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M-02 JA5EXC 県内個人局 マルチバンド

　コンディションも悪く苦労されながら、移動運用で市町村マル
チを提供していただいた各局にお礼を申し上げます。来年の
AWA3にも参加をさせていただきます。コンデションの上昇も見
込めない所で、新しいモードFT8(文字通信)も沢山の方が運用
されてます。「例」 国内、海外との運用周波数が完全に分かれ
てる、3.5M,7Mと時期的に海外との交信が難しい、
50M,144M,430Mでコンテスト委員の方、運用モードに追加の検
討をして見て下さい。

M-03 JA5CEX 県内個人局 シングルバンド（3.5MHz）
　どうにか１０日マルチは達成できました。各局お世話になりまし
た。また、次回も是非参加したいと思っております。

M-04 JA5WPR 県内個人局 シングルバンド（50MHz）　QSOしていただいた各局ありがとうございました。

M-07 JR5CVJ 県内個人局 シングルバンド（1200MHz）

　交信して頂ける局が少なく日数マルチの為の選択に苦労しま
した。毎日、交信して頂いた局には感謝いたします、1日２時間
ほどの運用ですが、次回のＡＷＡ３でも宜しくお願いいたしま
す。

M-08 JR5QES 　 県内個人局 シングルバンド（28MHz）
　１０日間コンディションが悪く、固定、移動とも多く交信出来ま
せんでした。次回AWA3では多く交信出来ることを願います。

M-10 JR5HJJ 県内個人局 マルチバンド
　今回は多忙につき、夜間わずかな運用となりました。延べ30分
くらいの運用時間でしたがコンテスト参加局に救われました。あ
りがとうございました。

M-13 JI5GND/5 県内個人局 マルチバンド
　今回は、台風９号・１０号で移動運用が大変でした。しかし、毎
日各市町村へ移動し県外局等とのＱＳＯでたのしみました。Ａｗ
ａ３コンテストもよろしくお願いいたします。

M-14 JA5YAI/5 ＪＡＲＬ徳島クラブ 県内クラブ局 マルチバンド 　運用者　ＪＩ５ＧＮＤ

M-15 JJ5NAE 県内個人局 シングルバンド（430MHz）

　以前よりは高い点でした。あと少しで１００局だったので次回の
AWA３で１００局行きたいです。さて今回はお姉ちゃんのJJ5MPI
と１０日の日に交信局数で差がついたので今回は負けると思い
ます。

M-17 JJ5MPI 県内個人局 シングルバンド（430MHz）
　今回は、１１５ＱＳＯでした。前までよりかはたくさん交信できて
うれしかったです。２エリアの方と交信できて嬉しかったです。

M-18 JG5RVQ 県内個人局 シングルバンド（2400MHz）

　集計ご苦労様でした。今回は台風が来たり，コンディションがと
ても悪かったりして，そのせいか参加者も少なく感じました。1局
だけの交信ですが，2400MHz部門を守るためにもエントリーして
おきます。

M-19 JG5CAL 県内個人局 シングルバンド（3.5MHz）
　CONDEX悪い状況の中、県外局の積極的なｺﾝﾃｽﾄ参加に勇
気付けられました。多くの県外局有り難うございました。

M-21 JG5KGT 県内個人局 シングルバンド（430MHz）

　今年の春にリタイアし、お陰様でやっと参加出来ました。（本当
に参加したと言うだけですが）次回から皆様にご協力を頂いて、
少しずつペースを上げて行きたいと思います。次回もよろしくお
願いいたします。

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。

２０２０　Awa９ コンテスト　コメント集計

開催（令和２年９月1日～令和２年９月10日）

主催：JARL徳島県支部

参加部門

     コメントについて

　　　　　○○は、封書による県内外局の受付番号順です。

記載の　M－○○は、メール提出による県内局の受付番号順です。
　　 　　　ｍ－○○は、メール提出による県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-01 JA8FHM 県外個人局 シングルバンド（7MHz）

　４年ぶりに7Mhz SSBに復帰し、１０日間楽しませていただきま
した。ローカルコンテストと重なり大変でしたが、十分に堪能でき
ました。毎度の徳島各局さんとのQSOが楽しかったのですが、
台風のせいか移動された方が少なかったように思います。
　しかし、AWA9の独特のルールを今回も十分楽しませていただ
きました。各局さん有難うございました。

m-02 JA3MOU 県外個人局 シングルバンド（7MHz） 　今回もコンディションが悪くあまり交信出来ませんでした。

m-04 JF1DFA 県外個人局 マルチバンド
　今回も参加できて嬉しく思います。次回も楽しみにしていま
す。

m-06 JA7SLK 県外個人局 シングルバンド（7MHz） 　今年も参加できました。

m-07 JK1TCV 県外個人局 シングルバンド（3.5MHz）
　少ないですが、ログ提出します。５００ｍＷを拾ってくれて、良
い耳です。ＴＮＸ。

m-08 JR3AAZ 県外個人局 シングルバンド（3.5MHz）

　徳島各局のお陰で10日間完走することができました。コンテス
ト委員長はじめ多くの方が毎日移動運用して頂き、珍しいマル
チもいただけました。台風10号の影響でアクテビテイの低い日も
オンエア頂き、助かりました。QSOして頂いた各局本当にお世
話になりました。７３！！！

