
第 25 回オール三重 33 コンテスト　コメント集

[JQ2FFS/2]昼の部だけ参加、ハイバンドがスリリングで楽しかっ
た。JL 以外の一般局にもハーフタイム部門があればうれしいです。
★ハーフタイム部門をご希望ですね。わかりました、考えます。
[JA2TMK]お盆に実家に帰ってアンテナを上げて昔のコールサイ
ンでこのコンテストに参加してまた神奈川に帰るのがここ数年の
パターンです。地方支部の予算削減でコンテストの運営が大変だ
と思いますが若いコンテスターの多い三重県ですから頑張ってく
ださい。★応援ありがとうございます。こんな時こそ逆転の発想
で規模を拡大したいと無理難題を支部長にお願いしております。
[JE2SJH]集計ご苦労様です。★ありがとうございます。電子メー
ル受付が始まって集計も楽になりました。
[JJ2SQJ]数年ぶりに参加！でも日頃の行いが悪かったのか雷様が
近寄ってきて空電のイタズラ。久しぶりに QSO できた局もいて楽
しいコンテストでした。★毎年この時期はカミナリにコンテスト
を邪魔される局が多いですね。次回は増田支部長がてるてる坊主
になります。
[JE6MYI/1]今年は 1 エリアから参加してみました。12 日のみの
運用でした★全国にはもっと三重県人がいるはずですから出てき
て欲しいですね。三重県生まれでもＯＫにしますか。
[JR2WLQ]雷雨がひどかったですね。多くのお馴染みさんにお会い
できましたが新たな参加者を創出することが毎度の課題ですね！
皆様方のご健闘に期待すると共に感謝いたしたいと思います。★
本当に常連の方々に盛り上げて頂いてばかりで感謝しております。
[JA2QVP]コンテストが好きな局はやはりＣＷにたくさん出てま
すね。電話の参加が多ければＭＩＸでしたが電話はほとんど聞こ
えませんでした。最近はＰＣロギングばかりですので電子メール
の受付は大変便利です。盆休みの 1 日目を楽しませていただきま
した。しかし、最近のコンテストは参加局年々少なくなっている
ような気がします★電子メール受付が効いたのか昨年の 130 局か
ら 146 局に増加しました。以前から CW QSO を 5 点にしたり、
電信部門を違う週に開催したりして CW を優遇してきたました。
[JA3RK]２ｍバンドで１局できました、よってマルチバンドでエ
ントリー!★マルチバンドを盛り上げてくださって嬉しいです！
[JE2LSL]親戚が来ていたので朝からアルコール付け、集中力も耳
も今年は悪いゾー。スタッフの皆さんご苦労様です、また来年も
よろしくお願いします★残念ながら飲酒部門は作れません。あし
からず。
[JH7PSL]６年連続参加です。★第１位です。おめでとうございま
す。
[JA1MSS]年齢マルチのコンテスト良いですね。普段 QSO してい
る方の年齢がこのコンテストでは正直？何歳かわかります。来年
も楽しみにしております。★正直かどうかは保証しかねますが、
年齢にふさわしい人生を歩んでこられた方々ばかりが参加してみ
えます。
[JA1CP]今回初めて参加させて頂きました、運用時間の割には県
内局が少ないような気がしました★OM 初参加ありがとうござい
ます。県内での PR に努めたいと思います。
[JM7TKK]集計ご苦労様です。初めて参加させていただきました。
細切れの時間でしたので思うように局数が伸びませんでした★初
参加ありがとうございます。次回は是非フルタイムでご参加下さ
い！
[JH0NVX]短時間でたくさんの三重局と交信でき、楽しめました。
ちょうどよい時間でした★ご意見ありがとうございます。もっと
短くして欲しいとの声はありますが、長くしろとの声は聞きませ
んのでこのくらいがいいのでしょうか。
[JI6DMN]めちゃくちゃ暑いコンテストでした。ところでコンテス
ト名の「３３」って何？★ホームページの FAQ にも説明がありま
すが、「三重」＝「三が重なる」＝「三三」＝「３３」です。「さ
んさん」と読んでください。
[JK2BAP]CONDX に恵まれずハイバンドは信号の弱い局が多く
苦労しました。★ハイバンドは忍耐ですね。お疲れさまでした。
[JI0NXA]ワッチ不足でしょうか、/ME の局が聞こえず散々でした。
でも涼しい日になり快適でした。次回またお相手願います。★次
回はもっと/ME を増やすように努力しますね。
[JA1MXY]ハイバンドが開けないようでした★次回はハイバンド
を開かせます！太陽黒点に願いを！京都嵐山の電電宮にもお参り
に行って来ます。
[JR3NDM]昨年より交信数が増えました★次回はもっと増やして
くださいね。
[JH3CHV]このコンテスト電信で御地の全市全郡は無理ですか？

