社団法人 日本コ
コントラクト
トブリッジ連
連盟 普及事業
業部
式ウェブサイ
イト、リニュ
ューアル作業
業中！１月末
末オープン予
予定
●ＪＣＢＬ公式
ＪＣＢＬウェブサイ
イトは会員会
会友の皆様へ伝
伝えたい最新
新情報を発信
信する場である
ると同時に、ブ
ブリッジってど
どんなゲームな
な
のか
かを知るため
めに訪れる一般
般の方たちの
の「インターネ
ネット上の表玄
玄関」でもありま
ます。ＪＣＢＬの
の発展に伴い
い、会員の方、
一般
般の方を含め
め、広く皆様に
に知っていた
ただきたい情報
報が分野、量
量とも年々増加
加しています。
。このたび、会
会員の皆様に
にと
って
ては、「知りた
たい情報がす
すぐわかる」サイ
イト、「ブリッジ
ジって何？」と
と訪れる新しい
い方たちには
は、ブリッジの楽しさや全容
容が
「わ
わかりやすく」伝わり、「やっ
ってみたい」と
と体験教室や
や講習会への参加につなが
がっていくサイ
イト、ブリッジ
ジの持つ公益性
性
が明
明確に伝わる
るサイト、の３つ
つを目標に掲
掲げ、全面リニ
ニューアルを行うことになり
り、現在作業 中です。１月末頃に、より充
実し
したコンテンツ
ツをとりそろえ
えてのアップを
を予定してい
います。ご期待
待ください！

」は、次号か
からＪＣＢＬ
Ｌウェブサイ
イトで！
●「普及通信」
ニューアルに伴
伴い、「普及通信」もＪＣＢＬ
Ｌウェブサイト
トからご覧いた
ただけるように
になります！こ
これまではブ
ブリッジ・インス
スト
リニ
ラク
クターの皆様
様限定の特別ウ
ウェブサイトで
での閲覧とい
いうことでひと手
手間おかけし
していましたが
が、これからは
はもっとお気軽
軽
にご
ご覧いただけ
けるようになりま
ます。また、こ
これを機に、「「普及通信」を
を一般公開す
することになり ましたことを併
併せてお知ら
らせ
しま
ます。
これ
れは、ＪＣＢＬの
の普及活動や
や普及現場の
の様子など、日
日本でのブリッジ普及の全
全容がわかりや
やすく載って
ている「普及通
通信」
を誰
誰でも見られ
れるようにしてほ
ほしい、との声
声が多く寄せ
せられたことと、
、大勢の方に
に読んでいただ
だくことで「普
普及」に親近感
感
をも
もってくださる
る方が増え、結
結果的に「ブリッジの認知
知度アップ」につなげたいと
との普及事業
業部判断による
るものです。中
中
の記
記事に関して
ては、基本的にこれまでと同じ書き方で
で公開しますが
が、個人情報
報を含む内容
容につきまして
ては編集部で充
分配
配慮いたしま
ますので、ご了
了解のほど、宜
宜しくお願い
いします。
ぜひ周りの方に
に、ＪＣＢＬウェブサイトを開いた時は、「普
普及通信」ペ
ページも見てく
ください、とお
お声掛けくださ
さい。
※「普及通信
信」ページは、トップページ
ジの下方にある
る「ＪＣＢＬの普
普及活動」から
らアクセスでき
きます。
※「ＢＩプラザ
ザ」も「ＪＣＢＬの
の普及活動」の
の中の「普及の
の現場から」と
というページで
で掲出します
す。これまで同
同様、皆様から
ら
の投稿をお
お待ちしています。お気軽
軽にお寄せ下
下さい。
※インターネ
ネットをお使い
いにならない方
方へは、これま
までどおり月に一度、印刷
刷版をお送りい
いたします。

ンペーン」１月１日スタ
タート！ご協
協力宜しくお
お願いします
す！
●「入会キャン
例の『入会キ
キャンペーン』が１月にスタートします。４
４月 30 日まで
での期間中に
に新入会／再
再入会いただい
いた方全員に
に、
恒例
特典
典としてＱＵＯ
Ｏカード（5000 円）と特製メ
メモ帳を進呈し
します。期間中の入会者は
は年々増加し
しています。生
生徒さんたちに
ブリ
リッジをもっと
ともっと楽しん
んでいただくた
ためにもこの機
機会を活用し
して入会をお勧
勧めいただけ
ければ幸いです。
※今回から紹
紹介者特典は
はなくなりました
た。

