
オール三重ミニコンテスト 2006 コメント集 
 

[JK2VOC]集計お疲れ様です。開催時期が違うため夏のコンディ
ションと違い QSY する時間配分がつかめず大変でした。またコ
ンテスト NR を都道府県ナンバーを送ってきたと思われる局はロ
グより削除しました。日程変更をしても県内局を含め参加者が少
ない感じです。県外局からも年齢と言う特殊なナンバー事態が不
評に思え、コンテスト委員がミニ全市全郡化を避けるため、あえ
て違うナンバーを取り入れてるのは理解できるが、その点がネッ
ク に な っ て い る の で は 無 い か と 思 わ れ る 。 一 年 だ け 一 度
JCC/JCG を取り入れたコンテストにして状況を見てみては如何
でしょうか？何もしないのなら益々参加者も減っていくと思われ
ますので、ご検討下さい。★県内部門、優勝おめでとうございま
す。いつも有益なご意見をありがとうございます。今回はコンテ
ストNRについてのご提案ですが、第 30 回の規約作成までに広く
ご意見を集めてみて JCC/JCG も含めて検討したいと思います。 
[JM2VYA]集計作業ご苦労様です。★入賞おめでとうございます。
寒中、ご参加ありがとうございました。 
[JE2SJH]2 日目の 7MHz 電信のみでしたが、とりあえず今回は
参加できました。それにしてもコンディションが悪く、近場がな
かなか開けず、耳の悪い私としては苦労しました。交信いただい
た各局ありがとうございました。★この時期に HF ローバンドが
不調だと確かにお手上げですね。お疲れ様でした。 
[JE2CHS]3 人の子供がようやく手がかからなくなり我が家の最
高指導者（妻）から、やっと Ham の許可がおりました。8 年ぶり
のコンテスト、電鍵をたたくのも 8 年ぶり。LID な私は皆様にご
迷惑をお掛けしました。また参加させてください！感想ですが、
オール三重は夏の方が絶対楽しいです！せっかく三重には移動の
メッカが沢山あるのに冬だと雪道が怖い。夏なら避暑がてら出か
けられ、E スポのご褒美もあるし。★20 年間定着した夏のオール
三重だったのですが、しばらくの間冬の楽しみ方も模索していき
たいと思います。それよりも最高指導者に十分にお気配り下さ
い。 
[JR2UMU]娘と交代でやっているので、2 時間程度のランニング
でした。途中からしつこく妨害をかけてくる局有り、CW でさえ
こんなバカな局がいるとは情けない限りです。★「妨害されたら
一人前」とよく言いますが、当事者としては不愉快きわまります
よね。まっ、楽しくやりましょう。 
[JI4EAW/2]ミニコンテストにちなんで、アンテナもミニ、出力
もミニ、参加時間もミニ、結果もミニでした？★ミニミニであり
がとうございました！ 
[JA2TTH]HF のコンディション悪かった。7M 以下もしくは
144M でしか局数は延びない。次回は 7M で挑戦したい。★おっ
しゃるとおりですね。ますます 7MHz 部門の参加者が増えそうで
す。 
[JP2TDQ]父と交代でやっていたので、1 時間半程度の参加でし
た。1 月中に合格が決まったので、受験のため出られない予定だ
ったのが出られることになり良かったです。★第 1 位おめでとう
ございます。父が邪魔になったら妨害して QRT させてあげます
からね。（あっ、妨害犯は私？） 
[JL2PCI/3]集計ご苦労様です。JARL NEWS では 2 種目のみと
ありましたが、年明けに届いた実施要項のプリントにより 4 種目
との案内でしたので県人局で CQ 出せました。★すいません、都
合により急遽県人局部門と JL 局部部門を追加いたしました。
JARL NEWS が季刊になったので原稿の締め切りが早くなってし
まい、きちんと対応ができずに申し訳ありませんでした。 
[JO3IDT/3]当局は昨年 11月 9日に開局したばかりで、本コンテ
ストへの参加は初めてです。幼稚園前から高校卒業まで亀山市に
住んでいました。県内局があまり聞こえず県外局からもお声がか
からなかったので、苦戦しましたがファーストになる市との交信

