
競技会案内

連盟受付競技会

申 込 方 法

１．締切日のある試合は事前申込が必要です。

締切日前にお申し込みいただいても、会

場の収容テーブル数を超えた場合はキャン

セル待ちになりますのでご了承下さい。

２．お申し込みは、

・会報巻末の競技会申込ハガキ

・ＦＡＸ：０３－３３５７－７４４４

・ＨＰ：http://www.jcbl.or.jp/

・Ｅ－ｍａｉｌ：info@jcbl.or.jp

のいずれかをご利用下さい。

ＦＡＸ・E-mailでお申し込みの場合も

１通につき１試合のみお申し込み下さい。

３．必要事項をもれなくご記入下さい。ハガ

キ以外でお申し込みの場合も以下の項目は

必須です。

・開催日／競技会名

・参加者全員の姓名／会員番号

・地区又は会場の指定ができる時は、

希望する地区又は会場

連絡担当者連絡先は、会報送付住所と同じ

場合は記入不要です。

４．締切後に受付（キャンセル待ち）通知を

発送します。競技会開催日１週間前になっ

ても、お手元にこの受付通知が届かないと

きは本部事務局にお問い合わせ下さい。

５．フライトの希望は、通常「Ａ」（最上位

フライト）のみ希望できます。一部の競技

会は「Ｂ」以下のフライトも希望できます。

募集案内でご確認ください。

６．会場が希望できる競技会では必ず参加希

望会場を記入して下さい。希望会場の記入

のない申込は申込ハガキの到着日にかかわ

らず、受付順位が後になります。

７．会場が希望できない競技会で、会場によ

っては参加を取り消す時は、「○△会場参

加取消」と明記して下さい。

連盟競技会申込締切日

本部受付

服部杯 11月26日締切

ブルーリボン杯(関東) 12月10日締切

エンゼル･レッドリボン杯 12月10日締切

朝日新聞社杯 12月24日締切

冬季ウィメンズチーム 1月14日締切

横浜スイスチーム／横浜オープンペア

1月21日締切

大阪ＢＣ受付、名古屋ＢＣ受付

ブルーリボン杯(大阪) 12月21日締切

〃 (名古屋) 12月22日締切

エンゼル･レッドリボン杯(大阪)

12月 3日締切

京葉ＢＣ
TEL&FAX：047-421-3103
Mail：keiyou@kmj.biglobe.ne.jp
HP：http://keiyou.mydns.jp/

※セクショナルにお一人でご参加希望の
方は事前にご相談下さい。

四谷ＢＣ
往復葉書：〒160-0004
新宿区四谷1-13 TJK四谷ビル2F

TEL：03-3357-7940
FAX：03-3357-7445
Mail：yotsuyabc@jcbl.or.jp
HP：www.yotsuyabc.jp/

ブリッジスタジオ（五反田ＢＳ）
往復葉書：〒141-0022
品川区東五反田2-8-5 K.N.ビル3F

TEL：03-3444-7807
FAX：03-3444-0907
Mail：entry@bridge-studio.com
HP：www.bridge-studio.com

高田馬場ＢＣ
TEL&FAX：03-5287-5516
Mail：bababc@aurora.ocn.ne.jp
HP：www.pico.ecnet.jp

東中野ＢＣ
TEL：03-5348-8955
Mail：hnakanbc@siren.ocn.ne.jp
HP：www.jcbl.or.jp/higashinakanobc
/tabid/1188/Default.aspx

