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第 24 回オール三重 33 コンテスト　コメント集

[JR2DOL]Low Band のコンディションが今一歩。14,21MHz

が FB★参加者も大幅ダウンしてしまいました。昨年 175 局、

今年130局・・・過去最低か。

[JP2XYT]集計ご苦労様です。e-mail log の受付を検討して下さ

い。昨年より約50QSO DOWN でした。e-mail log によって少

しでも参加者が増えればと思いますが HW?★前向きに検討しま

すが、そのかわり経費削減で e-mail 賞状なんてのは許してもら

えないだろうな。

[JQ2FFS/2]日曜日のみの参加でした。夜の部と昼の部で運用場

所の変更が可能であると参加しやすいです。ログ提出、結果送

付に e-mail を導入してください。（要約）★ご意見ありがとう

ございます。移動場所の変更については部門の新設をしないと

難しいですが検討します。

[JA2QS]初めての参加です。アンテナを下ろしたので 21MHz し

か出れませんでした。夜のコンディション BF の時もスローで

CQ ME TEST を出し続けました Hi。来年も参加します。★来

年もスローでCWビギナーにサービスください！

[JA2UOR]局数が少なかった。平均 38.94 才★毎回、平均年齢

を計算するとどんな傾向になるんでしょうね。おもしろいから

一度やって見ます。

[JR2WLQ]今年もお世話になります。直前に 430MHz、戦中に

50MHz がダウンし戦意喪失でした。来年は万全を期して、自己

記録の更新を目指し出直しです。★今年は優勝をのがしてしま

いました！来年は万全で！

[JE2LSL]平成 6 年以来２回目の参加です。久しぶりのコンテス

トで楽しい時間を過ごしました。東海地区はコンテストが少な

くエントリー局も少ないように感じます。お互いに東海地区の

存在やＰＲのため頑張りましょう（要約）★ありがとうござい

ます。今後もPRに努めたいと思います。

[JH4JUK]13 日は移動のため半分のみの参加です。それにして

も参加局少なくなったのでは？盆休みの楽しみが減りました。

★すいません、今年は激減してしまいました。反省します。

[JH6MHO]SSB ではぜんぜん入感がありませんでした。結果的

には電信部門の参加になります。★これに懲りずに来年もよろ

しくお願いいたします。

[JM6NJU/6]コンテスト局がたくさん出ている、というほどで

はありませんでした。★なかなか微妙な言い回し・・・ありが

とうございました。

[7M3RSK]昨年は日曜日にアンテナのミスマッチでリグの故障

をまねき入院させてしまいました。今年の設備は十分で参加で

きホッとしています。28MHz は全然でしたがグランドで取った

局もいるのでしょうね。★万全の体制でのご参加ありがとうご

ざいました。

[JH7PSL]集計ご苦労様です★お気遣い感謝感激です！

[JR1LEV]初めての参加です、今後ともよろしくお願いします。

★こちらこそ、これからもご愛顧のほどよろしくお願いします。

[JG3LGD]一般的な事ですが、年々参加局が減って寂しい限りで

す。以前なら周波数の隙間がないくらい三重局が参加されてい

たのに。それから電子ログの受付を検討いただければ幸いです。

資源の有効利用やチェックに有意義と思います。★アマチュア

無線も成熟期に入り、以前のような賑やかさは無くなりました

が、それなりに楽しめるようなコンテストにしていきたいと考

えています。

[JA8AJE]両日ともに最初の１～２時間の勝負ですね★それ以降

はDUPばかり？

[JI0NXA]集計ご苦労様です。8 月 13 日だけの初参加です。こ

