
第 29 回オール三重 33 コンテスト コメント集 
 

[JR2DOL]コンディションが非常に悪かった★優勝おめでとうご
ざいます．さて、次回から 1 月下旬になりますがコンディション
はいかに? 
[JA2QS]久しぶりのコンテスト楽しく参加させていただきました．
★カムバックありがとうございますOM．みごと CW7MHz1位で
すよ! 
[JE2OOQ/2]144MHzCW に出始めた 1970 年代後半にいろいろ
とお世話になった方のコールサインが聞かれるので,このコンテ
ストはノスタルジックな気持ちになります．また,コンテストナ
ンバーが年齢ですので,当時お世話になった OM が元気にしてお
いでの様子も分かり,うれしさ倍増のコンテストですね．スプリ
ントコンテストみたいでおもしろいですが,奈良コンテストと重
なって,それもよく似たナンバーで混乱もありました Hi★次回か
らは混乱も回避できると思いますので、思い存分楽しんでくださ
いね． 
[JP2TDQ/2]中学生として最後のコンテストになりました．今回
は、三重電信会、JARL A1-club のメンバーとして CW に挑戦し
ました．★すごいクラブのメンバーですね!当コンテストは CWer
を応援していますのでこれからもず～っと参加してくださいね． 
[JK1SDQ]県人局として初参加(S.18 津付属小学校卒業)ローカル
コンテストと理解していたが、N6TI 局が呼んで来たのには驚い
た．14,28 では CQ 連発するも全く応答無し．★当コンテストは
全世界からの参加を歓迎しています．国内の各コンテストが「国
内局」に限定していることに疑問を感じますよね．これからも県
人局のご活躍を期待します！ 
[JA2TMK/1]8 日から 12 日まで、伊勢の実家に帰っていました．
お盆は今年も川崎でした．夜だけ参加させていただきました．コ
ンテストの参加者が少なくなってきて高齢化していますが、来年
も参加しますので頑張って続けてください．★暖かいエールをあ
りがとうございます！開催日の変更を機に参加局の増加を目標に
ますますがんばっていきます！ 
[JA1XEM]昨年よりは交信局数が増えましたが全体的には少し寂
しい感じもしました．★ありがとうございます．OM を寂しがら
せないためにがんばります！ 
[JH2FXK]空電が多くて受信には苦労しました．50MHz での三
重県内の参加局が少なく寂しく感じました．今年はマルチバンド
で参加しましたのでバンドを行ったり来たりで結構遊べました★
次回は 50MHz をにぎやかにするキャンペーンをはりたいとおも
います． 
[JA1CP]昨年に比べて県内局、県人局の参加が多いように思われ
ました．今年もハイバンドの CONDX が悪く全然入感ありません
でした．★最後の夏の 33 コンテストを各局が盛り上げてくれた
おかげでしょうか． 
[JA7AEM]ハイ バンドのコ ンデ ィ ショ ン がも う少 し よけ れ
ば・・・★次回からは冬のコンテストになりますので GW が勝負
になりますね． 
[JL7AIA/7]今回も山移動でしたが、天候が悪く夜だけの参加に
なりました．50M144M も聞こえましたが QSO ならず残念!★次
回は真冬なので山頂移動は厳しくなりますね．こたつからの運用
が増えそう・・・ 
[JA1FWY]お世話になります．参加局が少ないように思います．
楽しみにしていましたのに残念です．今後も参加させていただき
ます．よろしくお願い致します．★日程の変更で参加局数はどう
なるでしょうか．ドキドキします． 
[JH4JUK]ワッチ不足と所用のため短時間しか参加できず少ない
ですが提出します．★お忙しい中ご参加ありがとうございます．
「今日は忙しい！」局部門を作れば参加局が増えるでしょうか．
考えます． 

