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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。
夏の選手権に向けて、ブリッジの腕をみがきましょう！

チーム選手権に参加しよう！
今年のジュニア・ミニブリッジチーム選手権試合は7月30日(火)に開催されます。
１年に１度開催されるこの選手権試合は、ジュニアイベントのなかでもっとも大きい
大会で、午前に予選、午後に決勝戦が行われます。
参加資格は、１ボード11分以内でプレイできるジュニア。プレイ中に時間を意識した
ことのない人は、今度計って練習してみましょう。申込みはチーム単位なので、イベ
ントで会う「ブリとも」に声をかけてみてね。
チーム選手権の隣では、大人も参加できるミニブリッジ・ペア戦を開催します。
●第５回ジュニア・ミニブリッジチーム選手権試合
日時：７月30日(火) 10：00-17：00
場所：四谷ＢＣ地下１階
※ 決勝トーナメントに進めなかった場合は、15時頃解散、または残念ゲーム
に参加できます。
参加資格：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
参加料：4,000円／チーム
申込：７月23日(火)までに「チーム(原則４名)」で申込み。
●第３回マクブリッジ杯
日時：７月30日(火) 10：30-16：30 (２セッション)
場所：四谷ＢＣ地下１階
参加料：750円／人(ジュニア・一般) 500円／人(JCBL会員)
申込：７月23日(火)までに「ペア」で申込み。大人の方も参加できます！
チームメイトを紹介してほしい人は、ジュニアくらぶまでご相談ください。

☆

ジュニアくらぶ通信もくじ

☆

ジュニアくらぶにゅーす ～ チーム選手権に参加しよう！ ～
ジュニアくらぶにゅーす ～ ユース日本代表決定 ～ ／ ブリッジクイズ
大学クラブ紹介 ～ 早稲田大学 ～
ブリッジクイズ答え ／ ハナママの英語 de ブリッジ
お楽しみ大会のご案内 ／ 保護者のみなさまへ
イベントのご案内
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ユース日本代表決定！
2013年度のユース日本代表が決定しました。今年は８年ぶりに女性プレイヤーが選出されました。
●APBFユース選手権(中国、武漢 2013年8月19日～25日)
○ジュニア(26歳未満)
NPC 寺本直志
石橋瑞己(大阪)、小山僚子(大阪)、菊地忠裕(東北)、木山智裕(大阪)、瀬下拓未(大阪)、
橋本航一郎(早稲田)
○ヤングスター(21歳未満)
NPC 寺本直志
小野純路(東京)、佐藤豪恒(東京)、邵裕志(慶應義塾)、中西智昭(学習院)、原田裕己(慶應義塾)、
本田貴大(東京)、(補欠)片山尚徳(早稲田)
●ワールドユースオープンチャンピオンシップ(米国、アトランタ 2013年8月3日～11日)
○ジュニア(26歳未満) ※ヤングスター部門は不参加
NPC 三浦裕明
伊藤幸祐(千葉)、小山僚子(大阪)、菊地忠裕(東北)、木山智裕(大阪)、瀬下拓未(大阪)、
原田裕己(慶應義塾)
（）内は大学名

ブリッジクイズ
ブリッジは「カン」ではなくて、じっくり考えることで答えが見えてきます。頭の体操をしましょう。
あなたはディクレアラーで切り札なしのゲーム(３ＮＴ)をプレイします。
オポーネントがどの絵札を持っているか想像できるかな？
【ウォーミングアップ】
オープニングリードはＫです。
♠Ｑは誰が持っていそうかな？

