
第 26 回オール三重 33 コンテスト　コメント集

[JE2EZA]楽しく参加できました。コンテストで符号を聞き取る耳

とオペレーションを鍛えます★日頃の鍛錬の成果が出ましたね。

おめでとうございます。

[JQ2FFS/2]50MHz 信では 10 数局くらいかな？と思っていま

したが、年齢を える局数となって驚いています。E スポもスリ

リングに出てくれました。終了後、目の前の白山町あたりの山腹

に雷がパキパキ落ちていてちびりそうでした。夜昼両方の に出

るのはなかなか難しいです。★お疲れ様でした。いつも雷の時な

ので気をつけてくださいね。

[JA2UOR]仕事でQRVできたのが 2230 からでした。コンテスト

委員の皆さんご苦労様です★仕事でお疲れのところご参加ありが

とうございました。

[JI2ZKX/2]藪根自宅移動でほんのすこしだけ参加させて頂きまし

た。多用で途切れ途切れですいません。★藪根さんもお仕事の合

間にありがとうございました。

[JA2TMK/1]今年は、伊勢にかえる日程と合わなかったので、川

崎市から参加しました。★これからも「（三重）県人局」が増え

ることを楽しみにしています。

[JH7PSL]HF マルチバンドがなくなり残念です。これもリストラ

でしょうか。各局ありがとうございました。集 ご苦労様です。

★すいません。 についてはいろいろと苦心しております。ご

意見をお寄せください。

[JA1CP]昨年に続いての参加になります、前回と比べてホスト局

が少ないようで寂しいコンテストでした。★我々の力不 で申し

訳ありません がんばってホスト増やします。

[JR2WLQ]最後まで参加するかどうかを迷いましたが、ささやかな

抵抗を示すつもりのエントリーです。経過はあろうと思いますが、

種目の変更には結果として疑問、不完全さを禁じ得ません。あえ

てVUHF の仮 ANT を上げずHFのみでマルチエントリーです。

来年までには整備します。HF 仮 ANT では限界で~す。Hi★

中途半端なシングルバンド よりも、HF ロー、ハイバンドの

方が良かったというご意見ですね。手軽に参加できるシングルバ

ンド を希望される方が多かったので今回の改変になりました。

またご意見を参考に考えたいと思います。

[JA6FOF] 信 が無くなり残念。是 復活を。さもなくば不参

加。★今回は、JARL ニュースに掲載された 約の誤植でご迷惑

をおかけして申し訳ありませんでした。当コンテストから 信

が無くなることは絶対にありませんのでご安心ください。

[JH4JUK]所要のため前半のみの参加でした。★お忙しいところご

参加いただいてありがとうございました。

[JH4FUF]参加局が少ないようで残念でした。次回も、楽しみに

しています。集 ご苦労様です★たくさん参加していただけるよ

うにがんばります。

[JA2QVP]集 ご苦労様です。日曜日のみの参加でした。コンテス

ト常連局のサービスのみでした。★常連局には本当に助けてもら

ってます。

[JA0AO]各バンド参加局ワッチしても少なく淋しいですね シル

バーハム暑さにもめげず参加してみました。★OM ご参加ありが

とうございました。

[JF1OIJ]夏バテか？やる気が出ませんでした。一応ログは出しま

すが・・・★次回は体調整えてよろしくお いします それとも

「夏バテ」 作るかな・・・

[JR3NDM]集 ご苦労様です。開催時間を間違ってしまい短時間

の参加でした。★短時間でもありがたいです。来年は開始時間に

お 話しましょうか？

[JF6OVA]約２時間 れでの参加ですが、とりあえずログ送ります。

11 日は全く聞こえませんでした。★ １位です。 状お送りし

ます。

[JA6HYN]フルタイムの参加はできませんでしたが、とにかく楽

しむことができました。意外に若い方が 信に出ていらっしゃる

のが判ってうれしかったです。最 はコンテストの 信 が消

えていますのでこのコンテストでは是 信 を存続させてく

ださい★当コンテストは歴史的にも 信を最優先にしてきました

のでご安心ください。三重 信会ある限り大丈夫です。

[JH3CHV]私は「かくれ三重県人」昭和 34 年まで本籍地は津市で

した。ｈｉ★「かくれ三重県人」全国には沢山みえるはずなので、

もっと PR します。

