
第 43 回オール三重 33 コンテストコメント集 
 
[JF2VAX]1.9 から 1200 まで電波を出しました．7 メガでは一度に
数局から呼ばれる時間が 8 時半頃からしばらくあったものの、そ
の後のコンディションが続かず、コンテスト後半は各バンドを行
ったり来たりでした★フルバンドでの県内局サービスありがとう
ございます！マルチバンド優勝です、おめでとうございます！ 
[JA2MEI]今回は自宅の固定局から 3.5MHz、7MHz と 144MHz にて
参加出来ました★コロナ緊急事態宣言中の移動運用を避けたご自
宅から県内局サービスありがとうございました！ 
[JR2MIO]弱い信号を取っていただきありがとうございます★伝搬
の良くない時間に沢山の局と QSO していただきありがとうござ
いました！ 
[JR2SEY]相変わらず都道府県ナンバーや JCC ナンバーを送ってこ
られるのを電信で AGE と送っても通じずにノーカウントに．今年
はコンディション悪く伸び悩み来年も頑張ります★コンテストの
PR・周知不足でご迷惑をおかけしております．お相手はビギナー
と思いますので来年は正しいナンバーを送ってくれることを期待
します． 
[JA2ANR]短時間しか運用出来なかった★お忙しい中、県内局のサ
ービスありがとうございました 
[JS2HLI]開催準備等お疲れさまでした．県内局なのに交信局数が少
なくてお恥ずかしい限りです★とんでもないです、ご参加いただ
き感謝です．そしてスタッフへのお労いのお言葉嬉しいです． 
[JF2ERH]昨年に比べるとコンディションがいまひとつ？なのかコ
ロナの為？なのか！来年も参加したいです★全国的にコンディシ
ョンがとても悪かったですね．次回もよろしくお願いいたしま
す！ 
[JP2XYT]ここ数年で一番コンディションが悪かったです★21MHz
マイスターからご評価いただきました．来年は良くなることを祈
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．新型コロナウイルス蔓
延でホームスティ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、年齢もあれこれ楽しませてもらいま
した★OM から三重県 2 大イベントのひとつにご認定いただき光
栄です！コロナ禍でも心の交流を楽しめる趣味としてハムが見直
されました．特に電信は声を出さないので、万が一の家族内感染
も予防できて最適ですね． 
[JO2AXB]集計お疲れ様です★いえいえ、これから AXB 局の出番で
すよ！集計作業よろしくお願いいたします． 
[JR2HTE]参加することに意義があるということで、恥ずかしいな
がらたった 4局ですが提出させて頂きます★貴重な 4局です！ご
参加ありがとうございました． 
[JF2FIU]HF は電離層が無くなったのではないか？と思うほどの
CONDX でした Hi．StayHome で固定や常置場所で運用され QSO
頂いた各局に感謝します．コロナは私たちの楽しみや大事な命ま
でを奪ってしまう可能性もある憎むべき疫病…この結果が発表さ
れる頃にはどうか収まって普通の生活ができていますように…★
5 月から 6 ヶ月経って GoTo で徐々に経済も戻りつつありますが
コロナ感染の脅威は依然として残ります．きっと人類は英知を集
結して抗ウイルス薬やワクチンを創り出しますので今は感染予防
をしてその時を待ちましょう． 
[JF2CRP]第 32 回に県内移動局で入賞して以来 11 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．★1.9MHz1 位です！次回も名誉県人局でご活躍をお願
いします！ 
[JG1CFO]今年もひとり相撲かもしれませんが県人局 3.5MHz-CW
にエントリーします．今年はお仲間が他に 3 局参加していただき
ました！ 
[JR2XNQ]ME 局がまったく聞こえず残念．来年期待します★次回
もご参加ありがとうございます！7MHzCW 三重県内局をご用意
いたします． 
[JI1DGW]コンディションが悪く三重県と交信できなかったのが
残念でした★太陽黒点のサイクル 24 極小期が 2019 年 12 月．そ
してサイクル 25 が始まりましたが 5 月も無黒点状態でしたので
F1 層の元気がなく 7MHz スキップしちゃいましたね． 
[JK2NNF/2]Stay Homeのため単身赴任先から/2中津川市で運用し