ができ淡路島の柏原山（洲本市）に移動した甲斐がありました。
これからも毎年参加させていただきたいと思っていますので今後
ともよろしくお願いいたします。★初めてのご参加、本当にあり
がとうございます。ぜひこれからも県人局部門を盛り上げてくだ
さいね。全国に三重県人はたくさんいるはずです。 
[JR2JZO]極めて短い時間しか参加できず、本当に「ミニコンテス
ト」になってしまいました。「15」という若いナンバーを聞き、
自分が開局した頃を思い出しました。あのころは、高校のクラブ
局がたくさん出ていたのですが・・・。★そうですね、少年雑誌
のうら表紙にも「ハムになろう」っていう広告が載ってましたね。 
[JF2FIU]集計審査ご苦労様です。ひたすら三重局を探し続けて
なんとか完走できました。また、快く、多（他）バンドに QSY し
て交信して頂いた局に感謝いたします。来年も参加したく思いま
すのでよろしくお願いします。★優勝おめでとうございます！第
29回に続いて V2 ですね。 
[JA1SWB]三重県内局の参加がまるで少ない。規約発表（CQ 誌、
JARL ニュース）後の変更はいかがなものか？県人局との交信で
戸惑った。コードナンバーも指定した方が良いのではないでしょ
うか。★きびしいご指摘ありがとうございます。次回本戦は県内
局の参加者数増加の秘策を練ります。規約変更については参加者
に有利な変更であると考えて部門の追加をしましたが、交信に戸
惑われることになり申し訳ありませんでした。「コードナンバー
の指定」については、どのようにしたらよいでしょうか？ 
[JH2HUQ]県人局が 1局出ていましたが今回は削除しました。県
ナンバーを送っている局がいた。「5911」これでは小学生 op？
ところが QSO相手の県内局が QSL でとっていくのには失望した。
この結果マルチにどう影響するのでしょうか？JA8 コンテストの
ように年齢記号にしないとダメかもしれません。この時期の
condx が心配ですが SUNSUN コンテストとして春を待つコンテ
ストにしましょうかね。★県人局部門追加でご迷惑をおかけしま
した！1点 1 マルチ増やしました。「SUNSUN コンテスト」いい
ですねえ～。座布団 1枚。 
[JA3AA]コンディション最悪でした。HF ハイバンドは入感なし。
7MHz でも終了 1時間前から正常化。それまではノイズにうもれ
たコールを採るのに一苦労でした。日程変更で次回から本コンテ
ストに集中できることを楽しみにしています。ご盛会を祈ります。
★OM のご参加ありがとうございます。夏とは違った楽しみ方を
みなさんで見つけていただければ幸いです。 
[JA6FOF/6]電信部門を設けて下さい。★もちろん本戦では電信
部門を設けますよ！当コンテストは当初から CW重視の規約でひ
んしゅくをかっていたくらいですから。（CW1 交信=5 点や電信
部門を別日程で行ったりしました。） 
[JA0DVE]参加局数が他のコンテストに比較してあまりにも少な
いと思います。特に残念なことは JL 局（中学生の若い方々）が
HF 帯で参加していないことです。★他のコンテストに比較して
少ないけど、楽しい！・・・でしょ？きっと。JL 部門を設けて
いることだけでも評価してください～OM。 
[JE2LSL]役員の皆様、集計ご苦労さまです。今までのこのコン
テストは、一年で一番暑い時でしたが、今度は一番寒い時の開催
となったようです。お願いですが、寒いので日曜日はゆっくり寝
ていたい。10 時ごろからの始まりとできないでしょうか？これ
は私のわがままでしょうか。★ごもっともです。私もそう思いま
す。でも、冬でも熱い人達が多いんですよね。でも検討します。 
[JA7DLE]楽しく参加させて頂きました。★楽しんでいただけて
うれしいです。次回もどうぞよろしくお願いします。 
[JA7AEM]HB も聞いてみたのですが、参加局は聞こえませんで
した。★冬のハイバンドは難しいですよね。ビームを北東に向け
るとロングパスで聞こえるかも？？？ 
[JH4JUK]コンテスト開催日、変更との事ワッチしていましたが
なかなか聞こえず。本コンテストではもっと多くなると良いです



