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《 世界女子選手権大会派遣選手選考会に参加して 》 

７月６日（土）・７日（日）の２日間にわたって、長野県諏訪市中央公園ペタンク専用コートに於いて選考会

が開催されました。 

私は同クラブの今泉君子さん、岡山県の木下あけみさんとエン

トリーさせていただきました。埼玉県チームとして佐々木久子

さん、綾部栄子さん、泉恵美子さんの日本選手権常連チーム、

そして東京・神奈川・長野・埼玉混成チームでの小池和子さん

がエントリーし埼玉県からは６名の参加となりました。 

今回の参加は和歌山・京都・愛知･東京なども含め６チームで

したが、世界に夢を持ち、ペタンクが大好きでチャレンジする

ことに意欲的な素晴らしいチームばかりでした。また、県を超

えてのチーム作りをしたところも多く全国の女子ペタンクの

交流が広がっていることを実感させられました。 

試合は１日目、２日目とチーム総当たりのリーグ戦が２回行われました｡結果に遺恨が残らない事や公平である

ことが重視されたと思います。そして体力と集中力、強い精神力とチームワークが国内以上に必要とされ、強豪

チームとの連続試合の過酷さを乗り切るために配慮されていると思いました。 

初日は熱戦の中、なんとか勝ち数を重ね翌日に繋げるられましたが、ジャリのテランへの対応を初日の試合の中

で早く掴んだチームが翌日に本領発揮してくることは間違いなく、２日目がとても大事な試合になると覚悟して

いました。 

翌日の試合では、負けて元々と相手に精一杯向かうという強い力に

押されることがありましたが、自分たちのペタンクをしっかりする

ことが一番だと、三人で心を落ち着かせ乗り切りました。おかげさ

まで優勝という目的地までたどり着きフランスへの切符を頂きまし

た。２位に仲間の埼玉チーム、とてもうれしく思いました。今振り

返り、もっとも強く印象に

残った試合は最終戦の１

０試合目でした。巧みに寄

せた郷間選手、長距離のﾃｲｰﾙをダイレクトに打ちぬく大川選手との１歩

も譲らない互いの攻防は何ともいえず、ペタンクの醍醐味を深く感じま

した。 

ペタンクで其々に自分の夢を持ち互いに共感しあえたら良いな！そし

てその夢を繋げていける沢山の仲間が、もっともっと増えたらと願って

います。ペタンク仲間や支えてくださる方たちの全てに感謝を忘れず、三人で世界に挑戦してきます。 

みなさん応援してくださいね。（井上まち子） 

 世界女子選手権は、１０月４、５、６日にフランスのモントーバンで行われました。日本代表として「井上ま

ち子氏、今泉君子氏、木下あけみ氏」の３名と監督に井上勇司氏が参加することになりました。順調に準備を重
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ねてきたのですが、木下氏が急病で行けなくなり、ポワンテが抜けたため次点の２位チームから佐々木久子氏が

選ばれました。メンバー変更のぎりぎりだったそうですが、佐々木氏も急遽だったので手続きが大変だったと思

いますが、監督の井上勇司氏とともに、別便で参加しました。 

 結果は、日本ペタンク・ブール協会のホームページを見て頂ければ有り難いです。大変惜しい試合を落として

しまって、予選ラウンドは参加４３チーム中２９位でした。ネイションズカップで優勝したモロッコに、１１対

１３で敗戦したのが、残念に思います。しかし、今泉君子氏が参加したシューティングコンテストに於いて、３

２点という高得点もマークし、なんと８位に入りました。日本にとっては初めてのことです。 

 今泉君子氏の談「８位入賞ができ、大変嬉しいです。これもひとえに、一緒に世界大会へ行った方々の応援と

私を支えて下さったまち子さんのお陰と感謝しています。落ち着いていつもの自分で、ボールを投げられたこと

が良かったのかもしれません。世界を相手に前向きな姿勢と自分のプレーをすることで点が伸びたと思います。

結果が残せたことに喜んでいます。これからも、日々努力します。」 

 

