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家族で参加 お楽しみ大会

12月１日(日)、大船ブリッジセンターで橋之介くらぶお楽しみ大会(クリスマス大会)

を行いました。

大船開催は初めてのことでしたが、四谷の橋之介道場に参加しているメンバーも集ま

り、家族ペア５ペアと兄弟ペア１ペアが参加しました。大会初参加のメンバーもいた

ため、３ボード５ラウンドとゆっくりとしたペースで進めました。優勝は大川夏樹く

ん(小３)親子でした。次回のお楽しみ大会は、2020年5月横浜の予定です。
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こんにちは。橋之介くらぶ通信をお届けします。

Merry Chr istmas and Happy New Year ! !
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大会参加者の皆さん、実力は発揮できましたか？

今回のスタッフ、インストラクターの中村さん、大蔭(おおかげ)さんから、難しかったボードのアドバ

イスをいただきました。

お楽しみ大会 ～スタッフレポート～

ボードNo.８

※ディクレアラーはＥでしたが、見やすいように回転させました

ボードNo.８は、これまで学んできたことを総復習するような難

しいハンドです。ダミーとの合計ＨＣＰは26点、メジャースーツ

の♥、にフィットがないので３ＮＴを宣言します。♥で２回、

♦で５回、で３回勝てれば、メイクしそうです。ポイントはオープニン

グリードを♥Ｋで勝ち、ダミーの♥Ａは残しておくこと。♦は枚数

の少ないハンドから出し、♦Ａがすぐ出てこなければもう一度♦をまわし

てダミーからは♦Ｋを出します。♦Ａに負ければ、♥Ａでダミーに渡

り、残りの♦を勝つことができます。果敢(かかん)に３ＮＴに挑んだペア

が２つありましたが、残念ながらダウンでした。

（中村インストラクター）

ボードNo.10

※ディクレアラーはＥでしたが、見やすいように回転させました

このハンドはダミーと合わせが10枚ありますが、合計ＨＣＰは23点な

のでゲーム宣言しない人もいるかもしれません。

しかし、ダミーは♥がシングルトン(１枚)なので、切り札を上手く

使えば、♦で２回、で１回と合計３回負けにおさえられ、４はメイ

クできます。具体的には、切り札のを２回出してから、♥Ａを取り、ハ

ンドの♥をダミーの切り札で２回ラフすれば、10回勝つことができます。

ＨＣＰが低くてもダミーが♥１枚という効果的なハンドのため、全体

の価値が上がった良い例でした。

（大蔭インストラクター）

中村インストラクターより

みなさん、とても熱心に取り組んだお楽しみ大会でした。プレイの速度もすばらしかったです。宣言し

たコントラクトをメイクするために計画を立ててからプレイを始めると良い結果につながります。ダウ

ンしたハンドは、どうしてメイクできなかったか考えてみるのも楽しいです。ハッと気づくとますます

ブリッジが好きになりますよ！！

大蔭インストラクターより

ブリッジを習い始めたばかりの初心者さんからベテランさんまで仲良く真剣にゲームを楽しめました。

また次回大船でお楽しみ大会(2020年12月予定)を開催するときまで、それぞれ各会場でブリッジを続け

ていきましょう。
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ブリッジの大会では、ＮＳペアのどちらかがスコアを記入し、ＥＷ