●２月、「デビュタント杯／ビギナーズ杯△５／△20 ＠ＮＥＣブリッジフェスティバル」！申込受付中！
★「デビュタント杯」…新人さんに試合デビューをお勧めください！
毎年ＮＥＣブリッジフェスティバル期間中に普及事業部主催で行う「デビュタント杯」は、試合経験のまったくない方たち
に、ゲームの楽しさを体感していただく場です。2009 年２月に第１回を開催して以来、これまでに計 188 名の方が参加、
ゲームデビューをなさっています。皆様、始まる前はドキドキ・コワゴワのご様子でしたが、終了時には一様に「楽しかっ
たぁ！」とニコニコ顔で、記念品を抱えてお帰りになります。いったん「デビューの壁（？）」を乗り越えた方たちはＢＣの
ノービスや普及事業部主催の新人戦△５ＭＰの他、地元のゲームにもどんどん参加され、私たちのブリッジ仲間になっ
ています。生徒さんたちに、まわりで一所懸命覚えようと励んでいらっしゃる新人さんに、ぜひ参加をお勧めください！
海の見える、明るい会場でのブリッジデビューはきっと皆さんの一生の思い出になることでしょう。
★「ビギナーズ杯△５ＭＰ／△20ＭＰ」…人気の大会です！
10 月末に京都国民文化祭会場で開催した「関西ビギナーズ杯」も大賑わいでした。全員にお渡しするプチ記念品も好
評な普及事業部主催「ビギナーズ杯」です。全国からの招待ペアも決定しました。周囲の新人さんたちにぜひ参加を
お勧めください！※ＰＲ用チラシをご希望の方は事務局まで。
★開催概要…デビュタント杯／ビギナーズ杯△５ＭＰ／同△20ＭＰ 共通
＜日 時＞ 2012 年２月 10 日（金）と 11 日（土・祝） 13：00～16：30 頃
※１セッションゲームです。
＜会 場＞ パシフィコ横浜 会議センター （横浜市西区みなとみらい１－１－１）
※前回と同じ会場です。
＜参加料＞ 会友 1,000 円／一般 1,500 円／ユース会友 700 円／高校生以下 500 円
※当日入会もできます。
「入会キャンペーン」期間中につき、入会者には後日ＱＵＯカード（500 円）と特製メモ帳を進呈。
＜申込み／お問合せ＞
・ペアでも、お一人でもエントリーできます。
・事前申込み制です。各回定員 40 名。
・２月３日（金）までにＪＣＢＬ事務局へ「○○日の■■杯」とお申込み下さい。
●『ＮＥＣＢＦ ビギナーズ杯』ご招待者決定！
前回に引き続き、「ＮＥＣＢＦビギナーズ杯△５／△20」へ、首都圏を除く全国から９ペアの皆様を抽選でご招待する企
画を実施しました。12 月 16 日で締め切りましたが、今年も多数のご応募をいただきました。厳正なる抽選の結果、宮城
県（２名）、長野県、愛知県、静岡県（２名）、兵庫県、広島県、長崎県在住の９名が当選されました。パシフィコ横浜で
お待ちしています。
※ 応募総数 62 名 （東北７、北関東甲信越 12、北陸３、東海 13、近畿９、四国３、中国６、九州・沖縄９）
●「ＮＥＣＢＦ普及イベント研修スタッフ」公募、２名選考
東京・神奈川以外に在住で、普及活動に関心のある会員会友を対象に、NECBF 普及イベントで運営ノウハウを学ん
でいただく研修スタッフを公募したところ、北関東や中部地区、九州地区から計５名の応募がありました。事務局内で
書類選考の結果、ＡＰＢＦ福岡大会に向けて九州地区での普及力アップという観点から、九州地区（福岡市と長崎市）
の会友にＮＥＣＢＦで大型体験教室および初心者大会のスタッフとして研修していただくことを決定しました。

