
第 28 回オール三重 33 コンテスト　コメント集

[JF2VAX]固定から三重３３に参加するのは久しぶりです。コンデ
ィション悪いですね。★今井くんご参加ありがとうございます。
DX Blog でも 33 コンテストの宣伝をお願いします！
[JH1RYE/2]初めて県内へ乗り込みました。★遠くからありがとう
ございます！三重でおいしいもの食べていただけましたか？
[JE2SJH]コンディションがよくなく、局数が伸びませんでした。
★7MHz 1 位です。おめでとうございます！
[JE2OOQ/SO2005/2]76 年開局，87 年頃就職と同時に 430FM
のみに。結婚，2nd 誕生で無線からすっかり遠のき，冬眠してき
ましたが，99 年新築を期に，本格的アース工事や 200V 対応の書
斎，屋上にはタワー設置用基台・・・と BigGun を夢見て設計し
たら，冬眠から目覚めてしまいました。しかし，近日中に固定局
も復活しますと言い続けて４年経ってしまいました Hi。JARL 長
野のスペシャルオリンピックスの記念運用に参加し，長いコール
サインで参加し，特に CW ではただでさえ長点の多いコールサイ
ンなのに大変でした。また，なかなか正確に取ってもらえず，そ
の点では CW の方がキチンと返してくださった方が多かったよう
に思います。啓発活動のつもりが，返って混乱を招くことになっ
てはしないかと心配です。御迷惑おかけしました。★おしゃれな
オバケの Q 太郎は伝説となっていますよ。
[JI2ZKX/2]毎年 33 コンテストに局舎アンテナ点検で参加してま
す。昨年は表彰楯を拝し誠にありがとうございました。今回は都
合で移動となりました。★気合いの入ったアンテナ点検で社団局
１位です！
[JA1XEM]14-28MHz がコンテスト対象バンドでないのにワッチ
していました。聞こえないのもコンデションのせいかと思ってい
ましたがログ提出段階で規約をよく見て対象外気がつきました。
★いえいえマルチバンド部門では対象ですよ、それとも HF ハイ
バンド部門の復活をご希望でしたら委員会にご要望を下さいね。
[JE2LSL]めずらしく 144ＭＨｚのＣＷ局と交信した。もう 10 歳
も若ければ、今ごろの季節は子供達と山にキャンプ行き、手軽な
144ＭＨｚで参加も楽しいだろうと思った。しかし、子供達は大
きくなり相手をしてくれそうもない。また、来年も「くそ暑い部
屋」から参加することになりそうだ。皆さんお相手よろしくお願
いします。★まだまだ移動運用がんばってください。まっ、山で
も部屋でも「くそ暑い」のからは逃れられませんが。
[JH7PSL]今年もお世話になります。開始早々から 2 時間ほどの
QRN。更にはオリンピック中継で局数も少くな気味。ハイバンド
は全く入感無し。集計ご苦労様です。★金メダル続出のオリンピ
ックには勝てませんでした・・・おつかれさまです。
[JA1CP]今回はハイバンドが全然聞こえず寂しいコンテストでし
た。★気温は高かったのですがコンディションが悪かったですね。
[JH4JUK]ここ数年１３，４局で頭打ちです。盆休みだけのせいで
は、ないと思うがどんなもんでしょうか。★県内参加局数の低迷
は支部の責任であると反省しておりますm(__)m
[JA5IVG]集計ご苦労様です。今の時期なかなかコンディションの
関係か、ＭＥ＆ＭＥＪ局が探せず苦労しました。交信いただいた
各局有り難うございました。★宝探しのような状況でごめんなさ
い。
[JA7AEM]ハイバンドも聞いてみましたが、コンディションがあ
まりよくなかったようです。★コンテスト開催時間がハイバンド
には良くないかもしれませんね。
[JA4AVO]1stQSO/町村などをコールしました。no QSL 局は呼び
ませんでした。★できれば AVO 局にとって価値のない市町村も
QSO してあげてもらえるときっと喜ぶと思いますよ。
[JH2FXK]オリンピックを見ながら参加していましたので新局を
取り逃がしたり見付けるのが遅かったりしましたが結果は如何
に？★結果は 1.9MHz、1 位です。両方楽しめてよかったですね。

