
第 33回オール三重 33コンテストコメント集 

 
[JR2DOL]バンド内県人局で溢れせっかくのローカルコンテストの
意味が感じられなかった。県人局は元三重県局、コンテスト入賞

局はせめて前回のみにして頂きたい。冬の開催に比較してコンデ
ィションは全体的に良かった。★昨年は電信電話部門へ浮気され
ていましたが、今回は定位置での 1 位おめでとうございます！さ

て、ご指摘の点ですが、県人局の定義の変更により電信部門は県
人局 19 局のご参加がありました。それに対して県内局は 5 局で、
過去 3回でも 6～7局でした。ローカルコンテストでのホスト側の

参加が数局で適切かどうかご意見を聞きながら検討してまいりま
す。 
[JA2MEI]約 30年ぶりに実家のある津市に戻ってきて、初めて「県

内局」部門で参加出来ました。★30年ぶりの凱旋ですか！本コン
テストも 33 年続いていることを考えると感慨深いものがありま
す。 

[JE2SJH]たくさんの局と交信でき、開催時期を変更したことは正解
だと思います。それにしても平均年齢が高く 20代以下いませんで
した。また、8N2SEA 局が県内移動しコンテストを盛り上げてい

ましたが三重県支部としても JA2RL や記念局等を積極的に運用し、
少しでもコンテストを盛り上げてはいかがですか?★CW7MHz1
位おめでとうございます！おっしゃるとおり支部として記念局運

用で盛り上げたいのですが、支部も高齢化と人手不足で手が回ら
ないのが現状です。JE2SJH 局の支部活動への参加を期待します。
助けて下さい！ 

[JF3NAO/2]いつもお世話になります。今回で 3 回目のコンテスト
参加となります。昨年から県内局として参加しておりますが、今
回からルールが変更された事もあり、どのような形で参加するか

迷ったのですが結局、県内局としての参加で落ち着きました。そ
れとコンテストの感想ですが、日程が変わった事でコンテスト参
加局が増えるのではと期待したのですが、V/UHF 帯は相変わらず

静かでした。せっかく GW の終盤に日程変更したのが、逆に裏目
に出たのでしょうか。もう少し参加局がおればと思った次第です。
各局、FB QSO 有難うございました。★CW144MHz1位おめでとう

ございます！V/UHF 参加数ですが 50MHz、144MHz、FM を合わ
せて参加数 42 局でした。昨年は 31 局でしたので少し増加しまし
たがさらなる PR が必要と感じます。 

[JF2FIU]集計審査ご苦労様です.今年は、おかげさまで「名誉県人
局」として何とか「完走」できました。QSO して頂いた各局あり
がとうございました.新しいカテゴリー「名誉県人局」ナイスなア

イデアです! あっちこっちで県人局の FB な信号が飛び交ってお
りました!★CW 県人 1 位おめでとうございます！本コンテストを
きっかけに県人局の皆さんの仲間意識が芽生えればありがたいこ

とです。 
[JR3KQJ]E スポと県人局範囲拡大で賑わっていましたが、肝心の県
内局がほとんど聞こえないのは寂しい限りです。★申し訳ありま

せん。前述しましたが CW 県内の増加はなかなか見込めないのが
現状ですが CW 講習会などで啓蒙が必要と思っています。 
[JA8AJE]県人局に加えていただき有り難うございます。県人局が増

えると参加者も多くなり、楽しいコンテストになるでしょうね。
★いつもご参加ありがとうございます。今回はCW部門だけで110
局のご参加があり 1998年以来の記録です。 

[JK1SDQ]他用のため 5 月 4 日夜のみの参加しか出来なかったのが

残念。MEJ 局が大変に多かったのが印象的であった。それにして
も中年以上局の参加ばかりなのが気になる。交信局のなかでは最
高年齢であった。年齢を再確認されたことも多かった。やれやれ。

★本コンテストは年齢こそリスペクトの対象と考えています。
OM には参加者から最高のリスペクトが注がれたことと思います。 
[JA1BHK]久居市(当時は一志郡久居町)生まれでしたので、次回は県

人局でとの事でしたが、その儘御無沙汰してしまいました。久し
振りに参加したものの、県人局として三重コンテスト隆盛に余り
寄与出来ませんでした。★2006年の津市合併で再び久居町になっ

てしまいました。元祖県人局として次回もよろしくお願いいたし
ます。 
[JF2CRP]集計ご苦労様です。今年は GW 中で高速も渋滞していた

ため乗り込みはせず県人局部門で自宅から参加させて頂きました。
★1.9MHz1位おめでとうございます！県内の高速道路は新名神の
開通や無料化で渋滞路線となってしまいましたね。GW 開催は県

