
第 30 回オール三重 33 コンテストコメント集 
 

[JA2UOR]ローバンドには最適な時期にしていただきありがとう
ございました。でも若い子 33 と 36 歳の方が入っても平均年齢
50 歳でした。年金と一緒で逆三角形型の構図ですね。いつまで
持つのやら HI HI 若い子ヤーイ！★第 29 回と比べてシングル
バンド部門で 1.9MHz 0→7 局、3.5MHz 7→19 局、7MHz 32
→40 局と参加局が増加いたしました。期待したほどコンディシ
ョンはよくありませんでしたが。 
[JH4RAL/2]初めて参加させていただきました。県境の山中だっ
たせいか、コンディションが不安定だったように感じました。ま
た参加したいと思います。ありがとうございました。★県内移動
参加ありがとうございました！ 
[JP2TDQ]熱があったのですが、日曜日朝、数局交信して具合が
悪くなり、その後病院へ行き B 型インフルエンザと診断され、薬
を飲んで寝込んでしまいました。昼前に家族とは交信しましたが、
私と交信できた人はラッキーでしたね。★夏開催では雷が心配で
したが、冬開催になってインフルエンザに要注意ですね。 
[JK1SDQ]短時間の参加であった。High bands が全く聞こえな
かったのが残念。CQ を出して楽しめたが、三重県内局との QSO
が少ないのが残念である。★冬開催のためハイバンドが使えなく
なってしまいましたね。 
[JA1XEM]全体的に CONDX がよくありませんでした。特にハイ
バンドは最悪でした。★次回はドラえもんに頼んで電離層コント
ローラーを借りたいと思います。 
[JA1SWB]集計ご苦労様です。私の所へはあまり聞こえてきませ
んでした。★すいません！参加局数の増加のためがんばります。 
[JA3AA]7MHz は初日および 2 日目の前半まではスキップで、交
信相手局は聞こえども三重県内局は聞こえずでした。14MHz～
50MHz は何も聞こえず、コンディションの不良か県内局が少な
いか判らぬ状態でした。これらのバンドで電信局は少ないようで
す。コンテストのご隆昌祈ります。★OM から詳しいレポートを
いただきありがとうございます。コンテスト運営の参考にさせて
いただきます。 
[JA3RSJ]短時間のみの参加でした。各局 TKS★お忙しいところ
ご参加ありがとうございました。 
[JH4JUK]地域行事があり夜間の部しか参加出来ず、コンディシ
ョンも悪く少ないですが提出します。★行事前のお忙しい中お時
間を作っていただき感謝申し上げます。 
[JL2VZJ]集計及び編集お疲れさまです。コンディションが読め
ませんでした。またお相手してください、ありがとう！★びみょ
ーな時期の開催で申し訳ありませんでした。 
[JH0QYS]マルチバンドに参加しましたが、7MHz の近距離の伝
搬状態が悪く、三重県各局と交信が出来ず残念でした。ロ- バン
ドで聞えていた三重県各局の参加局が少なく思いますので、参加
局が増えるように来年のコンテストに期待しています！また来 
年も参加したいと思っております！CU AGN！73！★支部役員
もローバンド好きが沢山いますので PR にがんばってもらいま
す。 
[JA0DVE]LOW- BAND のコンディションは最低の中で参加をし
ました。近距離の 2 エリアでも信号がノイズレベルであり何とか
今回の交信局数を確保したと言った感です。日曜日は 7MHz も参
加をしたかったのですが別の趣味があり忙しく 1 局をチェックロ
グとして提出します。★悪条件の中、ポイントを稼いでいただき
みごと 1 位でした！ 
[JA1COP]CONDX が悪い時期で伸びませんでした。★ありがと
うございました。次回はコンディションがよくなるように毎日祈
ります。 
[JA3ATK/5]望郷の思いで参加される方もおられるでしょう、ユ
ニークなコンテストです★お褒めいただきうれしいです！ 

