
今日は雨の中お出で頂きましてありがとう

ございました。ブリッジを始めてから長く

経ちますが、色々と馬鹿なことばかりやり

ながらも何とかやり通してきました。今ま

でご一緒してくださったパートナーやチー

ムメイトの皆さまにお礼を申し上げます。

テーブルの下で足を蹴り飛ばしたくなるよ

うなプレーも何度かあったと思います

が･･･今後ともよろしくお願いいたします。
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上記の方々のお祝いCCGが6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 人の方々からご挨拶を頂きまし

★吉田すみ子 様★ ★谷崎輝里 様★

本日はありがとうございます。私の人生の中でブリッジが

あったことは大変ありがたいことだと最近つくづく思うよ

うになっています。今日のご挨拶をパートナーの澤さんに

して頂こうと思いましたが“あなたの悪口を言いたいだけ

言うわよ”(笑い)と言われここでご挨拶させて頂いておりま

す。ここまで何とかやってこれたのはスタッフの皆さま、

パートナー、チームメイトの皆さまのお陰だと思っており

ます。今後ともよろしくお願いいたします。これからは先

輩方のマナーを拝見致しまして“負けても笑って帰れるブ

リッジ”を心がけていこうと思っております。

★ライフマスター★

小川 真佐子 様

谷崎 輝里 様

宮本 宏枝 様

向山 利衣子 様

★シニアライフマスター★

吉田 すみ子 様



♥♥午前N-Sの優勝ペア ♥

2010年7月7日大船BC講習会卒業生の集いCCGを行いました。

大船ブリッジセンターではより多くの方々にブリッジの楽しさを知ってレベルアップをしながら継続して頂く

ために各種の講習会を実施しています。大勢の方々が講習会を卒業してウィークリーゲーム・競技会・IMP な

どに参加して大船ブリッジセンターを支えてくださっています。今回初めての試みで講習会を卒業された方々

の交流も兼ねてランチタイムを挟んでの【卒業生の集い】を行いました。23 ペアの参加がありとても好評に終

わりました。

♥♥午前E-Wの優勝ペア♥♥ ♥♥午後の優勝チーム♥♥

浅井孝 様 山田菊子 様 黒川篤 様 黒川和子 様 武内茂和 様 島田厚夫 様

大澤尚子 様 助川徳子 様

お弁当つきでした。

カードを持つ顔は皆真剣!!

誰でも参加できる海外試合

以前の大船 News で、アメリカで行われているナショナルの競技会の様子を

ご案内しました。今回は毎年夏に香港で行われている香港インターシティを

ご紹介します。今年は 8 月 11 日(水)から 8 月 15 日(日)の 5 日間に渡って行

われました。丁度日本のお盆の時期に重なったせいか日本から 6 チームが参

加していました。試合方式は横浜インビテーショナルと同じ 10 チームずつ

を 4 つのゾーンに分け上位 2 チームがクオリファイラウンドに進んで行きま

す。その後 4 チーム、決勝ラウンドと進みます。途中で負けるとサイドゲー

ムに参加していきます。会場は九龍半島のチムサッチョイイーストにあるリ

ーガルカオルーンホテルでした。中国本土からの参加チームが多くとても活

気のある雰囲気でした。今年は 10 月には韓国、11 月にはタイのバンコクで

も国際試合が開催されます。同じアジアなどで時差もあまりなく気軽に参加

できると思います。

試合会場

Victory Dinner の様子



♠♥♦♣Thinking Bridge（初級編）♠♥♦♣
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♠: Q2

♥: 1072

♦: QJ876

♣: AK10

♠: J8754 *NN ♠: 1093

♥: KJ83 W E ♥: A64

♦: K2 W E ♦: 95

♣: 95 *SS* ♣: 87643

♠:AK6

♥: Q95

♦: A1043

♣: QJ2

Dealer:E

Vul:NonVul

OL: ♠5

♠♥♦♣どのように Defense しますか West の♠5 のリードにダミーの Q

を Play します。E はこの時♠10 をプレイします。10 は明らかに♠A と K

を否定します。ダミーが勝ってアナーを落とすときはシークエンスを保

証します。もしあなたが J10 と持っていたなら、J とプレイしましょう。

もし 10 とプレイしたならパートナーに J を持っていなと思います。この

10 のプレイはスーツプリファランスではなく、９を持っていることを示

します。２トリック目に、ディクレアラーは♢Q のフィネスをして West

の♢K が勝ちます。West は♥の 3 をリードに East は♥A で勝ち、それから

どうしますか？

♥6 をリターンします。West の小さなスポットカードのリードは♥のスー

ツに興味があることを示します。もし West は♠をリターンして欲しいな

ら♥の高いスポットカードをリードして、♥のカードには興味がない事を

示さなければいけません。このように小さなカードのリードはそのスー

ツに興味がある事を示し、大きなカードのリードはそのスーツに興味が

なくオリジナルリードをリターンして欲しい事を示します。また East

は♥A で勝った後、もし♥を４枚持っているならオリジナル４th ベストを

リターンします（例えば A654 なら 4 をリターン）が、このハンドは３

枚なのでそれを示すために♥6 をリターンします。

もしこのような Agreement が E-W 間でないのなら W は♠をリターンし

てしまい、9 トリック与えて 3NT メイクさせてしまいます。

By Mike Lawrence 2007 年第 12 回 NEC 杯ﾃﾞｨﾘ―ﾌﾞﾘﾃﾝより

♠: Q2

♥: 1072

♦: QJ876

♣: AK10

♠: AJ854 *NN ♠: 1093

♥: J853 W E ♥: A64

♦: K2 W E ♦: 95

♣: 95 *SS* ♣: 87643

♠: K76

♥: KQ9

♦: A1043

♣: QJ2

♠♥♦♣新しい講習会と Weekly のご案内♠♥♦♣

10月からの初めての方対象の講習会が始まります。体験教室を 9/27(月)

と 9/29(木)に実施します。お友達・ご家族をご紹介下さい。その他にも各

種講習会を実施しております。詳細は事務局までお問い合わせ下さい。

１０月から第 1・3 水曜の午後に Weekly Game でイーブンチャンスを実施し

ます。是非、ご参加ください。

♠: Q2

♥: 1072

♦: QJ876

♣: AK10

*NN ♠:1093

W E ♥: A64

W E ♦: 95

*SS* ♣: 87643

Ｗ Ｎ Ｅ Ｓ

P 1NT

P 3NT ALL Pass

Dealer:E

Vul:NonVul

OL: ♠5

♠♥♦♣ 全体のハンド♠♥♦♣

右のハンドの場合、リードした♠

を返して欲しいので♢K で勝った

時は♥の 8 をリードして♥には興味

がない事を示し、リードした♠のリ

ターンを要求します。

ノートランプのディフェンスで[OL スーツをリ

ターンして欲しい時]⇔[新しいスーツを打ち抜きたい時]の区別をスポ

ットカードで示します。小さいカードのリードはそのスーツに興味あ

り、大きいカードのリードはそのスーツに興味なしとなります。

♠♥♦♣ テーマ ♠♥♦♣