内遠征局にとって不便になってしまいました。 
[JA5CQH/4]7MHz と 21MHz はチェックログとして提出します。★
他のバンドも賑やかしていただきありがとうございます。 

[JA0DVE]今回の新しいルールに基づいて名誉県人局として参加し
てみました。当初やたらと当方のコンテストナンバーに疑問を投
げかけられたので途中から和文で「名誉県人局として参加してい

ます」と前置きしてから CQ ME TEST コールをしていました。Hi... 
7MHz は別の ONAIR 遊びに行くため朝方 30 分程度の参加です。
CHECKLog として扱いを願います。★3.5MHz1位おめでとうござ

います！名誉県人局初年度ですのでルールが周知されておらず申
し訳ありませんでした。 
[JA6DIJ]県人局扱いのおかげで呼ばれる側にもなりました。が、ベ

ランダ GP なので耳が悪く申し訳ない局もあったかと思います。
ご容赦を!★ベランダ GP でこの高得点はさすがです。来年は 1位
を目指しておねがいします！ 

[JR2WLQ]生存証明エントリー。「MEJ」の規約改正は大正解で一
般局はレコードですね!来年は電子ログでの提出に Try しますので
今回はご勘弁ください。★うれしいご評価ありがとうございます。

おっしゃるとおり、CW 県外最高得点は 4,380点で 1,000点越えが
11局です。昨年は最高点 754点でした。 
[JH7PSL]お世話になります。有入賞暦局は県外局での運用/提出は

失格?集計ごくろうさまです。★ご質問の件、県人局でも県外局で
も参加可能ですので OM の戦略に合わせてご選択下さい。 
[JH4RAL/3]いつも集計ありがとうございます。新設された(名誉)

県人局部門で参加しました。7MHz で参加しましたが、ハイバン
ドも開けていたようですね。名誉県人局が増えると全国型コンテ
ストに近づきますね。多くの局が参加されること期待します。★

CW7MHz1 位おめでとうございます！ローカル型と全国型の良い
面を取り入れて運営してまいりたいと思います。将来の目標はオ
ール三重 33DX コンテスト！ 

[JJ3OOZ]昭和 22年三重県阿山郡生まれです。★松尾芭蕉の生地と
して有名な場所ですね。ご参加ありがとうございます。 
[JM1TDG/2]集計お疲れ様です。8月開催のころ以来の参加でした。

新ルールの県人局としてやってみましたが、50メガでは思ったほ
ど1エリアに呼ばれませんでした(笑)★50MHz1位おめでとうござ
います。ぜひ 1エリアのご友人に PR をお願いいたします。 



[JR2FJX]初めて参加しました。県人局のアイデアは良いと思います。

次回も別のバンドで参加したい。★144MHz1位おめでとうござい
ます！次回も県人局でご活躍下さい。 
[JG2KGS]次回もがんばりたいと思います。★頼もしいお言葉あり

がとうございます！ 
[JI3ZOX]第 33 回オール三重 33 コンテストにアパマンのクラブ常
置場所にて参加、第 22回コンテスト以降に入賞歴があり、今回は

名誉県人局で参加しました。いつもより参加局が多いと感じまし
た。★いつもご参加ありがとうございます。今回の改訂では社団
局の名誉県人局が増えることを期待しております。 

[JA4-4665/1]"名誉県人局"で参加させていただきました。たいへん
ユニークで、MEJ 局が増えて面白くなったと思います。また、今
回はハイバンドのコンディションも良好で、楽しく聞かせていた

だきました。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。★SWL 局
のレポートは大変参考になります。今後ともご意見ご指導のほど
よろしくお願いいたします。 

[JA7DLE]お陰さまでいつも楽しませて頂いております。今回勉強
不足で県人局で参加すべきところ県外局で参加してしまいました。
次回からは県人局でもっと楽しみたいと思います。★PR 不足で申

し訳ありませんでした。次回は県人局でサービスをお願いいたし
ます。 
[JA3AA]HF 帯のハイバンドがオープンし楽しいコンテストになり

ました。でも 50MHz 以上は全く駄目でした。オール三重 33コン
テストの益々のご盛会をお祈りします。73★OM にお楽しみいた
だいて大変光栄です。次回もマルチバンドでよろしくお願いいた

します。 
[JA2QVP]集計ご苦労様です。過去入賞局等の参加で結構賑わって
ましたね。参加局を増やすには良い方法だと思います。★今まで

にないルールでしたが、成功して良かったです。 
[JA7AEM]県人局というルールがユニークで、全エリアと QSO でき
るところが面白い。今年から「70」。年齢を感じてしまうコンテ

ストです。★アマチュア無線界の平均年齢が年々上昇することは
悪いことではないと思いますし、元気を出してもらうために年齢
ナンバーを続けています。これからもよろしくお願いいたします。 

