
第 27 回オール三重 33 コンテスト　コメント集

[JJ2SQJ]コンテスト前日と当日にやってきた台風 10 号の暴風雨
で全バンドのアンテナが SWR3以上で参加するのをためらいまし
たが、カプラーを入れてなんとか 1.9MHz で運用出来ました。耳
が悪くなりご迷惑かけました。集計大変ご苦労様です。★台風の
中お疲れ様でした！
[JE2SJH]各局ありがとうございました。★7MHz 優勝おめでとう
ございます。
[JA2TMK/1]頑張って続けてください。毎年楽しみにしています。
★応援ありがとうございます！
[JJ1LRD]コンディションがもうひとつぱっとしませんが、参加さ
せていただきました。★ご参加ありがとうございました。今年は
ぱっとして欲しいですね。
[JH7PSL]台風の直撃に備え、空中線系を降下していたため運用可
能な範囲で参加しましたので、局数も少ないですが、集計ご苦労
様です。★台風通過コースにはハンディーが必要ですね。それと
も台風部門を作るか？？？
[JH6KDY]参加局があまり多くなかったようでした。また若い人
が特に少ない様でした。また参加予定。★ありがとうございます。
支部でも若者が少なくて・・・気は若いのですが。
[JI1CUP]7MHz帯以外はあまり県内局を見つけることが出来ず、
ちょっと寂しかったです。★寂しがらせてごめんなさい。次回は
県内局、県人局にがんばってもらいます。
[JR1CHU]何年ぶりかのコンテストです。淋しい局数でした。 １
４,２１Ｍｈｚが開くともっと楽しくなるのでしょう？★こちら
も寂しがらせてしまってごめんなさい。
[JA0GZ]電信の部門がないようです。電信のみでマルチバンドで
参加。勝負は意識しておりません。ビリを毎回つとめております。
★JNのミスプリでご迷惑をおかけしました。このコンテストは電
信部門が無くなることは絶対にありません。三重電信会ある限
り！
[JH4JUK]盆休み前の休日でのんびりとコンテストに参加、電信ワ
ッチするも局数少ないコンディション良くないのかな。★電信参
加局は結構多いのですが、コンディションが悪かったですね。
[JA1COH]JN のルールにミスプリントはありませんか？1.9MHz
で電話に出られるなんて信じられません。たぶん電信のミスプリ
ントだと思ってエントリーします。★信じられませんよね。お察
しの通りミスプリです。
[JG0AXT]台風１０号のお陰で参加少なかったかな？私は土曜の
夜１時間ほど参加できました。★コンテスターは台風ごときでく
じけませんが、もっと怖いもの（人）があるのかも・・・
[JA2QVP]集計ご苦労様です。10 日は仕事のため土曜日の夜だけ
の参加でした。1.9～7MHｚをのぞいてみましたがあまり参加局
がいませんでしたね。最近はどのコンテストも参加局が減少して
寂しい限りです。★ありがとうございます。ハム人口が減ってい
るから仕方ないかもしれませんが、稼働率も下がっているのだと
思います。
[JA4AVO]活発なコンテストでした。来年も参加します。鳥羽市
(JCC)を期待したのですが参加局有りませんでした。★貴重なご感
想ありがとうございます！鳥羽市ですね、おまかせください。
[JQ2CZJ]台風に備えてベランダのアンテナを前日に撤去。もしも
通過が 1 日遅れていたら・・・別な意味でハラハラドキドキのコ
ンテストでした。★備えあれば憂いなしですね。次回は、台風に
はご遠慮願う予定です。伊勢神宮の風の宮にお祈りしておきます。
[7N4TEN]参加部門コード C が電信部門だとの思い違いをしまし
た。昨年の JARL News を見ても同様だったので、はじめて「電
話」部門があることを認識しました。★いえいえごめんなさい。
「電信部門」の誤植です。
[JH2FXK]台風10号の後だったので参加局がいるか心配でしたが、

