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M-01 JA5EXC マルチバンド

　移動運用をされ県内各地からサービスをしていただいた各局、お疲れさまでした。
今回は、新しく参加された方もおいでたりして盛り上がりのある楽しい10日間でし
た。今後とも宜しくお願いします。提案ですが、移動運用局は移動地とのQSOが難
しく、海外でのIOTAペディションでは、移動地で何局以上交信をすると自分も移動
地と交信をしたとみなすルールも有ります。コンテスト委員会での検討を願えれば
と、宜しくお願いします。

M-03 JA5CEX
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 JA5BWH
シングルバンド
（430MHz）

　１０日無事終わりました天気も良くてラッキー・・・沢山市町村が取れました。移動運
用ご苦労様。西と南が取れません。

M-05 ＪＲ５ＱＥＳ
シングルバンド
（28MHz）

　今回はほぼ天候に恵まれて、６町村移動サービスをすることが出来ました。最近移
動局が限られていますので、新しい移動局が多くなれば、と願います。ＡＷＡ９もよ
ろしくお願いします。

M-06 JA5NC
シングルバンド
（21MHz）

　１０日間、楽しませて頂きました。次回もよろしくお願い致します。

M-10 JR5CVJ
シングルバンド
（1200MHz）

　今回は1日だけの移動運用でしたが多くの局に交信して頂きました、有難うござい
ました。固定では限られた時間の中で毎日お声掛け頂き感謝いたしいます。次回の
AWA9も宜しくお願い致します。

M-12 JG5CAL
シングルバンド
（3.5MHz）

　県内局のQRVが多くあり大変賑やかだったと思います。鳴門からの局も増えて助
かりました。コンディションもいつもより良かったのではないかと感じました。3.5MHz
が一番賑やかだったかと満足しています。県内局及び県外局の皆さん有り難うござ
いました。県内局がQRVしないと県外局は参加できません。多くの県内局のQRVに
よって十日間賑やかになります、今後ともみんなで賑わい親睦を深めましょう。

M-13 JA5WPR
シングルバンド
（50MHz）

　各局とQSOやアイボールが出来、楽しいコンテストでした。

M-18 JR5BDF
シングルバンド
（14MHz）

　コロナ渦で出張に出かけることがなく初めてAWA３コンテストに参加しました。　し
かし、日数マルチが達成できず残念です。　はじめての参加で多くの局長さんから
アドバイスを頂き、感謝しています。

２０２1　Awa3 コンテスト　コメント集計

番号 コメントコールサイン

　　　　　○○は、封書による県内外局の受付番号順です。

     コメントについて
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。　
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。

主催：JARL徳島県支部

開催（令和3年3月1日～令和3年3月10日）

種目
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番号 コメントコールサイン 種目

M-19 ＪＡ５ＢＵＪ
シングルバンド
（3.5MHz）

　今回は、県内局も多く聞かれました（サービス局含め）様でした。十日間皆様のご
協力で完走いたしました。Ａｗａ９にまたお目にかかりましょう。Ｂeｓｔ７３＆８８

M-20 JG5RVQ マルチバンド
　上位入賞なんて到底無理なので，おもしろいエントリーをしてみました。10バンド，
10種類のコールサイン，日数マルチ10日，市町村マルチ10・・・簡単そうで結構難し
い物でした。次回はまた違うパターンをたくらみます。

M-21 JR5YBV マルチバンド

　徳島DXグループです。今回はJA5EXC，JG5RVQ，JI5GNDの3名のオペレーター
で運用しました。HAMも高齢化のため，耳の聞こえが悪くなったり,発音がしにくく
なってきたりする方も増えてくることだと思います。是非，CWとフォーンだけで無く，
デジタルモード（RTTY，PSK，FT8など）での参加も認めていただけるよう役員会で
のご審議をお願い申し上げます。

M-24 JA5NNF マルチバンド

　移動運用されましたＪＡＲＬ徳島支部の役員様ご苦労様でした。せっかくの移動運
用を生かすために移動地が異なる場合は別局扱いを御検討ください。1．8／１．９
MHz追加の県外局からのリクエストが有りましたので御検討宜しくお願いします。Ａ
ＬＬ－ＪＡ５コンテストでも1．8／1．9ＭＨｚが前回なかった？