[JN1BBO]各バンドで楽しく参加できました。県内局さん、県人局
さんに感謝致します。★こちらこそ楽しませていただきました。
ありがとうございます。 

[JH4EYD]初参加です。宜しくお願いします。★次回もよろしくお
願いいたします。 
[JA7ARW]都合でフル参加は出来ませんでしたが、楽しいコンテス

トでした。1 月開催から 5 月へ移動したことと、今回の「名誉県
人局」の設定により、以前よりも賑やかなコンテストになりまし
たね。★うれしいご感想をありがとうございました。次回はフル

参戦でお楽しみ下さい。 
[JH4JUK]連休で参加し易いですがコンディションが NG で局数伸
びませんでした。★サイクル 24の太陽黒点にがんばっていただき

ます。 
[JA5INF/1]取りまとめお疲れ様です。次回も参加しますのでよろし
くお願いします。★ねぎらいのお言葉は本当にうれしいです。 

[JG5DHX]Always a great contest! Enjoyed it with my whip 
antenna.★We appreciated to your cooperation. We will be 
looking forward to seeing you in next contest. 

[JF2MVI]QSO 頂いた各局ありがとうございました。★1 位と同点

でしたが残念ながら交信終了時間で判定し 2 位とさせていただき
ました。ご了承下さい。 
[JH8DBJ]初めての参加です、楽しむことが出来ました。★楽しん

でいただいて光栄です。 
[JA3UWB]コンテスト番号に 2 つのミスをしてしまいました。1）
年齢 63 でした(偽称罪?) 2）MEJ だった ★１）年齢は自称で結

構です。２）CW 県人 3.5MHz は激戦でしたので県外で入賞で良
かったと思います。いずれもミスではありませんのでご安心下さ
い。 

[JA2PQM]みなさんありがとうございました。★OM もご参加あり
がとうございました。 
[JA2AFX]皆さんお相手頂き有難う御座いました。(とうとう"59970"

になってしまいました。皆さん御迷惑をお掛けします QRS!)今年
も 3.5MHz に参加させて頂きました。VY FB CONDX でした。★
QRS なんてご謙遜を。これからも CW でお楽しみ下さい。 

[JA9AJU]集計ご苦労さまです。前回より沢山の方と交信できまし
た。★多くの方にサービスしていただきありがとうございます。 
[JA1COP]楽しめました★いつもご参加ありがとうございます！ 

[JI1UDD]集計ご苦労さまです。ログ提出します。★ねぎらいのお
言葉うれしいです！ 
[JF1OPO]初めての参加です。終わってみたら、県人局と県内局が

ほぼ半々(8:6)でした。3m 程度の高さのフルサイズのダイポールで
の参加でしたが、楽しめました。マルチバンドでの参加と思った
のですが、参加できる時間とコンディションの関係で 7MHz では

1局しか出来なかったので、3.5MHz のシングルでログを提出しま
す。★制限がある中、たくさん交信していただきありがとうござ
います。 

[JI3DNN/3]MEJ 局は元気でしたが、肝心の ME 局が寂しかったで
すね。連休で外出中か、連休疲れではないですか。 ME 局は 3点、
MEJ 局は 2点、県外局どうしの交信は 1点と し、県外局の交信を

有効にすれば、もっと活発になると思います。★県外ｘ県外とい
うパンドラの箱を開けてしまうとどうなるのか、、、慎重に検討
します。 

[JI3MCM]次回も楽しみにしていますTNX73★次回の参加予告あり
がとうございます！ 
[JJ0HEN]今後バランスがどうなっていくかはわかりませんが、入

賞局が県人局になるという発想は面白いと思います。★ご指摘の
通りバランスの調節のため今後も規約のマイナーチェンジをお許
し下さい。 

[JR5GWR]お世話になります。MEJ の資格者は何処かに掲載して頂
くと良いと思いました。勝手な意見失礼しました。★ご不便をお
かけしました。コンテスト運営も人手が無くご依頼のデータ処理

を行う余裕がありませんでした。でも、ご希望にそえるようにが
んばります。OM にもしお時間があれば・・・ 
[JK1UKQ]楽しかったです。★私もコメント集作りが楽しいです。 

[JH9UJB/1]集計お疲れ様です。1 時間ほどでしたが参加しました。
7MHz のコンディションもよく、沢山交信できました。今回から
の名誉県人はいい仕組みですね。ぜひ名誉県人になれるよう、頑

張りたいものです。★お忙しいところご参加ありがとうございま
す。次回はぜひフル参加で入賞を！ 
[JA5HPX]楽しませていただきました.★うれしいです！ 



[JG1RRU]集計お疲れさまです。33回大会に参加できてよかったで

す。名誉県人局の採用も良好だと思います。★ご感想ありがとう
ございます。第 33回がみなさまのおかげで成功して良かったです。 
[JG2YER]社団局ですが、シングルオペ(JK2VQR)で運用しました。

