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[JE2YOK]近場のコンディションが悪く交信できた県内局は少なか
ったです.一世を風靡したアマチュア無線も今や先細りの状態で

すが、来年も 33 コンテストには参加します.★最後に残ったみな
さんが本当にアマチュア無線を楽しめばすばらしい事と思います.
またよろしくお願いいたします.来年は 5 月 4～5 日です． 

[JF2CRP/2]初参加です.県外局での参加予定でしたが、どなたかの
ブログで県内局が少ないと読み、急遽県内局で参加しまし
た.1.9MHz の移動運用も今回が初めてだったのですが、河川敷に

張った 40m ワイヤーはやはりよく飛び予想以上の QSO 数ができ
ました.★どなたかのブログ効果絶大ですね！CRP 局のおかげで県
外局の参加者も 9 局と盛況でした． 

[JE2SJH]北米局が Run していたのには、びっくりしました.それに
してもコンディションが悪すぎましたね.来年はもう少しコンデ
ィションが上がっているかな?★N6TI 局と QSO されたのですね．

海外のコンテスト HP にもルールの掲載をお願いしているので、
少しずつ DX 局の参加が増えてくる事を期待しています． 
[JR2UMU]自宅ガレージのモービルからモービルアンテナでの運

用でした.★自宅モービルですか．．．家に入れてもらえなかった？ 
[JO2ASQ/2]144/430MHz はチェックログとして提出★合間に
144/430 もサービスしていただきありがとうございました． 

[JF3NAO/2]いつもお世話になります.今回、2 回目のコンテスト参
加となります.昨年は県外局で参加しましたが、今年は湯の山温泉
でゆっくり温泉に入ってくる目的とあわせて県内局にての参加と

なりました.コンテストの感想として、VUHF 帯は少し静かかなと
思いました.実は 7MHz にも CW にて出ましたがこちらは結構賑わ
っておりました.もう少し参加局がおればと思った次第です.各局、

FBQSO 有難うございました.★県内遠征ありがとうございました．
三重県は県内局が少ないので遠征は大歓迎です．来年もよろしく
お願いいたします．来年は 5 月 4～5 日です． 

[JP2TDQ]用事があって 1 時間弱しかオンエアできませんでした.
何しろコンディションが悪いので、時期的にもっとコンディショ
ンの良い時期に変えられませんか?他のコンテストの重複の件も

あるでしょうが、余りに呼ばれないのには参ってしまいます.★は
い、TDQ 局のお悩みに応えて支部長が考えてくれました．来年は
5 月 4～5 日です！春のコンディション真っ盛りです． 

[JR3KQJ]今年も県人局として楽しませて頂きましたが、県内局の
参加が少ないですね.★一つのアイデアですが、過去の当コンテス
ト入賞者も名誉県人局としてエントリーしてもらう事を考えてい

ます． 
[JA2MEI/2]今年は隣町にて 3.5M はモービルホイップ、7M はダイ
ポールで QRV しました.夜は冷えてきて早々に退散してしまいま

したが、日曜日は FB な日になり楽しくコンテストに参加すること
が出来ました.★冬の野外運用ありがとうございました．楽しくご
参加いただけて光栄です． 

[JK1SDQ]Condxの悪さに悩まされる.7MHzでも三重県局が聞こえ
ず.県人局として CQ を出せたのがせめてもの楽しみであった.マル
チから参加局の高齢化が実感させられた.★ハムの高齢化がよく

わかるコンテストになってしまいました．来年も一つ歳をとりま
すがよろしくお願いいたします． 
[JF6OVA]今年は、ハイ・バンドの局が、ほどんど聞こえなかった

★サイクル 24 が待ち遠しいですね． 

[JA7DLE]前半は会議で参加できませんでしたが、後半楽しませて
頂きました.ユニークなルール面白いと思います.今後もどうぞ続
きますように.73★お気に入りいただきありがとうございます．も

っと楽しんでいただけるようにがんばります． 
[JA3RSJ]新年おめでとうございます.三重県各局本年もコンテスト
他よろしくお願いします.★どうぞよろしくお願いいたします

<(__)> 
[JA7ARW]深夜帯の休息時間の設定やマルチの斬新さなど、面白く
参加させて頂きました.★参加者の声がスタッフの励みであり、開

催継続の理由になります．ありがとうございます． 
[JL3RNZ/3]JARL 三重県支部の HP に支部役員・幹事を掲載して下
さい.県内局の参加が少なすぎます.支部全体での取り組みが不十

