
コントラクトブリッジ初心者大会に
ジュニアペアが２ペア参加

２月11日(金)、コントラクトブリッジの初心者大会(ＮＥＣブリッジフェスティバル・デビュ

タント杯)にジュニアペアが２ペア参加しました。

デビュタント杯は、コントラクトブリッジの大会が初めてというプレイヤー向けのペア戦で、

20ペアが出場しました。参加したジュニアは、福原藤也くん(小６)－福原悠真くん(小４)ペア

と佐々木楓さん(小６)－佐々木杏奈さん(小４)ペアです。佐々木姉妹ペアは、３-５位タイで

入賞しました。おめでとうございます！福原兄弟ペアも、大人顔負けのプレイで、他のプレイ

ヤーや大会スタッフをおどろかせていました。

４人は、ジュニアくらぶの佐々木和美先生が教えている「めぐみ野ジュニアブリッジ教室(八

王子)」でコントラクトブリッジを習っています。悠真くんと杏奈さんは、習い始めてからま

だ１年たっていないということです。

ジュニアくらぶのみなさんも、コントラクトブリッジにチャレンジしてみてくださいね。
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みなさん、こんにちは！
大会、集中講座など、この春もイベントがもりだく
さんです。お友だちをさそって、遊びにきてね！
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４人が習っているコントラクトブリッジは、世界中にファンが１億
人以上もいるといわれている伝統的なカードゲームです。ミニブ
リッジはその簡単バージョン、違いはコントラクトの決め方だけで、
プレイの部分はまったく同じです。ミニブリッジの場合は、ディク
レアラーがダミーを見て決めますが、コントラクトブリッジの場合
は、はじめに「オークション（競り）」とよばれる特別の方法でコ
ントラクトを決めます。この「オークション」は覚えなくてはなら
ないことが多いので、少しむずかしいと感じるかもしれませんが、
実はこの部分はパートナーとの『会話』なんです。ミニブリッジと
同じように、練習をして、なれていけば、小学生でも大丈夫。パー
トナーと上手に『会話』できるようになると、ブリッジももっと楽
しくなります！

コントラクトブリッジをやってみたいみなさんのために、ジュニア
くらぶでも少しずつコントラクトブリッジのイベントを増やしてい
ます。コントラクトブリッジをやってみたいジュニアのみなさんは、
ジュニアくらぶ通信をよくチェックしてくださいね！ この春は、
『集中講座』がオススメです。

今回の大会に参加したジュニアに、その感想とコントラクトブリッジについて聞いてみました。

Ｑ１：初めてのコントラクトブリッジの大会はいかがでしたか？

Ａ：「意外にミニブリッジの大会より疲れませんでした。楽しかったです。」(佐々木楓さん)
「子どもがいなくて大人ばかりだったので、びっくりしました。疲れました。」(佐々木杏奈さん)
「きんちょうして疲れたけれど、楽しかったです。」(福原藤也くん)
「いつものジュニアの大会と同じ感じだった。きんちょうもしなかった。」(福原悠真くん)

Ｑ２：コントラクトブリッジの大会にまた出たいですか？

Ａ：「オークションの練習をもっとして、また出たいです。」(楓さん)
「また出たいです。プレイの技をきわめて、もっとうまくなりたい。」(杏奈さん)
「オークションの練習を重点的にして、また出たい。」(藤也くん)
「もっとオークションの練習をして、また出たい。」(悠真くん)

Ｑ３：コントラクトブリッジの魅力を教えてください。

Ａ：「オークションがおもしろい。スラムに成功すると1000点以上もらえてうれしい。」(楓さん)
「パートナーのカードが見えない中で、コントラクトを考えることが楽しい。」(杏奈さん)
「オークションがおもしろい！」(藤也くん・悠真くん)