ペアに確認してもらう必要があります。スコアの記入は専門用紙を

使用しますが、テーブルに置かれたブリッジメイト(Bridgemate)と

いう機械を使用することがあります。ブリッジメイトを使用すると、

スコアが無線で送信されるので、すぐに結果が集計されます。

今回のお楽しみ大会では、はじめてブリッジメイトを使用しました。

操作は大人の方にお願いしましたが、これを機に使い方を覚えま

しょう。

ブリッジメイトの使い方

１．液晶ディスプレイに何も表示されていないときは右下の ＯＫ を押します。しばらく何もしない

でいるとディスプレイが消えるので、使うときは ＯＫ を１度押してから使います。

２．はじめにテーブル番号が表示されるので、座っているテーブルと合っているか確認して ＯＫ を

押します。

３．各ラウンド開始時にはＮＳのペア番号とＥＷのペア番号、プレイするボード番号が表示されます。

自分たちのペア番号を確認して、座りまちがい、ボードの置きまちがいのないように注意して、 ＯＫ

を押します。

４．プレイするボード番号が小さい順に表示されていきます。

他のテーブルとボードを交換しながら使用する場合は、 ＯＫ の左にある を押して一度数

字を消し、プレイするボード番号を数字キーから入力して ＯＫ を押します。

５．ディクレアラーがダミーを確認してコントラクトを宣言したら、ブリッジメイトに入力します。

ディクレアラーがＳの場合、 Ｎ/Ｓ を２回押すとＳが表示されます。

６．結果はメイク数(ダウン数は ＮＴ の下の － マイナスに続けて数字)を入力して ＯＫ を

押します。途中で入力をまちがえたら、 を押すと１文字ずつ消すことができます。

７．結果を入力すると、ボード番号、コントラクト、点数が表示されます。ＥまたはＷは確認後、ディ

スプレイ下の一番右のボタン(ディスプレイにＡＣＣＥＰＴと表示された下のボタン)を押します。

８．１ラウンド目のスコアがすべて入力されると、ＥＮＤ ＯＦ ＲＯＵＮＤ１と表示され、その下に

ＮＳ、ＥＷペアの次のラウンドのテーブル番号が表示されます。次のラウンドのＮＳ、ＥＷのペア番号

とボード番号が表示される画面になるまで、 ＯＫ を押してから席を移動します。

※ディスプレイは英語で表示されます。わからないときは、無理せずスタッフに質問してください。

お楽しみ大会 ～スコアの報告方法～
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◆ 橋之介道場 参加料：300円 13：30～16：30 ワンポイントレッスン付き練習会

会場：四谷ブリッジセンター

1/ 5(日) 午後 橋之介道場「ルーザーの数え方」
2/ 9(日) 午後 橋之介道場「ウィナーの数え方」
3/15(日) 午後 橋之介道場「一年の総復習」
4/ 5(日) 午後 橋之介道場「切り札の上手な使い方」

会場：横浜ブリッジセンター

1/13(祝月) 午後 橋之介道場「ゲーム宣言」
2/16(日) 午後 橋之介道場「点数が足りなくてもゲーム宣言」
3/15(日) 午後 橋之介道場「オープニングリード」
4/12(日) 午後 橋之介道場「お楽しみ大会に向けて」

会場：大船ブリッジセンター

1/ 5(日) 午後 橋之介道場「ＮＴでプレイ？マイナーでプレイ？」
2/ 2(日) 午後 橋之介道場「アンブロックって何？」
3/ 1(日) 午後 橋之介道場「ゲームの計画を立てよう」
4/ 5(日) 午後 橋之介道場「ラフでウィナーを増やそう」
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お問合わせ・お申込み先

＜公益社団法人 日本コントラクトブリッジ連盟 (担当：渡辺)＞
TEL： 03-3357-3741 FAX: 03-3357-7444    
e-mail:  hashinosuke@jcbl.or.jp (橋之介くらぶ)

※ 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。

◆ 体験教室 参加料：無料 はじめてのお友だちをさそってね！

① 1/ 5(日) 10：30～12：30 四谷ブリッジセンター
② 1/ 5(日) 10：30～12：30 大船ブリッジセンター
③ 1/13(祝月) 10：30～12：30 横浜ブリッジセンター
④ 2/ 2(日) 10：30～12：30 四谷ブリッジセンター
⑤ 2/ 9(日) 10：30～12：30 大船ブリッジセンター
⑥ 2/16(日) 10：30～12：30 横浜ブリッジセンター
⑦ 3/ 1(日) 10：30～12：30 横浜ブリッジセンター
⑧ 3/15(日) 10：30～12：30 大船ブリッジセンター
⑨ 3/15(日) 10：30～12：30 四谷ブリッジセンター
⑩ 4/ 5(日) 10：30～12：30 大船ブリッジセンター
⑪ 4/ 5(日) 10：30～12：30 四谷ブリッジセンター
⑫ 4/12(日) 10：30～12：30 横浜ブリッジセンター

※くわしくはチラシを見てね！
イベントのご案内