分ではありませんか?★支部役員の掲載は広報部にお伝えいたし
ます．おっしゃるとおり県内局の参加が少ないのは支部の努力不
足と思っています．がんばりますので優しく見守って下さいね． 

[JA2HMD]三重県人局の参加少なすぎます.コンテストの成立意義
あるか疑問です.役員の皆様ご苦労様です.★厳しいご意見が続く
とへこみます．コンテストの開催には意義も義務も考えず子供の

頃やった「鬼ごっこ」のような遊びの延長と思っています． 
[JA3AA]HF ハイバンドと UVHF 帯の CW 局は入感無く、加えて所
用のため運用時間が短く残念でした.今後の益々のご発展をお祈

りします.★毎年ご参加いただきありがとうございます． 
[N6TI]初めて参加させていただきました.多くの三重県局と交信で
きて良かったです.来年もがんばります.★米国西海岸からのご参

加ありがとうございます！おもいがけないエントリーでとてもう
れしかったです．三重県のビギナーに DXQSO の感動を味わって
もらえたと思います．次回は 5 月 4～5 日になり、米国では平日で

すがご参加よろしくお願いいたします． 
[JA3ATK/5]1.9MHz は初参加でした.3 エリアのおなじみの局と交
信したら MEJ と誇らしげに送ってきました.また来年も元気で参

加します.★隠れ三重県人があちこちにいます． 
[JQ2VEV]意外に静かなコンテストでした.7MHz はスキップ状態、
14~28MHz は入感ありませんでした.★もっと騒がしくなるよう

に工夫しますね． 
[JN3ANO]各局交信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． 

[JH3JYS]コンテスト委員の皆様整理集計ご苦労様です.雑用で短時
間でしたが楽しく参加させていただきました.来年も楽しみにし
ています.★ねぎらいのお言葉ありがとうございます．来年は第 33

回記念大会よろしくお願いいたします． 
[JH3PTC/3]7MHz はコンディションが悪く 2 エリアがほとんど聞
こえませんでした.★頼みの7MHzがNGだと困ってしまいますね．

サイクル 24 に願いを． 
[JA4BDY]3.5 と 7 の CW のみでは相手を探すのが大変でした.★ご
苦労をおかけいたします．参加局数では CW の方が多い珍しいコ

ンテストなんですが． 
[JJ0OAP]集計ご苦労様です.★おねぎらいありがとうございます． 
[JE4ICX/1]楽しく参加できました.集計御苦労さまです.★そのお言

葉がスタッフのパワーになります． 
[JI4JGD]少しですが提出しておきます.★お忙しい中ご参加ありが
とうございます． 



[JI1UDD]集計ご苦労さまです.ログ提出します.★ご参加ありがと

うございました！ 
[JA5HPX]仕事前に楽しませてもらいました.状況は悪かったです.
交信数は少ないですが提出します.★33 位には特別賞を出してい

るのですが、(32 局中)32 位でした、、、 
[JE2FUP]少しですが QSO できました.★ご参加ありがとうござい
ました！ 

[7M2GCW/2]風が強かったですが、美しい富士山を眺めながらコ
ンテストを楽しみました.★冬の富士は美しいでしょうね．次回は
春の富士を眺めながら． 

[7L1ETP/1]1.9MHz での三重県内局との QSO を目指して戸田市の
土手に移動したんですが、1km 圏内に TBS 送信所(954kHz,100KW)
があったためか 1.9 のバンド内が非常にノイジーで思ったほど交

信出来ず残念でした.★なるほど、ちょうど 2 倍波が 1.908MHz で
すね． 
[JA0DVE]参加報告する部門に悩みましたが,<3.5MHz-CW>を提出

します.他の 1.9MHz&7MHzBand は<Check-Log>の扱いでお願い
します.★その選択が正解でした！1 位です． 
[JH0OXS]仕事の関係で思うように参加できず残念でした.★お忙

しいところご参加ありがとうございました． 
[JG0EXP]雪のせいか、聞こえませんでした.この時間帯はきびしい
ですね.★三重県は雪が降りませんのでご指摘の問題は気がつき

ませんでした.次回は 5 月なので大丈夫かな. 
[JA3RK]近所が原因か遠来のノイズかは不明ですが、夜間の
3.5MHzCW バンドがジャワジャワと言う変なノイズでマスクされ

てしまいました.★昔、3.5MHz でコードレス電話が聞こえたこと
を思い出しました． 
[JA3EOE]コンデションがよくなかったです.★今度は 5 月なのでコ

