
第 42 回オール三重 33 コンテストコメント集 
 
[JS3CTQ/2]ありがとうございました★県内 CW 優勝おめでとうご
ざいます！来年もよろしくお願いいたします 
[JF2RVJ]今年で 3 年目、年々のスコアアップが楽しみになってい
ます★3 位まで登ってきました！来年は 2 位？1 位？私も RVJ 局
のスコアアップを楽しみにしております 
[JF2UPM]コンディションが悪く残念！次回はフル参加したいと
思います★来年はＯＭのフル参加をお待ちしております 
[JA2UOR]午後からの法事準備で大変でしたがスキを見つけ CQを
出しました.マズマズのコンデションでした★1.9MHzQRV ありが
とうございました 
[JN4JGK/2]短い時間でしたがたくさんの局と QSO でき楽しめま
した.★1.9MHz で県内局サービスありがとうございました 
[JR9TUG/2]次回もがんばりたいと思います★3.5MHz 県内局サー
ビス感謝申し上げます！来年もよろしくです 
[JR2SEY]他のコンテストのように都道府県番号を送ってくる局が
散見され訂正を求めるのが面倒★そう言わず県内ホスト局として
今後もビギナーにご指導お願い申し上げます！MNI TNX 
[JR2XNQ]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！ 
[JR2UMU]10 年以上ぶりに復活しました.完全に三重県サービスモ
ードで運用したのですがあまり呼ばれませんでした★レジェンド
の復活うれしいです！ホスト運用感謝いたします 
[JE2SJH]当初はのんびりと少しサービスできればと思っていまし
たが、私より年齢がかなり上の県内諸先輩局が熱心にランしてい
るのを聞き、いつのまにか県内局として“やる気モード”全開とな
りシングルバンドでほぼフルタイム参戦してしまいました★のん
びりできないのはコンテスターの性ですね！次回もフル参戦ヨロ
シクです！ 
[JA2WK]昨年(平成最後)に引き続き今年(令和最初)の記念すべき年
号に参加出来ました.コールサインを受信してすぐにお顔の思い
出せる人に頑張ってるねえと心で思っても CWでは表せない．と
りあえずGL TESTと打ってGB.多くの知人友人無線仲間とQSO出
来ました.★OM の 60 年以上に渡る無線仲間リストは電話帳くら
いになるでしょうね．GL にすべてが込められていると思います 
[JF2VAX]今年はマルチバンドで楽しませていただきました★マル
チバンドで県内局サービス大歓迎です！ 
[JF2FIU]集計審査お疲れ様です.何とか完走できましたがライバル
が多そう！QSO 頂いた各局に感謝！★ライバル多いですが優勝
です！おめでとうございます 
[JH1CHU]VUHF は全く聞こえませんでした.でも満足しました★
マルチバンド運用ありがとうございました！ 
[JI2GZC]HFは 7MHzのダイポールへ21と 50MHzをマッチングさ
せ参加した.せっかくの三重県人なので 144,50,7,21MHz の 4 バン
ドへ参加.全国へサービスしたつもりだが CONDX低下にはかなわ
ない.個人的に連休最後の楽しいひと時であった★県人局でマル
チバンド全国サービスありがとうございました！ 
[JK1SDQ]毎年県人局を楽しんでいる★SDQ 局のご感想とてもう
れしいです！ 
[JF2CRP]第 32 回に県内移動局で入賞して以来 10 年連続の名誉県
人局参加となりました.次回も名誉県人局で参加できることを期
待します★10 年連続で県人局資格獲得は驚異ですね！記録更新
お願いいたします 
[JG1CFO]県人局 3.5MHz-CW にエントリーします.3.5MHz 以外は
チェックログでお願いします★他のバンドでもサービスありがと