【チャレンジ！】
オープニングリードは♠２です。
♥Ｋは誰が持っていそうかな？

解答・解説は４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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大学クラブ紹介～早稲田大学～
ジュニアのみなさん、こんにちは。早稲田大学ブリッジクラブの稲葉です。
今日は早稲田大学のブリッジ事情をレポートしていきます。
早稲田大学ブリッジクラブは1949年に設立されました。このジュニアくらぶ通信を発行しているJCBLは
1953年設立ですから、JCBLよりも昔から存在していたことになります！多くの先輩が卒業していること
から早稲田ブリッジクラブは縦のつながりがとても強く、OB会の稲門(とうもん)会は現役の学生と一緒
に毎月定期的に試合を開催しています。
私たちのクラブは週２回の活動を行なっていますが、さらに他大学の練習会にも参加する意欲的な人が
多いです。また、練習にはプロの方や卒業生が来てくださることもあり、かなり実のある内容の濃い練
習が行われています。
この濃い練習の成果としては、橋本前幹事長(部長のこと)の新人賞受賞が記憶に新しいですね。昨年の
ジュニアくらぶ通信でも取り上げられていました。他にも毎年JCBLで行われているユース日本代表選考
会を通過し、アジアパシフィック選手権大会の選手となるプレイヤーをここ数年輩出しています。
また、早稲田大学は東京大学に次いでコントラクトブリッジの授業が始まった大学です。この授業は、
2009年から始まった授業ですが、今では必ず定員オーバーの申し込みがあるほどの人気授業の一つと
なっています(大学の授業は原則申込み制で、定員に達すると受けられないこともあります)。受講者の
ほとんどはブリッジがまったく初めての学生ですが、授業を受けてブリッジのおもしろさや楽しさに惹
かれ、ブリッジクラブに入部する人が毎年必ずいます。かく言う私自身もそのうちの一人です。現在の
早稲田ブリッジクラブのメンバーは半分近くがこの授業から入っています。
ここまで読んでくれたみなさんは、授業や練習にも一生懸命で真面目なクラブなんだなと思うかもしれ
ません。しかし実際は部員同士の仲もよく、和気あいあいとした雰囲気で活動をしています。ブリッジ
に対する姿勢は真面目で熱心ですが、それ以外の部分では早稲田らしいはっちゃけた人たちが多いです。
逆に言うと、どんな人でもその面白さに真剣になってしまうのがブリッジというゲームだと思います。
みなさんもこの面白さを体感したらやみつきになる(なった)はずです。そしてブリッジを続ける皆さん
と一緒にプレイができることを楽しみにしています。
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ブリッジクイズ答え
どちらのオポーネントがどの絵札を持っているかわかったかな？
ディクレアラーはオープニングリードが出たら、どのようにプレイするか考えます。
自分とダミーにない絵札はオポーネントが持っています。
はじめに発表されたそれぞれの絵札点(ＨＣＰ)をヒントに、どちらがどの絵札を持って
いるか考えてみましょう。
【ウォームアップ】
オープニングリードは Ｋでした。切り札なしのときの絵札のリードは、そのスーツでたくさん勝ちたいとい
う気持ちの表れで、その下の絵札も持っています。オープニングリーダーは Ｋのほかに Ｑと、それから、
たいてい Ｊを持っているでしょう。絵札点は６点ですから、６点のうち５点( Ｊを持っていたら６点)がわか
りました。つまり、♠Ｑを持っているのは 右手のオポーネント(オープニングリーダーのパートナー)で
あることがわかります。
【チャレンジ！】
こんどのオープニングリードは絵札ではありませんでした。切り札なしなので、♠に絵札はありそう
ですが、どの絵札かはわかりません。♥ を見ても、どちらが♥Ｋを持っているかわからないので、♦に注目
します。右手のオポーネントが♦Ａを持っていれば、絵札点は５点ですから♥Ｋは持っていないことがわかりま
す。逆に左手のオポーネントが♦Ａを持っていれば、絵札点は６点ですから♥Ｋは持っていないことがわかりま
すね。このようにオープニングリードだけではわからないときも、絵札点を参考に他のスーツを考えてみると別
のスーツの絵札のありかがわかるかもしれません。プレイの時も絵札点に気を付けましょう。

ハナママの英語ＤＥブリッジ！
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！

ボード(board)
52枚のカードを４つのハンドに分けて使うために用いられる入れ物のこと。ボードはふつう、試合でカードを入れて
他のテーブルにまわすために使用します。こうすることによって、同じ配られ方をしたカードで他のテーブルと結果
を比べることができるわ。英語では「板」という意味なの。形が板みたいにうすくてテーブル間を持ち運ぶのに便利
ね。

