
第 35 回オール三重 33 コンテストコメント集 

 
[JI3DNN/2]1.年齢マルチで 00 は YL 局とクラブ局だけにしたらど
うですか?、2.県人局 MEJ との交信にも得点メリットを与えてはど

うですか(2 点)?、3.次回もがんばりたいと思います．★三重県遠
征で県内個人マルチ優勝おめでとうございます.ご意見ありがと
うございます．年齢ナンバー「00」には特別な意味はなく、年齢

を公開することを避けたいオペレータ用です．社団局はオペレー
タにより送信ナンバーを変えられるおもしろさがありますので
「00」に固定しないほうがよいと思います．2.県内局の価値を上

げるために 3 点にした経緯があります．ただ、名誉県人局と県人
局の点数に差を付けるのは検討の余地ありと考えています．3.次
回もぜひご参加下さい!! 

[JR2MIO/2]集計御苦労様です．★集計作業は支部コンテスト委員
会の冨岡、岡田、山口、磯田の 4 名が担当し、ファイルメーカ Pro
サーバを用いて各委員の自宅から分担してデータ入力を行ってい

ます．入力間違いは許されませんので非常に神経を遣い、時間を
要する作業ですが参加局の笑顔を思い浮かべながらがんばってお
ります．お労いありがとうございます． 

[JR2BYJ]4 時間になり参加しやすくなりました．CW を初めてから
45 年が過ぎましたが、奥の深さを感じているこの頃です．★他コ
ンテストに配慮しやむなく 5 月 4 日夜の部を廃止しましたが、予

想外に 5 月 5 日朝の部のみの開催が好評でした．私も CW が好き
です．通信速度や略語の使い方など相手を思い遣りながらの QSO
に安らぎを感じます． 

[JH4RAL/2]いつも集計ありがとうございます．規約の改善ありが
とうございます．名誉県人局枠の変更はバランスが良くなると感
じました．また、時間の変更についても私のような乗り込み組み

にはありがたい内容で、早速県内局で参加をさせていただきまし
た．★三重県内乗り込み運用ありがとうございます．オール三重
33 コンテストはこれからも進化を続けますのでご意見ご要望を

お寄せ下さい． 
[JA2MEI]今回も時間一杯参加出来ました．★フル参加ありがとう
ございます！これからも OM の活躍を期待しております． 

[JQ2OUL]できれば 3.5MHz が運用できる時間の復活を…状況によ
りけりですが、この時間帯だけだとおのずと 7MHz だけに集中し
てしまいますし．★ご指摘の通り今回は 7MHz への集中が加速し

てしまいました．5 月 4 日夜の復活は不可能であり、5 月 5 日夜
の運用時間追加は「お父さん」への配慮から避けたいところです．
名案があればご教示下さいませ． 

[JA2ANR]電子ログで提出を試みたのですが作成できず、JARL のフ
ォーマットからオール三重コンテストへの変換方法、マルチの入
れ方が分からず今回は紙で提出します．★電子ログへの挑戦あり

がとうございます．「JARL コンテスト 電子ログサマリー作成ペ
ージ」でログとサマリーを入力していただければ特殊な変換は不
要で、そのまま三重県支部へ送信ができますよ．マルチは受信コ

ンテストナンバーを入力すれば自動的に計算してくれる強者です． 
[JG3CQJ]集計ご苦労です．前回は予想外な結果により優勝という
栄位を賜り楯を授かりました．厚く御礼申し上げます．その結果、

今回は名誉県人局として参加させて頂き、多くの局と交信を楽し
むことができました．★CW 県人個人局マルチバンドも制覇で
す！おめでとうございます！ 

[JA2VHO]毎年楽しく参加させていただいてます．集計お疲れ様で

す．去年に引き続き県人局で参加できました．スタートが 1 時間
弱出遅れましたので昨年より局数が下回りました．楽しいコンテ
ストの一つです．愛知県民の私が三重県人で参加できるところが

