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M－01 JA5WPR 県内個人局 シングルバンド（50MHz）
　事務局の皆様お世話になります。移動先でアイボールがで
き楽しかったです。

M－03 JR5CVJ 県内個人局 シングルバンド（1200MHz）

　各局、今回もお世話になりました。期間中、熱心にごサービ
スを頂きました各局にも是非ともログの提出を宜しくお願い致
します。

M－05 JA5CEX 県内個人局 マルチバンド

　今回はどうにか１０日間ＱＲＶすることができました。「お久し
ぶり。」との声が多くアクティビティーの低さを痛感しました。次
回からも続けて参加したいと思っております。交信いただいた
各局ありがとうございました。（ＤＸとの兼ね合いから時刻はＵ
ＴＣとなっております。お手数をおかけしますがよろしくお願い
いたします。）

M－06 JA5BWH 県内個人局 シングルバンド（430MHz）
　今年は長く感じられましたコロナの影響があったのかなでも
皆よく移動して頂けました感謝しています。

M－07 JA5EXC 県内個人局 マルチバンド

　移動運用で多くの市町村マルチをサービスしていただいた
各局有難うございました。コンデションが悪く、3.5MHz,7MHz
は厳して中、県外局の多くの皆さんご苦労さまでした。昨年の
AWA9から比べUHF帯の参加局が少なくなっているように思
いますが、AWA9も参加します。各局宜しくお願いします。

M－08 JA5CUX 県内個人局 マルチバンド

　初めてのAWAコンテスト参加でした。CWで何日かオンエア
しましたが応答がない日が多かったためPHONEでも出てみま
した。　(以下、コンテスト委員会への意見：CW運用時の県外
局からのナンバーがまちまちで困りました。CWゆえ説明困難
につきそのままにしました。Awardlogに受信ナンバーを入力
すると正しく表示されないなど不都合が生じましたので、便宜
上、一部の局については県番号部分を記入することで回避し
ました。具体的にどの局が該当するかが必要でしたらお知ら
せします。）

M－09 JG5RVQ 県内個人局 マルチバンド
　年々と参加者数が少なくなってきているように感じます。何
かしらの対策が必要なのではと思います。

M－10 JR5QES 県内個人局 シングルバンド（28MHz）
　４箇所移動運用をしましたが、コンディションが悪く、QSOの
数は少なかったです。AWA９でがんばります。

M－11 JG5CAL 県内個人局 シングルバンド（3.5MHz）

　今回は安定して時間が取れずにQRVした感じでコンテスト
に時間を注げませんでしたその上CONDEXの悪い中で2局し
か出来なかった日があり最悪なCONNDEXであった様に思い
ました。

　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。　
　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。

参加部門

２０２０　Awa３ コンテスト　コメント集計

開催（令和２年３月1日～令和２年３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。
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M－12 JI5GND 県内個人局 マルチバンド

　今回は１０日間移動運用を行い、全QSO(個人、クラブ局）
数は、８５０局（ダブりも含む）でした。各局ありがとうございまし
た。また、次回もお願いします。

M－15 JR5HJJ 県内個人局 マルチバンド

　交信いただいた局長さん、ありがとうございました。自作の
ExcelログからAwalogへセルの値をコピペしようとしましたが上
手くできなくて1交信づつ再度Awalogへ手打ちとなりました。
私のPC環境のどこかが変わっていたのだろうと思います。今
後は自作のExcelログからHAMLOGフォーマットのデータを
作ってAwalogへ取り込む方法も考えてみようかなと思います。
近年のコンテスト結果の数字だけ見れば地元局が少なく見え
ますが実際にはサービスのみ（ログ未提出）の局長さんもおら
れるのが残念です。和歌山をはじめ近県からも徳島をたくさ
ん呼んでいただいておりますので県内局のログ提出増を期待
しています。

M－17 JA5NNF 県内個人局 シングルバンド（7MHz）
　先月36年ぶりに古いコールサインで復活しました。今後とも
宜しくお願いします。

M－19 JR5YBV
徳島DXグ
ループ

県内クラブ局 マルチバンド
　徳島DXグループです。だんだんと参加局が少なくなってき
ているように感じます。何か対策を期待しています。

M－23 JJ5MPI/5 県内個人局 シングルバンド（430MHz）

　今回は、弟に負けたくないです。最終日は、交信局数がい
つもより少なかったです。今度から、マルチがたまったらサー
ビスしようと思います。

M－24 ＪＪ5ＮＡＥ 県内個人局 シングルバンド（430MHz）
　前優勝したので今回も優勝したいです。七夏ちゃんにまた
勝ちたいです

m－02 JG1LHB 県外個人局 シングルバンド（7MHz）

　今年も楽しませていただきました。目標の20QSOを目標に
は届きませんでしたが毎日アクテブにQRVされていた徳島各
局お疲れ様でした。AWA9も宜しくお願いします。

m－03 JH7UJU 県外個人局 マルチバンド 　集計審査ご苦労様です。

m－04 JR3AAZ 県外個人局 シングルバンド（3.5MHz）

　徳島各局の絆のお陰で１０日間繋げました。ありがとうござ
いました。今回は、コンテスト委員長様が連日移動運用を実
行されたので、バンドが盛り上がりワクワクしました。すべては
QSOできませんでしたが、それもHFでの伝搬による要因です
ので自然の力には抗えないことを教えてくれました。徳島各
局本当に有難うございました。７３CU AGN!

