
第 34 回オール三重 33 コンテストコメント集 

 
[JQ2OUL]今回リグを新調して、昨年の3倍のスコアとなりました．
呼ばれまくりでコンテスト満喫でした．★投資の甲斐がありまし

たね！見事優勝です. 
[JE2VYM]久し振りに GW に帰省し参加しました．3.5MHz シング
ルは大変面白かったです．年齢は躊躇する方もおり、また県外か

ら見ると県内市町村がマルチの方が魅力的です．東京コンテスト
のように、県内市町村コードと県外県番号でいかがでしょう．★
お楽しみいただいて良かったです。三重県は南北に長く人口密度

や市町村数に違いがあるため県内局からみると参加条件の均一化
に不適です。プリフィクスをマルチにした時期もありますが、現
在は年齢にしています。賛否はありますがご容赦下さい。 

[JA2MEI]今回は7MHzのCWに特化して時間一杯参加出来ました．
★緻密な戦略のおかげで、すばらしいスコアーで優勝です！ 
[JL2QWL]集計ご苦労様です．7、8 年振りに参加します．県内局

の参加ということでたくさんの局と交信できました．★前回は
2002年の第 26回で電信電話県内 7MHzで 3位でした.引き続きご
参加いただけますようお願い申し上げます. 

[JF3NAO/2]いつもお世話になります．今回からの規約変更で県内
局の点数が 3 点になったので、各局より呼ばれる期待もこめてあ
えて県内局として運用しました．50MHz と 144MHz を交互に運用

していたのですが、コンテストにもかかわらずバンド内が少し静
かかなと感じました．VHF 帯、オマケに CW オンリーでしたので
致し方ないのかなと思っております．各局、FB QSO 有難うござ

いました．★「あえて県内局として運用」ということは、わざわ
ざ三重県までお越しになって運用して頂いたのですね.県内局の
参加が少ないので本当にありがたいです. 

[JA2-TKBMM]・前回全く聞こえなかった 1.9MHz を自作カプラを
使用して重点的に取ってみました．結果 10 局 GET できて大満足
です．一方、所用で 1 時間出遅れた事も響き、3.5MHz での受信

局数は 42→15 に減りました． 
・局種の所で「JL 局=三重県内で運用する(略)と書かれている一方
で、得点の所で「県内局または JL 局との交信(略)と書かれている

ので、コンテスト種目としての JL なのか用語としての JL なのか
分からず、県外の JL 局を受信した場合はどうしたらいいのだろう
かと悩みました．いずれにしても電信では判別できないので 1 点

と記録しておきましたが...いっそのこと"県内局の JL 部門"等のよ
うな形にした方が分かり易いような気がします． 
・今回も県人局に比べて県内局の参加が少なかったですね．県内

局には何か生活に役立つもの(楯の代わりにマナ板とか w)が当た
るようにすれば、GW 中でも家族の協力が得られやすくなって参
加者が増えるかも?Hi 

・最後になりましたが、昨年はきれいな賞状と楯を頂きありがと
うございました．次回からは送信部門で参加予定です．今後とも
よろしくお願い致します．★お忙しい日にご参加いただきありが

とうございます.「JL 局」についてのご指摘はごもっともです.説
明文を検討いたします.また、祝日のアマチュア無線の運用にご家
族の理解は最重要と思います.伊勢エビ、あわび、松阪牛・・・の

写真くらいは贈れます.来年の送信部門ご参加を楽しみにしてお
ります！ 
[JA2CUS]お世話になります．県人局としてのデビュー戦でした．

High Band の CONDX は NG でしたが、結構楽しませて頂きまし

た． Thanks! ただ、High Band で QRV する県内局が見つけられ
ず残念．★強豪ひしめく県人局部門へのご参加ありがとうござい
ます. 

