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《 ２０１４年年頭の挨拶 》     埼玉県協会理事長  井上 勇司  

月日の過ぎるのは早いもので、少し大袈裟かも知れませんが、あっという間

の一年だったように感じています。埼玉の会員の皆さんは、自分自身では気付

いてはいないでしょうが、以前より大変ペタンクの技術も向上し、試合も上手く

なりました。私の優勝の頻度が大変少なくなった事を考えると、嬉しくもあり、

また悲しくもあります。 

２０１３年度はジュニアの育成と各部会の充実に取り組んでまいりましたが、多

くの方々の御協力を得まして、なんとか少しづつですが意識付けができたよう

に感じております。今後は、今迄に築き上げてきたものを土台にして、発展させる事が出来ればと思っています。 

次年度に向けての具体策案 

◇行政機関へ、生涯スポーツと健康寿命の対象としてペタンクの普及をはたらきかける。 

◇選手育成の観点から国際交流を図る。（たとえばベトナム、フランスなど） 

◇各部会事業の質を高めるための研究を進める。 

以上の様な事を実現していく事は、簡単な事ではなく、多くの人たちの協力なくしては出来る事ではありません。

よく話し合ったうえで、実行して行きたいと思っています。 

兎も角、ペタンクを楽しみながら事業活動を行なって、今後も皆さんと歩んでいければと思います。                                 

   《 ２０１３年世界女子選手権の余談 》   広報部長  中村 孝 

埼玉県協会では、将来のペタンク人口の減少を危惧し、ペタンク界の発展

にはジュニアの育成が急務であると考え、ジュニア選手の開拓、育成と強化

に、県協会指導部や各支部協会が乗り出し、昨年はジュニア選手のため大会

が、県内で数回開催されました。しかし、埼玉県のジュニアは、全部で十名余

しかいません。なぜ、増えないのでしょうか。ペタンクの知名度や県協会の活

動不足だけでなく、私は、頂点が低い事もあるのではないかと感じています。

フランスのマスターズの試合は見事で、わ

くわくします。私達の仲間で、観客をうならせ

る試合をする選手がどのくらいいるでしょう

か。日本に頂点を極めた選手がいたら、憧れ

て周りは放って置かないと思います。しかし、

埼玉には頂点に近い人は数人います。例えば、

昨年フランスで行なわれた世界女子選手権に、

表彰式 シューティング８位 今泉氏 日本代表として参加した、井上まち子氏、今泉君子氏、佐々木久子氏です。結果は、

２９位でしたが、試合内容はあと少しだったのです。そして、シューティングでは、今泉君子氏がベスト８に輝きました。

埼玉女子は、日本選手権で４連覇しています。技術を身につけ、実力アップを目指す皆さん、彼女たちは指導部や選

手会で活動し、講習会を行なっています。是非、指導を受けて、真似してください。皆さんの求めているペタンク技術

や戦術のヒントを与えてくれます。私も頑張りますから、皆さんも是非、手本にできる選手を見つけて頂点を目指し

高め合いましょう。ペタンクは、カーリングより、手軽で、誰もが楽しめるスポーツなのですから。 

発行者：埼玉県ペタンク協会 

企画・編集：広報部（中村） 
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県内外のペタンク愛好者をつなぐ 
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《 ２013 年フランス人講師招聘ペタンク実技講習会および強化合宿 》 