二兎は追えませんか？？★いえ、兎はいっぱい跳ねております。
リクエストがあれば教えてください。
[7N4MXU]集計作業ご苦労様です★ありがとうございます。ねぎ
らいのお言葉嬉しいです。
[JH0OQL]もっと多くの県内、県人局の参加を希望します★単刀
直入なご意見ありがとうございます。ご期待に添えるよう頑張り
ます。ところで、ご近所に三重県人いませんか？
[JA1FPV/1]ロケーションが悪いのか三重の局が良く聞こえませ
んでした★カリブ海と三重県の共通点は、「海」「リゾート」「電
波が届かない・・・」
[JA5BFI]事情により最近はフルタイム参加が難しくなりました。
当地でのコンディションはいまいちでした。★できる限りで結構
です。次回もよろしくお願いします。
[JM6FMW]初めて ME コンテスト参加させていただきました。
2.5W の QRP+T2FD では苦しかったです。か細いシグナルを取っ
ていただいた皆さんありがとうございました★2.5W!すばらしい
です。
[JA1BHK]久居町で生まれましたので、このコンテストには何か
思い入れが有って参加しますが、成果は余り有りません。何年住
んで居たか定かで有りませんので、県外局で出ました★現在は久
居市です。風力発電で有名ですよ。OM 次回は県人局で出てくだ
さい！久居町を知っているだけで三重県人と認めます。
[JR5GWR]よろしくお願いします★次回も是非お願いしますね。
[JA1XEM]コンテスト終了間際 20 分の参加です★20 分だけでも
参加していただけるやさしさに感謝。
[JI1IIF]初めての参加です。ログ提出者から△△名様に三重の特産
品のプレゼントというのはどうでしょうか？★第 20 回記念では
三重県特産の高級緑茶をプレゼントして大変好評でした。この場
でスポンサーを募集します！
[JA4AVO]三重県の CWがこんなにアクティブとは予想外でした。
1st-CW-JCC 亀山市が QSO できて二重の gld でした。来年もお
願いします。★三重電信会が中心になって普及（布教？）を行っ
てみえます。
[JM2OOI/2]お声がけを差し上げました。各局おつかれさまでした。
★お声がけ感謝！
[JA5IDV]山に囲まれた深い谷で，アンテナも室内にしか張れず条
件の悪い運用となり，４局しか交信できませんでした★そんな条
件下で４局も！おどろきました。
[7K1CPT/1]終了間際の参加でわずか 10 分だけでしたが 4局とＱ
ＳＯできました。当日は山岳移動で６ｍの運用を考えていたので
すが、天気がおもわしくなく、HF の平地移動に切り替えました。
A1 クラブのメーリングに情報（参加要望）が出ていましたので、
ほんとうに冷やかし参加です。集計ご苦労様です。★ML に情報
を入れて頂いた方に感謝。冷やかして頂いた CPT 局にはもっと感
謝！
[7M4GLN]コンテスト開催有難うございました★嬉しいお言葉。
こちらこそ有り難うございました。
[JA1AAT]時間の関係で 7MHz 数局でした。次回も参加頑張りま
す。★次回も参加予約ですね！
[JL7AIA/7]今年もまた他のVUコンテストと掛け持ち参加でした。
奈良が聞こえてなぜ三重が入らないのか？貴重な１局でした。★
奈良は大仏様がいるからねぇ・・・（意味不明）
[JA5-3278]開始時間に 1 時間半遅刻、終了時間も 1 時間残してし
まいフルタイム参加できませんでした。体調 NG で激しい頭痛で
苦しみながらの参加でした。電信 SWL 復活で FB です。★電信
SWL 部門はやっぱり必要ですよね。これからも「電信」は応援し
てきたいと思います。
[JA4-37294]電信SWL 部門復活したので初めてこの部門に参加し
ました。来年も参加します。★参加予約有り難うございます！予
約した方にはもれなく 100 ポイントボーナスを差し上げます。（ウ
ソ）
[JA2-9329]初オール三重３３コンテスト参加です。★電信 SWL
部門復活のおかげで２局も新しい参加者が増えた！
[JF2VAX/2]三重県一志郡青山高原からの移動運用でした。マル
チバンド部門には、久しぶりのエントリーです。1.9MHz から
1200MHz まで、最小の設備で最大の効果？を狙いました(^^ゞ 天
候不順の中、最後まで運用できたのは大変ラッキーだったと思い
ます。沢山の方とお会い出来て充実した８時間でした。お相手い
ただいた各局ありがとうございました★最大の効果が出ましたね、
マルチバンド優勝です。もう心残りは無いでしょう。コンテスト
委員会に戻ってきて！
[JK2VOC]集計お疲れ様です。日曜日仕事だったため土曜のみの参



