
２０２1　Awa9 コンテスト　コメント集計

開催（令和3年9月1日～令和3年9月10日）

主催：JARL徳島県支部
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       　　　　　○○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。　
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。

　　 　　　ｍ－○○は、メール提出による県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-1 JI3UKY 県外局（28.0MHz）

　AWA3に次いでAWA9参加、今回が2回目ですが、今回は徳島県内局のご尽力により、沢山の
局との交信が出来ました。固定局どおしではなかなか交信が難しいバンドではありますが、皆様
のご協力で交信させて頂く事が出き、大変感謝しております。次回も又、楽しみにしておりますの
で徳島県各局宜しくお願いします。

m-2 JA8FHM 県外局（7.0MHz）
　10日間沢山の局にお相手いただきました。運用日数マルチでは何回も交信いただいた局に感
謝いたします。今回は、新しい局も何局か交信できました。関係者の皆様はご苦労されたことと

番号 コールサイン 部門 コメント

m-2 JA8FHM 県外局（7.0MHz） 謝いたします。今回は、新しい局も何局か交信できました。関係者の皆様はご苦労されたことと
思いますが有難うございました。10日間楽しませていただきました。

m-5 JA5DIC 県外局マルチバンド
　コンディションの悪い中、日数マルチを目標に運用しましたが、幸運にも最終日にハイバンド
（14，21MHz)が開け、電離層に感謝です。徳島各局ありがとうございました。

m-8 JG1LHB 県外局（7.0MHz）
　Awa3に引き続き参加させていただきました。保険QSOを使うことなく10日間完走できましたが今
回もＣＷで参加の県内局を見つけることができませんでした。徳島各局のサービスに感謝してお
ります。来年のAWA3も宜しくお願い致します。

　歳と共にマイクを握るのもAWA3、AWA9のみとなっており10日間、沢山の方々とQSOしていた

M-9 JA5EXC 県内局マルチバンド

　歳と共にマイクを握るのもAWA3、AWA9のみとなっており10日間、沢山の方々とQSOしていた
だき、又 移動運用等で貴重な市町村マルチを提供いただいた皆さん有難うございました。コン
テスト委員会の皆さん、デジタルモード(FT8)も参加可能とするように検討をいただけたらと思って
います。県内でも、40局近くの方がFT8にQRVしており、7MHｚのみで設けている国内のコンテス
トもあります。県外の局からも、規約の中にデジタルモードとありFT8での参加も可？と質問が有り
ました。

m-11 ＪＨ７ＫＳＵ 県外局（7.0MHz） 　徳島各局大変お世話になりました。・・・のべ４４局ＱＳＯさせて頂きました。

　いつもお世話様になっております。10日間のﾏﾙﾁを目標に頑張りましたが、達成できなくて残
m-12 JH1TZV 県外局（7.0MHz） 念に思っています。交信局数はわずかでしたが、大変楽しいｺﾝﾃｽﾄでした。有り難うございまし

た。貴支部のご繁栄と会員皆様のご健勝ご活躍をご祈念申し上げます。

M-14 JA5CEX 県内局マルチバンド 　各局お世話になりました。どうにか１０日間QSOできました。また次回を楽しみにしております。

M-15 JJ5IYC 県内局マルチバンド 　10日マルチの副賞、コンテストの結果表、コメント集計等の送付は辞退いたします。

m-16 JA3MOU 県外局（7.0MHz）
　コンディションの悪い中、どうにか１０日マルチ達成できました。徳島各局ありがとうございまし
た。

m-17 JO3RFX 県外局（144.0MHz）
　徳島県内各局長様、大変お世話になりました。今回も各局長様の移動運用のお陰で徳島県内
全市町村マルチが５日目で交信（過去最短）出来ました。１０日の日数マルチも出来まして大変
嬉しかったです。又次回もコンテストに参加したいと思いますので宜しくお願いします。

m-19 JF1DFA 県外局マルチバンド 　次回も楽しみにしています。

m-20 JH7UJU 県外局マルチバンド 　集計審査ご苦労様です。

m-21 JM2RUV 県外局（7.0MHz） 　日数マルチは、厳しいです。

m-22 JA5WHK 県外局マルチバンド
　当局からCQ徳島各局を出してもやっと1局交信すること出来ました。やっぱり、徳島側からの
CQを待つのが交信への近道でした。次回も参加したいと思っております。宜しくお願い致しま
す。