ました★今年はコロナ対応 Stay Home ルールを遵守していただ
きありがとうございました！ 
[JO3XCK]三重県には累積6年住んでいましたので県人局として参
加しました．コンテスト開始が大幅に遅れ僅かな交信ですが足跡
のみ残しておきます★6 年間の貴重な足跡と今年の足跡に感謝い
たします． 
[JA0QD/1]朝は三重局が入感していたがその後はコンディション
が下がった★OMの貴重なレポートいつも参考になります． 
[JE6HCL]今年は乗り込み禁止とのことですので昨年の入賞を生か
して自宅アパートから県人局部門で参加しましたが設備の貧弱さ
とコンディションの悪さでほとんど交信できずじまいでした★来
年も県人局で御ご活躍をお願いいたします！ 
[JH2FOR]集計ご苦労さまです．昨年より少し交信局数が増えまし
たが 10 時半ころからは全く呼ばれなくなりました．コロナの関
係で皆さん自宅からの運用のようでした★お労いありがとうござ
います．StayHome をお願いしたので移動運用ができなかったた
めか CW参加者が多かったです．昨年=127 局、今年=152 局 
[JG3CQJ]集計ご苦労です．3 年ぶりに参加させて頂きました★お
労いありがとうございます．今年もコンテスト委員 JA2HVO, 
JO2AXB, JP2XYT, JE2MDE で集計作業を丁寧に行いました． 
[JF1GZZ/2]名古屋市の単身宅からのマルチバンドに挑戦しました．
スリリングな運用を楽しめました★スリリングですか！これから
も興奮できるコンテスト運営を目指します． 
[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 が悪くて参りました★11 年前の
2009 年第 32 回も「コンディション最悪」とのコメントが多く記
載されています． 
[JH1ASG]新型コロナウイルス蔓延の今こそアマチュア無線です．
それにしてもコンディションには恵まれませんでした．この悪条
件でもピックアップいただいた ME,MEJ 局に感謝します．毎年、
主催者の方々から大変暖かなコメントをいただきとても嬉しく思
います．今後ともどうぞよろしくお願いします★嬉しいコメント
ありがとうございました！StayHome でもコミュニケーションを
楽しめることと、自然災害に強いアマチュア無線が見直されてい
ますね．こんな時こそアマチュア無線の良さを社会にアピールし
て欲しいです．内輪もめしてる場合じゃない…JA●L 
[JH7PSL]社団局との交信は集計対象外として提出いたします★緊
急事態宣言下、今回はマルチオペ部門を中止いたしました．各局
ご協力ありがとうございました． 
[JG0EXP]コロナ関連早く落ち着きますように★OM の願いが通じ
て日常生活が徐々に戻って来ましたね．でも欧米は大変なことに
なってます． 
[JA3VOV]ログチェックご苦労様です★お労いいただきありがと



うございます！がんばります 
[JG2GSY]ログの集計ご苦労さまです．HF は近距離がスキップして
苦しいコンディションでした★ありがとうございます．F 層がス
カスカでした． 
[JR6JHE]いつもお世話になります．集計ご苦労様です★こちらこ
そいつもご参加ありがとうございます！ 
[JA7AEM]生存証明です★こんなときだけにリアリティーがあり
ますね「生存証明」 
[JI0VWL]自宅の上田市から飯綱町の設備を遠隔操作し参加させて
いただきました．後で知ったのですがマルチバンド部門で 14MHz, 
28MHz が有効になることがわからなったので規約に明記いただ
けると助かります★先進のリモート運用ですね！運用可能な周波
数は全アマチュアバンド（3.8／10／18／24MHz 帯を除く）にし
ており、2.4GHz, 5.7GHz そして 10GHz 以上 249GHz まですべての
バンドを含みますのでこの様な表記になっておりますことを何卒
ご了承下さいませ． 
[JH1MTR/4]40m バンドは予想通り Skip！県ナンバーが 1 局、さ
っぱりワヤです（＊＾＿＾＊）★「ワヤ」は三重県でも使います．
コンディションワヤでしたね． 
[JR8OGB]各バンドともコンディションが悪くあまり QSO するこ
とが出来ませんでした★今年の伝搬は地上波が頼りでしたが、8
エリアからご参加ありがとうございました． 
[JO1EEQ]よろしくお願いします★ご参加いただきありがとうご
