
第 39 回オール三重 33 コンテストコメント集 

 

[JO2AXB]次回もがんばりたいとおもいます．★惜しくも 2 位でし

た！来年も頑張って下さい！ 

[JA2MEI]今回は自宅から 3.5MHz にて参加しました．★開催時間

がローバンドに適さず申し訳ございません．めげずにご参加いた

だき感謝です！ 

[JE2SJH]久しぶりにフルタイムで参加しましたがコンディション

悪く苦戦しました．★フルタイム参戦お疲れ様でした！悪コンデ

ィションの中での高得点はさすがです． 

[JR2MIO/2]集計ご苦労様です．コンディションがもう一つであま

りできませんでした．★ありがとうございます！今年は接戦でし

たね． 

[JA3MIB/2]県内局として参加したので全国からコールされて楽し

ませていただきました．★県内遠征ありがとうございました！ 

[JI3DNN/2]ぼちぼちでした．★大阪の方の「ぼちぼち」は謙遜語

なんですよね． 

[JA9XAT/2]このコンテストでは初乗り込みです．4 バンドで合わ

せて 23 局サービスしました．最若年は 15 歳、最高齢は 84 歳で

した．★初参加ありがとうございました！まさに老若に愛される

趣味の王様ですね． 

[JE2YOK]三重県内で電信を愛好する社団局として毎年参加してい

ます．アマチュア無線局は衰退の一途ですが今後も 33 コンテス

トが続くよう県内局の一員として参加応援させて頂きます．★い

つも力強い応援ありがとうございます！第 39 回を迎えられたの

もみなさまのサポートのおかげと感謝しております． 

[JJ2SQJ]初心にかえって SWL 部門に参加．色々と勉強になりまし

た．★SWL 常連局の受信テクニックは驚異的ですから非常に奥深

いと思います． 

[JF2FIU]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！ 

[JR3KQJ]午前中はハイバンドが全く使えず残念でした．★ハイバ

ンドはマルチ源でもあるのですが気まぐれですね． 

[JK1SDQ]ハイバンドが聞こえなかったのが残念．86 を送って楽し

んだ．★ますますの幅広いご活躍に敬服いたします． 

[JF2CRP]集計お疲れ様です．いつもの 21MHz 部門をお休みして

7MHz 部門に初挑戦してみました．★初挑戦で 1 位です．さすが

です．どちらが楽しかったでしょうか． 

[JI7OED/7]来年も県人局で参加したいです．★残念ながら CRP 局

に持って行かれました… 

[JH6QIL]開始間際に名誉県人局で参加できることがわかり呼ばれ

る側になったので楽しめました．★朝から気づいていただいて良

かったです． 

[JH1ASG]いつも暖かなコメントをいただき大変嬉しく思ってい

ます．今年もコメント集を見るのが大変楽しみです．昨年は

ME,MEJ 局のおかげで県外局で入賞できましたので今年は MEJ 局

としてずっと Run して楽しみました．インターネットのクラスタ

情報+自前の SDR 情報を使うと S&P には絶大な威力を発揮すると

よく分かりました．今年は N1MM+で強制入力を続けましたが

UDC:UserDefinedContest ファイルを作っても良いかな?と思いま

した．来年のこどもの日も大変楽しみです．★IT 活用の運用がす

ばらしいですね．ぜひ UDC を公開して下さい！ 

[JR3RIU]1 日前まで海外にいたのですっかり忘れており途中参加

でした．★途中でも思い出していただいて涙が出ます．お疲れの

所ありがとうございました． 

[JO3XCK]コンディション悪く厳しかったです．特に近距離の

2,3,4,5 エリアが弱くミスコピーがあるかもしれません．交信頂い

た各局ありがとうございました．★ノイズの中、耳を澄ましての

運用が醍醐味ですね． 

[JA0QD/1]三重県局=5、県人局=5 で ME 局との交信が伸びなかっ

た．★OM ご参加ありがとうございます！ 

[JA3EOE]QRP1w で参加しました．★送信機も自作でしょうか． 

[JK8PBO]係りの皆様お世話になります．交信いただいた各局あり

がとうございました．21MHz のコンディションはお休みだったよ

うです(苦笑)．時折発生するスキャッターで数局交信できました

が今回はコンディション悪すぎ!!!orz．せっかくの MEJ だったのに

残念です．★21MHz でご奮闘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．★いつもジャカ

ルタからご参加ありがとうございます！ 

[JH2FOR]集計ご苦労様です．今年は県人局での参加でした．コー

ルいただいた各局ありがとうございました．★来年も県人局での

ご参加お待ち申し上げております！ 

[JI3ZOX]今回もさみしくクラブ常置場所にて参加しました．マン

ションの全面塗装の為に暫くは無線はお休みです昼過ぎから撤去

予定．来年も参加出来る予定です．★いつもご参加ありがとうご

ざいます！来年はフル稼働ですか？ 

[JR2WLQ]企画運営お疲れ様です．いつもありがとうございます．

参戦中に発生した設備のトラブル対策をしながらまた 7MHz の悪