[JA1XEM]来年もよろしく。★うれしいお 葉です

[JA5IVG]集 ご苦労様です。三重３３コンテストから名称が変わ

って初めて参加しました。県人局が意外と少ないと感じました。

それとご多分に漏れず JL 局も見つけることが出来ませんでした。

他のコンテストでももっと若い人にＰＲしてコンテストの面白さ

を分かってもらいたいですね。★コンテスト名も JARL ニュース

の誤植です。「オール三重 33 コンテスト」から変更ありませんよ。

「33」の意味は、「三重」＝「三が重なる」＝「三三」＝「33」

です。「さんさんコンテスト」と呼んでください。夏は太 が燦々

と降りそそぐ三重県へお しください

[JA1HHU]少ない点数でちょっと気が引けますが ★とんでもな

いです。ありがとうございます。

[JF3XMI/3]深北治水緑地公園で 2W+ダイポールの運用でした。

各局 TNX!★わざわざ移動運用をしていただいてありがとうござ

いました。

[JA1COH]JN8 月号 P20 のルール変ですね。1.9MHz が 話にあ

るなんて。★そうなんです。「 話 」ではなくて「 信 」

の間違いです。これが今回混乱をまねいてしまいました。申し訳

ありませんでした。 約の原本は三重県支 ホームページに掲載

されますのでそちらも是 ご参照くださいませ。

[JK1LUY]仕事の関係で初日しか参加できませんでした。次回は、

フルタイムで参加したいと思っています。また、来年お会いしま

しょう。73 ★JK1LUY 局のフルタイム参加を期待してお待ちし

ております。

[JG5DHX/5]10 日のみの参加となりました。★JG5DHX 局も次

回はフルタイムで

[JA5IDV]集 ご苦労様。移動の為フル参加できなくて残念 ★あ

らあら JA5IDV局もですね。期待してます。

[JA3HC]少しの QSO で申し訳ありません★いえいえ らないで

くださいOM

[JE2OUK]上位は当然ながら無理ですが、コンテストは楽しみで

す。５月の 岡県市町村コンテストにも是 参加してください。

★ 岡県市町村コンテストにエールを フレー フレー

[JA1DUA]コンディション当地では良くなく聞こえて来ません、

残念 ★次回はきっとコンディション良くしますのでお楽しみく

ださい

[JA1AAT]7MHzCW参加証送ってください。次回も参加します 73

★ごめんなさい。参加証は作ってないのでご勘弁を。アワードに

必要でしたら証明書お送りします。

[JA1VVH]今年は 1 局しか聞こえませんでした★それは寂し

い・・・もっと参加して頂くように努力します。

[JA5-3278]今年は三重県内への乗り込みがいなかったようです。

参加局が少なく残念です。今年も奈良 VUHF、JA9VHF そして

ヨーロッパ DXCW と同時に行われましたがログを出したのはこ

の三重 33 だけでした★ログご提出ありがとうございました EU

DX CWよりも重要視していただけて光栄です。

[JK2VOC]今年は、フル参加出来ましたが、参加局が少なく残念で

した。やっと委員 とＱＳＯする事が今回出来ました。某病院で

お見かけする事は多いですが、やっと 波の上でも会えましたね。

Hi★「委員 が参加してない 」って毎年怒られてるので、今回

は万事繰り合わせて支 宅から運用させていただきました。老



体には 話はつらいので 信でごかんべんを。

[JF2VAX/2]今年の移動は、色々な面で準備不 でした。なんと

か最後まで 波を出した・・という感じです。★お疲れ様でした。

次回は準備万全で

[JJ2SQJ]マルチバンドに初挑戦 しかし VUHF 帯での参加局の

少なさに唖然。支 さん何とかならないでしょうか。集 ご苦

労様です。★支 に厳しく っときます

[JR2UMU]２日目は娘にシャックを取られたので出られませんで

した。★うれしそうにシャックを乗っ取られるお父さんの顔が目

に浮かぶ・・・

[JE2SJH] 約に混乱がありましたが楽しみながら参加させて頂

きました。 子ログ提出が主流になりつつありますが、知人にウ

イルス感染者が出たため今回は控えさせていただきます★ファイ

ヤーウォールでのウイルスメールチェックとMacintoshでのメー

ル受信なので、まずは大丈夫と思います。次回は 子ログでお