コントラクトブリッジを４人に教えている佐々木和美先生にも聞いてみました。

Ｑ：ジュニア４人がコントラクトブリッジの大会に参加しましたね。先生としていかがですか？

佐々木先生：「大人の大会で大人と同じようにプレイをして、多くの参加者や大会スタッフのみなさんか
ら『がんばってね』『上手ね』『小学生でブリッジができるなんてすごいわね』など、
はげましをいただいて、子どもたちはもっとブリッジが上手くなりたいと、さらにブ
リッジ熱に火がついたようです。大会に出場させて、本当によかったと思います。」

参加した皆さんに
インタビューしました
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北米ブリッジ選手権ペア戦で日本人ペア優勝
2010年11月25日から12月5日にかけて、アメリカ合衆国・オーラ
ンドで「北米ブリッジ選手権」が開催されました。この大会は、
アメリカ合衆国で開催される最も大きい大会で、年に３回、春、
夏、秋に行われます。大会期間中は、初心者からトッププレイ
ヤーまで、いろいろなレベルのプレイヤー向けにチーム戦やペ
ア戦の試合が行われます。毎回、世界中のトッププレイヤーが
集まり、日本からもたくさんのプレイヤーが参加しています。
この大会で開催されたペア戦「ライフマスターペア」で、日本
から参加した古田一雄さんと三浦裕明さんが、世界の強豪をお
さえ、見事優勝しました。このペア戦での日本人の優勝は初め
てのことです。

古田さんは、2007年秋の北米ブリッジ選手権のチーム戦でも、
横井大樹さんとともに、米国人プレイヤーと日米連合チームを
作って優勝していますので、今回で２度目の快挙となります。
三浦さんは、2009年夏にトルコで行われた「ワールドユースコ
ングレス」で、小池紀彰さんとともに日本とチェコの連合チー
ムで優勝した経験があります。ユースカテゴリーの世界大会で
日本人が優勝したのも、初めてのことでした。

古田さんと三浦さん、そして横井さんと小池さんは、全員、大
学生の時からユース代表として活躍していたプレイヤーです。
ジュニアくらぶのみなさんも、将来は、世界の舞台に挑戦して
みる？！

ジュニアくらぶ： まずは、優勝おめでとうございます。

三浦さん：どうもありがとうございます。北米ブリッジ選手権に参加するのは初めてだったので、まさか

優勝するとは思いませんでした。非常に運も良く、またパートナーがうまくリードしてくれた

と思います。

優勝したときはあまり実感がわきませんでしたが、多くの人に祝っていただいて、だんだんう

れしさがこみ上げてきました。優勝した日の夜はうれしさなのか、きんちょうなのか、ほとん

ど寝ることができませんでした。

ジュニア：いつ、どのようなきっかけでブリッジを始めたのですか？

三浦さん：ルールだけは高校生のころから知っていました。始めたのは大学生になってからですが、学内

にブリッジクラブがなかったので、他の大学の練習に参加していました。

ジュニア：いつごろから試合に参加するようになりましたか？

三浦さん：試合に出始めたのは大学２年の夏ごろです。大学３年のときからユース代表として、海外の試

合に参加しています。

ジュニア：ジュニアたちに、ブリッジについてのアドバイスをお願いします。

三浦さん：コントラクトブリッジの魅力のひとつは、プレイが始まる前のオークションで、誰がどのコン

トラクトを買い取るか、その駆け引きにあります。ミニブリッジと違って、コントラクトブ

リッジでは先にカードの点数を発表することもないので、絵札の配置を考えるのは大変ですが、

上達して、絵札点のありかがわかるようになってくると、おもしろいです。

とにかく、ジュニアのみなさんにはブリッジを楽しんでほしいです。試合に出るのが好きなら、

将来のユース代表を目指してみるのもいいと思いますよ！

ジュニア：どうもありがとうございました。これからもがんばってください。

古田一雄さん

三浦裕明さん

三浦さんにインタビューしました！
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ハナママの英語ＤＥブリッジ！