コンディションに耐えながらも今年も参加させて頂きました．敗

戦要因は OP 設備 7MHz の QSO 数等々．すべてが前年比ダウンで

したので「前年比以上」を目標に第 40 回の記念すべき来年のコ

ンテストも参加させて頂きたいと思っております．お相手頂きま

した皆様に感謝です!★いつも当コンテストにご注力ありがとう

ございます！第 40 回もガツンとお願いいたします． 

[JA3RSJ]祭日の半日結構楽しませて頂きました．各局 TKS★楽し

んでいただけて委員一同喜んでおります． 

[JG3CQJ]集計ご苦労です．毎回参加者が多いコンテストで交信を

楽しむことができました．★うれしいご評価ありがとうございま

す．これからも精進して参ります． 

[JH4EYD]1937 年 1 月生/当年 79 歳お世話になります．★レジェ

ンドの皆様のおかげで私たちはハムを楽しませていただいており

ます． 

[JE2WLD]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！ 

[JH2NZS]参加局が少なくて残念でした．★県内参加局の増加をめ

ざします！ 

[JA5INF/1]取りまとめお疲れ様です．★スタッフに労いのお言葉

ありがとうございます． 

[JR1BFZ/2]県人局の参加が多く大変楽しませていただきました．

★楽しんでいただいて良かったです！ 

[JG6JAV]初参加でした．ユニークなルールで楽しめました．実施

要項には県外局と県外局との交信の得点は 0 と記入されています

がマルチは無効とは記入されてないのがとても気になります．そ

このところどのような扱いになるのかはっきり記入していただけ



ないでしょうか．今回は無効にして計算しています．★ご指摘あ

りがとうございます！おっしゃるとおり「無効」と記載すべきで

すので改善いたします． 

[JA7AEM]あまりできませんでした．★でも 3 位入賞です．来年は

県人局部門で暴れて下さい！ 

[JP6NWR]規約が難しくてよくわかっていませんが…とりあえず

初参加でした．★ややこしい規約でごめんなさい．今年入賞され

ましたので来年は県人局部門でエントリーできますよ…その辺が

ややこしいのかも． 

[JH7FUJ]初参加です．県人局・名誉県人局の為かロカコンにして

は参加局が多く又時間も 4 時間と短かく短時間集中型コンテスト

で大変楽しかったです．HiBAND は XX でしたが YB が CQTEST を

連打してました．★初参加ありがとうございます！ロカコンなの

に DX も参加できる楽しいコンテストです．来年もご参加を！ 

[JH0BBA]1 月に 24 年間の QRT から開局したばかりです．コンテ

ストナンバーで年齢がわかって結構楽しめました．来年も参加し

たいと思います．★四半世紀ぶりの復活をお待ちしておりまし

た！ 

[JA2QVP]集計ご苦労様です．CONDX が今一でしたね．★伊勢志

摩サミットで厳重警備されていましたので電波も出入りできなか

ったようです． 

[JA6FOF/6]予想外に HIBAND が開け楽しみました．★あれれ？そ

れなのに 7MHz エントリーですか… 

[JA4BDY]おかげさまで大型連休最終日の午前中を楽しく過ごし

ました．★こちらこそ盛り上げていただきありがとうございます． 

[JH4JUK]今年も参加しました連休日最後のコンテスト出かけない

ので楽しめました．★ゆっくりと楽しんでいただけて良かったで

す． 

[JJ1XQU]集計ご苦労様です．★集計はJP2XYT、JO2AXB、JA2HVO、

JE2MDE の 4 名が目を三角にしながら間違いの無いよう厳正に行

っております．この場を借りてスタッフに感謝申し上げます． 

[JE1EQS]次回もがんばりたいと思います．★来年も参加していた

だけるのですね！ 

[JH2OMM]よろしくお願いします．★楽しんでいただけましたで

しょうか！ 

[7K1JFM]次回もがんばりたいと思います．★お待ちしております

よ！ 

[JP7IFH]初めての参加でした．若年層の参加が少ないので来年も

参加したいと思います．★若いみなさんのパワーを求めておりま

す！ 

[JA1CP]今回は用事があり短時間でしたが楽しく参加できました．

★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． 

[JA5SQH/5]初めてログを提出しました．★初エントリーありがと

うございます！ 

[JN3ANO]各局交信ありがとうございました．★コンテストを盛り

上げていただきありがとうございました！ 

[JO1EEQ]よろしくお願いします．★ご参加ありがとうございまし

た！ 

[JP1LJH]初めて参加しました．特色あるルールで面白いコンテス

トですね．ありがとうございました．★うれしいご評価ありがと

うございました！33 位特別賞あげちゃいます！ 

[JA1HMK]楽しく参加させていただきました．★このお言葉でスタ

ッフの疲れも吹き飛びます． 

[JI1LHT]出遅れたせいか昨年ほど交信出来ませんでした．今回から

ログシート部分を新しい JARL 形式で提出します．集計よろしく