●不要になったブリッジ関連書籍＆未使用カードを寄贈ください！
ＮＥＣＢＦの会場で「第２回チャリティー古書市」を開催します。皆様のお宅で眠っているブリッジ関係書籍や未使用の
カードがありましたら事務局にご寄贈ください。書籍は日本語・英語を問いません。ブリッジが登場する小説でもＯＫで
す。全ブリッジセンターに置いてある寄贈箱の中に１月 20 日頃までに入れてください（ブリッジセンターがお近くにない
方は恐縮ですがＪＣＢＬ事務局までお送りください）。寄贈くださった古書とカードは「古書市」で、ほしい方に１冊（１個）
100 円を目安として寄付いただき、お譲りします。集まった寄付金は、前回同様、発展途上国の子どもたちに現地語の
図書を贈る活動をしているＮＧＯ「ルーム・トゥ・リード」へ寄付させていただきます。不要になったブリッジ書籍が地球の
どこかでまた「本」として生まれ変わり、それを必要とする子どもたちの役に立つこのチャリティー企画へのご協力を宜し
くお願いします。
●特集：ＡＰＢＦコングレス福岡大会は“どなたでも”参加できる大会です！
４年に１回、うるう年（夏季オリンピック開催年）に行われるコングレス大会は、ブリッジプレイヤーの方ならどなたでも参
加できるブリッジのお祭りです。でも、その他の年のＡＰＢＦ選手権大会と同じように、ＡＰＢＦチーム戦、ＡＰＢＦペア戦が
本戦として開催されます。
来年のコングレス福岡大会の大きな特徴は、
★１つの国から「何チームでも」参加できること（その他の年は「代表１チーム」という制限があります）
★他の国の人とでもペアやチームを組んで参加できること
（その他の年は「１ヵ国・地域で１チーム」という制限があります）
●特集：ＡＰＢＦ本戦にチャレンジしませんか！
★ＡＰＢＦペア戦…参加料 12,000 円／ペア
予選：８月 25 日（土）

決勝：８月 26 日（日）

※予選で敗退した場合は、８月 26 日（日）開催のオープンペア戦（コンソレーション）に無料で参加できます。
★ＡＰＢＦチーム戦…オープン／ウィメンズ／ユース／シニアの４部門
予選：８月 27 日（月）～31 日（金）の５日間
準決勝：９月１日（土）

決勝：９月２日（日）

●特集：サイドゲームにチャレンジ！
誰でも参加できる本戦ですが、「ちょっと自信が…」とためらっている方へは、期間中、さまざまな種類のサイドゲームを
用意しています。ほぼ毎日開催しますので、九州観光がてら、お好きなゲームを選んで参加なさいませんか？会場は
本戦と同じフロア、国際大会の雰囲気も堪能できます。本戦の見学もできます。コングレス大会サイドゲームならではの
賞品も多数進呈予定です。
●特集：現時点で決定しているＡＰＢＦサイドゲーム
★８月 26 日（日）：ＡＰＢＦオープンペア戦
コンソレーションゲームといって、本戦のペア戦予選で敗退したペアのためのゲームですが、一般ペアも参加で
きます。（２セッション。参加料 6,000 円／ペア）
★８月 27 日（月）～29 日（水）：調整中。決定次第、ご案内します。