各局の元気な信号を聞き安心しました。★CW でも元気かどうか
わかるなんてスゴイ！
[JL3IVX]常置場所にて、釣り竿アンテナにコイルを追加して１．
９ＭＨｚ帯で数局と交信しましたので電子ログを提出します、次
回は全バンドで交信したいと思います。★もうひといきで 1 位で
したね。次回はオールバンド釣り竿アンテナで!?
[JA0QBY]1.9mhz のみの qso でした。★次回はシングル？マル
チ？ぜひご参加を！
[JF6OVA]台風 10 号の影響でしょうか、県内局が少し減ったか
な？水害に遭われた方にはお見舞い申し上げます。昨年に続き JN
ミスプリでしょうか。★JNには注意していただくように申し入れ
ました。県内局減少は台風の影響と言うことで・・・お許し下さ
い。
[JA6HYN]CWの参加局は思ったより少なかったようですが、CW
部門の存続をお願いします。★ご心配なく！CW は永遠に続けま
す。
[JR1NKN]交信ありがとうございました。またがんばりたいと思い
ます。★ご参加ありがとうございました。今年もお待ちしており
ます。
[JR3NDM]集計ご苦労様です。今年も楽しく参加できました。★
楽しんでいただいてとてもうれしいです！
[JA1XEM]少しだけの参加になりました。★次回はもう少しお願
いしますね！
[JE2LSL]いつも暑い時のコンテストですが、今年は涼しかった。
また、来年もよろしくお願いします。★そうですね冷夏でした。
夏はやっぱり暑くないとコンテストも盛り上がりませんね？！
[JF3RSF]参加局が少なかったようですね。★申し訳ありません。
私の責任です。
[JA1HIY]所用で纏まった時間がなかったですが、有意義に交信が
出来ました。感謝します。★こちらこそ、お忙しい中コンテスト
を盛り上げていただきありがとうございます。
[JA6EOD]少しの時間の参加でした。参加部門の表示で、電話部門
に 1.9 メガがありましたので、あえて（CD2-7)で提出してみます。
★前回に引き続き今回も JARL NEWSに掲載された規約に誤植が
ありました。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。JA6EOD 局
の推測通りCD2-7 は電話ではなく電信部門です。
[JA1AAT]7MHzCWで参加。時間の関係で 3 局のみ。次回も参加
したい。★次回はぜひ時間を作ってフルタイムで信号をお聞かせ
下さい。
[JH6NEC/1]0.5W＋ベランダの超短縮(1m)モービルホイップで
の参加でした。 弱い信号を拾って頂いた局に感謝感謝！★電波っ
て本当に神秘的ですね。
[JH7OUW]用事があり３局のみでした。★ログサマリーご提出あ
りがとうございました！
[JH9ATT]台風の影響とタイミング良く帰省したので常置場所か
らの参加です。★台風の影響もなく 1 位です。
[JI6TJL/2]コンテスト前日に愛知県の実家に戻りマルチバンドで
参加する予定でしたが、台風の影響で帰省が遅れ、コンテスト終
了の 1 時間前に愛知県入りしてごく短時間のみの参加となりまし
た。来年はフルタイムで参加したいと思います。★朝からお疲れ
様でした。当コンテストは毎回、台風とカミナリとの戦いですね。
[JA1VVH]1 局しかQSOできませんでした。★1 局でもありがた
いです。ご参加感謝します。
[JI3ZOX]今回はパソコン購入日と重なり、資料その他整理および
セットアップの為に余り交信できず。サマリーおよびログを電子
メールで送りました、集計局ご苦労様です。★あっという間の１
日だったでしょうね。次回はそのパソコンで電子ログかな。
[JK2VOC]県内局も少なく、またハイバンドのコンディションも
悪く、過去最低の結果のコンテストとなりました。年々参加者も
減っている気がします。そろそろ日程の再考も必要では？12月の