いします。

[JL2QWL/2]翌日は２アマの国 だったので8/10 のみの参加でし

た。★国 に重なったんですね 配慮が らず申し訳ありません

でした。

[JM2VYA]集 作業ご苦労様です★ありがとうございます。今回

は くなって申し訳ありませんでした。

[JR2TLB]今回開局２７年目にて初めてコンテストに参加して、ま

た初めて 子メールでログ提出させていただき、大変勉強になり

ました。★お疲れ様でした コンテストに目 めていただいたで

しょうか。

[JO2AXB]集 お疲れ様です★お疲れ様です。

[JG2ZUP]集 お疲れ様です。半分仕事で途中でコンテストを打ち

きりました。参加だけでも出来て良かったです。宜しくお い致

します★休日出勤ご苦労様です。お忙しいのにご参加ありがとう

ございます。

[JP2TDQ]小学生として最後の年の参加です。★今年は中学生、ま

た参加してくださいね。

[JM2FCJ/9]集 お疲れさまです。去年に引き続き２回目の参加で

した。朝の が始まってすぐにHFハイバンドを運用しましたが、

意外にオープンしていてびっくりしました。しかし、それも 続

きせず、マルチ回しをするのに QSY の依頼をしつづけました。

QSO・マルチ共に去年より良い結果が出ましたので、まずまずだ

と考えています。★あっと驚くすばらしい成績でした 次回もよ

ろしくお いいたします。

[JO2EWL]時間が空いた時に極力参加しました。CQ を出す時間が

なく、呼びだけでしたので、目標とする局数まで達しませんでし

たが、十分楽しむことができました。実行委員の方々ご苦労様で

す。昭和 46 年から 47 年の 2年間だけでしたが津市岩田町に居住

していました。★お知り合いの三重県人がみえましたら、当コン

テストの PR をお いいたします。

[JR2JZO]今年こそは実家の 山町から参加しようと毎年思うので

すがなかなか実現しません★次回こそは、 山 原の 24 基の 力

発 力で運用を

[JF2FIU]寂しかったです・・・、でも常連局が頑張ってＱＲＶさ

れていました。集 審査ご苦労様です。★1位の FIU 局に寂しか

ったと われると・・・すいません、PR がんばります。

[JA6LAD]ＪＮ 約によると、使用周波数は「全アマチュアバンド

（3.8/10/18/24MHz 帯を除く)」とあり参加 は オールバン

ドと 3.5,7,50,144MHz の 4バンドしかない。シングルバンド参加

はこの 4 バンドのみで、 14,21,28MHz はシングルバンド

には含まれないと するのか。★その通りの 釈で結構です。

全アマチュアバンドにシングルバンド を 置すると・・・十

数 必要になるので人気のある４バンドに絞りました。

[JA3RK]コンテスト名に３３は付いていますか？ＪＮ発表の 約

には付いていませんが ごろ誤植が多いし、支 ホームページは

３３なので付いていると思っていますが・・・(HI)★ご推察通り

誤植です。「オール三重 33 コンテスト」の名称は変わってません

よ

[JA1KK]参加局が増えるよう工夫してほしい。他のコンテストと

重ならないよう配慮が必要（今回は JA9 コンテスト、奈良コンテ

スト、JARL 栃木コンテストが重なった）また旧盆帰省ラッシュ

の時になった。★OM 申し訳ありません。参加局の増加について

は努力不 と思い反省をしております。他のコンテストについて

は、当コンテストを避けて開催するように要望したいけど・・・

怖くてできません。旧盆帰省の件については扇国土交通大臣との

交渉になりますので・・・もっと怖いです。力不 で申し訳あり

ません。

[JM2LEI]初参加です。少ないですがとりあえずログ送ります。★

初めてのご参加いかがでしたか？次回もよろしくお いします。

[JO2HPO]今年も昨年に続いて惨めな結果でした、 子ログのお

気軽提出だからログを出せますが・・・・　紙ログだったら出し

ていないと思います。★ 子ログ様々です。お気軽に参加して、

お気軽に提出お いします。

[JF2IGP/1]7MHz も含めて、今年のコンディションは悪かったよ

うに思います。★天候の悪い中、いやコンディションの悪い中ご

参加ありがとうございます。

[JH2HUQ]初日の交信がほとんどで翌朝の 加は少しでした。