★８月 30 日（木）＆31 日（金）：
下記２種類のチーム戦を２日間にわたって開催します。いずれも、１日目が予選２セッション、２日目が決勝２セ
ッションとなりますが、予選を通過できなかった場合は、２日目（31 日）に開催されるストラティファイドペア戦に無
料で参加いただけます。
１）オープンチーム戦（参加料 24,000 円／チーム）
２）△1000ＭＰチーム戦（参加料 24,000 円／チーム）
★８月 31 日（金）：ストラティファイドペア戦 （参加料 6,000 円／ペア）
★９月１日（土）＆２日（日）：オープンチーム戦「福岡市長杯」 （参加料 24,000 円／チーム）
２日間のオープンチーム戦です。１日目が予選、２日目が決勝ですが、残念ながら予選を通過できなかった場
合は、２日目に開催されるオープンペア戦「テレビ西日本杯」に無料で参加いただけます。
★９月２日（日）：オープンペア戦「テレビ西日本杯」 （参加料 6,000 円／ペア）
ＡＰＢＦコングレス福岡大会もいよいよ最終日。本戦チーム戦決勝と、「福岡市長杯」決勝が行われている傍らで、
オープンペア戦「テレビ西日本杯」が開催されます。最後のゲームです。どんどんチャレンジしてみましょう！
●特集：ＡＰＢＦ本戦／各サイドゲーム、エントリー受付中！
12 月からエントリー受付を開始しました。いつものように会報巻末の「競技会申込み葉書」／ＦＡＸ／メールまたはＪＣＢ
Ｌ公式ウェブサイトからお申し込み下さい。
また、コングレス大会全体の詳細情報については大会公式ウェブサイトをご覧下さい。
●特集：宿泊予約はお早めに！！！
コングレス大会の会場は、人気のアーバンリゾートホテル、ヒルトン福岡シーホークです。ＪＣＢＬでは、ＡＰＢＦ大会参加
者のため、大会会場の「ヒルトン福岡シーホーク」および会場から徒歩 10 分のところにある「ハイアット・レジデンシャル
スイート・福岡」の２つのホテルに、ＡＰＢＦ特別料金で泊まれる部屋を確保しました。しかし、ただでさえ夏休み最後の２
週末にかかっていることで混み合うほか、隣接しているヤフードームは、２０１１年シーズン日本一に輝いた福岡ソフトバ
ンクホークスの本拠地です。その時期は通常、福岡市内どのホテルも満杯になるそうです。特別料金で確保した部屋
の数にも限りがあります。もしも、大会に参加することをお考えであれば、早目に宿泊予約をなさることをお勧めします。
※宿泊予約方法は、ＡＰＢＦ大会公式サイト「宿泊予約」ページから申込む／ＦＡＸで申込む、の２通りがあります。
いずれの場合も、お問合せ／ＦＡＸでのお申込みは下記にお願いします。
九電産業株式会社 旅行部 九電旅行サービス
電話番号：092-739-3215 ＦＡＸ：092-771-0030
営業時間：9:00～18:00 （土・日・祝日、12／29～１／４は休業）
★ご注意★
＊ＡＰＢＦ特別料金は、上記「九電旅行サービス」を通して予約した場合のみ適用されます。直接各ホテルに「ＡＰ
ＢＦ料金で」と申込んでも受付けてもらえませんのでご注意ください！
＊ＪＣＢＬ事務局では宿泊予約を取り扱っていません。
＊ハイアット・レジデンシャルスイート・福岡は４月 30 日まで各国ユースを優先受付しているため、現時点ではヒル
トン福岡シーホークのみを受付中です。
＊ＡＰＢＦ特別料金については、会報５号または大会公式サイトをご覧ください。

●［お願い！］九州在住のお知り合いに、ＡＰＢＦコングレス大会普及イベントのＰＲをお願いします！
福岡で初めて開催されるブリッジの国際競技会となるコングレス大会は、ブリッジのことをご存知ない地元の人々やメデ
ィアにブリッジを総合的にＰＲする絶好の機会です。大会期間中、一般の方を対象に、体験教室をシーホークで開催し
ます。いろいろな方に足を運んでいただくため、毎年ＮＥＣブリッジフェスティバルの普及イベントで行っている「マイン
ドスポーツ体験教室（名称未定）」を最初の週末（８月 25 日と 26 日）に開催します。ブリッジ以外の囲碁やチェスなども
体験・対局できるようにして集客をはかります。ＮＥＣＢＦ同様、シールラリーも行い、初めてブリッジワールドに触れるお
客様に「ブリッジイベントって楽しいね」、と先ず思っていただけるようにします。ぜひ、福岡市内と言わず、九州在住の
お知り合いに「楽しいイベントみたいだから福岡に行って参加してみて」と宣伝していただけるとありがたく、宜しくお願
いします。
※チラシの準備ができましたら、新装「普及通信」でお知らせします。
●３月、ミニブリッジからコントラクトブリッジへ進むための「集中講座」開催！
普及事業部では、ミニブリッジをコントラクトブリッジへ進むための前段階と位置付けています。ジュニア対象イベントで
みっちりミニブリッジを指導しているのも、コントラクトブリッジに進む前にオークションのないミニブリッジで「プレイ」の基
礎と楽しさをじっくりと身につけてもらおうとの目的からです。
2012 年３月、ミニブリッジを習得しているジュニア（小学生～高校生）を対象に、下記の日程で「コントラクトブリッジ集中
講座（全３コマ）」を横浜ＢＣで開催します。大人の方も参加できますのでご案内します。
※「第１回集中講座」（2011 年７月実施）受講生も参加できます。
＜日 時＞ ３月１１日（日） ①13：30～16：30
３月１８日（日） ②10：00～12：30