※セクショナルユース学生割引
競技会開催一週間前以降に申し込んだ
ユース学生ペア／チームは参加料無料



大塚ＢＣ

TEL&FAX：03-5567-1565

Mail：otsukabc@miracle.ocn.ne.jp

渋谷ＢＣ

TEL：03-6416-1311

FAX：03-6416-1097

Mail:info@shibuyabc.co.jp

HP：www.shibuyabc.co.jp

町田ＢＣ

〒194-0022

町田市森野1-8-1 MOAビル3F

TEL：042-732-3107

FAX：042-732-3109

Mail：machidabc@oasis.ocn.ne.jp

HP：machidabc.com

ムサシノＢＣ

TEL：0422-27-6536

Mail：musashinobc@amail.plala.or.jp

HP：www.fitsys.jp/MusashinoBC/

横浜ＢＣ

往復葉書：〒220-0005 横浜市西区

南幸2-11 横浜エム･エスビル 4F

TEL：045-316-1193

FAX：045-316-1169

Mail：ykhmbc@d1.dion.ne.jp

HP：www.yokohamabc.or.jp/

大船ＢＣ

往復葉書：〒247-0056 鎌倉市大船

1-7-5 末広神尾ビル 3F

TEL：0467-48-2286

FAX：0467-48-2093

Mail：entry@ofunabc.jp

HP：www.ofunabc.jp

名古屋ＢＣ

TEL：052-852-2218

FAX：052-852-1804

Mail：nagoyabc@par.odn.ne.jp

大阪ＢＣ

TEL：06-6390-0992 (試合申込不可）

FAX：06-6390-0972

Mail：entry@osakabc.jp

HP：www.osakabc.jp

福岡ブリッジプラザ

TEL：092-404-5090

FAX：092-404-5098

Mail：fukuokabp@dolphin.ocn.ne.jp

HP：www.fukuoka-bp.sakura.ne.jp

関東地区セクショナル開催クラブ

①つくばＤＢＣ

Mail：tukubadbc2014@yahoo.co.jp

②日立ＢＣ（横山丘直）

TEL：080-5025-7749

Mail：qmcnr704@ybb.ne.jp

③八王子ＢＣ（後藤三郎）

Mail：hachiouji-bc@club.nifty.jp

④府中けやきＢＣ（赤山由紀子)

TEL&FAX：042-369-5275

Mail：keyaki-bc@jcom.home.ne.jp

⑤柏ＢＣ（久保文男）

TEL&FAX：04-7162-2503 [会場]

コンベンション

使用上の注意

１)ペアの各自が同一のコンベンションカ
ードを必ず携帯して下さい。

２)必要な時に正しくアラートを行って下
さい。

１．競技会名の後にAの表示のあるゲームは

「公認コンベンションリストA」記載のコ

ンベンションしか使用できません。

２．競技会名の後にBの表示があるゲームは

「公認コンベンションリストB」まで使用

できます。

３．競技会名の後に特に表示がないゲームは

「公認コンベンションリストC」まで使用

できます。

４．競技会名の後にD、EまたはFの表示の

あるゲームは最上位フライトではそれぞれ

「公認コンベンションリストD、Eまたは

F」が使用できますが、申込締切日の１週

間前までにＷＢＦコンベンションカードと

補足シート（枚数制限なし）を提出して下

さい。Brown Stickerコンベンションを使用
するペアは上記以外にアナウンスメントフ

ォームとサンプルディフェンスを提出する

必要があります。提出書類はウェブサイト

に掲示します。電子ファイルを info@jcbl.
or.jp にお送り下さい。

５．リストDのコンベンションのうち、マル

チ２ に対しては試合中にディフェンシブ

ビッドを参照できますが、他のビッドに対



しては参照できません｡

JCBL HAND BOOK 2017のサンプルディフ
ェンスや ACBLウェブサイト（JCBLウェ
ブサイトの各種情報→プレイヤーのページ

からリンク）を参考にして対策を準備して

下さい。

MP100点未満の関東地区競技会一覧
を P.143～ 144に掲載しています

連盟競技会・センター共催競技会等

※他の競技会はP.144以降の表をご覧下さい

２０１７年度後期日本リーグ(10:30開始)

1部 2部

12月16日(土） 4試合 2試合(13:30開始)

