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みなさんこんにちは！ジュニアくらぶ通信秋号をお届けします。
楽しかった夏休みも終わり、運動と勉強の秋がやってきました。今年もジュニアだけ
のミニブリッジチーム選手権があります。くわしくは６ページを見てくださいね！

発行日：2009年9月10日 発行：ＪＣＢＬ 編集：ジュニアくらぶ イラスト協力：illpop.com

☆ ジュニアくらぶ通信もくじ ☆
ジュニアくらぶにゅーす ～ 夏休みジュニアキャンプ２００９レポ ～ ････････ Ｐ１～２
ジュニアくらぶにゅーす ～「第1 回ワールドユースコングレス」日本-チェコチーム優勝！ ～ ･･ Ｐ３
ジュニアくらぶにゅーす ～ ２００９年ＰＡＢＦ選手権結果 ～ ･･･････ Ｐ３
大会結果 ････････ Ｐ４
大会結果 ～ つづき ～ ／ 保護者のみなさまへ ････････ Ｐ５
イベントのごあんない ････････ Ｐ６

夏 休 み ジ ュ ニ ア キ ャ ン プ 2 0 0 9 レ ポ

毎年恒例になった夏休みジュニアキャンプ。今年も７月２０日から２１日にかけて１泊２日で
開催されました。小１から中２のジュニアくらぶメンバー１９人とボランティア・大学生・ジュ
ニアくらぶのスタッフなど大人１４人が参加、楽しい２日間をすごしました。
今回のジュニアくらぶにゅーすはその様子をレポートします！

■１日目（７月２０日）

今年は例年より少し前の11時ごろに会場の八王子市・高尾
の森わくわくビレッジに集合、全員がそろうまでのあいだ、
まずは広いお庭で外遊びタイム。みんな元気いっぱいです。

全員が集まったところで、いよいよブリッジ会場の教室で
開会式です。ＪＣＢＬの高橋陽子普及事業部長のごあいさ
つの後、自己紹介をかねてみんなで「ブリッジバスケット」
をしました。椅子取りゲームの「フルーツバスケット」の
ブリッジ版で、鬼になった人（椅子に座れなかった人）から
順番に名前と学年、そしてブリッジの好きなところを発表
していきました。

楽しい外遊び！

開会式では、スポンサーのエンゼル
プレイングカード社から参加ジュニ
アにいただいた、おそろいのブルー
のＴシャツも配られました。予想外
のプレゼントにみんなびっくり＆大
よろこび！ エンゼルさん、どうも
ありがとうございました。

開会式の後はみんなで１階の食堂に
おりてお昼ごはんです。食事は自分
で好きなおかずをえらべるチョイス
メニュー。みんなおなかがペコペ
コ！とてもおいしくいただきました。

「ブリッジバスケット」で自己紹介
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お昼のあとは教室にもどってブリッジサロン。
学年や経験で「ハナママ」、「橋之介」、「ウィニー」
の３つのグループに分かれてブリッジの練習です。
高学年の「ハナママ」グループではコントラクトブリッジ
に挑戦しました。ミニブリッジのベテランさんがたくさん
いる中学年の「橋之介」グループでは、プレイやディフェ
ンス、２日目の大会に備えてのチーム戦のスコアのつけ方
を練習しました。ミニブリッジを始めて間もない低学年の
ジュニアを含む「ウィニー」グループでは、ゲーム宣言の
復習やスコアのつけ方の練習をしました。リフレッシュタ
イム（外遊び＋おやつ）をはさんで、みっちり３時間、
みんなとても集中していました。

サロンの後はふたたび外遊びの時間。今年は外で遊ぶ時間
がたっぷりありました。この時間には２日目の大会のチー
ム決めもしました。ジュニアたちで相談して決めてもらい
ましたが、みんな仲よくなったせいか、あっというまに決
まりました。

夕食とおふろタイムをはさんで午後７時半からは夜のブリッジタイム。さっき決まったばかりのチームに分かれて、
明日のための練習です。大人２チームも参加して、ジュニアのみんなと対戦しました。

■２日目（７月２１日）

２日目は朝８時半からチーム戦の大会をしました。今年は大人チームも２チーム参加、ジュニア４チームと合わせて６
チームの総当たり戦です。大人チームは順位には関係ありませんが、大人との対戦結果もジュニアチームの成績に関係
します。大人のスタッフは、ほとんどみんなコントラクトブリッジのプレイヤーです。当然ながら強いので、ジュニア
たちにとっては大人チームから何点とれるかが勝負のしどころ。残念ながら、ジュニア対大人の対戦はほとんどすべて
大人の大勝となってしまいました。けれども、そんな中、なんとジュニアチームの中では最も平均学年が低い花火チー
ム（正山りさ、砂川しずく、井上朔、兒嶋友紀奈、今橋天路）が大人チームから唯一の１勝をあげました。花火チーム
のみんな、そして他のチームのみんなもとてもよくがんばりました（大会の結果は４ページを見てくださいね）。

