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2012年ジュニア・ミニブリッジチーム選手権

新チャンピオンに スターチーム

７月30日(月)、四谷ブリッジセンターで第４回ジュニア・ミニブリッジチーム選手権
試合が２年ぶりに開催されました。今年は平日になりましたが、夏休み期間中だった
こともあり、４チームが参加しました。優勝したのは、「スター」チーム。八王子市
の中学生１名と小学生３名です。スターチームのみなさん、おめでとうございました。
参加者の中には、「試合は初めて」というジュニアも何人かいました。ブリッジは、
試合に出るともっとそのおもしろさがわかるゲームです。まだ試合を体験したことの
ないみなさん、ぜひチャレンジしてみてくださいね。次は12月８日(土)のクリスマス
大会(会場：横浜ＢＣ)です。

試合形式：予選 ４チームの総当たり戦、８ボード３ラウンド、ＶＰ25－０スケール

決勝 予選上位２チームによるＩＭＰ戦
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こんにちは。ジュニアくらぶ通信をお届けします。今号から、

新連載ブリッジクイズがスタートしました。みなさん、挑戦

してみてね！
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優勝チーム「スター」

佐々木 杏奈(小６) 佐々木 楓(中２)

福原 桜子(小４) 山口 優世(小６)
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歴代チャンピオン

橋之介が見たチーム選手権

去年はマクブリッジ杯だけで残念だったけど、今年は第４

回が開催できて、ホントよかったね～！

参加メンバーの写真を紹介するね。

下は、惜しくも準優勝の、その名もズバリ「ガールズブ

リッジチーム」。これからの活躍に期待してるよ！

今までのチャンピオンは女子チームばかりだったけれど、第４回で初めて男子がいる優勝チー

ムが誕生したよ！ 男子のみんな、がんばってね～～

第１回 2008年 ほしうめ 大空 未弥 佐々木 未悠 大空 由依 佐々木 楓

第２回 2009年 凜Rin’sチーム 櫻井 陽菜 須原 里紗 中田 恵莉香 宗像 里音

第３回 2010年 お月見 三枝 はるか 砂川 しずく 方 彬 三枝 なつみ

ジュニアくらぶのかずちゃんが先生をしている「めぐ

み野ジュニアブリッジサークル」からは10人が参加し

たよ。初めて四谷ブリッジセンターに来た子も何人か

いたけど、みんなブリともになれたんじゃないかな？

次はどこの試合で会えるかな？

第７回アジアパシフィック・ブリッジコ

ングレスの開催を記念して、今年のチー

ム選手権チャンピオンには、優勝賞品の

副賞としてコングレス選手用のバッグが

プレゼントされました。

９月のめぐみ野サークルで記念撮影

奥野 葵(高２) 由田 明梨(高２)

三枝 なつみ(小６) 三枝 はるか(高１)

横浜とめぐみ野のメンバー
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第7回アジアパシフィック・ブリッジコングレス福岡20 1 2

８月25日(土)から９月２日(日)までの９日間、国際大会「第７回アジアパシフィック・ブリッジコングレス福岡

2012」が福岡市で開催されました。オーストラリア、中華人民共和国、ホンコン・チャイナ、チャイニーズ・タ

イペイ、インドネシア、大韓民国、クウェート、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、アメリカ合衆