17日(日） 3試合 3試合

1月13日(土） 4試合 3試合

14日(日） 3試合 3試合

２０１７年度後期クラブリーグ

（土曜日開催 10:30 2試合）

11月3日､12月16日､1月13日、1月27日

※11月 3日は金曜日(祝日)
※ 1月27日は1試合のみ

主要競技会日程

１１月

第13回神奈川県知事杯R／横浜&大船ＢＣ

25日（土）10:30
横浜ＢＣ&大船ＢＣ

26日（日）10:30

☆オープンチーム（フライト分けあり）

★チーム上位４名のシードポイント合計で

４フライト(90チーム未満は3フライト)に

分割します。フライトＡ､Ｂは横浜ＢＣ、

フライトＣ､Ｄは大船ＢＣ会場です。

★シードポイント相当のフライトより上の

任意のフライトへの参加を希望すること

ができます。シードポイント相当のフラ

イトと希望されたフライトの高い方のフ

ライトでご参加いただきます。但し、希

望チームがフライト定数を上回った場合

は、シードポイントの低いチームの希望

は通りません。申込時に｢希望フライト」

を｢Ａ｣･｢Ｂ｣･｢Ｃ｣のように記入して下さ

い。原則、締切後のフライト希望変更は

できません。

★フライトＡのみリストＤのコンベンショ

ンを使用できます。リストＤ使用ペアは、

申込締切時までにＷＢＦコンベンション

カードを提出してください。

申込締切：11月12日までに４～６名のメンバ

ーと連絡担当者を明記して、葉書、ファック

ス、メール、ホームページで横浜ＢＣへ。

申込多数の場合は抽選。

参加料：32,000円／チーム。横浜ＢＣ、大船

ＢＣの2017年度冬季IMPリーグに参加してい

るメンバー１人につき、2,000円（最高4名ま

で／チーム）を割引します。

１２月

服部杯R

8日（金）10:30 2S 各ＢＣ

☆ウィメンズペア

1. 「東京」、「神奈川」の２つの地区の

いずれかに申し込んで下さい。

2. 「東京」は以下の５会場で開催します。

ペアのシードポイント合計でフライト

分けします。

渋谷ＢＣ、大塚ＢＣ、東中野ＢＣ、

ムサシノＢＣ、ブリッジスタジオ

（フライト順）

3. ｢神奈川」は大船ＢＣで開催し、参加ペ

ア数によって、フライト分けします。

4. 他のセンターは、セクショナル又はウ

ィークリーゲームを開催します。

5. 両地区とも、シードポイントに関係な

くフライトＡを希望できます。

6. シードポイント相当のフライトより上

の任意のフライトへの参加を希望するこ

とができます。シードポイント相当のフ

ライトと希望されたフライトの高い方の

フライトでご参加いただきます。但し、

希望ペアがフライト定数を上回った場合

は、シードポイントの低いペアの希望は

通りません。申込時に「希望フライ」を

「Ａ｣･｢Ｂ｣･｢Ｃ｣のように記入して下さい。

原則、締切後のフライト希望変更はでき

ません。

7. メンバーの変更は12月6日（水）正午ま

で、これ以後は会場の変更がない場合に

限ります。



申込締切：11月26日までに規定の方法で

本部事務局へ。

東京リジョナルR/都内ＢＣ共催

9日（土）10:30
4S

10日（日）10:30

☆オープンスイスチーム(フライト分け)

会場：フライトＡ（高田馬場ＢＣ）

フライトＢ（渋谷ＢＣ）

フライトＣ（ブリッジスタジオ）

申込方法：11月30日までに渋谷ＢＣへ。

詳細はP.44の別掲案内をご覧ください。

ブルーリボン杯N

23日（祝）10:30 2S 四谷ＢＣ

☆ブルーリボンペア

1. 四谷、名古屋、大阪の３会場で同一ハ

ンドをプレイし、１フィールドでスコア

します。

2. 参加資格のあるプレイヤは次の通り。

2017年１月１日以降の試合で、

1) ナショナル ３位以上の入賞者

リジョナル ２位 〃

セクショナル、ＩＭＰ、ナショナル

予選 優勝者

2) レッドポイントを年間２０点以上獲

得したプレイヤ。

有資格者は、ＭＰハガキの会員番号の末

尾に「＊」がついています。

3. 四谷会場は２階、地下のいずれかを希

望できます。申込時にご指定下さい。

申込締切：12月10日までに規定の方法で

本部事務局へ。

エンゼル･レッドリボン杯N

23日（祝）10:30 2S 高田馬場ＢＣ

☆レッドリボンペア（△５００ペア）

他は上記ブルーリボンペアに準じます。

1. 高田馬場、大阪の２会場で同一ハンド

をプレイし、１フィールドでスコアしま

す。

申込締切：12月10日までに規定の方法で

本部事務局へ。

ブルーリボン杯N[東海地区]