シングルトン（singleton）

あるスーツのカードがもともと１枚であること。シングルは英語で「ひとつの」という意味があるのよ。

ダブルトン（doubleton）

あるスーツのカードがもともと２枚であること。ダブルは英語で「ふたつの」という意味があるのよ。

シングルトンと一緒に覚えましょう。

みなさん、こんにちは。 橋之介の母のハナ・マクブリッジです！

ブリッジの用語のほとんどは英語なのよ。 今回紹介する言葉は、みんなも聞いたこと

のある言葉だけど、ブリッジの場合は特別の意味を持っている言葉よ。ブリッジの用語

の方と、もともとの意味の方を合わせて覚えてね！

スタッフ突撃インタビュー ～みぽりんの巻～

Ｑ：ブリッジを始めたきっかけは？

大学３年生のときにコントラクトブリッジのサークルに入りま

した。本当は入学してすぐに始めたかったのですが、「夢中

になり過ぎて留年しちゃうかも？」と心配だったので、３年生

になるまでがまんしました。始めてからはすっかりハマって

しまったので、我ながらとても正しい判断だったと思います。

ちゃんと４年で卒業できました！(^^)ｖ

Ｑ：ブリッジのどういうところがおもしろいですか？

年齢、性別、国籍、職業、ブリッジの腕前に関係なく、対戦

を通じて、いろいろな人たちと出会えること。

ブリッジを通じてたくさんお友だちができました。

Ｑ：ジュニアくらぶのみなさんにひとことお願いします。

ブリッジは運動するスポーツとは違って、いくつになっても

できることが魅力のひとつです。しばらくプレイしていなくて

も、一度やり方を覚えたら、また始めることもできます。

一生楽しめる趣味のひとつとして、みなさんも、ぜひブリッジ

を続けてください。

関澤 美穂
（せきざわ みほ）

プロフィール

【ニックネーム】 みぽりん

【出身地】 栃木県

【血液型・星座】 ＡＢ型・かに座

【子どもの頃に得意だった教科】 算数、国語、英語

【子どもの頃に苦手だった教科】 理科、社会

【特技】寝だめと食いだめ

【好きな食べ物】納豆。ちなみに納豆の日に生まれました！

「納豆らぶ」は宿命だったのね♪

【嫌いな食べ物】青魚、肉の脂身など、脂っこいもの

【マイブーム】 鍋料理を作ること。定番の和風鍋だけでなく、

いろいろ試しています。冬の夕食は、週に２、３回はお鍋

です！

今回紹介するのは、“みぽりん”こと、関澤美穂先生だよ。

みぽりんは、このジュニアくらぶ通信の編集（へんしゅう）長さんなんだ！

ジュニアくらぶ通信を読むと、ブリッジの世界が広がっておもしろいね！
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キャンプ日程のご案内