お願いします．★新 JARL 形式は交信日時が年日時になったので

ありがたいです．お忙しいところありがとうございます． 

[JR3NDM]集計ご苦労様です．11 時頃から県内局の信号が聞こえ

るようになりました．ナンバー交換して頂きました各局有り難う

ございました．★多くの県内局が朝寝坊だったと思われます． 

[JH3EQP]次回も参加したいと思います．★来年の第 40 回もよろ

しくお願いいたします！ 

[JA8AJE]14MHz で 1 局も聞こえず酷いコンディションでした．★

来年は 14MHz もきっと良いコンディションに… 

[JE6TUP]QSO 数は少ないものの楽しめました．★楽しんでいただ

けてうれしいです！ 

[JA7ARW]フル参加の予定でしたが都合で 30 分弱の参加でわずか

な QSO 数でした．★お忙しい中ご参加ありがとうございました！ 

[JI2VXO]コンディションが悪く県内局との交信ができず点数もの

びなかった．コンテストナンバーの改正をして欲しい．やはり 00

も可であったとしても年齢を送るのは躊躇する．JCC コードや

JCG コードを送るのがベストだと思う．★ご参加ありがとうござ

います！年齢ナンバーに対するお気持ちをお伝えいただきありが

とうございます． 

[JN4THO]集計ありがとうございます．★お労いのお言葉ありがと

うございます！ 

[JG5DHX]本当に久しぶりの参加です．粗末な設備と技術ゆえ当方

の電波はなかなか届かず参加局の耳に助けられました．おかげで

3 連休最終日午前中を有意義にすごせました．皆さんとオーガナ

イザー各位に感謝します．★有意義な時間を OM にご提供できて

光栄です！ 

[JH8CLC/7]次回もがんばりたいと思います．★来年お待ちしてお

ります！ 

[JA4AVO]QSL 発行しない局は呼びませんでした．★OM のブラッ

クリストに載ってしまったら on air できませんね…QSL 発行しま

しょう！ 

[JE1GZB]次回も頑張ります．★来年もお席を用意しておりますね． 

[JF1UOX]集計お世話になります．★みなさんの意気込みを感じな

がら真剣に集計しております． 

[JN1DNV]少し参加しました．★わずかなお時間を見つけてご参加

いただきありがとうございます． 

[JF0IUN]初めて参加しました．★初参加いかがでしたでしょうか． 

[JE7ENK/7]短時間ですが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す． 

[JG1BGT]CW が好きです.QRP はもっと好きです.www.uja.jp★CW

ｘQRP にラブラブですね． 

[JG1QPZ]次回もがんばりたいと思います．★来年は県人局部門で

得点を伸ばして下さい！ 

[JS3CTQ/2]楽しく参加させていただきました．★県内遠征お疲れ

様です！MIX 県内シングルマルチ 1 位です． 

[JP2XYT]コンディションが悪くハイバンドがさっぱりでした．★

集計作業もお疲れ様でした． 

[JF2CTT]集計審査お疲れ様です．大型連休の合間帰省先の熊野市

の常置場所から参加することができました．参加時間が最後の 1



時間になってしまいましたが交信していただいた各局に感謝しま

すありがとうございました．★お仕事お疲れ様です．お忙しい中

ご参加ありがとうございました！ 

[JF2NNE]リグ・ANT トラブルとコンディション悪すぎでした．★

来年はスムーズな運用をお祈りいたします． 

[JA2HUJ]コンディションが良くならず最後に一声出しました．★

ひと声でも結構です！ありがとうございます． 

[JE2GWO]今年初めて参加をさせて頂きました．来年も引き続きよ

ろしくお願いを致します．★初参加で 1 位でした！来年は県人局

部門でお願いいたします！ 

[JA2TTH/2]県内局の参加が少なく寂しいコンテストでした．21M

アンテナ不調で電波出せなかったため 50M 参加で提出します．

7M はチェックログでお願いします．コンテストナンバーの年齢

はもうそろそろ止めにしたほうがよさそうです．★県内局みんな

で盛り上げて欲しいです！ところで OM、JARL コンテスト委員会

では All Asian DX も年齢を廃止する方向でしょうか． 

[JA2GSM]参加が少なく非常にさみしい．次回は移動運用で範囲を

広げようかな．5/8 母親が他界．コンテスト中はそんな事は思っ

てもいませんでした．自分もアマチュア無線がすきなんだな．★

お母様のご冥福をお祈り申し上げます．県内局が 50MHz を盛り

上げていただけると助かります！ 

[JE2TOC/2]当日仕事だったのですが始業までのわずかな時間に職

場の駐車場からオンエア．2 局だけの QSO ですがエントリーさせ

ていただきます．★仕事前のご参加ありがとうございました！ 

[JR2KPO/2]強風でポールが 90 度近くしなってました(^^;)★偏波

が変わっちゃいましたね． 

[JA3-9696/2]今年はコンテスト終了25分前に三重県入りすること

ができましたので県内局として参加することができました．(笑)

