
第 31 回オール三重 33 コンテストコメント集 
 
[JE2YOK]毎年紙ログで提出して申し訳ありません★いえいえお
構いなく．どちらでも大丈夫です． 
[JI2MWH/2QRP]初参加です．アンテナがほとんど東西にしか張
れず受信に苦労しました．(相手はもっと?)来年も参加したいと
思います．各局ありがとうございました．★QRP での 1.9MHz
移動運用おつかれさまでした．次回もぜひきわめて下さい！ 
[JE2SJH]前回は参加できず今回も参加は難しいと思っておりま
したが、県内局の参加が少ないとの意見を聞いておりましたので、
何とか 1 時間程度でしたが参加することができました．交信いた
だいた各局ありがとうございました．★ご協力ありがとうござい
ました！ほんとにありがたいです．しかも7MHzCW 1 位です． 
[JR2UMU]VK よりの参加の方(伊勢の方)と交信できてラッキー
でした．POOR なアンテナと 50W で良く飛んでいったものだと
思います．★やっぱり運用技術でしょ．そしていよいよオール三
重33DXコンテストに改名か？！ 
[JA2UOR]GP 以外のアンテナを下ろしてしまい、移動運用を考
えましたが余りの寒さで断念しました．結局、暖かい我が家から
の運用でした．★しばらく真冬の 33 コンテストでお楽しみ下さ
い．真冬らしい企画も考えます．抽選でスキ焼き用松阪牛と
か!？ 
[JP2TDQ]こんにちは!オール三重 33 コンテストお疲れ様でした．
私は、普段はあまり無線には出ていないのですが、オール三重
33 コンテストとニューイヤーパーティーは楽しみに出ています．
今回のオール三重 33 コンテストでは、例年より出ている人が少
なかったので大変でした．しかも 7 メガのコンディションも、朝
8 時頃から 11 時前くらいまであまりよくなかったので、全然局
数が稼げずに困りました．11 時過ぎた頃からコンディションも
良くなり、沢山の方と交信できて良かったです． 交信していて
嬉しかったことは、最後に「88」と送ってもらえることです．未
だにフォーンの方で出て「73」と言われます．複雑です 笑．で
も「88」と言ってくれる人もいてそれが内心とても嬉しかったり
します 笑．また、今回のように電信だと、私の事(YL だと言う
こと)を知っている人でないと「88」を打ってくる人はなかなかい
ないので、打って貰えると感動ですね． 最近は中々無線に出る
時間もないのですが、私の近況としては、楽しい学校生活をおく
っています．今年はもう 3 年生で、自分でも時間が経つのはとて
も早いなぁと思っています．今年で無線を初めて 8 年になると思
うとぞっとしますね 笑．普通ならば、高校 3 年生は受験があっ
て大変なのですが、私が行っている学校は、5 年制で受験がない
ので気楽です 笑．部活は、柔道部で頑張っているのですが,今
年は全国高専体育大会女子柔道 48kg 級の優勝を目指して頑張り
たいと思っています．そして 4月に受ける予定の 1アマの試験も
一発合格したいと思います．(このコンテストの結果発表の頃は
どちらも結果が出ていると思いますが．)今年は海外との交信も
できたらいいなぁと思っています．★女性専用の「さようなら」
があるのはアマ無線だけでしょうね．しかも全世界共通．柔道全
国大会はかなり惜しい準優勝と聞いております．１アマは秘密で
すね．ガンバレ！ 
[JR3KQJ]現在平日は松阪市に在住しており、県人局として参加
させて頂きました．同一局や 00局を除いた異なる 107局の平均

