
 
市町村合併情報 国土地理協会ＨＰ  http://www.kokudo.or.jp/marge/index.html 

 

JARL発行アワード各賞  

日本アマチュア無線連盟 (J.A.R.L.)   
https://www.jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/1-2_Award/Award_Main.htm 

 

JAG発行アワード各賞  

JAPAN AWARD HUNTERs GROUP (J.A.G.)  

http://www.jarl.com/jag/awards.html 

 

ACC 発行アワード各賞  

The International Award Chasers Club (A.C.C.)   

http://www.jarl.com/acc/clubaward.html 

 

YL-10局賞【電話】、YL-10局賞【電信】  

Japn Ladies Radio Society (J.L.R.S.)   

https://www.jarl.com/jlrs/ 

 

KCJA賞、KCJCA (Keymen's Club of Japan Contest Award)   

全国ＣＷ同好会 (K.C.J.)   

https://kcj-cw.com 
 

JAFFアワード  

日本フローラ・ファウナ 

https://hag00207.wixsite.com/jaff-home/ 

 

公園アワード  

KSTラジオくらぶ   

http://www.kst-rc.sakura.ne.jp/ 

 

アワード リンク集 

2022/6/4 現在 

 ＷＥＢ上で公開されているアワードの最新情報集です。 

日々の変化に対応するため、皆様からの情報提供をお待ちしています。 

     リンク集 管理チーム  代表者：JAG＃99 JH4EZE 黒崎 隆 

     情報提供は、こちらへお願いします。  fxn2951@yahoo.co.jp 

管理チーム スタッフ 
＃99 JH4EZE ・＃101 JR1DTN ・＃137 JG1IEB ・＃355 JH1KMC ・＃586 JH5GEN・＃642 JO1WZM 
＃775 JH4DGN ・＃900 JH1IED ・＃1248 JA1FAS 
 



……１エリア…… 
 

【10東京都】 

東京都支部賞  

日本アマチュア無線連盟東京都支部 

http://jarl-tokyo.org/wp2/top-page/comm00-2/comm02/164-2/ 

 

NewSunamachi Award   

JA1YVQ 砂町クラブ 

http://ja1yvq.web.fc2.com/ 

 

隅田川七福神アワード、両国国技館賞、すみだ交信賞、綴り文字賞  

墨田ウェーブ無線クラブ  

http://jn1zua.staba.jp/ 

 

武蔵野アワード 、ＲＬアワード                   

武蔵野クラブ 

第１ページ http://marc1954.sakura.ne.jp/ja1ysw/ 

第２ページ http://8j1m6o.akiba.coocan.jp/ja1ysw/award_kiyaku.html  

 

八王子市友好賞  

八王子アマチュア無線クラブ 

http://jj1yvv.asablo.jp/blog/cat/yuko1/ 

 

ペディション・アワード 、アウト・ドア賞 

ＪＧ１ＫＴＣ 高尾義則 

http://jg1ktc.la.coocan.jp/award.html 

 

AHCあわーど、AHCあわーどⅡ 

アルコール変調クラブ (A.H.C.) 

http://www2.odn.ne.jp/~taka/index.htm 

 

お江戸旅アワード、東京下町花火アワード、春・下町福徳寿アワード 

東京下町アワード発行グループ 

http://acc1area.web.fc2.com/shitamachi/shitamachi_main.html 

 

秋葉原アクティビティアワード  

秋葉原無線部 

http://cqakiba.tokyo/akiawd.html 

 

JASC AWARD  

ＪＡＳＣ 

http://www.jasc-ham.net/ 



青梅市市制施行70周年記念アワード     （2022-6-30迄）       

青梅市アマチュア無線クラブ 

http://www.t-net.ne.jp/~ja1zyg/index.html 

 

【11神奈川県】 

神奈川アルファベット賞  

日本アマチュア無線連盟神奈川県支部 

https://www.jarlkn.info/   

 

１０ ＩＳＬＡＮＤＳ ＡＷＡＲＤ  

光村図書無線クラブ (JM1YJB) 

http://www.jarl.com/sahg/10isl.htm 

 

横浜ＤＸクラブアワード  

横浜ＤＸクラブ 

http://www.ydxc.jp/ydxc/award/index.html 

 

YAMATO CLUB AWARD  

大和アマチュア無線クラブ 

http://www.jarl.com/ja1zek/zekr/1110award/award.html 

 

