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第 23 回オール三重 33 コンテスト　コメント集

[JR2DOL]今年もまずまずかな。14，21MHz の CONDX が FB

★まずまずの定位置＝優勝です。おめでとうございます。

[JP2XYT]三重 33 用仮設 LW で 1.9MHz に QRV しましたが、

耳が悪くコピーできなかった局長さんすいませんでした。今年

も電信マルチにエントリーします新設の県人局はQSO 出来ませ

んでした。QRV していたのでしょうか？★新設の県人局部門に

は4 局がエントリーしていただきました。1.9MHzへの QRVは

無かったようです。

[JF2UPM]初めてフル参加しましたが、各バンドの時間配分に課

題を残しました。来年こそはがんばります。集計お疲れ様でし

た。★N さんの定位置を入れ替えるために是非がんばってくだ

さい！

[JQ2FFS/2]こちらはホイップ ANT ですが大方の局が S メータ

ーを景気よく振らせて CALL 頂きました。２時間で 110 局コン

タクトできるのは FB でした。1 局だけどうしても COPY 出来

なかった局があり悔やまれます。★ホイップ ANT で 110 局／2

時間はすごいですね。

[JE6MYI/2]久しぶりの参加です。HF ロー・ハイバンドの区別

がなくなってしまったんですね。さすがに 1.9～28ＭＨｚのま

での ANT を準備するのはツライですハイバンドはチューナーで

ごまかしました。年齢マルチは面白いとは思いますがローカル

色がないような気がします。やっぱり市郡マルチ。★参加局数

の低迷と伴にシングルバンド廃止、HF 分割廃止・・・寂しいで

すが復活ご希望の方はこの指とまれ！

[JA2TMK]今年は、久しぶりに県内で参加できました。今年から

県人局が出来たのですが、ＭＥＪのナンバーを送っている局は

出会いませんでした。私は来年多分県人局部門で参加すること

になるので無くさないでくださいね。★県人局部門、（意外に）

好評でしたので当分継続しますよ。

[JE2HYS]前夜のハイバンドはさっぱりダメでした。10 ・ 20 代

の少ないのが残念でした。★ハムも高齢化が問題ですね。県内

も中学高校クラブ局は全滅しています。

[JA2KKA]リグがトラブッて 14MHz に参加できなくなりポイン

トが増えませんでした。15 日のみの参加です。★次回までに直

してくださいね。OM だからかなり骨董価値のある RIG をお使

いでしょうか？

[JF2VAX]集計ご苦労様です。HF ハイバンドでは JA2RL/2 が

聞こえず残念でした★ちょっと山奥でしたのでスキップしちゃ

ったのでしょうか。次回はオペレーターとして召集しますので

準備しといてください。

[JE2SJH]集計ご苦労様です。県人局部門の新設はよいと思うの

ですが、種目を県内同様に分けた方が参加しやすいと思うので

すが。★CW、MIX くらいから分けますか？在外三重県人のご

意見をください。

[JN2EIU]３年前にはじめて参加したときよりはわずかによかっ

たです。しかし 50ＭＨｚのみではポイントが少ないです（局数

が少ないのか？）★是非もう１バンド増やして次回よろしく。

[JM2CAN]無線機のメンテを兼ねての参加でした。縦振れ扇風

機（うちわ）しか無いシャックで真空管のリグはいい汗かきま

した。★試験運用で優勝とは・・・次回メンテも８月にお願い

します。

[JA8AJE]JA2RL/2 ご高齢にもかかわらず頑張って下さって有り

難うございました。が、マルチバンドで QRV していただきた

かった。★実際は 20 代から 50 代の若者(?)で運用していたので

すがナンバーは会長の年齢にしました。一応 VUHF を含めマル

