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M-1 JA5WPR/5 西村　信昭 (県内 50 Mhz)
　事務局の皆様お世話になります。雨の中の移動運用で
したが、楽しく参加できました。

M-3 JA5EXC 久米井　唯志 (県内 マルチ)

　今回の目標、100市町村マルチを達成できた事は、コン
ディションが悪く、残暑の厳しい中で多くの移動運用で
QSOをして下さった各局にお礼します。又、次回のAWA3
もよろしく。

M-4 JA5CEX 森原　義則 (県内 マルチ)

　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。（今回のＬｏｇはＤＸ・
FT8混在の中からAWA9分を抽出したので時刻はＵＴＣの
ままです。不具合あれば修正・削除よろしくです。）

M-5 JR5CVJ 清水　覚 (県内 1200 Mhz)
　各局、お世話になりました。次回のAWA３でもよろしくお
願いいたします。

M-7 JR5QES 乾　隆信 (県内 28 Mhz)
　今回は、非常にコンディションが悪く、固定、移動先でも
数多くＱＳＯ出来ませんでした。来年３月には沢山の市町
村で多くの人とＱＳＯ出来ることを楽しみにしています。

M-8 JA5BWH 板東　義康 (県内 430 Mhz) 　ご苦労様１週間が早かったです

M-9 JR5YBV 江川浩文
徳島DXグ
ループ

(県内 社団局)
　JA5EXC２アマ　JI5GND２アマ　JG5RVQ１アマ　運用で
した。

M-11 JI5GND 伊丹　忠 (県内 マルチ)
　今回は、９月１日以外はフルに運用いたしました。QSO
頂いた各局ありがとうございました。次回のAwa３コンテスト
もよろしくお願いいたします。

M-12 JA5YAI 多田　繁行
JARL徳島
クラブ

(県内 社団局) 　JI5GND２アマ　運用でした。

M-14 JA5DIC 川島　和人 (県内 マルチ)
　3日間、県内局として楽しみました。徳島各局ありがとうご
ざいました。

M-15 JR5HJJ 張　洋彰 (県内 144 Mhz)
　AWA3では体調不良により不参加となりました。今回4局
の交信となりましたが、よろしくお願いします。

M-16 JA5BUJ 平山　憲治 (県内 3.5 Mhz)

　今回の７MHZのコンディション悪く、あまり交信できませ
んでした。夜間の３．５MHZは、少し早い時間帯でローカ
ル局とは、交信可能でした。
県外局の協力で今回も楽しい10日間でした。3月も皆さん
よろしく！

　参加部門は、県内外局のコンテス参加部門です。
　コメントは、各局から頂いたエピソード及び御意見等を全て記載いたしました。

２０１９　Awa9 コンテスト　コメント集計

開催（令和１年9月1日～令和１年9月10日）

主催：JARL徳島県支部

　記載のM－○○～M-○○○は、メールによる県内外局の受付番号順です。
○～○○は、封書による県内外局の受付番号順です。

　コールサインは、コメントをいただいた県内外局の方々です。　
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M-17 JJ５MPI/5 向井　七夏 (県内 430 Mhz)
　今回は、家にアンテナがなかったのですべて移動運用
でした。今度からは宿題を早く終わらせてコンテストに出た
いです。

M-19 JJ5HOA/5 向井　利昭 (県内 マルチ)
　自宅のタワーの移設中で家にアンテナがない状態での
コンテスト参加でした。ＡＷＡ３までにはアンテナを設置し
たいです。

M-20 ＪＪ５ＮＡＥ 向井　瑛 (県内 430 Mhz)
　今回はたくさん交信しました。市町村マルチが２４個とれ
てよかったです。

M-22 JA5SQH/5 能田　博之 (県内 2400 Mhz)
　あの三好市の国見山へ2400ＭＨｚを担ぎ揚げしましたが
相手がいませんでした。

25 JI5DDB 幸徳　大 (県内  7 Mhz)
　毎日１０日間ご苦労様でした。今回は少ないので、どう
しょうか迷いましたが、とにかくログを出して置きます。県内
局の声があまり聞こえませんでした。

39 JH5QVF 丸山　英己 (県内 21 Mhz)
　各局お世話になりました。次回Awa3コンテストもよろしく
お願いします。

M-001 JG1LHB 飛田　隆 (県外  7 Mhz)