集計ご苦労様です。初参加です。名誉県人局の設定が面白いです
ね。次回は名誉県人局の仲間入りができるよう頑張りたいですね。
★次回はぜひ入賞を目指してがんばってください。 

[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。 
[JE1LDU]紙ログですみません(この点数では名誉県人局入りは無

理ですね)県人局がコンテストを盛り上げており大変企画がうま
くいっているなと感じました。★うれしいご感想ありがとうござ
います。次回は、参加部門をうまく選んで入賞を目指して下さい。 

[JA0GSG]集計ご苦労様です。★お気遣いありがとうございます。 
[JM2LSJ]自宅での運用は家庭の用事に邪魔されてフル参加は難し
いです。★OM に同感です。次回の GW は家出しましょうか。二

度と帰れなくなる？ 
[JH3JYS]コンテスト委員の皆様集計等ご苦労様です。来客のため
参加時間がごくわずかでしたが楽しく参加させて頂きました。★

お忙しい中ご参加ありがとうございました。 
[JA0GZ]わずかな QSO でした。でも楽しく参加させて頂きました。
★時間を見つけて参加していただけるだけで光栄です。 

[7L3EBJ/QRP]集計ご苦労様です。短時間ですが参加させていただ
きました。★気軽に楽しんでいただいてうれしいです。 
[JA1POS]QRP CW、短い LW、BH のハンディで運用中。★「短い

LW」お気持ちがよく伝わります。 
[JH2GZY]参加局が聞こえず局数が伸びませんでした!アンテナを
東にも向けて下さ~い!呼んで頂いた皆さんありがとうございまし

た。★50MHz1 位おめでとうございます！来年はきっとみなさん
東方に注意すると思います。 
[AH0BT]6m をワッチしていたらちょうど JA が open しており、コ

ンテスト参加局がいたので、呼んでみました。QSB が深くて NR
交換に手間取りました。★サイパンから 50MHz でご参加ありが
とうございました。KH0 カントリー1 位ですの次回は県人局でご

活躍下さい！ 
[JI3CJP]初めての参加でしたが、年齢が NR なのは面白いですね。
高年齢化がここにも・・・また来年も参加します。★高齢化を楽

しみましょう！また次回もよろしくお願いいたします。 
[JA8-1721]昨年はありがとうございました。1位に入賞し楯まで頂
き本当に感謝と驚きでした。今年も何とか参加できましたが、今

一ポイントが、、、SWL 部門が有る限り参加します。本当に関係
者の皆様に感謝を致します。★今年も 1 位ですよ！おめでとうご
ざいます。 

[JI1LHT]初参加させて頂きましたが、県人局とか、ナンバーやマル
チが年齢とか、ユニークなコンテストですね。CW フィルター無
しの貧弱な設備に、今の自分の能力ではこの辺りが限界でしょう

か?受信能力が向上していることを願うばかりです。★SWL 局にも
楽しんでいただけてよかったです。 
[JK2VOC]集計お疲れ様です。名誉県人局の制定でMEJの局が多く、

本来の趣旨の県人局よりも名誉局の方が多く特に HF の CW バン
ドはメジャーコンテスト並みの混雑でした。また突然使用してい
た周波数で RUN 開始する県人局まで出で来る始末で、県内局が

RUN 出来ない状況が多々ありました。同様の事を言っている県内

局も複数居ました。参加者を増やすための苦渋の選択とも思いま
すが、殆んどが名誉局ばかり CQ で、このコンテストでの県内局
としての優位性(呼ばれる側)も無くなる状況では、県内局として参

加しても意義も無い状況です。よって県内局として参加する意義
も終わったと思われますので、現行ルールで継続される様でした
ら当方は今回のコンテストを最後にオール三重 33 コンテストの

参加を終了したいと思います。★Mix 県内 1 位おめでとうござい
ます！ご指摘の件、オリジナルの県人局部門提案者のご意見は大
変重いものがあります。ただ、パンドラの箱を開けてしまい多く

の参加者には大好評でしたので後戻りも出来ません。冷静なご対
応をお願いいたします。 
[JQ2OUL]GW に日程が移動したのでたくさん呼ばれました、結構

呼ばれまくって快感でした。★県内局にも楽しんでいただけてよ
かったです。これからも盛り上げて下さいね。 
[JJ2SQJ]連休の昼間は田植えをしなければならないので、夜間のみ

の参加になりました。バンド内がよても賑やかで FB でしたね。
集計ご苦労様です。★3.5MHz1位おめでとうございます。そうか、
80m 帯フルサイズアンテナ＝田園地帯ですね。農繁期のコンテス