チバンドで運用したのですが・・・

[JH7PSL]購入間もないパドルで運用したら手になじまず誤送信

の連続で各局SRI時間帯が御身にやさしくVY FB です。集計ご

苦労様です。★ハムの高齢化にあわせ、体に優しいコンテスト

を目指しています。

[JR7EAR]２年ぶりの参加です。久しぶりに 40 局を越えました

がこれで 33 位は取れるかなぁ！県人局とは QSO 出来ませんで

したが出ていたのでしょうか？★すいません。マルチバンドは

33 局以上の参加がありませんでした。県人局、これから参加が

増えて行くはずです。

[JR1VNX/6]ほんの少し覗いてみました。僅かな点で集計を煩

わせますがよろしく。★「ちょっと見」大歓迎です。

[JF2CES]昨年よりも県内局が減っているのが残念です。QSL カ

ード発行していただかない局は無視（7M4...他）★なんだか怒

ってますねぇ。実名あげてお願いしてみれば？

[JR2WLQ]地元の行事で１日目遅刻２時間でした。三重県の皆

さん、もっとＣＱだしてくださいネ！大変楽しく過ごせました。

ＶＹ　ＴＮＸ（毎年確実に年を取ることを実感しております。

Ｈｉ）★優勝も毎年確実に取っていただいてありがとうござい

ます。

[JA0ADY]もっとも局数が多いメインバンド 7MHz、昨年は２３

局だったのが今年は１８局と減ってしまった。（局数減少？）Ｈ

Ｆ部門を統合したため、２日目も退屈しなかった。（０エリア、

２１と２８はきびしい）楽しく参加でき有り難うございました。

★退屈せず楽しんでいただければ本望です。

[JH7CJM]1.9～28MHz までの HF 全バンドで QSO 出来て喜ん

でいます。これだけコンディションが良いのだったらもう少し

真剣に参加すべきだったかと反省しています。★真剣じゃなか

ったのに入賞ですよ！

[JA2KFI]ハイバンドのアンテナが無く得点が伸びませんでした。

来年までに整備して入賞をねらいます。★いえ、今回も入賞で

す。来年は優勝ですね！

[JG1RRU]ﾏﾙﾁﾊﾞﾝﾄﾞで 33 局の目標はｸﾘﾔしましたが、28MHz は

うまく同調するｱﾝﾃﾅがなく残念でした。JA2RL/2 の運用ありが

とうございました。★次回の JA2RL/2 運用場所のリクエスト受

付中です。

[JA1CP]愛用のアンテナが強風でダウンしてしまい、やむなく

釣竿アンテナで参加しました。信号が弱くて各局にご迷惑を掛

けたのではと思っております。★次回はグレードアップしたア

ンテナでお願いしますね。

[JA8PON]県内局の方々もっとＣＱを出して下さい。弱いと思っ

て県内局同士でＱＳＯをされている方、両方とも聞こえていま

す。一方しかＱＳＯ出来なかった局があります。★三重県人の

特性としてちょっと「シャイ shy」な所があるのかも・・・例

外はありますが。

[JA7SYA]年々フォーンから CW へ運用者が移っていっているの

でフォーンに加点する傾斜配分得点にしてほしい。そのうち初

心者の参加がないまったくのマニアだけのコンテストになって

しまいそう・・・（おまけにまた、今回はＨＦ－ＳＳＢの参加者

をまったく聞かなかった。★そんな時代になってきたのですね。

ハムの高齢化でいままでの常識が非常識になっていくのでしょ

うか。

[JA2QVP]集計ご苦労様です。ＷＡＥコンテストと同じ日でした

ので両方参加してました。ハイバンドは６．７．８エリヤの局

の間隙をぬっての交信でした。１５日は所用で最後まで参加で

きませんでしたがお盆休みの一日を楽しませていただきました。

★三重 33 にも QSP を導入したら・・・わけわかんなくなりま

すね。
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[JK2BAP/2]集計ご苦労様です。２回目の参加です。フィールド