ざいました． 
[JI2GZC]コロナウイルスゴールデンウィークの中日で参加できま
した．出だしは 144MHzCW で他局の高速 CQ に圧倒され感情が
沸き上がってきましたが、すこし聞こえなくなると先ほどまでの
ヤル気はどこえやら．県外局どうしの QSO もできましたがノーポ
イントで集計しました．Win10/64bit にて ZLOG と USB4CW は何
とか稼働しました．加齢の二乗に反比例しモチベーションが下が
っております★コンテスト中の心理状態がよく分かる運用レポあ
りがとうございます．次回はコロナの反動でモチベーション向上
するハズ． 
[JA1LJW]賑やかなパイルの中参加してみました．「県人（局）」
や「Op 年齢」など、Nr 交換してくれる相手局にわずかながらで
も親しみがもてるように工夫されているところがいいですね★ミ
ニオール JA コンテストにならずにローカルコンテストとしての
特色を出せるようがんばっておりますので、今後ともご声援のほ
どよろしくお願いいたします． 
[JE8TRU/2]集計作業ありがとうございます★応援ありがとうござ
います！ 
[JF2WME]開始からの短時間でしたが参加出来ました★お忙しい
中短時間でもご参加ありがとうございます！ 
[JR0RBY]よく聞こえました．MEJ 局との交信が大事かと思いまし
た．集計ありがとうございます★3.5MHz は地上波伝搬がよかっ
たのでしょうか．ご参加ありがとうございます 
[JK2BAP]集計お疲れ様です．前日開催予定だった静岡 TEST が県外
乗り込み組の存在を理由にして中止となりがっかりしましたが、
その分を取り返すつもりで楽しみました．お願いですが開始時間
を6:00位からにしてほしいです★静岡Cの中止は残念でしたが静
岡県支部の英断をリスペクトいたします．5 月 5 日は GW の最終
日ですし 6 時開始で朝寝坊をリセットしてもいいかもしれません．
その場合は 6:00～10:00 ですね．委員会で検討させていただきま
す． 
[JK1WSH]在宅勤務コアタイム前に参加することができました★
GW 中も在宅勤務されていたのですね．コアタイム中に参加する

と会社にばれますか？… 
[JH1CHU]Start が出遅れました．3.5MHz では致命的でした★次回
はスタートダッシュお願いいたします！ 
[JM4KHC/2]GWは毎年無線ができずこのコンテストに参加できな
かったのですが今年は何の行事もなかったので初めて参加しまし
た．しかし 3QSO に終わりました．年齢がマルチのコンテストに
出るとコンテスターの高齢化をひしひしと感じますね Hi…★コ
ロナの影響で初参加いただきご縁を感じます．高齢化は幸福感と
危機感の二面がありますが、両方を考えるきっかけになればと思
います． 
[JM6EKY]県人局もたくさん参加されており楽しめました★次回
は県人局部門でみなさんと QSO をお願いいたします！ 
[JA4VNE]初参加です．楽しい STAYHOME を企画してくださった
支部役員の皆様ありがとうございました．あと、名誉県人になり
たいです！★初参加ありがとうございました！そして見事に名誉
県人局資格を獲得されましたので次回のご活躍を期待いたしま
す！ 
[JA4RQO]CONDX も悪かったけど楽しみました！★コンディショ
ン悪くても入賞です！次回は県人局部門でよろしくお願いいたし
ます 
[JH7OUW]楽しむことが出来ました．交信頂いた各局ありがとう
ございました★そのお言葉でスタッフのやる気も出ます！ 
[JA8RRF]時間帯がもう少し長いといいのですがなかなか難しいか
な GL★もっと長く楽しみたいというご意見は本当にありがたい
です．検討します． 
[JH4ELJ]集計お世話になります．おかげで楽しめました★ありが
とうございます！OMに楽しんでいただいて光栄です． 
[JJ1GXY]コロナの影響なのか参加局が少なくワッチ中心でした．
各局お疲れさまでした★コンディションが悪かったようですね．
次回もよろしくお願いいたします！ 
[JH4JUK]コロナウィルスで連休も賑わいなし．ハイバンドも聞こ
えずあまり出来ませんでした★太陽黒点が減るとオゾン層が減っ
て地上の UVB が増えるので変異ウイルスが増えるのかも．1997
年鳥インフルエンザ、2009 年新型インフルエンザ、そして 2020
年コロナウイルス（個人の感想です） 
[JE1NVD]集計ご苦労様です★お労いありがとうございます！ 
