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みなさん、こんにちは！ ジュニアくらぶ通信夏号をお届けします。ジュニア
キャンプの申し込みは６月８日からスタートです。先着順なので、早めに申し
込んでくださいね！

☆ ジュニアくらぶ通信もくじ ☆
ジュニアくらぶにゅーす ～ ＰＡＢＦ選手権ユース日本代表チーム決定 ～ ････････ P１
ジュニアくらぶにゅーす ～ つづき ～ ････････ P２
大会結果 ････････ P３
大会結果 ～ つづき ～ ／ イベントのごあんない ････････ P４

P A B F選手権ユース日本代表チーム決定！

みなさん、ブリッジには大きな国際大会があることを知ってますか？ 国際大会には、奇数
年に開かれる世界チーム選手権、夏季オリンピックが開催される年に開かれるオリンピアード、
毎年開催されるアジア太平洋地域の(ＰＡＢＦ)選手権をはじめさまざまな大会があり、世界中
から国を代表する選手たちが集まって、ブリッジの腕を競い合います。ブリッジは、囲碁や将
棋、チェスなどとともに、マインド(頭の)スポーツの代表的な競技のひとつですが、こうした
大規模な国際大会が毎年開かれているところも、まさにスポーツと同じと言えますね。

国際大会では、シニア(59才以上)、オープン(年齢、性別に制限なし)、ウィメンズ(女性の
み)、ユースの４つのカテゴリーに分かれて競技が行われます。若手プレイヤーのカテゴリー
であるユースは、年齢によって、Ｕ26(26歳未満)とＵ21(21歳未満)の２つのグループにさらに
分かれます。日本からもこうしたカテゴリーごとにＪＣＢＬが代表チームを選抜して、毎年、
選手を国際大会に派遣(はけん)しています。

シニア、オープン、ウィメンズの世界チーム選手権は今夏、ユースの世界チーム選手権は来
夏開催されることになっているため、今年は世界の各地域の選手権大会が世界選手権の予選も
かねています。日本が加盟しているのはパシフィックアジア・ブリッジ連合(ＰＡＢＦ)という
アジア太平洋地域のブリッジ組織で、そのＰＡＢＦの選手権大会が６月にマカオで開かれます。
今回のジュニアくらぶにゅーすでは、みなさんと年齢の近い、ユース(Ｕ26・Ｕ21)チームの代
表選手のみなさんをご紹介したいと思います。
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まず、26才未満のＵ26チームのメンバーは、横井大樹君(25才)、三浦裕明君(24才)、小池紀彰君(大４)、貴戸祥郎君
(大４)、松田崇志君(大３)、村井健多郎君(大３)の６人です。最年長の横井君は、2005年から連続で５回もユース代表
に選ばれているチームの中心選手で、2005年のＰＡＢＦ大会で日本のユースチームが初優勝したときのメンバーでもあ
りました。今年はユースとして参加できる最後の年になりそうなので、悔いが残らないようがんばりたいそうです。次
に年長の三浦君は今年で代表に選ばれるのは３回目、まだ上がったことのない表彰台が目標です。大学４年生の小池君
と貴戸君は昨年に続いて２度目の代表、３年生の松田君と村井君は今回が初めての代表です。

21才未満のＵ21チームのメンバーは、服部光君
(大２)、村上草平君(大２)、渡貫智行君(大２)、
杉本大輔君(大１)、笹川雄太君(大１)の５人です。
服部君、村上君、渡貫君は日本代表は初めて。３
人ともブリッジを始めてまだ２年目ですが、代表
選手に選ばれるまでに上達しました。杉本君と笹
川君は、おととし高校２年生のときにもＵ21の代
表に選ばれました。高校生のときに国際大会に出
るなんてすごいですよね。杉本君は、おととしの
インドネシア大会での経験を生かし、海外のユー
ス相手に一生けんめい勝負して、テーブルの内外
で交流をしてこようと思っているそうです。杉本
君と笹川君は高校を卒業したこの３月まで、ジュ

ニアくらぶの会員だったんですよ。

この２チームをまとめるのは、山後秀幸キャプ
テン(プレイしないキャプテン)と寺本直志総監督
です。寺本監督は自身がオープンチームの選手で
もあるため、試合中は山後キャプテンが中心にな
って戦います。ＰＡＢＦ選手権で上位３チームまでに残ると、来年開催される世界ユース選手権に出場することができ
ます。ＰＡＢＦ大会は６月１９日から試合がスタート、目標はもちろん世界選手権への切符です。代表チームのみなさ
んがふだんどおりの力を出し切れるよう、みなさんも応援してくださいね。

※ ＰＡＢＦ選手権は６月１８日から２８日の期間で開催されます。試合結果などはＪＣＢＬウェブサイトをごらんください。

ユース代表にＱ＆Ａ

ジュニアのみなさんの身近な先輩であるユース代表選手のみなさんに、ジュニアくらぶから質問してみました。

Ｑ１：ブリッジの魅力は何ですか？

Ａ：「カードを通じて、パートナーと意志の疎通(そつう)ができるところ。」(Ｕ26 三浦君)

「単に勝った負けたのゲームではなく、配られたハンドでどれだけ良いスコアを取れるかという、実力を競い
あえるところが他のカードゲームにない魅力です。」(Ｕ26 貴戸君)

「カードがどう配られているかわからないけど、いろいろな手がかりから予想するのがおもしろいです。」
(Ｕ26 松田君)

「様々なビッドのシステムがあり、その中から自分に合ったものを使うことができること。」(Ｕ26 村井君)

「プレイやビッドで人間性が出るところです。」(Ｕ21 服部君)

「量をこなせばこなすだけ、上達するところ。」(Ｕ21 杉本君)