加です。電話の参加局がどのコンテストでもそうですが、減って
きています。まだまだ県内局の参加者も少ない様に思います。県
内局増加の PR をお願いします。今年も委員長とは、QSO 出来ま
せんでした hi。昨年の入院時は、お世話になりました。今年は、
もう入院しませんからね。入院患者にログのクロスチェックの仕
事が回ってくるとは思いませんでした hi。ねーぇ磯田先生！！★
委員長はコンテストで無理をして病気になるコンテスターの治療
（見舞い）で忙しいのだよ・・・。それにしても 100 局以上を暗
算（？）でクロスチェックできるとは化け物か。
[JR2UMU]家の HF のアンテナがダウンしたため急遽家のガレー
ジからモービルアンテナで出ました。雷が鳴って怖かったよーー。
★じゃあ次回は UMU さんもてるてる坊主になってもらいましょ
う。支部長と一緒に。
[JJ2IBN]久々に参加しました。参加局、特に県内局が少なくて寂
しいです。又、若い人の参加も少ないです。★年々、「若い人」
の平均年齢が上がっていきますね。三重コンテスターズクラブジ
ュニアを結成してもらわねば。
[JA2PP]我が悲願は打倒「三重コンテスターズクラブ」！！なん
ちゃって今年もメロメロ！★そろそろハンディー制を取り入れな
いと「競争」になりませんね。以前行っていた、参加者の合計得
点 x 参加者数という計算方法を復活させましょうか。
[JL2TPF/2]今年はいろいろトラブルがあり満足に運用できませ
んでした。多少は賑やかしにはなったかな・・・★次回はトラブ
ルフリーで満足運用を！
[JH2RMU]ひさしぶりに大量 QSO 成功。ありがとうございました。
★参加者の皆様にサービスを有り難うございました。
[JS2KYI]ナンバー交換を頂いた OM 方々にお礼を申し上げます。
今年も県内局の声は寂しい限りでした。もう、意見を書くのもう
んざりします。もっともっと活気のあるコンテストにしませんか。
以前のようにバンドごとの参加部門設定を復活しては如何でしょ
うか。参加者が多くなることを願っています。今回は会社からの
呼び出しで 1.5 時間しか運用できなかったので残念なオペレート
となってしまいました。★ねえ、君、コンテスト委員会に入りま
せんか？！私たちの夢の実現のために！
[JM2PZQ]久しぶりの参加です。コツを知ったので来年も出たいも
のです。しかしなんと高齢者の方々がアクティブなことか！それ
に比べ若者は？★若者は携帯電話や e-mail に行っちゃいまし
た・・・
[JN2SHR]３年ぶりに参加しました★33 コンテスト覚えててもら
ったんですね。
[JM2FCJ/9]県人局部門があるのを知りませんでした。これからは
参加します。★PR 不足を反省します。ご近所の三重県人をお誘い
合わせの上ご参加ください。そうすると県人局マルチ op 部門も必
要か？
[JF2FIU]開始時間を 2100 と間違えていました。それでも昨年よ
り成績が上がったのでヨシとします。各局ありがとうございまし
た。★かえって集中力が上がったんですね。第 1 位おめでとうご
ざいます。
[JH1JGZ]参加局が減っているような感じがしました★今年は少
し増えました。一時は今の３倍以上の参加者があったのです
が・・・寂しい。
[JK2PNY]群馬県から CQ を出しました。次々に呼ばれましたが三
重の局は JK2VOC だけでした。★JK2VOC がお役に立ったよう
で光栄です。
[JA0ADY]今年は自分の年齢(65)ほどの交信局数になりました。涼
しかったので扇風機も必要なく十分楽しめました。本コンテスト
がますます盛況になるよう祈念いたします。★いいですね 8 月に
涼しいなんて！それで信州勢はいつも好成績なのかな？
[JQ1COB]初参加です、皆さん暑い中ありがとうございました。睡
眠を充分取れてよっかた。★radio�sports は健康的でなくてはね。
次回も参加していい汗かいてください！
[JG1RRU]11 日は遅れて参加。1.9、3.5 の局数が伸びず。12 日ハ
イバンドではコンディションが上がらなければ交信できない！7
のワイヤーで 14,21 は数局ゲット。28 はダメ。★だから HF はお
もしろいですよね。
[JH4FUF]どうも今一つでした。来年は気合いを入れねば・・・
★めちゃめちゃ期待していますよ！
[7N4CTR/1]県外局から見た範囲では、CQ を出している局が少な
く苦労しました。一日目は、神経衰弱(3.5MHz と 7MHz で、片方
しか取れていない局を探し回る) をやっている様な気分。(^^;
14MHz 以上を何局取れたかで、県外局の順位が決まるという感じ
になるんでしょうか★「神経衰弱」ですか、おもしろいルールで