[JA1NKU/QRP]初参加です．仕事の都合で、参加時間が少なく
残念でした★初参加！ありがとうございます！これからもよろし
くお願いします．QRP部門設定のご希望があれば支部までご要望
くださいね． 
[JI7RRS]8 月 14 日は仕事のため出られませんでした、残念★土
曜日は夜更かしをしていただいてありがとうございます！ 
[7L2VVI]初めて参加しました．もっとたくさんの局が参加する
と良いですね．★初参加！感謝です．ご知り合いの局にも PR し
ていただけると嬉しいです． 
[JA0GZ]僅か 7 局(3.5M)と 2 局(7M)で 9 局でした．★OM の９
QSO とてもありがたいです！ 
[JH2OMM]他のコンテストや QSO パーティーと重なったからで
しょうか思ったほど交信できませんでした．★次回のバンドはク
リアーなはずですからストレスなく QSO お願いします！ 
[JH6KDY]集計御苦労様です、コンデションが今いちでした、此
方は毎日 35 度でリグのコンデションもよくなかつたのかも知れ
ません、又参加予定です宜しくお願いします．★今度はリグもよ
く冷える季節なのでガンガン飛ばしてくださいね． 
[JA9AJU]13 日のみの参加になりますが、宜しくお願い致します．
★JA9 コンテストを横目にご参加ありがとうございます！ 
[JA0GSG]束の間の参加でした．来年も参加します．★次回は是
非ともフルタイムでお声をお聞かせください！ 
[JK2BAP]今回は少し気合いを入れて参加しました．14 才の YL
さんのデヴューにはびっくり、OM さん相手に立派な CQ TEST
のランニングを聞かせてくれました．今後が楽しみですね．★は
い、彼女は三重県の期待の星なんです！これからもごひいきに． 
[JH2HUQ]このコンディションの悪さにはまいりました．1 局で
も多くと毎年MIXを選択してきたのですが、なんと電話では 1 局
も CQ が聞こえず電信で申請します．次回からは冬の開催で新た
な感覚で取り組めるといいなと思います．楽しみにしています．
★新しい季節での開催は楽しみです．2006 年は太陽黒点活動が
極小なので伝播コンディションの上昇は期待できませんが． 
[JF3WNO/3]奈良 VU コンテストと掛け持ちで参加しましたが、
VU はあまり聞こえませんでした．★掛け持ち参加ありがとうご
ざいました．青山高原の風車群にブロックされましたか？ 
[JH7DHL/1]埼玉県朝霞市からでした．予測順位は 25 位です．
当たったら特別賞をお願いします． (´ー`)y-~~★残念でした～6
位でした．(^_^;) 
[JA7DNJ]今年も参加できました．来年から開催日が変わるそう
ですが、来年は?★ぜひ参加してくださいね！きっと楽しいコン
テストになります． 
[7K1CPT/1]集計ご苦労様です．★ありがとうございます！ガン
バリマス． 
[JA1AAT]夜間の部参加は少数局ですが QSO 出来、すべて 50歳
以上の局でした．この 7 月で満 70 歳古希を迎えました．次回も
参加します．★夜もがんばっていただいているのはいわゆる団塊
の世代の皆様でしょうか．ありがたいです．我々もがんばりま
す！ 
[JA5INF/1]取りまとめお疲れ様です．★これからはコンテスト
委員もこたつで集計作業ですね． 
[JA6JMJ]楽しく遊べました．★遊んでいただけてうれしいで
す！ 
[JI1IIF] コ ン テ ス ト を さ ら に盛り上げる た め 、 8J2MIE や
8J2MIE33 などの特別局を開局してはどうでしょうか．★大賛成
です！たくらんではいるのですが壁は厚いでしょうね・・・ 
[JA1HIY]お陰様で有意義な交信出来ました、感謝致します．★
OM に謝辞をいただき光栄です！がんばります！ 
[JA5HPX]仕事の合間に参加させていただきました．★お仕事で
忙しい中ありがとうございました．すこし気休めになりました
か？ 