★県内 SWL 遠征ありがとうございます！ 

[JJ2JQF/1]今年も遅刻してしまいました．ハイバンドがあまり開か

ず残念！今年は若い人がいつもより多かったような気がします．

30 代最後永遠の若手も卒業ですかね？★まだまだ若手ですよ！

来年も頑張って下さい！ 

[7N4TJR]久しぶりの参加でした．3.5MHz 以外はチェックログでお

願いします．★条件の悪い開催時間で申し訳ありません． 

[JR1UJX]アパマンハムです．5W+ベランダに仮設したワイヤーで

参加しました．3.5MHz 以外での交信はチェックログ扱い願いま

す．★3.5MHz を盛り上げていただきありがとうございます． 

[JA3OLO]今回はコンディションが今一つ次回は頑張ります．★来

年はきっとコンディションが良くなるよう天照大御神に祈ってお

ります． 

[JA2UNS]去年と同じ局数にとどまりました．来年こそは増やしま

す．★50MHz 盛り上がるといいですね！ 

[JF2TGF]今年も参加することが出来良かったです．交信数が昨年

の半分と寂しかったです．★いつもご参加ありがとうございま

す！ 

[JR2MWT]初めて参加しました．三重県外でも県人局と名乗れると

ころがいいですね．★県外でご活躍の三重県人の方々に乾杯！ 

[JR2JZO]伊賀市(旧青山町)生まれです．今はなき JA2YAL のメンバ

ーでした．★津高校電気部のホームページは健在のようですよ． 

[JL2PCI/3]集計ご苦労様です．7MHzSSB で CQ コンテスト発射し

ていたんですがコンディション今一 NG・・・!例年のごとく FM

部門でエントリーします・・・!★CQ 連呼ありがとうございます！

FM 部門も競争激しいですね． 

[JA1-22825]今年も参加できてうれしく思います．★いつもご参加

ありがとうございます！ 

[JA4-37294]コンディションが悪く聞こえない時間があり残念!!サ

ミット記念局は出ていたのでしょうか?今年は電信電話県人局

SWL マルチバンドに参加です．来年も楽しみにしています．★

8J2SMT は残念ながらスケジュールが合わずコンテスト運用はあ

りませんでした．5 月 27 日まで 10,861 局と QSO いたしました． 

[JM2CAN/2]五月晴れの下三河本宮山から静岡コンテストと掛持

ちで GW を楽しみました．★掛け持ち運用ありがとうございまし

た！すごいスタミナですね． 

[JH4FUF]今年はハイバンドの condx が悪く 14MHz・21MHz では

1 局のみでした．集計ご苦労様です．★全体的にコンディション

が悪く残念なこどもの日でしたね． 

[JA3QOS]少しの時間ですが楽しく参加できました．★お忙しい中

ご参加ありがとうございました！ 

[JA1CFW]当局には県内局が聞こえず残念でした．都内で時々QSO

している方が MEJ でビックリしました!★隠れ三重県人を発見し

ましたね！ 

[7M3OER/1]今年も駐車場のモービル内から参加しました．運営ご

苦労様です．★JE2TOC 局も駐車場運用でしたね．駐車場部門作

りましょうか… 

[JF2WME]このバンドは県内局が少ないですな・・・聞こえないだ

けかな?★三重県は 3.5MHz 愛好者多いのですが、開催時間がよろ

しくないようです． 

[JG1CFO]3 年連続の参加ですが今年は県人局の資格がないため県

外局部門です．★1 位入賞です！来年は県人局部門でお願いいた

します！ 

[JH1CHU]沢山の局と出来ました．満足です有難う御座いました．

★ご満足いただけてよかったです！ 

[JR6KBF/6]コンディションはさえなかったようですが多くの局と

QSO できました．久しぶりにマイクも握りました．★美声の運用

ありがとうございました！ 

[JR6CSY]楽しめました．★来年は県人局部門でお楽しみ下さい！ 

[JA7YCQ]50Wでの運用でしたが多くの局にQSOいただきました．

ぜひ来年も参加させていただこうと思います．★来年もよろしく

お願いいたします！ 

[JI1IIF]こんにちは．コンテストでは 8J2SMT と交信できませんで

したがボーナス局扱いで参加していただければさらに盛り上がっ

たのでは・・・と思いました．★おっしゃるとおりですね．ご期

待に沿えず申し訳ありませんでした． 

[JA0ABK]参加局も少なくコンデションが悪かった．★中近距離の