　Awa3に引き続き参加させていただきました。
運用日以外の日にも県内局が聞こえましたが既交信局
だったりQSBが激しかったりで全日数のマルチ取得は無理
でした。CWでの運用局は1局しか確認することができませ
んでした。（私の設備が貧弱なのが原因でしょうけど。）

M-002 JF1DFA 阿部　征史 (県外 マルチ) 　なかなか徳島県内局が見つかりませんでした。

M-004 JA6SZC 川島和人 (県外 マルチ) 　今回は、７ＭＨzでは厳しいコンディションでした。

M-005 JH1TZV 山本　信也 (県外  7 Mhz)

　いつもお世話になっていま。CQを出さず呼びに廻りまし
た。交信局数も少なく申し訳ありません。これからも宜しく
お願いいたします。貴会の益々のご繁栄と会員皆様のご
健勝を心からご祈念申しあげます。

M-006 JA7SLK 阿部　與吉 (県外 マルチ) 　毎回の参加楽しんでいます。

M-007 JA3MOU 柳瀬　吉規 (県外  7 Mhz)
　今回もコンディションが芳しくなく交信するのが大変でし
た。

M-008 JL2OGZ/2 石井　琢 (県外 マルチ)
　何とか県内局と交信できましたので、書類を提出します。
集計など大変だと思いますが、よろしくお願いします。

M-009 JF2FIU 丸川　芳文 (県外 マルチ) 　QSO頂いた各局、ありがとうございました。

M-011 JF3YYE 水谷　宗弘
Team7043(全国ア
マチュア無線非常
通信ボランティア
団体）

(県外 社団局) 　OP JH3DMQ 第三級アマチュア無線技士

M-014 JG3DBH 北村公平 (県外 430 Mhz)

　今回も徳島各局のお陰さまで、日数・市町村のWマルチ
を達成することができました。ありがとうございました。事務
局の皆様集計ご苦労様です。また来年AWA3ｺﾝﾃｽﾄもぜ
ひ参加させていただきたく思います。

M-015 JK3ISC 西川  榮一 (県外 430 Mhz)
　今回は少なかったようでCQの空振りがおおすぎました。
しかし各局とラグチューができて楽しかったです。
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M-017 JO3RFX 宮本　謙次 (県外 144 Mhz)

　徳島県内各局長様お世話になりました。今回も各移動
局様のおかげで徳島県内全市町村及び日数マルチの交
信が出来ました。大変熱い天候の中、移動サービスをして
頂き嬉しく思います。又来年度以降もコンテストに参加さ
せて頂きますので宜しくお願いします。

M-018 JA4IOM 大石原　修 (県外 3.5 Mhz)
　毎回 日数マルチがドキドキですが、今回も何とか徳島各
局のおかげで無事クリア―出来ました。

M-019 JA3OLO 平松　隆 (県外 3.5 Mhz)
　今年は参加するのみで終わってしまいました、次回は頑
張ります。

M-020 JP3UBR 堂本　幸男 (県外 430 Mhz)
　当局は、京都にいるので、VU帯ではお山に移動して運
用しないとキビシーです。

M-021 JR3AAZ 柿畑　雅哉 (県外 3.5 Mhz)

　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。移動して頂いた各局のお陰でマルチ
も多くなりました。親睦が深められたAWA9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。移動して頂いた各局のお陰でマルチも
多くなりました。

M-022 JA3TSC 井垣　和日己 (県外 3.5 Mhz)
　徳島県内局の連日のサービス、お疲れ様でした。HFで
ないと届かない地域に住んでいると、県内局でうまくコント
ロールしていただき助かりました。

M-023 JH4FUF 坂元　一寛 (県外 3.5 Mhz) 　参加局を見つけるのに苦労しました。

2 JH1IDM 古屋　實 (県外 3.5 Mhz)
 ７Mhzのコンディションが悪く、聞こえてはいましたが交信
出来るような状態でないので　３．５Mhzにしました。

4 JI1IIF 松本　俊英 (県外  7 Mhz)

　こんにちは、台風１５号が千葉県を直撃しました。幸い、
私の周辺には被害は出ませんでしたが、ラジオのニッポン
放送１２４２KHzが１ｋｗのQRP放送になりました、珍しかっ
たです。１日で元の１００ｋｗに戻りました。

