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《２０１２年の取り組み》     埼玉県ペタンク協会事業部長  吉澤 誠 

 いよいよ爽やかなペタンク大会ができる季節になってきました。 

会員の皆様が、「楽しかった」と思える中身のある大会を企画するため、下記の事業部一同、一丸となって頑張ってい

きたいと思っています。 

 事業部のメンバー  吉澤 誠  西谷 武  山田 広幸  高鳥 宣正  清水 紀男  

  〔敬称略〕     斉藤 勲  岩瀬 和夫  吉田 利雄  沖 忠男  大埜 集市 

以上 10 名のメンバーで、県協会開催大会の運営を行い、より楽しくペタンクをしてもらうために、より良い企画をした

いと思っています。 

 また、各支部協会・クラブの協会員の皆様が、大勢参加して頂き、大会を盛り上げて欲しいと思います。たとえば、最

後まで全選手が残って試合ができる企画を予定しています。そして、寂しい決勝戦にしないように、表彰式を讃えあ

えるように、企画を工夫していきたいと考えています。 

 事業部が、企画運営する大会は、次の 6つです： 

 6 月 コバトン杯ダブルス大会 ジュニア、シニア、スーパーシニア（女性 65 歳以上） 

 7 月 第 2７回日本選手権大会埼玉予選会 各支部協会・クラブから、多くのチームが 

    チャレンジしてください。 

 ８月 彩の国さいたまオープン大会 たくさんの参加を待っています。 

 8 月 秩父元気村夏合宿 昨年は開催出来ませんでしたが、24 年度はいろんな 

    試合を組み、バラエティのある企画をします。ご期待ください。コテージでは 

    多くのメンバーと交流を深めて楽しく語って、夜はお風呂で、宴会でもペタンク談義で盛り上がりましょう。 

25 年 1 月 フェデレーションカップ 寒中の大会ですが、皆様が楽しめる大会にします。 

    3 月 県協会クラブ対抗大会 昨年より多くのチームが参加して頂くことを願います。楽しく交流しながら 

      試合を行い、各支部協会・クラブの名誉にかけて優勝を目指して頑張ってください。  

 

 事業部では、それぞれの大会を企画するときに、必ず前回を振り返って、話し合いを行なっています。参加した会員

の生の声を反映し、よりよく楽しめる大会を目指していますので、ご意見やご要望がありましたら事業部メンバーまた

は各協会・クラブの理事にお話しください。よろしくお願い致します。 

 本年度も、張り切って活動します。会員の皆様、今年一年、健康に気をつけながら、ペタンクを楽しみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行者：埼玉県ペタンク協会 

企画・編集：広報部（中村） 

Tel・Fax: 048-536-6939 

omoikkirifatoj3@nexyzbb.ne.jp

VOL ８
県内外のペタンク愛好者をつなぐ 

～ ペタンク講習会のご案内 ～ 

 

私達、埼玉県ペタンク協会では、正しいペタンクのルールやマナー、試合方法を理解して頂き、実際

にやってみよう！と考える人を増やし、バックアップして行きたいと思っております。県協会指導部で

は、県内の各市町村に指導者を派遣して講習会を開いています。お気軽に下記までご連絡ください。 

 

連絡先： 〒369-1105 埼玉県深谷市本田 128－2 

             指導部部長 井上まち子 TEL：048-583-5115  Fax：048-583-5330 
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第 23 回水郷みさとオープンペタンク大会開催 

 

４月１日（日曜日）、９時より三郷公園内ペタンク専用コートにおいて、岩手・新潟・栃木・群馬・山梨・千葉・東京・神奈川・

埼玉県より５２チームの精鋭が集まり第２３回水郷みさとオープンペタンク大会が開催されました。 

開会式では、三郷市ペタンク協会会長の奈良の挨拶に続き、２月に急逝された故堀田忠男氏（三郷支部）に対し全

員で黙祷を捧げました。堀田氏は、３０年もの長きにわたりペタンクに情熱を注ぎ、幾多の大会で優秀な戦績を上げた

ばかりか、埼玉県および三郷市のペタンク発展に貢献し、かつ三郷市ペタンク協会の会長も務められました。 

大会当日は、好天にも恵まれ、和気藹々のなかでも真剣に、最後まで勝敗が判らないほどの接戦が、たくさんの

試合で展開されました。その結果、下記のチームが入賞致しました。 

なお、今回は締め切り前に定員を超え、大会事務局から８チームほどお断りしなければなりませんでした。大会事

務局としては「大変申し訳ない」と恐縮しておりましたので、この場をお借りし再度お詫び申しあげます。 

優 勝  ガニエ（東京都）     小成 裕之・加藤 英男・山沢 宣行 

準優勝  坂戸城山（埼玉県）    並木 義彦・泉 忠明・泉 恵美子 

第３位   埼玉カトレア（埼玉県）  松田美保子・中村 大二・比護 善夫 

第４位   愛川町ＴＴＫ（神奈川県） 高木 行美・高木姫代子・熊坂 明美     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 年間行事計画について ～ 