[JF2FIU]集計審査ご苦労様です.都合で少し"遅刻"しましたがなん
とか完走できました．また、県人局が多く楽しめました、しかし
純粋の県内局にとってみれば立場が狭くなる思いもあるかもしれ

ませんがそれはそれで特色のある規約で良いと思います．QSO し
て頂いた各局ありがとうございました.★新しい規約でお楽しみ
頂きありがとうございます．これからもオール三重 33 は進化し

続けます． 
[JR3KQJ]E スポ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．★E スポを活用できずに大変申

し訳ございません．VHF の PR をがんばります． 
[JK1SDQ]何とか全 HF band での QSO ができた．県人局の参加が
多いのに驚いた．また、おなじみ局が MEJ であることを初めて

知ったケースが多く楽しめた．点数計算方法が変わっているので 
zlog cfg_dat の修正をお願いしたい．★県人局をお楽しみいただ
けたでしょうか．zlog については勉強不足で申し訳ありません．

cfg データについて検討します． 
[JA3EOE ]今回は QRP(HF:2.5W 144:5W)で参加しました．鈴鹿市に
2 年間在住していたのですが、今回から県人局の範囲が変更され

たようで チェックログとしていただいて結構です．★元祖県人局
の条件に変更はありませんのでご心配なく．ご希望があれば「QRP
部門を作れ！」って要望して下さいね． 

[JF2CRP]集計ご苦労さまです．県人局の数が減ったためか昨年に
比べ盛り上がりにかけ、局数も伸びませんでした．★ありがとう
ございます．県人局のエントリー数は全体で 2010 年:39 局、2011

年:37 局．電信部門で 2010 年:19 局、2011 年:20 局でしたので大
きく変動はなかったようです． 
[JM1NKT]今年はフルタイムでの参戦は都合付かず、夜の時間帯の

みだったので 160m にエントリーすることにし、CQ 誌を読みな
がらの CQ TEST でした！ 一夜明けて 8 時から 30 分程 CQ ME 
TEST を出しましたが、QSO に到らず閉局．★優雅なコンテスト

運用ですね．朝の空振りは残念だと思います． 
[JA2FRC]二日目は空振り CQ の連続でした．★こちらにも空振り
の方がいらっしゃった．朝のローバンドはダメでしたか． 

[JA2VHO]昨年の入賞で県人局にて参加できました．県人局は全国
から呼ばれて楽しくできました．集計ご苦労様です．★県人局部
門をお楽しみいただけてありがとうございます. 

[JA6DIJ]既設のアンテナに7MHzのダイポール(オプション)を付加
したので、その試し射ちを兼ねて参加しました．・・・・15 歳の
局長さんとナンバー交換したときは特に嬉しくなりました．★試

し射ちでティーンを射止めるとはただ者ではありません． 
[JI3DNN/3]県内局にもっと出て欲しい．★もっともっと PR いたし
ます<(_ _)> 

[JA1BHK]参加する度に、私の出生地が一志郡久居町から久居市、
津市久居町と変わって行くとの感じです．戸籍の記載には反映さ
れないでしょうが、気にはなります．★市町村合併で本来の地名

がなくなっていく中、「久居（ひさい）」という地名だけは残っ
ていますね． 
[N6TI]今年も楽しめました．ありがとう．★今年も米国からご参



加ありがとうございました！ 

[JH2FOR]連休でも家にいましたので自宅からの運用でした．名誉
県人局としての初めての運用でした．★三重県人になった気分は
いかがでしょうか．次回もよりしくお願いいたします． 

[JI3ZOX]クラブ常置場所にて、オール三重 33 コンテストに 4 回連
続参加です～♪ 集計局ご苦労様(*^_^*)次回も参加予定です．★
連続参加、うれしくて涙が出ます．そしてねぎらいのお言葉あり

がとうございます． 
[JG3CQJ]集計ご苦労です．CW オンリーですが昨年に引き続き参
加させて頂きました．★県外優勝です．おめでとうございます！ 

[JE4MHL]集計ご苦労様です．ユニークルールのおかげで三重県外
局とも交信機会がありバンドが賑わっていました．もう少し県内
局にメリットがあれば県内局の参加も増えるのでは?と思いまし