おもしろい．★いつもご参加ありがとうございます．県人局部門
をお楽しみいただいて光栄です．7MHz1 位おめでとうございま
す！ 

[JF1LLB]がんばりました．★はい！とってもがんばっていただき
ました！！ 
[JJ1LRD]集計お疲れさまです． 天気の良い子供の日でしたので、

シャックのある 2 階の窓から外を眺めながら楽しく参加させてい
ただきました． コンテストのますますの盛会を祈っております．
★コンテストは「radio sports」です．良い天気の元でのスポーツ

は気持ちがいいですね．移動運用局も増えますし． 
[JH4FUF]参加局も多くて賑やかで FB でした．14MHz 種目が設定
されてないからか、14MHz での参加局が少なすぎたように思いま

す．21MHz が先日の ALL-JA のときに比べ condx が悪かったよう
に感じました．集計ご苦労様です．★ご参加ありがとうございま
した．次回はぜひ 14,21MHz も含めマルチバンド部門にエントリ

ーいただけるとうれしいです． 
[JG1BGT/1]移動運用が好きです. ★過去30年間の5月5日津市の
晴れる確率 40％、曇 37％、雨 23％．移動運用しやすい日程です

よね． 
[JL1KLG]今年は初めて名誉県人局として参加しましたが、来年は
また県外局に戻ります．★再来年はまた名誉県人局として戻って

きて下さいね！ 
[JA0QD/1]ルールが複雑で、以下の疑問があります．1)CQ 局が/ME
を付けているのに、コンテストナンバーでは MEJ を付けている．

2)CQ 局が/ME を付けているのに、その局は関東から QRV してい
ると考えられる．3)CQ 局が/の後ろに何も付けずに CQ を出して
いてナンバーでは MEJ を付けている．4)CQ 局が/の後ろに何も付

けずに CQ を出していてナンバーでは ME を付けている．5)CQ 局
が/ME を付けているのに、コンテストナンバーでは何も付けてい
ない．★類をみないユニークなルールを目指したらちょっと複雑

になってしまいました．OM の疑問にお答えします 1)2)3)4)5)すべ
て CQ 局がルール違反をしています．中でも 2)は失格に値します． 
[JK1SDQ]県人局の多いことにいささか驚いた、参加局の高齢化に

も．★本来の県人局はそれほど多くはないのですが、名誉県人局
は元々アクティブで強力な局が多いのでにぎやかに感じられると
思います．高齢化は社会の高齢化とまったく同期していますね． 

[JA2BSD]前年の 1.9MHz 県外局入賞に表彰有りがとうございまし
た．今年も 1.9MHz と思いましたが、0800 から少し出てみました
が入感無しでした．やはり 1.9 には夜の時間帯も欲しいですね．

★夜の部が無くなってしまって申し訳ございません．現状では復
活不可能なため他の方法を考えます． 
[JF2CRP]集計ご苦労さまです． 毎回 1.9MHz 部門での参加を楽し

みにしていましたが、夜間の部がなくなってしまい、陽が昇って
からはまったく電波が飛びませんでした．静岡コンテストとオー
バーラップしない 21 時から 24 時の 3 時間で良いので夜の部再開

の検討をお願いします．★ご意見ありがとうございます．私たち
は 1.9MHz 愛好家のみなさまのご要望に沿いたいのですが、静岡
コンテストと開催時間がオーバーラップしなくても同じ日(5 月 4



日)に行わないようにと東海地方本部よりご指導をいただいてお

ります．苦渋の決断でした． 
[N6TI]集計にお手数おかけします★今年もカリフォルニアからご
参加ありがとうございます！ 

[JN1BBO]今年も 21MHz はオープンせず、残念でした．★来年は
サイクル 23 がピークになるはず！期待しましょう． 
[JR2FJX]アンテナを変えたので、同じバンドで出てみました．来

年は HF で参加予定．★来年は HF 運用を楽しみにしております． 
[JI3ZOX]クラブ常置場所にて、オール三重 33 コンテストに 5 回連
続参加です．集計ご苦労様(*^_^*)次回も参加予定です．★連続参