第 3 週末が空いている様に思います。またコンテストの開催時間
も、今の状態では、長すぎます。前半 21:00～24:00 後半 09:00
～12:00 で良いように思います。この 8 月 2 週末は、隣接県（奈
良と近距離 JA9）のコンテストが同時開催されているのも混乱の
一つと思います。両コンテストともナンバーの相互乗り入れが出
来ないのも一つです。（JA9 と合わすなら通常の JARL コンテス
ト形式　都府県支庁ナンバーと県内 JCC/JCG）回避の方法もある
と思いますが、如何でしょうか？現行ルールで行うなら日程と再
考をしないと、隣接県でも同一日にコンテストがあるのが、原因
の一つに見えます。また開催時間も前半 3 時間、後半 3 時間で合
わせて 33コンテストって如何でしょうか？（これは、冗談ですが
Hi）★貴重でかつ具体的なご意見をありがとうございました。で
きれば JA9や奈良コンテストを吹き飛ばす勢いで盛況になれば問
題はないのですが・・・
[JA2HVO]参加局数が今年も少なかったですね特にＶＨＦは★お
疲れ様です。ここ数年は低空飛行です。20年前に戻ったと言えば
そうなのかもしれません。
[JA2XOA]コンテスト委員会の皆様，集計作業お疲れ様です。今
年も台風直後の開催となりましたね。（＾＾）ｖ　当局は常置場
所からゆっくり参加しました。各局ありがとうございました。　要
望：使用周波数の表記を「ＪＡＲＬ主催コンテスト使用周波数帯」
と明記の事。★当初、10/18/24MHz も当コンテスト使用周波数
として JARL に申請していたのですが認められなかった経緯があ
り、「ＪＡＲＬ主催コンテスト使用周波数帯」はあえて明記して
おりませんでした。次回からは参加者の便を重視して明記したい
と思います。ご指摘ありがとうございました。
[JE2HXL]台風の影響の余波もあったと思いますが、交信した局か
ら、今年は県内参加局が一層少ないとの意見を多数いだだきまし
た。あと、コンテストナンバーは年齢よりも都道府県ナンバーの
方がわかりやすいのではないかと思います。★県内参加局の増加
策に努めたいと思います。それと「わかりやすい」と言うのはエ
リアナンバーからある程度何県か絞れると言うことでしょうか？
どちらも２ケタの数字で差はないような・・・また詳しくお教え
下さいませ。
[JH2WWK/2]年1回の三重県のコンテスト盛り上げていきましょ
う。もっと参加のアピールを！★ご声援ありがとうございます！
力づけられました、がんばります。
[JR2TLB]昨年一位を頂き、今年も２年連続をねらい、昨年の２倍
の交信数６０局を目標にチャレンジしました。★２年連続１位で
す！次回は支部役員対抗部門を作りましょうか。
[JG2KKG]今までは地域クラブの行事と重なっていたので参加が
出来ませんでした。やっと参加できましたが、準備不足でマルチ
バンドで参加できませんでした。来年はその辺も考えてシステム
構築したいと思います。★是非ともマルチバンドで TLB局を負か
してください。
[JP2TDQ/2]中学生になりました。ＣＷの打てるＹＡＷＡＲＡちゃ
んを目指しています。★柔道部ですか！CW コンテストもある意
味格闘技ですからね。周波数の取り合いも力（パワー）より技で
勝負！
[JR2JZO]JA2YAL（津高電気部）昭和 51 年卒業です。あのころ
は高校のクラブ局がたくさんあったのですが、最近はほとんどコ
ールサインを聞きませんね。★おっしゃるとおりですね。高校ク
ラブ局同士の競り合いが懐かしいです。
[JR2WLQ]近年まれに見るスコアーでしたが、今年もやはり出な
いではいられませんでした。田舎ゆえに厄年で何か、特にタワー
建設なんぞと思えば諸々うるさくて。あと少しの我慢ですがオー
ルバンドでやはり出たいです！天候の影響もむろんありますが、
部門区分も少々影響があるのでは？今年は静かでしたね。★2004
年は新しいタワーを建設して、さらにブッちぎりですね。期待し
ています。

