
第 38 回オール三重 33 コンテストコメント集 

 
[JR2MIO/2]集計ご苦労様です．今年は休みが取れたので初めてマ
ルチバンド部門で参加しました．ただ、私の読解力が不足してい

たため入賞部門のある周波数しか参加できないと思い、それ以外
のアンテナを設営しておらず開けた 14MHz 等が運用できず残念
な結果となりました．★WARC を除く全アマチュアバンドでご参

加いただけるのが本コンテストの特徴になっております．38 年間
続けられたのは皆様のおかげと感謝いたします．実はその間、考
え得る様々な規約変更を行ってきまして現規約に至っております

が、まだまだ不完全な部分がありますので貴重なご意見は常に委
員会で検討させていただいております．優勝おめでとうございま
す！！ 

[JR2NMJ]集計お疲れ様です．コンテストナンバーが 00 になった
のを機に参加させていただきました． 地方コンテストとして 4
時間限定はちょうど良いですね．★ご参加ありがとうございま

す！4 時間スプリントにご賛同いただいてうれしいです． 
[JR2BYJ]お手合わせ有難うございました．★たくさんの局と QSO
していただきお疲れ様でした． 

[JA2MEI]今回は自宅から初めてオールバンドにて参加出来ました．
★オールバンド運用設備を準備するのは大変ですがコンテストの
醍醐味と思います！ 

[JA3MIB/2]五月の新緑で新鮮な空気のなかで楽しめました．次回
もがんばりたいと思います．★モールス音も小鳥のさえずりのよ
うに聞こえますよね！ 

[JA2ANR]コンテストを楽しませていただきました．★参加者に楽
しんでいただくのが最大の目的です．ありがとうございます！ 
[JE2OOQ]久しぶりに参加しましたがおもしろかったです．懐かし

い皆さんのコールを聞いて感激しました．★相手局のみなさんも
感激されていることと思います．来年もよろしくお願いいたしま
す． 

[JO2AXB]次回もがんばりたいと思います． よろしくお願いしま
す．★ゲストopだけじゃなくてオーナーもがんばって下さいね！ 
[JF2FIU]集計審査ありがとうございます．QSO 頂きました各局あ

りがとうございました．毎年目標は翌年、県人局参加できる事で
す hi★はい！1 位入賞ですので来年も県人局としてご参加お願い
いたします！ 

[JR3KQJ]ローバンド対応で開始時間が 7 時になりませんでしょう
か．★毎年検討議題に上がるのですが実現できずに申し訳ありま
せん． 

[JK1SDQ]若い局を取れなかったのが残念．★ご高齢局もよろしく
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．とても良い天気で

楽しめました．しっかり日焼けもしました．★移動運用は気持ち
いいでしょうね．その上 1 位です． 
[JA0QD/1]県人局のルールがあるため QRV 出来てよかった．朝は

6:00 から開始して欲しい．終わりは 12:00 でも可．★OM のご意
見は重いです．短時間運用など甘い考えであるとのご叱責を真摯
にお受け取りいたします． 

[JF2CRP]集計お疲れ様です．なんとか昨年のスコアを超えました．
★そして次回も！ 
[JO3PSJ]今年は県人局として参加しました．多くの局と QSO でき

て楽しかったです．★県人局部門を楽しんでいただけて光栄です． 

[JI3ZOX]オール三重 33 回コンテストは、第 31～38 回まで連続し
て参加しております．あと 2 回参加すれば連続 10 回なので、次
回も参加予定です．集計局ご苦労様です．★ほんとに常連常勝で

盛り上げていただいて感謝しております． 
[JA4-37294]今年は県人局電信部門に参加しました．★来年も県人
局部門でお願いいたします！ 

[JR2WLQ]いつも主催、運営お疲れ様です．お蔭様をもちまして今
年も参加することができました．毎年このコンテストでお会いす
る方の FB な Keying を今年も拝聴できました．お相手頂きました

各局ありがとうございました． 開催時間から、ローバンドのQRV、
HF ハイバンドの CONDX の把握がポイントでしょうか?様々な感
想や意見があろうと思いますが、ある程度の期間の実施後、じっ

くり検討されてください．規約の頻繁な改定は好ましくありませ
んので！★いつもご参加ありがとうございます．また貴重なご意
見にも感謝しております．保守の中にも革新を光らせていきたい