《 第１回 県協会部対抗大会 》 

８月１１日(日)に、川本公民館ペタンク特設コートにおいて、第１回県協会部対抗が行なわれました。年間い

ろんな場面で活動している県協会の役員さんだけで、行われる大会です。一般の会員は参加できません。年１回

くらい、苦労している役員だけの大会があってもいいでしょう？という事務局の提案で、実現しました。腕に自

信のある、人ばかりで、部対抗で争います。この大会で、優勝したら発言権が上がるとか、予算が増えるとかメ

リットは全然ないですが、たぶん、理事会でふんぞり返ることは確かでしょう。メンバーの少ない広報部が、不

利かな？と思いきや、部長の中村孝、副部長の泉忠明、部員に和泉恵美子、綾部栄子、雨宮則雄、大山綱秀、塩

田邦彦、滝澤隆の精鋭に対し、審判部、指導部は強大なメンバーを擁し、事務局を含む本部役員は実力だけでな

く、口もうるさい面々ばかり。各部のメンバーを、シングル、ダブルス、トリプルスに分け、リーグ戦で対戦し

ました。 

8 月１１日（日）、連日の猛暑の続く本当に暑いさなか、埼玉県協会の役員と各部の部員による対抗戦が行われました。

会長・副会長・理事長・会計・事務局の本部役員の部、吉澤事業部長率いる事業部、柳澤審判部長率いる審判部、井上まち

子指導部長率いる指導部、中村広報部長率いる広報部のガチンコリーグ戦です。トリプル１試合、ダブルス２試合の３試合

を同時に始めて勝敗を決する対戦方法で行いました。メンバーをどう配置するかで、勝敗が微妙に変わるので、本気で

やると結構楽しめる試合方法です。協会対抗戦に準じて行いました。 

 一般会員は参加できないので、申し訳ない気持ちもありますが、日頃無償で県のペタンクのことに取り組んでいただ

いているので、大会とまで大きくしてないで、自分で自分を慰労するお楽しみの対抗戦としました。このような企画は、

初めてでしたが、各部の名誉がかかっていますが、気楽に試合を行い、飲んで、食べ、ペタンクをして、本来のペタンクの

楽しみ方を味わったように思えます。お酒もOKだったのですが、「飲んだら乗るな！」を、徹底しているので、運転手で飲

めなかった方は、次回に楽しんでください。 

 対抗戦ですので、一応順位が

つきました。結果は以下の通りで

す。 

４勝０敗で、優勝は、広報部  

３勝１敗で、２位は、指導部 

１勝３敗で、３位は、本部役員 

１勝３敗で、４位は、審判部 

１勝３敗で、５位は、事業部 でした。 

 来年は、同じ時期にならないかも知れませんが、また、楽しい対抗戦になるように、１年間協力しましょう。 
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《 第６回 さいたま市ペタンクオープン大会 》 

秋晴れの天気に恵まれ、第６回さいたま市ペタンクオープン大会が、さいたま市大宮体育館の特設ペタンク場

にて行われました。限定３２チームで、予選は１ブロックを４チームとし、８ブロックのリーグ戦で行いました。

予選、決勝トーナメント共に１１点先取で行いました。時間制限無しでした。１時間を超えるようなときには、

残り２メーヌを審判が宣言するという形で、試合を進めました。 

決勝トーナメントには、各予選ブロックの１位、２位、３位、４位をそれぞれ集め、それぞれの順位トーナメ

ントを行って、順位を決めました。その結果、１位から３２位まで順位が決まりました。 

１位ブロックの決勝トーナメントの結果       

優勝 江南サンデーズ       ２位 片柳Ｄ          ３位  川本レディース 

中村 孝、宮城 修一、清水 葉子  山名 富喜、沖 忠男、綾部 栄子     柴田 つね、吉田 茂子、渡辺 真由美 

 