[JH0FOG]またひとつ歳を重ねたことを感じさせてもらえるコン
テストです★ひとつずつ、良い歳をとっていきましょうね 
[JM7GTK]ありがとうございました★こちらこそ感謝感謝です 
[JA6QDU]初参加です．マルチが面白いですね★ALL ASIAN 
CONTEST も年齢ナンバーですが、マルチにカウントするのは当コ
ンテストの売りです！ 
[JE7SRK]ありがとうございました．来年もお願いします★次回の
参加予約ありがとうございます！ 
[JE1EQS]次回も楽しみにしています★OM に楽しんでいただけて
とてもうれしいです！ 
[JA8AJE]1.9、3.5 は捨てて 14 に期待したのですが期待はずれ★北
海道からはどの周波数もスキップしてしまいましたね． 
[JA1DFP]短時間の参加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！ 
[JJ1CWR]少しですが送ります．集計宜しくお願いいたします★ご
参加いただきありがとうございました！ 
[JL7AIA]少しだけですが書類提出します★33 位特別賞おめでとう
ございます！次回は名誉県人局としてご活躍をお願いいたしま
す！ 
[JA1CRJ]各局QSOありがとうございました★OMのQRVにも心よ



り感謝申し上げます． 
[JG5DHX]プロパゲーション状況悪すぎ．当方の様な例えばアパマ
ンハムで満足な設備で運用出来ず且つ移動も出来ない局の心中お
察しします．来年は思い切り弾けましょう★次回はコロナが収ま
り移動運用で弾けていただけることを祈念いたします！ 
[JN3ANO]各局交信ありがとうございました★ご参加いただきあ
りがとうございました！ 
[JI1LHT]残念ながら後半はほとんど聞こえず局数を伸ばせません
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
★R1.0 形式ですと作業がひと手間省けるのでありがたいです！ 
[JR1LEV]コロナウイルスに負けないよう頑張りましょう．次回も
よろしくお願いします★OM からの激励身にしみます．みなさん
がんばりましょう！ 
[JA1GTF]途中からの参加 VYQSB で 5W の QRP で失礼しました★
QRP でご参加ありがとうございました！ 
[JP3OUG]高校 1 年生です．スキップしていたようで三重県内の局
とはほとんど QSO できませんでした．こちらから 59916 を送れ
ば相手から 59980MEJ と実に年齢比 5 倍！という印象的な QSO
もありました．また来年も参加します★世代を超えてまるでタイ
ムマシーンのような QSO でしたね． 
[JH1OJV]QRP でも楽しめました．ありがとうございました★QRP
運用ありがとうございました！ 
[JH1SLC]次回も参加します★参加宣言ありがとうございます！お
まちしております． 
[JA2NGN]楽しめました．ありがとうございました★そのお言葉が
スッタフの何よりの糧になっております． 
[JI1VHV]次回も頑張ります★次回ガンバル宣言ありがとうござい
ます！ 
[JQ1PCT]集計お疲れ様です．早くコロナが収まって移動運用した
いです★移動運用を我慢していただいて本当にありがとうござい
ました． 
[JA8RWU]初めて参加しました★初参加でコンディションが悪く
て申し訳なかったです．懲りずに次回もご参加お願いいたしま
す！ 
[JG2KGS]次回もがんばりたいと思います★次回ガンバル宣言を応
援いたします！ 
[JR1BFZ/2]移動での参加局がおらずあまり聞こえませんでした★
今回はコロナ緊急事態宣言を受けて移動運用を自粛していただき
ました．次回は制限を解くことができるよう願っています． 
[JF2KWM]集計ご苦労様です．今年は聞こえが悪かったです．アン
テナのアップ考えないといけないけないかなぁ★144MHz もコン
ディション悪かったのでしょうか．でも 1 位おめでとうございま
す！ 
[JR2TRC]3 局のみ、次回もがんばりたいと思います★貴重な 3 局
です．ありがとうございました！ 
[JA0JHQ]初めての参加です．来年は交信部門で出たいと思います
★今回は SWL 様子見ですね！次回、名誉県人局でご活躍下さい！ 
[JR1KVN/SWL]毎年の集計作業ありがとうございます．10 時あた
りからコンディションががっくり落ちてそれ以降は開店休業．毎
