
２０１９　Awa3　コメント集　　1/4 

1

2
3
4

番号
コールサイ

ン
代表者 クラブ名称 コメント

M1 JA5WPR 西村　信昭 （50MHz） 県内個人局
　天気が悪かったですが、各局とアイボールができて楽しかっ
たです。

M10 JJ5HOA 向井　利昭 マルチバンド 県内個人局
　今回初めてマルチバンドに参加しました。もっとアンテナの整
備をしてのぞめばよかったです。

M11 JA5BUJ 平山　憲治 （3.5MHz） 県内個人局
　今回は　2回の日曜日が、他のコンテストが有りましたが
各局のご協力により　10日間ＦＢに出来ました。
9月も　よろしくお願いします。

M14 JJ5MPI 向井　七夏 （430MHz） 県内個人局
　板野町がゲットできなかったのが悔しいです。ＡＷＡ９はもう
ちょっと頑張りたいです。

M15 JJ5NAE 向井　瑛 （430MHz） 県内個人局 　一万点とれました。つぎは２万点とりたいです。

M16 JG5CAL 橋本　章 （3.5MHz） 県内個人局
　非常にコンディションが悪く，交信不能もあり不安定な状態で
した。

M3 JA5CEX 森原　義則 マルチバンド 県内個人局
　来期こそはと思いながら、今期もほとんど出れませんでした。
とりあえずログだけは提出します。

M4 JA5EXC 久米井　唯志 マルチバンド 県内個人局
　多くの方にQSOいただき有難うございました。AWA9でも宜し
くお願いします。

M5 ＪＲ５ＱＥＳ 乾　隆信 （28MHz） 県内個人局

　つるぎ町、板野町、神山町、松茂町の４箇所移動しました
が、コンディションが悪く、特に近いエリアが全く交信出来ませ
んでした。2～3時間で３０局位の交信でした。１０日間の内半
数の日が雨等で移動サービスが出来ませんでした。ＡＷＡ９に
期待します。

M6 JR5CVJ 清水　覚 （1200MHz） 県内個人局
　各局、交信有難うございました。今回は、天気に恵まれず移
動運用が出来ませんでした。
　次回も、宜しくお願い致します。

M7 JG5RVQ 江川　浩文 マルチバンド 県内個人局
　集計ご苦労様です。だんだんと県内局が少なくなってきてい
るような気がします。何か活性化を図る内容を考えなくてはい
けない時期がきているように感じます。

M9 JA5BWH 板東　義康 （430MHz） 県内個人局 　無事終わりました最後が雨だったのが残念です
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M18 JR3AAZ 柿畑　雅哉 （3.5MHz） 県外個人局

　数日はひどいQRMに悩まされましたが、徳島各局のサービ
ス精神とご協力により１０日間完走することが出来ました。親睦
が深められたAWA3になったと満足しております。徳島各局有
難うございました。AWA9を楽しみにしております。

M19 JA3MOU 柳瀬　吉規 （14MHz） 県外個人局
　今回はコンデションが芳しくなく、あまり交信できませんでし
た。

M21 JG1LHB 飛田　隆 （7MHz） 県外個人局
　来年も参加させていただきます。
　当初はCWのみの参加を予定してましたが私の設備では県
内局のCW運用が1局しか聞こえてきませんでした。

M23 JF1DFA 阿部　征史 マルチバンド 県外個人局
　なかなか思うようにコンテスト参加局を見つけることができず
に苦労しました。次回も頑張りたいと思います。

M24 JA2VHG 石井　盛隆 （7MHz） 県外個人局 　Condx NGでした

M25 JA4IOM 大石原　修 （3.5MHz） 県外個人局
　今回も、徳島の各局のお陰様で何とか１０日間の日数マルチ
がクリアー出来ました。ありがとうございました。

M29 JJ8XNP 竹内　雅喜 マルチバンド 県外個人局 　コンテスト楽しめました

M30 JA3OLO 平松　隆 （14MHz） 県外個人局
　今回は雑用が多くあまり運用出来ませんでした、次回は頑張
ります。

M32 JG3DBH 北村　公平 （430MHz） 県内個人局

　集計ご苦労様です。今回も徳島各局のご協力のおかげで日
数・市町村のマルチ達成することができました。感謝感謝で
す。移動していただいた各局ありがとうございました。今回の10
日間は特に長く感じました。

M33 JK3ISC 西川　榮一 （430MHz） 県内個人局
　AWA3は大変楽しくQSOできました。無理をお願いした各局
には大変迷惑だったと思います。徳島各局ありがとうございま
した。

M34 JF2FIU 丸川　芳文 マルチバンド 県外個人局
　少しですがＱＳＯできましたので参加させていただきます、よ
ろしくお願いします。

7 JI5DDB 幸徳　大 （7MHz） 県内個人局
　少しですがログを出しておきます。今回あまり聞こえませんで
した。移動局の声も聞いたのですが取ってくれませんでした。

36 JA5SQH/5 能田　博之 （2400MHz） 県内個人局
　今回は、電波が届きそうな所まで接近し出張移動してみまし
た。

43 JJ5HGK 濱田　航一郎 （430MHz） 県内個人局
　久しぶりにログ提出します。関西より帰郷して運用しました。も
う少し運用出来ればよかったのですが。

48 JI5GND/5 伊丹　忠 マルチバンド 県内個人局
　各局お疲れ様でした。QSOが楽しく出来ました。また、次回
Awa9でQSOよろしくお願いいたします。

4 JP3EWA 柳瀬　充司 マルチバンド 県外個人局 　今年より初参加です。よろしくお願いします。

5 JR3OWV 日下　庄蔵 マルチバンド 県外個人局
　今回、初めて参加させてもらいました。日数マルチ取るのが
大変でした。徳島各局交信ありがとうございました。
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6 JJ3TTH 宮本　忠明 （3.5MHz） 県内個人局
　何とか１０日間QSOできました。ひどいノイズでQSOがままに
ならぬ日がありました。