少々残念。 の県なのでおなじみの局 さんが多くて親しみの持

てるコンテストです。シングルバンドの 定で参加しやすくなり

ました。★「お気軽」と「親しみ」をモットーにしております。

これからもご愛 を。

[JL7AIA]今年は大 で移動できず、已むを得ず固定から参加しま

した。数局取りこぼし（CQ が短すぎ ）たようです。来年は山の

上からもっとQSO したいと ってます。ほかのバンドはチェック

ログとして提出します（1.9M 出られなかったので）。★県内局は

がんばってCQ TEST 出しましょう

[JK2BAP]集 ご苦労様です。パートタイム的参加になってしまい

ましたが、11 才の女の子と QSO でき感激しています。★三重県

のハムの将来を担う女の子です。交信おめでとうございます。

[JG1RRU]翌日のみの参加でした。9:30頃から 7MHz をワッチし

ましたが・・・10 時頃にMEを受信し今回も参加できました。★

県外局もCQ 出して下さいね。CQ に疲れてワッチしている県内局

もいると思いますので。

[JG2OHW]短時間の参加でしたが楽しめました。★楽しんでいた

だけるのが本望です。

[JG5AVM]今年もひじょーーに少ない局数ですが、ログサマリー

提出いたします。さすがにコンテストナンバーを送るのがちょと

気恥ずかしい年になってきました(^^;)Hi★おじさんに年の功だけ

自信を持ってもらうのも当コンテストの目的です。恥ずかしがら

ないでね。

[JM3KAN]オール三重コンテスト、初参加です、アパマン固定で

１０ｗでの運用、お相手局有り難う、次回も参加します。★初参

加ありがとうございます

[JI1IIF]今年はなぜ 33 コンテストではないのでしょうか。また昨

年までの 33 コンテストの意味を教えてください★JARL NEWS

の誤植でした。コンテスト名は変わっていませんよ。33 コンテス

トの意味につては JA5IVG局へのコメントをご参照下さいませ。

[JH7KSU]三重県内局もっと出て頂きかった★日本列島の真ん中

に位置するのですが、人口が少ないので・・・（ い訳）

[JG1GCO]年齢がナンバーというのはALL ASIA CONTESTと同

じでとてもおもしろいと思います★どうもありがとうございます。

年齢はその方が歩んできた人生を表すことができる最も簡単な方

法です。年齢を交換することによってお互いに尊敬しあったり、

慈しみあったりできればいいなと っています。

[JK1BII]今年もお世話になりました。★こちらこそありがとうご



ざいました。

[JS6BTO]2 日目の時間帯は沖縄では全く入感のない時間帯です。

21MHz だとなんとか。初日QRM が激しく残念です。三重県内未

交信市町村がありクリアしたかったのですが★なるほど、三重県

と QSO できるのは何時がいいですか？教えて頂ければ対処でき

るかも知れません。

[JA5UAA/5]お世話になります。次回も楽しみにしています★こ

ちらこそいつもありがとうございます。

[JH3USU/3]今回は三重 33 コンテストと奈良コンテストの私か

らのコンテストナンバーが同じでした。★一生に一度の幸運（？）

ですね

[JF2FMY]たまたまコンテストＣＱを聞いて２局にサービス。コン

テスト No に年齢はどうも送りにくいですね 参加証の発行を希

望します。★胸を張って年齢をおっしゃって下さい 参加証は発

行していないのでごめんなさい。

[JR2TRC]さっぱり三重の局、県人局みあたらず、結構いいところ

へいきませんか？★結構いいです。１位です。おめでとうござい

ます。

[JO1GJB]事務局の皆様には集 作業ご苦労さまです。今年も参加

させていただきました。　１エリアでは栃木コンテストがありま

したが、運良く三重県内局と交信てきましたのでエントリーいた

します。　ところで、このコンテスト名称は「オール三重」なの

か「三重３３」なのか、いまだにわかりません。★「オール三重

33 コンテスト」でございます。

[JR3FOS]できれば奈良VUHF コンテストと時間をずらしてほし

い★奈良 VUHF の時間をずらしてもらうという手もありま

す・・・が。そんなこと っていてはいけませんね。参加者第一

に考えます。