加で長くサポートしていただけることを本当に感謝申し上げます．
愛を感じます．>^_^< 
[JR2WLQ]毎年楽しみにしておりますContestに久し振りに全バン

ド得点といかないまでもマルチバンドにエントリーができました．
Sprint Contest となり集中はできましたが、Condition 等の変化も
楽しみながらの参加とはならなかった事が少し残念です．★CW

県外個人マルチ優勝おめでとうございます．スプリントになりコ
ンテスト戦略も変更が必要になりましたが、今後ともどうぞよろ
しくお願いいたします． 

[JA2CUS]7MHz、21MHz 以外はほとんど人の気配がありませんで
した．★7MHz 以外のバンドも利用をお願いしたいのですが、ど
うすればいいでしょうかね．優勝楯はマルチバンド部門に優先的

に発行しております． 
[JA5INF/1]取りまとめお疲れ様です．次回も参加しますのでよろ
しくお願いします．★お労いありがとうございます．来年も楽し

みにしております． 
[JH4JUK/4]近くの山に移動しましたがハイバンドあまり聞こえま
せんでした．★当コンテストのために移動運用をしていただきあ

りがとうございます．来年はハイバンドのコンディションが良く
なるといいですね． 
[JE1PMQ]初めて参加しました．次回も参加したいと思います．★

初参加なのに CW 県外個人 7MHz 優勝です！来年は県人局として
暴れて下さい！ 
[JA5CBU]はじめて参加しました．★OM もぜひ来年は県人局部門

で多数の QSO をお願いいたします． 
[JK6MXY]楽しめました．★この一言が嬉しいです． 
[JL1UDM]各局ありがとうございました．★今回は参加数 213 局で

昨年と同じでした． 
[JF2MVI]各局ありがとうございました．★CW 県外個人 7MHz は
昨年 44 局、今年 61 局でハイバンドのコンディションが悪かった

ことがうかがえます． 
[JA7AEM]21MHz も聞いてみましたが、全く入感ありませんでし
た．★太陽黒点はどうしちゃったのでしょうか． 

[JA1HMK]楽しく参加させていただきました．★OM ありがとうご
ざいます． 
[JK2BAP]集計お疲れさまです．前日の静岡コンテストでは三重県

内各局から沢山コールして頂き大変ありがとうございました．★
戦い終わってお疲れのところ、当コンテストへもご参加いただき
感謝申し上げます． 

[JH3BYX]次回もがんばりたいと思います．★参加予告ありがとう
ございます！ 
[JA0GSG]賑やかなコンテストで楽しみました．★一時は参加局数

が 99 局まで減少しデフレスパイラルに陥りましたが、みなさま

のご支援のおかげでにぎやかなコンテストに復活してまいりまし
た．今後ともどうぞよろしくお願いいたします． 
[JP1HUJ]GW 中に時間が取れましたので今年初めて参加しました．

午前中 4 時間の時間設定なので気軽に参加でき楽しめました．今
後、参加局が益々増え発展することを期待しております．★初参
加ありがとうございます！次回もぜひお気軽にご参加下さい． 

[JE1EQS]次回もがんばりたいと思います．★参加予告頼もしいで
す！ 
[JG0EXP]自分も毎年歳を取って行くのを実感します．★ますます

熟して魅力的に． 
[7L3KFI]参加局さんが多く FB でした．また来年以降も楽しみにし
ています．★ありがとうございました．今年は 7MHz が大変にぎ

やかでした． 
[JH5UNW/1]集計ご苦労さまです．★お労いありがとうございます．
もっと早く集計・発表ができるといいのですが、いつもお待たせ

して申し訳ないです． 
[JE1LDU]MEJ が多く出ていますね(ME より多く感じました) 
7MHz 以外でも聴いたのですが私の所では何も聞こえていない状

況でした．★ご指摘の通り CW 参加局は MEJ=19 局、ME=12 局で
す． 
[JA2QVP]集計ご苦労様です．★いつもありがとうございます． 

[JA1COP]7MHz 以外聞こえず残念でした．★今年のコンディショ
ンは特異でしたね． 
[JJ1XQU]集計ご苦労様です．★33 位ゲットおめでとうございま