M-23 JG5CIP 県内局（14.0MHz）
　今回のコンテストは沢山の新顔にお会いできて大変楽しく過ごすことができました。これも皆様
の協力あってのことと感謝申し上げます。
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M-25 JG5RVQ 県内局マルチバンド
　各局交信ありがとうございました。今回も10コール、10市町村、10日間、10バンドと10でそろえて
みました。AwaLog8のプログラムミスによりご迷惑をおかけした方には深くお詫びいたします。

m-26 JE3HAO 県外局（1200.0MHz） 　初めて参加させていただきました。これからもよろしくお願いします。

M-27 JR5QES 県内局（28.0MHz）
　今回は、雨と暑さとコンデションが悪く、移動先での交信数が少なく、移動回数も少なかったで
す。次回は多く移動サービスをしようと思います。

M-27 JR5QES 県内局（28.0MHz）
す。次回は多く移動サービスをしようと思います。

M-28 JA5NC 県内局（21.0MHz） 　今年のAWA9も10日間楽しませて頂きました。次回AWA3もよろしくお願いします。

M-30 JR5HJJ 県内局マルチバンド
　Excelを使っている自作のログからHamLogフォーマットのCSVファイルを生成してAwaLogに読
ませてみました。今後はこの方法でエントリーしようと思います。

m-31 JA4IOM 県外局（3.5MHz） 　徳島県各局のお陰で日数マルチを確保でき、今回もAWA9を楽しみました。

M-32 JA5NNF 県内局マルチバンド

　たくさんの局に交信していただき有難うごさ゛いました。当方県東北部の島の山陰で県内局との
交信は厳しい状況でした。県内マルチは稼げませんでした。移動運用されました各局及びＪＡＲ
Ｌ県支部役員様お疲れ様でした。また、ログのバージョンアップへの移植で江川様には特に御世
話になりました。県内移動運用局のポイントのあり方については再検討お願いします。

m-33 JA4IAQ 県外局マルチバンド
　事務局の皆様、お取り纏めご苦労さまです。昨年は台風の影響により、今年は野良作業の実
施が多く、運用制限となりました。今後とも宜しくお願い申し上げます。

m-34 JA8DHV 県外局（7.0MHz）
　コンデイションには勝てません。県内局が聞えたのは僅かでした（最も設備も貧弱ですが）。僅
かですが、ログ提出しておきます。GND局とZIZ局は10日にも交信できました。

m-34 JA8DHV 県外局（7.0MHz）
かですが、ログ提出しておきます。GND局とZIZ局は10日にも交信できました。

M-35 JA5WPR 県内局（50.0MHz） 　 事務局の皆様お世話になります。各局に助けられて10日間無事移動運用できました。

M-36 JA5BWH 県内局（430.0MHz）
　１０日間は、早いですね。もう終わってしまいました。各局が移動運用して頂き沢山の市町村が
取れました。感謝感謝です。

m-39 JF3DCH 県外局マルチバンド 　マルチバンド部門は、HFとVUを分けて下さい。

M-40 JI5GND/5 県内局マルチバンド
　皆様お疲れ様でした。大変楽しいQSOが出来ました。次回Awa3コンテストも参加いたしますの
で宜しくお願いします。で宜しくお願いします。

M-41 JA5YAI/5 県内局マルチバンド 　次回もQSO、よろしくお願いいたします。

M-42 JH5ZRR/5 県内局マルチバンド 　皆様ありがとうございました。Awa3コンテストも参加いたしますのでよろしくお願いいたします。

M-43 JH5SSP 県内局マルチバンド
　今回、前半はV/U、後半はHFを中心に運用しました。V/Uの交信は頭打ちでしたが、前回より
HFでの交信数が増え、得点が伸びました。移動運用していただいた局長さんはじめ、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。次回も参加したいと思います。