23日（祝）10:30 2S 名古屋ＢＣ

☆ブルーリボンペア

★参加資格は関東地区要項に準じます。

申込締切：12月22日までに名古屋ＢＣへ

ブルーリボン杯N[関西地区]

23日（祝）10:30 2S 大阪ＢＣ

☆ブルーリボンペア

★参加資格は関東地区要項に準じます。

申込締切：12月21日までに大阪ＢＣへ

エンゼル･レッドリボン杯N[関西地区]

23日（祝）10:30 2S 大阪ＢＣ

☆レッドリボンペア（△５００ペア）

★参加資格は関東地区要項に準じます。

★申込みが14ペア未満の場合は中止します｡

申込締切：12月3日までに大阪ＢＣへ

１月

新年リジョナルR／渋谷ＢＣ

4日（木）10:30 2S 渋谷ＢＣ

☆ミクストストラティファイドペア

(オープン／△２０００)

申込締切：１月３日までに渋谷ＢＣへ。

P.**のお知らせもご覧ください。

第26回朝日新聞社杯N (フライトＡのみ:E)

7日（土）10:30 四谷ＢＣ

8日（日) 10:30 9R 高田馬場ＢＣ

9日（祝）10:00 渋谷・五反田

☆スイスチーム

1. 最新のシードポイントで６又は７フラ

イトに分けます。

申込み時に限り、参加フライトの希望を

受け付けます。希望フライトとシードポ

イント相当のフライトのうち、高い方の

フライトでご参加いただきます。フライ

ト編成決定後は、希望フライトの変更は

できませんのでご了承ください。

2. コンベンション制限は、フライトＢ以

下はリストC 、フライトＡはリストEま

で使用できます。リストDE使用ペアは

12月17日までに以下の電子ファイルを提

出して下さい。

1)ＷＢＦコンベンションカード

2)補足シート

3)アナウンスメントフォーム及びサンプ

ルディフェンス(リストE使用ペアのみ)

申込締切：12月24日までに規定の方法で

本部事務局へ。別掲案内P.**

冬季ウィメンズチームR／都内ＢＣ

30日（火）10:30 2S 都内ＢＣ

☆ウィメンズチーム（東京都内ブリッジセ

ンター主催、申込受付は連盟事務局）

★首都圏の他センターは個別にセクショナ

ルを開催します。

★参加料：16,000円／チーム



1. 「東京」地区のみの開催です。

2. チームのシードポイントの合計で３

フライトに分け、以下の３会場に振り分

けます。

Ａ：ブリッジスタジオ、Ｂ：東中野Ｂ

Ｃ、Ｃ：渋谷ＢＣ

3. シードポイント相当のフライトより上

位のフライトを希望して参加することが

できます。申し込み時に希望フライト(Ａ

又はＢ)を指定して下さい。

4. 東京都以外にお住まいの方も参加でき

ます。

5. メンバーの変更は会場が変更になる場

合は１月29日（月）正午まで、これ以後

は会場の変更がない場合に限ります。

申込締切：1月14日までに規定の方法で、

本部事務局へ。

２月

横浜スイスチームN

3日（土）10:00 2S パシフィコ横浜

☆オープンスイスペア

★コンベンションリストＤを使用するペア

はP.105の規定にしたがってコンベンション

カード類を提出してください。

申込締切：１月21日までに規定の方法で、

本部事務局へ。

飛鳥杯N

4日（日）10:00 2S パシフィコ横浜

☆オープンペア

申込締切：１月21日までに規定の方法で、

本部事務局へ。

第65回細田杯S／つくばＤＢＣ

4日（日） 10:00 2S つくば国際会議場

☆ストラティファイドペア

（オープン／△１０００／△５００）

★細田杯は、△１０００の優勝者に授与さ

れます。

★参加料3,000円(+昼食代1,000円)