ディーラー(dealer)
ディーラーは普段の道場ではあまり使わない言葉かしら。カードを配る人のことを指します。ボードにはだれが
ディーラーか書いてあり、１番ボードはＮ、２番ボードはＥ、３番ボードはＳ、４番ボードはＷと決まっています。
英語では「商人」「貿易業者」という意味があります。大人になったらよく使うかもしれないわね。
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お楽しみ大会のご案内
橋之介道場で練習したら、お楽しみ大会に出て「ブリとも」を増やしましょう！
まだ試合に出るのは不安･･･というジュニアも、ゲーム宣言ができればだいじょうぶ。あそびながら、
ブリッジの試合のやりかたを覚えます。
試合のブリッジは、いつものブリッジより、もっとおもしろいですよ！
ジュニアとそのご家族対象のイベントです。

日にちと場所：

時

間:

① 6月23日(日)

四谷ブリッジセンター１階

② 8月24日(土)

横浜ブリッジセンター４階

13：00～16：30

参加料：

500円／人

内

容：

マッチポイント戦の簡単な方式

申

込：

①6月17日(月)

問合せ：

会員会友300円／人
②8月19日(月)

までにペアで申込み

※

MP20以上の方のパートナーはMP1未満に限ります。

※

パートナーがいない方はジュニアくらぶへご相談ください。

e-mail

junior@jcbl.or.jp(担当：渡辺)

保護者のみなさまへ
６月に入り、全国的に食中毒の発生しやすい季節となりました。
ジュニアくらぶでは、2009年よりイベント会場に、薬用石けんとペーパータオル、アルコール消毒薬を準備して
います。プレイングカードは、不特定多数の方が使用します。参加するお子さま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しておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたし
ます。
なお、参加ジュニア本人やご家族に食中毒の症状が疑われる場合には、無理をせずイベント参加を控えてくださ
い。イベント当日に参加をキャンセルする場合は担当インストラクターまで直接ご連絡をお願いいたします。
手洗いで洗い残しの多い箇所
・親指のまわり
・指先
・爪
・手のしわ
・手首
・指の間
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
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イベントのご案内

◆ 体験教室
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

※くわしくはチラシを見てね！

参加料：無料

6/15(土)
6/23(日)
7/ 6(土)
7/21(日)
8/11(日)
8/24(土)
9/ 8(日)
9/21(土)
10/20(日)
10/26(土)

10：30～12：30
10：30～12：15
10：30～12：30
10：30～12：30
10：30～12：30
10：30～12：15
10：30～12：30
10：30～12：30
10：30～12：30
10：30～12：30

横浜ブリッジセンター
四谷ブリッジセンター
横浜ブリッジセンター
四谷ブリッジセンター
四谷ブリッジセンター
横浜ブリッジセンター
四谷ブリッジセンター
横浜ブリッジセンター
四谷ブリッジセンター
横浜ブリッジセンター

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。

◆ 練習会・大会

保護者の方も参加できます

［橋之介道場］13：30～16：30 ミニブリッジの練習会、ワンポイントレッスンあり (300円)
［お楽しみ大会］13：00～16：30 ジュニアとそのご家族対象のお楽しみゲーム(500円)
会場：四谷ブリッジセンター
6/23(日) 午後 お楽しみ大会(13：00～16：30)
7/21(日) 午後 橋之介道場「プレイの計画を立てよう」
7/30(火) 全日 チーム選手権試合(10：00～17：00)
全日 マクブリッジ杯(10：30～16：30)
8/11(日) 午後 橋之介道場「“13”の足し算に慣れる…カードの分かれ方」
9/ 8(日) 午後 橋之介道場「切り札を有効に使おう…短い方で切る」
10/20(日) 午後 橋之介道場「勝てるトリックを数えよう･･･切り札なしのとき」
会場：横浜ブリッジセンター
6/15(土) 午後 橋之介道場「パートナーと協力」
7/ 6(土) 午後 橋之介道場「ゲーム宣言する？しない？」
8/24(土) 午後 お楽しみ大会(13：00～16：30)
9/21(土) 午後 橋之介道場「切り札をたくさん持っていたらゲーム宣言しよう！」
10/26(土) 午後 橋之介道場「パートナーと協力②」

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
TEL： 03-3357-3741 FAX: 03-3357-7444
e-mail: junior@jcbl.or.jp (ジュニアくらぶ)

(担当：渡辺)＞

※ 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。
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