国、イギリスから300名を超える参加者が集まり、大会は大いに盛り上がりました。

今大会と同時開催した「ビギナーズ杯(初心者向けのコントラクトブリッジ大会)」には、ジュニアくらぶ世代と

同じ９歳の夏目和果さん(岩手県)がお父さんと一緒に参加しました。夏目さんは大人顔負けの真剣なプレイで、

午後のセッションでは、41ペア中７位と、みごと入賞を果たしました。

チーフディレクターは、オースト

ラリアのグレンサイドさん 大会スタッフの大学生プレイヤー スタッフと同じく大忙しのボードたち

「福岡ビギナーズ杯に参加して」 夏目和果

わたしは、ひこうきにはじめてのりました。すこ

しこわかったです。雲の上からのけしきもとても

きれいでした。

ブリッジでは、３ＮＴ※のプレイを相手にほめられ

て、とてもうれしかったです。じゅん位を見たら

７位でした。とてもよかったので、すごくびっく

りしました。

３ＮＴ※：切り札なしのゲーム宣言

小学３年生がコントラクトブリッジ初心者大会で入賞！

●○● 試合結果 ●○●

オープン 1位 ベイジンエバートラストグループ(中国) 2位 ＨＹＸチャイナ(中国)

ウィメン 1位 沈陽奥達：シェンヤン オリスター(中国)

2位 島村：シマムラ(日本／チャイニーズ・タイペイ)

シニア 1位 マジック アイズ タイ(タイ／インドネシア) 2位 能勢：ノセ(日本)

ユース 1位 北京銀帝：ベイジン インディ(中国)

2位 上海位育：シャンハイ ウェイユー(中国)

ボクも福岡に

行ってきたヨ！
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APBF福岡大会速報 河部杯にジュニア２ペアが招待参加