[JH6KDY]集計御苦労様です、あまりコンデションが良くなくて
残念でしたが良い時間を過ごしました、次も宜しくお願いします。
★充実したひとときをご提供できて光栄です。次回もお待ち申し
上げております。 
[JA4TOH]短時間の参加でした★お忙しい中ご参加いただきあり
がとうございました。 
[JA1FWY]お世話になります。コンデションが悪い状態でした。
聞えませんでした。次回に期待しています。有難うございました。
★次回は電離層が活性化するように三重県各局が強力な電波を発
射するよう依頼します。 
[JI1IIF]最近 3.5MHz を始めました。1 局しか交信できなくて残念
でした。来年に期待します。★次回はもっと多くの局と QSO し
ていただけるように当方もがんばります。 
[JA7AEM]10 局がやっとでした。★ローバンドコンディション
かなり悪かったですね。1 位おめでとうございます。 
[JA4BDY]短時間の参加で交信数は少ないのですが、参加の記録
としてログ提出します。関係者の皆さん、お世話になります。★
こちらこそ恐縮です。ご参加ありがとうございました。 
[JI1YUA]集計お疲れ様です。★おねぎらいありがとうございま
す！いつも発表遅くてすいません。。。 
[JE8JOK]今年は少しの時間でもいろいろなコンテストに参加し
ようと思っております。今後ともよろしくお願いします。★優雅
な趣味ですね！よろしくお願いいたします。 
[JA7JEC]短時間の運用でしたが、マルチサービスになればと参
加しました。★県内局が喜んでおります！ 
[JF6RNE]お世話になります。十数年ぶりに QRVしています、カ
ムバック組です。アパマンのため自分の電波がどこまで行ってく
れるか不安でしたが、今回は相手の方の耳に助けられ QSO する
ことが出来ました。このような場を設けて下さり有り難うござい
ました。★ＣＱ誌の特集も「カムバック」でしたね。アマチュア
無線も再度盛り上がる気がしています。 
[JH9AMJ]もっと多くの県内局・県人局が参加されるといいです
ね。★最重要課題です。PR がんばります！ 
[JA1AAT]7MHz 電 信 で 参 加  他の バ ン ド は QRV 少 な く
QSO7MHz のみ 次回は参加したい★電信部門が盛況なコンテス
トですが、もっと QRV してもらうよう各局に依頼します。 
[JA5HPX]仕事もありフル出場できませんでした。★お仕事でお
忙しい中ありがとうございました。 
[JA9XAT]1 局しか QSO していませんがログを提出します★
QSO1 局でも参加 1 局は私たちには宝物です。ありがとうござい
ます。 
[JI2QIX]QSO 各局、またどこかでお会いしましょう。★次回のコ
ンテストでもご再開を！ 
[JA4-4665/1]前回参加したのはもう 10 年以上前なのではないか
と思います。久しぶりで参戦しました。冬場のコンディションで、
ハイバンドハ開かず 7MHz なども当地ではスキップ気味の時間も
多かったのですが、この程度かなと言う結果です。今後ともよろ
しくお願いいたします。★10 年以上お待ちしておりました！も
うどこへも行かないでください。 
[JJ2SQJ]お呼びくださった各局さんに感謝いたします。★優勝
です！おつかれさまでした。 
[JK2VOC]初日の最後の 1 時間は、全然呼ばれませんでした。日
曜日は仕事のため最初の 5 分だけの参加となりました。★忙しい
中いつもありがとうございます！ 
[JR2UMU]こども達が出ている隙をぬってちょこちょこと出てみ
ました。★シャックとアンテナが２，３組必要ですね。 
[JA2MWV]参加局が非常に少なくて残念だった。★50MHz をは
じめた県内局 OM も多いので PR をいたします。 
[JQ2OUL]今回初めてログを提出させて頂きました。少ないなが
らも 10 局以上呼んで頂きました。今後とも宜しくお願いします。