年齢を計算すると何と 58 歳でした．★計算ありがとうございま
した(^^)みんな若い若い 58 歳ですよね．3 桁 QSO 数ありがとう
ございます． 
[JK1SDQ]県人局として CQ が出せるので、捌きの練習を兼ねて
積極的に CQ を出した．3 局が重なると取れなくなる程度の実力
を反省．当局よりも高年齢の局が予想以上に多かったのに驚く．
年齢をコンテスト番号にするのは意外な発見があり楽しかった．
★アマ無線とインターネットの違いは匿名か実名かの違いと思い
ます．QSO を通して相手のことを知るのは楽しいことですよね．
3桁QSO数ありがとうございます． 
[VK1ANU]JK2VOC 局から参加の誘いがあり、滞在中のオース
トラリアの首都キャンベラから県人局として参加しました．夜間
の部は80mと40mで参加．80mはノイズが多く、交信には至ら
ず．40mでは JAの 8局、海外の 2局と交信．途中でコンディシ
ョンが悪くなってきたので、DXをワッチしていたら、1月26日
がオーストラリア・デーの記念日で、どの VK 局も同日に限り
AXのプリフィックスで運用できることを日付が替わる30分前に
気づき、自分も慌てて特別コールサイン AX1ANU でコンテスト
以外の CQ を出したので、ちょっとだけコンテストから脱線して
しました．現地の時刻は JSTより2時間進んでおり、夜間の部に
時間いっぱい参加したために寝た時間が遅く、朝に寝坊をしてし
まいました．食事を済ませた後、20mDP のエレメント延長作業
を行い、コンテスト終了までの残り時間 15 分だけ CQ を出し、
なんとか 1 局と交信しました．呼んでいただいた皆さんどうもあ
りがとうございました．  de VK1ANU (JO2SLZ) ★今回は
VK1ANU 局に当コンテストのスパイスになっていただきました．
初 DX、初 VK の局もあったと思います．本当にありがとうござ
いました！ 
[JF2MVI]7MHzCWで 17才の方ががんばっていました．感心し
ました．これからもコンテストにぜひ参加してください．楽しみ
にしています!★CWでも「88」送ってあげて下さいね(^^) 
[JA1CP]毎年楽しく参加しています、今年もハイバンドの状態が
悪く全く入感ありませんでした．★サイクル24に期待します． 
[JA0DVE]高専の女学生が電信で参加していました．VY FB!! 若
人のアマチュア無線活性化を促す起爆剤になって欲しいものです．
★はい、彼女はとっても強力な起爆剤です．不発でころがってる
爆弾みつけたら教えて下さい． 
[JA3RSJ]三重県各局,HNY,TKS,本年もよろしくお願い致します．
★よろしくおねがいいたします． 
[JA0ADY]電子ログはよく分かりません．ですから、これはテス
トを兼ねています．祈成功!!!★テスト成功ですよ！JARL コンテ
ストも電子ログで送ってみて下さい． 
[JA7DLE]夜の部はローバンドのアンテナが無い状態なので参加
できませんでした、 昼の部では結構ハイバンドが開けておりま
したが、上がって運用なさる局さんが少なかったようです．★レ
ポートありがとうございました．「ハイバンド開けてるよ～」っ
て教えてあげられるといいですね． 
[JA4BDY]二日目だけの参加でした．交信数は少ないのですがロ
グを送ります．★お忙しい中ご参加ありがとうございました！ 
[JH3JYS]コンテスト委員のみなさま整理集計ご苦労様です．交
信数は少なかったけれど楽しく参加させていただきました．来年
もまた参加させていただきたいと思っています．★お気遣いあり



