
お招き頂きましてありがとうございます。

こういう席は非常にはずかしいのです

が･･･私はブリッジが楽しくて遊ぶという

のがモットーですから今後も皆さま仲良

くして下さい。

よろしくお願いします。

第 44 号 2011 年 4 月号

上記の方々のお祝いCCGが2月23日（水）盛大に開かれました。

おめでとうございます！！

代表して２名の方々からからご挨拶を頂きました。

★秋葉 國造 様★ ★應 暁寅 様★

こんにちは。去年新人賞を頂きましたが、

大船の皆様にとても応援をして頂きあり

がとうございました。

大船だけでも結構点数を頂き新人賞に貢

献して頂きました。(笑い)これからもよろ

しくお願い致します。

★ライフマスター★

應 暁寅 様

土屋 睦子 様

上田 典子 様

秋葉 國造 様

吉本 容子 様

★シニアライフマスター★



Thinking Bridge（上級編）

Dealer:S Both VUL
OL ♡2
♠:AK54 *NN ♠:Q10863

♡:83 W E ♡: J7

♢:J942 W E ♢: A763

♣:AK2 *SS* ♣:Q10

Ｗ Ｎ Ｅ Ｓ
P

1NT P 2H X
3S P 4S All Pass

4S by W. OL=(N)(4th ﾍﾞｽﾄ)

♠♥♦♣どのように Defense しますか♠♥♦♣

あなたは S です。

パートナーは（N）から♡2 のリード(4th best)がきました。

♡K,A と取ってから、３トリック目に♠7 を出したら、ディクレア

ラー(W)はN の Jをダミー(E)の♠Qで取って、もう一度ハンド(W)

の♠A で勝ってから、♣Q,A,K と取ってダミーから♢3 を捨てまし

た。この後のディフェンスの方針は？

T1：H2―H7―HK―H3 T2：HA―H8―H5―HJ

T3：S7―S4―SJ―SQ T4：S3―S9―SA―S2

T5：C2―C7―CQ―C9 T6：C10―C3―CA―C4

T7：CK―C6―D3―C5

(ｼｸﾞﾅﾙは普通、N の♣のﾌｫﾛｰは偶数を示す)

2011 年朝日新聞社 9 ラウンド ＃７のハンドより

♠: J2
♡: Q542
♢: K105
♣: J764

♠:AK54 *NN ♠:Q10863
♡:83 W E ♡:J7
♢:J942 W E ♢:A763
♣:AK2 *SS* ♣:Q10

♠:97
♡:AK1096
♢:Q8
♣:9853

♠♥♦♣ 全体のハンド♠♥♦♣

♠♥♦♣ディフンス問題♠♥♦♣

♠♥♦♣プレイ問題♠♥♦♣ ♠♥♦♣どのように Play しますか ♠♥♦♣

Dealer:S Both VUL

♠: J2
♡: Q542
♢: K105
♣: J764
*NN ♠:Q10863

W E ♡: J7
W E ♢: A763

*SS* ♣:Q10
♠:97
♡:AK1096
♢:Q8
♣:9853

Ｗ Ｎ Ｅ Ｓ
P

1NT P 2H X
3S P 4S All Pass

4S by W. OL=(N)(4th ﾍﾞｽﾄ)

あなたは W です。

オープニングリードは♡２(4th best)

3 トリック目まで、以下のように進みました。

この後、どうプレイしますか？

T1：H2―H7―HK―H3 T2：HA―H8―H5―HJ

T3：S7―S4―SJ―SQ

このハンドは２０１１年１月の朝日新聞社杯の３日目９rdボード

＃7 のハンドです。全てのフライトで同じハンドをプレイしまし

た。ディフェンスサイドからもプレイサイドからも面白いハンド

でしたので紹介します。残念ながらスイスチームでしたのでデー

タムが残っていなく、フライト別に何ペアがコントラクトをメイ

クして何ペアがダウンしたかなど不明です。

解答は次のページです。



発行人
特定非営利活動法人
大船ﾌﾞﾘｯｼﾞｾﾝﾀｰ事務局

〒247-0056
鎌倉市大船 1-7-5
大船末広神尾ﾋﾞﾙ 3F

TEL:0467-48-2286
FAX:0467-48-2093
HP : www.ofunabc.jp

♠♥♦♣講習会のご案内♠♥♦♣

4 月 5 日(火)10:00am からから初めての方対象に新しい入門

コースが始まってます。お友達・ご家族のでご興味がある方

に是非ご紹介ください。

♠♥♦♣解答♠♥♦♣

【ディフェンス問題】

失敗例

T8:D2→D5→DA→D8(S＝あなた) なんと D8 が敗着です。

次の T9 で♢6 を出されると、Ｓは♢Q で勝ちますが、（N は DK でオーバーテイクできません）スローインに

なっていてメイクされてしまします。T10 で♡か♣を出すしかないので、ラフディス（W でラフ、E の

♢7 ディスカード）でメイクです。

正解は、T8 で D2→D5→DA→DQ(S＝あなた)。

こうすれば、次の T9～T10 で N が♢を２つ取ってダウンです。難しいですね。でも、T7 までは頭をフル回転

して考えていれば、不可能なディフェンスではありません。考え方は以下です。

４S をダウンさせるためには、♢で２つ取る必要があります。W はすでに 14 点を見せました。W あと１～３

hcp を♢に持っています。W のディストリビューションは、上から 4243 か 4333。もし W が♢K を持っている

とメイク。従って、N に♢K を期待します。T７が終わった時点でここまで確認しておく必要があり、されに

♢Q を持っているのは、失敗例のようにスローインになるデメリットだけで、メリットは全く無いことが分か

ります。実際は、N に♢K のほかに♢10 も期待する必要がありますが、（W が♢J＋♢10 なら♢Q を♢A の元にフ

ォローしてもメイク）実践ではまさにそうなっていました。

【プレイ問題】

解答は、「T4 で♢A を取る」です。

ディフェンス問題の裏側です。もちろん、ここで S に♢Q をフォロー（＝アンブロック）されていたらやはり

ダウンですが、S はもしかしたらボーっとしていて（いや、していなくても）、♢8 をフォローするかもしれま

せん。少なくとも T8 で♢A を取るよりも T3 で♢A を取った方が、ディフェンスミスが起きる可能性が断然高

いことは明らかです。このプレイもなかなか難しいです。ディフェンス側が全体のハンドを読めてスローイン

のプレイを阻止するような方針を決める前に、キープレイ(この場合は♢A をキャッシュ）をするようにします。

３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震により、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げま

すと共に、被害を受けられた皆さま、そのご家族に、心からお見舞いを申し上げます。

大船ブリッジセンターでは 3 月 19 日から 29 日の間で実施されたセクショナルのエントリーフィー¥3,000 の

内¥1,000 を義援金として合計で￥504,000 を寄付致しました。皆様方のご協力ありがとうございました。

また計画停電の対象地区になっております。計画停電の予定日には、固定電話の不通、消灯、エレベータ停

止、冷暖房の停止が予想されますが、ご了承の上ご参加ください。尚、大会場にエコ太陽光を利用した照明

を設置予定、7 月 8 月の電力消費増を見越して節電対策としてすべてのゲーム・セクショナル（ノービスを

含む）の競技会開始時間を 10 月開始に致します。

節電と計画停電に協力して被害者の方々を応援しております!!