★初参加ありがとうございます！次回もご参加ください。 
[JR2TLB/2]コンテスト集計ご苦労さまです。★竹原さんのおね
ぎらいが心の支えです。 
[JF2CTT]久しぶりに参加しました。土曜日の夜は青山からかす
かに聞こえており、早速朝から熊野のお山に出かけました。残念
ながら遠くの局とは交信できませんでしたが、交信いただいたロ
ーカル各局有り難うございました。熊野からの CQ 聞こえてまし
たでしょうか？皆さんと支部大会でお会いできるのを楽しみにし
ています。★移動運用おつかれさまでした。次回もあちらこちら
から QRV お願いいたします。 
[JQ1OKW/2]お世話になります。桑名市のホテル 8 階からの FM
ハンディー機での参加でした。県内局と QSO できなかったのが
残念でした。次回は HF も持参したいと思います。ありがとうご
ざいました。★ホテルから HF ですか！こんど装備を教えてくだ
さいね。 
[JQ2TJN]去年の春に免許を取って初めてのコンテスト参加です。 
とても緊張しました。小学校も今年卒業します。★これからが楽
しみですね！勉強の息抜きにコンテストを利用してください。 
[JE0KBP]三重県津市の出身です。今は新潟にいますが、ふるさ
とを思い出し県人部門がある 33 コンテストは大好きです。日曜
日の午前中 7MHz でがんばろうと思ったのですが、1 エリアがス
キップしていて局数が延びませんでした。集計に当たられる方に
感謝いたします。★三重県人・新潟支部からご活躍ありがとうご
ざいます！県人部門の参加者が多くなってきたら都道県別に表彰
させていただきたいですね。 
[JL2PCI/3]集計ご苦労様です。サイクルコンディション、さっ
ぱり。VHF、UHF、CQ コンテストを発射すれども伊賀市方面か
らは全く応答有りません。★PR 不足を痛感します。次回は伊賀
市への PR お約束いたします。 
[JR2JZO/2]年々、コンテストナンバーの平均年齢が上がってい
くような気がします★みんなで 1 歳ずつシフトしていく感じです
ね。それもまたヨシとしましょう。 
[JF4GWA]故郷の皆様と次回は一層多くの交信をさせていただけ
ればと思います。交信有難うございました。★ふるさとを思い出
していただけたら嬉しいです。 
[JF2FIU]集計審査ご苦労様です。今年も参加できてよかったです。
また常連局には快く QSY して交信して頂きありがとうございま
した。ちなみに HF コンディションは最悪に近く 7MHz は 28 日
の午前中ほんの少し OPEN しただけであとはスキップでし
た・・・来年も参加しますのでよろしくお願いします。★悪コン
ディションの中がんばっていただいてありがとうございます！優
勝です。 
[JH2CMH]随分相手局を探しましたが、なかなか見つかりません
でした。★ご苦労をお掛けして申し訳ありませんでした。次回も
懲りずにご参加くださいね。 
[JL7AIA]30 回おめでとうございます。昨年はちょっと呼んだだ
けでプレコンテストの様子はわかりませんでしたので、今回はと
りあえず MIX マルチで様子を見ました。★次回の戦略は練れま
したでしょうか。コンディションは水ものですね。 
[JN4JJJ]楽しくコンテスト参加させていただきました★楽しんで
いただいて良かったです。ＪＪＪかっこいいコールサインです
ね。 
[JR3AAZ]初参加です！3.5M では 8 局にお相手頂きました。28
日は HI バンドをひたすらワッチしましたが、とうとう 1 局も
QSO できませんでした。HI バンドの QRV も期待しています。
73CU AGN 各局 TNXs!!!★太陽黒点数の増加に期待！ 
[JF2MVI]1)久しぶりにコンテストに出ました。マルチが気にな
ります。やはり JCC と JCG ではないでしょうか？年齢では意味
がない。参加局もつまらないと思います。2)参加部門も中途半端
に思えます。参加はすべてのバンドが FB だと思いますのでいづ

れはオールバンドでお願いします。コンテスト委員の方、ご一考
を！★ご意見ありがとうございました。1)MVI 局の言われる「意
味」は『「場所」と QSO したい。またはアワードに使いたい』と
言うことですね。生意気を言いますが当コンテストでは「人」と
の出会いを「意味」させたいと願っています。ご理解くださいま
せ。2)当コンテストは「全アマチュアバンド」で参加できるので
すが WARC バンドだけは JARL 本部の許可が得られず不本意な
がら対象外にしています。次回もご参加お待ちしております！ 
[JG1RRU]開催 30 回おめでとうございます。また来年もお願い
します。★ご祝辞感謝いたします。第 33 回記念はどんな企画が
いいですか？ 
[JR4URW]2006 年 2 月に約 10 年ぶりに無線を再開し、久しぶ
りに参加しました。開催時期が、冬に変更されましたが、個人的
には、他のコンテストと重なっても構わないので、コンディショ
ンの良い夏のほうが好きです。★貴重なご意見ありがとうござい
ます。背景にはいろんなご指導ご鞭撻がありまして・・・私も夏
が良かったです。 
[JA3RK]JARL NEWS が入賞者だけしか載せなくするとか、参加
意欲が減退します。反対して下さい、駄目なら賞状なしで結構で
すから参加者全員を入賞にして下さい。★強硬なご助言ありがと
うございます。JARL 本部にはしっかりと OM のご意見を伝えま
した。現在のところ参加者全員掲載を維持していただけるそうで
す。 
[JR0GSJ]集計ご苦労様です。2 日間受信しましたが 4局しか出来
ませんでした。よろしくお願い致します。★参加局数少なくてご
めんなさい<(_ _)> 
[JE1MPR/1]集計ご苦労様です。初めての参加でした。局数、少
ないですがログを提出します。★初参加ありがとうございます！
次回も是非お願いいたします。 
[JA8LN]開催時間帯が丁度良いと思います。★健康なコンテスト
を心がけております。 
[JL7FBV]集計ご苦労様です。よろしくお願いします。★お労い
ありがとうございます！ 
[JF2WME]県内局の参加が今年は少ないですね。もう少し県内局
が参加してくれると楽しめるのですが・・・！★開催日変更の
PR 不足もあるかと思いますのできちんと PR いたします。 
[JH2HUQ]耳をすませて拾い続けてもやっと 10 局でした。今年
も 7MHz に参加。このコンディションの悪さは何なんでしょう
か？三重県内、県人局各局も他バンド移行なのか参加意志が失せ
てしまったのでしょうか、残念でした。★参加意志はバリバリで
す！ご安心のほどを。 
[JH7OUW]9 局しか交信できませんでしたがログ提出します。各
局有難うございました。★7MHz はコンディション・ダメでした
ね。 
[JA7RUM]30 分しか時間がありませんでした。来年は時間を充
分取れるよう計画したいと思います。★お忙しい中ご参加ありが
とうございます！次回は 1 月 26-27 日ですので予定帳に「33」
とご記入を。 
[JE5DUL]コンディションが悪くあまり QSO できなかった。★日
本全国ダメだったようです。 
[JR5PPN]お世話になります。コンデションがもうひとつで、少
ない交信数ですがよろしく。次回も楽しみにしています。★次回
こそは 7MHz が開けるといいですね。 
[JI2GVL]参加局数が少なく感じたのは、当局の努力が足りない
からでしょうか？★いえいえ私どもの努力不足です。申し訳あり
ません。 
[JH2FOR]集計ご苦労様です、少しの運用でしたがログ提出しま
した★ご提出ありがとうございました。参加者が少ないとコンテ
ストの存続があやうくなるので・・・ご協力をお願いします。 
[JR2TRC]たった 4 局！三重の局はどこへ？？★すいません、探