デ－の勢いでアウトドア・オペレーションとなりました。８／

１４はローリング族に、８／１５は観光客＋ローリング族に悩

ませれた運用となりました。もうコリゴリ！。★騒音が意外に

くせ者なんですよね。お疲れさまでした。

[JA6FOF]最近１０Ｗ以下にこだわっています。所用でフルタイ

ムの参加が出来ず残念です。★QRP 部門が必要でしたらご要望

をください。

[JA7LLL/1]HF のハイバンドでは全滅でした。★開催時間がコ

ンディションにジャストミートしないので残念ですが。

[7K4IVL]今年はコンテスト当日がお盆だったこともあり、出場

局が少なかったようです。各局ＴＮＸ！★昨年よりは多かった

のですが。

[JA9IKL]集計ごくろうさまです。８月１４日夜は、３．５ＭＨ

ｚと７ＭＨｚを行ったりきたりで、多少めんどうな気持ちにな

りました。８月１５日は飽和気味の感じがしました。でも昨年

より局数ＵＰでうれしく思っています。★ありがとうございま

した。

[JH4JUK]時間帯が別れていて参加しやすいですが、他のコンテ

ストと重なりどちらかいつも中途半端になります。参加局も少

ないような気がしました。★県内参加局を増やすようにがんば

っています。

[JJ4PPK]生年月日  大正８年１２月８日、余生はハムと俳句。

よろしくお願いします。★OM、次回は一句ください。

[7M3RSK]集計ご苦労様です。日曜日はＲＸのトラブルで途中

でやめてしまいました。★う～ん残念。

[JH4FUF]１年余りの間をおいてのカムバックです。県人局新設

のようですがQSO 出来ず．．．お盆の行事ｅｔｃでまともに出ら

れませんでしたｈｉ★PRで県人局ふやします。

[JH1JGZ]もっと県内局の参加が多ければ楽しめると思います。

少々手持ちぶさたでした。★すいません。それが私たちの最大

の課題です。

[JA6LAD]QRP 3W ではなかなか飛びません。3.5 と 21 にも出

たのですが copy してもらえませんでした。何点とったら「33

位」になるかなぁ！！★惜しい！31 位でした。

[JF1LAU]今年はフルタイムに参加しました。アンテナの関係で

7MHz のみでした。しかし参加局数が少ない残念。三重県内の

移動運用局を楽しみに次回もよろしくお願いします。★JA2RL/2

また珍しい場所から運用するはずです。

[JH0LPH]初めての参加です。年齢を送るのははずかしい感じが

しますね。相手の局長さんが身近に感じるのでいいかな。★自

己申告ですから若いナンバーを送ってもかまいませんよ。

[JA4KHD]今年も楽しく参加させていただきました★来年もよ

ろしくお願いします！

[JR1TLA]ＨＦハイバンドはオープン時間が短かったですがそれ

なりに楽しめました。ローバンドにＱＲＶしないとこれ以上は

無理・・・？来年またトライします。★期待しています！

[JH3CHV]県支部主催コンテストでは登録クラブ等が手分けし

て全市全郡から QRV するようにしたい。アワードハンターに

は一石二鳥だろうし最近停滞気味のクラブの活性化にもなると

思いますが如何？★そうですね。今年はしっかりお願いしてみ

ます。

[JH1DLJ]年齢をコンテストナンバーにするのはやはり抵抗があ

ります。区分してアルファベットにすべきですね。［プライバシ

ーの問題ですので］★年齢を知られるとまずい方は適当な数字

でかまいませんので・・・大目に見てください。

[JJ1VKT]久々に「夜の部」から参加しましたが、翌朝になった

ら局数が伸びませんでした。朝の開始時間が遅くなり早起きし

なくてもすむのはうれしい改正です。連続６回７ＭＨｚで参加

してますが、HF 部門の統合で他のバンドも出なくてはいけませ