の所毎夜熱帯夜で NG です。今年はグロッキーです早く秋にな

ーれ！★秋になったとたん寒くなりました。ちょうど良い季節

は短いですね。

[JA6HYN]結構若い方が電信で参加されているのにびっくりし

ています。集計ご苦労様です。★しかも当コンテスト参加者は

１アマ：52.8%、２アマ：31.2%と異常な比率であります。

[JH4FUF]参加者もそこそこ多く FB でした。コンディションは

不安定で残念！e-mail での提出もご検討下さい。★たくさんの

県内局を見つけていただいてありがとうございます。

[JQ1UKK/7]e-mail による書類受付をお願いします★JARL 主

催コンテストが今年から電子ログ受付を開始しましたのでその

様子を見ていました。当コンテストも来年から受け付けたいと

思います。

[JM2CAN]今回は FT-101 の調整をかねて夜間のみの参加でし

た★FT-101現役なんですね。大切に使ってください！

[JA1SJR]今年も楽しく参加できました。また来年も相手してく

ださい。★こちらこそよろしくお願いします！

[JA4BLO]所用のため不規則短時間の参加となりました。★お忙

しい中ご参加ありがとうございました。

[JA7RUM]当地からはコンディションが最悪で、比較的よかっ

た 3.5MHz はアンテナがないし、県内局・県人局数も少ないし

で残念でした。★来年はぜひ3.5MHzで！

[JA1LLV]condx 不調でした★次回はJARL 三重秘密研究所で電

離層活性化装置を開発したいと思います。

[JA1BHK]condx 悪かったのか余り聞こえませんでした★次回

にご期待下さい！？

[JR0EFE/7]短時間でしたがCW部門で参加させていただきまし

た。★電信部門を賑やかにしていただいてありがとうございま

す。

[JA2QVP]集計ご苦労様です。condx が非常に悪かったみたい

であまり聞こえませんでした。★悪コンディションの中ご努力

に感謝。

[JR0OXX]初めての参加でしたが、いつも局数が少ないように感

じるのはお盆の帰省のせいでしょうか？モービルからの運用を

して下さる局長さんもおられると思うのですが。残念ですが私

も時間がないので書類の提出のみで失礼いたします。★毎年、

お盆休みや帰省を利用して実家から運用など普段とは違った運

用を各局に楽しんでいただいています。

[JL7AIA/7]今年も VU で参加予定でしたが、1 局もできず残念

でした。★せっかく準備していただいたのに残念！

[JK2VOC]コンディションが悪く局数が伸びませんでした。ま

た県内局が特に少ない感じです。委員長この時だけは必ず出て

下さい。スタート時間を21 時と間違えていた局が多数いました。

21 時スタートが FB と思いますが。★今年は JA2RL/2 の運用

がなかったのでさぼってしまいました。すいません！そのかわ

り支部長が頑張ってました！？

[JA2PP]「何だかんだと」と理由を付けても「年齢」は参加局を

躊躇させている。その心理は還暦を過ぎなければ理解できない。

Hi Hi★高齢化社会に向けて（？）コンテストナンバーの変更は

常に話し合っていますが良い代換え案が無いだけなのです。と、

また言い訳になりましたが。

[JA2TMK]いつも楽しいコンテストの運営ご苦労様です。１エリ

アに住んでいますので盆と正月くらいしか運用しませんので、

当コンテストを楽しみにいつも帰っています。コールサインの

生存証明のようなコンテスト参加です。★とても光栄です。一

同、運営を続ける意欲がわきます。

[JH2RMU]短時間の QRV で sorry★いえいえ、お忙しい中あり
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がとうございます。