M-25 JH5SSP マルチバンド

　今回初めて参加しましたが、多くの局と交信できて良かったです。V/Uでは県内の
参加局が少ないためか、後半は交信局数を増やすのに苦労しました。当局はあまり
アクティブな局でありませんが、モチベーションアップのために、次回のAwa9にも参
加したいと思います。交信並びにお世話いただいた皆さん、ありがとうございまし
た。

M-28 JJ5HOA マルチバンド 　今回も楽しく遊ばせていただきました。

M-29 JR5HJJ マルチバンド

　前回より少し多く交信できました。初めてコンテスト期間中移動もしてみました。
AwaLog開発者は長年AwaLogの更新を続けてくれていますので他の人はOSや
Excelの新しいバージョンでの動作確認やWPS　Office等での動作確認の協力が必
要ではないかと思いますし、そういうコンテストへの関わり方も良いと思います。若い
人に期待します。

M-31 JJ5MPI
シングルバンド
（430MHz）

　小学生最後のawa３コンテストでした。自己最高記録かなと思います。これからもっ
と頑張ろうと思います。

M-32 JA5ZIZ マルチバンド 　JA5ENN,JI5GND/５

M-33 ＪＪ５ＮＡＥ
シングルバンド
（430MHz）

　今回は、２回目のナナちゃんを追い抜きました。あと少しで５万点に行っていまし
た。なので、今度のAwa９では、５万点を超えるようにしたいです。今度も３回目の１
位を取りたいです。

M-34 JH5OTE マルチバンド 　　コンテスト委員さん、ご苦労様です。

m-02 JA3MOU
シングルバンド
（7MHz）

　今回は、昨年よりコンデションがよく、多くの局と交信出来ました。徳島各局お世話
になりました。

m-03 JR3OWV
シングルバンド
（50MHz）

　50MHzは、徳島各局運用されている局が少なく、移動運用の4局しか交信出来ず
苦労しました。移動各局有難うございました。

m-04 JK8PBO
シングルバンド
（3.5MHz）

　県内局をなかなか見つけれず4局止まりでした。

m-05 JG1LHB
シングルバンド
（7MHz）

　今回初めて１０日間完走できました。徳島各局が移動されたおかげで市町村マル
チが増えたことに感謝しております。ＣＷでの参加が全くと言っていいほど聞こえな
かったのが残念でした。AWA9にも参加させていただきますので宜しくお願い致しま
す。
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番号 コメントコールサイン 種目

m-07 JO3RFX
シングルバンド
（144MHz）

　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。移動サービスをして頂き嬉しく思い
ます。又次回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-08 JH1TZV
シングルバンド
（7MHz）

　いつもお世話様になっております。　コンディションが悪く交信局数がすくなかった
ですが、交信できた皆さんの真剣さや真摯な態度に心を撃たれ大変楽しいｺﾝﾃｽﾄ
でした。来年も参加したいと思っています。宜しくお願いします。

m-09 JA4JCC
シングルバンド
（7MHz）

　県内局が少ない、シングルバンド部門を廃止とかコンテスト期間を短縮するなどご
検討下さい。

m-10 JF3DCH マルチバンド

　ローカル局のお勧めで初めて途中参加させていただきました。徳島各局の連携が
良く、気持ちの良いTESTでした。当局はバンド毎のマルチカウントとは思わず撃
沈、AWA９では上位を目指します。移動運用いただいた徳島各局、１０日間という長
丁場、お疲れ様でした、和歌山コンテストへの参加をお待ち申し上げます。

m-11 ＪＲ３ＡＡＺ
シングルバンド
（3.5MHz）

　コンテスト委員長様他各局の移動運用のお陰で過去最高マルチ（市町村）を得る
ことが出来ました。また、各局のご協力により過去最高QSO数にもなりました。日数
マルチも無事達成出来ました。徳島各局のお陰で、充実した楽しい10日間を過ご
すことが出来ました。本当にありがとうございました。７３！CU AGN！