ね。★まだ、日程変更が完全に周知されていないと思いますので
PR に努めます。 
[JA7JEC/7]1/4λホイップアンテナで移動運用にて参加しまし
た★冬の移動運用は寒くて厳しいですが、今後ともよろしくお願
いいたします。 
[JA3HC]condex は近距離がスキップして最悪でした。三重県の
参加局も少なかった。★なんとかして参加局を増やすよう努力し
ます。県内局にホストの自覚を持ってもらいます。 
[JI2QIX]集計ご苦労様です。各局、またお会いしましょう。★ま
た来年、よろしくお願いいたします。 
[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。 
[JL7FBV]JL 局、県人局が聞こえなかった。相手局によって得点
差があった方がよい。★ミニコンテストですが、恒例により 33
位を入賞としました。おめでとうございます！JL 局、県人局と
の QSO 得点を高くすると言うことですね。それは面白いと思い
ます。検討します。 
[JL2VZJ]集計及び編集お疲れさまです。1 月のコンディション
はいつも不安定なのでしょうか？スリルがありました。★さすが
ベテランは「スリル」を楽しめるのですね。 
[JA5HPX]仕事前に参加することができました。早朝の状況が不
安定ですね。★（前コメントに続いて）OM も「スリル」を楽し
んでいただきましたか？ 
[JA3RK]ミニにふさわしくたった 6 局。7MHz では近場は全く聞
こえません。JARL NEWS に下位は発表されないので結果をお送
りください。★JN も入賞局だけの発表になったそうで寂しいで
すね。全員入賞にしたら。。。載せてもらえる？ 
[JI1IIF]1 月 1 日に開催してはどうでしょうか Hi 締め切り日を早
めて結果を早く発表していただけるとありがたいです。正確にそ
して速くログサマリーを整理するのもコンテストの技量の一つだ
と思います。★当地には伊勢神宮がありまして。。。お正月はど
うしても忙しい人が多いです。締切日については検討させていた
だきます。ご意見ごもっともです。 
[JA1HAP]コンテストにて年齢を表示致しますが、運用者の年齢
を調査なのでしょうか？★調査されたくない方は「00」を使用し
ていただいておりますし、5 年前の年齢でもかまいませんよ(^^)。
アマチュア局の平均年齢を調査して、アマチュア無線の将来像を
予測するのに役立てられればいいですね。 
[JH7OUW]短時間しか参加できませんでした。★お忙しい中、
短時間でもご参加いただき大変有り難いです。 
[JK1SDQ]仕事を優先させた為、ほんの数分間の参加しか出来な
かった。 残念ながら、県人局部門がルールに追加されていたこ
とに全く気がつかなかった。知っておれば、仕事を延ばしたのに
と悔しがっている。 来年のコンテストに期待。★ごめんなさい
<(_ _)>不手際を深くお詫び申し上げます。 
[JJ1XQU]集計ご苦労さまです。★このコメント書きが楽しくも
一番時間のかかる作業ですが、20 年前からずっと続けていま
す。 
[JR4HBM]コンディションが悪くてあまり聞こえませんでした。
また参加します。コンテスト続けてください。★ご声援ありがと
うございます！三重県支部が消滅しても続けますよ！！ 
[JR0GSJ]初参加させていただきました。4 局しか交信できませ
んでした。1 月 28 日はコンディションの関係で各バンド受信で
きませんでした。今后共よろしくお願い致します。★ぜひとも来
年もご参加下さいね。楽しい企画を準備いたします。 
[JA0ITY]3.5MHz は全然聞こえませんでした。唯一 JA2YFT、
JP2TDQ 局が聞こえましたが混信が多く QSO できませんでした。
★残念！次回までに三重県内局の無線設備を整備いたします。 
[JA1FWY]お世話になります。今回は開催日程変更の PR とコン
ディション把握の目的のようでしたが、私は 3．5MHz に参加し

ました。参加局が少なく寂しい思いを致しました。全体はわかり
ませんが、安定し強く受信出来ました（他府県からの呼び出しも
多くありました）。参考になればと思います。有難うございまし
た。★3.5MHz の様子がよく分かりました。コンテスト日の伝播
予報を HP に掲載すると良いかもしれませんね。 
[JN4JJJ]初めてオール三重コンテストに参加させていただきま
した。来年も楽しみにしております。★JJJ 局、電信で打つとと
っても長くて目立ちますね。次回もご参加お待ちしております。 
[JK1BII]やはり 7MHz は冬のコンディションですね！夜間はスキ
ップでした。 ★E,F 層が高くなってしまいますからね。太陽 X
線の多い正午前が勝負でしょうか。 
[JM3HYL]出ておられる局数が非常に少ない。こちらから呼びか
けても声はかかりませんでした。★寂しい思いをさせてしまって
すいませんでした。これに懲りずに三重県にラブコールをお願い
いたします。 
[JA1COP]県内局が少なく、中途半端な開催になりましたね。開
催日は良いと思います。本テストを楽しみにしています。★一応
「ミニ」なので・・・半端なコンテストでした。本戦は全力での
ぞみます！ 
[JR5PPN]お世話になります。1 局しか出来ませんがログを提出
します。お手数ですがよろしくお願いします。次回も楽しみにし
ています★お忙しい中ご参加いただき、またサマリーも提出いた
だいてありがとうございました。次回第 30回オール三重 33 コン
テストよろしくお願いいたします。 
 
 
★★★オール三重ミニコンテスト 2006 にご参加いただき有り難
うございました。 
 
●今回はミニコンテストにもかかわらず 91 局ものご参加をいた
だきました。次回の第 30回では、150 局を目標に PR に努めたい
と思います。特に三重県内局の参加者を確保します。 
 
●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。 
 
●第 30 回オール三重 33 コンテストは平成 19 年 1 月 27-28 日
に開催いたしますが、規約を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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