ンディションは良くなると思います！次回もよろしくお願いしま
す. 
[JF2WME]集計ご苦労様です.今年も参加させていただきましたが

県内局の参加が少ないですね.年々参加局が減少しているような!
もっと県内局の参加をお願いしたいものです.73!★申し訳ありま
せん.県内局の劇的増加は望めそうにないので県人局を増やす方

向で考えています. 
[JA2NGN]25 日は都合悪くて、24 日に 3.5MHz で参加しました.こ
ちらで、6 局くらい聞こえて来たのですが、アンテナの整備をし

てなかったため、3 局しか交信できませんでした.来年はアンテナ
の整備をして、頑張ります.★3 月くらいから準備をお願いいたし
ます. 

[JA9AJU]集計ご苦労さまです.ログ送りますので宜しくお願いしま
す.★ご参加ありがとうございます. 
[JA1AAT]3.5MHzCWで参加.コンディションと時間の関係で1局の

み.7MHz 良く聞こえず.また次回に参加します.参加証を送ってく
ださい 73.★コンディションの悪い中ご参加ありがとうございま
す.参加証については費用と手間の問題が解決できるよう検討中

です. 
[JH0QYS/QRP]HF 帯のコンディションが極端に悪く夜間帯の
3.5MHzも三重県内局とは1局も交信出来ませんでした.7MHz帯も

コンテスト開催時間中はスキップしており、0 エリア長野県から
はオール三重 33 はなかなか難しいコンテストの一つです!三重県
人局の制度が無ければコンタクト 0 になる所でした.ぜひ来年はコ

ンディションが良い事を期待しています!★いろいろとご検討あ

りがとうございます.来年 5 月のコンディションが楽しみです. 
[JH4JUK]コンディション不調か?ほとんど聞こえない.日曜日は自
治会行事で参加できず少ない交信で終わりました.★太陽黒点ゼ

ロなのにローバンドも NG とはどういう事なんでしょうね. 
[JA7AEM]日曜午前のコンディションは良かったのですが、ME 県
内局があまり聞こえませんでした.★ME も MEJ もたくさん参加し

てもらうように PR をがんばります. 
[JF6RNE]開催ありがとうございます.今年も楽しく参加させていた
だきました.ログ・サマリー送らせていただきます.よろしくお願い

いたします.★楽しんでいただいて光栄です. 
[JA1IRC]初参加です 2 時間程の 7 メガ運用でしたが電話の局は確
認できませんでした次回は 10 交信を目標にします.★当コンテス

トはいかがでしたでしょうか.次回もよろしくお願いいたします. 
[JA1HIY]参加しました.成績は悪いが有意義な交信でした.感謝しま
す.★楽しんでいただいてよかったです.こちらこそ感謝です. 

[JE7ENK/7]短時間になりましたが参加させていただきました.★お
忙しいところありがとうございました. 
[JL7FBV/1]集計ご苦労様です.QSO いただいた方ありがとうござい

ました.来年も是非参加したいです.来年は 33 回の記念コンテスト
になりそうですね.★記念コンテストの企画を練っていきたいと
思います.ご希望があればお聞かせ下さい. 

[JA1TQE]参加局が少なかったのでしょうか・・いや、小生のリグ・
アンテナの貧弱なためと思います.強力な 2 局のみ QSO 出来まし
た.コンテストの益々の盛会を祈念申し上げます.★きっと TQE 局

の設備は完璧ですが、、、参加数が十分ではありませんでした. 
[JR4BFA]JARLNEWS 記載ミス有りわかりにくいです.電信電話部門
ダブっています.HP で確認しましたが、やはりもっと正確に記載

していただきたいと思う.★おっしゃるとおりです.JARL からもお
詫びをいただきましたので、ごかんべんください. 
[JI1IIF]こんにちは.このコンテストとは全く関係がありませんが、

8J や 8N の特別局、記念局の関係者はアクティブに運用していた
だきたいと思います.アマ無線の活性化のためにもよろしくお願
いします.★記念局関係者も精一杯なんだと思いますよ.そして

JI1IIF 局の協力を求めています.自ら行動を起こして運営組織にコ
ンタクトを取ってみてはいかがでしょう. 
[JL2FKQ/1]オール三重33コンテスト初参加です.CW運用を初めて

間もないので、得点が伸びませんでした・・・.★このコンテスト
は CW 部門の参加者が多く皆さん親切なのでまたご参加下さい. 
[JG2TXT]レストア中の古いリグと縦振り電鍵で参加しました.ウン