がとうございます．来年もお待ちしております． 
[JA7AEM]昨年よりは少しだけ多くできました．★今回は
3.5MHz へもご参加いただいてありがとうございます． 
[JA0GZ]諸般の事情でわずか 14局とのQSOでしたが、楽しく参
加させていただきました．★OM にはお忙しいところ大変恐縮で
す． 
[JA3EOE ]初めて参加しました．★初参加ありがとうございまし
た！貴方はもうこのコンテストの虜です． 
[JH4JUK]コンディション悪いのかなかなか交信に至らず少ない
ですが提出します．★たいへんご苦労いただいた貴重な QSO で
すね． 
[JO1SIM]終了 1 時間前まではコンディションがいまひと
つ・・・．来年はもっとコンディションが良いことを期待しま
す!★必ず良くなるように天照大御神に祈願いたします！ 
[JN3ANO]各局、交信ありがとうございました．★次回もご参加
よろしくお願いいたします． 
[JA3ATK/5]集計大変ご苦労様です．年齢を 38 と送出してしま
いました．送ったあと変だなと思ったのですが．00 でもいいよ
うなので、00 で参加したらよかったかも．★年齢は自称で結構
です．実年齢、精神年齢、肌年齢・・・ 
[JA3RK]JARL NEWS が結果発表を入賞者に限るとか、参加意
欲を削ぐような行為には全員入賞にしてでも(HI)抵抗して下さい．
★OMのおっしゃるとおりにします！ 
[JA9AJU]集計ご苦労さまです．1 日しか参加できませんでした
が、ログ送りますので宜しくお願いします．★お忙しいところご
参加ありがとうございます！ 
[JF2WME]今回は 7MHz のコンディションが良くなかったので
3.5MHz で参加しました．短時間の参加でしたが県内局の参加が
少ないですね!★県内局の参加増のためPR がんばります． 
[JH4RAL/3]いつもお世話になります．今年は、県外から
3.5MHz で参加しました．雪が降る寒い夜でしたが、モービルホ
イップでも数局と交信ができました．また、機会があれば、県内
局で参加したいと思います．★県内局・県人局の増加が課題です
のでご協力願いいたします<(_ _)> 
[JE4AEJ/1]初めての参加でした．来年も参加したいと思います．
★初参加の上、来年のお約束までいただけるなんて JE4AEJ 局、
いい人． 
[JA1COP]ノイズが多くて、聞こえませんでした．★あらら、ご
家庭のノイズじゃなくてお空のノイズであることを祈ります． 
[JA0GSG]どうにか、参加できました．★お時間を見つけていた
だいて感謝いたします． 
[JI1IIF]このコンテストとは全く関係ありませんが、告知してお
きながらアクティビティーの低い記念局や特別局をどう思います
か?イベントを盛り上げるためにもがんばっていただきたいと思
います．Hi★どうしてもボランティアなので無理は言えませんが、
待っている人の期待を裏切らないようにがんばってほしいです
ね． 
[JH0QYS/QRP]今回は HF帯のコンディションが悪く、三重県内
局の参加が今ひとつ少なかったように感じています．三重県内の
クラブ局や JARL 局の積極的参加でコンテストを大いに盛上げて
欲しいと思っています!参加証の発行もぜひ検討して頂ければと
思います!日曜の朝のコンテスト開始時刻は、冬季間のローバン