と思います． 
[JH4FUF]7MHzは参加局も多くFBでしたがハイバンドがあまり開
けなかったのが残念でした、来年も宜しくお願い致します．集計

ご苦労様です．★マルチバンド運用ありがとうございました． 
[JA7AEM]フルタイム参加はできませんでした．★お忙しい中ご参
加ありがとうございました． 

[JA2BCQ]県外局同士の交信もポイントになるといいと思います．
CW では県内局の参加が少なくて県外局としては残念です．★県
人局資格を得ると県外局との交信も有効になりますので次回はぜ

ひ入賞を！ 
[JA1HMK]楽しく参加させていただきました．★ご参加ありがとう
ございました！ 

[JA7ARW]少ない QSO 数でしたが楽しく参加させていただきまし
た．★楽しんでいただいてとてもうれしいです． 
[JR6KBF/6]昨年は 1QSO と撃沈．今年はその屈辱からはのがれる

ことができました．このような機会を設けていただいた関係者の
皆様のご尽力に感謝します．また、マルチの年齢には皆さん興味
があると思います．部門別の平均年齢などを公表されるとおもし

ろいと思います．★支部長は統計処理が得意なのでお願いしてみ
ます． 
[JA1OZT]3.5MHz は空電ノイズの少ない夜間の時間帯を希望しま

す．★貴重なご意見ありがとうございます．ローバンドの運用時
間は最大の懸案です． 
[JH1ASG]初めて参加しました． 三重県ゆかりの方々と大変楽し

いひと時を過ごしました． 県外局ですが Run した際 ME, MEJ の
多くの方にお呼びいただき 非常に有難くおもいました． 願わく
ば ME, MEJ の得点を上げて県外局同士の QSO を有効にしていた

だければと思います．★初参加ありがとうございます！しかも強
豪揃いの 7MHz で 1 位は驚愕です．来年は県人局 MEJ としてご参
加いただけますので県外局のとの QSO もお楽しみ下さい． 

[JL1UNN]県外局を識別できる CQ の出し方があると良いですね．
★ご意見ありがとうございます．良い方法を考えてみますね． 
[JA2VHO]楽しかったです．去年は参加できなかったので今回は県

外局での参加です．集計お疲れ様です．★来年は県人局ですね．
よろしくお願いいたします！ 
[JA5CBU]楽しいコンテストでした．★うれしいです！ 



[JH4EYD]お陰様で今年も参加させて戴きました．宜しくお願いし

ます．★今年もご参加ありがとうございます！ 
[JA4BDY]楽しく参加できました．★お楽しみいただくのが私たち
の喜びです． 

[JH2NZS]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！ 
[JI1LHT]交信された局長さん、ありがとうございました．主催者様、

集計よろしくお願いします．★今年は委員長多忙のため支部長を
含めたコンテスト委員のみなさんで集計をしていただきました．
この場を借りてお礼を申し上げます．コメント集だけは委員長が

がんばります． 
[JN3ANO]各局交信ありがとうございました．★OM もお疲れと思
います．ありがとうございました． 

[JR8BMW/1]県内局と紛らわしい県外局もいました．★三重県人の
ニオイを嗅ぎ分けていただければ大丈夫です．伊勢エビとあわび
と松阪牛のニオイがします． 

[JA2QVP]集計ご苦労様です．終了前 1 時間の参加でした．★お忙
しい中ご参加ありがとうございました！ 
[JE1EQS]次回もがんばりたいと思います．★次回の優勝宣言です

ね！ 
[JK1UKQ]次回も参加させていただきます．★参加予約ありがとう
ございます！ 

[JM2LSJ]楽しく参加させていただきました．★「楽しい」と言っ
ていただくと集計メンバーの労が報われます． 
[JR3NDM]集計ご苦労様です．ナンバー交換していただきました各

局、有り難うございました．★「ご苦労様」と言われると涙がで
す． 
[JH4JUK]連休中の楽しみですがハイバンドは聞こえず少し物足り

なかった．★来年はきっとハイバンドが開けます！ 
[JA9RT]年齢 79 歳、次回もがんばりたいと思います．参加賞がほ
しいです．★次回は 80 のナンバーを楽しみにしております．参

加賞はサイフと相談させて下さい． 
[JA5IVG/5]交信頂いた各局ありがとうございました．★OM もおつ
かれさまでした． 

[JN3DMJ]集計ありがとうございます． 7MHz の CW にて、いつ
ものように全て QRP で運用しました． CQ 誌付録基板を使った自
作機「あゆ 40」(0.3W)と 自作機「SST40」(2W)で運用しました．