集中講座スタート！

前号で予告した『集中講座』がいよいよスタートします。集中講座は、毎回テーマを決めていつものイ

ベントのおよそ３回分の時間を使って、ブリッジに関するいろいろなことを集中して学習する講座です。

第１回目のテーマは「コントラクトブリッジのオークション」。

オークションのしくみとビッドの基本を勉強します。「コントラクトブリッジをやってみたい！」とい

うジュニアはぜひ参加してくださいネ。大人の方も参加できますので、ご家族で一緒にコントラクトブ

リッジを始めてみませんか？

★ 春の集中講座

日時：3月20日（日） ①10:30-12:30

②13:30-16:30（終了予定）

3月21日（祝･月）③13:30-16:30（終了予定）

※ おやつタイム付き

場所：横浜ブリッジセンター ４階

対象：ミニブリッジが自在にできるジュニア（大人の方も参加できます）

内容：コントラクトブリッジのオークション

講師：横内しのぶ

参加料：３コマ分 1,500 円（教材付）

申込締切：3月14日（月）

お問い合わせ： e-mail  junior@jcbl.or.jp

【ご注意】１コマ、または２コマだけ参加することはできません。

上記①～③すべてに参加できる方のみ、お申込みください。

ボクといっしょに
レッツ・ブリッジ！

イラスト協力：illpop.com

夏休みジュニアキャンプ５年目となる今年は、小中学生向けの１泊キャンプに加え、中高生向けに２泊

３日の合宿も開催し、コントラクトブリッジの世界へとジュニアのみなさんをお連れします。

どうぞご期待ください。

★ ジュニアキャンプ

日程：7月29日（金）～30日（土）１泊２日

会場：高尾の森わくわくビレッジ（東京都八王子市）

対象：小学３年生～中学生

内容：ブリッジの練習、大会のほか、すいかわりなど楽しい企画がいっぱい！

定員：20名 参加料：11,000 円

★ 中高生合宿（仮称）

日程：7月28日（木）～30日（土）２泊３日

会場：ジュニアキャンプと同会場にて開催

対象：中学生～高校生のジュニアくらぶメンバー

内容：コントラクトブリッジの導入～実戦練習

定員：12名 参加料：16,000 円

※ いずれも、きょうだい割引き、遠隔地補助を予定

※ 申込みは６月です。詳細は次号ジュニアくらぶ通信同封のチラシでお知らせします。

イラスト協力：illpop.com
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※くわしくはチラシをみてね！

お問い合わせ・お申し込み先

＜社団法人 日本コントラクトブリッジ連盟 （担当：野田）＞
TEL： 03‐3357‐3741 FAX:  03‐3357‐7444    
e‐mail:  junior@jcbl.or.jp （ジュニアくらぶ）

※ 大会は開催日の１週間前、それ以外のイベントは開催日の３日前までに
お申し込みください。小学生が参加する場合は送迎をお願いします。

会場：高尾の森わくわくビレッジ
ジュニアキャンプ（小学３年生～中学生） 7/29(金)～30(土)
中高生合宿（中学生～高校生） 7/28(木)～30(土)

イベントのごあんない

ジュニア

キャンプ

◆ 体験教室・入門教室 参加料：無料

① 3/30(水) 14：00～16：30 八千代台自治会館 ３階大ホール
② 3/31(木) 10：30～12：30 四谷ブリッジセンター（ミニひろばから変更）
③ 4/ 1(金) 13：30～16：30 京葉ブリッジセンター
④ 4/24(日) 13：30～16：30 四谷ブリッジセンター
⑤ 5/ 7(土) 14：00～16：30 京葉ブリッジセンター
⑥ 6/26(日) 13：30～16：30 四谷ブリッジセンター

※ 初めてのお友だちをさそってね！ 保護者の方もご一緒にどうぞ。

◆ 講習会・練習会・大会 大人の方にも参加していただけます

［ジュニアサロン］13：30～16：30 ゲーム形式の練習会

［橋之介プレ道場］10：30～12：30 ９歳以下およびミニブリッジ初級者対象

［橋之介ミニ道場］13：30～16：30 10歳以上およびミニブリッジ中級～上級者対象

会場：四谷ブリッジセンター 3/31(木)午後 第15回橋之介ミニ道場スペシャル大会
4/24(日)午後 ジュニアサロン
5/22(日)午前 プレ道場「オープニングリードとリターン」

午後 ミニ道場「オープニングリードとリターン」
6/26(日)午後 ジュニアサロン

会場：横浜ブリッジセンター 3/20(日)午前･午後 春の集中講座①②
3/21(祝･月)午後 春の集中講座③
4/ 3(日)午前 プレ道場「ラフ」

午後 ミニ道場「ラフ」
5/ 1(日)午後 横浜miniベイブリッジフェスティバル杯
6/12(日)午前 プレ道場「オープニングリードとリターン」

午後 ミニ道場「オープニングリードとリターン」

会場：京葉ブリッジセンター 4/ 1(金)午後 ジュニアサロン・ミニ道場
5/ 7(土)午後 第16回橋之介ミニ道場スペシャル大会

会場：八千代台自治会館 3/30(水)午後 八千代台スペシャル大会
（３階大ホール）

※ 大会や集中講座の開始時間は、同封のチラシをご覧ください。

開催中止
開催中止
開催中止

開催中止

開催中止
開催中止
開催中止
開催中止

開催中止

開催中止

東日本大震災の影響により、開催中止となったイベント
があります。ご了承ください。