うございました！ 
[JE1NVD]集計ご苦労様です★お労いありがとうございます！今
回も JA2HVO 岡田、JO2AXB 山口、JP2XYT 田中、JE2MDE 磯田が
担当いたしました 
[JG2CNS/3]コンテスト集計お疲れ様です.途中からコンディショ
ンが落ちたようで思ったより得点伸びませんでした★ありがとう
ございます．コンディション低下でも全力 QRV 感謝です 
[JA0QD/1]三重県と千葉県とが相性が良く信号が強く楽しみまし
た★人口の多い千葉県と開けてにぎやかでした 
[JE6MYI/6]久しぶりに参加しました.7MHz はノイズが酷くその上
コンディションも悪くて使い物にならなかったのでチューナーで
無理やり 21MHz に乗せて出てました.他バンドのリクエストを受
けましたが結局チューンが取れませんでした★臨機応変なご対応
ありがとうございました！21MHz1 位です 
[JH2FOR]集計ご苦労様です.昨年より少し交信局がふえました★
沢山 QSO していただきありがとうございました！ 
[JR1BFZ/2]各地からの信号をもっと聞こえるよう設備の増強に努
めます★頼もしいですね！次回は強化バージョンで！ 
[JR1KVN/SWL]集計作業有難うございます.今年は都合により最後
の 1時間しか参加できず、またお空の状態も去年同様 7MHz 以外
はさっぱり聞こえず残念★お労いと SWL レポありがとうござい
ます．参考になります 
[JH2FXK]バンド毎に交信時間帯が変わり楽しめました★各バンド
楽しんでいただき光栄です．CW 県外局優勝おめでとうございま
す！ 
[JR2WLQ]今年も何とか楽しく参加することができました.たいし
たものではありませんが設備をプチ整備したせいか案外拾って頂
けました.いつも企画運営お疲れ様です.ありがとうございます★
プチ整備なんてご謙遜を．いつもお気遣いありがとうございます 
[JH1MTR/4]この時期やはり FULLTIME 参加は難しい★お仕事や家
族サービスでお忙しい時期と思います．お時間作っていただきあ
りがとうございます 
[JA3RSJ]三重県内局、県人局にお世話になりました.ありがとうご
ざいました★こちらこそ丁寧な QSO に感謝申し上げます 
[JQ1COB]少しだけ参加でした★お忙しい中ご参加いただきあり
がとうございます 
[JI3WMK]久しぶりに参加しました.直径 1.2m の MLA で 3.5MHz
でも QSO できたのは収穫でした★マグネチックループアンテナ
ですね！いろいろな機材を活用してマルチバンド参加ありがとう
ございます！ 
[JA8AJE]コンテストに慣れた局が多く楽しめました★ありがたい
ことにベテラン常連局に楽しんでいただいており、初心者にも優
しくしていただいております 
[JH4JUK]ハイバンド当局のエリアでは殆ど聞こえなかった★ハイ
バンドはどのエリアも良くなかったようですね．ガマンの運用あ
りがとうございました 
[JA7LLL]枯れ木も山の賑わいでログを提出いたします★枯れ木だ
なんてご謙遜です！盛り上げに感謝です 
[JH1VIX]ありがとうございました、宜しくお願い致します★こち
らこそご参加ありがとうございました！ 
[JM7GTK]ありがとうございました★次回もどうぞよろしくお願
いいたします 
[JA6EOD]少しの時間参加出来ました★お忙しい中ご参加ありが
とうございます！ 
[JA9XAT]いいアンテナがほしい.9 エリアからのモービルホイップ
ではこれが限界.今回も 7 メガの交信はチェックログにします.そ