③13：30～16：30

＜会 場＞ 横浜ブリッジセンター ４階
＜内容・対象＞
Ａコース：はじめてのオークション
まだオークションを習ったことのない、ミニブリッジが自在にできるジュニア（大人も可）
Ｂコース：ブリッジのオークション
オークションを習ったことのあるジュニア（大人も可）、前回集中講座受講者
＜講 師＞ 横内しのぶ、関澤美穂
＜参加料＞1,500 円（３コマ分。教材付）
＜申込み＞３月２日までに事務局へ
●沖縄体験教室、賑わいました！（12／10＠沖縄県立博物館・美術館）
12 月 10 日、那覇市で開催されたセクショナル「日立ＢＣ杯」の初日、会場の一角で、2003 年のまなびピア以来３回目と
なる体験教室を開催しました。2009 年２月、初心者大会「なんくるないさぁ杯」 開催時に行った時の参加者は２日間で
11 名だったことから、今回もそれ位と予想していたのですが、なんと約 30 名もの参加者がありました！
当日は、13 時のスタートと同時にお客様がどっと入場、用意していた２テーブルでは間に合わず、急遽１テーブル追加、
その後も来場者が途切れることはなく、「想定外」の大賑わいだったとの嬉しい報告が、講師として出張してくださった
ブリッジ・インストラクターさんから届きました。お子様連れのご家族が多かったとのことですが、長年推理小説の愛読者
だという方で、随所に「ブリッジ」という言葉が出てくるのに本屋を探しても関係書籍がないためずっと「ブリッジって何？」
という疑問を抱えて「この日を待っていた」という女性もいらしたそうです。前回とは打って変わった盛況ぶりから、沖縄
でも少しずつ「ブリッジ」の知名度が上がっていることが伺えた体験教室でした。沖縄ブリッジ同好会に新しいお仲間が
増える日も遠くないことでしょう。ご協力くださった皆様、ありがとうございました！

●ゲームマーケットに出展！（11／27＠東京都立産業貿易センター台東館）
今年６月に続き卓上ゲーム愛好者が集まる「ゲームマーケット」にブリッジ体験コーナーを出展しました。
用意した４テーブルは前回同様、フル稼働、約 150 名の方に体験していただきました。
●「関西ビギナーズ杯」盛況でした！（10／30＠京都パルスプラザ）
10 月 30 日、「国民文化祭京都 2011」競技文化フェスティバルで開催した、関西地区で初めてのビギナーズ杯には「京
都でブリッジ・キャンペーン」で当選された北海道から九州までの 15 ペア 30 名を含み、△５、△20 の２フライトで合計
74 名の参加がありました。神戸市内からグループで参加してくださった方たちもいました。各フライト優勝ペアには、普
及事業部からの優勝グラスのほかに、「京都府教育委員会教育長賞」（立派な表彰状）が贈られました。京都では現在、
JEUGIA カルチャーKYOTO しか入門講座を開催していないのですが、個人でサロン形式で「覚えたい人」を受け入れ
てくださっている会員さんも何名かいらっしゃいます。京都大学や同志社大学のブリッジ部もあります。皆様がそれぞれ
の場で新しい人を育ててくださっていますが、こういったイベントで新人さん同士が顔を合わせることにより、「井の中の
蛙だった。他にこんなにブリッジする人がいたんだ！」と奮起していただけるようです（←という声を聞きました）。普及事
業部ではビギナーズ杯開催はもとより、ブリッジ・インストラクターの皆様が「新人さん交流」の場をつくりたいとお考えの
場合のお手伝いもさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
※体験教室は、29 日と 30 日の２日間開催、約 150 名が体験してくださいました。京都の皆様にこれほど大掛かりに
ブリッジの楽しさを伝えられたことは大きな収穫でした。お手伝いくださった皆様、ありがとうございました！
●広報関連：ブリッジＰＲ広告、継続掲載中！ ※８月以降発売の掲載誌紹介
前号では８月までのブリッジ広告掲載誌をご紹介しました。その後も毎月、全国で「ブリッジ」の名が人の目に触れてい
ます。特に年末年始のパズル誌の背表紙ジャックをしていますのでご案内します。
[８月]
「ミセス」９月号（８／７発売）
「はれ予報」９月号（８／20 配本）
「産経新聞・大阪本社版」（８／30 発行） － 関西地方へのブリッジＰＲ
[８月末～９月] 各世代に人気のパズル誌 14 誌の背表紙をブリッジイメージ広告が独占！（総発行部数 120 万部）
「クロスワードメイト」（８／27）、「コンビニ限定！クロスワード」（８／31）、「ナンクロメイト」（９／２）、「漢字堂」（９／２）、
「ナンプレメイト」（９／２）、「お絵かきメイト」（９／２）、「はっぴぃ！アロー＆スケルトン」（９／２）。「漢字メイト mini」（９／
２）、「アローメイト」（９／２）、「ナンプレメイト Mini EXPERT」（９／２）、「デラックスクロスワード」（９／14）、「まちがいさ
がしメイト」（９／14）、「SUPER ナンクロ」（９／14）、「クロスワードｏｎ!」（９／15）
※上記パズル誌の読者層は 20 代～50 代が 94％を占め、60 代以上が 11％。男女比は 35：65 で女性が多いです。
［９月］ ※上記パズル誌の他、
「リビングふなばし・ならしの」（９／３号）…京葉ＢＣ親子体験教室告知
［10 月］
「日経おとなのＯＦＦ」11 月号（10／６発売）
「はれ予報」11 月号（10／20 配本）
「朝日新聞・大阪本社版」（10／24 発行）…京都国民文化祭体験教室／大阪ＢＣ体験教室告知
「リビング京都」（10／20 発行）…京都国民文化祭体験教室／大阪ＢＣ体験教室告知