す！来年は県人局です． 
[JA9XAT]ことしも参加できて良かったです．少ないけど、とりあ
えずログを出します．★毎回ご参加ありがとうございます． 

[JH7UJI/7]風が強く、市販のモービルホィップでの参加となりまし
たが、県人局を中心の多くの局と QSO させていただきました．★
強風の中、工夫してのご参加ありがとうございます． 

[JE1GZB]次回もがんばりたいと思います．★来年の 5 月 5 日、楽
しみにしております． 
[JQ6JWL]集計作業ご苦労様です． 7MHz 以外は入感局がなく交信

数は少ないですが提出しますのでよろしくお願いします． 連休期
間中の開催は参加局数に影響があるように感じます．★ご意見あ
りがとうございます．開催日を 1 月下旬から 5 月 5 日に変更する

ことで参加局数の増加をみました．しばらくは開催日を変更せず
継続をしたいと思いますので、GW をつぶして申し訳ありません
がご参加下さいませ． 

[JR6JHE]よろしくお願いします．★こちらこそありがとうござい
ます． 
[7M1MCY]次回もがんばりたいと思います．今度は CQ を出したい

です．★CQ を出して QSO を増やして下さい！ 
[JA3ATJ]ほんの少しの時間だけの参加でした．★大変お忙しい中
ご参加いただきありがとうございました． 

[JA1POS ]QRP CW 低く短い LW BH のハンディの中で運用中★最
小限、そしてシンプルな運用形態は美しいですね． 
[JI3MCM]TNX FB アリガトウ・QSO 楽しんでいます★私たちもコ

ンテスト運営を楽しんでいます！ 
[JA6URZ]交信局数が少ないですがログを提出いたします． よろ
しくお願いします．★お仕事でお忙しい中、ご参加ありがとうご



ざいました． 

[JM6NJU]昨年は 33 位で幸運にも特別賞で入賞できました．今回、
この場をお借りしてお礼申し上げます．今年のコンディションは
県内局はあまり強力に聞こえてきませんでした．県外の県人局長

さんのほうが宮崎県にはよく聞こえてきました．★昨年の入賞局
は名誉県人局として県外局との QSO もカウントできたのですが
ご説明不足で申し訳ありませんでした．また入賞を狙って下さい

ませ． 
[JA8AJE]県内局がいませんでした．私のワッチの仕方が悪いので
しょうが．★いえ、三重県内局は大変稀少で控えめなのです．．．

ノイズの中に隠れていますので探し出して下さいね． 
[JE4ICX/1]楽しく参加できました．★楽しんでいただけて大変光栄
です． 

[JA7ERJ]次回も参加します．★参戦予告ありがとうございます！ 
[JQ1KRT]短時間参加でした．★短時間でも当コンテストを思い出
していただきありがたいです． 

[JA0GZ]わずか 2 局で所用ができ QRT に終わりました．来年はが
んばります．★いつもお忙しいところご参加ありがとうございま
す． 

[7L3EBJ/QRP]集計ご苦労様です．小電力で短時間の参加でしたが
楽しめました．★QRP 運用でお楽しみいただけてよかったです． 
[JE1HTV]初めて参加しました．1 局だけですが提出します．★初

参加いかがでしたか？ちょっと変わったコンテストですが次回も
よろしくお願いいたします． 
[JE7ENK/7]短時間ですが参加させて頂きました．★お忙しいとこ

ろご参加ありがとうございました． 
[JA8DEB]コンディションが悪く聞こえていたのは JA2VHO局のみ
でした．★VHO 局は強力な県人局ですね．県内局も負けないよう

にアンテナを磨かないと． 
[JK1UVP]次回もがんばりたいと思います．★コンディションの悪
い 21MHz でがんばっていただきありがとうございました． 

[JA3RAZ]次回もがんばりたいと思います．★50MHz でのご参加あ
りがとうございました． 
[JL3WSL]次回もがんばりたいと思います．★144MHz でのご参加