QSO 頂いた局ありがとうございました．★自作機での運用は格別
でしょうね． 
[JG1RRU]短い参加時間でした．★短時間でも忘れずご参加いただ

いたことに感謝申し上げます． 
[JA9IKL]久しぶりの参加でした．★もしかすると 2000 年の第 23
回以来 15 年ぶりでしょうか？いつも変わらぬオール三重 33 コン

テストです． 
[JA3RSJ]短時間しか参加出来ませんでしたが、ログお送りさせて
頂きます．★お忙しい中ご参加いただきありがとうございました． 

[JA8RRF]初めての参加です．ME と MEJ のマルチ計上が間違って
いましたら連絡ください．★ご安心下さい．悪意のない間違いは
減点も加点も修正して受付しております． 

[JE6HID]次回もがんばりたいと思います．★来年お待ちしていま
すね！ 
[JG2YER]社団局ですがシングル OP で運用しました．★社団局の

維持は大変と思いますががんばってくださいね、 

[JE6TUP]短時間でしたが楽しめました．★楽しんでいただいて光
栄です！ 
[JH8CLC/7]次回もがんばりたいと思います．★頼もしいお言葉あ

りがとうございます！ 
[JF2HTO]運営ありがとうございます．★以前から三重県支部では
コンテスト委員会に格別の理解をいただいており、それに応えら

れるようにがんばっております． 
[JG1BGT]CW が好きです.QRP はもっと好きです.  
http://kurobe3463.blogspot.com/★CW+QRP でいつもありがと

うございます！ 
[JH3PTC]楽しく参加させていただきました．★楽しい趣味を持っ
ていることは幸せですね 

[JA5INF]取りまとめ、お疲れ様です．次回も参加しますのでよろ
しくお願いします．★いつもご参加ありがとうございます！ 
[JK8PBO]係りの皆様、集計お疲れ様です．楽しましていただきま

した．宜しくお願いいたします．★今回は 21MHz のエントリー
が多く OM が 1 位でした．おめでとうございます！ 
[JH6QIL]7MHz はチェックログでお願いします．たくさん交信で

きて楽しかったです．★ごめんなさい！7MHz の QSO も局数に入
れてしまいました．点数は合っていますのでご心配なく．入賞お
めでとうございます． 

[N6TI]各局交信ありがとうございました．楽しく参加させていた
だきました．★いつもカリフォルニアからありがとうございます．
失礼ながら google ストリートビューで山の上の素晴らしいロケ

ーションとアンテナ群を拝見いたしました．来年は県人局部門で
よろしくお願いいたします！ 
[JA2BHG]近距離はスキップ状態で信号が弱く聞こえてきません

Hi★21MHz の直接波はキツイですががんばっていただきました． 
[YB0ANN]集計審査ご苦労様です．★いつもジャカルタからありが
とうございます！OM は高層マンション運用でしょうか．来年は

県人局部門でよろしくお願いいたします！ 
[JR3RIU]居住経験者のルールは面白いです．★気に入っていただ
けてうれしいです！ 

[JH2GZY]50MHz は殆ど静岡からは聞こえませんでした．三重の皆
さんアンテナを東にも向けてくださ～い．QSO 頂いた皆さんあり
がとうございました．★21～50MHz は減衰しやすく直接波通信は

きびしいと思いますが、耳を澄ましていただいてありがとうござ
います！ 
[JA3RAZ]これで精一杯です次回もがんばります．★いえいえ次回

はさらなる飛躍をお願いします！ 
[JH2FOR]大型連休の真ん中であまり三重県の局はきこえません
でした．144MHz を聞いていましたが SSB は当方のアンテナ BF

できこえませんでした．CW はそこそこ出来ました．★連休をつ
ぶしてしまってごめんなさい！でも来年もよろしくお願いします
ね． 

[JI2GZC]今年は蒲郡市栄町海岸駐車場から移動運用にて参加しま
した．自作 AWX アンテナを 3mH へ立て、三重県方面へ指向性向
くようにしました．風は強かったが天気は BY FINE で気持ちよく