 「2０１３年フランス人講師招聘ペタンク

実技講習会」が１１月３０日に、「２０１３年フ

ランス人講師招聘ペタンク強化合宿」が

１１月３０日、１２月１日に、共に深谷会場（深

谷市の川本公民館おまつり広場）で行

なわれた。 

講師として来日したのは、FFPJP フラ

ンスペタンク・プロヴァンサル連盟公認指導員（DTN）の Jean-Yves PERONNET（ジャン・イブ・ペロネ）氏と、同連盟公認

指導員のＯｌｉｖｉｅｒ ＡＴＺＥＮＩ（オリビエ・アトゼニ）氏でした。ペロネ氏は、中年の理論的な講師で、アトゼニ氏は、まだ現

役の選手でした。 

実技講習会：「ペタンク競技に関する質の高い指導を受け、日本における技術

向上を図るため、フランスより優秀な講師を招聘し講習会を開催する」目的で実

施された。ペタンクを少しでも上手くなりたいと感じている県内外のペタンカー

が多数集まった。ペロネ氏とアトゼニ氏が、参加者を２グループに別れて、ポワン

テの仕方、ティールの仕方を１人１人投げ方を見て、良くないところなどを指摘し、

指導してくれた。説明は丁寧で、実技を示しながら教えてくれた。ポワンテの技

術でポルテが一番難しく、埼玉の参加者はできている人が多いが、もっと、どん

どん質問をしろ、おとなしすぎると言われた。いくつかの練習方法を教えてもらい、あっという間に時間になってし

まった。基本が、きちっとできることが如何に

大切かを教わった。 

強化合宿：「ペタンク技術の向上と国際大会で

活躍できる優秀な選手を育成するため、フラン

スからコーチを招聘し強化合宿を開催する」目

的で実施された。県内外から、多数の選手が集

まり、より高いレベルの技術を身につけようと

熱心に質問していた。指導内容は、例えば、アトリエを設定して、１０対１１で相手は投げきり、自分が２球持っている状

況で、自分が３点取らねば負ける場面。それをどう攻めていくか。左上写真は、それをこう攻めていくと説明してい

るところ。右の写真は、攻め方をティールと決めて、投球しているところ。この合宿で、特に強調されたのは、投球ま

での１分の間に、最も良い方法から最も悪い方法まで何通りもの

対処方法を考え、どうするかチームで考え、話し合って決めたら

それを実現する技能と精神力を持てということでした。 

一流の選手は、一瞬にしてい

ろいろなパターンを読み、リスク

を捨て、ベストの方法を選ぶと

ペロネが語っていました。そして、

それができるように、普段から、

足りない技術を身につける努力

強化合宿に参加した埼玉県協会の皆さんと共に  をするのだと、この強化合宿と実技

講習会を通して、強く語っていました。ものの上手ほど、地道に努力し、プロほど謙虚であると実感しました。 

最後に、熱心に通訳を行なってくれた、オリビエさん、バージュ・ジャン・ ルイさん、バージュ・美智子さん、ありが

とうございました。                                  （担当：中村） 
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《 第２回城西健康市民大学ペタンク講座を開催 》 

平成２５年９月２８日（土）午前９時３０分～１２時３０分、坂戸市城山ペタンク愛好会専用コートに於いて、第２回城西健

康市民大学ペタンク講座が、埼玉県ペタンク協会指導部員（７名）、地域指導員・補助員（１０名）の協力により、受講者

２５名の参加を得て、秋晴れの晴天の下で行われました。 

薬学部上田秀雄準教授の開講のご挨拶に続き、井上まち子指導 

部長の指導のもと、基本的な投球方法、ゲームの進め方を指導部 

員の実演を交えて、分かり易く解説されました。 

２回目となる今回の講座では、模擬ゲームを進める中で、ルー 

ル違反を見つけては、答えを指摘する方式の指導に、受講者は楽 

しみながら考えていました。また、受講者がとても積極的に質問す 

るなど、ペタンクに対する意識の高さを感じました。 

その後、５ブロックに分かれて１ブロック４チームによるリーグ戦を 

時間制限を設けて行いました。勝負ともなると、ブロック優勝を勝ち取ろうとする意気込みが、どのチームにも出

て、暑さを忘れて熱心に、集中して試合に取り組んでいました。 

結果を井上指導部長より発表され、勝敗に拘わらず拍手が飛び交い、皆さんの笑顔がとても楽しい一日を物

語っていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、試合に参加して頂きました加藤事務長の「理由などなくペタンクは楽しかった！」のご挨拶で閉講とな

りました。有り難うございました。                         （担当；泉 恵美子） 

  講座を体験した皆さんが、ご近所でペタンクをする仲間を募り、クラブが出来て、今後の生涯スポーツとして健康 

 管理に利用して頂ければ、本当に講座が活きたことになります。是非、一人でも始めて欲しいです。 
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 《 ねんりんピックよさこい高知２０１３大会に参加して 》  山名 富喜 