ありがとうございました． 
[JP2MRD]楽しく参加できました．★また次回もお楽しみ下さいね． 
[JJ2TKX]毎回参加するごとに規約が変わっているような気がしま

す．この時間帯だけなら 3.5MHz シングル部門はいらないような
気がしますね．それより 14MHz とか 430MHz 部門があったほう
がよい気がします．★ご察しの通り、ルールは毎年見直しをして

マイナーチェンジやメジャーチェンジを繰り返して現在に至りま
す．これからも時代に合わせて変化していきますのでついてきて
下さいね．「3.5MHz はいらない．14MHz と 430MHz が欲しい」

というTKX局のつぶやきが次回のマイナーチェンジに反映される
わけです． 
[JJ2DWL/2]今回はマルチバンドで出てみました．慣れない

7MHzCW でぼろぼろになりました．(>_<)★やはりコンテストの
基本はマルチバンドです．ボロボロになっても充実感があると思
います！ 

[JJ2SQJ]今年は珍しく 7MHz フォーンで叫んでしまいました．★
珍しいですねぇ．来年も美声をお聞かせ下さい． 
[JH2RMU]久々に 33 コンテストに参加出来ました．★2004 年の第

28 回以来、8 年ぶりのご参加ですね．これからも県内局としてサ

ポートをよろしくお願いいたします． 
[JA2TTH/2]連休中と湯けむりアワードの関係もあって、CQ を出す
場所がないほど混み合う状況でした．年齢ナンバーは抵抗感・好

感半々と感じました．ある 2 桁 OM から「私よりずっと若造です
ね」と言われた時には、びっくりするやら嬉しい?やら、複雑な気
持ちでした．Hi★運用レポートをありがとうございます．OM の

ような冷静な分析が今後の運営に大変役に立ちますのでありがた
いです． 
[JR2EKD/2]いつも QRP5W でがんばっています．★電波は 5W で

も日本中、世界中に声を届けることができ、すばらしいですね． 
[JE2HXL/2]短時間での参加になりましたが、NR 交換頂きました各
局さんありがとうございました． 

[JR2FMK]ありがとうございました．今後ともよろしくお願い致し
ます．CQ を出せたので、あせあせ楽しかったです．先日ステッ
カーを送付して貰いました．★JARL MIE ステッカーをお車に貼っ

ていただいているのですね．ありがとうございます． 
[JG2OLL/2]次回もがんばりたいと思います★全国に県内局をサー
ビスお願いいたします！ 

[JA2-9315]昼までと言うのは良いですね．今年は 50 メガを聴いて
いました．★ありがとうございます．「聴いていました」と言う
のが音楽を聴くように優雅に SWL をされている様子がうかがえ

ますね． 
[JA3QOS]今年は県人局として参加させていただきました．県人局
では多くの局と交信ができる反面,入賞するのは至難でしょう．そ

れにしても楽しく参加できました．ありがとうございました．★
電信電話県人個人局マルチバンド優勝です！「至難」をやり遂げ
られました．おめでとうございます！ 

[JJ2JQF/1]今年はさっぱりでした．7 メガシングルバンドみたい．
★7MHz 以外のコンディションが悪くおっしゃる通りの状況でし
たね． 

[JE0KBP]三重県津市の出身です．楽しく参加させていただきまし
た．★津市局とは交信できましたでしょうか．次回もよろしくお
願いいたします． 

[JA0AMA]県人局:鈴鹿市居住実績あり．★三重県人として次回も
ゼロエリアから発信をお願いいたします． 
[JR2JZO]伊賀市(旧名賀郡青山町)出身、もと JA2YAL メンバーです．

毎年、オール三重 33 コンテストを楽しみにしています．★毎年
ご参加ありがとうございます！JA2YAL 津高校ですね．私は
JA2YKD 宇治山田高校出身です．1970 年代は高校クラブ局がにぎ

やかでしたね． 
[JQ2WBX]今年は県人局として参加しました．★名誉県人局として
ご参加ありがとうございました．来年もこのまま県人局部門でバ

リバリとお願いします． 
[JL2PCI/3]集計ご苦労様です! 前回は大穴ねらいでラッキーでし
たが、今回は時間も 4 時間、当方 3 時間だけでしたが午後の時間