[JL2TPF/2]7MHz ダイポール１本で近場の平地移動とお手軽移

動だったので、夜間、家で寝ることができました。★やっぱり

家で寝ないとね。前週の FD コンテストの疲れも溜まっていま

すし。

[JE2SJH]今年は HF 部門で参加しましたが 7MHz のみでは思う

ように点数が伸びませんでした。来年頑張ります。★マルチが

伸びませんからね。来年もよろしく。

[JF2PWX]QRV の時間が少なく残念。再度トライしたいです。

久々のコンテスト参加でした。★次回は時間を作ってトライし

てくださいね。

[JG2ZUP]このごろの傾向かＣＷ中心の運用になってしまいまし

た。★やっぱり CW の方が疲れが少ないので私も電話は苦手で

す。

[JI2ZKX/2]俺が故郷の伊賀の国大山田温泉は大繁盛中で温泉局

局舎も開設１周年を迎えました。JI2ZKX で検索していただくと

ページが出ると思います。★来年の JA2RL/2 は阿山郡大山田村

ですね・・・

[JS2KYI]県内 JARL 登録クラブは振るって参加下さい。他県局

から応答がないと言われます。もっと盛況なコンテストにしま

しょう。また、結果が遅すぎます。参加者からしらけるとよく

言われます。ボランティアで大変と思いますができるだけ早く。

できれば同年の支部大会で表彰できると良い。★加藤さん、ぜ

ひ知恵と力をお貸し下さい！それと、入賞者の表彰と優勝盾の

授与は毎年支部大会で行っておりますが、今年は支部大会が８

月末でしたので出来ませんでした。

[JE6MYI/6]今回は実家の近所の山から「県人局」として参加で

す。私事で恐縮ですが、4 月付けで通算７年過ごした三重県か

ら 1 エリアに転勤しました。三重県各局には大変お世話になり

ました、お礼申し上げます。★「県人局」として大きく期待し

ていますよ。

[JE0KBP]津市に生まれ高校を卒業するまで住んでいました。大

学と職場は新潟です。毎年、盆と暮れには里帰りしていますの

で三重は大好きです。県人局にもＣＷ部門がほしかったです。

★県人局は大変好評なので、部門の造設をしていきます。

[JL2PCI/3]三重３３コンテストにあわせて３３局ＱＳＯでし

た！★おみごと！

[JO2QGP/1]ex JG2BMJ（津市乙部）です。20 数年前にJA2-8949

で 2 位をいただいて以来の参加でした。県内局と TOP バンドで

QSO できて喜んでいます。（要約）★23 年前 1977 年が第１回

ですから、それ以来の参加ですか？残念ながら支部にも資料が

残ってないので・・・

[JR2JZO]昭和 51 年まで名賀郡青山町に住んでおりました。

JA2YAL（津高電気部）からも QRV しておりました。県人局部

門ずっと続けて下さい。★ありがとうございます。ますます発

展させますよ。

[JF2FIU]今年はちょっと真剣に参加しました。でもコンディシ

ョンがいまいち。そんな中、常連局には QSY 大作戦で大変お世

話になりました。来年はそちらに遠征しようかな？★遠征大歓

迎！こうご期待。

[JA2NNF]集計ご苦労様です。電話モードおよび 7MHz 以外で

三重県局が極端に少ないようでした。また奈良 VUHF と

JA9VUHF と重なり探しずらかったです。★condx 悪かったよ

うですね。

[JA0ADY]昨年の 60 局に対し、今年は 52 局。QSO を増やすた

めに電話でも 3QSO しましたので電信電話部門への参加となり

ます。一生懸命 CQ ME TEST を打ち続けた県内局に敬意を表

します。★おつき合いありがとうございました。

[JR2AWS/1]初めて参加しました。今後ともよろしくお願いし

ます。★こちらこそ来年もお待ちしております。

[JA2KFI]今年は 10W で参加してみました。パンチ不足でした

が聞こえていたほとんどの局と QSO できました。★10W でも

十分なんですね。有益なレポートありがとうございました。

[JA7KM]第20 回以来の参加でした。短時間なのが高齢者には嬉

しい。日本では 4 級アマが大多数であるのにどのコンテストで

も電話部門が殆どないのはどうしてでしょうか？コンテストは

多くの局の参加で賑やかなのが一番です。★当コンテストでは

4 アマ：8.8%！でした。電話部門があればもっと増えるのでし

ょうか？検討します。

[JA7DOT]初参加です。ミレニアムアワードのポイントの一助に

しようとがんばったのですが思うようにQSO が伸びませんでし

た。★ポイント稼ぎになりましたか？

[JA5BFI]探し方が下手なのか県内局がなかなか見つからりませ