[7M1VUE/1]集計 5963 です。初参加です。JAIA アワードのため
移動していたら聞こえていたので QSO しログを出します。★来年
もぜひ参加お願いしますね。
[JA6EOD]少しの時間の参加でした★少しの時間でも気にかけて
いただいて感謝です。
[JF6OVA]2002、03、04 年と少しずつ点数が下がってきている。
02、03 年賞状ありがとうございました。★今年も１位です！
[JN2QCV]８時間フル参加させていただきました。県内、県人の
参加局数がもう少し増えるともっと楽しめると思います。県外か
ら呼ぶには８時間は長く感じました。やはり県内に移動するのが
一番でしょうね。来年も参加したいと思います。ありがとうござ
いました。★フル参加お疲れ様でした。本当にありがとうござい
ます。県内局・県人局の増加は最優先課題として取り組みます。
[JI5XTW]ありがとうございました★次回もお声を聞かせてくだ
さい。
[JA3HC]少しの交信ですみません。コンディションが悪いです。
★いえいえ謝らないでください。そう、悪いのはコンディション。
[JK2BAP]集計ご苦労様です。今回気が付いたことですが、県内、
県人局の皆様の ID送出が頻繁に聞こえて、さすがにコンテスト慣
れした方々だなあと感心しました。★はい、三重コンテスターズ
や電信会を始めとしてただ者ではない方々を擁しております。
[JF3WNO/3]夜間に大雨が降ったので二日目のみの参加となりま
した。★次回は防雨設備で移動運用をお願いしますね。雷に気を
つけて。
[JG5CAJ]来年は長時間参加したいと思います。★うれしいご宣言
です！フルタイムでも８時間ですし睡眠時間も十分に取れる健康
的な規約になっております。
[JA2QVP]集計ご苦労様です。最近コンテスト参加局が少なくなっ
て寂しいですね。★そうですね、どうしたら参加局がまた増える
のか OM のご名案があればお知恵を貸してください。まじです。
[JR3NDM]集計ご苦労様です。★おねぎらいありがとうございま
す。ホントにうれしいです。
[7N4MXU/3]少しだけの参加ですが、ログ提出します。★ご参加
ありがとうございます。少しでもログを提出していただいてうれ
しいです！
[JO1KXP]短時間且つ少数でしたが楽しめました。また、来年も参
加してみたいと思います。★楽しんでいただけて嬉しいです。次
回もお待ちしていますね！
[JL7AIA/7]今年は土曜日から鳥海山に登って参加しました。狭い
のでバーチカルを張りましたが感電するのでやむを得ずホイップ
で QRV しました。今年も 2mでも三重県と 1 局出来ました。★感
電！誘電雷ですか、気をつけてくださいね。
[JA1FWY]よろしくお願いいたします。★OM ご参加ありがとう
ございました。次回もお願いいたします。
[JA6FOF]CONDX が悪く 7MHz 以外は全く入感ありませんでし
た。★今回も QSO は 7MHz に集中してしまいましたね。
[JA1COP]局数が伸びず残念でした。★次回はコンディションが良
くなるようにしっかり祈ります。
[JK1LUY]今年は、一局だけの QSO　次回は、がんばりたいと思
います。★めっちゃ期待しております！
[JA2RP]144MH電信での参加でしたが、県内局が非常に少なく残
念でした。奈良コンテスト、JA9 コンテスト等が重なって県内局
を探すのにも苦労しました。★ご苦労を強いてしまって申し訳あ
りません。なんとか両コンテストを抑えるほどに当コンテストを
賑やかにさせたいのですが・・・ご協力をよろしくお願いいたし
ます。
[JI6TJL/2]土曜日が出勤だったので、アンテナ設営の時間が足り
ず、シングルバンドでの参加となりました。機会があればマルチ
バンドで参加させていただきます。★今年は土日で休暇を取って
ください！三重県民 160万人を代表してお願い申し上げます。