トで申し訳ありません。 
[JR2FMK]初参加でした。あせあせでした。ありがとうございまし
た。★次回は落ち着いてお願いします！ 

[JA2TTH]県内局の参加が少ないとの連絡があり、賑やかし程度の
参加でした。次回も参加したいと思います。★応援参加ありがと
うございました！次回もお助け下さい。 

[JA2KZM]開催日を変更してはじめてのコンテストで参加局数も
危惧されましたがルール変更等 FB な企画となり盛況でしたね。
21・28MHz での参加がもう少し伸びれば最高ですが。やっと落ち

着いて参加することが出来ました。★JA2KZM 前支部長が 18年間
育てたコンテストです。これからは参加者として楽しんで下さい。
本当におつかれさまでした。 

[JR2COI]平成 20 年 8 月 20 日開局の新参者です。昨年は 144MHz
で参加しましたが今年は 7MHz に挑戦しました。★いろいろなこ
とにチャレンジしている時期ですね。続けてご参加をお願いいた

します。 
[JJ2DWL/2]久々にフル参戦しました。VU で出てる限り、やはり県
外からの参加は県人局以外少なかったように感じました。県外局

の立場からみればマルチが年齢では余り三重県の局を呼ぶ『うれ
しさ』がないのでは?。いっそのこと JCC/G/県ナンバーを第一マ
ルチ、年齢を第二マルチなどとして、県外×県外も有効にしてみ

てはどうでしょう。★50MHz1 位おめでとうございます！大変魅
力的なご提案をありがとうございます。これからも 33コンテスト
の進化にご期待下さい。 

[JA2GSM]初めての参加でした、今後共よろしくお願いします。★
初めての感想はいかがでしたか。次回もよろしくお願いいたしま
す。 

[JA2AHR]1)JARL主催のコンテストログ提出方法と三重県支部の提
出方法の違いが(JARL コンテスト委員会のツール etc)よく判りま
せんのでペーパーで出します。2)年齢公表は人気がないです。"00"

ばかりではマルチ UP しません。困ったことです。★ご鞭撻あり
がとうございます。おっしゃる通り手書きログを使われている
OM には電子ログ提出は面倒ですね。手書きで結構ですよ。地元



のコンテストに応援をお願いいたします。 

[JQ2GVV]この世界も高齢化が進んでいますね。マルチ稼ぐのに大
変です。★マルチは「年齢の積算」にしましょうか？ご参加あり
がとうございました。 

[JA2-TKBMM]広島 WAS、大都市、和歌山、GC、ALLJA に続いて 6
個目のコンテスト参加です。50MHz と 144MHz の交信が初めて聞
けました。普段は朝熊山のビーコンとトラック無線しか聞こえな

いので、参加して良かったです。せっかく英文規約があるのに DX
局の参加がほとんどなく、もったいないなと思いました。Cabrillo
形式でのログ提出が可能になったら外国人の参加も増えるので

は?★県内 SWL1位おめでとうございます。いろいろな電波を受信
する楽しさを味わってみえるようですね。ログはご提案の
Cabrillo 形式でも OK です。次回の英文規約に明記いたします。

ご指導ありがとうございました。 
[JJ2JQF/1]今回は第 33 回の 33 コンテストに 33 歳で参加する巡り
合わせもあり楽しみにしていました。日程、移動場所についての

ルール変更があり、参加しやすくなりました。私自身は遅刻もあ
り不完全燃焼でしたが、今回はハイバンドもオープンし県人局も
多数で賑わっていましたね。おかげで定位置から陥落となりそう

ですが、楽しませて頂きました。この時期であれば部門の設定は
もう少し検討の余地はあると思います。(県人に各シングルバンド
は必要? この時期に 3.5 のシングルバンドは必要? 各部門に HF

ハイバンドマルチ、ローバンドマルチの設定など)★Mix 県人 1位
おめでとうございます！いつも貴重なご意見ありがとうございま
す。今回のコンディションをみて、ご指摘の通り部門の再考が必

要と思いました。検討いたします。 
[JM1NKT]2000年から 3年間、四日市市に住んでいましたので、県
人局として参加させて頂きました。コンテスト中ではありました

が、四日市市の局とは当時の話ができ、大変有意義な時間を過ご
すことが出来ました。今回は第 33回ということもあり入賞を意識
し運用しましたが、初めての参加で戦術が分からず、果たして結

果はどうだったでしょうか?★僅差で 2 位でした。QSO 数は勝っ
ていたのですがマルチで悔しい結果に。次回のバトルを楽しみに
しております。 

[JE0KBP]三重県津市の出身です。このコンテストはふるさとにつ
ながる気持ちの持てるコンテストで、県人局という部門があるの
はすばらしいと思います。連休で時間に余裕があり、コンディシ