[JA0ADY]三重がなかなか聞こえてこず疲れました。県内局もCQ
の空振りが多くさぞお疲れのことでしょう。このままだと・・・？
★県内局への参加依頼と、県人局の発掘を課題とさせていただき
ます。
[JA6FOF/6]電信部門を設けて下さい。★ごめんなさい。じつはあ
るんです、「電信部門」。
[JA5IVG]集計ご苦労様です。コンディション悪かったですね。ハ
イバンドが全然ダメで３．５、７ＭＨｚのみ交信できました。交
信いただいた三重県内局、県人局の皆様有り難うございました。
★県内局のパワー（出力）が弱かったのかもしれません。電離層
を活性化するくらいのパワーを出さねば！
[JA3RK] 今年もお世話になります。若いOp に会うたびに恥ず
かしくなって来きましたが、送信ナンバーを途中で 00に変えると
ややこしいのでそのまま通しました(hi)。3.5MHz 以外はチェック
ログです★この世界、年齢は誇りと信じてこのコンテストナンバ
ーを維持してきました。再度申し上げますがアマチュア無線技士
は技が勝負です。技は年を重ねて磨き上げるもの。そのことは若
者も承知していますし年長者を尊敬しています。OM、恥ずかしが
らないでください。私達も直に年を取ります・・・
[JH2HUQ]県内県人局とも大幅に参加局減でした。台風 10号のせ
い？台風一過で再び夏の訪れ、されど寂しいコンテストになって
しまいました。来年を期待しましょう。★期待して下さい。県人
局がもっと全国にいるはずです。探し出します！
[JL7AIA]台風の影響で三重各局は大変だったろうと思います。昨
年のような賑やかさが無かったのは仕様がありませんね。3.5Mと
144M（144 は当局移動）で SVC QSO しました。★ご存じの通
り三重県は台風銀座でして、台風様は必ず三重県上空を通過しま
す。それゆえ、台風の備えも完璧にしていますのでご心配なく。
メインアンテナが吹き飛ばされても、すぐにサブを立て直しま
す！？
[JH1LAH]ウイルスが心配なので紙ログです。それにしても
jarl.com大丈夫ですかね。3.5MHz は 1 局も聞けませんでした。
★今回は 61通の電子ログをお受け取りしましたが、ウイルスの付
いたものは有りませんでした。firewall でメールのウイルスチェッ
クもしていますのでご安心下さい。
[JA3HC]CONDX が悪く、また、CW では三重県内局の参加が少
なかった★県内局にはもっとCQを出すようにして欲しいですね。
[JG2OHW]8/10 は勤務日だったので局数が伸びませんでした。日
曜日は 8 時からでなく 6 時からを希望します。★検討させていた
だきます・・・日曜日は朝寝坊したいなあ（独り言）
[JR4HNT]初めて参加しました。室内に張ったＡＮＴ（ｈｉ．．）
でしたのでＱＳＯ局数は　少なかったですが、楽しめました。ま
た参加させていただきます。★ありがとうございました。次回は
是非とも屋外にANTを張ってもっともっとお楽しみ下さい。
[JA6QDU]短時間の運用に終わりました★お忙しいのにご参加あ
りがとうございました。
[JF2IGP/1]前日の台風でコンテストどころではなくなってしまっ
た局もお見えになったのではないかと心配しております。★ご心
配ありがとうございます。
[JI1IIF]全ログ提出者の中から抽選で△名様に三重県産品のプレ
ゼントという楽しみがあればよいと思います。★松阪牛、伊勢エ
ビ、真珠、的矢かき、あわび・・・程度の品でいいですかねぇ。
誰かスポンサーになってぇ！！！
[JO1GJB]事務局の皆様には集計作業ご苦労さまです。今年も参加
させていただきました。　年々、参加局が減っていく中で、そろ
そろ何かが必要な時期かも知れませんね。　ログ・サマリーの提
出をメールで出来るのはとてもＦＢです。が、詳しくはＨＰを見
て下さい、ではなく、ＪＡＲＬ誌上に記載して下さい。★ご参加、
そしてご指摘ありがとうございました。「そろそろ何か」を考え
ています。