た．★ご助言どおり「県内局のメリット」を考えていきます． 
[JA3AA]ローテーターの故障でアンテナ回転せず悔しい思いをし
ました．オール三重 33 コンテストの更なるご発展をお祈りしま

す．73★アンテナが回転しなくても入賞です！当コンテストも
OM のおかげでここまでこれました． 
[JA6FOF]1.9MHz と 3.5MHz は HOME QTH から、7、21MHz は 

同じ長崎市内の 別の場所からの 運用でした．運用場所の変更が
駄目なら 1.9 と 3.5MHz を 削除して下さい．★各地から運用お
疲れ様でした．当コンテストでは運用場所の変更を認めています

のでご安心ください． 
[JA1COP]三重県内参加局が少なくて残念でした．★申し訳ござい
ません<(_ _)>←支部長 

[JO3UBN]集計お疲れさまです．初めての参加しました．★初参加
のご感想はいかがでしょうか．次回もよろしくお願いいたします． 
[JI1UDD]集計ご苦労さまです．今回、増設された 21MHz では 1

局としか交信できませんでした．来年に期待たいと思います．★
もっとコンディションがよくなるといいですね．少しずつ海外局
参加も増えてきましたのでお楽しみに． 

[JA1HMK]楽しく参加させて頂きました．★OM に楽しんでいただ
けて何より光栄です． 
[JH4JUK]毎年楽しみにしています．★うれしいお言葉！！疲れも

吹き飛びます！ 
[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．★常連の皆様には本当に感謝しております．

愛されて幸せです． 
[JG1MWW]初参加です．三重県人局のマルチがユニークで楽しめ
ました．弱い信号にもかかわらず交信頂いた局ありがとうござい

ました．★小さな支部のコンテストなのでミニ ALL JA コンテスト
になってしまわないよう、「唯一」を目指して支部一同がんばっ
て運営しています． 

[JA2QVP]集計ご苦労様です．★おねぎらい、ありがとうございま
す！ 
[JL1HHN]冨岡支部長、いつも大変お世話になったおります．仕事

早く終わり数時間ですがコンテスト楽しませて頂きました．3 局
ですがログ提出します．★お仕事でお疲れのところご参加ありが
とうございました！ 

[JR2WLQ]「いつかはマルチ」と言い続けて何年かが過ぎました．
来年こそはマルチと電子ログの夢を叶えたいと思っております．
★次回は県人局マルチバンドでお願いします！！ 

[JH7PSL]お世話になります．14 はチェックログです．集計ごくろ

うさまです．★東北からご参加ありがとうございました．がんば
ってください！ 
[JE7ENK/7]短時間ですが、参加させていただきました．★お忙し

いところご参加ありがとうございます！ 
[JL1KLG]コンテストでメジャーな各局が、皆さん、三重のご出身
なのかとアホな勘違いをしていました．名誉県人局とはおもしろ

いですネ．このたびの大震災の被害者の皆さま、お見舞い申し上
げます．当局、茨城県守谷市は被害は少なく、今回無事に参加で
きました．各局ありがとうございました．★OM も今日から名誉

三重県人です！ 
[JG1BGT]足跡を残すために参加しました.全交信、趣味の 0.5W 
QRPp でした.★500mW ですか！CB 無線なみですね．すばらしい

足跡が残りました． 
[JK1UKQ]次回頑張ります．★入賞まで惜しかったです！次回ぜひ
よろしくお願いいたします． 

[JQ1KRT]県内局・県人局ともアクティブで楽しめました．★レポ
ートありがとうございます！次回も楽しんでくださいませ． 
[JH7UJI]初めて三重 33 コンテストに参加しました． 過去の入賞

者を三重県人局されており、名だたるコンテスターがランニング
しており、バンド内が非常に賑やかでした．いいアイディアだと
思います．★お褒めいただきありがとうございます！これからも

賑やかなコンテストになるようがんばります． 
[JE1EQS]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！ 

[JG1RRU]県人局制度いいと思います．県内局の 3 点も適当と思わ
れます．★貴重なご意見ありがとうございます．ホッとします． 
[JK6MXY]初めて参加しました．★初参加いかがでしたでしょうか．