参加できました．コンテスト以外の局長さんからも声をかけられ
楽しめました．三重、三重人局は合計 11 局でした．★移動運用
の気持ちの良さが伝わってきます！ 



[JA2FWL]次回もがんばりたいと思います．★OM のエントリー楽

しみにしております！ 
[JA2HJP]応答してくださった各局ありがとうございました．★OM
の応援団が結成されております． 

[JR2TRC]県外局の交信相手が県内局またはJL局となっていますが
表を見ますと県外局は県人局との交信が 1 点となっているので、
県外局の交信相手は、県内局または JL 局、県人局では？また、県

外局の県外局との交信は 0 点ですがマルチには OK なのでしょう
か？いずれにしても県内局 4 局にとどまりました．★ご参加あり
がとうございます．県外局の交信相手はおっしゃるとおりで規約

もそのように記載しております．当 HP 以外の規約をご覧になら
れたとすれば誤植ですね．申し訳ありません．県外局同士の QSO
は無効ですので残念ながらマルチ計上できません．来年もよろし

くお願いいたします！ 
[JF2KWM]集計ご苦労様です．残念なことに何局かの方は呼んでも
応答がありませんでした．★すいません．無視したわけではない

ので許してあげて下さい． 
[JO1YKX]取りまとめお疲れ様です．次回も参加しますのでよろし
くお願いします．★遮断でご参加ありがとうございます！ 

[JA7AMK]SWL 部門活性化と電気料金削減そして冥土の土産
に・・・★当コンテストそして環境にご配慮いただきありがとう
ございます． 

[JJ2TKX]この時間帯だけなら 3.5MHz シングル部門はいらないよ
うな気がします．それより 14MHz とか 430MHz 部門があったほ
うがよい気がします．★貴重なご意見ありがとうございます．エ

ントリーがあるかぎり廃止しにくいのがホンネです．さらに本音
を言えばシングルバンド部門はオマケで、みなさまのマルチバン
ド部門へのエントリーを希望しております． 

[JI2IXA]参加局が毎年減っている気がしています．コンテストマニ
アとしては対策を考えたいです．よろしくお願いします．★ぜひ
とも OM のお力をお借りして県内局のエントリー増加を図りたい

と思います．支部活動へのご協力をお願いいたします！全参加局
数は概ね 200 局強で増減はあまりありません． 
[JR2EKD/2]QRP5W でコンテストを楽しんでいます．★いろいろな

楽しみ方があって勉強させていただいております． 
[JE2TOC/2]青山高原で自然散策がてら QRP 運用を楽しみました．
★QRPer がたくさんエントリーしていただけて興味深いです！ 

[JG2FYY]初めての参加でしたが 1.9MHz では交信できずに残念で
した．★初参加ありがとうございます！ローバンドの時間設定が
悪くて申し訳ありません． 

[JJ2SQJ]スタートから 40 分も遅刻してしまいました．今年も紙ロ
グで申し訳ありません． 結果冊子希望します★それでも 1 位でし
た．おめでとうございます！ 

[JF2JFP]2 年ぶりコンテスト参加でした．QSO いただいた各局の
皆さんありがとうございました．★コンテスト復帰おめでとうご
ざいます！ 

[JA2HUJ]電信でも参加しました、ありがとうございました．★オ
ールモードでのエントリーありがとうございます！ 
[JF2CTT]集計審査お疲れさまです．大型連休の休み中、帰省先熊

野から参加することができました． 毎年 6 日まで大型連休が続く
とゆっくり運用が出来ていいのですがカレンダーの巡り合わせ次
第ですね．★タイトスケジュールでもご参加お願いいたします！

熊野からの電波は貴重です． 

[JR2KPO/2]10 代から 70 代まで連続ゲットヽ(^◇^*)/ 430MHz に
も出る予定でしたが前夜に慌てて作った 1/4λアンテナが全く同
調してなくて断念しました (^^;)★すべての世代とQSOできてす

ばらしいですね！ 
[JN3GFS/2]好天の中、参加局も多く楽しいコンテストでした． あ
りがとうございました．★十分に楽しんでいただいてうれしいで

す！ 
[JP3LGK/2]晴天に恵まれました．もう少し参加局が多いほうがい
いです．★そうですね県内局の増加が大きな課題です． 

[JA1ZTF/2]今年は職場のクラブ局から参加しました．県人局の幅
寄せが酷くて大変でした．名誉県人局制度の廃止を希望します．
(純粋な県人局のみでよい)★いつも県内局サービスありがとうご