 

 

 

 

 

 

４位  片柳Ａ                    予選の様子           定着したホットピンクのユニフォーム 

吉川 静男、林 信夫、畠中 安美  

さいたま市では、毎年講習会を開いて、少しずつ会員を増やしています。この大会も、初めて大会参加の方もい

て、全員が最低５試合して帰れるように、工夫した運営でした。順位はすべて付くようにしていたのですが、そ

れぞれに順位賞を用意して頂き、有り難いものだと感心しました。 

上位入賞の副賞は、北川辺町の新米でした。勝利の味は格別だったと思います。 

《 第７回 加須ペタンク交流会 》 

 秋晴れの空の下、爽やかな風も吹き、適当に雲もでてきて日差しを遮ってくれ、残暑に飽き飽きしていた選手

としては、「すごく気持ちの良いペタンク日和になった。」と喜びながら、９月２２日（土）に加須市民体育館の

陸上競技場で、第７回加須市ペタンク交流会が開催されました。 

 はじめの抽選が大変だったのですが、参加した９０名が恒例のうどん名のチームに振り分けられ、今年は加須

ジュニア（大松亮太、大松風太、岩崎 涼）はシニアと同等にチームを組んで、試合に臨みました。上平ペタン

ク協会の笹生侑希くんは普通に大人と組んで試合をしました。ジュニアの育成に力を入れている加須ペタンク協

会や上平ペタンク協会の意気込みも伝わる大会になりました。大会は、整然と楽しく行なわれました。 

予選ブロックは４チームのリーグ戦で１１点先取。予選 1位と２位が決勝トーナメントに進出。予選３位と４位

がお楽しみリーグに進出。決勝トーナメント入賞者とお楽しみリーグの１位が表彰されました。 
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この大会は、個人参加で、当日の抽選でトリプレットのメンバーが決まる大変ユニークな交流大会です。年１

回、こんな大会があってもいいですよね。

普段は敵として戦っている他の倶楽部チ

ームのメンバーと、チームメイトになっ

て供にペタンクを楽しむのは、大変意義

深いことではないでしょうか。いつも負

けているので、憎らしい人と思っていた

人とチームメイトになって、いっしょに

試合をしてみると人柄が良いなあと考え

直すこともあるでしょう。また、上手な

人と組めて、今まで知らなかったことや

できなかったことのアドバイスをもらえ

ることもあるでしょう。さらに、戦力や

戦術、駆け引きの仕方・考え方などのヒ

ントも見つけられます。結構、良いことずくめの交流会です。また、

うどんの街、加須市の誇りにかけて、賞品がうどん、参加賞のお昼も

うどん！今年度は、都合で県協会が運営してくれましたが、採算を度

外視して、年に一度、加須市ペタンク協会が心を込めたおもてなしを

してくれました。 

県事務局、事業部の皆さん、ありがとう。 秋の１日、たのしいペ

タンク、いつもと違う仲間

で、真剣なペタンクが、繰

り広げられました。 

大会結果は、次のようです 

 偶然にあつまった○○うどんチームが、勝ち上がるためには、実力

も必要ですが、気持ちよく、互いに励まし合いながら、カバーすると

ころはカバーし、頼るところは頼るチームワークが大切でした。入賞 

したチームは、そのチームワークが良かったです。 

  