もう虜でしょうか～ 
[JM1NJU]県内局の参加が少なく残念です．県内局との交信が 3 点
になったのは良かったと思います．★県内参加局数が不十分で申

し訳ありません．もっと PR いたします． 
[JR6JHE]楽しめました．ありがとうございました．★こちらこそ
光栄です．ありがとうございます． 

[JA7ARW]短時間の参加でした．震災後にたくさんの皆さんの CW
を聞き、元気をいただきました．★東北の皆さんのパワーで圧倒
されます．がんばってください！ 

[JE8CLT]集計お疲れさまです．★お気遣いありがとうございま
す！ 
[JF3LPM]初参加です．ヨロシク！★次回もお待ちしていますね～ 

[JH4EYD]震災、お見舞い申し上げます． 数局ですが宜しくお願
いします．★お忙しいところご参加ありがとうございました． 
[JG5DHX/5]短時間の参加となりました．★短い時間でもお気にか

けていただきありがとうございます． 
[JA4AVO]MEJ 関係の方々が意外に多いでした．★強豪揃いなので
多く感じられたと思います． 

[JA3RAZ]次回もがんばりたいと思います．★いつもありがとうご
ざいます！ 
[JG2YER]社団局ですが、シングルオペ(JK2VQR)で運用しました．

★次回は個人コールでもよろしくお願いいたします！ 
[JA5HPX]フル出場できませんでしたが楽しませていただきまし
た．★祝日で家族サービスも大切です．でも、次回はフル出場で



お願いしま～す． 

[JI2GZC]初めて参加しました．4 日の夜は都合により不参加でした
が 5 日の朝は参加できました．来年は二日間の参加したいです．
★GZC 局も次回はフル出場お願いいたします！ 

[JM6NJU]コンテストのルールは JN2011 年冬号の後ろの方に出て
いました．前の方には出ていなかったので「三重県は 2 エリヤで
は無かったかな？」と少しずつ自信がなくなった(Hi)．よく見た

らルールが見つかりました．前日の「静岡コンテストの次の日だ」
という思いこみが強すぎたようです．P28 には(本号)と書いてあり
ましたが、本号の前だけ見ていたので、見失ったのでした．静岡

も三重も 2 エリヤでしたね．★JN は季刊誌になってしまい、さら
に昨年からはコンテスト結果も入賞局しか掲載してもらえません．
情報誌としての機能がもはや十分でないと感じます．コンテスト

の情報は支部ホームページをご利用いただけますと幸いです． 
[JM2LSJ]夜間しか参加出来ませんでした．★お疲れのところあり
がとうございました！ 

[JI3MCM]TNX CU AGN★VY TNX FER UR QRV OM 
[JJ8GFL]久々の参加となるのではないかと思いますが、/ME を送
信してくる局が全く聞こえなかったのは当局だけでしょうか?聞

こえてくる局は/MEJ と県外局のみでした．/ME 局のアクティビテ
ィ向上を期待します．★コンテストの楽しさを伝えて県内参加局
の増加に努めて参ります． 

[YB3XM]ENTITY: INDONESIA ★ We appreciate your strong 
operating for our contest. You are the first participant from 
Indonesia. We would like you to  enjoy the next time. 73's. 

[JG1UQD]CW 緊張しました．★初々しい感じですね．初心忘れず
にがんばって下さい！ 
[JA1POS ]QRP CW 低く短い LW BH のハンディで運用中★エコ運

用は時代のニーズですね． 
[JA6HXW]短時間楽しませていただきました．★大変お忙しいとこ
ろ、短い時間でもご参加いただきありがとうございました． 

[JN1BBO]オープンを期待して待ちましたが、残念．★21MHz では
関東＝三重間はオープンしなかったようですね．でも 1 位です． 
[JH2GZY]昨年立派な賞状を頂きましたので、2 匹目の鰌を狙って