ョンもよかったので大変楽しく参加できました。2 日間に分けた
のも無理がなくよかったと思います。★ふるさと三重に思いをは
せていただくこと。それこそ私たちがこのコンテストを 33年間運

営してきた目的と思います。 
[JF4GWA]主催者の皆様、楽しいコンテストを開催してくださいま
して有難うございます。皆様、交信有難うございました。当日は

ノイズがひどく何度も聞きなおしたときがありご迷惑をかけまし
た局にはお詫びします。空でまたお会いする日を楽しみにしてお
ります。★ご参加ありがとうございました。このコンテストの参

加者は皆さん親切なのでご遠慮なく。 
[JA2VHG]2004年 3位入賞で県人局で参加でした。★これで三重県
はあなたの第二のふるさとになりました。来年また帰ってきて下

さいね。 
[JM2LKJ]名古屋に住んで初めて参加しました。元四日市人として
は 10 年以上前にイロイロ QSO して頂いた局長さんと再会出来て

感無量です。目標は「33位」狙います!★県人局部門がもっと盛況

になって 33 局以上の参加があるとうれしいですね。PR をお願い
いたします。 
[JH4FUF]県内外の参加局も多く FB でした。集計ご苦労様です。★

県人 3.5MHz1 位おめでとうございます！おねぎらいありがとう
ございました。 
[JL2PCI/3]集計ご苦労様です。何年か前にコメントした県人局の参

加部門が増設されラッキーでした。欲を言えば電話部門が増設さ
れなかったのが残念でした。奈良県支部の平城遷都 1300 年祭を
PR できラッキーでした。★せんとくんがこのコンテストを PR し

てくれたら「電話部門」を増設しましょうか(̂ ^) 
[JA3RK]所用のため朝から外出、夜間のみの参加でしたが名誉県人
局にしていただいたお陰で 多くの相手と交信できました、VY 

TKS★お忙しいところ時間を見つけての運用ありがとうございま
した。 
[JA3OLO]今回はじめての参加です、三重県南牟婁郡紀和町生まれ

です、7MHz バンド拡張の効果ありますね次回もがんばります。
★県人 7MHz1 位おめでとうございます！次回も紀和町に狙いを
定めておねがいします。 

[JR3SZZ/3]楽しくコンテスト参加させていただきました。県人局
の参加が多かったですね★県人局部門にご協力ありがとうござい
ました。 

[JI2QIX/2]集計ご苦労様です。QSO 各局ありがとうございました。
★県人 50MHz1 位おめでとうございます！次回もよろしくです。 
[JR2JZO/2]この時期の開催はいいですね。県人局の参加部門増設

もありがたいです。結果冊子希望します。よろしくお願いします。
★OM に気に入っていただいてうれしいです。 
[JQ2WBX]今回ルール変更にて「県人局」として参加し多くの局と

交信ができ楽しい時間を過ごせました。★県人 144MHz1 位おめ
でとうございます！次回もよろしくお願いいたします。 
[JF2TGF]今回、ルール変更にて「県人局」として参加し、CQ を出

していたらコンテストに参加されない局からコンテストナンバー
の送り方を聞かれ、ルールの説明をし県外局の数局の方の参加を
頂き良かったです。少しでもお役に立てれば光栄です。★コンテ

ストの PR をありがとうございました！すっかり三重県人になっ
てしまいましたね。 
[JR2DAJ/2]名誉県人局での参加です。三重県から 2m では厳しい場

所での運用でしたが、静岡県内の局からもお声がけを頂きました。
名誉県人局面白いルールだと思います。★ありがとうございます。
これからも県人局でお楽しみ下さい。 

[JA3QOS]県人局のアイディアは良いと思います。飛躍的に参加局
数が伸びたのでは。★はい、参加局数 232 局で 200 局を超えるの
は 12年ぶりです！みなさまのおかげです。 

[JH1XEK]次回もがんばりたいと思います。★がんばる宣言ありが
とうございます！期待をしております。 
[JA9WKK]久しぶりの 33 コンテストでした★思い出していただけ

て光栄です。来年のカレンダーにチェックを。 
[JA1IQK]HP に名誉県人局リストがあると思ったら毎年の結果表
を見るのですね。5月連休の開催で 7MSSB で三重県各局および県

人各局と交信でき楽しく参加しました、マルチバンドで電子ログ
を提出します、集計ご苦労様ですよろしくお願いします。参加証
(賞)があれば 80 円切手を送るのですが、結果冊子は HP に公開さ



れる結果とコメントなら不要です。★OM に楽しんでいただけて

光栄です。名誉県人局リストはご用意できるようにがんばります。
参加証は予算と手間がありますので検討課題とさせて下さい。 
[JR3AAZ]集計お世話になります。名誉県人局ルールの為大変賑や