優勝 鍋焼きうどん 

  山田広幸、大埜集一、山名冨喜 

  ←（左写真） 

２位 ちくわ天うどん 

  並木義彦、鈴木富子、新井文夫 

          （右写真）→ 

３位 冷やしたぬきうどん 

梶谷泰彦、柴田つね、吉田利雄 

  ←（左写真） 

３位 味噌煮込みうどん 

清水英央、大谷耕作、樋口紀典 

           （右写真）→ 
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《 第２８回日本ペタンク選手権大会 》 

 日本選手権は、山梨県甲府市の小瀬運動公園で、１０月１２日（土）・

１３日（日）に行なわれました。ご存じの通り、埼玉県女子は、Ａチーム

が３連覇を達成し、Ｅチームが３位、Ｃチームが５位になる大進撃で、大

活躍をしました。その他のチームですが、埼玉県から女子は５チーム、男

子４チームが参加しました。女子はＡＢＣＥ、男子はＢＤが決勝トーナメ

ントに進出しています。それぞれの予選の試合結果と決勝トーナメントの

結果は、日本ペタンク・ブール協会のＨＰを是非ごらんください。 

 ここでは、入賞したチームの皆さんからコメントをいただき、会長や理事長からの喜びの言葉は忘年会にいた

だき、誌面では１８号に載せます。 

日本選手権を終えて  今泉君子 

やった～！３連覇達成！世界選手権を終えて３日後

の日本選手権でしたので、絶対チームに迷惑を掛け

られないと、強く心に誓い健康面と怪我に注意し望

みました。お蔭様で三人のチームワークが良く、優

勝することが出来て大変嬉しいです。試合の途中に

苦しい場面が幾度かありましたが、前向きな姿勢で

｢どんなことがあっても最後まで諦めない」と言う気

持ちを忘れずに、乗り切ることが出来ました。やは

り、試合はポアンテがゲームを作り、ティールで流

れを変え、ミリュウでポイントを決める。この役割

を一人、一人が出来た為、勝利に繋がりました。向かってくる相手のプレッシャーに勝ち、お互いに信頼し合う

ことで良いプレーも生まれ、３連覇と言う輝かしい目標を、達成できたのだと思っています。又、｢自分の役割

をしっかり出来さえすれば、必ず優勝できるよ。｣ と言った勇司さんの言葉を強く心に言い聞かせて頑張った

結果、女神が微笑んでくれました。応援をして頂いた皆様とチームメイトに感謝致します。そしてこれからも、

大切な仲間と技術向上し、４連覇を目標に努力します。応援有難うございました。 

日本選手権 大澤廣美 

当日は、自分の役割を果たすことだけを考えていました。非力な私にとって、皆様の応援と、チームメイトの井

上さん今泉さんに助けられ、優勝することが出来ました。これからも、色々な大会に出られるよう練習します。 

有り難うございました。 

日本選手権大会に参加して坂戸ペタンク協会  髙橋よし子 

第 28 回日本ペタンク選手権大会に出場し、幸いにも 3 位に入賞することができ

ました。数年前に始めたばかりの初心者の私が、大先輩である柴田さん、吉田さ

んのお誘いを受け、ご迷惑をおかけしてはと心配しましたが、周囲からの励まし

もあり、頑張る決意を致しました。埼玉県予選を含め、一緒に練習する機会は沢

山ありましたが、大会が近づくにつれて不安は大きくなるばかりでした。山梨大

会本番にはそのような不安と心配を抱えながら臨みました。試合では先輩お二人についていくよう努力はしまし

たが、思うようにいかないことも多々あり、改めてテランの見方や自分の投球の未熟さを感じました。それでも、

皆さんの応援してくださる声に力をいただきながら最後まで頑張ることが出来ました。貴重な経験をさせていた

だいたチームメイトの柴田さん、吉田さんご姉妹やいろいろ気遣っていただいた先輩諸氏や仲間たちに感謝申し

上げます。これからも、ペタンクを楽しみ、練習に励みたいと思います。ありがとうございました。                  
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第 28 回日本選手権大会に出場して 吉田茂子 