YOKOSUKA 50 AWARD   

JARL 横須賀クラブ 

http://www.jarl.com/ja1ybq/ 

 

WAY賞（Worked All YOKOHAMA）、横浜クラブ創立70年記念アワード 

JARL 横浜クラブ 

http://yh7388.web.fc2.com/ 

 

アルプス賞アワード  

２ｍ ＳＳＢ ＡＬＰＩＮＩＳＴ ＧＲＯＵＰ 

http://www.toron.co.jp/yama/alpsshou.htm 

 

JAIG アワード  

Japanese Amateur In Germany (J.A.I.G.) 

https://jim0836.wixsite.com/jaig 

 

全関東交信賞Ⅱ、全関東交信賞Ⅲ、World Wide Award             

関東アワードハンターズグループ  

https://cahg101.blogspot.com/2021/12/kahg-qsl-1-7-100-qsl-100g-dx-free.html 

 

 

 

 



【12千葉県】 

六 ツ 子 賞  

ＪＩ１ＣＭＺ 鈴木俊雄 

http://www.t-u.jp/tl/ham/mutsugo-j.htm 

 

Worked Chiba City（WCC）、50 in Chiba City (50CC)、ALL CHIBA AWARD     

千葉アワードハンターズグループ 

https://cahg101.blogspot.com/2021/12/kahg-qsl-1-7-100-qsl-100g-dx-free.html 

 

ABIKO AWARD 、手賀沼賞 

ＪＨ１ＫМＣ 尾内保之 

http://jh1kmc.blogspot.jp/2013/10/blog-post.html 

 

【13埼玉県】 

全埼玉賞  

武蔵野わいわい倶楽部 (JL1ZTJ)  

http://www.jarl.com/sahg/zensai.htm 

 

彩の国さいたまアワード  

ＪＲ１ＤＨＤ 鈴木圭一 

http://www.jarl.com/sahg/saino.htm 

 

鶴ヶ島 SAME YEAR AWARD  

ＪＮ１ＭＭＯ 金子浩 

http://www.jarl.com/sahg/turu.htm 

 

９条アワード  

アマチュア無線家９条の会 

http://viva9.org/ 

 

さいたま555賞  

さいたま５０メガヘルツ同好会 

http://www.i-media.jp/ja1swl/11/award_555.html 

 

埼玉１００局賞  

埼玉アワードハンターズグループ (S.A.H.G.) 

http://www.jarl.com/sahg/award.htm 

 

OVERSEAS AWARD、圏央道アワードⅠ  

ＪＲ1ＥＭＯ 松井秀男 

http://www11.plala.or.jp/jr1emo/ 

 

 

 



ぼたんアワード                          発行を終了しました（２０２２年3月３１日） 

東松山比企ハム愛好会 

https://www.jarl.com/sahg/botan.htm 

 

藩を集めてみま賞、友達を集めてみま賞、アメダスアワード、  

じゃぱんひなたぼっこの会 

https://kazuilb.sakura.ne.jp/ 

 

【14茨城県】 

茨城県支部アワードI.P.A.  

日本アマチュア無線連盟茨城県支部  

http://www.jarl.com/ibaraki/ 

 

MARS医学アワード、MARS医学アワードⅡ  

日本医師アマチュア無線連盟 (M.A.R.S.) 

http://www.jmars.jp/ 

 

新『茨城全市郡賞』   

古河アマチュア無線クラブ (JH1ZSB) 

http://jh1zsb.web.fc2.com/ 

 

ネバネバアワード、ネバーギブアップ賞、ひたちなか海浜鉄道アワード  

筑南アマチュア無線クラブ 

https://i-bag2.jimdo.com/ 

 

土浦クラブ・アワード  

土浦アマチュア無線クラブ 

http://www.t-amc.info/ 

 

【15栃木県】 

平成の全市区町村交信アワード (ZAアワード)  

 7Ｋ４МＳＳ 大山勝男 

http://www7a.biglobe.ne.jp/~mss7k4/AWD.html 

 

【16群馬県】 

オール群馬アワード、オール群馬コンテストアワード  

日本アマチュア無線連盟群馬県支部 

https://www.jarl.com/gunma/award.html 

 

【17山梨県】 

 

 

 



……２エリア…… 

 

【18静岡県】 

静岡県の『花鳥木』アワード  

ふじのくに静岡アマチュア無線グループ 

http://www.fujinokunisizuoka.com/ 

 