8 JN4PMO/4 久永　透 （430MHz） 県内個人局
　１０日間、仕事帰りの短時間ですが参加することが出来まし
た。各局お疲れ様でした。

9 JI5SAO 丸山　誠 （430MHz） 県内個人局
　「ステッカー希望」。今回は、あまり時間がとれませんでした
が、自宅から参戦だけでした。次回も参加いたします。

10 JG1MOH 水野　秀雄 （7MHz） 県内個人局
　今回は徳島局皆さんの信号はとても強力でした。交信の度、
励ましをいただき無事に１０日間終了出来ました。ありがとうご
ざいました。

11 JQ1HYB 森田　肇 （7MHz） 県内個人局 　ステッカー希望します。

13 JA1JUR 中村　英男 （7MHz） 県内個人局
　今回はコンデションがあまり良くなかったです。交信していた
だいた徳島県各局の皆さんありがとうございました。

14 JR5PPN 鈴木　重香 （3.5MHz） 県内個人局
　いつもお世話になります。少ない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。「ステッカー」お願いします。

15 JH5YRW 鈴木　重香
ニュｰスカイク
ラブ讃岐

マルチバンド 県外クラブ局
　いつもお世話になります。少ない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。「ステッカー」お願いします。

18 JA7AMK 伊藤　清郎 マルチバンド 県外個人局 　ステッカー希望、SASE同封します。

19 JH1IDM 古屋　實 マルチバンド 県外個人局

　毎回お世話になっています。日中は７MHz、夜間は３．５MH
ｚで交信していただきましたが、７MHｚのノイズレベルが高く、コ
ンデションも変化して正午前後は苦労しました。３．５MHｚの夜
間のレーダーノイズにはこまりました。

20 JE1ENI 田中義男 （7MHz） 県内個人局
　２日間の参加です。今後も継続したいと思います。県内局が
多く参加することを期待しております。ステッカー希望、SASEを
同封いたします。

21 JO3RFX 宮本　謙次 （144MHz） 県内個人局

　徳島県各局長様には、県内各地へ移動運用に行って頂き感
謝しています。２４市町村のマルチを達成出来たのは各局様
の移動運用のお陰で達成出来たと思います。本当にありがとう
ございました。次回のAwa９も参加しCQ徳島と発信しますので
応答の程よろしくお願いいたします。

22 JA8IBU 細谷　彰 マルチバンド 県外個人局
　得点では、勝負出来ないと思い、日数マルチ１０日間を目標
として参加させていただきましたが、何とか達成できました。ス
テッカーよろしくお願いいたします。

24 JJ1CWR 西田　修三 （7MHz） 県内個人局

　初参加です。他のコンテスト参戦中にコンタクト出来ました。
四国の他のコンテストに比べCW局が少なかった様に思いま
す。また、よろしくお願いいたします。（局数が少ないため紙ロ
グで失礼）７３’　「ステッカーと台紙お願いします。」

33 JA3HZR 吉川　高志 （7MHz） 県内個人局
　徳島各局にはお世話になりました。今回も日数マルチが達
成出来ず次回の課題となりました。

35 JI1IIF 松本　俊英 （7MHz） 県内個人局
　コンテスト期間中、アクティブにCQを出されていた県内局の
皆さん、お疲れ様でした。交信ありがとうございました。

37 JA3MWN 松村　邦宏 （3.5MHz） 県内個人局
　今回もコンデションが今一つおまけにパタパタノイズ激しかっ
たが徳島各局さんのご協力で１０日間運用することが出来まし
た。
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40 JP3MWM 谷口　健治 （50MHz） 県内個人局

　徳島各局さん、QSOありがとうございました。今回は２週連続
土日があったのですが、残念ながら所用で１日しか移動出来
ませんでした。次回Awa9も頑張って参戦したいと思います。よ
ろしくお願いします。！

41 JA7ACV 岸　秀 （7MHz） 県内個人局 　今回はコンデションがNGで、１QSOのみでした。

42 JA5YR 大西　喜夫 マルチバンド 県外個人局
　徳島県内各局、悪いCondxにもかかわらず移動していただき
有り難うございました。

44 JK2VOC 福田　佳広 （3.5MHz） 県内個人局 　なかなか県内局が見つかりませんでした。

　
※ 　上記５０局(８５局）の局長様方にコメントを頂きありがとうございました。今後JARL徳島県支部といたしましても、ご意見を尊重し徳島マ

ラソンコンテストに反映出来るよう努力致しますのでよろしくお願いいたします。

★★　Awa９コンテスト２０１９年９月１日から９月１０日まで実施致しますのでよろしくお願いいたします。　★★