年のことですがハイバンドは E スポ出ませんね．ではまた来年！
★いつもレポートありがとうございます！E スポの期待はできな
いから開催時間 6:00～10:00 もありですね．検討します． 
[JA4-37294]今年は SWL マルチバンド(電信)に参加しました．電話
は 1 局も受信できなかった．県内局が少なく県人局がにぎやかで
した★詳しいレポートありがとうございます！県内局が沢山参加
してみなさまにサービスできるよう努力いたします！ 

[JK2VOC]過去最低のコンディションでした．そのため途中から初
の試みとして 2BSIQ を試してみました．Dual Run を 2BAND で交
互に（同時送信にならない様に）実施しました．これから練習し
て 次 回 に 生 か し た い と 思 い ま す ★ 2BSIQ=Two Bands 
Synchronized Interleaved QSOs．コンテストナンバーを受信中に
他バンドで自動CQを出して最大2倍のQSOを稼ぐテクニックで
すね．VOC 局の進化は頼もしいです． 
[JR2DOL]コンディションが非常に悪いのに加え無線機のトラブ
ルで得点伸びず・残念！★1 位 VOC 局 22,540 点、2 位 DOL 局
22,220 点と非常に僅差でしたので、マシンのトラブルが悔やまれ
ます！ 
[JF2NNE]HF のコンディションが悪かった．プアなリグとプアな
ANT では BF でした．来年に○○します★来年はリッチなリグと
アンテナに新調ですね！期待します． 
[JJ2SQJ]集計お疲れさまです．次回は青空の下で移動運用を楽し
みたいですね★お労いありがとうございます！次回は春の青空の
下で気持ちよく運用できるといいですね 
[JI2IXA]参加局が少なく寂しかったです★移動運用を禁止しまし
たので VUHF はエントリーが減ってしまい申し訳なかったです． 
[JO3TLQ/2]7Mと 144Mでも出ましたが 50Mでエントリーします
★複数バンドでの運用ありがとうございました！ 
[JE2PTG]コロナウィルスの関係で移動運用ができず局数は伸びな
っかたです．移動用に使っている 5/8＊2 段 WHIP をベランダに振
り出し竿で仮設し運用しました．既存の WHIP より約 2m 位高く
なりました．強い風が吹かなかったので助かりました★2.5m あり
ますからベランダから出すのは勇気がいりますね…その甲斐あっ
て 1位おめでとうございます！ 
[JR2KPO]2014年の技術講習会で製作させて頂いたGPアンテナを
軒下に吊って使いました．リグは IC-706 出力は実測 10W です★
技術講習会が役に立ってよかったです！ 
[JF2CTT]第 43 回開催おめでとうございます．集計審査お疲れさま
です．今回 10 時 11 時台の短時間、コロナの影響で東紀州に帰省
できず伊賀の居住先での運用となりました．居住先のアパート運
用に関わらず応答していただいた各局ありがとうございました★
StayIGA で楽しんでいただけましたね．県内局サービスありがと
うございました！ 
[JR6CSY]今年はハイバンドのコンディションがさっぱりでしたが
楽しめました★県人局としてご活躍いただきありがとうございま
した！ 
[JE0KBP]三重県津市出身でこのコンテストは毎年楽しみに参加し
ております．今年は大変コンディションが悪くこれまでの最低点
でした．集計に当たる方に感謝いたします★遠くから故郷を毎年
サポートいただき感謝申し上げます． 
[JA2UNS]今年も無事に参加できました．思ったよりも少なかった
感じがしましたが 70＆80 代の OM のご参加ありがとうございま
した．ただ、ぼちぼち「ナンバーは好きな数字（年齢でもよい）」
に変えてみたらいかがですか？（FAQ に自称年齢でもいいとあっ
たような！？）★毎年ご参加ありがとうございます！「好きな数
字」委員会で検討いたします！ 
[JR1UJX/2]状況を踏まえ単身赴任宅から参加しました★移動自粛
の趣旨にご賛同いただき深謝申し上げます．単身赴任宅から
3.5MHzQRV とはすごい． 
[JA3OLO]次回は頑張ります★いえいえ、今回もがんばられました．
1位おめでとうございます！ 
[JA3PYH]コンディションが良くなかったので三重県の局とは交
信できませんでした★県人局サービスありがとうございました！ 



[JH3DMQ]コンデションが悪かったので三重県内局との交信は出