埼玉県ペタンク協会の平成 24 年度総会が、4 月 7 日（土）、上尾市で行なわれました。詳しい議事の

内容については、各支部・クラブの理事からお話を伺ってください。県協会の総会で決定しました年間

行事計画を事務局から入手致しましたので、読者の皆様にご紹介致します。3ページに平成 24 年度 4月

～7 月まで、4 ページに 8 月～11 月まで掲載しました。12 月～3 月分については、彩の国ペタンク通信

第 9号に掲載致しますので、お待ちください。 

３・４ページは、引き抜いて使用出来ますので、読者の皆さんの予定表としてご利用ください。 
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《第５回さくら草杯ペタンク大会の結果》 

4月 8日に、60歳以上を対象にしたベテラン大会である「さくら草杯ペタンク大会」が、深谷市の川本公民館前のお

まつり広場において、開催されました。4 月 8 日は花祭りの日になっていますが、いろんな地域で、お祭りやら地域の

会合があって、参加者は 29 チームでした。普段の大会の参加者の様子を見ると、48 チームくらい参加するのではと

予想していたので、埼玉県ペタンク協会が主催する平成 24 年度初の大会だったので、少し寂しかった大会でもありま

した。毎回、事業部の皆さんは、限られた予算の中で工夫され、温かいもてなしをしてくれるので、1 日気持ちよく楽し

めるのは、ありがたいことです。また、参加者の皆さんにも差し入れをしてもらって、茶菓の彩りを添えて頂きました。

本当にお気持ちがありがたいです。みんなが盛り上げようとする気持ちが伝わる良い大会でした。 

 春がなかなか訪れるのが遅かった今春ですが、流石に 4 月 8 日になれば、桜も３分咲きになり、穏やかな日和の中

で、「我こそはベテランの優である」と自信を持った精鋭 29 チームが集いました。 

 予選は4チームリーグ戦で、上位2チームが、決勝トーナメントに参加しました。予選では、まだまだ砂利のテランに

慣れずに悪戦苦闘する選手もいますが、なかなかどうして、毎日練習している成果を十分発揮して、砂利テランを克

服しながら、ティールをしたり、ビブロの寄せを出したり、歓声を上げながら、楽しんで試合をしていました。 

 決勝トーナメントは 16 チームが上がりました。決勝トーナメントでは、毎試合テランが変る中で、悪戦苦闘しながらも、

よくテランを読んでいい投球を見せたチーム、誰かが調子が上がらなくても、我慢して仲間が支え、チームワークよ

く、試合を進めたチームが、勝ち上がっていったように見えました。午後は少々肌寒い風が吹く中で、熱戦を制したの

は、三郷市ペタンク協会の三郷№２（河部耕喜、岩瀬和夫、岡永三佐男）でした。おめでとうございました。河部会長に

は久しぶりのタイトルだったようです。上位入賞者は、下記のようになりました。皆さんおめでとうございました。来年

も健康に留意して、是非ご参加ください。県協会並びに大会役員全員がお待ちしております。 

 

写真左から、優勝 三郷№２（岩瀬和夫・河部耕喜・岡永三佐男） 同中左 ２位 片柳Ｂ（吉崎喜一・林 信男・綾部栄子） 

写真中右   ３位 川本Ａ（中西明夫・宇野一郎・柴田つね）      同右 ４位 片柳Ｄ（森田 治・橋本洋子・山名富喜） 

《第 11 回愛川オープンペタンク大会の埼玉県チームの結果》 

4月22日（日）に、行なわれた第11回愛川オープンペタンク大会で、埼玉県から6チームが参加しました。22日は午

後から雨が予想され、朝からどんより曇っていましたが、風力1から2の風が吹き、風が肌寒くて冬の服装をしたくなる

ような気温でした。多くの選手はウインドブレーカーやダウンのベストを着て、体力を低下させないような服装で試合

を始めました。テランは、河川敷のため砂が多く混じった砂壌土で、１４ｍの長辺が川に向かっているため傾斜が有り、

「上り」と「下り」差が大きいＡテランとやや小さいＢテランができ、さらに河川敷なので上流側から下流側に少し傾斜

をして、川に向かえば「フックし」、岸に向かえば「スライス」するテランでした。基本的に平坦なテランなので、曲がりを

つかめばデュミポルテで距離感は取りやすく、ポルテでは割と止まりやすい攻略のしやすいテランでした。が、その

ために、寄せの強いチームが相手だと苦戦するようでした。またティールも地面を食って行けるので、ラインが出せる

とティールが当たりやすく、自分の展開に替えることが容易なテランだったと思います。 

 参加チームが 60 チームと多く、1 ブロック 4 チームの予選ブロックから 1 位と 2 位の 30 チームが決勝トーナメント

に進みました。埼玉から参加したチームは、次の 6チームでした。 
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①きじ丸＆ダンディーズ：宮城修一・泉 忠明・中村 孝  ④川本Ａ：井上勇司・柳澤直利・渡部真由美 