m-09 JA1SHA 県外個人局 マルチバンド
　コロナのせいかコンディションのせいかちょっと寂しい感じがし
ました。相変わらず集計ソフトで苦労しています。

m-10 JA4IOM 県外個人局 シングルバンド（3.5MHz） 　徳島各局のお陰で日数マルチが達成出来ました。

m-11 JA5DIC/6 県外個人局 マルチバンド
　年々コンディションが悪くなっているようです。そんな中での移
動サービス感謝申し上げます。

m-12 JH4JUK 県外個人局 シングルバンド（7MHz）
　10日間のコンテストでしたが最終日に何とか交信出来ました、
1局ですが提出います。

m-13 JF2FIU 県外個人局 マルチバンド

　シャックにいるときはワッチを続けましたが、あまり徳島局を発
見できずじまい・・・、それでもＱＳＯ頂いた各局に感謝します
この結果が発表される頃には、コロナが終息して普通の生活に
戻っていますように・・・

m-14 ＪＨ８ＣＢＨ 県外個人局 マルチバンド
　こちらの支部コンテストに合わせての参加でした。たくさんの局
と交信出来てよかったです。住所は厚沢部ですが、函館の自宅
からの運用です。

m-15 JH7UJU 県外個人局 マルチバンド 　集計審査ご苦労様です。素晴らしいソフトです。

m-16 JA4IAQ 県外個人局 マルチバンド
　事務局の皆様、取り纏めご苦労さまです。コンディションは今
一つのようでした。台風９号、１０号による運用制限もありました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

m-17 JJ3TIM 県外個人局 シングルバンド（3.5MHz）
　集計ご苦労様です、久しぶりにエントリーします。１日逃しまし
たが９日間できました。徳島県内各局ありがとうございました。徳
島県内で3.5MHｚの局がもっと増えることを願います。

m-18 JG3DBH 県外個人局 シングルバンド（430MHz）
　今回も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-20 JE6EBT 県外個人局 マルチバンド
　AWA9 Cｔｓ　集計ご苦労様です。今秋九州地方は度重なる台
風情報により、立ち去る迄、日々恐慌の生活でしたが幸い後半
にエントリー出来てうれしく思います。

m-21 JA6YWY 宇土無銭クラブ 県外クラブ局 マルチバンド
　AWA9 Cｔｓ 集計ご苦労様です。　徳島県内局の移動サービス
有難うございました。呼ぶ側として手ごたえがあり、今後もお願
い致します。

m-22 JH1TZV 県外個人局 シングルバンド（7MHz）
　皆さん真剣に取り組んでおられました。大変楽しいｺﾝﾃｽﾄでし
た。貴支部のますますのご発展と会員皆様のご活躍並びにご健
勝を心からご祈念申し上げます。
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m-23 JA3TSC 県外個人局 マルチバンド

　徳島県内各局の積極的なPRが功を奏し、コンテストの定着ぶ
りが伺えます。HFしか届かない県外局からは、運用地が異なる
県内局がカウントできるようになると大変助かるのですが、規約
の改正はできないのでしょうか？各局には大変お世話になりま
した。

m-24 JA5WHK 県外個人局 シングルバンド（3.5MHz）
　夜と午前中の７ＭＨｚを聴いても中々聞こえなかった。残念で
も、次回も参加したいです。（このログのフォーマットは使いやす
く便利で良いですね！---ただモードの記入は？）

m-25 JA8DHV 県外個人局 シングルバンド（7MHz）
　僅かですがログ提出しておきます。入力後、内容の確認・修正
ができることを臨みます

m-26 JF3ROH 県外個人局 シングルバンド（3.5MHz） 　楽しいひと時をありがとうございました。

m-28 JF2ERH 県外個人局 シングルバンド（3.5MHz）
　１局しか交信できませんでしたが、次回は頑張りたいと思いま
した。

20 JI5DDB 県内個人局 シングルバンド（7MHz）

　Awa9コンテスト各局１０日間ごくろうさまでした。今回は、近くが
聞こえなく厳しいコンテストでした。次回も参加したいと思ってい
ますので宜しくお願いいたします。全部で局数は３４４局でした
が、ログシートで参加でした。（１００局）