来ませんでした．しかし悪いながら多くの各局が呼んで下さいま
した．有難うございました★コンディションが悪くても県人局が
にぎやかにしてくれるのでありがたいです． 
[JJ2JQF/1]まさか 2 年連続でマイナー部門に参加することになる
は…時期的には良い時期なんですが毎年コンディション悪いです
ね．残念★来年はぜひともメジャー部門へ殴り込みを！ 
[JM2CAN]移動局がいなく閑散としたコンテストでした★移動禁
止は VUHF 局には厳しかったですね．2021 年は弾けられるといい
ですね． 
[JF2TGF]多くの局と交信させて頂きました★多くの局に県人局を
サービスいただきありがとうございました！ 
[JE2SDE/1]COVID-19 で帰省できず県人局として初参加でした★
コロナ禍で帰省できなくても三重県人として楽しめる県人局部門
はまさに的を射た部門でしたね(自画自賛)． 
[JA1-22825]今年も参加できてうれしく思います．出だしのコンデ
ィションは良かったものの次第にいつもの状態に．今回はナンバ
ーの取りこぼしが多く得点が伸びませんでした★貴重なレポート
ありがとうございます．コンテスト運営に非常に役に立ちます． 
[JR2WLQ]STAYHOME で結構な賑わいかと思いきや 2 エリアから
の HF は驚くような悪 CONDX でした．どれもこれも特別な今回
は何十年振りかに違った部門にエントリーさせて頂きます．いつ
も企画運営ありがとうございます．感謝です★いつもとは違う部
門へのご参加でしたが、ここでも 1 位おめでとうございます！次
回は県人局部門でいかがですか？ 
[JM1PIH]楽しめました★この一言がうれしいです！ 
[JH7UJU]集計審査ご苦労様です．YB0 から帰ってきました★毎年
インドネシアのマンションからご参加ありがとうございました！
これからはご自宅からよろしくお願いいたします． 
[JQ1UXN]コンデションがあまりよくなかったように思います★
今年のコンディションは過去最悪との報告が多いですね．来年は
良くなるハズ… 
[JE8CLT]外出せずに出来るコンテスト参加で楽しませていただき
ました★GoTo しなくても日本中・世界中に旅する気分を味わえ
るハムは最高ですね． 
[JR2RIA]次回もがんばりたいと思います★次回ガンバル宣言あり
がとうございます！ 
[JG1IEB]外出自粛の為自宅より参加しました★移動禁止を遵守し
ていただきありがとうございました！ 
[JH4FUF]ハイバンドが良くないですね、その中でも開始直後は参
加局も多く FB でした．集計ご苦労様です★貴重な伝播レポとお
労いに感謝申し上げます！ 
[JG6OZC]初めて参加しました．コンディションもそこそこ良く、
40mで県内局や県人局の皆さんと交信できました．ありがとうご
ざいました．集計お世話になります★初参加のご感想ありがとう
ございました．次回からもよろしくお願いいたします！ 
[JE6TUP]局数は少なかったものの楽しめました★県内局の参加数
が多くなるように裏工作いたします． 
[JA7BEW]次回もがんばりたいと思います★次回ガンバル宣言い
ただきました！ 
[JL4CUN]もう少し参加局がいれば、さらににぎやかでよかったか
な．でもマルチの年齢設定は楽しかったようです★当コンテスト
には当初から闇に隠れた年齢マルチの賛否問題があります…我慢
していただいている方にも感謝しております． 
[JA7EFR]次年度も参加したいと思います★次回参加予約受付いた
しました！キャンセル不可です． 

[JH8XTE]何とか数局と交信できました．来年も参加したいと思い
ます★貴重な数局ですね！QSL 交換もお願いいたします． 
[JA0FQZ]楽しかったです★楽しんでいただけて本当に嬉しいで
す． 
[JA1CP]毎年参加させて頂いておりますが今回は最悪のコンディ
ションでした★OMには毎年のご参加ありがとうございます．「最
悪」の言葉に重みがあります． 
[JA0ABK]コンデションが最悪で前回の半分もできなかった★こち
らの OMからも重みのある「最悪」評価が… 
[JF1IZZ]短時間での参加でした★お忙しい中短時間でも運用いた
だき感謝申し上げます． 
[JA8IBU]21MHz でと思いワッチしていたのですが、前日の VYFB
なコンデションが嘘のような悪コンデションの為、戦意喪失して
しまいました★前日は良かったのですね．電離層は気まぐれです． 