m－05 JF1DFA 県外個人局 マルチバンド
　今回は、ローバンド(3.5MHz、7MHz)CWの徳島県内局が少
なく残念でした。

m－06 JA3MOU 県外個人局 シングルバンド（7MHz） 　今回もコンデションが芳しくなく交信するのが大変でした。

m－08 JA7SLK 県外個人局 マルチバンド 　国内コンテストの参加を楽しみしています。

m－09 JH8MYB 県外個人局 マルチバンド
　１０局以上の交信を目標として参加しました、目標達成サマ
リーシート・ログシートを送付いたします。県内局の参加が少
ないようで残念でした。

m－10 JA6FXL 県外個人局 マルチバンド これしか方法を知りません
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m－12 JA6YWY
宇土無銭ク
ラブ

県外クラブ局 マルチバンド

　初めて宇土無銭クラブで参加し１０日間楽しませていただき
ました。一つ提案があります。県内局の中には精力的に移動
されて、沢山の市町村から運用されている局がおられました。
そこで、同一バンドでは原則１回の交信のみ有効ですが、県
内局に限っては運用場所が異なれば市町村マルチのみは有
効とするのはどうでしょうか。県外局からすると県内局として運
用される局には限りがあるので、コンテスト後半になると新し
い局を見つけるのが難しくなりました。ご検討いただけますと
幸いです。集計お世話になります。

m－14 JA4IOM 県外個人局 シングルバンド（3.5MHz）
　今までは、夜間のQRVがメインでしたが、今年は夕方を聞
いていてラッキーなQSOがありました。

m－16 JA1LJW 県外個人局 シングルバンド（7MHz） 　地元局探索が難しく、このような結果に終わりました。

m－17 JG3DBH 県外個人局 シングルバンド（430MHz）

　今回は仕事のシフトの関係で土日が出勤となりました。10日
の日数マルチを目標に頑張りました。徳島各局のご協力もあ
り達成できました。ありがとうございました。

m－18 8J0KKG/0

(一社)日本
アマチュア
無線連盟長
野県支部

県外クラブ局 マルチバンド 　ご苦労様です。チェックログ提出いたします。

m－19 JA3TSC 県外個人局 マルチバンド

　阿波3・9が浸透してきました。県外局からの意見として、同
一局でも運用地が異なればカウントできるようになると、大変
助かるのですが。折角移動していただいて市町村が増えても
カウントできないのが残念です。徳島県内局で、新規に参加
いただける局が1局でも多くなるよう、更にＰＲして下さい。

m－21 JH3PMD 県外個人局 シングルバンド（1200MHz）

　はじめての参加です。もう少し出ようと思いましたが、時間が
合わなかったのか、あまりお声を聞きませんでした。次回に期
待したいです。

m－22 JA3OLO 県外個人局 マルチバンド
　今回は何とか日数マルチ確保出来ましたが、市町村マルチ
が一つ消えてしまいました。次回は頑張ります。

m－23 JR1BQJ 県外個人局 シングルバンド（7MHz）
　1日のみの参加で、3局しかできませんでした。秋はもう少し
出来れば良いのですが・・・。

m－24 JA1SHA 県外個人局 マルチバンド 　次回も参加したいと思います。9日間楽しかったです。

3 JR5PPN 県外個人局 シングルバンド（3.5MHz）

　いつもお世話になっています。少ない交信局数ですがログ
の提出をいたします。徳島各局、お世話になりました。次回も
楽しみにしています。

4 JH5YRW
ニュｰスカイ
クラブ讃岐

県外クラブ局 マルチバンド
　いつもお世話になります。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。次回も楽しみにして
います。

5 JA5WHK 県外個人局 シングルバンド（3.5MHz）
　今年のＡｗａ３に参加しました。　ＱＳＯ頂いた各局ありがとう
ございました。　「ステッカー希望」

6 JJ3TTH 県外個人局 シングルバンド（3.5MHz）
　夕方から強いジャミングとＱＲＮに悩まされ、夜はほとんど連
日聞こえませんでした。最悪のコンデションでした。

8 JI5SAO 県外個人局 シングルバンド（430MHz）
　「ステッカー希望」　本年度も参加だけはしました。新型コロ
ナウイルス今後心配ですが、次回も参加していきます。

9 JN4PMO/4 県外個人局 シングルバンド（430MHz）

　1日ー岡山県加賀郡吉備中央町大平山、５・６・７・８日ー玉
野市王子ヶ岳での移動運用、諸事情により５日間のコンテスト
参加でした。各局お疲れさまでした。
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10 JJ1CWR 県外個人局 シングルバンド（7MHz） 　集計よろしくお願いいたします。　「ステッカー希望」です。