M-45 JR5YBV 県内局社団局
　徳島DXグループです。今回も参加させていただきました。7MHzのコンディションが悪く、思うよ
うに局数が増えなかったのが残念です。コンテスト中、QSOいただいた皆様、お世話いただいた
コンテスト委員の皆様に感謝いたします。

m-46 JJ3TIM 県外局マルチバンド
　今回もお世話になりました。7MHzのローカルコンデションが悪く交信数が伸びませんでした。
Awa3でもよろしくお願いします。

M-47 JA5BUJ 県内局（3.5MHz）
　今回は単独CQでコンテスト参加を試みましたが、3.5MHｚの夜間交信は周波数が極端に少な
く、毎日約1時間ワッチ状態でした。又私局の状況にお気遣い頂いた移動サービス局には、大変M-47 JA5BUJ 県内局（3.5MHz） く、毎日約1時間ワッチ状態でした。又私局の状況にお気遣い頂いた移動サービス局には、大変
感謝申し上げます。有難う御座いました。3月にまたお会い致しましょう。

m-48 JR3AAZ 県外局（3.5MHz）
　新しく3．5MHｚを覗いて頂いた方が多く沢山のQSOが出来ました。10日間楽しめました。各局
ありがとうございました。

m-49 JG3DBH 県外局マルチバンド

　今回はｺﾝﾃｽﾄ期間中、土日を含め仕事が夜勤のため移動運用もできず常置場所からの運用
になりました。そのため得点も伸びませんでしたが、マルチﾊﾞﾝﾄﾞで10日間楽しむことができまし
た。徳島県内各局お相手いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いしま
す。

m-50 JA6YWY 県外局社団局
　今回は全日の参加又、交信が出来、我ながら大変喜んでいます。しかし、コロナ渦、異常気象
で過疎地への県内移動がすくなかったのが淋しいことでした。

m-51 JP3UBR 県外局マルチバンド 　固定局とも交信したい。
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m-52 JE6EBT 県外局マルチバンド
　今回は全日の参加又、交信が出来、我ながら大変喜んでいます。しかし、コロナ渦、異常気象
で過疎地への県内移動がすくなかったのが淋しいことでした。

M-53 JJ5HOA 県内局マルチバンド 　今回もコンテストをきっかけに無線のアクティビティをあげることができました。

M-55 JA5ZIZ/5 県内局社団局 　各局お世話になりました。また、次回Awa3コンテストもよろしくお願いいたします。M-55 JA5ZIZ/5 県内局社団局 　各局お世話になりました。また、次回Awa3コンテストもよろしくお願いいたします。

m-56 JP1PEA 県外局（7.0MHz） 　ＪＡ５ＮＮＦ中川様１局しかQSO出来ませんでしたが，楽しい時間を過ごしました。

m-58 JA1SHA 県外局マルチバンド
　多くの保険QSOを行い、せっかくのQSOを無駄にしてしまいました。特にお忙しい中、移動運
用をしていただいた各局には申し訳ない思いがいっぱいです。次回は少し考えてQSOしたいと
思います。それにしても期間中バンドごとに1局１QSOの縛りはきついですね。

　ここ数年「運用地が異なればカウント可」とはなりませんか？との規約改正もどきのお願い・伺い
をしておりますが、一向に変わりません。県内で移動していただいた局がカウントできるようになる

m-59 JA3TSC 県外局マルチバンド
をしておりますが、一向に変わりません。県内で移動していただいた局がカウントできるようになる
と大変ありがたいのですが。今回も県内各局の精力的な運用により楽しませていただきました。
最終的にログ記入の調整を行う際に、いろいろとテクニックが必要ですね。Awalog/8の開発お疲
れ様でした。