②チャコリンズ：佐々木久子・泉 恵美子・綾部栄子   ⑤川本Ｂ：大澤廣美・井上まち子・今泉君子 

 ③坂戸桜柳：稲垣政英・高橋憲次・山名富喜       ⑥川本Ｃ：清水葉子・興津里子・山田広幸 

 それぞれのブロックで、熱戦を行い、

健闘しましたが、このうち、①②④⑤⑥

の 5 チームが決勝トーナメントに上がり

ました。午後になって更に気温が下がっ

たようで、一時霧雨が降ってきました

が、何とか 3時頃まで雨が降らずに、戦

うことが出来ました。試合が進みベスト

4 に、①きじ丸＆ダンディーズと②チャ

コリンズが残り、きじ丸＆ダンディーズ

は準決勝で健闘するもののチームゴテンバ：佐藤武夫・佐藤優光・小成裕之チームに阻まれ5対 11で敗退、3位に入賞

しました。②チャコリンズは、甲府陣馬：千野恒夫・小澤一男・佐藤保次チームと特設砂利テランで対戦し、熱戦の末、時

間切れで優勢勝ちを修め、決勝に進出。チームゴテンバと、特設砂利テランで対戦、惜敗しました。チャコリンズは、「7

月の日本選手権予選に向けて、チームとしての良い調整ができている。」と準優勝の喜びの中にも、大きな目標に向

かって、次のことを考えていました。なお、川本Ｃがベスト 8でした。 

《第 1７回川本オープンペタンク大会の結果》 

4 月 29 日の第１７回川本オープンペタンク大会は、25 度を超える暑さの中、63 チームの参加で行なわれました。結果

は、「トトロのパパ」チーム（知見寺 美和・知見寺 武・小松 真美；長野県諏訪市）が、「パスティス」チーム（吉本 幸雄・

小成 裕之・佐野 裕二；高知・東京・岡山）を１１：２と大差で抑えて優勝しました。おめでとうございました。準決勝まで、

砂利テランをつかんだポワンテと正確なティ－ルで他を圧倒してきたパスティスでしたが、さすがは昨年のアジア大

会ジュニアの部準優勝チームのメンバーの知見寺美和さん、小松真美さんを有するトトロのパパが、砂利テランに対し

てまったく苦にせず、寄せられればティールで仕掛けて、状況を有利にし、終始優勢のまま最終メーヌは、パスティス

にブールを使い切らせて優勝しました。知見寺 武さんの１／２の確率の３０ｃｍにつけるポワンテも素晴らしかったです。

知見寺美和さん、小松真美さんの小学校中学年からやっている 10 年のキャリアが見せる、美しいフォームは、私達中

高年には見習うべきものがあると思いました。やはり、精度の高いポワンテとティールのできるチームは強い！ 

写真左  優勝  「トトロのパパ」チーム 知見寺 美和・知見寺 武・小松 真美（長野県諏訪市） 

写真中左 第 2位 「パスティス」チーム 吉本 幸雄・木成 裕之・佐野 裕二（高知・東京・岡山） 

写真中右 第 3位 「川本レディース」チーム 清水 葉子・興津 里子・今泉 君子（埼玉県川本） 

写真右  第 4位 「御殿場」チーム 佐藤優光・高橋洋助・佐藤武夫（静岡県御殿場市） 

 なお、予選リーグ 3位、4 位チームで争われた重忠杯と白鳥杯の結果は、次の通りでした： 

重忠杯優勝 「ひまわり」チーム 若林ミツ・宮﨑公雄・小寺クニミ ： さいたま市 

重忠杯 2位 「チャレンジャー」チーム 吉澤 誠・関 栄・平田 清 ： 埼玉県三芳町 

白鳥杯優勝 「プレジール」チーム 箱石康子・箱石拓也・高橋伸一 ： 神奈川県 

白鳥杯 2位 「上尾ペタンクＡ」チーム 榎本里子・吉田利雄・吉田喜美子 ： 埼玉県上尾市 

 次の大会に向けて、砂利テランを克服するために、選手の皆さん、しっかりした投球術を身につけましょう。 

 
準優勝 チャコリンズ 

佐々木久子、泉 恵美子、綾部栄子 

3 位 きじ丸＆ダンディーズ 

宮城修一、泉 忠明、中村 孝