れにしても 50 代半ばの局長さんが多いですよね.あ、当局もそう
か(笑)★そうです．20 年前は 30 代が多かったので皆さんが 1 年
ずつ着実に歳をとるという構図です 
[JJ1GXY]各局ありがとうございました★たくさん QSO いただき
ありがとうございました 
[JF1GZZ/2]コンテストの時間設定が良いですね.楽しめました★
無理なく楽しんでいただけるようショートコンテスト型になりま
した 
[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★お労いをエネルギーに集計がんばってい
ます！ 
[JG1IEB]後半はほとんど聞こえなくなりました★コンディション
が尻すぼみでしたね 
[JR6JHE]よろしくお願いします★ありがとうございました！ 
[JN3ANO]各局交信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！ 
[JJ1XQU]集計御苦労様です.楽しく参加出来ました★「楽しい」お
言葉が最高の癒やしです 
[JI2LAL]当局のようなアパマン環境でも楽しめました★アパマン
設備からとても良く飛びますね！ 
[JA5IVG]集計お疲れ様です.コンディションが全体に悪くかったで
すが県内局及び県人局が多く楽しめました.交信いただいた各局
ありがとうございました★たくさん QSO いただいて良かったで
す．ありがとうございます 
[7N2CQS]次回も参加したいと思います★次回参戦宣言ありがと
うございます！ 
[JH0FOG]今回も参加出来て良かったです★いつもご参加いただ
き感謝感謝です 
[JE1EQS]次回も楽しみにしています★EQS 局も連続参戦宣言です
ね！お待ちしております 
[JS2DAA]昨年に続いて 2 回目の参加でした.コンディションが良
く昨年よりも良い結果となりました.33 位だと嬉しいですね.楽し
く参加できました.集計及び運営ご苦労様です.ありがとうござい
ました★昨年 45 位から 33 位を飛び超えて 26 位でした！来年は
入賞へ！ 
[JA8RRF]40m バンドに絞りました 73★40m で三重県を狙ってい
ただきありがとうございました！ 
[JG1BGT]CW が好きです．でも QRP のほうがもっと好きで
す.http://www.uja.jp★BGT OM の HP で入間基地航空祭の動画に
見入ってしまいました 
[JI1LHT]残念ながら昨年ほど交信出来ませんでした.JARL R1.0 形
式で提出します.集計よろしくお願いします★来年こそよろしく
お願いいたします！R1.0 形式お気遣いに感謝です.監査の手間が
減ります 
[JI1TIQ]集計作業お疲れ様です.1st の局長さんと QSO できました.
ありがとうございました.次回もぜひ参加したいと思います★次
回参戦宣言ありがとうございます！まだまだ初 QSO をお楽しみ
下さい 
[JM6EKY]4 局だけですがログを提出します★お忙しい中ご参加あ
りがとうございました 
[JH8CLC/7]次回もがんばりたいと思います★次回参戦宣言です
ね！お待ちしております 
[JL2OGZ/2]実家に用事がありモービルで走行中に参加しました.
集計など大変だと思いますがよろしくお願いします★ねぎらいの
お言葉ありがとうございます！モービル参加だったんですね！ 
[JP6NWR]コンディションはまずまずでした.県人局が頑張ってま

したね.ありがとうございました★県人局にはとても助けてもら
っています 
[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.CONDX 良くなかったです★ハイバンド良く
なかったですね… 
[JJ1CWR]2 回めの参加です.コンテストの時間中に三重県が OPEN
せず残念でした.少しですが送ります.集計宜しくお願いいたしま
す★お気遣いありがとうございます．めげずに次回もご参加お願
いいたします 
[JF6TWE]仕事のため開始から 1時間弱の参加でした★お忙しいの
にお時間割いていただきありがとうございます！ 
[JG1UKW]集計ご苦労様です★応援ありがとうございます！うれ
しいです 
[JF2KWM]集計ご苦労様です.マンションが大規模修繕中の為アン
テナは仮設置で参加しました★仮アンテナでも 1 位でした！テク
ニックですね 
[JA1XYP]1 局のみでしたが QSO でき喜んでいます★三重県ゲッ
ト！おめでとうございます 
[JE2YRB]今年も多数のME,MEJ局とQSOできました.栄えあるMEJ
に復帰できるでしょうか？★MEJ 資格獲得です！来年は県人局で
全国サービスお願いいたします！ 
[JR2MIO/2]集計ご苦労様です.コンディションが不安定であまり
で来ませんでした★不調とのことですが…MIX 県内局優勝です！
congrats! 
[JP2XYT]集計お疲れ様です★いえいえ OMこそお疲れさまです 
[JE2SDE/2]天気も良く昨年同様マルチバンドで楽しみました★マ
ルチバンド参加ありがとうございました！ 
[JQ2OUL]自己ベストに届かずでした★コンディションのせいで
すね．来年は更新を！ 
[JP3KPJ/2]今年は 3 バンドで楽しませていただきました★マルチ
バンド参戦ありがとうございます 
[JR2EKD/2]QRP5W で楽しみました★みなさん様々な機材で楽し
んでおられて感激します 
[JI2IXA]マルチバンドにて初参加です.得点を上げるのが大変難し
く感じました.次回は今回以上の得点を上げられるよう頑張りた
いと思います★次回お待ちしておりますね！ 
[JR1UJX/2]移動 QRP 運用で参加しました★3.5MHz で移動 QRP と
は本当にマニアですね脱帽 
[JJ2SQJ]集計ごくろうさまです.たくさんの三重県内局がQRVされ
ててとても FB でした★県内局として当コンテストのホストをお
勤めいただきありがとうございました 
[JA2LKC]10 代、20 代の参加局が少ないですね★残念ながら開局
している若いアマチュア局はとても少ないです．学校クラブ局も
もうわずかです 
[JF2CTT]第 42 回開催おめでとうございます.集計審査おつかれさ
まです.今回 9 時 10 時台の短時間の参加でしたが HF で三重県内
局と交信できる不思議なコンディションでした.東紀州からの電
波にコールをいただき各局ありがとうございました★F1 層が低
かったのでしょうか．三重県南端から運用ありがとうございます 
[JE6HCL/2]連休を利用して九州から三重県内へ移動して参加しま
した.コンディションが良好で楽しめました★九州からの乗り込
みですね！大歓迎です．ありがとうございます.来年は九州から県
人局部門参加お願いします． 
[JE2PTG/2]集計ご苦労様です.今回は少し出遅れましたがおもいの
ほか点数が伸びてました.交信していただいた各局ありがとうご
ざいました.県外の方々が県内に移動されて運用されてました★