かになり楽しめました。県人局部門はコンテスト名人部門のよう
になるかもしれませんね。不備が有りましたらお知らせ下さい。
★県外 3.5MHz1 位おめでとうございます！おっしゃるとおり名

人部門という感じです。オリジナルの県人局にもがんばってもら
います。 
[JA6SRB]初参加でした。県人局が多いのにびっくりしました。同

じ土俵だったらとても入賞の可能性はなかったのでは?★次回も
続けてご参加をお願いいたします。 
[JR2BOF]三重 33コンテスト初参加です。★初参加ありがたいです。

次回も忘れないで下さいね。 
[JR5DPV]書類を提出するのは今回が初めてです。★えっ！初めて
の参加で 7MHz1位ですか！すばらしい成績です。 

[JR4FLW/4]集計ご苦労様です。天気もよく移動日よりでした。★
移動運用お疲れ様でした。春の空気が気持ちがよかったでしょう
ね。  

[JI4JGD]少しですが提出しておきます。★少しなんてとんでもない。
入賞ですよ。 
[JA2VHO]初参加です。年々アマチュア局も減っているので、活性

化のためにも、次回もがんばりたいと思います。全国対全国のス
タイルにした方が参加局が増えると思います。★ご参加ありがと
うございました。また貴重なご意見は検討課題とさせていただき

ます。 
[JR5PPN]いつもお世話になります。今年も少ない交信局数ですが
ログを提出します。参加各局お世話になりました。次回もよろし

くお願いします。★いつもご参加ありがとうございます。次回も
よろしくです。 
[JI1IIF]JARL NEWS には入賞者のコールサインしか載らないんです

ね。とても残念ですログ提出者が減るかもしれません。コンテス
トの活性化のためにも全員のコールサインを載せて頂きたいと思
います。★同感です。支部の委員会では全員入賞にしようかとの

意見もありました。 
[N6TI]今年も楽しく参加させて頂きました。海外局の参加を認めて
くれる数少ないコンテストで感謝しております。サイレントキー

まで何回参加出来るか?来年もがんばります。★カリフォルニアか
らご参加ありがとうございます。次回は県人局部門でご参加下さ
い！できましたらご近所の DX 局にも参加をお勧め下さい。 

[JA2PEI]次回もがんばりたいと思います。★がんばる宣言期待して
おります！ 
[JK1BII]参加させていただきました。★楽しんでいただけましたで

しょうか。次回もよろしくです。 
[JH1DGB]初めての参加です。当局のチョロ波に応答頂いた 7局の
局長さん、ありがとうございました。★初参加ありがとうござい

ます。チョロ波だなんてご謙遜を。 
[JQ1KRT]コンテスト楽しめました。★楽しんでいただけてうれし
いです！皆さんが楽しめるコンテストを目指しています。 

[JG1GCO]日程変更大変良かったです。HF ハイバンド部門もほし
いですね。★「HF ハイバンド部門」検討いたします。 
[JA1IRC]30 分程の 7 メガ運用でしたが、それなり楽しめました。

★お忙しい中ご参加ありがとうございました。 

[JH1TAR]コンディションがあまり良くありませんでした。数局し
か聞こえませんでした。『もう少し時間が有れば』と思いました。
★腹 8分目がいいかもしれませんよ。次回につなげるために。 

[7N2XHH]用事があり 1時間のみコンテストへ参加できました。来
年はフルで参加したいと思います。★次回のフル運用に期待して
おります！それにして 32位、惜しい！ 

[JA9XAT/3]7MHz で 21局 14MHz で 6局 50MHz では 2局と交信で
きました。★でも、144MHz にエントリーしていただいたんです
ね。次回はマルチバンドで！ 

[JA5SQH/5]三重県に開いた地点へ移動したのですが県内局は聞こ
えなくて 4 局しかできませんでした。県人局との区別がよく分か
らなくて。初めて参加しました。奈良コンテストのように時間帯

と周波数を決めると参加しやすいと思います。★貴重なご意見あ
りがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。 
[JA1-22825]今年も参加できてうれしく思います。県内局扱いの局

が飛躍的に増えた上に、5 月開催になり、Es もあいまってにぎや
かでした。★県外 SWL1 位おめでとうございます。局数が増えて
楽しんでいただけましたね。 

[JA4-37294]参加局が多く良かったです。今後も盛り上がってほし
いです。★今後への期待を受け止めました。がんばります！ 
[JA2VSU/3]HF しか聞こえず残念です。(VHF は 1 2 局のみ)★たし

かに VHF はエントリーが少なめですね。PR に努めます。 
[JA8-3339/7]三重 33CNT 久しぶりのワッチでした。LOW バンドの
みの参加でしたが、コンテスト時間も適当で参加しやすく感じま

した。来年も楽しみにしています。★健康とエコにも気を配りま
した。次回もお楽しみ下さいませ。 
[JS2NNK/2]静岡コンテスト後で少々疲れ気味でした。このコンテ