十年前に戻った気分でした.★いい感じですねぇ.縦振り電鍵部門
作りましょうか？ 
[JI3ZOX]今回は予定していたクラブ員が仕事で来られずに 1 局に

ての運用に成りました.次回も参加します...集計(*^_^*)ご苦労様
です.★おねぎらいありがとうございます<(__)> 
[JA8-1721]2 度目の参加になります.日曜日が夜勤でしたが開催時

間が土曜日も丁度良くて参加には支障が無くて済みありがたかっ
たです.結果はいまいちでしたが、このコンテストの魅力は普段聞
こえている局の年齢がわかることです.意外と若かったり、またそ

の逆もありととてもおもしろく聞いていました.コンテストナン
バーの 00 が?・・・でも SWL 部門があるのは嬉しいですね.★当初
は「年齢ナンバー」に反対の声が多かったのですが、近年は賛同



の声を多くいただきます.それとも賛同者だけが残ったのか...小規

模ですが少数派を重視して、ひと味違うコンテストを目指してい
ます. 
[JA4-4665/1]昨年以上に悪い最低のコンディションで 7MHz も短

時間浮いてきただけという状態でした.今後ともどうぞよろしく
お願いいたします.★SWLer のレポートは非常に参考になります. 
[JA4-37294]いつもこのコンテストを楽しみにしています.参加し

ての感想ですがいつも県人局がアクティブなので感心します.次
回は 33 回なので記念大会のコンテスト開催を希望します.★県人
局の定義を広げてもっとアクティブにしてもらおうと考えていま

す.記念コンテストお任せ下さい. 
[JR2DOL]今まで電信部門で参加していましたが今回初めて電信電
話部門に参加しました.全体的にコンディションが良くない.特に

14,21,28MHz は poor であった.交信いただいた各局ありがとうご
ざいました.★DOL 局の電信電話部門は初めてですよねぇ.でも 1
位を取っちゃいました.おめでとうございます. 

[JJ2SQJ]2 日前から風邪気味で発熱と体調不良のためコンテスト
参加を迷いました.しかし毎年三重県内局が少ないとご指摘があ
るので約 1 時間遅れで QRV しました.集計ご苦労様です.★ご協力

に心より感謝申し上げます.涙が出そうです. 
[JJ2IBN]久々の33コンテスト参加です.三重県内の参加局が少ない
のと、HF のコンデションが悪く、あまり局数が伸びませんでした.

★次回も県内局としてオールバンドで参加をお願いいたします！ 
[JE2HXL]集計お疲れ様です.フル参加が出来ず伸びませんでした.
また来年がんばります.★気合いをありがとうございます！ 

[JQ2OUL]昨年より局数多く終えられました.今年最初のコンテス
トだったので、まずまずの滑り出しかな...★では、今年の他のコン
テスト成績も絶好調？ 

[JE1MPR/2]集計ご苦労様です.初めての県内局としての参加でし
た.もう少し県内局、県人局が聞こえると良いですね.★なんとかし
ます.お約束します. 

[JN4VOX/2]昨年に引き続き2回目の参加です.今年は御在所岳の上
から QRV しました.一面雪が積もっていましたの下界では見るこ
とができない景色を楽しむことができましたが、手がかじかんで

ペンでログを記入するのが大変でした.コンテストスタッフの皆
さまおつかれさまでした.★三重県で一番厳しい場所からの QRV
ありがとうございました！その甲斐あって成績はばっちりでした

ね. 
[JA3PYH/2]初めての参加でした.2 エリアの局数がわからなかった
のですがなんとか 19 局交信できました.もう少し三重県局の参加

があれば良かったのですが.★ずいぶんとたくさん QSO していた
だきましたね.県内遠征大歓迎です. 
[JO3PSJ/2]今回初参加.三重県伊賀市に参上しました.全体的に参加

者が少なく電話のみの初心者にとっては難易度がかなり高いコン
テストだったと思います.★県内遠征ありがとうございます.難易
度は確かに高いです・・・ 

[JF2CTT]前回はクラブ局で参加しましたが今回はコンディション
があがらず久しぶりに個人局での参加です.二日目の残り 30 分の
参加でしたが地元各局にお世話になりました.各局ありがとうご

ざいました.次回は 33 回記念コンテストですね.コンディションが
少しでも良くなることを楽しみにしています.★お忙しい中ご参
加ありがとうございました.次回5月4.5日の第33回記念コンテス

トにアイデアをお寄せ下さい. 