１０月２６・２７日に、ねんりんピックよさこい高知 2013 ペタン

ク交流会に参加し、埼玉県代表で良かったとしみじみ思いました。 

埼玉県協会の組織力、役員の方々の無欲の意思を大きく感じました。

代表決定から出発までの期間、煩わしい事務手続きから解放され、練

習に没頭できました。会場に入れば、「おはようございます」と挨拶

したあと、何処からですか？「埼玉です」「埼玉さんか・・・埼玉さ

んは強いからなあ」とくる。日本選手権で優勝・３位・５位と上位を

占めたチームを讃えての話である。気分は上々、この上ない気持ちと

なるが、私にはプレッシャーとなって覆い被さることになる。テランは前日までの雨にもかかわらず、手入れが行

き届いたすばらしいコートとなっていた。普段は野球場として、山砂混じりのグランドで中心を境に、両端にやや

傾斜するコート設定となっていた。前日まで降っていた雨のために、転がりを殺されるので、力加減が難しいグラ

ンドの状況になっていた。７１チームの参加で、１８ブロックに別れ、埼玉県チームは高知Ｄ、広島市、新潟県と

対戦する Jブロックだった。 

予選リーグ初戦は、新潟県の女性３人のチームだった。経験年数が浅く、相手がサークルに入って投球体勢に入

っているのに、わざと動くようみえる選手たちで不快だったが、交流戦だと思い直し、割り切った気持ちで試合を

進めたのが、功を奏して１１：５で勝利した。第２戦は、地元の高知Ｄチームである。立ち上がりの４メーヌまで

０：７の一方的なゲーム展開となっていた。自チームの誰が悪いでもなく、それなりに責務を果たしているので、

流れが相手にいっていて、このままではずるずるといってしまうような気がして、焦りを感じた。我がチームは４

人登録である。流れを変えるために、選手交代で望みをつないだ。思い切

った選手交代が的中して、勝利の女神が微笑み、一挙に５点を取り、次の

メーヌも３点で一挙に逆転。１１対８で勝利し、この勝利で決勝トーナメ

ント出場の権利を得た。「ありがとうございました」と相手チームと互いの

戦いを気持ちよく讃え合った。第３戦は、広島市チームである。中国方面

のチームは強いと心して戦うも、８：１１で敗れた。Ｊブロック１位は広

島市、２位は埼玉県となったが、ゲームのあやで負けたと思った。埼玉チ

ームは２位上がりのためくじ運によってはカドラージュ戦に入ってしまう

場合もあったが、くじの袋からでた手が、黄金の右手に見えた。「白の６番」３戦目に戦った広島市のチームとの

再戦と決まった。予選の戦いを反省し、整理して明日の戦いに備えた。決勝トーナメント１回戦。昨日敗れた相手

なのか？と疑われるような手応えの無さ。１３：０の「倍返し」の一戦だった。２回戦はティールのないチームで、

寄せチーム神奈川である。与し易しと思って対戦した。５：５の６メーヌ目で、ビュットアウトの４点を追加し、

相手の戦意を喪失させて１３：５で勝利した。３回戦は準々決勝である。我がチームの作戦通じず、１１：１３で

鳥取のチームに敗れた。  

ベスト８の５位で表彰されたが、修行不足であることを痛感した。 帰ってきて振り返ると、感謝の念でいっぱ

いである。埼玉県代表のチームメイトのみんな、「ありがとう」。同行してくださった井上理事長はじめ吉澤事業部

長、「ありがとうございました」。埼玉から高知に向かって応援してくれたみんな！「応援ありがとう」。今日から

始まる明日に向かって、来年はでられないけど・・・頑張ることを誓う。           

《 第７回江南オープンペタンク大会 》 

１１月３日(日）、文化の日に、第７回江南オープンペタンク大会が開催されました。予報では雨も心配されましたが何

とか一日降らずに済みました。大会が終わってから、降り出した雨は、誰かのくやし涙だったのか、優勝した「みらい」

の歓喜の涙だったのか。シニアの部５８チーム、ジュニアの部４チームが参加し、４５分の時間制限があってあわただし
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い試合進行でした。参加選手たちは、秋は日が短いことを知っていて、制限の中で楽しく試合をしていたと思いまし

