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M-5 JA5EXC

　新しい局も参加され、沢山の方々とにぎやかに楽しく10日間参加できました。また、
今回は毎日参加し市町村マルチの達成が出来たのは、移動運用で県内各地を移動
された各局のおかげです、お礼申し上げます。Awa9にも参加いたします。各局の皆
様、お相手をお願いします。

M-6 JH5FRF 　無線従事者資格　第４級アマチュア無線技士です。

M-9 JR5QES
　今回は、２箇所の夜間移動で３．５ＭＨｚを運用して各局からお声がけをいただきま
した。次回Ａｗａ９でも移動サービスをしようと思っています。

M-10 JA5BWH 　ご苦労様です。もう終わって・・・・・９月まで元気か心配です。

M-15 JH5SSP
　今回はHFを中心に10日間運用し、前回の得点を上回ることができました。コンディ
ションの悪い中、交信していただいた局長さん、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-17 JA5NC 　今回も楽しませて頂きました。

M-19 JA5WPR
　仕事が忙しく、１日しか移動運用できませんでした。交信していただいた各局ありが
とうございました。

M-35 JG5CAL
　Conditionはまずまずといった様子でした。3.5MHzをやってて無線でのお友達が増
えたような楽しいQSOでした。次回のAwa9もどうぞ宜しくお願いいたします。ありがとう
ございました。

M-37 JR5YBV
　徳島DXグループです。今回も引き続き参加させていただきました。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-38 JG5CIP
　集計ご苦労様です。14MHｚシングルバンドにエントリーします。よろしくお願いしま
す。

M-39 JG5RVQ
　集計ご苦労様です。今回も10日間、毎日違う局、違う市町村、違う周波数でエント
リーしました。そろそろ2400MHｚ帯の存在意義について考えてもいいのかなと感じて
います。

M-40 JI5GND/5
　皆様お疲れ様です。毎日楽しいQSOが出来ました。次回のAwa9コンテストもよろし
くお願いいたします。

M-41 JA5YAI/5
　皆様お疲れ様です。毎日楽しいQSOが出来ました。次回のAwa9コンテストもよろし
くお願いいたします。Op.　ＪＩ５ＧＮＤ

       　　　　　○○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ト参加部門です。
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。（一部
修正させていただいた方もおいでます。）

番号 コールサイン コメント

　　 　　　ｍ－○○は、メール提出による県外局の受付番号順です。

２０２２　Awa３ コンテスト　コメント集計

開催（令和4年3月1日～令和4年3月10日）

主催：JARL徳島県支部

     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。
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番号 コールサイン コメント

M-42 JH5ZRR/5 　皆様お疲れ様です。毎日楽しいQSOが出来ました。Op.　ＪＩ５ＧＮＤ

M-46 JA5NNF

　今回は移動運用を主体にサービスに回りました。延べ626局の交信、各局ありがとう
ございました。つるぎ町では風が強く、途中でＱＲＴせざるを得なくなり、また松茂町で

はバッテリー使い切りで、待っていただいたのに交信できなかった方には失礼しまし
た。各種アワードに詳しくなく公園・歌碑・海峡・甲子園など今後の宿題となりました。
またアンテナ設営に時間がかかり交信時間が有効にとれませんでした。

M-48 JR5HJJ

　今回休日に、いくつか市町村を移動して運用してみました。阿波竜王山へ行く途中
氷に阻まれ、しかたなく山を下り、吉野川堤防からCQを出すと讃岐の山の向こうから
岡山県の局が拾ってくれて、20W機とモービルホイップでも意外なところとつながるん
だなと思いました。移動中、昔時々寄っていた饅頭の店が懐かしく、饅頭を買ってさら
に次の場所へ移動しました。今回も自作のExcelログからHamLogフォーマットのCSV
ファイルを生成し、AwaLogへ読み込ませました。

M-49 JE5BNF/5
　初のAWA3コンテスト参加です。交信して頂いた局長様、ありがとうございました。
144Mでの参加ですが、市町村マルチ獲得が難しいと感じました。他のバンドでも参
加してみたいです。