M-62 JJ5MPI 県内局（430.0MHz）
　中学生になって初のAWA9コンテストでした。小学校のころより忙しくなったからあまり交信でき
なかったと思います。でも頑張りました。交信してくださった方ありがとうございました。

M-63 JJ5LXO 県内局マルチバンド

　このコンテストに初めて参加させていただきました。にもかかわらず、皆様にいろいろなアドバイ
スをいただき、多くの局と交信することができました。また、大変楽しい時を過ごすことができまし

M-63 JJ5LXO 県内局マルチバンド
スをいただき、多くの局と交信することができました。また、大変楽しい時を過ごすことができまし
た。どうもありがとうございました。今回は固定局のみの参加となりましたが、次回は県内を移動し
ながらコンテストを楽しみたいと考えています。次回もどうぞよろしくお願いいたします。

m-64 JA8DHV 県外局（7.0MHz）
　コンデイションには勝てません。県内局が聞えたのは僅かでした（最も設備も貧弱ですが）。先
に1度提出しておりますが、内容を変更し再提出です。宜しくお願いします。

M-65 JA5ENN 県内局（1200.0MHz） 　各局お世話になりました。また、次回Awa3コンテストもよろしくお願いいたします。

M-66 JG5CAL 県内局（3.5MHz）
　初日から4日間アンテナ不良により参加できませんでした。皆様にご迷惑お掛けしました。申し
訳ございませんでした。次回は良いスタートが切れますよう注意いたします。一つ要望として
1.9MHz（1.8MHz）の周波数をコンテスト周波数に加えて戴きますようお願いいたします。

M-67 JJ5NAE 県内局（430.0MHz） 　3万点ぐらいしか行けなかったので、今度頑張りたいです。

m-68 JH4FUF 県外局（3.5MHz） 　探すのが下手だけなのか、県内局が見つけにくかったです。来年も宜しくお願いします。

2 JJ3TTH 県外局（3.5MHz）
　夕方から宵の口にかけてノイズが少なく快適な交信が出来ました。おかげさまで１０日間皆勤出
来ました。徳島各局ありがとうございました。来ました。徳島各局ありがとうございました。

3 JE1ENI 県外局（7.0MHz）
　今回も参加することが出来ました。「ステッカーと結果表」（ＳＡＳＥ同封）お願いします。県内局
の参加が少ないように感じました。多くの参加を期待しております。ありがとうございました。

4 JA1JUR 県外局（マルチバンド） 　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。

　復活後足かけ２５年になりますが一貫して呼びかけスタイルを守っています。呼び掛けに徹した
今浦島が戸惑うのは、どちらがCQステーションか判断困難なことです。クラスターが普及したこと
の結果起きている現象かも知れません。コンテストなどの不特定多数を相手にする局はクラス
ターに上げてあってもQSO２回～３回に１回は、自局のコールサインと運用地をアナウンスしてい

5 JA0AUF 県外局（7.0MHz）
ターに上げてあってもQSO２回～３回に１回は、自局のコールサインと運用地をアナウンスしてい
ただけるとありがたい。呼ばなくて済む場合もありますので。クラスターにUPしてあるからお分かり
でしょう・・・と言うのは如何なものか？以上最近の感想。　　インターネットの環境がなく、五感が
衰えた後期高齢者のクドキ、コールサイン、運用地、オペレターの３点は交信相手の複誦ではな
く、本人のアナウンスで確認したいものです。今回は「傘寿」到達月を記念してコンテスト参加で
した。

6 JI5SAO 県外局（マルチバンド）
　「ステッカー希望」します。本年度も局数は少ないのですが参加だけしました。新型コロナウイル
スは、まだ当分続きそうですね。今後も参加します。

7 JR5PPN 県外局（マルチバンド）
　いつもお世話になります。交信局数は少ないですがログを提出します。次回も楽しみにしてい

7 JR5PPN 県外局（マルチバンド）
　いつもお世話になります。交信局数は少ない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」よろしくお願いします。

8 JH5YRW 県外局（社団局）
　「ステッカー」よろしくお願いします。いつもお世話になります。交信局数は少ないですがログを
提出します。次回も楽しみにしています。

10 JI5DDB 県内局（7.0 MHz）
　１０日間ご苦労さんです。ログ提出しておきますのでよろしく。「県外局」いつもお声かけいただ
きありがとうございます。次回Ａｗａ３コンテストもよろしくお願いします。
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11 JI3WWB 県外局（3.5MHz）