今年も三重 33 コンテストに参加しました．また 1 年、年寄りに
なりました！近い割に県内局の皆さんが西向きビームの為か、参
加局が殆ど聞こえませんでした．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．★2 匹目のど
ぜうゲットです！賞状のデザインお褒めいただきありがとうござ
います． 

[JO3RCK]次回もがんばりたいと思います．★次回のご出場お約束
いただきありがとうございます！ 
[JA8-1721]参加できましたことに担当者各位に感謝致します．コ

ンディションがいまいちでマルチがほとんど伸びませんでした．
来年はもっと頑張ります．★来年はもう一段上がれば優勝です
よ！がんばってくださいね． 

[JI1LHT]貧弱な室内アンテナですが、頑張りました．★あまり良く
ない条件下で SWL ありがとうございました！ 
[JJ2TKX]今回も県人局メインのコンテストなっていた様に思いま

す．特に名誉県人局のあり方についてもう一度見直す必要がある
ように思います．県内局が少なくなってきているのは寂しいです
ね．★「県内参加局が少ないのでコンテストを十分に楽しめない」

というご意見に対応して名誉県人局を設けました．この 3 年間の

県内参加局は、電信部門 7 局→8 局→8 局→5 局→11 局、電信電
話部門 15 局→15 局→23 局→30 局→20 局となり、ご指摘の傾向
があるかどうかは確認できませんでした．もうしばらく経過をみ

たいと思います． 
[JR2EKD/2]QRP 5W でがんばります．★QRP でマルチバンド参加
という潔さに敬服です． 

[JR2COI]昨年より、局数＆マルチは増えたがいまひとつでした．
交信局の年齢は 28-82 歳、平均 57.3 歳でした．★平均年齢計算あ
りがとうございました．なっとくの数字ですね． 

[JF2CTT]今年は地元神社の式年遷宮のお木曳き行事があり、2 日
間ともそちらに参加したので残り 30 分しか参加できませんでし
た．せめてログだけでもと思い提出します．よろしくお願いいた

します★お忙しいところご参加ありがとうございました．熊野で
も式年遷宮をする神社があるのですね．勇壮なお木曳きであった
と思います． 

[JE2HXL/2]回り込みによるトラブルが発生したため、正味 3 時間
ほどの参加となりました．QSO いただきました各局さんありがと
うございました．★ステレオ I でしょうか．次回は万全の対策で

よろしくお願いいたします． 
[JA2GSM]2 回目の参加でした．今後ともよろしく★3 回、4 回と
ご愛顧下さいませ！ 

[JF2VYY]今年は大震災の影響でコンテストの自粛ムードが多く、
東海 QSO もなくなったので残念に思っていました．でも参加者は
昨年の 70％で、少し寂しく感じました．それと、今回の新ルール

最初は「何だこれ」と思いましたがやってみたら「面白い」と感
じました．参加者が増える様に頑張って下さい．★震災のショッ
クから 2 ヶ月も経ってなかったのですが、アマチュア業務やコン

テスト活動の目的は通信技術の自己訓練であると再認識し、予定
通り開催いたしました． 
[JR2BMA]コンテスト事務局の皆様、ご苦労様です．今回のオール

三重 33 コンテストを終えての感想ですが、今回からの規約改正
の狙い通りに県人局は非常に少なかったことが印象に残ります．
ただ同様に全体の参加局数も少なかった？とも感じておりました．

3 年前に再開局以来、3 回連続して「県内局 FM モード」の部に参
加をさせていただいております．次回の参加は今回から新設され
ました「21M バンド」へ挑戦してみようかと考えております．そ

の為、今回の 21M バンドの結果はとても興味深いところでもあり
ます．事務局の皆様方はこれから集計業務などより一層のご苦労
をお掛けすることと思いますが、コンテスト結果を楽しみにして

お待ちしております．今回交信いただきました各局、次回もお空
でお会いできますこと楽しみにしております．お疲れ様でした．
そしてありがとうございました．★貴重なご意見ありがとうござ

いました．次回の挑戦を応援しております． 
[JJ2JQF/1]私より若い県内局と QSO できました! 昨年より参加局
は少なかったでしょうか? 昨年より大幅ダウンでした．★きっち