きそうですね。複数バンドで同じ局と QSO すると得点アップとか。
[JR2AWS/1]今年もよろしくお願いします★いつもご参加有り難
うございます。
[JJ0AHF]初めての参加でした。コンディションがいまいち良くな
く県内局があまり聞こえてこなかったのが残念でした。★これに
懲りずに次回もご参加下さいね。
[JG5AVM]交信局は少ないですがログサマリーを提出します。★
ご参加ありがとうございます！
[JG3XMR]今年はフルタイム出られなかったので次回は出られる
ように思っています。★ご参加よろしくお願いいたします。
[JG2OHW]集計ご苦労様です。★集計作業はコンピュータ入力が
一番大変なのですが、電子メール受付で随分と労力が減りました。
参加者の皆様、次回もご協力お願い申し上げます。
[JF2KRH]昨年は移動で県外 VUHF で参加しましたが今年は都合
で移動ができませんでした。★次回は三重県内へ移動してきてく
ださい！
[JO2HPO]二年ほどログ提出をお休みしていました。 今年も惨
めな成績のため、パスしようと思ったのですが、お気軽・お手軽
な電子ログも ＯＫ ということでログを提出させていただきます。
★１局でも交信したらぜひログの提出をお願いいたします！今回
は有り難うございました。
[JF3WNO/3]もう少し局数が伸びるかと思ったのに残念★懲りず
に次回もご参加お待ちしております。
[JH3USU/3]参加局数が少なくて・・・★ごめんなさい。でも、
参加している三重県局はみんな頑張っていますのでお許し下さい。
[JR3LLU/2]メンバー各局と集まってワイワイやりながらしまし
た。隣の県の割にはあまり聞こえてこず、むしろ中波ラジオや FM
ラジオを楽しく聞くことのほうが多いコンテストでした。★みん
なで楽しんでいただければそれで十分です。でも甘んじてないで
参加局数を増やすようがんばります。
[JA1-22825]参加できて嬉しく思います。今年はコンディション
も良かったのか過去の自分の点数を大きく上回ることができまし
た。三重 33 は参加者の多いコンテストの１つです。最近、部門縮
小や表彰対象の見直しが行われていますが参加者を減らさないた
めにも縮小は望ましくないと考えています。★ご意見有り難うご
ざいます！そうですよね縮小しちゃいけませんよね！もっと大き
な声で言ってください！！！

★★★第 25 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、146 局でした。1996 年 288 局、97 年 183

局、98 年 204 局、99 年 175 局、00 年 130 局と参加局の減少が続

きましたが、なんとか前回より微増しました。下げ止まってくれ

るように魅力あるコンテストの運営に努力したいと思います。

●ご要望にお応えして、電子メールによるログサマリーの受付を

開始しました。参加 146 局中 39 局(26%)が電子メール送付でした。

JARL 制定のフォーマットを利用しましたが全く問題ありません

でしたし、委員会としてもコンピュータ入力の手間が減るので大

歓迎です。

●県人局、SWL など６部門で電信部門を復活させたところ参加局

が７局増加しました。特に SWL では人気が高いです。

●年齢をコンテストナンバーにするのが都合の悪い方には、女性

同様「００」を送ってもらうようにしました。

●次回の規約に盛り込む可能性のあるものとして、

１）ハーフタイム部門

シングル op マルチバンドで１部門増設可能かどうか検討します。

２）シングルバンド部門

人気のあるバンドを５つほど選んで検討します。

３）参加賞（賞品）

企業スポンサーが付かないと無理ですが、可能かどうか検討しま

す。壮大な計画案はあるのですが、実現できるかどうか。

４）県人局の基準緩和

「三重県生まれまたは居住したことのある方」に緩和したいと思

います。



５）県内登録クラブ対抗のハンディー制導入

三重コンテスターズクラブのやる気を削がない程度のものを導入

したいのですが。

●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 26 回オール三重33 コンテストは 8月 10-11日に開催です。

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
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