浜松市全区賞、北区交信賞 、浜松城賞、 椿姫賞 ［三方原古戦場賞 (太平洋南風ハムクラブ) ］ 

ＪＡ２ＰＦＺ 冨永厚平 

http://www.jarl.com/acc/ja2pfz.html 

 

浜松アワード  

浜松クラブ 

https://www.jarl.com/sizuokaken/awerdo/2016_hamamatsu_award.pdf 

 

SHCアワード  

静岡HAMクラブ （JA2YFI） 

http://ja2yfi.sakura.ne.jp/award/awerdo.html 

 

東海道五十三次賞 

静岡ちゃっきりクラブ （JA2YJK） 

http://www.jarl.com/sizuokaken/doc/award/ja2yjk_award.pdf 

 

【19岐阜県】 

岐阜木曽三川賞  

日本アマチュア無線連盟岐阜県支部 

http://jarl-gifu.seesaa.net/article/118712877.html#more         

 

岐阜市賞、岐阜県賞 

岐阜市賞・岐阜県賞発行委員会 

http://ji2eql.html.xdomain.jp/award/index.html 

 

【20愛知県】 

オール愛知賞 、やっとかめだなも賞  

日本アマチュア無線連盟愛知県支部 

https://www.jarl.com/aichi/index.html 

 

全愛知交信賞  

愛知２ｍ SSB 愛好会 

http://www3.hp-ez.com/hp/aichi2mssb/award 

 

 

 



A1CC (The A1 Century Club Award)、CW-777   

Ａ１ ＣＬＵＢ （JO1ZZZ） 

http://a1club.net/award/index.htm 

 

昭和の愛知県賞                             

三河防災無線クラブ JJ2YQT                        

https://www.facebook.com/groups/1386154728074605/ 

 

【21三重県】 

オール三重３３アワード、三重３３３アドレス賞  

日本アマチュア無線連盟三重県支部 

http://jarl-mie.com/05/ 

 
 
……３エリア…… 

 

【22京都府】 

京都全市全郡賞  

JARL 京都クラブ (JA3YAQ) 

http://www.ja3yaq.ampr.org/award/award.html 

 

世界遺産賞(①ベーシック賞、②古 都 賞、③自然遺産賞、④パーフェクト賞)  

日本の世界遺産賞発行委員会 

http://www7a.biglobe.ne.jp/~ja3mr/sekai1.html 

 

日本の歌碑アワード （2021.3〜2023.2）                   

JL3ZFR ぷくぷくハムクラブ 

http://www.jl3zfr.com/award 

 

【23滋賀県】 

近江アワード  

滋賀２ｍSSB愛好会 

http://www.jarl.com/shiga2mssb/award.html 

 

【24奈良県】 

 

【25大阪府】 

なにわ賞、大阪２５ライン賞  

日本アマチュア無線連盟大阪府支部 

http://ja3ujr.net/jarlosaka/award/index.htm 

 

大阪２ｍＳＳＢ愛好会アワード  

大阪２ｍＳＳＢ愛好会 

https://www.jarl.com/osaka2m/award/awardo-kiyaku.pdf 



ＪＤＨＬ賞、 歯の衛生週間アワ－ド  

日本歯科医師アマチュア無線連盟 

http://oral-medicine.or.jp/jdhl-1996/p32jp.html 

 

湖沼賞、PSCW   

ＪＲ３ＬＣＦ 岸 雅弘 

https://psaward.yu-nagi.com/ 

 

漁港アワード  

JK3UDU 武野昭司 

http://jk3udu.sky.mepage.jp/FP%20award.html 

 

枚方市市制75周年記念アワード                                        

枚方アマチュア無線クラブ                                              

http://www.jk3zik.com/ 

 

【26和歌山県】 

和歌山アワード  

日本アマチュア無線連盟和歌山県支部 

http://www.jarl.com/wakayama/award-1-kiyaku.html 

 

華岡青洲アワード  

和歌山県医師会ハムクラブ（JH3ZIK） 

http://www.naxnet.or.jp/~kuh/award.html 

 

【27兵庫県】 

日本の道アワード、JH3YAA全日本交信賞、 近畿大正会アワード、WFウォーターフロントアワード、 

近畿大正会創立40周年記念アワード  

アマチュア無線近畿大正会 

http://www.jh3yaa.com/ 

 