申込締切：1月28日までにつくばＤＢＣ

(mail：tukubadbc2014@yahoo.co.jp)へ。

渋谷カップS／渋谷ＢＣ

10日（土）10:30
渋谷ＢＣ

11日（日）10:30

☆ラウンドロビンチーム

★チーム上位４人のシードポイント合計

で３又は４フライトに分けます。フラ

イトＡは希望チームを優先します。

申込締切：４～６名のチームで前日まで

に渋谷ＢＣへ。P.**参照

第4回内藤杯S／四谷ＢＣ

24日（土）10:30
四谷ＢＣ

25日（日）10:30

☆ラウンドロビンチーム

★チーム上位４人のシードポイント合計

でフライト分けします。

申込締切：４～６名のチームで２月22日

までに四谷ＢＣへ。先着70チーム。P.82

参照

セクショナルのフライト希望

シードポイント(SP)によってフライト分けす

る競技会で、上位のフライトへの参加を認め

るかどうかをセンター毎にまとめました。

対象競技会

①ＳＲＲチーム＆ペア

②シードポイントチーム

③ウィメンズチーム

④スイスペア

⑤シードポイントペア

⑥ウィメンズペア

※センター名だけの場合は全ての競技会が対

象、（）付は（）内の競技会のみが対象で

す。

Ａ.フライト数に関わらずフライトＡ参加のみ

希望できる

四谷ＢＣ、ブリッジスタジオ、

高田馬場ＢＣ(①)、大塚ＢＣ、

町田ＢＣ(①･②)、横浜ＢＣ、大船ＢＣ

Ｂ.３フライト以上の場合はフライトＡだけで

なく任意の上位フライト参加を希望できる

東中野ＢＣ、渋谷ＢＣ、大阪ＢＣ

※上位フライトでプレイしたい場合は、お申

込時に｢フライトＡ希望」、｢フライトＢ希

望｣のように申告して下さい。但し、フライ

トの定数よりも希望が多かった場合、ＳＰ

合計の多いチームを優先します。



特殊な形式の競技会
（お申し込みの際にご注意下さい）

◎午前ペア､午後チーム

１セッションゲームを２回行い、参加者は

必ず両方のゲームに参加していただきます。

午前はハンディキャップペア、午後は午前

の成績(ハンディキャップは加算しません)に

より、上位ペアと下位ペアを組み合わせてチ

ーム戦を行います。

マスターポイントは、午前･午後別々にブラ

ックポイントのみ発行されます。

町田ペア&イーブンチャンスS／町田ＢＣ

11月 3日(祝) 12月28日(木)

1月14日(日) 2月17日(土)

横浜ペア&イーブンチャンスS／横浜ＢＣ

11月11日(土) 12月 9日(土)

1月20日(土) 2月 3日(土)

