⾨は残しました．祝優勝． 
[JR2IIO]インターネット環境が無いため紙による書類提出とさせ
て頂きました．ローカル局の勧めも有り初めて 1.9MHz に QRV
しました★RMU 局のお誘いですね．1.9MHz いかがでしたか． 
[JJ2JQF]実家からのオール三重は何⼗年ぶりだったか．CQ の呼び
出しで/ME,/MEJ はやめませんか？⾒⽅によっては英国領からの
運⽤にも⾒えます．県内・県⼈・県外を区別したいなら CQ〇〇
TEST の〇〇で区別するべきです★今年は帰省されたのですね．
貴重なご意⾒ありがとうございました．7MHz 優勝おめでとうご
ざいます！ 
[JI2IXA]昨年より局数は少なかったが得点は増えました．途中ダ
レた時にマルチを拾いにいったのがよかったみたい★マルチ重視
の戦略が良かったですね！ポディウムです． 
[JA2TTH]1.県⼈局 MEJ は敬意を表して 1 点ではなく 2 点として
はどうか．⼀般の県外局と同程度では県⼈局 MEJ を設けた意味が
ないのでは． 2.感染リスクの⾼いと思われる「フィルドミーティ
ング」は開催、感染リスクの低いと思われる「移動運⽤」は禁⽌、

この差はどのように解釈したらいいのですか．以上改善を願いま
す★県⼈局は参加数が少ない県内局の補填として設けた局種です
が 2点にすることで全参加局に良い意味が得られるのかどうか検
討してみますね．コンテストのコロナ対応については前述させて
いただいた通りです．フィールドミーティングの開催については
5 ⽉の県内感染蔓延状況を評価しての判断でした．ご理解願いま
す． 
[JA2LKC]今回は三重県内から 9歳、県外からは 96歳と幅の広い
QSO ができました．コンテスト委員はこれからが⼤変だと思いま
す★年の差 87 歳！⼤正と令和の共演ですね．コンテスト委員が
んばっています． 
[JF2NNE]朝によわい．午後にならないかなあー★お気持ちよくわ
かります．検討します． 
[JO3TLQ/2]次回もがんばりたいと思います★来年もご参加いた
だけるのですね！ 
[JE2SJH]1stQSO の局も多く楽しむことができました．各局あり
かとうございました★いつも OM には楽しんでいただき光栄です．
祝優勝！ 
[JF2CTT]今年は 2 年ぶりに常置場所での運⽤で FM モードでの参
加となりました．静岡県御前崎の局からコールがあったときは久
しぶりの 144MHz での⻑距離交信にうれしく思いました．早く新
型コロナウイルス感染が終息しコンテストでも移動運⽤が出来る
⽇を楽しみにしています★海が美しい常置場所からですね．次回
は移動運⽤ができるよう祈念しております． 
[JS2JZH]9歳で初めて JL部⾨で参加しました．電信で 09 のナン
バーを送るとほとんどの局から NR？が返ってきました．でも、
とても楽しかったです★今回みなさんがざわめいた 9歳のコンテ
スターですね．ご参加ありがとうございます．CW も堪能で⽉刊
FB ニュースの記事を拝⾒すると 2 アマを取得されているスーパ
ー⼩学⽣ハムでした．次回もご参加お願いします． 
[JE0KBP]三重県津市の出⾝です．毎年楽しみに参加させていただ
いています．集計に当たる⽅に感謝いたします★故郷を思い出し
てお楽しみいただいているのですね．MIX 県⼈局優勝です． 
[JR6CSY]ハイバンドのコンディションはサッパリでした★太陽
⿊点ががんばってません．来年からは良くなるはず！ 
[JE1NVD]各局意⾒欄への委員会回答・コメントを楽しみにしてい
ます．丁寧な対応ご苦労様です★終わってからも楽しんでいただ
けるようにがんばっています！ 
[JA2UNS]今年も各局と交信できて楽しかったです★毎年ご参加
ありがとうございます！ 
[JH2YWN]記念局が移動運⽤となっておりますが有効でしょう
か？★HP にもお断り致しましたが、第 54 回東海ハムの祭典 2022
特別記念局 8J2TKI を三重県内局として運⽤しました．各県持ち
回りの移動局ですがコンテスト中はオペレータ 1名で屋内運⽤と
しコンテスト規約を遵守しましたので交信は有効です． 
[JR2HTW]2 回⽬の参加でした．次回はアンテナを整備して臨みた
いと思います★来年はさらに強⼒なシグナルを期待しています！ 
[JR1UJX/2]岐⾩の単⾝宅にて参加しました★単⾝宅に 3.5MHz の
アンテナがあるのですか！すごい． 
[JA3OLO]次回は頑張ります★今回も⼗分にがんばっていただき
ましたよ． 
[JA1JUR]今年は名誉県⼈局として参加させていただきました．ど
うもありがとうございました★県⼈局部⾨はいかがでしたか？来
年はもう⼀度資格ゲットのため⼊賞を！ 
[JE6HCL]今年も乗り込み禁⽌とのことで⽌むなく昨年の⼊賞歴
を⽣かして⾃宅アパートからの参加となりました．コンディショ