5 JE1ENI 田中　義男 (県外  7 Mhz)
　今回も辛うじて参加することが出来ました。毎回県内局が
殆どいなく苦労しました。今後より多く参加されることを期
待しています。「参加ステッカー希望」

6 JA1JUR 中村　英男 (県外  7 Mhz)
　今回も参加出来てよかったです。よろしくお願いいたしま
す。

9 JR3OWV 日下　庄蔵 (県外 マルチ)
 Awa9コンテスト今回初さんかです。徳島各局のお陰で何
とか１０日間の日数マルチ達成することが出来ました。徳
島各局お世話になりました。ありがとうございました。

10 JQ1HYB 森田　肇 (県外  7 Mhz)
　７Mhzのコンディションが悪い中、交信いただきました。徳
島県内局ありがとうございました。　「参加ステッカー希望」

11 JH0EHG 椿　健一 (県外  7 Mhz)
　ワッチ、ワッチですがコンディションには勝てません。来
年はもっとがんばります。

14 JA5YR 大西　喜夫 (県外 マルチ)

　徳島県内局悪いコンディションにもかかわらず移動して
頂いき有り難うございました。移動に使っていた愛車を廃
棄し家のアンテナ整備をおろそかにしたため運用出来た
バンドが限られ悲惨な結果になり、これから半年かけて
オールバンドで運用出来るように頑張りますので宜しくお
願いいたします。
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15 JA8IBU 細谷　彰 (県外 マルチ)
　お世話になります。よろしくお願いいたします。　「ステッ
カー希望」

17 JI5SAO 丸山　誠 (県外 430 Mhz)
　「ステッカー希望」今回も忙しくあまり時間が取れません
でしたが参加だけしました。

18 JR5PPN 鈴木　重香 (県外 マルチ)
　いつもお世話になっています。少ない交信局ですがログ
を提出いたします。次回も楽しみにしています。　「ステッ
カー希望」

19 JH5YRW 鈴木　重香
ニュースカ
イクラブ讃
岐

(県外 社団局)
　いつもお世話になっています。少ない交信局ですがログ
を提出いたします。次回も楽しみにしています。　「ステッ
カー希望」

20 JA7AMK 伊藤　清郎 (県外 14 Mhz) 　（SASE)同封しました。「ステッカー」希望します。

21 JN4PMO/4 久永　透 (県外 430 Mhz)

　（１日、１０日）岡山県井原市星空公園移動、（２日、３日、
６日、７日、９日）岡山県玉野市王子ヶ岳移動、（８日）岡山
県加賀郡吉備中央町大平山移動からの参加でした。各局
お疲れ様でした。

22 JA2VHG 石井　盛隆 (県外 マルチ) 　１０日間完走出来ました。

23 JH1NXU 井口　昭敏 (県外  7 Mhz)
　Awa3に比べ参加局が少ないです。昨年は”０”局　今年
はかろうじて”１”　局。　「参加ステッカー希望」　（SASE)同
封

24 JG1MOH 水野　秀雄 (県外  7 Mhz)
　今回も徳島局皆さんのおかげで１０日間楽しみ終了する
ことが出来ました。ありがとうございました。

28 JH4JUK 末田　廣文 (県外 3.5 Mhz) 　今年は、１局のみでした。

33 JI2IWB 松岡　邦彦 (県外  7 Mhz)
　２００切手貼り付け長型３号同封しました。よろしくお願い
いたします。楽しみにしています！！！。

34 JP3MWM 谷口　健治 (県外 50 Mhz)

 徳島各局さん、QSOありがとうございました（＾-＾）。残念な
がら今回も移動は１日しか出来ませんでした。常置場所に
タワーを建てたいですね～（笑）、次回もよろしくお願いい
たします。

35 JG6TXW 清田　政勝 (県外 3.5 Mhz) 　数局の交信ですが送ります。

37 JA3MWN 松村　邦宏 (県外 3.5 Mhz)

　今回も１０日間の日数マルチが達成出来ました。市町村
マルチも多数出来ました。各局の夜遅くまでの移動運用
サービスには感謝申し上げます。コンディションもBFな日
も有りましたが何とか１０日間頑張れました。次回もよろしく
お願い申しあげます。

40 JK2VOC 福田　佳広 (県外 3.5 Mhz) 　県内局がなかなか見つかりませんでした。

※ 　上記５９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。

★★　次回 Awa３コンテスト２０２０年３月１日から３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。　★★