兵庫賞  

ダイナミックアマチュアラジオクラブ （JH3ZJD） 

http://jf3mxu.g-7.ne.jp/cq/hyogoawd.html 

 

七福神アワード  

淡路島七福神アマチュア無線クラブ  

https://userweb.awaji-bb.jp/js3ezz/sitifukujin.html 

 

阪神クラブ賞   

JARL 阪神クラブ (JA3YAA) 

https://ja3yaa.stars.ne.jp/old_pages/2022_02/50%E5%91%A8%E5%B9%B4%E8%A8%98%E5%BF%B5/yaa-history

-awardrule.htm 

 



神戸賞   

六甲ＣＷ愛好会(K.C.J.) 

http://jf3mxu.g-7.ne.jp/cq/kobeawd.html 

 

上郡〜智頭急行賞(KCEA)  

上郡アマチュア無線クラブ（JH3YBY） 

https://jh3hgi.net/ 

 

ONE DAY AJD アワード   

JARL 姫路クラブ （JA3ZCF） 

http://ja3zcf.web.fc2.com/ODA_Rule_JA.htm 

 

移動運用マイスター賞、Vアワード  

JL3YWC 波夢倶楽部 

http://jl3ywc.chirusoku.com/awrad.htm 

 

……４エリア…… 

 

【31岡山県】 

岡山市全区交信賞 「岡山県31交信賞」 

岡山アワードハンターズグループ（O.A.G.） 

http://oag2.webnode.jp/ 

 

JARL倉敷クラブAWARD、倉敷クラブ創立３０周年記念アワード、４０周年記念、５０周年記念、 

60周年記念アワード「岡山神社巡りアワード」 

JARL 倉敷クラブ (JA4YAB) 

https://www.jarl.com/ja4yab/              注：リンク先の変更 

 

JAMSAT五衛星交信賞  

日本アマチュア衛星通信協会 

http://www.jamsat.or.jp/award/index.html 

 

【32島根県】 

湯けむりアワード  

グループ友 （JR4ZUL） 

http://www.mable.ne.jp/~kanacom/guide.html 

 

【33山口県】 

【34鳥取県】 

 

【35広島県】 

尾道２１世紀アワード  

７２２ハムクラブ 

http://www.jarl.com/hc-722/award/index.html 



……５エリア…… 

 

【36香川県】 

【37徳島県】 

 

【38愛媛県】 

お手玉遊びアワード、しまなみレディー賞、四国Ｘラインアワード、QRP459賞  

愛媛アワードハンターズグループ (E.A.H.G.) 

http://www.jarl.com/eahg/eahgaward/index.html 

 

アワード 紅葉前線  

自遊アクティブハムクラブ 

http://www8.plala.or.jp/jf5sgu/award/award.html 

 

まどんなアワード                            追加アワード 

愛媛YLハムクラブ JA5YXB                       

https://www.jarl.com/ja5yxb/award.html 

 

【39高知県】 

高知賞、高知AZ賞  

日本アマチュア無線高知県支部 

http://www.jarl.com/kochi/ 

 

新龍馬賞、坂本龍馬生誕170年記念賞  

高知アワードハンターズグループ (K.A.H.G.) 

http://www.jarl.com/kahg/ 

 

Old Timers Award  

おしどりＯＴハムクラブ 

http://www.jarl.com/kahg/award/ota.html 

 

よさこいアワード  

アマチュア無線よさこいクラブ （ＪＡ５ＹＥＵ） 

http://wwwb.pikara.ne.jp/ja5ou/sub4.html 

 

 
 
 
……６エリア…… 
 

【40福岡県】 

NKDXC AWARD  

北九州ＤＸクラブ 

http://nkdxc.web.fc2.com/award-1.htm 



九州地方本部賞                    

日本アマチュア無線連盟 九州地方本部 

https://www.jarl.com/kyushu/ 

 

【41佐賀県】 

吉野ヶ里歴史公園賞  

神埼ハムクラブ (JA6YLY) 

http://www.bea.hi-ho.ne.jp/ja6kyu/ham/Yosinogari/Yoshino-awd-top.htm 

 