[JI3ZOX]今回はギリシャでのオリンピックと重なりコンテスト
参加局が少なく感じました、やっぱり柔道はテレビ観戦してまし
たが(^o^)三重コンテストも時間の許す限り参加しました。集計局
ご苦労様、次回も参加予定です。★三重県人から金メダルが２つ
出ました！マラソンの野口みずき、レスリングの吉田沙保里です。
応援ありがとうございました！
[JA5-3278]HF ハイバンドがさっぱりでした。★コンディション
に左右されやすいのでダメなときはがっかりですね。
[JK2VOC]集計お疲れ様です。コンディションが悪く、県内局も
例年以上に少なく感じました。隣接県の奈良ＶＵコンテストの方
が賑わっている感もありました。参加局の割りには、時間がまだ
長く感じて終盤は、ＣＱの連呼となりました。21:00～24:00＋
09:00～12:00 とあと２時間削っても良い感じがしますが・・・
★県内MIXマルチ優勝局の意見ですから信頼性があります。彼か
らは毎年「時間短縮」の意見をいただいておりますが、気の短い
人の意見だけ聞くのもどうかと思い保留しております。みなさま
のご意見をお寄せ下さい。それから、県内局の参加局数を増やす
のは県内局の使命であると思って引き続きご協力をよろしくお願
いいたします。
[JH2RMU]オリンピックもあり参加者が少なかったかな。高いバ
ンドがダメでした。★ビッグガンがそうおっしゃるのですから信
頼性があります・・・。
[7N4BGU/2]初参加です。短い時間でしたが、地元の方との QSO
を楽しむことができました。★乗り込み参加ありがとうございま
す！実家が三重県ですか？
[JA2XOA]集計作業お疲れ様です。今年もＨＯＭＥから声を出さ
せて頂きました。ＢＦなＡＮＴで狭範囲での交信でしたが、６ｍ
ファンとして５０ＭＨｚＢＡＮＤのにぎやかし　にボランティア
精神を発揮してます（ｈｉ）。頑張ろう県内局！！★声援ありが
とうございます！頑張ろう県内局！！
[JR2TLB/2]今年で３年連続参加の３３コンテスト、例年参加局が
減少している中で今年は１００局を目標にして交信できた事が良
かったです。★ご努力のおかげですばらしい結果が付いてきまし
た。
[JI4EAW/2]集計ご苦労様です。昨年のコメント集でお誘いを受け
たので Hi。三重 33 コンテストをメインで参加させていただきま
した。青山高原は涼しいを通り越して少し肌寒かった・・・。★
前回は奈良 VU コンテストをメインに参加されたのですが、今回
は三重 33 をメインにしてください！とお願いをしたんでしたね。
涙がちょちょぎれます。青山高原は風車が 24本に増えたので涼し
くなったのでしょうか？！次回もよろしくお願いいたします。
[JF2CTT]移動サービスも考えましたが、朝から山の上は雷。家で
のVHF運用でした。来年は世界遺産の上からでも・・・。★はい
安全第一です。次回は世界遺産からの運用たのしみにしていま
す！
[JO2BUM]オリンピックと重なったからか局数が少なかった印象
です。県人局と交信いただくことがありませんでしたが、もう少
し工夫が必要ではないかと・・・★次回は愛・地球博と重なるの
ですが・・・8月 13日 14日はコンテストにご参加をお願いしま
す！
[JL2PCI/3]集計ご苦労様です。CQ コンテスト出せともコンディ
ションが今一さっぱり応答無し。局数かせげず残念でした。★ご
苦労をおかけしました。次回は県内局の参加を増やすように努力
いたします。
[JR2JZO]古いログを見ていましたら第 1 回オール三重 33 コンテ
ストのページが出てきました。第 1 回は 11 月にやっていたんで
すね。実家がある名賀郡青山町が伊賀市になります。ふるさとが
無くなるようで寂しい思いがします。★それはすごい。私の生ま
れてない頃の・・・（ウソです）。もしもコンテスト規約や結果
などの資料がありましたらお譲りいただけないでしょうか。支部