帯もなく 3.5MHz もなく NG でしたネ．「三重 33 コンテスト」ち
なみに7MHz帯は33局で交信終了とあいなりました!．144MHzFM
モード部門でエントリーします! TNX!★7MHz で 33 局も交信して

いただいたのに、今年も大穴を狙いましたね～．来年も県人局の
資格ゲットです． 
[JE7YSS]昨年シングル Op で入賞したので県人局としてマルチ Op



で参加しました．JP7DIG の運用分は、598MEJ と言って分かって

もらえない場合、5908MEJ と送信しました．★まさか 8 歳の小学
生が運用しているとは思わなかったんでしょうね．かわいい声で
分かるような気もしますが．5908MEJ で OK です． 

[JH7UJU]集計ご苦労様です．21MHz は終了直前に何とか 1 局 QSO
できました．★最後まで QSO ありがとうございました． 
[JA1UZG]/2 を送出せず、/ME だけを送出している方がいました．

移動地を明確にと言う意味では、/2 より/ME の方がはっきりしま
すが、/2/ME とするべきと思われます．コンテストルール等に明
記が必要なのではと感じました．以下ログでは、/2 を送出しなか

った 2 エリア以外の方は、送出したとおり、/ME と記載してあり
ます．★OM ご指導ありがとうございます．つたない知識ではあ
りますが、電波法ではコールサインに移動エリアを付記する義務

はなかったかと存じます．/2 を付記するのは慣例であり/ME でも
/2/ME でも当コンテストでは有効とさせていただきます． 
[JF2WME]集計ご苦労様です．今回も楽しく参加できました．段々

と年齢を送信するのが恥ずかしくなってきました．次回も参加で
きたらと思います．各局 TNX !★いえいえ OM、自信を持って年
齢を送信して下さい．若者はリスペクトしてくれます． 

[JI4JGD]仕事の後少しだけ参加しました．集計ご苦労様です．★
お仕事でお疲れのところありがとうございました！「少しだけ」
なのに入賞ですよ． 

[JA0DVE]短時間のスプリント開催が功を奏し盛況で楽しめました．
昨年の三重県内局( JK2VOC 福田さん ) からの苦言からか,本年度
は名誉県人局が,前年度- Defending Champion のみに限られたこ

とは良いことと思います．参加する局も目的意識が高まりいっそ
う楽しめるのではないでしょうか．★嬉しいご評価をいただきあ
りがとうございました．「名誉県人局」騒動はこれで収束とした

いところですがご意見番 JK2VOC 局にはまだご満足いただいてお
りません orz 
[JO4CTB]初参加です．★初参加のご感想はいかがでしたでしょう

か．来年もお会いできると嬉しいです． 
[JI1IIF]こんにちは、最近ニュースに良く出てくる千葉県印西市に
住んでいます．例のバス会社が有るところです．★千葉県って 36

も市があるんですよね．森田知事はもちろん全部スラスラ言える
はず．ちなみに三重県は 14 市．私でも覚えられます． 
[JG3DIX]昨年より時間が短くなりましたが、集中できてよかった

です．他のバンドは?ですが．★そうなんです、他のバンドは「？」
だったんです． 
[JH5UPH/4]県内局だけではなく、県人局も盛り上げていることに

敬意をいたします．★OM にお褒めいただくと本当に嬉しいです．
参加者皆さんが盛り上がれるようこれからもがんばります． 
[JA1IQK]普段なかなかつながらない三重県各局と交信できました、

交信ありがとうございました．交信の中で疑問点があります、県
外で運用のクラブ局の県人局と交信して得点計上しました．クラ
ブ局はメンバーが運用するので県人以外もありうるはずです、ル

ールでは個人コールの県人局を考えていたが、クラブコールまで
考えていないからOKなのでしょうか?★クラブ局の資格が曖昧で
申し訳ありません．クラブ局の代表者が三重県に居住したことの