　今回はＨＯＭＥ固定のアパマンから、夜間のみワイヤーアンテナを張って３．５ＭＨｚのみの運
用でしたが、徳島のＯＭさんにご協力いただき、９日の日数マルチがとれました。次回Ａｗａ３コン
テストは和歌山まで行って４３０ＭＨｚでもログインしたいので徳島各局よろしくお願いいたしま
す。

13 JH1NXU 県外局（14.0 MHz） 　「ステッカー＋コンテスト結果表」希望します。　（ＳＡＳＥ同封）

15 JF7FAG 県外局（3.5MHz）
　今回２回目の参加です。微少電波を拾って頂き徳島各局に感謝申しあげます。ありがとうござ
いました。楽しく参加出来ました。「ステッカー＋台紙＋コンテスト結果表」希望します。

17 JH1XVE 県外局（7.0MHz）
　2日に県内局から情報を頂き、初めて参加させて頂きました。７MHｚシングルバンドだけで県内
局探すのは大変でしたが、県内局が親切なので楽しかったです。ありがとうございました。

23 JQ3ASG 県外局（マルチバンド） 　初めてコンテスト参加させて頂きました。１０日間ありがとうございました。

24 JH4EMK 県外局（7.0MHz）
　今回は、１局だけの交信になりますが、ログを提出いたします。「ステッカー＋コンテスト結果表」
希望します。

24 JH4EMK 県外局（7.0MHz）
希望します。

27 JA8IBU 県外局（マルチバンド） 　「ステッカー」よろしくお願いします。

28 JA0PZC 県外局（3.5MHz）
　徳島は遠いです。８０ｍでは弱くてＱＳＯ出来ない局もありました。車で徳島まで１２時間、２０１７
年全日本ＡＲＤＦ大会で行きました。

29 JA3MWN 県外局（3.5MHz）
　今回も１０日間何とか日数マルチが達成出来ました。徳島県内各局のおかげで、得点は今まで
の最高得点で交信が出来、大変ありがとうございました。

31 JH5BIZ 県外局（マルチバンド）
　Ａｗａ３コンテスト同様、今回も県内・外局の方々に大変お世話になりました。２回目の参加と言
うことで、前回よりも少し点数が上がりました。次回もよろしくお願いします。

33 JP3MWM 県外局（50.0 MHz）
　徳島各局さん今回もQSOありがとうございました。いつも移動頂いてのサービスありがとうござい
ます。５０MHzは移動しないとQSO出来ませんが、ｺﾝﾃﾞｼｮﾝに左右されず、ライバルが少ないの
が良いところです。（笑い）次回のAwa3コンテストもよろしくお願いいたします。

35 JH4NHF 県外局（マルチバンド） 　マラソンコンテストにしては、徳島局が少なかった感じでした。

36 JK3ISC 県外局（430.0 MHz）
　今回はパーフェクト出来ずチョッピリ残念でしたが、いつも通り徳島各局にサービス頂き楽しく
QSOが出来ました。

38 JA5SQH 県内局（430.0 MHz） 　日数マルチを目標に運用しました。皆様のおかげで達成出来ました。

39 7N1SGR 県外局（7.0MHz）
　関係者の皆様いつもありがとうございます、今回２日で３局しか出来ませんでしたが次回は、
もっと多くの局と交信出来るようにがんばります。

41 JA9BLU 県外局（7.0MHz） 　今回は、生存証明で参加しました。41 JA9BLU 県外局（7.0MHz） 　今回は、生存証明で参加しました。

※ 　上記 76  局(  107  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 ２０２2　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。　★★
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