［11 月］
「日経おとなのＯＦＦ」12 月号（11／６発売）
『「会社の仕事」から「社会の志事（シゴト）」へ 新年金世代のココロザシゴト』 （日経ムック、11／30 発売）
［12 月］
「週刊レキオ」（12／１号）…琉球新報折込み紙で沖縄体験教室告知
「日経おとなのＯＦＦ」１月号（12／６発売）
［年末年始］そして、年末年始のパズル誌 14 誌（総発行部数：約 142 万部）の裏表紙をブリッジ広告が再び独占中！
書店でもコンビニでも販売されています。ぜひお手にとってご覧ください！（裏表紙が周りの人に見えるように）
「クロスワード ON!」（12／17）、「クロスワードメイト」（12／26）、「ナンクロメイト」（12／27）、「漢字堂」（12／27）、「ナン
プレメイト」（12／27）、「絵ロジック」（２／２）、「お絵かきメイト」（12／27）、「漢字メイト mini」（12／27）、「はっぴー！ア
ロー＆スケルトン」（12／27）、「ラッキー！クロスワード」（12 月）、「ナンプレメイト Mini EXPERT」（12／27）、「デラック
スクロスワード」（１／14）、「まちがいさがし」（１／14）、「SUPER ナンクロ」（１／14）
●ブリッジのイメージポスターのご案内
ブリッジのイメージポスター（Ｂ２判）を増刷しました。とても明るいポスターです。
イベントなどでお使いになりたい方にお分けします。ご相談ください。
●大学ブリッジ講座受講生状況（2011 年 10 月現在）
＊東京大学全学体験ゼミナール「考える力を養う～コントラクトブリッジ」冬学期：25 名
＊早稲田大学「コントラクトブリッジで学ぶ数理科学入門～論理的思考力を身につけよう」後期：30 名
●2011 年度大学ブリッジクラブ状況
ブリッジクラブのある大学の今年度のメンバー数です。全国で 12 の大学で計 73 名の学生がブリッジを覚えて楽しんで
います。メンバー数の多い順にご紹介します。（ ）内は、今年から始めた新人の数です。
東北大学 20 名（８名）、東京大学 13 名（４名）、大阪大学 13 名（６名）、早稲田大学７名（３名）、慶應義塾大学５名、
京都大学４名（１名）、同志社大学３名（２名）、学習院大学３名（１名）、名古屋大学２名、千葉大学／東京理科大
学／横浜国立大学－各１名
計 12 大学、73 名（新人 25 名）
＊この他、北海学園大学（札幌）に４－５名、開成中学で約 30 名がプレイしているとの報告が寄せられています。
最近締め切った 2012 年度ユース育成プロジェクトの登録者は過去最高の４７名でした。このうち 12 名がＵ21 部門の登
録者でした。数年前と比べるとユース層の活性化が伺え、頼もしい限りです。