144MHz1 位おめでとうございます！県内乗り込み組もがんばっ
てみえますよ 
[JG6UHE/2]4 時間のコンテストだとあまり家を空けられない私で
もフル参戦可能なので楽しかったです★移動フル参戦ありがとう
ございました！ 
[JR2KPO/2]近所のショッピングセンター屋上にて 9 時 20 分頃か
ら正午まで参加しました.430 が非常に賑やかだった一方、2m は
閑古鳥でした.コンテストナンバーは facebook のプロフィールに
合わせて 114 歳を送っておきました.相手局の反応が面白かった
です w★OM まだまだ長生きして来年もご参加よろしくお願いい
たします！ 
[JE2TOC]各局お疲れさまでした.今年は移動できず名張市の常置
場所より VX-3 と付属ホイップで 3局 QSO.すべて青山高原移動の
方でした★お忙しい中ご参加いただきありがとうございました！ 
[JK2VOC]コンディションが読めなくて時間配分が上手く出来ま
せんでした.マルチ OP 部門にて提出します★いつも多くの局に県
内局サービスいただきありがとうございます！ 
[JI1JRE/2]5 年ぶりに参加させていただきました.天候に恵まれ楽
しく過ごせました★気持ちよく移動運用されたようで良かったで
す．これからも JL 部門をよろしくお願いいたします 
[JR6CSY]ハイバンドがオープンして県人局を充分に楽しめました
★MIX 県人優勝おめでとうございます！ 
[JH4FUF]どうもハイバンドの状況が好転しないですね.集計ご苦
労様です★ハイバンドは気難しいですね．お疲れさまです 
[JA6CVR]最初、参加部門を”県外局”と間違って提出しました★訂
正ありがとうございました．次回は"県外局"ですが、また"県人局
"へ戻って下さいね 
[JA2UNS]楽しく参加できました★いつも楽しんでいただき嬉し
いです 
[YB0ANN]集計審査ご苦労様です.今回が最後の参加になるかもし
れません★いつもインドネシア・ジャカルタからありがとうござ
いました．来年は国内からよろしくお願いいたします 
[JE0KBP]主力の 7MHz がだんだんコンディションが落ちてきたの
で 12 時まで運用できませんでした.また 14，21，28MHz もオー
プンすることもなく残念なコンディションでした.集計に当たる
方に感謝いたします★お気遣いありがとうございます．先細りの
コンディションでしたね 
[JA3OLO]今年はコンディションが今一つでした、次回は頑張りま
す★来年もお待ちしております！ 
[JJ2JQF/1]帰省先の三重から戻って即参加.疲れました★生県人局
ですね！お疲れの所ありがとうございました！ 
[JM2CAN/2]年々交換するナンバーが大きくなっていいますね、私
もですが…！？★その通りです．ナンバーの平均値が着実に 1 づ
つ増えていきます 
[JF2TGF]アンテナエレベータ不具合によりアップ出来なかったた
め、アンテナ方向も変更出来ずに惨敗でした.早く修理して来年が
んばります★修理大変ですがよろしくお願いいたします 
[JA1-22825]今年も参加できてうれしく思います★いつもご参加
ありがとうございます！私も嬉しいです 
[JR2UTH]集計ごくろうさまです.紙ログで申しわけありません．さ
て思い込みとはおそろしいもので 14,28,430MHz＆up はマルチバ
ンド参加の場合も使用周波数ではないと以前からかたく信じてお
りました.なんという大失態．コンテスト終了後に規約の「全アマ
チュアバンド・・・」との記載に気づきました Hi 来年に向けて精
進いたします★それでもMIX県外局優勝です！来年はさらにスコ
アアップですね．ライバル局が大変だ 