「アジアパシフィック・ブリッジコングレス福岡2012」とあわせて、８月25日にはミニブリッジ大会「河部杯」が

開催され、ミニブリッジを覚えたての地元の中学生からブリッジプレイヤーまで33ペアが参加しました。ジュニア

くらぶの招待キャンペーンに当選した２ペアは、同点で仲良くアベレージ賞となりました。

奥野 葵さん(高２)：会場では、大人の多さに驚き、緊張

した。普段は私たちのペアが最年長だからだ。実際は年齢

関係なく楽しみ、コントラクトブリッジは大人、ミニブ

リッジは子供という無意識の思い込みを解消でき、いい機

会になった。

由田 明梨さん(高２)：初めて大きな大会に出場したので、

会場の雰囲気にとても緊張しました。しかし、いざ始まる

ともっとやっていたいと思うほど、楽しい時間でした。

今橋 日向人くん(中１)：テーブルが多いと、ちょっとの

失敗で点数が悪くなることがわかりました。次は ミスな

しでプレイしたいです。

今橋 天路くん(小４)：少し緊張したけど、とっても気合

を入れてブリッジができました。賞品がもらえて嬉しかっ

たです。

ブリッジクイズ

ブリッジクイズを出題します。家にあるカードを並べて、実際にプレイしてみましょう。

【チャレンジ！】

このハンドはどうしますか？

全勝するには、どの順番でプレイするとよいでしょうか？

条件：Ｓがディクレアラーで、リード権はＳにあります。

【ウォームアップ】

あなたは全勝することができますか？

（♠と♥の残りのカードは、まだ全部ディフェンス側が持っています。）

どういう順番でプレイしますか？

解答・解説は７ページ。読んでもわからなかったら、

練習会のときに聞いてね。
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スタンプ終了のお知らせ

来年3月でスタンプラリーが終わります。ためたスタンプを景品と交換するのを忘れずにね！

Ｋコースの15個までたまっていなくても、5個か10個で橋之介グッズやカード、図書券と交換できます。

プレゼント交換の申込み締め切りは、「2013年4月30日まで」です。

ジュニアイベントにたくさん参加して、スタンプを集めましょう！

※ボーナスキャンペーンにつき、大会では スタンプ2個もらえますヨ！

対象：１2月8日（土）クリスマス大会（横浜）

●ジュニアとその家族を対象にしたお楽しみブリッジ会です

【スタンプラリー交換プレゼント】

Ｋコース（スタンプ15個）

①ディズニーランド１日パスポート ②ビディングボックス４個１組

③JCBLカード&ボード４個セット ④図書カード3,000円分

Ｑコース（スタンプ10個）

⑤JCBLカード２組 ⑥ボード４枚

⑦カードスタンド ⑧図書カード1,000円分

Ｊコース（スタンプ5個）

⑨橋之介バッジ&クリアホルダー ⑩橋之介カード１組

⑪橋之介マスコット ⑫図書カード500円分

イラスト協力：illpop.com

ＪＣＢＬでは、ブリッジを始めて１～２年目の大学生を主な対象とする合宿形式の練習会「ユースキャンプ」を毎

年開催しています。今年のユースキャンプは９月７日から９日まで神奈川県相模原市で行われ、全国の大学から38

名(過去最多)の大学生が参加しました。

例年、ブリッジクラブのある大学からの参加者がほとんどですが、今回は「大学の授業で習いました！」という大

学生が３名参加しました。現在、ブリッジの授業は、青山学院大学、東京大学、早稲田大学、福岡大学で行われて

いて、授業がきっかけでブリッジを続ける大学生も増えています。

大学名 １年生 上級生 合計

東北 5 7 12
学習院 3 0 3

慶應義塾 4 1 5
東京 3 1 4
千葉 0 1 1
早稲田 3 3 6
大阪 1 0 1
京都 3 1 4
同志社 1 0 1
鹿児島 1 0 1
合計 24 14 38
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集中講座のご案内

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２回分もしくは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。

今回の講座のテーマも、前回、前々回に引き続き「コントラクトブリッジのオークション」です。

２日間の日程だと参加が難しいという声もあったので、午前・午後通しての１日の開催としました。

「コントラクトブリッジをやってみたい！」というジュニアも「オークション少しわかるよ！」という

ジュニアも、ぜひ参加してくださいネ。

大人がハマるコントラクトブリッジ。ミニブリッジができるジュニアならきっと夢中になるよ。

日時と場所：10月21日(日) ①10：30-12：30 ②13:30-16:30（終了予定） 四谷ＢＣ

12月16日(日) ①10：30-12：30 ②13:30-16:30（終了予定） 横浜ＢＣ

対象：ミニブリッジが自在にできるジュニア

※ 保護者の方で、お子様と一緒に勉強してみたいという方も参加できます。

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／関澤美穂

参加料：２コマ 1,000円 (教材付)

申込締切：各日程３日前まで

【ご注意】原則、午前午後通しての参加をお願いします。

昼食は各自でご用意ください。 イラスト協力：illpop.com

短期コースのご案内

この秋、ジュニアくらぶでは、３月に続いて「ミニブリッジ短期コース」を開催します。

通常の体験教室を「体験」と「入門」の２段階に分け、短期集中型ではありますが、小さなお子様でも無

理のないゆったりとしたペースで、楽しくミニブリッジの遊び方とプレイのコツを覚えていきます。

最終日の午後は試合形式の体験もあります。試合形式のセッションにだけ参加したいジュニアも大歓迎！

まわりのお友だちにもこのイベントのことを紹介して「ブリとも」を増やしてくださいね！

日 時： 11月11日(日): (午前) 体験 (午後) 入門

11月18日(日): (午前) 入門 (午後) 試合形式

※ 午前／10:30～13:00  午後／14:00～16:30

場 所： 四谷ブリッジセンター １階

参加料： 無料

内 容： ＜体験＞切り札なしのプレイとゲーム宣言 ＜入門＞切り札の使い方を覚えよう

受講方法：体験→入門→試合形式の順番で、ご都合のよい日時・組み合わせを選んでお申し込みください。

体験教室のみ、体験と入門教室のみの参加も可能です。

申込締切：各日程３日前まで

※ ジュニアくらぶ会員でブリッジが久しぶりの人は「入門」から、慣れている人は「試合形式」に参加できます。

お問い合わせ： e-mail  junior@jcbl.or.jp（担当：渡辺）
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ハナママの英語ＤＥブリッジ！

アナー(honor)

Ａ(エース)、Ｋ(キング)、Ｑ(クイーン)、Ｊ(ジャック)、１０のこと。絵札。１０のカードは絵はついていないけれど

アナーなのよ。英語では「名誉」って意味で使うわ。

スポットカード(spot card)