[JA1JUR]今年は三重県内局が聞こえませんでした.来年はもっと
参加してほしいです.よろしくお願いいたします.★了解いたしま
した！県内局に OMの願いを伝えます！ 
[JG1GCO]次回もがんばりたいと思います★次回ガンバル宣言う
れしいです！ 
[JR1WCS]コンデションが悪くご挨拶程度の参加となりました．来
年もぜひ参加したいと思います★来年お待ち申し上げておりま
す！ 
[7M4NGG]次回もがんばりたいと思います★次回ガンバル宣言！
期待しております！ 
[JH8CLC/7]次回もがんばりたいと思います★次回ガンバル宣言！
大変ありがたいです！ 
[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参
加しましたが 1局しか交信出来ませんでした★貴重な 1QSO のお
かげで 33 位おめでとうございます！次回は名誉県人局です． 
[JE1ENI]今回のコンテストは三重県内局が極端に少なく感じまし
た．多くの参加を希望します．有難うございました★県内局がた
くさん参加するように PR いたします！ 
[JR5PPN]いつもお世話になります．1 局しか聞こえませんでした
がログを提出を提出します．次回も楽しみしています★いつも 5
エリアからご参加ありがとうございます！ 
[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★
HF は全バンドがスキップしてしまいました．次回も 21MHz よろ
しくお願いいたします． 
[JH3FBK/1]交信いただき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 
[JN2PXP]久しぶりに参加しました★お帰りなさい！1 位おめでと
うございます！ 
[JG2QUM]さすがに今年は参加局が少なかったですね．来年に期待
します★移動禁止が VUHF 参加局にひびきました．来年は期待で
きるはず． 
[JF2QNM]今回自宅から参加でしたが楽しめました★stayhome で
144MHz1 位おめでとうございます！ 
[JR2NTC]集計作業ご苦労様です．外出自粛ということでベランダ
にアンテナを建てました★疑似移動運用ですね．いろいろ努力し
て下さりありがとうございます． 
[JA3WDL]ワッチを繰り返し 1 局と交信出来ました★コンテスト
は忍耐力ですね． 
[JR1XNR]昔ゼロエリアに旅行に行った時ちょっと参加した事を思
い出しました．1 局だけですが集計お願いします★思い出してい



ただけてうれしいです、 
[JA8-3339/7]7MHz のみのワッチでした★ご参加ありがとうござ
いました！次回は県人局としてオールバンドお願いいたします． 
 
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 
 
★第 43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 249 局で前年より 13 局増加でした． 
 電信部門=152 局(前年 127 局)、電信電話部門=97 局(前年 109
局)でした．コンディションは太陽黒点ゼロで最悪とのレポートが
多かったですが、コロナ禍での stay home で参加局数は増加しま
した．特に電信部門が増加したのは stay home されているご家族
に配慮されてのことでしょう．悪条件の中ご参加いただき感謝申
し上げます． 
 HF ローバンドの伝搬のため早朝から開始して欲しいというご
意見と、お昼前にはコンディションが悪くなる・E スポは出たこ
とがないというレポートから開催時間を前倒しする事も検討いた
します．ただ、移動運用局の利便を考えるとあまり早朝にもでき
ないと考えています． 
 
 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． 
 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．今回も以下の 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、今年は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 
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