りと優勝ですよ．元祖県人局としてがんばってください！ 
[JE0KBP]三重県津市の出身です．コンディションが比較的よく、
楽しめました．★元祖県人局のご活躍は頼もしいかぎりです！ 

[JH4FUF]参加局も多く楽しめました．所用で 5/4 のみの参加で JL
局と出来ませんでした、残念．集計ご苦労様です．★JL 局はこの
2 年間エントリーがなくさみしいですね． 



[JA3HIL]次回もがんばりたいと思います．★連勝狙いですね！来

年も好成績を期待しております． 
[JA3OLO]今回はコンディションも今ひとつでしたが、予想以上の
ポイントになりました、次回もがんばります．★偶然ではなくこ

れが実力でしょう．次回はもう 1 段ステップアップ！ 
[JH4RAL/3]いつも集計ありがとうございます．今年は電信電話部
門に参加しました．名誉県人局の有効期間を 3 年にするのは良い

ルール変更だと思いました．一方で、県内局の価値が下がるから
3 点というのは了見が狭く、コールする側からすれば意味のない
ルール変更だと思いました．★ごもっともなご意見と拝受します．

今回、パンドラの箱を開けたことで県内局と県外局の方向性の違
いが顕在化し、「3 点」はその妥協点としてのご提案でした．さ
らに検討を重ねます． 

[JI4JGD]初めての県人局の参加です、仕事のため最終日のみ参加．
集計ご苦労様です．★お仕事でお疲れのところ朝からありがとう
ございました． 

[JL2PCI/3]集計ご苦労様です．前回から名誉県人局の増設によりコ
ンテストとしては大成功だと思うんですが、県内局の参加局が CQ
コンテスト ON AIR しにくくなりつつあるように思えます．当方

場所柄 2.5 エリア状態ですのでローカルバンドで 2m でも伊賀市
でラグチュー交信はきこえていたのですがコンテストにはならず．
四日市市の局との一交信のみでした．今回、呼びに回らず CQ コ

ンテストON AIRに専念しました．多数の局からコール頂きTNX．
三重県内局からもコール頂きありがとうございました．★県内局
を保護するために「名誉県人局は CQ 禁止」という荒技も考えら

れますが、コンテストの楽しみにはブレーキがかかりますよね．
またご意見下さい． 
[JI2QIX/2]集計ご苦労様です． QSO 各局ありがとうございました．

★50MHz おつかれさまでした！ 
[JF2CTY/2]昨年は県外局部門で優勝させて頂き賞状ありがとうご
ざいました．今年は県人局部門の参加でしたが強豪が多く優勝は

難しそうですが楽しませて頂きました．★あと一歩でした！次回
は優勝を狙って下さい． 
[JR2JZO]古いログを整理していたら 1977 年にオール三重 33 コン

テストに参加したときのものが出てきました．11 月 20 日開催で
コンテストナンバーは「5921J」を送っていました．その頃は参
加局が多かったようですね．★それはまさに第 1 回開催ですね．

私が開局した頃でもあります．たくさんの OM がオンエアーされ
ていた記憶があります． 
[JA1-22825]今年も参加できてうれしく思います． 今回は「名誉

県人局」として参加しました．今年は Hi-Band がいまひとつだ
ったように思います．★県人局部門にご参加ありがとうございま
す．私たちも光栄です． 

[JA3QOS]楽しい時間をすごせました．★楽しんでいただくのが一
番嬉しいです． 
[JA1UZG]14MHz 電信で CQ を出したのですが、コールバックは全

て「非三重局」．コンテストにならないので CQ を諦めました．
コンテストルールを読まない方が悪いのですが、何らかの方法を
ご検討頂けるとありがたいです．★OM のイライラもよく分かり

ますが、コンテストルールを読まない方に「呼ぶな」と諭すのは
難題ですね．名案があればご教示下さいませ． 
[JO1WZM]今年も楽しく参加いたしました．★いつも楽しんでい