ンは良くありませんでした．来年はぜひ乗り込み運⽤も許可して
くださいね★来年も県⼈局です！コロナが終息してくれるよう祈
ります． 
[JA1-22825]今年も参加できてうれしく思います★いつもご参加
いただきありがとうございます．とてもうれしいです！ 
[JR2WLQ]いつも企画、運営ありがとうございます．毎回楽しく
参加させて頂いております．毎年このコンテストでお会いできる
局もたくさんみえてお元気でご活躍されている様⼦を知ることが
できて FB です．交信頂きました各局ありがとうございました．
来年も楽しみに致しております．8J2TKI/2 を聴くことができませ
んでした．残念！★OM にはいつもご協⼒いただきありがとうご
ざいます．記念局は残念でした．優勝おめでとうございます！ 
[JH2CMH]CQ の際に「MEJ」を送信されない県外局が数局ありま
した★ご迷惑をおかけして申し訳ありません．規約の周知を⼯夫
致します． 
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[JJ2BAE]初めて参加しました．短時間の参加でしたがユニークな
ルールで楽しめました★他とはちょっと違うコンテストを楽しん
でいただけたでしょうか．次回もよろしくお願い致します． 
[JH4FUF]夜間帯がないのでローバンドは厳しいです…来年も宜
しくお願い致します．集計ご苦労様です★つらい時間に QRV を強
いてごめんなさい！いつまでもローバンドを守って下さい． 
[JA7AMK]⼤盛況でした★7MHz は⼤盛況で良かったです！ポデ
ィウムに登りました． 
[JA1CP]多くの局と交信でき楽しい時間感謝です★OM の年齢マ
ルチを多くの局にサービスいただきありがとうございました！ 
[JI7FBM]集計お疲れ様です★私たちにもお労いありがとうござ
います！ 
[JG1IEB]移動禁⽌の為シングルバンドで参加しました★コロナ制
限にご協⼒ありがとうございました！ 
[JE2QBL]短時間でしたが久しぶりに参加できました★短時間で
もご参加いただきうれしいです！ 
[JF1GZZ]7MHz 以外は交信できませんでした．来年は全バンド交
信めざします★来年はマルチバンド宣⾔！表彰状をご⽤意してお
ります． 
[JI1NZA]参加局が多くコンディションも良く楽しめました．あり
がとうございました★7MHz の伝播が良かったですね！ 
[JG1VMK]ありがとうございました★こちらこそご参加に感謝致
します． 
[JH4QJP]初めてのエントリーでした．ハイバンドオープンが無く
残念でした．各局 QSO ありがとうございました★初参加いかが
でしたか？来年からはハイバンドもよくなると思います． 
[JM1LAW]集計お疲れ様です．1 時間位参加しましたのでエント
リーします★お忙しい中お時間いただきありがとうございまし
た！ 
[JP3JUV]次回もがんばりたいと思います★来年もお待ちしてい
ますよ！ 
[JF3NDW]楽しく参加させていただきました★みなさんと楽しん
でいただき光栄です． 
[JA0ABK]年齢を使⽤するのはオモシロイです★「オモシロイ」と
感じていただく事こそ私たちのモチベーションです．年齢ナンバ
ーは⼤先輩の ALL ASIAN DX コンテストを参考にしましたが、ど
うも先輩は⼼変わりするそうですね．残念． 
[JH7KSU]フルタイム参加出来ませんでしたが楽しませて頂きま
した．三重各局また宜しくお願い致します★御所⽤の途中でご参
加いただきありがとうございました．次回も 7エリアをサービス