２～９のこと。「アナー」と反対の言葉。英語では「場所」という意味よ。「お出かけスポット」なんて使うわね。

シークエンス(sequence)

♠Ｑ♠Ｊ♠10など、ランクの順に２枚以上続いているカードの持ち方。英語の意味は「続いていること」「連続」よ。

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、普段あまり使わない

言葉かもしれないけれど、ブリッジではよく使われる言葉よ。ブリッジの用語のほうと、

もともとの意味のほうを合わせて覚えてね！

ブリッジクイズ答え

スーツが３つになりましたが、考え方は一緒です。まず♥ＱとＪを取ります。
ダミーは♥８と６をプレイします。残りの♥ＡとＫを取るためにはダミーに渡ら

ないといけません。エントリーになるカードは何ですか？絵札の強さを知って
いれば分かりますね。

♠のＱです。♠Ｊを出してＱをプレイすれば、ダミーに入ることができます。

♥ＡとＫを取ってから（ハンドからは♦７、５を捨てます）、♠ＡかＫでハン

ドに戻れば、７トリック全勝します。

【ウォームアップ】

【チャレンジ！】

まず、ハンド（ディクレアラーのハンドの意味）から♠の小さいカードを出して、ダミーの♠
Ｑ、Ｊを勝ってから、♥ＡでＳのハンドに戻ります。次に♠Ａ、Ｋ、10をとれば

全勝です。

大事なことは、♠をプレイするときに ダミーのＱとＪを先に勝つことです。

Ａ(Ｋ)を先に勝つと、Ｊ(Ｑ)も一緒に使ってしまい、最後に小さいカードが残っ
てしまいます。また、♥Ａを♠より先にプレイすると、ディクレアラーのハンド
に戻ることができなくなります。 ♥Ａはハンドに戻るための大切なカードなの

で、残しておきましょう。
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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:  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

① 9/29(土) 10：30～12：30 横浜ブリッジセンター
② 10/14(日) 10：30～12：30 四谷ブリッジセンター
③ 10/27(土) 10：30～12：30 横浜ブリッジセンター
④ 11/11(日) 10：30～13：00 四谷ブリッジセンター(＊)
⑤ 11/18(日) 10：30～12：30 横浜ブリッジセンター
⑥ 12/ 8(土) 10：30～12：15 横浜ブリッジセンター
⑦ 12/ 9(日) 10：30～12：30 四谷ブリッジセンター

※ 初めてのお友だちを誘ってね！ 保護者の方もご一緒にどうぞ。
※ ④(＊印)はコース制の体験教室です。詳細は同封のチラシをご覧ください。

※くわしくはチラシを見てね！イベントのご案内

◆ 練習会・大会・講習会 保護者の方も参加できます

［橋之介プレ道場］13：30～16：30 ９歳以下およびミニブリッジ初級者対象 (300円)

［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 (300円)

会場：四谷ブリッジセンター
10/14(日) 午後 プレ道場／ミニ道場「ラフ」
10/21(日) 全日 集中講座
11/11(日) 午後 【ミニブリッジ短期コース】入門（14：00～16：30）
11/18(日) 午前 【ミニブリッジ短期コース】入門（10：30～13：00）

午後 【ミニブリッジ短期コース】試合形式（14：00～16：30）
12/ 9(日) 午後 プレ道場／ミニ道場「プレイの計画を立てよう」

会場：横浜ブリッジセンター
9/29(土) 午後 プレ道場／ミニ道場「ウィナーを数えよう その１」
10/27(土) 午後 プレ道場／ミニ道場「ウィナーを数えよう その２」
11/18(日) 午後 プレ道場／ミニ道場「損して得をする」
12/ 8(土) 午後 クリスマス大会（13：00～16：30）

～ジュニアとそのご家族対象のお楽しみ大会～
12/16(日) 全日 集中講座