ただいてありがとうございます！ 

[JA0IND/1]集計ご苦労様です．楽しく参加できました．★おねぎ
らいありがとうございます！ 
[JR3AAZ]集計お世話になります．名誉県人局ルールのため大変賑

やかになり楽しめました．県内局を 3 点にする工夫はありがたい
ルールでしたが、県内局が減ったのは残念でした．★ローバンド
で県内局が CQ を出すスペースが無くなったのが問題となってい

ます．難しい問題です． 
[JH1MTR/4]久々の参加でした．★次回から連続出場お願いいたし
ます！ 

[JG3BXS]TNX FB オール三重 33 CONTEST★「FB」と言ってもらえ
るだけで運営の疲れが吹き飛びます． 
[JH0NVX]ちょっとだけ参加させてもらいました．三重県人局が多

くてびっくりです．★NVX 局も今日から三重県人ですよ！ 
[JR5PPN]お世話になります．すくない交信局数ですがログを提出
します．次回も楽しみにしています．★少ないだなんて、、、入

賞です．おめでとうございます． 
[JI1IIF]アクティブな県人局の皆さん、お疲れ様でした．お世話に
なりました．★県人局パワーはすごいでしょ． 

[7N2XHH]今回で 2 回目の参加となります．前回よりは局数を増や
す事ができました．来年も参加したいと思います．★次回参加予
約宣言ありがとうございます！ 

[JI7OED/7]コンテスト中に年齢が増えた場合はナンバーを変える
のでしょうか？県人局は順位なしのオープン参加とするのはどう
でしょうか？★年齢ナンバーは変えても結構ですし、誕生日前の

年齢で続行でも結構です．「県人局は順位なしのオープン参加」
の意図は「県人局を減らす」ということでしょうか？他に重要な
意味があるようでしたらご教示下さいませ． 

[JA9XAT]地方開催のコンテストを盛り上げていって下さい．それ
にしても 10 代、20 代の方とは 1 局も交信できなかったのがさび
しいです．(県内局も 2 局だけだった・・・．)★応援ありがとう

ございます！涙が出るほどうれしいです． 
[JH7OUW]短時間しか参加出来ませんでしたが楽しめました．★
お忙しいところありがとうございました！ 

[JF8DSN]初めて参加させていただきました♪ 時間帯を区切って
のルール気に入りました来年も参加したいです．★お褒めいただ
きありがとうございます．老若男女誰もが参加しやすいコンテス

トを目指します． 
[JA2KGQ]初めて三重コンテストに参加しました Hi．県人局部門が
あり面白いと思いました．★OM に楽しんでいただけけ光栄で

す！ 
[JO3RUL]自宅から 7MHz にて初参加．移動運用に比べてコンディ
ションが悪く思ったほど QSO 出来ず．次回はベストの状態で参加

したい．★次回はベストコンディションで運用ですね！楽しみに
しております． 
[JE6XWR]昨年は、特別賞(県外 33 位)をいただきありがとうござい

ました．今年は、コンディションが悪かったですね．★33 位は、
毎年 0～1 局しか出ない大変珍しい賞です．大切にして下さいね．
33 位も名誉県人局対象ですよ！ 

[JR5DPV]過去三回の入賞局は県人局扱いになるようですが、情報
不足で県外局用のコンテストナンバーを送っていたので県外局と
して参加しました．書類提出は今回が 2 回目です．5 月 4 日だけ



の参加でした．★次回はぜひ県人局部門であばれて下さい！ 

[JG1GCO]次回もがんばりたいと思います．★次回参加をお約束い
ただきありがとうございます！ 
[JH1TAR]1 時間程の参加でした★短い時間でもお気遣いいただい

ていることに感謝します． 
[JH5DAH]次回は移動運用で参加します．★50MHz 移動運用です
ね！三重県に強力な電波を送って下さい． 

[JQ2WBX]また来年も参加します．★いつもご参加ありがとうござ
います！ 
[JJ2FUQ/2]昨年はありがとうございました．今回も参加させても

らいました．次回より電子ログにします．★連続参加ありがとう
ございます！電子ログにしていただくと集計作業も効率的でし
て・・・嬉しいです．現在電子ログ 135 局、郵送 82 局です． 