コンディションが NG でしたね． 

[JH1KCI]今回はお昼休みのみの参加でしたが来年はフルで参加し

たいと思います．三重県人会にゲスト参加した感じでした．★来

年はフル参加で三重県人にガツンとお見舞いして下さい！ 

[JA1JUR]今年は電信と電話の両方でやってみました．よろしくお

願いいたします．★Mix 部門いかがでしたか？来年の戦略はいか

に？ 

[JS1MBH]参加各局 TNX.★ご参加ありがとうございました！ 

[JR8BMW/1]ユニークなコンテストですね．★ローカルコンテスト



なので他にはない内容を目指しています．応援していただけると

ありがたいです． 

[JG1JEO]コンデションが悪かったです．残念でした．★ぜひ来年

もよろしくお願いいたします． 

[JI1NZA]参加局を探すのに最初は苦労致しましたがすぐ見つかり

ました．楽しませていただきました．受信局数は少ないですがロ

グは提出致します．ありがとうございました．★楽しんでいただ

けて良かったです！ 

[7L1VOY]短時間でしたが楽しんで参加しました．★お忙しい中、

短時間運用ありがとうございました！ 

[7N1XHQ/1]7MHz のアンテナを替えてからはじめてのコンテス

トでした．今まで気にならなかった QRM がとてもよく聞こえる

ようになり何とか 4 局と交信できました．7MHz の運用修行しま

す．★来年の成果が楽しみですね！ 

[JP3KPJ/3]初めての参加です．★初参加のご感想はいかがでしょ

うか． 

[JG1GCO]次回もがんばりたいと思います．★33 位特別賞です！

来年は県人局部門でご活躍下さい！ 

[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．

★三重県まで 21MHz の GW は厳しかったかも知れませんね．来

年もよろしくお願いいたします！ 

[JI2GZC]2mBand が賑やかで楽しめました．2015 年度は JH2FOR

局と QSO 局数は同一でしたが 5 点足らずで 2 位でした．今回は

144MHz 電信電話部門で参加してみました．県外局同士の QSO は

無得点として計上しました．2 年連続で 2 位になれるか楽しみで

す(笑)伊勢湾を挟んで三重県愛知県は対岸なので災害の時には助

け合いできると良いですね．★いえいえ今年は 1 位ですよ！地震

や台風など災害協力お願いします！ 

[JR2TRC]久しぶりに入賞は??過去 8 回 FB な賞状を頂いておりま

す!★今回は入賞からもれちゃいました．次回、賞状を準備してお

待ち申し上げております． 

[JF2KWM]集計ご苦労様です．開始 1 時間のみの参加でした．★お

忙しいのにご参加ありがとうございました！ 

[JA7AMK]当日の 5 日に限って昨年よりかなりコンデション悪か

ったのが残念．★5 月 5 日限定でコンディション低下したんです

ね． 

[JA8-3339/7]何度目かの参加になりますが入賞はなかなか難しい

ですね．★SWL 部門は毎年ハイレベルな戦いですね． 

[JO1YKX]取りまとめお疲れ様です．★チェックログをいただきあ

りがとうございました． 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

★第 39 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 224 局で前年より 22 局、8%減少でした． 

 電信部門=125 局(前年 135 局)、電信電話部門=99 局(前年 111

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、6 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 

 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 

 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 28 年 11 月 6 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 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 28 年 10 月 10 日 