し出してきます。 
[JA1VVH]1 局しか聞こえませんでした。★あららら、こちらは
1 局。。。次回はなんとかします。 
[JQ2QKD/2]登山も兼ねて東白川村の尾城山山頂（標高 1132m）
でハンディ機による運用でした。今年は例年より積雪が少なかっ
たため山頂にたどり着けました。あいにくの曇り空で、遠方はか
すんでおり、ふもとに白川町上佐見の集落の一部が見えました。
非常に寒かったです。★冬山での運用、感激です。 
[JA1-22825]今年も参加できてうれしく思います。思うように得
点が伸びず、残念でした。是非とも Es シーズンに開催していた
だいて、ハイバンドでも遊べるよう期待します。★33 コンテス
ト夏の部ですね。賛成です。 
[JA6QQL/2]コンテスト期間中、三重県との交信は 1 局だけであ
りチェックログとして提出させていただきます。★1 局でも結構
です！次回はご参加くださいますようお願いいたします。 
 
★★★第 30 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。 
 
●参加 150 局を目標に PR に努めてまいりましたが、結果は 138
局でした。 ローバンドを中心にコンディションが悪く参加者に
はご迷惑をお掛けしましたが、まずまずの参加局数であったかと
思います。 もちろん十分ではありませんのでさらに努力をいた
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、今回か
ら第 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
ました。 
 
●しかし、予想以上にコンディションが良くないことと、三重県
支部総会の開催時期がふたたび 10 月に戻ってしまったことなど、
見直しは必要かもしれません。 
 
●電子メールでログサマリ申請していただいた 3 局で、受付漏れ
を来してしまい申し訳ありませんでした。 近年急増している迷
惑メール対策のためメールサーバーやメーラーが自動的に迷惑メ
ールを判定して削除してしまうのが原因と思われます。 対策と
しては、メールによるご申請時に当方からの自動返信メールが届
かなかった場合には、お問い合わいただきますようお願いいたし
ます。 
 
●JARL NEWS 夏号に掲載された集計結果に以下の 3 局を追加し
訂正いたします。 
＊電信部門県外局シングルオペ 1.9MHzバンド 2位 JE2FUP を
追加。3位以下順位繰り下げ。 
＊電信部門県外局シングルオペ 3.5MHzバンド 5位 JR2SQUを
追加。6 位以下順位繰り下げ。 
＊電信部門県外局シングルオペ 7MHz バンド 3 位 JR5GWR を
追加。4 位以下順位繰り下げ。なお、4 位 JH3LXM は入賞とす
る。 
 
●第 31 回オール三重 33 コンテストは平成 20 年 1 月 26-27 日
に開催いたします。ご近所お誘い合わせの上ご参加くださいま
せ。 
 
 
●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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