[JA3AA]奈良 VU コンテストと同一日のため参加する機会に恵ま
れませんでしたが日程を変更されるとのことで次回を楽しみにし
ています．アマチュア無線の活性化のためにも益々のご盛会をお
祈りします．★3 エリアの各局には毎年ご不便をおかけしており
ました．これからは両コンテストを十分にお楽しみください． 
[JA1VVH]1 局しか QSO できませんでした．★キラリと光る 1 局
ですね． 
[JF6YFB]時間が取れませんでした．次回はもう少しがんばって
参加したいと思います．★次回、お待ちしいていますよ！ 
[JA5-3278]HF ハイバンドが開かず散々でした．2,3 月への日程
変更は反対です．E スポが無い時期となるし、寒いために県内局
も移動運用がしにくいのでは?★ごめんなさい<(_ _)>E スポも移
動運用もおっしゃる通りです．その代わりに変わったところが聞
こえてくるのではないかと・・・期待しています． 
[JA4-37294]今年は電信部門でエントリーします★電信術を継承
していくのはアマチュアだけになりましたのでがんばりましょう．
CW を応援します． 
[JK2VOC]集計お疲れ様です．特に県内の参加者が少なすぎです．
県人局が居なければ悲惨なコンテストになっていた感があります．
可能な限り支部役員を含めこの日だけは、ご参加頂きます様お願
いします．余りにも県内局が少ないので、県外局からの参加者に
も影響が考えられます．またコンテストスタート時間ですが、通
例で国内コンテストのスタートが 21 時スタートが殆どの為県外
参加者も 21 時スタートと思っている局が多いように感じます．
特に 21 時を過ぎたらペースが良くなるため、前半のスタートを
21 時スタートで再検討お願いします．★VOC 局が県内局 10 局
分くらいの働きをしてくれているので感謝しています．県内局み
んなで盛り上げていただきたいと思います．21 時スタートにつ
いては委員会で検討させてください． 
[JQ2QDM]来年も三重県まで出かけてみようと思っています．で
も開催日程の変更で、寒いかな?★寒いかも・・・ 豚汁差し入
れしましょうか？ 
[JR2TLB/2]コンテスト集計ご苦労様です．★また手伝ってくだ
さいね(^_-) 
[JJ2JQF/1]10 年以上ぶりのオール三重でした．以前は常連だっ
たのですが．貧弱設備でトラブル続きでした．次回はもう少しま
ともに出られるようにしたいと思います．★10 年になります
か・・・また盛り上げてください！期待しています． 
[JL2PCI/3]集計ご苦労様です．県内会員局はどうされたんでし
ょうか? CQ コンテストが全く聞こえてきません．HF で CQ コン
テストを出しても全く NG コンディション全く NG でした．ジ
ュニア・YL・県人局のエントリー部門はマルチバンドだけです
がなぜなんでしょうか? ★参加局数が 10 局を超えたら他の部門
も設定します！ 
[JR2JZO/2]実家がある名賀郡が消滅してしまいとても残念です．
★そうですね、市町村合併は我々にはいいことなしですね． 
[JF2FIU]三重(県人)をひたすら探していましたが、途中で用事が
出来て QRT してしまいました．暑いさなか移動遠征して QRV す
る局もみえて本当にお疲れ様でした!★暑い中お疲れ様でした．
三重県局ってめずらしくないけど探すといない、びみょうな
QRV数なんですよね． 
[7K2GMJ]交信していただいた各局にお礼を申し上げます．★こ
ちらこそご参加いただき感謝いたします．これからも参加してく
ださいね． 
[JA4BAA]お世話になります★お世話させていただいて光栄です
よ！ 
[JG1RRU]夜勤明けで少しの参加時間でした．また次回もよろし
くお願いします．★居眠り運用？でも OK です．次回は年休とっ
てくださいね． 
[JH3USU/3]来年から開催日変更になることを歓迎します．★ご

不便をおかけしました．次回は迷うことなく当コンテストであば
れてください！ 
[JR2TRC]毎年局数が低下、残念!★力不足でごめんなさい<(_ _)>
次回から心機一転、局数増加を図ります！ 
[JH2FOR]昨年は 50MHzに参加しましたが今年は 1 局も交信でき
ず、2 局交信できた 144MHzに参加しました．ANT が BF で結構
ワッチしましたがほかの局は聞こえず残念な結果でした．★次回
は ANT をグレードアップしてよろしく！ 
[JA1-22825]短い時間の参加でしたが今年も参加できてうれしい
く思います．Hi-band は NG でした．★毎回ありがとうございま
す．短くても楽しんでいただけて嬉しいです． 
[JG2ZUP]集計お疲れさまです★次回もよろしくお願いします！ 
 
★★★2005 年 第 29 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、99 局でした。 
ついに 100 局を割ってしまい支部としても背水の陣です。伝播コ
ンディションが最低の時期とはいえ、コンテストの魅力作りにも
っとがんばらないと「参加局が少ない」＞「参加しても面白くな
い」＞「参加局が減る」というデフレスパイラルに落ち込みかけ
てきました。第 30 回から心機一転デフレ対策します！ 
 
●オール三重 33 コンテストは 8 月第 2土曜日の週末に開催させ
ていただいておりましたが、他の地方コンテストとの同日開催に
対して参加者より改善して欲しいとのご要望が多いことと、三重
県支部総会の開催日程が初夏に変更されたことに伴って、次回第
30 回から 1 月第 4土曜日の週末に開催日を変更させて頂きます。 
 
●事業年度の関係で、第 30 回オール三重 33 コンテストは来年の
平成 19 年 1 月 27-28 日になりますが、開催日変更の PR とコン
ディションの把握のため本年平成 18 日 1 月 28-29 日には別紙要
項で 2006 年オール三重ミニコンテストを開催させて頂きますの
で、奮ってご参加下さい。 
 
●2006 年オール三重ミニコンテストは小規模開催のため、電信
電話部門の県内局と JL 局、県人局、県外局の４種目のみとし、
マルチオペ、SWL 局そしてシングルバンド部門は省略させてい
ただきました。 もちろん第 30 回の正規開催は、種目や規約を
現状よりもさらにパワーアップして魅力あるものにしたいと思い
ます。ご意見ご希望をお寄せ下さい。 
 
●規約、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/） 
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