M-56 JA5CEX 　どうにか１０日間QRV、とりあえずLog提出します。

M-59 JA5QOS 　初めて7MHｚで移動運用してコンテストを楽しめました。またAwa9も参加します。

M-62 JJ5MPI
　テスト期間中だったのでいつもよりか交信できなかったなと思います。でも10日間き
ちんと交信できてよかったです。交信してくださった方ありがとうございました。

M-64 JJ5NAE 　今年は５万点いけなかったけど、４万点取れてよかったです。

M-65 JA5ZIZ/5
　皆様お疲れ様です。毎日楽しいQSOが出来ました。次回のAwa9コンテストもよろし
くお願いいたします。Op.　ＪＩ５ＧＮＤ

M-67 JJ5HOA 　今回も楽しく参加させていただきました。

M-69 JJ5LXO

　２回目の参加となりました。今回は準備不足のために移動運用ができずに残念なと
ころもありましたが、前回より多くの局にお声がけをいただき、楽しく１０日間を過ごす
ことができました。どうもありがとうございました。次回は移動運用を楽しみたいと思い
ますので、よろしくお願いいたします。

1 JJ5QZX/５

　私は、香川在住です。ホームが徳島県との県境付近で10分ほどの移動で、にわか
徳島県局として初めて参加しました。当初は5局ぐらいのサービスででいいかなの気
持ちでした。けれど、徳島各局の OM さん達と次々に会話が弾み、結局、２０局以上
の交信となりました。 香川もマラソンコンテストをやっていますのでよろしければ是非
お越しください。 交信いただいた各局に感謝申し上げます。なおログ提出もAwaLog8
を使用させて頂きました。非常に便利です。無線は楽しいですね、ありがとうございま
した。

32 JI5DDB
　毎日10日間できましたのでログを提出します。次回も参加すると思いますので各局
よろしくお願いいたします。

40 JA5SQH 　午後のハンディー機が役に立ちました。ついに高速道路を使ってしまいました 。

ｍ-1 JH7UJU 　集計審査ご苦労様です。

ｍ-2 JG1LHB
　Awa9に引き続き参加させていただきました。なんとか10日間完走できましたが、Ｃ
Ｗで参加の県内局は１局しか見つけることができませんでした。徳島各局の移動サー
ビスありがとうございました。
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番号 コールサイン コメント

ｍ-4 JH2NZM 　初参加です。

ｍ-7 JQ3ASG 　徳島の局長様、お世話になっております。楽しい10日間ありがとうございました。

ｍ-8 JA3MOU
　いつもお世話になります。QSO頂いた局長さん及び各地移動された局長さんありが
とうございました。

ｍ-11 JG3DBH
　今回は仕事の都合で、参加して以来初めて日数マルチの１０日間をのがしました。
しかし徳島各局のおかげで楽しい時間をすごすことができました。ありがとうございま
した。

ｍ-14 JI3UKY
　今回は仕事の段取りが付かなくて、山に登る日が1日しかありませんでした。交信し
ていただきた局に感謝いたします。次回は沢山の局と交信したいです。

ｍ-16 JA5DIC
　昭和43年、徳島県で開局して6局目に交信したOMさんと交信出来ました。徳島コン
テストに感謝です。

ｍ-21 JE3HAO
　Awa9に続き、Awa3初挑戦です。前回より交信数を増やせました。ありがとうございま
した。

ｍ-23 JI3WWB
　今回は自宅の改修中の為ＨＦに出られないので、週末にフレンﾄﾞ局と泊りがけで和
歌山県へ移動して徳島局と交信しました。今回お声がけのみでした。次のＡwa９コン
テストではＣＱを出してみようと思います。

ｍ-24 JA3TSC
　県内各局の皆さんには毎回の事ながら大変お世話になりました。期間中に他のコン
テストもありましたが、比較的コンディションに恵まれました。

ｍ-25 JA4IOM
　今回は、徳島各局のお陰で、全市町村マルチ完成まで、あと一歩のところまでいけ
ました。

ｍ-26 JR3AAZ
　コンテスト委員長を始め各局の移動運用のお陰で、シングルバンドで初めて全市町
村とのQSOが出来ました。もう二度と無い快挙です。もちろんBESTスコアーになりまし
た。徳島各局本当に有難う御座いました。

ｍ-27 JR3OWV
　今回は144MHｚで参加させていただきました、10日間徳島各局ありがとうございまし
た。来年も参加させていただきます。

ｍ-28 JO3RFX
　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も達成する事が出来ました。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-29 JH4PZK 　初参加です。