下さい． 
[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★いつも丁寧なご挨拶ありがとうございます． 
[JH1TZV]楽しいコンテストでした★OM にはますますご活躍い
ただき若輩のご指導をお願い致します．  
[JL4CUN]多数の局が参加されてにぎやかで良かったと思います．
お世話になりました★おかげさまで 7MHz は盛況になりました． 
[JE1ENI]今年も参加できました．有難うございました★スケジュ
ールの合間のご都合ありがとうございます！来年のカレンダーに
も⾚字で「33」とご記⼊下さい． 
[JK1QPC]初めて参加させて頂きました★⼿応えはいかがでした
か？ 
[JA0FQZ]楽しかったです★GW を楽しく過ごしていただきよか
ったです． 
[JP3UBR]コンテスト当⽇、近距離が開けて FB でした★OM の⽇
頃の⾏いが良かったようです．みなさんが恩恵を受けました！ 
[JN4ESD]お世話になります★サマリ提出ありがとうございま
す！ 
[JG1GCO]次回もがんばりたいと思います★来年も参加宣⾔！い
ただきました． 
[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★21MHz
でご参加ありがとうございました！来年は県⼈局でサービスを願
えますでしょうか． 
[JS2LHD]来年は上位を⽬指して頑張ります★次回は県⼈局資格
もあります．それとも県外局で参加するか．迷いますね！ 
[JS2JHJ]去年は 50MHz で参加しましたが 144MHz の⽅が参加局
数が多いですね★144MHz はおかげで盛況です．優勝おめでとう
ございます！ 
[JR2TRC]少しばかりがんばりましたが…最近さっぱり⼊賞出来
ず、今回は？★惜しかったです…来年は⼤丈夫と思います！ 
[JN3RAZ]交信していただいた各局ありがとうございました★県
内局を代表してこちらからも御礼申し上げます． 
[JA0JHQ]今年は SSB も聞き SWL 参加しました．楽しかったです
★SWL レポートありがとうございます！今年の動向の参考にな
ります． 
[JA2VSU]7MHz 以外は当地では受信出来ませんでした★伝播の
神様は少し 7MHz推しでした． 
[JA4-37294]今年も昨年よりコンディションが悪く県内局が少な
かった★県内局が少なく申し訳ありませんでした！来年はサポー
ターを増やします． 
[JA8-3339/7]短いワッチでしたが楽しめました．7MHz のコンデ
ィションが NG でした．それにしても年齢マルチはユニークでお
もしろいと思います★お忙しい中、各バンドの⾒回りありがとう
ございました．年齢マルチにはまっていただき光栄です！ 
[JJ8EFY]コンデションが悪く聞こえませんでした★⻑距離の
CONDX は悪かったようですね．来年も懲りずにお願いします！ 
 
  



★第 45 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．  
 
★今回も第 43 回、第 44 回に続いてコロナウイルス感染拡⼤防⽌
に向けた三重県指針を遵守し、参加者の安全を 100%確保するこ
とを優先しました． 
「密閉・密集・密接」の３つの密と⼈の移動を避けるため、マル
チオペレーター種⽬を休⽌、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． 
 
★参加局数は 256 局で前年より 32 局減少でした． 
 電信部⾨=143 局(前年 166 局)、電信電話部⾨=113 局(前年 122
局)でした． 
 ⼀昨年と昨年は参加局数が増加しており、コロナ禍での stay 
home がその要因であると推測していました．今回の参加局数減
少は 7MHz 以外のコンディションが悪かったことと、stay home
が⼤きく緩和されたことが原因でしょう． 
 
★今回、参加者から当コンテストの電信部⾨で県内局と県⼈局の
認識に⽤いられる/ME、/MEJ が Reverse Beacon Network(RBN)
に悪影響を与えているから使⽤を⽌めるよう意⾒がありました． 
RBN はスキマーと呼ばれる世界数千局のボランティア受信局が
CW や RTTYで受診したコールサインを RBN サーバに送り、その
データが解析され、DXer が最も興味のある「国籍」が RBN のホ
ームページにリアルタイムで表⽰されるシステムです． 
RBN はコールサインで国籍を認識するため JE2MDE/ME は ITU
が英国に割り当てた「M」だから英国で運⽤されていると誤認識
するようです． 
RBN の誤認識（誤動作）に配慮してルール変更をする必要がある
のか、以下の疑問を RBN に問い合わせて回答を待ってから委員
会で検討したいと思います． 
1）5 ⽉ 5⽇の 4時間だけで全世界の RBN利⽤局にどれほど影響
があるのか． 
2）その誤認識局数は RBN 全体の誤認識局数の何%を占めるのか． 
3）RBN 側で誤認識を防ぐ⽅法はあるのか？その意志はあるの
か？ 
4）問題となっている英国では移動運⽤時に/P を付加することを
義務付けられているが、それはどうなの？ 
以上、規約を時代に合わせる必要があることは認識してしますの
で、しばらく⾒守ってください． 
 
★⼀⽅、/ME、/MEJ を付加していない県内局や県外局が多いの
で困る．その対策として CQ 呼び出しに付加するほうが合理的で
あるとのご意⾒がありました． 
RBN 問題と合わせて検討したいと思います． 
 
★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
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． 
 運⽤バンドは⽂字通り全バンド（WARC バンドを除く）使⽤可
能ですので局免に記載された全てのバンドをご利⽤ください． 
 
 

★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．今回は、以下の 6個⼈、5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 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 
 JA2IHU 服部 豊 様 1部⾨ 
 JJ2JIX 後藤 直 様 1部⾨ 
 JP2XYT ⽥中康博 1部⾨ 
 JA2HVO 岡⽥哲夫 2部⾨ 
 JA2NMH ⻑⾕川隆司 3部⾨ 
 JE2MDE 磯⽥憲⼀ 3部⾨ 
 
 
★今年はコロナ禍で休⽌していた JARL 三重県⽀部⼤会を 12 ⽉ 4
⽇(⽇)に再開し表彰式を⾏う予定ですが、コロナ感染者の増加状
況をみて参加者を限定する可能性もございます． 
その場合は、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 
⽀部⻑ ⻑⾕川隆司 JA2NMH 

コンテスト委員⻑ 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 
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