ざいます．OM の名誉県人局廃止の声はいつも委員の心に留めて
おります．一部の県人局によるマナー違反が目に余るのが理由と
お聞きしています．その現場は 7MHzSSB と思いますが、バンド

幅が広がったのですからコンテスト周波数も広がるといいですね．
すいません．論点をすり替えました． 
[JR2QXU/2]次回もがんばりたいと思います．★今年も JL 部門ご参

加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． 
[JJ2JQF/1]ハイバンドのコンディションはとてもよかったのです
が、スコアメイクには繋げられませんでした．まだまだ修行が必

要です．★いえいえ 2 位の追い上げから逃げ切れましたよ！ 
[JM2CAN/2]前日の雨も上がり快晴の移動日和の中楽しく参加さ
せて頂きました．★気持ちいい移動運用が出来て良かったですね． 

[JR1UJX]アパマンです．全て 5W 以下で運用しました．なお、
3.5MHz 以外の交信はチェックログとして処理願います．★
3.5MHzQRP のアパマンとは尊敬します． 

[JA3OLO]今年は予想以上に交信できて喜んでおります．★そのお
かげで 1 位でした．来年もこの勢いでお願いします！ 
[JG1CFO]県人局の資格が得られましたので、今年は県人局として

参加して充分に楽しませていただきました．少しはコンテストの
賑やかしになったでしょうか．QSO いただいた皆さま、ありがと
うございました．★県人局で盛り上げていただきありがとうござ

いました！ 
[JH1CHU]名誉県人局部門 2 年目です．宜しくお願いします．★あ
りがとうございました！来年もう一度入賞をお願いします！ 

[JA2UNS]何年かぶりに三重33コンテストに復帰しての参加です．
これからは続けて参加の予定です．★おかえりなさいませ．1997
年以来 18 年ぶりと思います． 

[JF2TGF]県内局が少なかった気がします．★おっしゃるとおり慢
性的に県内局不足です、、、 
[JR2JZO]オール三重 33 コンテストは、毎年必ず参加するようにし

ています．★OM のありがたいお言葉を胸に委員一同邁進いたし
ます． 
[JL2PCI/3]集計ご苦労様です．7MHz はチェックログ、144MHz(FM)

でエントリーします． 大穴ねらいでネ．★大正解です！ 
[JA1-22825]今年も参加できてうれしく思います．Es で 1→3 エリ
アがオープンしていたため、そちらが気になってしまい、専念で

きませんでした Hi.★三重県はスキップしてしまったのですね．
残念． 
[7M3OER/1]駐車場のモービルホイップに何局も聞こえてきまし



たが今年は 1 局しか私の波が届きませんでした．わずかながら提

出します．運営ご苦労様です．★1 局でもマルチバンド部門への
エントリーありがとうございます！マルチバンドを盛り上げたい
です． 

[JJ1XQU]集計ご苦労様です．次回もがんばりたいと思います．★
労いのお言葉ありがたいです！ 
[JA2IXS]次回もがんばりたいと思います．★来年もご参加いただ

けるとのことでうれしいです！ 
[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．★いつもご参加ありがとうございます！ 
[JH1KZB]参加出来て良かった．★ご参加いただいてホントに良か
ったです！ 

[JA0AUF]7MHzSSB お声掛けのみ電子ログ使用環境なし．健康維持
の一環で参加です．コンテストといえども QRA・QTH コンテスト
ナンバーはセットの通報を義務付けて欲しい物です．Log 整理に

便利．運用者と運用地は常時明確に・・・と考えるのは古い考え
でしょうか．★いろいろなご意見をいただきながら常に初心に還
って運営をしていきたいと思っております．ありがとうございま

す． 
[JI1IIF]こんにちは．コンテストをさらに盛り上げるためには、
8J2MIE33 を開局してみてはどうでしょうか? 期待しています

よ！★前支部長に記念コールの申請を提案しましたが「無理」と
のことでした…お上のハードルは高いそうです．でも、来年 5 月
は伊勢志摩サミットの記念コールを準備しているようですよ（噂）． 

[7N4KQM]集計お疲れ様です．楽しんで参加できました．★楽し
んでいただけて光栄です！ 
[JA1JUR]三重県内の局長さんともっと QSO したかったですね．よ