 私たち埼玉女子Ｅチーム（柴田つね、高橋よし子、吉田茂子）は、とにかく予選だけは通過したいという気持

ちで臨みました。1 日目は、予選を 2 勝 1 敗で１位通過し、何とか目的を達成することができました。決勝トー

ナメント 1 回戦も何とか勝って 2 日目に残ることができました。2 日目の第１試合は、兵庫Ｃのとても若いチー

ムで緊張しましたが、3 人で粘って行こうと決めて、１３：１１の逆転で勝つことができました。皆様の応援も

あり、よい結果を得ることができました。ここまできたからには、あとひと踏ん張り頑張るぞということで、愛

知Ｃに臨み、９点で優勢だったのを逆転され、11 点まで取られ、我慢して追いつき 11：11、最後に髙橋さんの

ミラクルなティールで近接の相手のボールをはねのけ、柴田さんのさらにミラクルな寄せで 2点目を取って、逆

転勝ちをしました。我慢して粘った戦いで 3位という結果が出せ、本当にうれしく、夢のようです。これもひと

えに、よい仲間に恵まれ、また、皆様の応援のお陰です。ありがとうございました。 

日本選手権山梨大会を終わって 柴田つね 

大会前日、山梨入りし、コートの探索をしました。学校の運動場のように感じ、投げてみると平坦だと思ったら、

小さな起伏が隠れていたり難しさもありました。これは、腰を低くして、ドゥミポルテで行こうと思いました。

目標は、予選突破！はやる気持ちを抑えて、3人で誓い合いました。試合当日、予選は、初戦山梨Ｄと当たり５：

１１で落としてしまいました。そこで目が覚め、1 戦 1 戦、目の前の敵を倒すという「強い心」で挑みました。

苦しい戦いが続来ましたが、「力まず、怯まず、焦らず」とお題目のように唱えて静かに闘志を燃やし、攻めの

姿勢に転じ田結果、予選の 2 戦目、3 戦目を勝ち、予選 1 位で突破することができました。決勝の 1 回戦は予選

で戦った栃木チーム、2 回目の対戦は、楽に勝たせてもらえなかったですが、次第に戦いのリズムが生まれ、息

のあった試合運びができ、１３：９で勝てました。決勝 2 回戦の兵庫Ｃに１３：１１の粘り勝ち、3 回戦の愛知

Ｃにも１３：１１の粘り勝ちをおさめ、気がつけばベスト 4以内を確定していました。うれしさがこみ上げ、ヤ

ッター！！準決勝では岡山Ｂチームに 2：13 であっけなく負けてしまったものの、全力投球し、潔く戦い、残っ

たものは爽快感のみでした。真に楽しい試合だと実感しました。 最後に応援、アドバイス、いろいろ気遣いを

して下さった埼玉県の仲間たち、本当に有り難うございました。心よりお礼申し上げます。 

 

《 第 24 回三郷市レディースペタンク大会開催 》 

平成２５年１０月２０日(日)８時２０分より標記の大会が、三郷公園ペタンク専用コートにおいて開催されました。今回

は、従来の６月大会を１０月に移動した初めての大会でしたが、幸い２４チームの参加者により行われました。     

ただ非常に残念だったのが、天候が数日前より急変し、開会式のころより降り出した雨がとうとう本降りとなり、最悪

のコンデションとなったため、やむなく午前の予選ブロック３ゲームで打ち切ることとなりました。遠方岩手県より参

加された方をはじめ各選手は、雨にもめげず最後まで頑張ってくれました。 

なお、成績は下記の通りでした。大会を支えてくれた男性スタッフおよび有志の方々に心よりお礼を申し上げます。 

優 勝   なでしこＩ＆Ｋ（坂戸市）  泉 恵美子 小池 良子 組 

準優勝   チーム NDB ２（千葉県）  轟 嘉代子 横山 慶子 組 

第３位   悠遊 ポニョ（三郷市）   大滝みち子 雨宮 義子 組 

第４位   ジャジャレディ（岩手県）  阿部 妙子 鈴木サク子 組 

 

 

 

 

 

なでしこＩ＆Ｋ       チーム NDB ２       悠遊 ポニョ       ジャジャレディ 