30 JA5ENN 県内個人局 シングルバンド（1200MHz）
　今回も移動運用が出来ませんでしたが、交信いただいた各局
ありがとうございました。次回も宜しくお願いいたします。

31 JA5SQH 県内個人局 シングルバンド（430MHz） 　昼休みのハンデー機が役に立ちました。

35 JR5CLV 県内個人局 マルチバンド
　今度は、皆様、どうもお世話になりました。初めて、ログ提出さ
せていただきました。自宅で４３０Mhz/・GP利用でも、タイミング
等が合えば、京都府とも出来ましたし、愛知県も聞こえました。

2 JJ3TTH 県外個人局 シングルバンド（3.5MHz）
　夜は、ノイズが多くコンデｲションは最悪でした。その中で１０日
間交信できました。徳島各局ありがとうございました。

3 JH1NXU 県外個人局 シングルバンド（7MHz） 　ステッカー希望（SASE同封）

4 JI2IWB 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。

5 JQ1HYB 県外個人局 シングルバンド（7MHz）
　集計ご苦労さまです。ステッカー結果表希望します。次回も参
加します。

6 JA1JUR 県外個人局 シングルバンド（7MHz） 　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。

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

8 JA0AUF 県外個人局 シングルバンド（7MHz）

　お声がけ専門　７MHz　SSB　で参加しました。毎年聞こえてく
る局長さんには、拾ってもらえたと思います。期間中毎日受信し
ましたが、聞こえて来ないので呼びかけたくても出来ませんでし
た、貧弱な受信設備のためだと思います。

9 JE1ENI 県外個人局 シングルバンド（7MHz）
　ステッカーと結果表を送付お願いします。県内局が少ないの
で交信ができず、苦労をしているところです。活性化を望みま
す。

12 JA7PJC 県外個人局 シングルバンド（7MHz） 　コンデｲションが？です 。あまりサービス出来ませんでした。

13 JI5SAO 県外個人局 シングルバンド（430MHz）
　「ステッカー」希望です。本年度も参加だけはしました。新型コ
ロナウイルスが当分続きそうですが、負けず今後も参加して行き
ます。

14 JH5YRW 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。次回も楽しみにしています。「ステッカー」お願いしま
す。

15 JR5PPN 県外個人局 マルチバンド
　いつもQSOありがとうございます。少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。「ステッカー」お願い
します。



２０２０　Awa9 コンテスト コメント　4 / 4

番号
コールサイ

ン
クラブ名称 コメント参加部門

22 JH0IHR 県外個人局 シングルバンド（3.5MHz）

　WAJA 最後が徳島県だったので必死にワッチしましたが、CQ
が聞こえません。（アンテナ弱いです）しかたがないので慣れな
いCQを頑張って送り続けたら、やっと１局だけ呼んで頂きまし
た。うれしかってです、小松島の局長様。

23 ７N1SGR 県外個人局 マルチバンド
　コンテストの関係者の皆様に感謝申し上げます。次回もがんば
りたいと思います。Awa3コンテストも楽しみにしています。

25 JK3ISC 県外個人局 シングルバンド（430MHz）

　今回のA9は、大型台風の進路が気になりながらのQSOになり
ました。いつもどおり、徳島各局のサービスで１０日間楽しく交信
出来ました。市町村移動に行って頂いた各局ありがとうございま
した。

26 JA8IBU 県外個人局 マルチバンド
　お世話になります。目標の１０日間マルチが達成出来大変うれ
しいです。お相手下さった管内局の方々に感謝申しあげます。
「ステッカー」よろしお願いします。

27 JO3RFX 県外個人局 シングルバンド（144MHz）
  徳島県内局の移動サービスがありまして２４市町村のマルチ交
信ができました。ありがとうございました。来年の春のAwa3コンテ
ストもよろしくお願いします。

28 JN4PMO/4 県外個人局 シングルバンド（430MHz）
　１日目は、岡山県玉野市王子ヶ岳、２日・３日目は、岡山県井
原氏市星室公園での３日間の参加でした。徳島各局、お疲れ
様でした。

33 JA3MWN 県外個人局 シングルバンド（3.5MHz）

　今回もコンデｲション今一つ。また、途中台風の余波でアンテ
ナ下げられた方々もおられたり、移動された局ともつながらな
かったり厳しい１０日間でした。しかし、何とか徳島各局のおかげ
で１０日マルチが出来ました。次回Awa3も参加したいと思いま
す。

34 JG6TXW 県外個人局 シングルバンド（3.5MHz） 　集計お疲れ様です。次回もAwa3コンテスト参加します。

36 JA5YR 県外個人局 マルチバンド

　徳島県内局悪いコンデｲションにもかかわらず移動していただ
きありがとうございました。移動用の車の廃車、運転免許証の自
主返納など重なり今回のポイントは過去最低ですが、ログ提出さ
せていただきますので宜しくお願いいたします。

37 JK2VOC 県外個人局 マルチバンド

　毎回思うのですが、県内局がHF帯でも２ｍ等と同様１局がCQ
を出し、それに待機局が何局かいる状況が多く、未交信の局を
呼ぶ事が出来ない事が殆どあった。是非そのような待機交信を
やめて頂き、分散してCQを出して頂きたい。他のコンテストでは
アシストしてコンテストルールに違反となる場合もある。

39 JI2EQL 県外個人局 シングルバンド（7MHz）
　「参加証」希望。参加が一日だけで申し訳ありません。次回は
がんばります。

42 JH7VRU 県外個人局 シングルバンド（7MHz）
　垂直ダイポールで何とか徳島局と交信出来てうれしく思いま
す。次回も参加したいと考えております。今後ともよろしくお願い
いたします。

※

★★　次回 ２０２１　Awa３コンテストを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。　★★

　上記　６５局(９１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。


