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*

 ☑ 報告者がディレクターの場合はチェックしてください * 連絡を希望する場合 （Needed 

  　 （Check the box above if your were the Director)    only if you want to be contacted)

* * *

* * ペア／チーム番号 *
（Pair/Team Number)

* * ペア／チーム番号 *
（Pair/Team Number)

 ☑ 報告の対象者をチェックしてください （Check the box for * わかる範囲で結構です

 　  each of the players whose actions are being reported) 　 （Please provide all information known to you)

Bd. No.

Dealer

Vul.

*

* わかる範囲で結構です （If you know)

♠

♡
調整スコア （Adjusted Score）

♢ ディレクター （Name of Director）

結果 （Result）

♡

♢

♣

♣

♢ ♢S
♣ ♣

♠ ♠
N

♡ ♡W  E

ハンドレコード （Hand Record） オークション （Auction）

♠
W N E S

E □ W □

プレイヤー情報 （Name/JCBL Number of Players）

N □ S □

□

記録保管したいことを具体的に説明してください （Please explain about incident)

競技会情報 （Competition/Tournament）

日付 (Date of Game) 競技会 (Name of Game)
セクション
（Section）

セッション
（Session）

会場 (Venue)

記録保管報告書 (Player Memo)

　競技会での事象に関し記録保管の対象として報告する場合は、この用紙にできるだけ詳細に記入し、
ディレクターまたは連盟事務局に「事務局長親展」として封書で提出してください。
　この用紙は、記録保管制度運用細則に従い部外秘とし、事務局で保管し関係者のみが参照します。

 　Use this form to report on a specific incident in a particular game. Please complete this form in as much detail
 as possible. Please submit it in a sealed envelope to the Director or to the JCBL office, addressed as a confidential
 communication for the personal attention of the Executive Secretary of the JCBL. This report will only be seen
 by a small number of persons directly involved in processing Player Memos, and will otherwise be kept confidential.

報告日 (Date) 報告者 （Your Name/JCBL Player Number)
連絡先

（Mail address/Phone Number)
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報告理由 (Reason for Report)

□ 競技会における不正行為があったと思われる

    (I think there was illegal or seriously unethical conduct.)

□ スポーツマンシップに反する、または頻繁かつ無分別なサイキックがあった

    (I think there was unsportsmanlike conduct or random (or frequent) psyching.)

□ 暴言や威嚇など著しく失礼な言動があった

    (I think there was highly inappropriate language or conduct.)

□ その他  (Other)

オークション及びプレイに関するコメント (Your comment about the auction and/or play)

ディレクターが呼ばれましたか？ (Was the Director called?)

□いいえ (No)

□はい (Yes) いつ (When) 誰に (Who called?)

裁定 (Ruling)

ディレクターのコメント (Comment of Director) 年 月 日

署名 （Signature)

事務局記入欄 (Space for use by JCBL office） 年 月 日
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