11 JE1ENI 県外個人局 シングルバンド（7MHz）

　ステッカー・結果表送付お願いします。毎回感じます事は、
県内局のコールが少ないため数局しか交信ができません。活
性化を希望します。また、コールをしたくても自局のコールサ
インを送信していないのでコールサインがわかりません。県内
でコンテストに参加される局は、自局のコールサインを送信し
てほしい。

13 JG6TXW 県外個人局 シングルバンド（3.5MHz）

　集計おつかれさまです。（特別記念局は別ですが、当局の
場合はいずれも所属クラブ局のリグ登録もしているので問題
は有りません）

15 JI5DDB 県内個人局 シングルバンド（7MHz）

　今回はあまり県内局の声が聞こえてきませんでした。少しで
すが、ログを出して置きます。また、次回お会いいたしましょ
う。

17 JA2VHG 県外個人局 マルチバンド 　「ステッカー希望」です。よろしくお願いします。

18 JG1MOH 県外個人局 シングルバンド（7MHz）

　今回は、多数の県外局が徳島局を呼んでいるようでした。
参加局が多そうですね。前回と比較して少しですが局数が増
えました。また、参加したいと思います。

19 JQ1HYB 県外個人局 シングルバンド（7MHz） 　各局お世話になりました。　「ステッカー希望」です。

20 JO3RFX 県外個人局 シングルバンド（144MHz）

　徳島県内各局の移動サービスがありまして２４市町村のマ
ルチ交信が出来、ありがとうございました。次回Awa9もよろしく
お願いします。

21 JA1JUR 県外個人局 シングルバンド（7MHz）
　今年も参加出来てよかったです。よろしくお願いいたしま
す。

22 JF2FIU 県外個人局 シングルバンド（3.5MHz）
　１　ＱＳＯだけですが、エントリーさせて頂きます。よろしくお
願いいたします。

23 JA8IBU 県外個人局 マルチバンド
　今回コンデションも悪く局数が伸びませんでした。９月の
Awa9こそは・・・ｈｉ、　　「ステッカーよろしくお願いします。」

24 JH1NXU 県外個人局 マルチバンド
　「ステッカー希望（ＳＡＳＥ同封）」です。よろしくお願いしま
す。

25 JA5YR 県外個人局 マルチバンド

　徳島県内各局悪いＣoｎｄｘにも関わらず移動していただきあ
りがとうございました。家のアンテナ整備をおろそかにしたた
め運用できたバンドが限られ悲惨な結果になり、これから半
年掛けオールバンドできるように頑張りますので宜しくお願い
いたします。ありがとうございました。

26 JK3ISC 県外個人局 シングルバンド（430MHz）

　メインで使用している４３０MHzのGPアンテナが、SWRが高く
なって使用不可能になり仮設のGPアンテナで運用でした。し
かし、徳島各局のおかげで　W マルチを達成する事ができま
した。徳島各局には大変お世話になり、ありがとうございまし
た。

28 JP3MWM 県外個人局 シングルバンド（50MHz）

　徳島各局さんQSOありがとうございました。今回は、日数マ
ルチが３日取れました。やはり、日数マルチ重要です！。次
回もよろしくお願いいたします。

31 JJ5PXR 県内個人局 マルチバンド
　各局交信ありがとうございました。最近開局いたしましたの
で交信方法があまり理解出来ていません、各局ご指導よろし
くお願いいたします。

32 JA7AMK 県外個人局 シングルバンド（7MHz）
　「ステッカー・台紙希望（ＳＡＳＥ同封）」です。よろしくお願い
します。
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33 JL3KXE/3 県外個人局 シングルバンド（1200MHz）
　徳島のみなさま交信ありがとうございました。楽しかったで
す。

34 JA3MWN 県外個人局 シングルバンド（3.5MHz）
　今回は、電波状況が悪くパタパタノイズに悩まされたコンテ
ストでした。

36 JK2VOC 県外個人局 シングルバンド（3.5MHz） 　コンデションが悪く３．５ＭＨｚしか出来ませんでした。

39 JH1IDM 県外個人局 シングルバンド（3.5MHz）

　毎年参加させていただいております。今回は３月１０日に交
信することが出来ました。各局及びメンバー各局の皆様、お
疲れ様でした。これからもよろしくお願いします。

※ 　上記６０局(８７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 ２０２０　Awa９コンテストを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。　★★