大会は午前中で終わり、昼食をはさんで、プレイしたハンドの解
説会と表彰式がありました。そのあとは恒例のスイカわりと外遊
びでしめくくりです。最後に閉会式をして、現地でお別れしまし
た。とても楽しい２日間でした。

今年は、残念ながら学校行事と重なって参加できなかった人も多
かったようです。会場を約１年前から予約しないといけないため、
全員の予定に合わせることができなくて、ごめんなさい。キャン
プは来年もありますから、今年参加した人も、参加できなかった
人も、来年はぜひ参加してくださいね！

※ 保護者の皆様へ
本通信とともにキャンプの際に実施したアンケート結果をお送りして
いますので、そちらもご覧ください。

２日目： いただいたおそろいのＴシャツを着て、全員で記念撮影！

みんな真剣です・・・
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前号ではＰＡＢＦ選手権に出場するユースチームのお兄さんたちを紹介しましたが、今夏はもうひとつ若手プレイヤー
たちのための大きな国際大会が開かれました。世界ブリッジ連合（ＷＢＦ）主催の「第１回ワールドユースコングレ
ス」 という大会で、トルコのイスタンブール市にあるイェディテぺ大学で８月１５日から２３日までの９日間に亘って
開催されました。この記念すべき第１回大会のチーム戦部門で、なんと、日本とチェコの連合チームが優勝、日本のブ
リッジ界で初めてユース（２６歳未満）の世界チャンピオンが誕生しました。

日本＆チェコチームの日本人メンバーは三浦裕明選手（２３歳）と小池紀彰選手（２２歳）の２名です。三浦－小池ペ
アは、前号で紹介したＰＡＢＦのＵ２６日本代表チームのメンバーでもあります。チェコ人のチームメイトのMilan 
Macura選手とMichal Kopecky選手とは、インターネットのオンライン・ブリッジを通じて知り合ってチームを編成、大
会直前も時差に悩みながら、毎日オンラインで練習していたそうです。予選を２位で突破してのぞんだ決勝トーナメン
トは、強豪国ぞろいでしたが、オランダチーム、イタリアチームをそれぞれ逆転で破って優勝しました。

世界チャンピオンなんてすごいですね！

前号で紹介した２００９年ＰＡＢＦ選手権はマカオで６月１８日から２８日まで開催されました。日本代表チームの結
果は、オープン部門２位、レディース部門２位、シニア部門３位（山田チーム）、ユース（Ｕ２６）部門４位と、全５
部門中４部門で上位入賞を果たしました。オープン、レディース、シニア各チームは、８月末から９月はじめにサンパ
ウロで開催された世界チーム選手権へのゾーン代表を決めるプレイオフにのぞみ、その結果３チームとも世界選手権へ
の出場権をつかみました（大会の速報では、残念ながら３チームとも予選突破はなりませんでした）。また、Ｕ２６
チームは、中国、香港とともに、来年開催される世界ユースチーム選手権のゾーン代表に決定しました。

ユースのＵ２１チームは、残念ながら参加６か国中最下位でした。
子供のころからブリッジをしている外国の選手とちがって、日本
では大学に入ってからブリッジを始めることが多く、代表メンバー
の大部分はブリッジの経験がまだ１～２年なので、きびしい戦い
になることは最初からわかっていました。けれど、成績は悪かった
けど、試合を重ねるごとに選手たちが成長していったことがとても
よかったと、山後（さんご）キャプテンは選手のＵ２１メンバーの
みなさんのこれからの活躍に期待しています。

ＰＡＢＦ大会では、世界選手権の予選を兼ねるチーム戦のほかにも
サイドゲームが行われました。そのなかのひとつ、オープンペア戦
ではＵ２６チームメンバーの横井大樹君と貴戸祥郎君のペアが、
ベテランの外国選手も参加する中で堂々３位に入賞しました。

ジュニアくらぶのみなさんからも、数年後には
世界の舞台で活躍する人が出てくるかもしれ
ませんね。

表彰台で・・・ カッコイイ～！！

「第1 回ワールドユースコングレス」日本-チェコチーム優勝！

左から：キャプテンのご主人、Michal君、小池君、三浦君、
Milan君、キャプテンのIneさん

2009年ＰＡＢＦ選手権結果

表彰式で：左が貴戸君、となりが横井君
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☆ 夏休みジュニアキャンプ2009・ゲーム大会（７月２１日・チーム戦） ☆