にも残っていないのです。
[JL2VZJ]集計及び編集お疲れさまです。試しで電子ログアップし
てみました。★電子ログで申請するとあっけないですよね。集計
する側にとってもデータ入力の手間が省けますので非常にありが
たいです。
[JF2FIU]集計審査ご苦労様です。多忙で少ししか QRV できませ
んでした。またオリンピック開催中のさなかで報道されている TV
にも釘付けでした。来年も参加したいと思いますのでよろしくお
願いします。★参加予告ありがとうございます！次回は 33コンテ
ストに集中できるようにお祈りしています。
[JR3NZC]奈良コンテストと同時に２つ楽しめました。★この余裕
がＯＭの貫禄ですね。当コンテストの問題点をむしろ楽しみにか
えていただけて感謝です。
[JH3USU/3]三重コンと奈良コンのナンバーがややこしくて混乱
しますが、かえって夫れが面白かったりして。★こちらにも余裕
のＯＭが！３エリアはこんなにも熟成されているのですね。
[JA5UAA]いつもお世話になります。次回もよろしくお願いしま
す。★こちらこそ毎年お世話になってありがとうございます。次
回も楽しみにお待ちしておりますね。
[JK2XLJ]９年ぶりに 33 コンテストに参加して懐かしい方にもお
会いでき楽しかったです。★彗星みたいに次回も９年後とおっし
ゃらずに毎年お声を聞かせてくださいね！
[JF1QJD]昨年に続き２回目の参加です。★次回も県内局、県人局
を探してください！
[JG1RRU]集計お疲れ様です。次回もよろしくお願いします。★今
年の夏はどんな夏でしょうか？またお会いできることを楽しみに
しています。
[JH2HUQ]出来る限りワッチしてみましたが取りこぼしが多かっ
たと思います。参加局は例年通りか少し減少気味と思われます。
お盆の開催はどう影響するのでしょうか、出来ればさける方向で
調整をと思いましたが、FD、KCJ に前後をはさまれてましたね。
開催日枠取りも大変ですね。★ご指摘の通りで夏の大コンテスト
に挟まれて８月第２週末からずらすことは出来ません・・・現在、
開催日を大きく変える計画があります。
[JA3RK]建物外装のため５Ｆ建の全面に足場が組まれています。
工事が盆休みなので防護ネットの隙間からワイヤーを引き出しＡ
ＮＴを仮設してＱＲＶしました。★曲芸のようなアンテナ架設で
すね。足場に給電したら・・・と悪魔のささやきが聞こえてきま
すが。
[JA2PYD]家事の合間に出ました。娘が出産のため里帰りしコンテ
ストに参加するなんて以ての外と怒られそう。でも気になるしね。
ちなみに年は56歳XYL。★お孫さんのお名前は決まりましたか？
「みえ」とかどう？男なら「重三」ちょっとおもいか。
[JR5PPN]お世話になります。少ない交信局数ですがログを提出さ
せて頂きました。よろしくお願いします。次回も楽しみにしてい
ます。★ご参加ありがとうございました。次回はコンディション
が良くなるように天の岩戸でおどります。
[JH7KSU]昨年より局数UP しましたが県内局の参加を望みます。
また来年よろしくです！★県内局がたくさん出てくるようにＰＲ
いたします。
[7M4PEQ/1]集計ご苦労様です★優しいお言葉に涙が出ます。こ
のコメント集作るのが一番時間が掛かるんですが、一番楽しい作
業です。
[JG3SVP]ANT が不調のため仮説 ANTから出ました。次回は整備
して出ます。★三重県向けにバッチリ調整してくださいね！
[JG1GCO]残念ながら 1 局しかQSOできませんでした。年齢がマ
ルチになるのはおもしろいですね。★ありがとうございます。年
齢マルチはALL ASIA と当コンテストだけかと思います。
[JR2TRC]オール三重 33、JA9、奈良コンテストすべて参加！私
がこの部門 1 位と確信！★そのとうり１位でした！他のコンテス



トはどうでしたか？
★[JR9HCV/9]今年は石川県輪島市へ移動しました（JA9VUコン
テストを兼ね）．今年も 430FM で何とか三重県内局 1 局と交信
できました．実のところは 430FM で多くの局との交信を期待し
ていましたが，三重県向けにはロケが悪かったようで残念です．
430MHz
部門がないので FM モードへ提出します．★遠方からのご参加あ
りがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。
[JA4-37294]今年は無事参加できて FB でした。★成績もＶＹＦ
Ｂでしたね！
[JA1-22825]終了間際の２時間弱の参加となってしまいました。
コンディションが悪かったため Hiband は全く NG でした。ログ
シートが１枚だけというのも寂しい限りです Hi★次回はハイバン
ドのコンディションがよくなるといいですね。

★★★2004 年　第 28 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、130 局でした。2000 年とならび当コンテ
ストの最低参加局数です・・・。2000 年からやや増加傾向にあっ
たのですが、ハイバンドのコンディションの悪さと日本勢のがん
ばったオリンピックが影響したのか最低ラインに落ち込みました。
次回は 150 局を目標に PRにがんばります。

●2001 年からの電子メールによるログサマリーの受付は年々増
加しております。
　2001 年：参加 146 局中 39局(26%)
　2002 年：参加 142 局中 55局(39%)
　2003 年：参加 144 局中 61局(42%)
　2004 年：参加 130 局中 59局(45%)
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。

●第 29回オール三重 33コンテストは 8 月 13-14日に開催です。
多数のご参加お待ちしております。特に県内局の皆様、万事繰り
合わせの上ご参加下さい！

●次々回、第 30回オール三重 33コンテストについてお知らせし
ます。三重県支部の行事改革の一環で、今後、三重県支部大会を 6
月に開催することになり、オール三重 33コンテストは 2～3 月の
開催に変更予定です。日程は現在調整中で、決まり次第ご愛顧い
ただいているみなさまにご連絡いたします。規約についても生ま
れ変わって再スタートすると思いますので、ご期待下さい。

●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のでご利
用ください。（http://www.jarl.com/mie/）

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