ｍ-30 JA5WHK 　今回、初めて3.5/7MHz共10日間続けて交信することが出来ました。

ｍ-31 JA4FPW 　マルチ部門をＨＦ部門とＶＵ部門にしてほしいです。

ｍ-32 JA2KQY
　県内局がペアになってラウンドサービスしてくれたり、人気アワード地に移動して
サービスくださった各局長さん、大変ありがとうございました。お疲れさまでした。

ｍ-43 JG1BGT
　CWが好きです、でもQRPのほうがもっと好きです。
https://kurobe3463.blogspot.com/
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ｍ-45 JH7KSU
　延べ５２回徳島各局とＱＳＯ、お陰様で昨年のＡｗａ９マラソンコンテストより得点UPし
ました。徳島各局コンテスト楽しませて頂きました。また、宜しくお願い致します。

ｍ-51 JM1PIH 　CWは徳島市が未Cfm、阿南市が未Wkdです。また来年もよろしくお願いします。

ｍ-52 JA8DHV
　コンディションには勝てません。県内局が聞こ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-53 JE6EBT
　集計作業お疲れ様です。Awa3に参加できたことを大変喜んでいます。ハイバンドを
試みましたがQSO出来ず、次回が楽しみです。

ｍ-54 JA6YWY
　集計作業お疲れ様です。クラブ部門でAwa3参加できたことを大変喜んでいます。
次回も楽しみです。

ｍ-55 JA6YWP 　集計ご苦労様です。初めての参加局です、今後共宜しくお願いします。

ｍ-60 JA1SHA

　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。

3 JJ3TTH
　久しぶりに7MHzに参加しました。3月は大阪と徳島とのパスがよく、沢山の局とコン
タクトができました。各局ありがとうございました。

4 JA5LEU

　日数マルチを多くする為、10日間では重複局も出ます。通常コンテストでは交信局
は重複でも記入しておくようになっています。このコンテスト用ソフトは得点を　0　に修
正できないため、重複局を削除しなければならなくなっております。得点を変更でき
れば幸いかと思います、他に方法があればご指導ください。

7 JF3DCH
　楽しく参加させていただきました。 CW が少ないので、もっと出てほしい。1.9MHzバ
ンドを早く追加してほしい。

8 JN4PMO/4 　4日間の参加でした。県内局お疲れ様でした。次回も宜しくお願い致します。

10 JA1JUR 　今回も参加できてよかったです。よろしくお願いします。

12 JA7ERJ 　次回も参加します。

14 JG6TXW
　移動もしていただき盛り上がっていたと思います。10日間で徳島県全市町村
Confirm 出来るのではと思いました。ただ、昼間CM の局は7MHzは帰ったら死んで
いますので3.5MHzでのエントリーでした。

15 JA7SLK 　国内コンテストの参加を楽しんでいます。

16 JR5PPN
　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。

17 JH5YRW
　「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。

19 JE1ENI 　今回も参加することができました。ステッカー結果表を希望します。
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22 JH3SXB
　徳島県各局様には大変お世話になり、ありがとうございました。10日間楽しく参加さ
せていただきました。なんとか日数マルチが達成でき、喜んでいます。次回のAwa9コ
ンテスト楽しみにしています。よろしくお願い致します。

24 JF2FIU
  QSOを頂いた徳島県内局ありがとうございました。是非もっと CW での運用をお願
いします。この結果が発表される頃にはコロナがなくなっていますように。

30 JA8IBU 　ステッカーよろしくお願いいたします。 

31 JK2VOC 　なんとか今年も参加できました。次のAwa9でステッカー2巡目が完了予定です。

37 JA3MWN
　今回も10日間の日数マルチが達成できました。市町村マルチもできました。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。コンディションものBFな日も
ありましたが、何とか10日間頑張れました。次回もよろしくお願いいたします。

39 JK3ISC
　2022年Awa3コンテストも徳島各局と楽しく ＱＳOができました。移動運用も天候に恵
まれ良かったです。次回Awa9も各局よろしくお願いいたします。

※ 　参加者１０５局の内、 上記 71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。JARL徳島県支
部といたしましても、ご意見等も参考にしAwa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。
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