ストは参加する予定はなかったのですが、何故か皆さんがコンテ
ストをやっているとついつい自分もやらなきゃなんて思って遅ま
きながら 5日の 1030から聞き始めました。案の定時すでに遅しポ

イントになる局は 10局でした。委員の皆様お世話になります。★
静岡コンテストからの連続参加に感謝申し上げます。当コンテス
トの日程変更が静岡支部関係者の方に不快感を与えてしまったと

のお話を耳にしました。この場を借りて心よりお詫び申し上げま
す。 
[JQ2WGY/3]参加局が少なくコンテストの賑わしで別コールでサ

ービスしました。★チェックログありがとうございます。 
[JA2-9315]ハンディ受信機と 2m 用ホイップで 1.9MHz の信号を聞
くことができまて、オール三重コンテストは楽しいです。ありが

とうございました。★チェックログありがとうございました。 



★第 33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． 

 
★第 33回を記念し、コンテストのさらなる活性化を進めるため４
つの規約変更を行いました。 

 
１）開催日を１月第４週から 5月 4～5日に変更 
・１月末の電波伝播コンディションが悪く、参加者の得点が低迷

するため５月に変更しました。 
 
２）第 22回(1998年)以降の当コンテストで入賞歴のある県外局を

名誉県人局とする 
・県外局がより多くの局と交信して、コンテストを楽しんでいた
だくために、県人局の条件に名誉県人局も含めて交信局数が増え

るようにいたしました。 
 
３）県人局の参加部門増設 

・２）の変更に伴って、参加部門を８部門増設いたしました。 
 
４）コンテスト中の運用場所の変更を認める 

・参加者からのご要望があり、問題がないと判断し認めました。 
 
★参加局の著しい増加が得られました 

 
 ４点の規約変更変更により、参加局数は 178 局から 232 局に
130%の増加となりました。 

 内訳は、名誉県人局の資格新設により県人局が 9局から 39局に
増加したのが目立ちます。 一方、県内局も 29 局から 35 局に、
県外局も 140 局から 158 局に増加しているのは、日程の変更によ

るコンディションの改善やゴールデンウイークという好条件が重
なったものと思われます。 
 

★参加局の満足度の向上が得られました 
 
 さらに、平均得点が 1月開催時の 905点から 2,510点へ増加し、

平均 QSO 数が 1月開催時の 18局から 2倍以上の 39局に増加した
ことから、参加局の満足度が向上したことはコメントの内容から
も明らかでした。 

 
★一方で、県内有力局から不満の声が寄せられました 
 

 しかし、良いことだけではありません。 毎回、当コンテスト
を盛り上げるために県内から全力で参加していただいている有力
局からは、県人局が多くなっため県内局の価値が下がり、全国か

ら呼ばれる立場になれるローカルコンテストの楽しみが無くなっ
たと不満が漏れています。 
 今回の盛り上がりを損なうことなく、彼らの不満を解消する方

法を模索します。 
 
★部門の見直しにご意見を下さい 

 
 以前より 1.9MHz、3.5MHz、7MHz、50MHz、144MHz でシン

グルバンド部門を設置していますが、5 月開催になったことでロ

ーバンドよりもハイバンドのコンディションが良くなっているこ
とを考えると3.5MHzを21MHzに変更した方がよいと言うご意見
もあります。 みなさまのご意見をお寄せ下さい。 

 
★協賛にご協力下さい 
 

 当コンテストは、個人や団体からのご協賛により部門 1 位に優
勝楯をお贈りしています。 今回も以下の 8 個人、3 団体より 16
部門にご協賛をいただきました。 この場をお借りして御礼申し

上げます。 
 1部門 5,000円で受け付けておりますので、当コンテストに思い
入れのある方は、ぜひご協賛をお願いいたします。 

 
JA2-9315 柴田 浩様 ３部門 
JF2TGF 伊藤宏光様 ２部門 

三重コンテスターズクラブ様 2部門 
JA2HVO 岡田哲夫様 1部門 
JA2NMH 長谷川隆司様 1部門 

JA2UOR 松岡信一様 1部門 
JG2DJL 山本剛也様 1部門 
JL2AWE 乾 忠世様 1部門 

熊野無線クラブ様 1部門 
三重県庁防災ネットワーククラブ様 1部門 
JR2MHV 冨岡 巧 1部門 

JE2MDE 磯田憲一 ２部門 
 
★平成 22年 11月 14日(日)松阪市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． 
 
★コンテストについてのご質問、ご意見などの受付は 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 
支部長 冨岡 巧 JR2MHV 
委員長 磯田憲一 JE2MDE 

 
平成 22年 10月 10日初版 

平成 22年 11月 6日一部改訂 

 