１セッションのみ参加可能な競技会

◎開始時間の欄に 1Sｘ2 と表示した競技会

１セッションゲームを2回開催します。

片方だけでも参加できます。

競技会例：四谷ＢＣ△100未満の一部

ローカルゲーム

◎開始時間の欄に 1+1 と表示又は､備考欄に

[1S参加可]の記載がある競技会

２セッションゲームですが、セッション毎

にパートナーを変えて参加したり、１セッシ

ョンだけ参加することもできます。

オーバーオール順位は、2セッション同じパ

ートナーと参加したペアが対象になります。

競技会例：大阪土曜セクショナル（※）

※参加料は、１Sあたり1,000円

マスターポイント／シードポイントによる

参加料割引

◎東中野ＢＣ

日程表備考欄に[ＭＰ割引]と記載した競技

会の中で、

1．仮面舞踏会Ｓは､マスターポイント2000点

以上又はシードポイント200点以上の方の参

加料を2,500円に割引ます｡

2. ウィメンズチームは、マスターポイント

合計1000点未満のチームの参加料を10,000円

に割引ます。

◎横浜ＢＣ

日程表備考欄に[ＭＰ割引]と記載した競技

会は、マスターポイント合計700点未満のチ

ームの参加料を8,000円に割引ます｡

◎大船ＢＣ

日程表備考欄に[ＭＰ割引]と記載した競技

会の下記参加料を割引ます。

※ペ ア 戦：ＭＰ300点未満のペアは、

ペア参加料4,000円

※チーム戦：ＭＰ合計1000点未満のチーム

は、チーム参加料8,000円

初心者大会参加者募集

ＪＣＢＬは各地のブリッジセンター/クラブで

開催される初心者大会を後援し、賞品の提供

やペア招待を行います。

四谷ビギナーズ特別大会S[リストＢ]

１月28日（日） 10:30 2S

☆ＳＴＦ(△100／△50)

★参加料：2,000円

※ＪＣＢＬ後援内容

・参加者全員にスコアブックプレゼント

・優勝ペアに優勝グラス授与

※首都圏以外から渋谷大会・高田馬場大会に

各１ペアを抽選で招待

：首都圏（東京都／埼玉県／千葉県／神

奈川県)､ 海外を除く地域に在住で

2017年11月末時点でマスターポイント

20点未満のプレイヤーの中から１ペアを

抽選でご招待します。氏名､住所、電話

番号、会友の方は会員番号を明記の上、

Eメール／ FAX／葉書のいずれかで､
JCBL事務局までご応募下さい。
応募締切：2017年11月20日
当選発表：2017年12月１日



競技会予定表の見方

競技会予定をローカルとセクショナル以上に

分けて地区別の一覧表にしました。

一覧表の見方は以下の通りです。

Ｒ：レイティングを示します｡

Ｎ＝ナショナル Ｒ＝リジョナル

Ｓ＝セクショナル Ｌ＝ローカル

Ｃ：コンベンション制限を示します｡

Ａ ：リストＡのみ使用できます｡

・マスターポイント制限20点未満

Ｂ ：リストＢまで使用できます｡

・マスターポイント制限300点未満

・イーブンチャンスチーム

・ハンディキャップペア/チーム

・抽選チーム

Ｃ ：リストＣまで使用できます｡

・イーブンチャンスチーム等で主催

団体がリストＣ使用を認めた場合

空白：リストＣまで使用できます。

・一般競技会

Ｄ ：コンベンションカードを事前提出

したペアのみリストＤまで使用で

きます｡

＊ ：フライトにより制限が違います｡

参加資格・対戦方法・採点方法：

HANDBOOK2017､56頁 ｢ゲームに参加するに

は｣をご参照下さい。

マスターポイント制限のある試合の参加

資格は、競技会開催月の前々月末のマス

ターポイント合計を基に決定します。

例）2016年9月末の獲得マスターポイントが

298点で、10月末で300点を越えた場合

11月末まで△300の競技会に参加できます。

MP300点以上の競技会には12月から参加で

きます。

締切：申し込み方法を示します

当日：開始時間の10分前までに受け付け

をお済ませ下さい。

日付：申込締切日

先**：定数になるまで先着で受付

決勝・登録：２日目以降です。初日の記

載を参照して下さい。

備考：申込先・申込方法の指定など

ブリッジセンターへの競技会申込みは、

１．参加者全員の氏名・会員番号

２．代表者の連絡先

を必ずお伝え下さい。

[電話不可]の表示のある競技会は、メー

ル・ＦＡＸ・ハガキ等の文書が残る形式

でお申し込み下さい｡

[往復ハガキ]の表示のある競技会は、

メール･返信用ＦＡＸ番号を明記したＦＡ

Ｘでもお申し込みいただけます。

参加料

備考欄等に特記がなければ、ＪＣＢＬ及び

ブリッジセンター主催ゲームの参加料（１人

・１日分）は以下の通りです。

ナショナル ：5,000円

リジョナル ：4,000円

セクショナル：3,000円

ＪＣＢＬ主催競技会に、非会員の方、前年度

から続けて会費未更新の方が参加される場合

は、参加料500円／セッションを加算させてい

ただきます。

競技会当日に入会・再入会された場合は加算

金不要です。