ドの伝搬を考慮して1時間早くしても良いかもしれません!★激励
入魂ありがとうございます！参加証は検討させて下さい．予算と
手間が解決できれば可能です． 
[JA1AAT]7MHzCW 聞こえず、3.5MHz2 局 QSO．この次も
QRV します．★コンディション悪かったですね．来年に期待お
願いいたします． 
[JH2HUQ]何とも悪いお空のコンディションでした．隣の三重県
が遠くに感じられました．こんなのもめずらしいですね．来年か
らはまた・・・期待しています．★「・・・」がとても意味深で
す． 
[JH6WXF]お疲れ様です．ノイズの多い中でしたが三重各局との
FBな QSOができました．有難うございました．★お楽しみいた
だいて光栄です． 
[JF8DSO]初めての参加です．ルール設定が面白く来年も参加し
ようと思います．★お褒めの言葉ありがとうございます！スタッ
フのやる気倍増します． 
[JG0AXT]Condx悪かったですね!★来年は大丈夫です！（根拠の
ない自信） 
[JA5HPX]集計ご苦労様です．状況はよくないですが楽しめまし
た．★楽しんでいただけてうれしいです！ 
[JA1FWY]お世話になります．悪い状態でした．次回に期待しま
す．有難うございました．★7MHz 最悪でしたね・・・ 
[JA1HIY]今回も有意義な交信出来ました、感謝致します．次回
も宜しく願います★参加すること以上に意義があってよかったで
す！ 
[JF6RNE]開催ありがとうございます．今年も楽しく参加させて
いただきました．★こちらこそいつもご参加ありがとうございま
す． 
[JE2XBS]集計ご苦労様です．ほんの少しですが、参加すること
ができました．各局 TKS!★気軽に参加していただけてほんとう
にうれしいです． 
[7L3EBJ/QRP]集計ご苦労様です、QRP にて短時間ですが参加
させて頂きました．★7MHzCW QRPおつかれさまです． 
[JN1BBO]アンテナの問題か ME 局があまり聞こえませんでした．
★MEの問題かもしれません．参加局が少ないので・・・ 
[JA0FVU]海外から県人局が参加しているとは思いませんでした．
★世界に羽ばたく三重県人！たくさんいますよ．がんばれ吉田、
野口、小椋、浅尾． 
[JA6QQL/2]コンテスト楽しく参加させていただきました．★来
年もよろしくお願いいたします！ 
[JI3ZOX]クラブ常置場所のアンテナ調整が済み、久し振りに三
重コンテストに参加しました．JN3LAE局はCWに挑戦し、寒い
けれど手に汗が出ると云っておりました．★コンテストはまさに
radio sports．オリンピック種目になるとかならないとか． 
[JA4-4665/1]今回もハイバンド開かず 7MHz も 11 時頃になっ
てやっと開けた状況でした．1.9MHzと 3.5MHzで昨年より受信
局数アップし得点を上げることが出来ました．★電離層の元気が
なかったですね． 
[JA4-37294]電信部門は楽しかったです★効率的でスピーディー
なCWコンテストは気持ちいいですね． 
[JK2VOC]コンディションが悪くて局数が伸びませんでした．県
内局が少なすぎます．多数の県内局の参加を希望すると同時に支



部大会等でもコンテストの PRもお願いします．★やっぱりVOC
局が支部大会でコンテストの楽しさを説くべきでしょう．今年や
ります？ 
[JJ2SQJ]たくさんの参加局にお礼申し上げます．もっと三重県
内局も参加してもらえるといいのですが．★みんなで盛り上げて
下さい！ 
[JQ2OUL]今年は家族の QRM がひどくてこんな結果に終わって
しまいました．けど 6Mはかなり静かだったような・・・★ご家
族あっての趣味ですからね．ご家族優先で、時間があればコンテ
ストもお願いいたします！ 
[JA2TTH]来年は夕方から始めて早朝の時間帯も入れてはどうか
と思います．HF も含めて盛況になるのではと思いますが、いか
がでしょうか．それから、JL 局が日曜日しか出られないという
のは、何かおかしい・・★奥様・年少者は健康に気をつけて参加
して下さいという部門です．ただ、元気な JL 局は一般部門に参
加していただいて結構ですので規約の文言をわかりやすいように
変えたいと思います．ご指摘ありがとうございました． 
[JN4VOX/2]50MHz シングル部門に参加しましたが、夜間帯し
か参加しませんでしたので、それなりの局数しか QSO できませ
んでした．★50MHz シングル部門の存続のためご参加は大変有
意義でした． 
[JQ2GVV]残念、出遅れました★忘れずにご参加いただけたこと
に感謝いたします． 
[JQ1OKW/2]今年は県内局と QSO できて良かったです．★とい
うことは昨年は・・・ごめんなさい． 
[JH2YIV/2]集計お疲れ様です．短い時間でしたがクラブ局で参
加しました．支部大会ではお世話になりました．★紀宝町での三
重県支部大会お疲れ様でした！熊野無線クラブ様にはいろいろと
お気遣いいただきありがとうございました． 
[JQ2TJN]必死で CQ を出してもほとんど呼んでくる局がいなく
て苦労しました．もっと参加局が増えればいいのにと思います．
JL部門でも、1日目の夜の部も開放して欲しいです．夜ふかしと
いっても、たかだか12時までなんですから．もし12時が駄目な
ら 20 時から 22 時でも良いです．★JL 局が一般部門に参加して
いただくのは問題ありませんので、規約の文言をわかりやすく変
更しますね．JL 部門は夜更かしできない JL 局のために作りまし
た． 
[JJ2JQF/1]この世とは思えぬ寒さの中の運用でしたがなんとか
フル参加!ワイヤーアンテナとモービルホイップのみではまずま
ずでしょうか．ただ、今年から超強力な県人局が出現!盾は遠く
なりそうです．．．やはりこの時期の移動運用はきついです．日
程、なんとかなりませんか?私のコンテストヒストリー(そんなた
いしたもんじゃないですが Hi)の入り口だったコンテストで、愛
着があり参加はしていきたいのですが、これだけ寒いとギブです．
★うわさの超強力局はJQF局には及びませんでした．日程の件、
支部長も問題を認識されておりますので検討を続けます． 
[JF4GWA] 故郷の皆様に今年も交信をしていただき有難うござ
いました。また県人局として出したCWのCQに全国から多数応
答していただき大変うれしかったです。お礼申し上げますととも
に悪い聞き取りと拙いキーイングで御迷惑をかけました。お許し
ください。もっとCWを練習しないといけないと痛切に思いまし
た。なお1.9MHzは自作アパマン用MicroVertにQRPでしたが，