んでした。「３３」の意味は何ですか？★「３３」の意味は、三

重→三が重なる→三三→３３です。ちなみに三重テレビも 33ch

です。

[JG1RRU]ラスト１時間の参加でした。14MHz 以上で受信でき

なかったのが残念です。★ハイバンドの condx が良くなかった

ようですね。

[JG3XMR]何回か参加していますが、県内局の参加が少ないと

思います。集計ご苦労様です。★すいません！参加局を増やす

努力を続けます。

[JJ1DXI]今回は参加局が少なかったように思いました。★書類

提出局も30%減でした。

[JF2IGP/1]局数は少なかったですが JA2KZM という珍局と

QSO できました。★おめでとうございます！あなたの元に幸運

が訪れるかも？

[JF2FKJ]7MHz 以外でコンテスト参加している局が聞こえませ

んでした★3.5MHzもだめでしたか？

[JF2KRH/2]標高 1000m を超える山の夜は寒く風邪を引いてし

まい帰宅後発熱でダウンしました。台風の影響なのか？県内局

が非常に少なく感じました。★ご苦労様でした。来年は何m？

[JG2ADX]県外局で今年も数局との交信になりましたが参加させ

ていただきました。★来年もよろしくお願いしますね。

[JR2TRC]さっぱり三重の局見つけられず。本当にコンテストや

ってたの？２局のみのQSO でした。★来年は県内局の装備をパ

ワーアップしてもらいます。

[JH3USU/3]50MHz では１局しか聞こえませんでした。★

VUHFは寂しかったようですね。

[JL3BZZ]年齢を送るというのはユニークでいいですね。★御共

感ありがとうございます！

[JA5-3278]今年は体調不良の為コンテストに集中できず、近年

になく低得点となりました。コメント小冊子を毎年楽しみにし

ております。★コメント集、お楽しみにしていただくと作り甲

斐があります。

[JA4-37294]1.9MHzでは8N2000が京都からアクティブにON

AIR されていました。8N2000 が当コンテストに参加してサー

ビスしていたらいいのになぁとつい思ってしまいました。★運

用期間が合わずに残念でした。コンテスト期間中 JA2KZM→

JA33KZM なんて特別コールが許可されるとおもしろいのです

が。

[JA8-3339/7]久々にコンテストワッチしました。HF コンディ

ションは少々 NG でした。★次は１年後の８月中旬にワッチし

てくださいね。
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★★★第 24 回、今世紀最後のオール三重 33 コンテストにご参

加いただき有り難うございました。

●今回も参加局数ダウン・・・130局でした。

1996年 288局、97 年183 局、98 年204 局、99 年 175局、と

前回からの参加局減少にブレーキがかからず、私どももショッ

クを隠し切れません。

支部大会での参加者副賞の廃止、入賞者副賞の廃止、電信部門、

電話部門を２週末に分けて開催していたものを１週末に統合、

シングルバンド部門の廃止そして結果冊子送付の実費化、など

など残念ながら規模の縮小とともに参加局が減少しているよう

に思います。　もちろん、アマチュア無線局数の減少、コンテ

スト離れなども原因の一つと思いますが。

オール三重３３コンテストの活性化に向けて、次回は新しい策

を用意したいと思います。

●電子ログや電子メールによる受付のご希望がありましたので、

体制を整えてご希望に添えるようにします。

●規約、結果の発表や、コンテストについての質問、意見など

の受付も三重県支部ホームページ上で迅速に行えるように準備

しています。（http://www.alles.or.jp/̃jarlmie/）

●県人局、ＳＷＬの電信部門の復活、も予定します。

●第25回オール三重33コンテストは8月11-12日に開催です。

多数のご参加お待ちしております。

★★★謝　辞

今回は、下記ｸﾗﾌﾞより優勝楯のご協力をいただきました。　厚

くお礼を申し上げます。

（50 音順）

１部門　尾鷲ロールコールクラブ

２部門　熊野無線クラブ

１部門　ＪＡＲＬ鈴鹿

１部門　神鋼電機伊勢工場アマチュア無線部

２部門　名張アマチュア無線クラブ

１部門　三重コンテスターズクラブ

１部門　三重電信会
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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

2000.11.3