[JA3QOS]楽しく参加させていただきました.県内局は積極的に CQ
を出していただきたい★申し訳ありません！県内局には声がかれ
るまで CQ連呼を指示いたします！ 
[JE6TUP]短時間参加になりました★お忙しい中ご参加ありがとう
ございます 
[JH6WKF]楽しませて頂きました★楽しんでいただいて嬉しいで
す 
[JH0ROS/1]次回もがんばりたいと思います★次回は県人局部門で
暴れて下さい！ 
[JH0ILL]コンデションが悪く中々取ってもらえませんでした★来
年は県人局として全国相手に QSO お願いいたします！ 
[JH7OUW]楽しむことが出来ました.交信頂きました各局ありがと
うございました★お楽しみいただき光栄です 
[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★毎年ご参加ありがとうございます！ 
[JR5PPN]いつもお世話になっております.少ない交信局数ですが
ログ提出します.参加各局お世話になりました.次回も楽しみにし
ています★いつもご参戦ありがとうございます！ 
[JH4JAE/3]次回も参加したいと思います★参戦予告承りました！ 
[JH3GMI]次回もがんばりたいと思います★ご予約させていただ
きます 
[JA0AUF]今回は 100w 機を 5w にセットしどうしても届かない局
にはパワーを UP して運用してみました．若い人が少ない.10 連休
で家族サービスに忙しいのでしょうか★OMのおっしゃる通り30
～40 歳代は育児子育てに熱心なのと余興はハムよりゲームです 
[JA0ABK]JA0 からはコンテスト時間内コンデションが悪かった★
スキップしちゃいましたね．それでもがんばっていただきありが
とうございました 
[JS1MBH]参加各局 TNX★私からも御礼申し上げます 
[JH1DGB]40 歳以下との交信はなく最近のコンテスト人気も陰り
がありますね★OMそうではなく、40 歳以下のハムが激減してい
るのです…JARL 会員数でみると 40 歳以下はわずか 3.2%です 
[JS2KHM]少しですが楽しむことが出来ました★お忙しい中あり
がとうございました！ 
[JA7WXL]厳しいコンディションでした★近距離も遠距離もダメ
だったようです 
[JI1TYY]数局との交信でした★コンディションが悪い中ガマンの
運用ありがとうございました！ 
[JH7OYV]コンデンションが悪く青森市に入感状況が良くなかっ
た★それでも頑張っていただき感謝です 
[7M3OER/1]わずかですが参加しました.集計ご苦労様です★ご参
加いただきありがとうございます！ 
[JS2FOU]次回もがんばりたいと思います★いつもご参加ありがと
うございます！ 
[JA7PJC]お空のコンディションと運用時間がとれなくてほとんど
QSO 出来ませんでした★厳しい条件の中ご参加ありがとうござ
います 
[JA8DHV]1 局のみですがよろしくお願いします★1 局でも大歓迎
です！ 
[JL4CUN]参加局が非常に少なくて残念！★厳しいご指摘を肝に
銘じます！ 
[JA8IBU]残念ながらだんだんとコンデションが悪くなってしまい
ました★悪条件の中ありがとうございました！ 
[JS2CYF]短時間のコンテストで CW の練習がてら気軽に参加しま
した★気軽に参加していただけると嬉しいです 
[JR2TRC]3局のみ30分しか…★お忙しい中時間を割いていただき



感謝です 
[JI3MCM]次回もがんばりたいと思います★来年もお待ちしてお
ります！ 
[JQ2UNS/2]33 歳・33 コンテストでした★ラッキーエイジです
ね！1位です 
[JE1LHW/3]XYL 実家への帰省中に参加しました★暇つぶし(失礼)
できましたね！ 
[JO3EAJ/3]初参加です.当局の貧弱な設備で足跡を残せると思って
おりません.せっかくなのでログ提出させて頂きます.今後ともよ
ろしくお願いいたします★いえいえ立派な成績です！次回もよろ
しくお願いいたします 
[JA4-37294]参加局が多く楽しめました★沢山レポートしていた
だきました！ありがとうございます 
[JA8-3769]当日 7MHz を含め空中状態がよくなかったので残念で
した★悪コンディションの中皆さん頑張っていただき感謝です 
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★第 42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 236 局で前年より 1局減少でした． 
 電信部門=127 局(前年 133 局)、電信電話部門=109 局(前年 104
局)でした．コンディションは前年同様にあまりよくなく、そのた
め参加局数が低迷したと推測しました．悪条件の中みなさまで盛
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 2 部門 

 JE2MDE 磯田憲一 3 部門 
 
★令和元年 11 月 24 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/） 
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