[JF2TGF]第 33 回同様に名誉県人局を増やし、もっと盛大に実施し
たほうが楽しめそうです．特に県外局での参加では相手が居なく
て寂しいコンテストでした．★貴重なご意見ありがとうございま

す．名誉県人局の対象を過去 3 年間に絞りましたが、ログ提出者
は思ったほどは減らず安堵しているところです． 
[JR2TRC]JF2TGF 伊藤 OM ががんばっておられたので、私は遠慮ぎ

みに交信．書類だけでも送ります．入賞は無理かも??．★次回は
遠慮せずがんばってくださいね． 
[JF2KWM]県内局 2 局しか聞こえませんでした．★すいませんでし

た．144MHz で PR 不足かも知れません． 
[JA0ITY]JJ0FSM とマイク回しをしましたのでマルチ OP に参加し
ます★お二人でご参加ありがとうございました． 

[JS2NNK]静岡コンテスト後もこのコンテストに参加されている
OM さんの交信受信するために参加しました．このコンテストに
参加してハム(コンテスト参加者)人口の高齢化を痛感しました．

委員の皆様お世話になります．★「高齢化」は日本全体の流れで
すし、アマチュア無線もその流れにそって熟していくのが自然と
思っています．当コンテストでそんな流れを感じていただければ

ありがたいです． 
[JA4-37294]静岡コンテスト参加後に貴コンテストに参加しまし
た．★土曜日 20 時に静岡→三重連続参加を楽しまれる OM が多

いです．参加者にとっては一晩で二粒分おいしいと信じます． 
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★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． また、3 月 11 日の東日本大震災被災者のみなさ

まには心よりお見舞い申し上げます． 
 
★今回は、みなさまからのご要望にお応えするため３つの規約変

更を行いました．  
 
１）21MHz 部門の増設（県内局、県人局、県外局） 

・開催日が 5 月に変更されたことで HF ハイバンドの伝播状態が
良くなったため増設しました． しかし、今年は伝播状態が芳し
くなく、5 局の参加でした． 

 
２）(名誉)県人局の資格変更：過去 3 回の入賞局 
・「バンド内に強力な県人局が多数 on air して県内局が on air で

きない」「CQ が出せない」という要望に対応しました． 

県人局のエントリー数は電信部門で 2010年:19局、2011年:20局、
電信電話部門で 2010 年:20 局、2011 年:19 局でしたので規約変更
による変動はありませんでした． 

 
３）県内局または JL 局との交信を 3 点に増点 
・「県人局の増加で、県内局との交信の価値が下がって残念」と

いう要望に対応しました．得点の配点間違いをされる参加局が数
局ありましたので委員会で再計算をいたしました．提出サマリー
の得点と、発表された得点に相違がありますがご了承下さい． 

 
★参加局が 8％減少しました． 
 

 参加局数は 232 局から 213 局に 8%減少となりました．これは
少なからず 3 月 11 日の東日本大震災の影響と考えます． 
 被災された方々が、1 日も早く通常の生活に戻られアマチュア

無線を楽しむことができるようお祈り申し上げます． 
 
★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 5 個人、1 団体より 8

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。 
 
JF2TGF 伊藤宏光様 ２部門 

JL2AWE 乾 忠世様 1 部門 
三重コンテスターズクラブ様 1 部門 
熊野無線クラブ様 1 部門 

JA2HVO 岡田哲夫様 1 部門 
JA2NMH 長谷川隆司様 1 部門 
JR2MHV 冨岡 巧 1 部門 

JE2MDE 磯田憲一 ２部門 
 
★平成 23 年 10 月 23 日(日)亀山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またはメール allmie33@gmail.com で行っ
ていますのでご利用ください． 
 

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 23 年 8 月 20 日初版 

平成 23 年 9 月 8 日一部訂正 

平成 23 年 9 月 12 日一部訂正 
平成 23 年 10 月 10 日一部訂正 