ある方であるか、クラブ局が前年の入賞局である場合に県人局の
資格を得ます． 
[JP1IMA]来年も参加したいと思います．★今から参加宣言をいた

だき光栄です！ 

[JA1WSE]参加局かなりあったようだが CONDX 良くないようであ
まり交信できなかった．電話、温泉サービスやなにやらではコン
テストには受信苦労した．★たくさんの壁を乗り越えてのご参加

ありがとうございました．温泉サービスって何ですか？？？ 
[JR5PPN]いつ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．参加各局お世話になりました．次回もよろしくお願い

します．★いつもご参加ありがとうございます．次回もマイペー
スでお楽しみ下さいね． 
[JR4PDP]ハイバンドがオープンせず、7 メガオンリーでの参加に

なりました．★33 位特別賞おめでとうございます！来年は県人局
としてご参加下さい． 
[JA1ATM]残念ながら参加局が少なかったような気がしました．★

ここ 3 年間は参加 200 局以上をキープしておりますが、ますます
のご参加をいただけるように PR にがんばります． 
[JH0QYS]短時間でしたが、久しぶりにオール三重 33 コンテスト

に参加させていただきました． HF 帯で三重県内局の参加局が少
なく少々残念です．県人局の方と何局か QSO させて 頂きました
が、地元県内局の方もぜひ多数出てきていただければと思いま

す!CU AGN!★当コンテストを忘れずご参加いただきありがとう
ございます．三重県内局の参加数増加は永遠の課題ですが、ご期
待にそれるようにがんばります． 

[JF2FKJ]7MHz で参加しました．★今年は 7MHz シングルが大人気
で参加者が最大でした． 
[JG1JLO]短時間の参加でしたが、楽しかったです．★お忙しいと

ころ、楽しんでいただけて嬉しいです． 
[JR3AAZ]集計お世話になります．名誉県人局ルールのため楽しめ
ました．県内局を 3 点にする工夫は、有りがたいルールでしたが、

県内局が少ないのは残念でした．この時間設定ではローバンドが
不可能に近いのも寂しいかな?★県内局のアクティビティーが低
くて申し訳ありません．元々人口の少ない県なのでご勘弁下さい

ませ． 
[JR2TRC]21MHz で参加しました．★来年も 21MHz を盛り上げて
下さいね！ 

[JF2CTY/2]次回もがんばりたいと思います．★次回は県人局で
50MHz を制覇願います． 
[JG2QUM]QRP 部門も作ってください．★検討しますね． 

[JF2TGF]今年は時間短縮になりましたが交信数は増加しました．
また、小学校 5 年生の娘も少し参加して家族 3 人の参加になりま
した．★親子 3 人参加、そして 2 名が部門 1 位．最強家族ですね． 

[JN7EQY/1]集計ご苦労様です．初参加でした．★初参加ありがと
うございます！1 エリアから 144MHz で三重県を狙うのは大変で
すよね．次回もよろしくお願いいたします． 

[JR2KDH]今年初めて参加しました．★次回は 2 年目の感想をお寄
せ下さいね．楽しみにしております． 
[JA1-22825]今年も参加できてうれしく思います． 3.5MHz に期待

して早起きしたものの、あまり聞こえず．14MHz も今一つの状況
で、実質、7MHz シングルバンド の戦いになってしまいました Hi.  
マルチの最小は 14 歳、最高は 80 歳でした．14 歳の方の今後の活

躍に期待します．★毎年ご参加ありがとうございます．おっしゃ
る通り 7MHz に集中せざるを得ないコンディションでしたね．8
歳も on air していたそうですよ． 



[JA2VSU/3]HF しか聞こえず残念です．★人工的に E スポを発生で

きたらいいのですが． 
[JA8-3339/7]ノイズが多く少々きびしかったです．年齢コード高
くなっていますね．★年齢コードの平均値は着実に毎年 1 歳ずつ

上がってますね． 
[8J2NDP/2]集計お疲れ様です．OP:JK2VOC です．名古屋工学院専
門学校設立 60 周年記念局から参加しました．記念局のためチェ