[JI3ZOX]クラブ員が集まらず、アパマン常置場所から夫婦２局で

の参加と成りました。★おしどり御夫婦でいいですね

[JA1-22825]今年も参加できてうれしく思います、県人局にまで

範囲が広がった割にはスコアは昨年の 1/4 にとどまりました。茨

城の人間よりも気の短い人はいないと思いますが、CQ を出してい

るのを見つけてもすぐに QSY されてしまうので得点にはほとん

ど結びつきませんでした。★県内局は CQ を出し始めたら同じ周

波数で 10 分間はCQ を続けるようなルールにしましょうか？

[JA6BEY/4]盛況のようでしたが飛びませんでした。★次回はぶっ

飛ばして下さい

★★★2002 年　第26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。

●今回の参加局数は、142局でした。1996 年 288 局、97 年 183

局、98 年 204 局、99 年 175 局、00 年 130 局、01 年 146 局と

昨年から参加局の減少がちょっと下げ止まってくれたかなと、よ

ろこんでいます。

●昨年から 子メールによるログサマリーの受付を開始しました。

昨年は参加 146 局中 39 局(26%)が 子ログでしたが、今年は参加

142 局中 55 局(39%)に増加しています。委員会としてもデータの

コンピュータ入力の手間が減るので大歓 です。

● 信 話 3.5MHz、7MHz、50MHz、144MHz， 信

1.9MHz、3.5MHz、7MHz、50MHz、144MHz でシングルバンド

を新 しました。以前の HF ローバンドとハイバンド、マル

チバンドの区分の方が良かったというご意見もありますが、以前

からシングルバンドのご要望が多く今回のような 約になりまし

た。他のバンドにも拡大するご要望がありましたらご連絡くださ

い。HFマルチバンドの復活も検討します。

●県人局の条件を緩和して、「三重県生まれまたは居住したこと

のある方」に変更しましたが、参加局の増加には貢献しませんで

した。「三重県に行ったことのある方」にしましょうか？？？

●次回の 約に盛り込む検討 題として、

１）ハーフタイム

シングル op マルチバンドで１ 増 可能かどうか検討します。

２）シングルバンド の増

みなさまからのご要望がありましたら検討します。

３）参加 、入 品

可能性について検討していますが、資金的になかなか難しいです。

４）県内登 クラブ対抗のハンディー制導入

三重コンテスターズクラブのやる気を削がない程度のものを導入

して、参加クラブの増加を促したいのですが。

５）バトルロイヤル の新

過去の入 者に参加資格を与えて、法律の範囲内で何をしてもよ

い を作ろうかと検討しています。コンテスト中の移動ＯＫ、

波の同時送信ＯＫ、シングルオペでも協力者ＯＫなどなど。１

位の方には最 級松 牛（BSEチェック済み）

●＜＜お詫び＞＞

最後になり申し訳ありませんが、今回、JARL NEWS8 月号に掲載

されたコンテスト 約に誤植があり、「 信 」が「 話 」

に間違って掲載されておりました。

対策として、サマリーシートに記入された誤った 名を、勝手

ながら当委員会で以下のように判断し、正 の に修正いたし

ました。

・ 名の略記号（例：ＣＡ１）は無視する

・「 話 」と記入されている局は「 信 話 」にする

・「 信 話 」と記入されてる局のうち、すべての交信が

　 信で行われている場合は「 信 」とする

皆様には大変ご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。

● 約、結果の発表や、コンテストについての 問、意見などの

受付も JARL 三重県支 ホームページ上で行っています。

（http://www.jarl.com/mie/）

●第 27 回オール三重 33 コンテストは 8 月 9-10 日に開催です。

多数のご参加お待ちしております。

JARL三重コンテスト委員会

支 　増田晴生　JA2KZM

委員 　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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