【42長崎県】 

長崎の教会群世界遺産登録支援記念アワード、長崎・明治日本の産業革命遺産アワード     

JARL長崎アワードハンターズクラブ （JH6YDL） 

https://www.jarl.com/nagasaki/contest.html 
 

つしま漁港アワード、日本離島アワード  

 ＪＦ６ＯＩＤ 庄司政行 

http://jh6kee.g1.xrea.com/gk.html 

 

【43熊本県】 

 

【44大分県】 

全九州賞、ONE DAY KTYUSYU、THAG FM AWARD、日田どんⅡ、THAG 15th AWARD、THAG25周年記念「ふるさと

AWARD(日田祇園祭賞、佐賀伊万里焼賞、田川炭坑節賞、佐世保三内焼賞、童話の里くす賞)」 、The Local 

Railway Award 在来線、THAG25周年記念「日田四大祭賞」、THAG30周年記念「やま ほこ やたい」大祭 

天領日田アワードハンターズグループ  

http://www.jarl.com/thag/ 

 

九州豊後路の小京都坂道の城下町杵築アワード、九州豊後路の小京都城下町杵築散策とひいなめぐりアワー

ド、城下町杵築お城まつりアワード、 第20回きつきお城まつりアワード、九州豊後路の小京都坂道の城下

町杵築鏝絵アワード、九州の奇祭天下御免のどぶろく祭りアワード、九州豊後路の小京都城下町杵築散策と

ひいなめぐりアワード、2008 年第63回大分国体杵築卓球競技開催記念アワード、新杵築市誕生10周年記

念九州豊後路の小京都きつきアワード 

杵築臥牛アマチュア無線クラブ (JF6ZZP)  

http://www.jf6zzp.skr.jp/contents/QSL/award/award.html 

 

天領日田賞、水郷日田賞、小京都日田賞  

井上ファミリーハムクラブ 

http://jr6qjr.com/ 

 

【45宮崎県】 

宮崎県全市町村交信賞                          

ＪＡＲＬ宮崎県支部                         

http://jh6ftj.s1007.xrea.com/award.html 

 



【46鹿児島県】 

 

【47沖縄県】 

沖縄アマチュア無線 60 年祭記念アワード （2021.1.1〜2021.12.31）   

JARL 沖縄県支部 

注意：交信期間終了、受付は2022年6月末日消印有効。 

https://www.jarl.com/okinawa/Okinawa-HAM60th/60th-Award/60thAward-Rules_20201031.pdf 

 
 
 
……７エリア…… 

 

【02青森県】 

青森県全市町村交信（受信）賞  

日本アマチュア無線連盟青森県支部 

http://www.jarl.com/aomori/zenshi_awrd.html 

 

【03岩手県】 

A YEAR 365 AWARD、道の駅各賞  

久慈サンキスト倶楽部 

http://kujicity.com/ham.top.htm 

 

【04秋田県】 

秋田全市町村賞 

日本アマチュア無線連盟秋田県支部 

http://www.jarlakita.com/modules/pico/index.php?content_id=31 

 

【05山形県】 

山形県全市全郡賞  

日本アマチュア無線連盟山形県支部 

https://jarlyamagata.ham-yamagata.com/wrdprssdata/wp-content/uploads/2021/04/award01.pdf 

 

天童賞                                 

JARL 天童クラブ  (JA7ZSR) 

https://jarlyamagata.ham-yamagata.com/wrdprssdata/wp-content/uploads/2021/04/tendo-shou3.pdf 

 

【06宮城県】 

オール宮城アワード  

日本アマチュア無線連盟宮城県支部 

http://ja7rl.sakura.ne.jp/page010.html 

 

JAPAN DX 賞                              

仙台チューニング DX クラブ 

https://jh7yes.jimdosite.com/     



【07福島県】 

全福島賞（Ａ）、全福島賞（Ｂ）、全福島黄金賞 

日本アマチュア無線連盟福島県支部 

http://jarlfuk.jm7muu.com/award/ 

 

ふくしま春賞、ふくしま夏賞、ふくしま秋賞、ふくしま冬賞、ふくしま四季賞    

ふくしまアワード愛好会 

http://www2.odn.ne.jp/~taka/fukushima-award.html 

 

 

……８エリア…… 

 

【北海道】 

８８－ＪＡ８賞、８８－ＪＡ８／２賞、８８８－ＪＡ８賞、８８８－ＪＡ８／２賞  

日本アマチュア無線連盟北海道地方本部(道東アワードハンターズグループ発行代行) 

http://je8jsx.sakura.ne.jp/JARL.html 

 