[JI2GVL]参加局が少なかったようですが、楽しめました。★あり
がたいお言葉！フォローありがとうございます。
[JH2WHS]孫台風に時間を取られてしまい、ほんのわずかの参加
でした。★今回は短時間参加型が多かったようです。
[JH7KSU]三重県局参加が少なかったのか？★もともとハム人口
も少ないのですが、PR不足も大きいです。反省。
[JL1TYY/1]集計お疲れさまです。９日だけの参加でした。たくさ
んのコンテストが重なっていて、なかなか三重までは届かなかっ
たみたいで残念でした。★UVHF の参加各局にはご迷惑をおかけ
しています。
[JA2BGR]３局交信しただけですが、提出します。★お手数をおか
けします。ありがとうございました。
[JI2QIX/2]交信していただいた局長さん、ありがとうございまし
た。★ログを提出されなかった局も含めご参加の皆様には私ども
からも本当に感謝いたします。
[JI4EAW/3]集計ご苦労様です。奈良VUコンテストに参加時、交
信＆ナンバー交換いたしましたので LOGを提出します。なお、チ
ェックログとして部門外の交信も得点 0 にした上、記録しておき
ます。★ログ提出ありがとうございました。次回は当コンテスト
をメインに参加していただけるとすごーくうれしいです！
[JR9HCV/9]430FMで1局ですが石川県から三重県内局と交信で
きました！以前から注目していたこのコンテストに，普段から運
用している 430MHzFM で初めて参加でき，嬉しく思います．残
念なのは，430MHz 部門がないこと．FM モード部門に提出しま
す．来年も三重県内局との交信を楽しみにしています．★JA9 コ
ンテストを尻目に当コンテストに注目していただいてありがとう
ございます！
[JA5-3278]毎年奈良V/UとJA9V/Uコンテストと重なりますが、
三重 33だけにログを出しております。コンテストの参加局も減少
している様で SWL としては数少ない県内／県人局を探すのは大
変です。Hi。２日目は法事のためほとんどワッチ出来ず近年まれ
に見る低得点となりました。★うれしいお言葉。もしかして三重
県ファン？おいしいモノいっぱいありますよ。ぜひお越し下さい
ませ。
[JA1-22825]台風の影響か移動局が少なかったようですね。今回
もダイポール１本での参加でした。★そうですね、山岳移動は無
かったです。ありがとうございました。

★★★2003 年　第 27 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。

●今回の参加局数は、144 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、
02年 142 局と 96年から半減ですが下げ止まったようです。　10
年前の 1994年 404局をピークに 1986年 148局と同レベルに下
がってしまいました。　せめて 200 局台にしたいところです。

●2001 年からの電子メールによるログサマリーの受付は順調で、
2001 年は参加 146 局中 39 局(26%)、2002 年は参加 142 局中
55局(39%)、今年は参加 144 局中 61局(42%)でした。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迎です。

●昨年から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、まだ参加局の増加にはつ
ながっておりません。　みなさんの周囲に三重県生まれや、住ん
だことある人いませんか？

●＜＜お詫び＞＞
前回お詫びした内容とそっくり同じです、今回も、 JARL

NEWS7/8 月号に掲載されたコンテスト規約に誤植があり、「電
信部門」が「電話部門」に間違って掲載されておりました。

対策として、前回同様にサマリーシートに記入された誤った部門
名を、勝手ながら当委員会で以下のように判断し、正規の部門に
修正いたしました。
・部門名の略記号（例：ＣＡ１）は無視する
・「電話部門」と記入されている局は「電信電話部門」にする
・「電信電話部門」と記入されてる局のうち、すべての交信が
　電信で行われている場合は「電信部門」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。
次回は、このようなことが３度と起こらない様に編集部に申し入
れをさせて頂きました。

●規約、結果の発表や、コンテストについての質問、意見などの
受付も JARL 三重県支部ホームページ上で行っています。
（http://www.jarl.com/mie/）

●第 28回オール三重 33コンテストは 8 月 14-15日に開催です。
ちょうどお盆にあたりますが、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