ックログとして提出します．相変わらずマナーの悪い!名誉県人局
が居るのには閉口します．名誉県人局制度は全廃を求めますが無
理でしょうね．★元祖「県人局部門」提案者のご意見は重いです

が、名誉県人局制度の追加というパンドラの箱を今から閉めるの
は現実的ではないと思います．「マナーの悪い局」を排除する名
案を求めます．JK2VOC 局なら玉案があるはず． 
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★第 35 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、2 つの規約変更を行いました．  
 
１）開催時間の短縮：5 月 5 日(土)08:00～12:00 にみに短縮． 

・従来から 5 月 4 日に開催されていた同エリア内コンテストに配
慮が必要と判断し、5 月 4 日の夜の部(20:00～24:00)を廃止しまし
た． 

・その結果、スプリントコンテストは多くの参加者に好評で、参
加局数も前年と同数でした． 
・しかし、夜間に伝播する 1.9MHz と 3.5MHz はほとんど利用で

きず、参加者は 7MHz に集中することになりました． 
 
２）(名誉)県人局の資格変更：前回の入賞局 

・「バンド内に強力な県人局が多数 on air して県内局が on air で
きない」「CQ が出せない」という要望が県内局から寄せられ、
名誉県人局資格の調整を行ってまいりましたが、今回は「前回入

賞者」にいたしました． 
・県人局のエントリー数は電信部門では 2010 年:19 局、2011 年:20
局、本年:10 局、電信電話部門では 2010 年:20 局、2011 年:19 局、

本年:19 局でしたので規約変更により電信部門でエントリーが半
減しました． 
 

★参加局は前年同等でした． 
 
 参加局数は前年と同じ 213 局で、電信部門 107 局、電信電話部

門 106 局とバランスの良いエントリー状況でした． 
 本コンテストの開催ポリシーは「全バンド、全モードで三重県
内局のアクティビティ向上を目指す」となっており、参加者には

「マルチバンド部門」へのエントリーを期待しております． 
そのため、ドナーからの優勝楯贈呈もマルチバンド部門から優先
してご用意しております． 

 県内局の運用状況もあり、7MHz 部門への集中がみられますが、
ぜひともマルチバンド部門へのエントリーをお願いいたします． 
 

★得点計上間違いが多数みられました． 

 
 前回より、県内局またはJL局との交信を3点に設定したところ、
ログサマリー提出者の約 20％に得点の計上間違いが見られまし

た． 1 点の交信を 3 点にしたり、3 点の交信が 1 点になってい
たりしましたので、コンテスト委員会で計上得点を修正いたしま
した． 

 間違い修正は「減点」のみで「加点」はしないコンテストが多
いと思いますが、当コンテストは初心者にやさしい運営を目指し
ておりますので、申告点数に「加点」も行っておりますので御了

承下さいませ． 
 
★協賛にご協力下さい 

 
 当コンテストは、個人や団体からのご協賛により部門 1 位に優
勝楯をお贈りしています。 今回も以下の 8 個人、２団体より 12

部門にご協賛をいただきました。 この場をお借りして御礼申し
上げます。 
 1 部門 5,000 円で受け付けておりますので、当コンテストに思

い入れのある方は、ぜひご協賛をお願いいたします。 
 
JF2TGF 伊藤宏光様 ２部門 

三重コンテスターズクラブ ２部門 
熊野無線クラブ 1 部門 
JL2AWE 乾 忠世様 1 部門 

JG2DJL 山本剛也様 1 部門 
JA2NMH 長谷川隆司様 1 部門 
JA2-9315 柴田 浩 一般寄付 

JA2HVO 岡田哲夫 1 部門 
JR2MHV 冨岡 巧 1 部門 
JE2MDE 磯田憲一 ２部門 

 
★平成 24 年 10 月 14 日(日)津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． 

 
★コンテストについてのご質問、ご意見などの受付は 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 冨岡 巧 JR2MHV 
委員長 磯田憲一 JE2MDE 

 
平成 24 年 8 月 19 日 

平静 24 年 10 月 14 日改訂 