Japan Special Call Award 

道東アワードハンターズグループ 

http://je8jsx.sakura.ne.jp/ 

 

ＪＡＲＬ十勝支部アワード  

日本アマチュア無線連盟十勝支部 

https://www.jarl.com/tokachi/tqsokiyaku.html 

 

植村直己帯広野外学校アワ－ド、HAM RADIO FAMILY AWARD (HRFA)   

植村直己帯広野外学校アマチュア無線クラブ(JH8ZGZ)・ ハムラジオ大雪クラブ (JA8YID) 

http://je8jsx.sakura.ne.jp/Award2.html 

 

ハスカップアワード  

ハスカップアマチュア無線クラブ (JA8ZBV) 

http://www.ne.jp/asahi/snow/office/cq/ja8zbv/award.htm 

 

北方領土アワードⅣ賞  

根室アマチュア無線クラブ 

https://www.jarl.com/senkon/kn_pdf/nemro_aw1.pdf    

 

釧路丹頂アワード                    

釧路アマチュア無線クラブ 

https://www.jarl.com/senkon/kn_pdf/karc_aw1.pdf  

 

NORTHERN  FOX  AWARD  、 WASHA  (WORKED ALL SQUARERS IN HOKKAIDOIS AWARD)      

NORTHREN FOX HAM CLUB （ノーザンフォックスハムクラブ） 

https://www.jarl.com/nf/23-9-11.html 



 

W T A Worked Tokachi Award、 W A T / 2 Worked All Tokachi/2 （十勝全市町村×1/2） 

T C A – 10 Tokachi Club Award-10 （クラブ員10局賞）、 O B I H I R O - 10 （帯広10局賞） 

とかち賞 Tokachi、 T D A Tokachi Districts Award (十勝全郡賞)、T O K A C H I YL A W A R D                     

十勝アマチュア無線クラブ（JA8YAD） 

https://www.ja8yad.com/test 

 

 

……９エリア…… 

 

【28富山県】 

富山県全市町村交信賞、富山100局賞  

日本アマチュア無線連盟富山県支部 

http://www.jarl.com/toyama/#awa 

 

北陸新幹線開業記念アワード、ＫＵＲＯＢＥ名水アワード  

黒部アマチュア無線クラブ 

http://www.ni-po.ne.jp/~hiroyuki/ 

 

【29福井県】 

北陸全市町村交信賞、アワード９９賞  

日本アマチュア無線連盟北陸地方本部 

http://www.jarl.com/hokuriku/ 

 

福井県全市町交信賞  

日本アマチュア無線連盟福井県支部 

http://www.jarl.com/hukui/ 

 

Ｗakasa Ａmateur Ｒadio Ｃlub AWARD  

若狭アマチュア無線クラブ 

https://www.jarl.com/wakasa/sub3.html 

 

【30石川県】 

石川県全市町交信アワード                       追加アワード 

ＪＡＲＬ 石川県支部                          

https://www.jarl.com/ishikawa/profile1.html 

 

 
 
 
 
 
 
 



……0エリア…… 

 

【08新潟県】 

安兵衛賞、eAward安兵衛賞、Long Run Award 

JARL 新発田クラブ 

http://park10.wakwak.com/~yok/index.html 

 

日本の石ヒスイ賞  

JARL糸魚川クラブ 

http://je0kbp.sakura.ne.jp/ja0yka/hisuiaward.html 

 

【09長野県】 

アワ－ド全信越  

日本アマチュア無線連盟信越地方本部 

http://jarlzero.com/region/?page_id=10873 

 

98NAGANO賞、8JφOGN賞、長野パラリンピック賞、ながの総会賞    

日本アマチュア無線連盟長野県支部 

http://jarl-nn.asama-net.com/index.php 

 

長野ハムクラブ賞  

長野ハムクラブ 

http://www.jarl.com/ja0yag/ 

 

Century-0-Award、TEN-0-AWARD  

JA0 DX GANG 

http://ja0dxgang.web.fc2.com/award.html 

 

安曇野クラブアワード  

JARL 安曇野クラブ 

https://ja0ccl.blog.fc2.com/blog-entry-3586.html?sp 

 

Mluti Band Mluti Mode Challenge Award  

JA0PTK 佐藤 満 

http://www.inet-shibata.or.jp/~outdoor/award/mm/mm-top.htm 