弱い信号にもかかわらず取っていただきました皆様に感謝します。
このバンドでも届くものなのですね。アンテナを工夫した甲斐が
ありました。★本コンテストのためにアンテナを工夫してご参加
いただきありがとうございました。今後も県人局として盛り上げ
ていただけますとうれしいです！ 
[JG2CNS/3]集計お疲れ様です．少しだけの交信ですがログを提
出します．★少しでもありがたいです．次回もよろしく願いしま
す．  
[JL2PCI/3]集計ご苦労様です．HF 帯 NG、VUHF にて CQ コン
テスト発射すれども応答無し．行政の防災無線室にアマチュアバ
ンドのリピーターが設置される時代ですからね!★ブラックです
ね・・・アマ無線の活性化のためにコンテスト運営が役になって
いると信じてこれからもがんばっていきます． 
[JR2JZO]残念ながら 1局しか QSOできませんでした．★貴重な
１局ですね．ありがとうございました． 
[JF2FIU]初日は「遅刻」でしたが、今年も参加できかつ完走でき
たのでよかったです．来年も参加したく思いますのでよろしくお
願いします．★完走どころか１位です．おめでとうございます！ 
[JH2CMH]昨年は表彰式へご招待いただきましたが、旧鵜殿村ま
では行けず大変失礼しました．★今年は多気郡多気町です．ぜひ
お越し下さいね． 
[JA6BIF]楽しいコンテスト有難う御座いました ただ 県内局
がもっと多く出て欲しいですね．★県内参加局の増加策に知恵を
絞ります． 
[JA6DH]14MHz のコンディションが悪くて NG でした．★
7MHz以上はダメでした．．． 
[JE1MPR/1]集計ご苦労様です．HF 部門初参加でした．★いろ
んな部門を楽しんで下さいね．穴場部門もたくさんありますし． 
[JR3AAZ]集計お世話になります．1.9MHZでも 5QSOさせて頂
きましたが、3.5MHZ で昨年を上回る 10QSO 出来喜んでおりま
す．不備が有りましたらお知らせ下さい．★1.9、3.5MHz はコ
ンディションが良かったようですね．１位おめでとうございま
す． 
[JN4JJJ]地域の行事と重なり 1局しか交信できず残念でした．★
お忙しい中ありがとうございました！ 
[JI3HIY]初めてログ・サマリーを提出いたします．よろしく、お
願いいたします．★初めてなのに２位とはおみごとです． 
[JI6QJX]コンディションに恵まれなかったので残念です★来年は
きっと良いはず． 
[JA0ITY]26日3.5MHz、7MHz全然聞こえませんでした．27日
7MHzのみ10時30分過ぎより聞こえました．★3.5MHzもだめ
でしたか．．．レポートありがとうございます． 
[JR5PPN]今年もお世話になります．最近はコンデションが悪く
て昼前にやっと入感があり交信できました．3 局ですがログを提
出しますが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．★サイクル23最低期ですものね． 
[JA1IQK]なんとか 3 局と交信できてログを提出します．JARL 
News にできる限り電子ログ提出となっていたのですが、アドレ
スが記入されていないため、三重支部 HP を見に行く必要があり
つい忘れており、提出が遅くなりました．アドレスを個人でなく
支部コンテスト担当等で設定して JARL Newsに公表を希望しま
す．★ご意見ありがとうございました．大変ご不便をおかけした