んね。来年の課題です。コメント集の作成大変でしょうが毎年

楽しみにしています。★今回は Y2K 問題で（？）コメント集の

作成が遅くなり申し訳ありませんでした。

[JE0JAO]１４日の夜のみの参加でした。★「夜だけ部門」とか

「２時間だけ部門」とか作りましょうか？

[JA8NNE]短時間の運用でした。８エリアとのコンディションは

あまりよくなかったようです。★同感です。ハイバンドで開け

ると良かったのですが。

[JA1SJR]どうにか初日だけ、参加できました。★来年はよろし

くお願いします。

[JF2WEQ]集計ごくろうさまです。都合により、終了前３０分

間のみ参加となりました。★それでもサマリーを送っていただ

けるのでうれしいです。

[JA1AAT]今年も７MHzCW で参加できた。参加賞送付下さい。

次回も参加します。★参加賞が無くて申し訳ありません。今回

からこの冊子も切手同封の方だけに送付することになりました。

残念ですが諸事情をご察しくださいませ。

[JK7ESY]３３コンテストには初めてログを送ります、飲み会等

あってすっかり忘れていました。マイナーコンテストに出てる

ので聞こえてましたらよろしく。★次回からもよろしくお願い

します。

[JL7AIA/7]JA9UV と掛け持ち参加となりましたので VU のみ

QRV しました。パワー不足で呼べど届かずやっと３局出来まし

た。★JA9VU はどうでしたか？お疲れさまでした。

[JK2VOC]時間設定ですが 21：00～24：00　8：00～12：00

のほうがＦＢとおもいます(他のコンテスト同様 21 時スタート

が）朝１時間寝坊してしまいＮＧでした尚このコンテストで開

局 13 年間の総交信局が 10 万ＱＳＯを超えましたが委員長とは

一度も交信してませんでした。★では 20 万局目に交信しましょ

う！おたのしみに。

[JR2SZH]コンテスト中にナンバーを変えてほしいという意見が

ありました。（数局から）★ありがとうございました。ナンバー

を変えるのに反対の委員はいません。ただ、良い案が出ないだ

けなのです・・・

[JL2TPF/2]今年はだいぶ規約が変わったようですね。ナンバー

変更もお願います。★良い案出して！

[JK2TDW/2]集計ご苦労様です。今回は自分のクラブ内で激し

いバトルを繰り広げていました。私は結局某局に負けてしまい

ました。気合が足らなかったようです。それにしても山の上は

雷が怖かった・・・★次回は負けないようがんばってください

ね。雷とは喧嘩しないほうがいいけど。

[JA2XOA/2]集計ご苦労様です。昨年のコメントどおり青山高

原よりの参加です。けど思ったより局数は増えず。★青山高原

に風力発電所が出来たので電波が吹き飛ばされたのか？

[JI2ZKX]本年３/14開局以来はじめての参加です。ゲストオペ・

ミーティングに使っていただけるように建てたシャックです皆

様のご来場お待ち申し上げます。★それはありがたいお言葉。

次回は大山田温泉だ！

[JO2LGN]２回目の参加ですが前回と同じくたくさんの局にサー

ビス頂き光栄でした。来年もまた出たいと思います。★優勝お

めでとうございます。

[JJ2TKM/2]県外局のみなさん御サービスありがとうございまし

た。県内局の皆さんはどこへ？？まさか多度山が反射器になっ

てしまったとか★次回は多度山をちょっと崩しておいてくださ

い。

[JF2CTT/2]今年は支部大会の開催地　御浜町からの運用でした。
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結果は南からの電波は届かなかった・・・？　交信した局には