ろしくお願いいたします．★来年はもっと県内参加者を増やしま
すね． 
[JA1IQK]普段なかなかつながらない三重県各局と交信できました、

ログを提出します．★OM に三重県をサービスできて良かったで
す． 
[JG2REJ]後から気がつきました．当局も 2014 年入賞局でした．

「MEJ」をつけてナンバーを送るべきでした．★おっと、県人局
ならきっと 1 位でしたよ！ 
[JR2NRP]時間のゆるす限り楽しく参加させて頂きました． グレー

ドアップでき大変うれしく思っております．★お忙しい中ご参加
いただきありがとうございました！ 
[JG3LTE]短時間のコンテストは参加しやすいですね．★これから

も気軽に参加をお願いいたします． 
[JA0ABK]コンデションが悪く前回より悪かった．次回も参加しま
す．★次回はコンディションが良くなるように電離層を操作いた

します． 
[JF6TWP/6]集計お疲れ様です．仕事だったのであまり出来ません
でした．★お仕事の合間にありがとうございました！ 

[JA3TSC]GW のさなか、県人局もカウントできる珍しいコンテス
トに限られた時間でしたが今年も参加する事ができました．★ち
ょっと変わったコンテストもいいでしょ！ファンでいて下さい． 

[JF2FKJ]40m にて呼びまわりにて参加!! ★呼び回り参加ありがと
うございます！ 
[JS1MBH ]のんびり楽しませていただきました．各局 TNX.★ゆっ

くり楽しんでいただいて良かったです！ 

[JG1LZY]運営ありがとうございます．★みなさまから運営者への
労いをいただくことが多く、参加者全員がホントにすばらしい
方々だと感じます． 

[JN3WPH]次回もっと高得点を目指せるよう頑張ります．★スゴイ
意気込みですね！期待しています． 
[JL1HHN]集計ご苦労様です★この一言がパワーになります． 

[JR1CCP]連休のひと時参加でした．★ご家族サービスの合間に一
息お願いいたします． 
[JG1GCO]次回もがんばりたいと思います．★来年期待しています

よ！ 
[JP7IPM]来年は、もっと頑張ります．★常連を打ち負かしてやっ
て下さい！ 

[JR3AAZ]集計お世話になります．大好きな 21MHZ をひたすら聞
いていまた．今年は SSB で数局受信できましたが 1 交信でした．
MEJ 局の基準のせいか寂しい結果になってしまいました．★今回

入賞しましたので来年は県人局で 21MHz を盛り上げて下さい！ 
[JE1ALA/2]集計ご苦労様です．王道の 6m で県内局と交信できま
せんでした、コンテスト人口がそれ程減っているのですね．★参

加局の偏在が問題なのですが、その是正はなかなか難しいです． 
[JA3-9696/2]VSWR が下がらなかったので SWL で参加します(笑)
★アンテナ…治してくださいね． 

[JA8-3339/7]久々の三重 33 コンテスト参加でした．短い時間でし
たが、楽しめました．★2012 年以来 3 年ぶりのご参加ありがとう
ございます．また楽しんで下さい． 

 
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 
 

★第 38 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 29 局、13%増加でした！ 
 
 参加局数は 246 局(前年 217 局)で、電信部門=135 局(前年 112

局)、電信電話部門=111局(前年105局)と13%増加いたしました．
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． 
 
★得点計上間違いは参加者の 6%に減少しました． 

 
 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
点に設定しておりますが、ログサマリー提出者の 6％に得点の計

上間違いが見られました． 1 点の交信を 3 点にしたり、3 点の
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
上得点を修正いたしました． 



 間違い修正は「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． 

 
 規約文にわかりやすい表を使うことで、間違い率が 13%から
6%に減少しましたが、今後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８個人、５団体より 20

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． 
 
日赤三重県支部アマチュア無線クラブ 1 部門 

JM2LKJ 相松直也 様 2 部門 
三重コンテスターズクラブ 3 部門 
Yoshitec ハムクラブ 2 部門 

JA2UOR 松岡信一 様 1 部門 
名張アマチュア無線クラブ 1 部門 
熊野無線クラブ 1 部門 

JA2AH 石田正多 様 1 部門 
JA2ECV 堤 勝 様 2 部門 
JA2NMH 長谷川隆司 様 1 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 

三重県支部予算より 1 部門 
 
★平成 27 年 11 月 8 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． 
 
★5月25，26日伊勢志摩サミットに主要7カ国首脳が集まります． 

当コンテストでも記念局が運用される可能性がありますのでお楽
しみに． 
 

★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 27 年 10 月 12 日 