m-14 JA7SLK マルチバンド 　国内コンテストの参加を楽しんでいます。

m-16 JA5DIC/6 マルチバンド
　今回は、コンテストに集中しました。結果家の周りは草ぼうぼうです、これから除草
作業がたいへんです。

m-17 JA5WHK マルチバンド
　今年も参加させていただきました。QSOを頂いた徳島各局ありがとうございました。
ＡＷＡ９も参加したいと思っています。よろしくお願いいたします。（スッテカー希望）
←掲載？

m-18 JA6YWY マルチバンド

　集計お疲れ様です。今回も県外から個人局及び社団局での忙しいオペレーショ
ンでしたが、徳島県内局のご理解でスームズに交信出来ました又、多くのご参加局
に時間を頂いたことにお詫びを申し上げて感謝、感謝しています。いつまでもAwa
マラソンコンテストが続くことを期待します。

m-19 JE6EBT マルチバンド

　集計お疲れ様です。徳島県内市町村の移動局に感謝申し上げます。私は１０日
間、通す事が参加の第一の目標でした。昨年よりマルチポイントが増えて大変うれ
しく思います。

m-20 JA4IOM
シングルバンド
（3.5MHz）

　今回も徳島常連局に助けられて日数マルチが達成できました。QTHマルチも常
連移動局に助けられましたが、後でどちらを取るかの選択が残りました。

m-21 JH8MYB マルチバンド 　多くの県内局とお会いできると期待しましたが残念でした。

m-22 JJ3TIM マルチバンド
 初めてマルチバンドでエントリーします。集計ご苦労様です。比較的ローカルコン
デションもよく徳島県内各局とおつなぎいただきありがとうございました。またAwa9で
お会いしましょう！！

m-23 JH7UJU マルチバンド 　集計審査ご苦労様です。

m-25 JA9DTV/1 マルチバンド 　今回初めてﾛｸﾞ提出します。問い合わせにすぐに対応いただき有難うございます。

m-26 JF1DFA マルチバンド 　次回も楽しみにしています。
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m-27 JG3DBH マルチバンド
　今回初めてマルチﾊﾞﾝﾄﾞで申請します。メインは４３０MHZで頑張りました。今回久
しぶりに日数・市町村のWマルチを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。次回もよろしくお願いします。

m-28 JI7VQP
シングルバンド
（7MHz）

　次回も頑張りたいと思います。

m-3０ JA3TSC マルチバンド

　Awa3・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。

3 ＪＪ３ＴＴＨ
シングルバンド
（3.5MHz）

　夕方のｺﾝﾃﾞｼｮﾝが比較的よく円滑に交信出来ました。徳島各局有り難うございま
した。

4 JA6FOF マルチバンド 　１０日間楽しませて頂きました。

8 ＪＥ１ＥＮＩ
シングルバンド
（7MHz）

　今回も参加することが出来ました。県内参加局が少なく苦労しております。県内参
加を促進させてください。有り難うございました。

9 ＪＩ５ＤＤＢ
シングルバンド
（7MHz）

　大きな声を出して10日間出来ました。県外の方も何度かお声をかけて頂き有り難
うございます。Ａｗａ９も出ますので宜しくお願いいたします。

11 JA0AUF
シングルバンド
（7MHz）

　・・今（3月10日１４：０４倉敷の局がAwa３コンテスト、徳島局を呼んでいましたが４０
分過ぎても反応なし・・です。そういう県外局に対応する局を準備することもこれから
のコンテストの計画に必要なのかもしれませんね。アンテナの性能の低さを改めて
感じたコンテストでした。シングルバンドでの参加では交信数に限界があることを再
確認出来ました。コンテストはアワードに押されて人気がなくなったのでしょうか。ロ
グを見ますと、通常お繋ぎ頂いている局長さんと交信して頂きましたのでよかったで
す。勝手気ままにキーを打っていますが悪しからず寬恕のほど願い上げます。

12 JA1JUR
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。

14 JI3UKY
シングルバンド
（28MHz）

　今回初めて、コンテストに参加させて頂き、楽しませて頂きました。　１０ｍFMに出
られている局が非常に少ないような気がしました。常置場所から徳島県内のQSOは
困難に近い環境なので、近所の山からの交信となりました。