東紀州体験フェスタのカードを送ります　各局ＴＮＸ★南牟婁

郡からありがとうございました。

[JE2TOC]初参加です。帰省先でハンディー機（0.3Ｗ）にホイ

ップという貧弱な設備でしたが楽しめました★初参加有り難う

ございます。「楽しめた」という一言が一番嬉しいです。

[JL2PCI/3]3 年間 QRT、QSY して 2 年 3 ヶ月です。今年の春

からQRVしています。★復帰おめでとうございます！

[JR2JZO]県人局というのはグッドアイデアですね。もと三重県

民（昭和 51 年まで）としてはとても嬉しかったです。★県人局

は若手委員のアイデアです。もっといろいろアイデアを出して

もらっておもしろいルールにしていきたいと思っています。も

ちろんコンテストナンバーも聖域ではありません。

[JM3LWR]集計ご苦労様です。５年ほど前 JS2PKR で頑張って

いました。★3エリアにQSYされたのですね。

[JF2FIU]ごめんなさい！今年はWAECW に浮気していました！

常連局にサービスに回った程度に終わってしまいました。とこ

ろで年々年齢を送るのも段々と抵抗感がでてきてしまったと思

っているのは私だけでしょうか Hi 来年もまたよろしくお願いし

ます。集計作業本当ににご苦労様★浮気をしても１位です！年

齢に抵抗感が出てきたら毎年１歳づつ若返ってもいいですよ。

[JH2CMH]短時間の参加でしたので県人局、JL 局共 QSO でき

ず残念でした。★次回は万事繰り合わせの上お願いいたします

ね。

[JM7JHI]年齢マルチは抵抗ある方が多いようです。★ハム歴、

とかもいいですね。どう？

[JA1BUQ]参加局が少なく面白くないですね。多バンドでワッ

チしましたが聞こえませんでした。★面白くなくてごめんなさ

い・・・がんばります・・・

[JA1MSS]年齢がマルチのユニークなコンテスト良いですね。普

段聞こえていても何歳の方か分かりませんがこのコンテストで

は正直な？年齢が分かります。集計ありがとう御座います。来

年も楽しみにしております。★ありがとうございます。来年も

よろしくお願いいたします。

[JA3UWB]今回全く途中からの参加でした★途中参加歓迎です。

ありがとうございました。

[JK1OTP]県内局のコンテスト No.を市郡にした方が良いのでは

ないかと思います。AJA ブームのため。★アワード目的にはそ

の方がいいでしょうね。

[JJ1DXI]15 日は外出のため 14 日のみの参加。10 局と少数だっ

たのですがJA2RL/2とCWで交信できてラッキーでした。7MHz

オンリーで SSB との交信が今一でした。★JA2RL/2 飯南郡移

動でした。

[JL1FGN]参加局が少なくて残念でした★ごめんなさい。PR 不

足です。

[JO2FAR]オール三重は初参加でした★どうでしたか？次回もよ

ろしく！

[JJ0EIV]短時間でしたが初めて参加させていただきありがとう

ございました★次回も是非よろしくお願いいたします。

[JA2WCC/2]今年は三重県に移動運用を考えていましたが場所

などの情報不足で断念しました。VUHF は三重各局たくさん

QRV しているのですが三重 33 コンテストの存在を知らない興

味のない方が多いことが分かりました。★VUHF はハムじゃな

い人も多いので（問題発言）「コンテスト」も知らないのでは？

１位おめでとうございます。

[JR2TRC]参加局が少ないと思いました！昨年に続き 144、430

だけです。入賞は？？？★入賞です。おめでとうございます。

[JK1FLJ/1]今年はいまいちの天候に関わらず、例年以上の参加

局があったのではないでしょうか？これまでは JA9VU や奈良

VU の影に隠れていたように感じましたが今年は三重県が目立

ってました。これからもこれくらいの盛り上がりを期待したい

です。★お～っと、嬉しいお言葉。さらなる盛り上がりをめざ

します。

[7N3QHI/0]雨のせいか移動局が少なく２局しかとれずに残念

でした。中学１年です父の田舎からでした。★県外のＪＬ部門

も新設した方がいいでしょうか？

[JK2XWR]県内局の CQ が聞こえず寂しい限りです。実施日の

変更をして欲しい8月第2は他のコンテストと重なりすぎです。

ナンバーは JCC/JCG あるいは市町村コードナンバーにして欲

しい。さらにシングルバンド部門が欲しい。★ご希望の３点承

りました。でも、それぞれに理由がありまして、すぐにはご希

望に添えませんがごめんなさい。

[JH3USU/3]奈良コンテストとナンバーが混乱する。ややこし

いですなぁ！！★それを楽しんでいる方もいらっしゃるし・・・

人はそれぞれで、万人に受けるルールは存在しないと確信して

やまない今日この頃です。

[JH9UJB/1]一生懸命CQ を出している局がいましたのでコール