[JG2ZUP]集計お疲れ様です.コンディションが悪く、交信が難しい
局も多くご迷惑をおかけしました.★悪コンディションの中、お疲
れ様でした. 

[JQ2TJN]来年は受験の年になるので、多分参加は出来ないと思い
ます.ですから、JL 部門としての参加は今年が最後になると思いま
す.★はい！受験を優先して下さい！高校生になったら一般部門

になぐり込んで下さい！ 
[JJ2JQF/1]1)日程を何とかしてください.ただでさえ暇なコンテス
ト、ハイバンドが使えないこの時期では余計に暇です.2)運用場所

の変更が禁止事項にありますがコンテストナンバーが変わるわけ
でもなく不要では?移動運用で参加→夜間帰宅→朝、先客有りとい
うケースでは 2 日目は参加できなくなります.★1)5 月 4.5 日に変

更しました.でもあんまりこのコンテストの悪口言っちゃダメで
す.スタッフみんなが一生懸命に運営している姿も忘れないで下
さいね.2)JQF 局と同じ意見です.規約制定時は委員会で禁止になり

ましたがもう一度検討します.県境を越えなければいいんですも
のね. 
[JL2PCI/3]集計ご苦労様です.HF 帯ローカルコンディション

NG.VUHF 帯県内局も全くといっていいほど応答ありません.県内
局からコンテストナンバー00 いただくとは思いもしませんでし
た.★女性局も 00 なので... 

[JG2CNS/3]所用によりフル参戦は出来ませんでした.スローCW に
付き合って頂いた各局ありがとうございました.★三重電信会を
代表とする CW マンはとても親切ですよ. 

[JF4GWA]交信してくださった各局,今年も有難うございました.昨
年に引き続き 1.9MHz はアパマンベランダ用変形 MicroVert に
QRP で出ました(3.5,7MHz は普通にロングワイヤー+マニュアル

チューナーです).当方が都市ノイズに苦しんでいるときに粘り強
く交信してくださった皆さまには本当に感謝しております.また
米国西海岸と 3.5MHz で交信できて感激しました.皆さまに再びお

会いすることを楽しみにしております.末筆ながら主催者の皆様
のご尽力にお礼申し上げます.★大変詳しくご報告下さりありが
とうございます.海外局向けに英文規約もHPに掲載しPRを行って

おりますので DX 局へも参加を勧めて下さいませ. 
[JR2JZO]来年は第 33 回の 33 コンテストですね.何か特別な企画を
計画されていらっしゃるのでしょうか.楽しい企画を期待してい

ます.★ご期待下さい！賞品もあるかも？ 
[JF2FIU]我慢のコンディションが続きます・・・隣県なのでまとも
にスキップ,フルパワーでコールしても応答無い事しばしば・・HI、

そんな中、常連局には QSY をして下さり感謝申し上げます!,コン
ディションの「春」が早く訪れてほしい、今日この頃・・集計審
査ご苦労様です.★ご苦労のおかげで 1 位ですよ.来年は「春」の開

催ですので、「春」が来た！って事になるかな. 
[JH2CMH]聞こえる ME/MEJ 局が少なかったです.★すいません、
三重県は珍局とご認識下さい・・・ 

[JQ2UNS]去年も参加もしましたが今年のほうが少し多くサービ
スできました.★おかげさまで昨年よりも参加局が 25 局増加しま
した. 

[JH4FUF]県内/JL/県人局の参加が少ないように思います、もっと
PR を!!.集計ご苦労様です.★PR がんばります！ 
[JR3AAZ]集計お世話になります.1.9MHz でも 3QSO させて頂きま



した.3.5MHz では、昨年を下回りましたが、今年もハイバンドで

QSO ができず、3.5 でエントリーさせて頂きます.不備が有りまし
たらお知らせ下さい.★早くコンディションが上がってハイバン
ドが使えるようになるといいですね. 

[JA6DIJ]一昨年再開した団塊世代のハムです.初めて参加しました.
ユニークなコンテストですね.★初参加で気に入っていただいて
光栄です.これからもどうぞよろしくお願いいたします. 

[JH7GZF]急用ができて短時間しか参加できませんでした.来年は
頑張りたいと思っています.集計ご苦労様です.★お忙しいところ
ご参加ありがとうございました. 

[JL6JPU]コンデションが悪く交信局が少なかった.次回も参加しま
す.コンテスト委員各局お疲れ様です.★次回は 5 月 4,5 日に開催で
す.よろしくお願いいたします. 