Ｑ２：ジュニアのみなさんにひとことお願いします。

Ａ：「だんだんやっているうちに慣れてきておもしろくなっていくので、ぜひ続けていってほしい。」(Ｕ26 小池君)

「世界的に有名なブリッジも日本ではまだまだ無名です。その中でブリッジを知る機会に恵まれたのは幸運な
ことだと思うので、ぜひ続けて、そしてブリッジを広めていってほしいと思います。」(Ｕ26 貴戸君)

「答えがわからなくても考えるというのは大切なことです。ブリッジを通してその習慣を身につけましょう。」
(Ｕ26 松田君)

「ジュニアのみなさんは、将来ユース代表になれる可能性があります。がんばって挑戦してみて下さい。」
(Ｕ26 村井君)

「機会があったら、一緒にブリッジしましょうね。」(Ｕ21 服部君)

「若いうちからブリッジにふれることができるのはとても幸運なことだと思います。このチャンスを生かして、
ぜひブリッジをたくさんやっていきましょう。」(Ｕ21 村上君)

「ブリッジっておもしろいですよね。これからもブリッジを楽しんで、そしていつか海外の試合に出て、多くの
人と交流して下さい。」(Ｕ21 渡貫君)

「ブリッジには体力が必要です、よく食べて、よく運動して、よくねるように。」(Ｕ21 笹川君)
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☆ 第７回 橋之介ミニ道場・スペシャル大会＠四谷ブリッジセンター ☆

春休みの３月３０日(月)、四谷ブリッジセンターで「チャンス・チーム戦」を行いました。学年や経験で４つのグループ分けたあと、

ドローをしてチームを決めました。７チームで６ラウンドの総当たり戦を行い、その勝ち数によって順位が決まります。上位２

チームが５勝どうしで同点、直接対戦の結果で１位が決定しました。

＜結果(学年は３月時点) ※ 写真ならび順＞

優勝：大空 未弥(中１)、福原 桜子(年長)、押切 洋輔(中１)、山 容子(保護者：フローター)

準優勝：虻川 颯汰(小４)、杉山 優花(小３)、佐々木 未悠(中１)、佐々木 楓(小４)

☆ 第８回 橋之介ミニ道場・スペシャル大会 ＠横浜ブリッジセンター ☆

４月５日(日)には、横浜ブリッジセンターで初めての

スペシャル大会が開かれました。

四谷大会と同じく、こちらも「チャンス・チーム戦」です。

５チームの参加で、４ボード４ラウンドの総当たり戦を

しました。

＜結果(学年は新学年) ※ 写真ならび順＞

優勝： 瀧井 健介(小４)、佐々木 杏奈(小３)、

方 彬(小３)、砂川 しずく(小４)

準優勝： 佐々木 未悠(中２)、佐々木 楓(小５)、

林 里緒(中１)、佐藤 利彩(中１)

イラスト協力：illpop.com
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イベントのごあんない
◆ 橋之介道場

時間：
ミニひろば/プレ道場 10:30-12:30
ミニ道場 13:30-16:30

開催日：7/29水以外はすべて日曜日
四谷 6/28  7/29*  9/27 10/18
*  ひろばのみ、午後は講習会

横浜 6/14  7/12  8/23**
** ひろばのみ、午後はSP大会

◆ 道場スペシャル大会

第１回橋之介プレ道場スペシャル大会
＠四谷ＢＣ １Ｆサロン(チーム戦)
日時：8/9(日) 10:30-12:45 

第９回橋之介ミニ道場スペシャル大会
＠四谷ＢＣ １Ｆサロン(チーム戦)
日時：8/9(日) 13:30-16:45

第10回橋之介ミニ道場スペシャル大会
＠横浜ＢＣ ４Ｆ(チーム戦)
日時：8/23(日) 13:15-16:45

※くわしくはチラシをみてね！

◆ 夏休みジュニアキャンプ2009
場所：高尾の森わくわくビレッジ
日時：7/20(祝・月)～7/21(火)
申込期間：6/8(月)～6/17(水)

◆ 夏休み特別講習会
場所：四谷ＢＣ地下１Ｆ
日時：7/29(水) 13:15-16:45
内容：ミニブリッジ ディフェンスの練習
※どなたでも(大人も)参加できます！

◆ 夏のジュニア・ブリッジサロン
①八千代台自治会館 ２Ｆ中ホール
日時： 8/24(月) 13:30-16:30

②横浜ＢＣ
日時： 9/6(日) 13:30-16:30

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＞
TEL： 03‐3357‐3741 (担当：野田)   FAX:  03‐3357‐7444     e‐mail:  junior@jcbl.or.jp

※ 大会は開催日の１週間前まで、それ以外のイベントは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。

※ ジュニアくらぶからのお知らせメール配信ご希望の方は保護者の方のメールアドレス
をご登録ください。

開始時間にちゅうい！

☆第２回 横浜 mini ベイブリッジフェスティバル杯 ☆

５月３日(土)、いつもジュニアくらぶの活動に協力してくださっている横浜
ブリッジセンターの主催(しゅさい)で、第２回横浜miniベイブリッジフェス
ティバル杯が開かれました。
この大会は大人も参加できる大会で、今年は大人の参加者７人に加え、
小１から中２までのジュニア15名と合わせて、総勢22人、11ペアの皆さん
が集まりました。試合形式は前号で紹介したマッチポイントのペア戦です。
ペア戦ではゲームのないコントラクトでも１トリックでもよぶんに取ることが

大切。たくさんボードをプレイしましたが、みんなよくがんばりました。
＜結果 ＊写真ならび順＞
優勝： 盛 佳子、村上 美奈子 ２位： 板垣 朱(小３)、田中 裕紀 ３位： 福原 悠真(小３)、福原 藤也(小５)