しました。１局のみですがログを提出します。集計お疲れさま

です。★やさしいご配慮ありがとうございました！

[JO2HPO]14 日は所用で帰宅が遅れコンテストには大遅刻。聞

こえたのは奈良と JA9 ばかり。15 日も朝から出かけることにな

り結局は１局しか交信できず。ログの提出を迷ったのですが、

毎年だしているので・・・★提出有り難うございます！

[JF2KRH/2]昨年同様三重県内へのりこみ参加予定でしたが愛

車が修理工場へ・・・代車の軽自動車では機材の運搬も困難で

遠出も不安。そのような訳で自宅近くの日本平へ移動。１局し

か交信できませんでした。★せっかく移動していただいたの

に・・・すいませんでした

[JA5-3278]以前の三重 33 は電信と電話が別日程でしたが今は

総合された上今年は SWL 電信部門も無くなり残念です。ぜひ復

活をお願いします。ここ数年三重県内女性局を聞くことが無く

残念です。多数の県内局の参加を望みます。JA2RL/2 は FB で

した。★コンテストもバブルが弾けて（？）ちょっとさみしい

状況になってきました。結果冊子も今回からは有料（実費）で

す。私個人としては、あのバブリーな時代に戻したいと願って

います。参加局も400局以上に達し盛況でした。

[JA1-22825]今回は所用のため途中でリタイヤです。多くのコ

ンテストで県内局の参加者が少ないという話を聞きます。JA2RL

の参加や県人局の新設は素晴らしいアイデアだと思います。★

ありがとうございます。これからもがんばります。

[JQ1UKK/7]初参加です。今年は電信 SWL はないのですね。

県人局のMEJは２文字にできないのでしょうか？他は開催時間、

ルール等 FB です。★電信 SWL ご希望が多ければ復活します。

もともと三重３３は電信優遇コンテストでしたから。

[JA4-37294]今年は県外の電信 SWL 部門は無くなったのですか。

今回は JA2RL/2 ががんばっていましたね。今回は楽しめました

★山奥でがんばった甲斐がありました。JA2RL/2 運用メンバー

にあらためて感謝します。

★★★第 23 回オール三重 33 コンテストにご参加いただき有り

難うございました。

　1996 年 288 局、97 年 183 局、98 年 204 局、今年 175 局、

前回やや立ち直ってきたと思われた参加局数ですが、今回は大

幅ダウン！大反省です。

規約上の規模縮小と県内参加局の減少が原因でしょうか。21 世

紀に向かって原因究明と対策を委員会の急務とします。
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　今回、KCJ コンテスト(CW)とのバッティングが懸念されまし

たが、KCJ の規約変更によるご配慮によりバッティングはさけ

られました。重ねてご高配に感謝します。

　今回の規約変更点についてまとめます。

１）日時

（土）2100-2400（日）0600-1200　９時間から

（土）2000-2400（日）0800-1200　8時間に

　変更

→夜も朝も８時から１２時までとわかりやすく　しました。日

曜日の朝６時に起きるのもつらいと言うことで。

２）参加部門

　・ゲストオペをふまえて個人局をシングルオペ

　　に改称

　・ＨＦローバンド、ハイバンドを統合

　・ＶＵＨＦバンドの上限(1200MHz)を撤廃

　・県内シングルにＦＭモードを新設

　・県人局を新設

　・電信部門からマルチオペ、ＳＷＬ、ＪＬ局を

　　廃止

→参加局の少ない部門を整理しました。希望があれば復活は可

能です。電信ＳＷＬは復活のラブコールが多かったですね。新

設のＦＭモードは５局、県人局は４局の参加がありました。県

人局の評判が良く、積極的にPRをしたいと思います。

３）結果冊子

　無料で全員に送付していたが90 円切手同封局

　にみに送付

→残念ですが単純に支部予算の都合です。スポンサーしてくれ

る個人、企業、ありませんか？

　第24回オール三重33コンテストは8月12-13日に開催です。

多数のご参加お待ちしております。

★★★謝　辞

今回は、下記ｸﾗﾌﾞより優勝楯のご協力をいただきました。　厚

くお礼を申し上げます。

（50 音順）

１部門　尾鷲ロールコールクラブ

２部門　熊野無線クラブ

１部門　ＪＡＲＬ鈴鹿

１部門　神鋼電機伊勢工場アマチュア無線部

２部門　名張アマチュア無線クラブ

１部門　三重コンテスターズクラブ

１部門　三重電信会

JARL三重コンテスト委員会

支部長　増田晴生　JA2KZM

委員長　磯田憲一　JE2MDE

514-0062 三重県津市観音寺町750-30

増田晴生方
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