[JA6HXW]朝から聞きましたが、伝搬が不安定でした.★レポートあ
りがとうございます.コンディション不安定な中ご参加ありがと
うございました！ 

[JH6WKF]時間が無くて 3 局の交信ですがエントリーします.★貴
重な 3 局ですね！ありがとうございました. 
[JA6FXL]所要ありPartTime参加でした★お忙しい中ご参加いただ

きありがとうございました.ぜひ次回は FullTime で. 
[JR5PPN]今年もお世話になります少ない交信局数ですがログを提
出しますのでよろしくお願いします.次回も楽しみにしています

★いつもご参加ありがとうございます.このコンテストは常連さ
んで支えられております. 
[JH4EMK]昨年コンテストに参加して JARL 三重県支部の冊子をい

ただきました.今年も冊子を楽しみにしております.★了解いたし
ました！支部報担当者に伝えました. 
[JI2QIX/2]集計ご苦労様です.短時間でしたが移動先から参加しま

した.QSO 各局ありがとうございました.★効率の良い移動運用で
したね！50MHz1 位です. 
[JM2LEI]少ない QSO ですがせっかくですのでとりあえずログを提

出いたします.★QSO1 局でもエントリーをお願いしております.あ
りがとうございました. 
[JQ2WBX]昨年の三重県支部大会の表彰式をみて影響を受け今年

はとてもがんばりました.★今年は表彰式で支部長から表彰させ
ていただきますね. 
[JF2TGF]昨年に比べて県内局の方と沢山交信ができました.親子で

参加して楽しい時間が過ごせました.来年も参加したいと思いま
す.★今年もありがとうございました！ 
[JR3SZZ/3]楽しいコンテストありがとうございました県内,県人局

がなかなか聞こえず苦労しました★県人局を増やす裏技を考え
中. 
[JA9XAT/3]50MHz でも 1 局 QSO できました、紙ログですいませ

ん.★紙ログで結構ですよ！ 
[JI1TYY]三重の局ほとんど聞こえませんでした.★申し訳ありませ
ん<(_ _)>次回は三重県局の電波を強めます. 

[JO1SIM]各バンドで少しずつの参加になってしまいましたが・・・
今回は144MHzで申請します.ほかのバンドの分もチェックログと
して提出します.★マルチバンドでのご参加ありがとうございま

した. 
[JG3OLZ/3]松阪市の方とクリアに交信できたのでなんとか提出で
きました.★松阪市の方は毎日松坂牛を食べているのでとても強

力です. 

[JI1YUA]集計お疲れ様です.来年は 33 回ですネ!★33 回記念大会、
ご期待下さい！ 
[JA1-22825]今年も参加できてうれしく思います.スタートからは

あまり聞こえず、21 時になって局数が増えだしたのは、21 時開始
と思っていた局が少なくなかったからでしょうか.聞こえた局が
去年とほぼ同じだったのが、若干寂しく感じられました.★21 時か

らの方が参加しやすいのでしょうかね.常連さんも大事にしてあ
げて下さいませ、、、 
[JQ2WGY/3]参加局があまりにも少ないので別のコールでサービ

スしました.de jr3kqj★別コールでチェックログありがとうござい
ます. 
[JA2-9315]3 分間しかウォッチできませんでした.チェックログと

して提出させていただきます.★エントリーしていただければあ
りがたかったのですが. 
 

★★★第 32 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． 
 

●今回は 1 月開催が定着したためか、コンディション最低の中、
昨年の 153 局を上回る 178 局のご参加をいただきました．今後も
当コンテストの楽しみの要である県内局の参加局数を増加できる

ように努力を続けて参ります． 
 
●平成 21 年 11 月 8 日(日)亀山市で行われる三重県支部大会で入

賞者への表彰、優勝楯の贈呈を行いますのでご出席下さい． 
 
●1 月開催が定着したところで申し訳ないのですが、次回第 33 回

オール三重 33 コンテストは平成 22 年 5 月 4-5 日に開催いたしま
す．これは、1 月の伝播コンディションが予想以上に悪く、平均
得点が 8 月開催時=1,176 点、1 月開催時=905 点、平均 QSO 数が

8 月開催時=22 局、1 月開催時=18 局と大幅にダウンし、このまま
続けた場合の参加意欲の低下が懸念されたための開催日変更です．
ご近所の局にもよろしくお伝え下さい． 

 
●新しい規約、集計結果の発表や、コンテストについてのご質問、
ご意見などの受付も 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 

 

平成 21 年 8 月 15 日 