16 ７N1SGR マルチバンド 　コンテストの関係者の皆様有り難うございました。次回も楽しみにしています。

17 JH5YRW
マルチバンド
(社団局)

　いつもお世話になります。各バンド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。

18 JR5PPN マルチバンド
　いつもお世話になります。各バンド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。
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21 ＪＡ８ＩＢＵ
シングルバンド
（3.5MHz）

　お世話になります。今回は厳しいｺﾝﾃﾞｼｮﾝでしたので足跡残しとなりました。

22 ＪＧ６ＴＸＷ
シングルバンド
（3.5MHz）

　１０日間何とかマルチが出来ました。珍しい所の移動運用有り難うございました。

24 JK3ISC
シングルバンド
（430MHz）

　毎回楽しく参加させて頂いています。いつも徳島各局に大変お世話になっていま
す。新しい局と数局出来てうれしく思います。徳島各局には感謝・感謝です。Awa9
もよろしくお願いします。チョット気が早いかな？

26 JI3WWB マルチバンド
　３泊４日で和歌山県から移動運用しましたが、徳島県の局長様の熱意が　すごく
伝わってきて、楽しく運用させて頂きました。また、次のAwa9コンテストも是非参加さ
せて頂こうと思っています。

27 JI5SAO マルチバンド
　新型コロナウイルスは、まだ当分続きそうですね、今回もあまり時間がとれませんで
したが参加だけはしました。今後も参加してゆきます。

28 JN4PMO/4
シングルバンド
（430MHz）

　玉野市王子ヶ岳（1、3，5，8日）、井原市星空公園（2，4，6日）、岡山市南区？山
（７日）での移動運用でした。所用により８日間の参加でした楽しみました。各局有り
難うございました。

29 ＪＨ４ＮＨＦ
シングルバンド
（3.5MHz）

　意外と徳島の局長さんが少なかった感じです。

32 ＪＡ７ＡＭＫ
シングルバンド
（3.5MHz）

　１局だけでごめんなさい。

34 ＪＨ５ＢＩＺ マルチバンド
　アマ無線再開局組です。今回初めて参加させて頂きました。徳島ローカル各局
に、大変お世話になりました。おかげで、十日間達成することが出来ました。次回も
また参加したいと思います。

35 ＪＦ２ＦＩＵ
シングルバンド
（3.5MHz）

　ＱＳO頂きました各局有り難うございました。この結果が発表される頃にコロナが絶
滅していますように・・・・

37 ＪＥ６ＫＦＮ
シングルバンド
（3.5MHz）

　初参加です。いつも聞こえている局とやっとＱＳＯ出来て満足です。

38 JP3MWM
シングルバンド
（50MHz）

　徳島各局さん、今回もQSO有り難うございました。皆様のご協力のおかげで１日だ
けでもたくさんの局と市町村マルチをとることが出来ました。めちゃめちゃ嬉しかった
です。次回Awa9コンテストもよろしくお願いいたします。

40 ＪＫ２ＶＯＣ
シングルバンド
（3.5MHz）

毎回思うのですが、県内局が数局連なってＱＲＶするためファースト局が呼べない
場面に遭遇します。各局個々に分かれてＱＲＶしてほしいです。この方以前からこ
のコメントですね。何か回答しておく必要があるのでは？

41 ＪＡ５ＳＱＨ
シングルバンド
（430MHz）

　有給を取ろうとした矢先、突然の離島への出張４日間。大きな設備はもって行け
ず。小さなパワーでの運用となりました。

42 JG5KGT
シングルバンド
（430MHz）

　久しぶりに十日間参加出来ました。今後ともよろしくお願いいたします。

43 JA3MWN
シングルバンド
（3.5MHz）

　今回のコンテスト期間中はお空の状態が芳しくなく厳しい中徳島各局さんのご協
力で日数マルチも達成出来ました。また、Ａｗａ９もがんばりたいと思います。
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43 JA5YR マルチバンド

　徳島県内各局たくさんQRVしていただき有り難うございました。移動用の車の廃
車、運転免許証の自主返納に負け、事前の準備不足のままコンテストに突入しまし
た。これからはAwa9コンテストに向け、3.5MHzから２４００MHzのリグ・アンテナの整
備の準備にかかりますのでよろしくお願い申しあげます。

※ 　上記　７0局(１０６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 ２０２１　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。　★★
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