大人２チームを含む６チームが参加、３ボードの総当たり戦を行いました。大人チームとの対戦も結果には含まれますが、

順位はジュニアチームのみでつけました。レインボーブリッヂは最後のラウンドでの大逆転での優勝でした。

優勝： レインボーブリッヂ・チーム 新郷 猛真（小4） 今橋 日向人（小４） 大空 廉（小３） 瀧井 健介（小４）

準優勝： ほしうめチーム 佐々木 未悠（中２） 佐々木 楓（小５） 大空 未弥（中２） 大空 由依（小５）

☆ 第１回 橋之介プレ道場スペシャル大会＠四谷ブリッジセンター（８月９日・チーム戦） ☆

初めてのプレ道場スペシャル大会です。４チームが参加して総当たり戦をしました。

同じ日に予定されていた橋之介ミニ道場スペシャル大会は申し込みが少なかったため、キャンセルになりました。

優勝： 福原悠真（小３） 大空由依（小６） 三枝なつみ（小３） 方 彬（小３）

準優勝： 今橋天路（小１） 砂川しずく（小４） 今橋日向人（小４） 田中大介（大学生フローター）

※ 名前は写真のならび順です。

イラスト協力：illpop.com

準優勝チームメンバー優勝チームメンバー

優勝チームメンバー 準優勝チームメンバー
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保護者のみなさまへ

☆ジュニアくらぶイベントでの手洗い・消毒の実施について☆

現在、全国的に新型を含めインフルエンザが流行していることに鑑み、感染症予防策の一環として、２００９年
９月よりＪＣＢＬの主催するジュニアくらぶイベントの会場に、薬用石けんとアルコール消毒薬を準備すること
にしました。参加するお子様と保護者のみなさまには、開始前やおやつタイムの前などに手洗いと手の消毒をお
願いいたしますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

参加ジュニア本人やご家族にインフルエンザの症状が疑われる場合には、感染拡大防止の観点からイベント参加を
控えてご自宅で静養しながら様子をみるか、専門医療機関で受診してください。イベント当日に参加をキャンセル
する場合は会場までご連絡ください。

主なインフルエンザの症状
★ 寒気・震えと急激な発熱（39度以上出ることが多い）
★ 頭痛、関節痛、筋肉痛
★ のどの痛み、鼻水、咳
★ くしゃみ 、など

今後の流行状況によっては、イベントを直前に中止する可能性も
あります。その場合には、遅くとも開催日の前日までに電話また
は電子メールで保護者の方にご連絡します。円滑な事前連絡のた
めにも、この機会にぜひジュニアくらぶメールリストにご登録
くださいますようお願いします。
（junior@jcbl.or.jp あてにメールでお申し込みください）。

みなさまのご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

ジュニアくらぶスタッフ一同

☆ 第９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（８月２３日） ☆

チーム・オブ・ペア戦、ジュニアが７名の参加でしたので、道場主のまーさも入って８名４ペアでプレイしました。
四谷ブリッジセンターでのミニ道場スペシャル大会がキャンセルとなったため、この大会が第９回になりました。

優勝：佐藤利彩（中１）高橋さくら（中３） ２位：林 里緒（中１）新郷猛真（小４)
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ボクも待ってるよ～！

イベントのごあんない ※くわしくはチラシをみてね！

第２回ジュニア・ミニブリッジチーム選手権

◆ 昨年からはじまったジュニア・ミニブリッジチーム選手権が今年も開催され
ます。日頃の練習の成果を発揮するチャンス！ 友だちとチームを作って、
挑戦してみよう！チームを作れない人は、ジュニアくらぶに相談してね。

場所： 四谷ブリッジセンター 地下１Ｆ
日時： 11月８日（日）10:00-17:00（解散予定）
対象： ミニブリッジの大会参加経験者、または１ボードを11 分以内で

プレイできるジュニア
定員： 先着３２名 参加料：4,000 円／チーム（スタンプ１個／１人）
申込：チームエントリー 10 月28 日（水) まで

ミニブリッジ・オープンペア

◆ 大会が初めてのジュニアから大人のブリッジプレイヤーまでどなたでも参加できます。
大学生以上の方にはブリッジの経験によるハンディキャップがつきます。

場所： 四谷ブリッジセンター 地下１Ｆ 日時：11月８日（日）10:30-13:30（予定）休憩あり
参加料：ジュニア：500 円／人（スタンプ１個）、大学生以上：700 円／人、家族ペア：1,000 円／ペア
内容：マッチポイント・ペア戦（ペア申し込み）

※ 選手権後半の残念ゲームに無料で参加できます。

◆ 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：すべて日曜日
四谷 9/27 10/18 11/22
横浜 10/11 12/6*
* ひろばのみ、午後はSP大会のみ

◆ 道場スペシャル大会

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：12/6(日） 13:15-16:30 

第２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：12/20(日） 10:30-12:45

第11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：12/20(日） 13:30-16:30

◆ 秋のジュニア・ブリッジサロン

① 京葉ブリッジセンター
日時： 10/25(日） 13:30-16:30

② 八千代台自治会館
日時： 12/2(水)   14:00-16:30

＜予告！＞
◆ 冬のジュニア・ブリッジサロン
場所： 横浜ブリッジセンター４Ｆ
日時： 1/24(日） 13:30-16:30

◆ ハシノスケ杯（ＭＰペア戦）
場所： 京葉ブリッジセンター
日時： 1/30（土）13:00-16:30

◆ 第15回ＮＥＣブリッジフェスティバル
体験教室とミニゲーム大会（予定）

場所： パシフィコ横浜アネックスホール
日時： 2010年2/12(金)、2/13(土)

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（選手権は10/28）、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！