ようで申し訳ありませんでした．ご助言内容を検討したいと思い
ます．ただ、支部HP掲載のものが公式規約であり追加事項もHP
に掲載しておりますのでぜひとも HP をご覧の上ご参加をお願い
いたします．<(_ _)> 
[JF3NAO/3]今回、初参加となります．さすがに 1 月末の
50MHz は閑散そのものでした．コンテスト中、2 局としか交信
出来ませんでしたがログシート提出致します．集計等の作業、本
当にご苦労様です．今後ともよろしくお願いします．★お気遣い
ありがとうございます．来年はもっと楽しんでいただけるよう良
コンディションを期待いたします． 
[JF2TGF]昨年より交信局数が増えて満足しました．交信してい
ただいた各局ありがとうございました．来年も子供と一緒に参加
します．★親子参加ありがとうございます．お子さんに追い越さ
れないようにね． 
[JR2TRC]電子ログで提出しました．2 局取りこぼし、でも 1 位
ではないでしょうか．★1 位と同点でしたが終了時間の違いで 2
位でした．もう１局あれば．．． 
[JH2FOR]26日は出遅れまして27日にやっと少しQSOできまし
た．参加できてよかったです．★土曜日夜８時開始はみなさんお
忙しいようですね．開催時間も検討します． 
[JI2QIX]QSO各局、また何処かでお会いしましょう．★いやいや
来年の33コンテストで再開して下さいよぉ 
[JG1GCO]県人局の方がCQを出しておりなんとかQSOできまし
た．県人局というのはおもしろいカテゴリーですね．★某有名コ
ンテスターのアイデアです．地方コンテストには最適ですよね．
特許は取ってないのでマネして下さい． 
[JQ2WBX]初めての参加で 1局と交信するだけでも大変でした．
小学 4 年生、来年はもっと交信局数を増やしていきたいです．お
父さんと一緒に参加でき良かった．★来年はお父さんを追い越す
んだ！応援してますよ． 
[JQ2UNS]今年からコンテスターになろうかと思い少しですがサ
ービス局として出ました．★来年は本格的にお願いします！ 
[JA1-22825]今年も参加できてうれしく思います．期待していた
1.9MHzはほとんど聞こえず．2日目、早朝から 3.5MHzが良好
なるも7MHzは完全にスキップ．7MHzがまともに聞こえるよう
になったのは 9 時をだいぶ過ぎてからでした．PHONE が寂し
い??★レポートありがとうございました．来年もよろしくお願
いいたします． 
 
★★★第31回オール三重33コンテストにご参加いただきありが
とうございました。 
 
●参加 150 局を目標に PR に努めてまいりましたが、今回は
7MHz 以上のバンドがほとんど開けないというコンディションの
悪い中、153 局のご参加をいただきました。 今後も県内局の参
加局数を増加できるように努力を続けて参ります。 
 
●平成 20年 11月 2日(日)多気町で行われる三重県支部大会で入
賞者への表彰、優勝楯の贈呈を行いますのでご出席下さい。 
 
●第 32 回オール三重 33 コンテストは平成 21 年 1 月 24-25 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/） 
 
 

JARL三重コンテスト委員会 
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委員長 磯田憲一 JE2MDE 
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