た。 

 ジュニアチームは、４チームしか参加出来ませんでしたが、埼玉

県や近県のジュニアの育成に、少しは貢献できたと感じています。

ジュニアは、４チームのリーグ戦を午前１回、午後１回の２回行ない、

引き分けありで、その勝敗、直接対決、得失点で順位を決めました。 

結果は以下の通り。（右写真は、ジュニアの部 参加者の写真） 

優勝 秩父ジュニア  坂本 陽那太、内田 天刀  

２位 川本ジュニア   地頭江 大志、高橋 一慈 

３位 てんゆう    森  天、笹生 侑希 

４位 ミニこいのぼり 大松 風太、岩崎 涼 

シニアの試合結果は次の通りです。おめでとうございました。 

踊る埴輪杯 優勝 みらい      ２位 大沼Ａ            ３位  川本ダンディーズ 

吉澤  誠、吉澤 君代、平田  清   今井富美子、大埜 集市、石橋 和子     井上 勇司、宇野 一郎、山田 広幸 

マロン杯 優勝 ノックアウト       ２位 スバルＢ                      ３位  三峯山  

飯島法衛、清水紀男、清水千里、前田 稔  正田浩史、吉田一夫、吉田滝雄     大幡菊男、大幡 実、浅見恒夫 

 

《 第 7 回三芳町オープンペタンク大会 》 

第７回三芳町オープンペタンク大会が、１１月１６日（土）の晩秋の武蔵野に、県内外から４８チームが参加し、参加賞が

名物のサツマイモですが、優勝賞品のもっとたくさんのサツマイモを目指して、熱き戦いが繰り広げられました。 

日が暮れるのが早いので、１１点先取の４５分の時間制限で行われました。天候にも恵まれて試合は順調に進み、決

勝トーナメントには２４チームが進みました。 

今秋は雨が多かったぶん、地面がやや湿っていて、乾いているときよりもテランはブールの跡が付き易く、ブレー

キがかかったり、イレギュラーしたり、トリッキーな変化に選手が戸惑ったり、苦しんだりしていました。その中で、テラ

ンの状況を上手くつかんで、試合を進めていたチームが勝ち上がりました。ベスト８に入ってくるチームは、やはりポ

ワンテがしっかりしているチームでした。 

 決勝は、準々決勝、準決勝を１１：０で制してきた坂戸スリジェ（市村喜美男、稲垣政英、塩田邦彦）組と、準々決勝でス

バルをぎりぎりのところで下して勢いがつき、準決勝を１１：１で制した江南サタデーズ（中村 孝、中村敦子、佐々木
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久子）組の戦いになりました。 

 ファニーで勝ち上がった坂戸スリジュの圧勝かと思われていましたが、なんと坂戸スリジェのポワンテが決まら

ず、ティールもラッフルで相手チームのブールの上や脇をかすめていき、寄らず当たらずの１メーヌ目で５点を江南

サタデーズが先制しました。２メーヌ目も江南サタデーズが３点を連取、３メーヌ目も立て続けに４点を取って、１１：０

で江南サタデーズが優勝を飾った。江南サタデーズの中村敦子と佐々木久子の両氏は、「普段の練習の成果が出

て大変嬉しい。３人の役割がきちんとできて、試合を組み立てられたのが勝因だ」と喜んでいました。 

優勝 江南サタデーズ              2 位 坂戸スリジュ                     3 位 川本Ｂ 

佐々木久子、中村 孝、中村 敦子    塩田 邦彦、稲垣 政英、市村喜美男     今泉 君子、清水 葉子、清水 恭子 

《 第７回川本オープン 夫婦大会 》 

第７回川本オープン夫婦大会が、11 月 23 日、勤労感謝の日の土曜日に、川本ペタンク大会、通称川本夫婦大会

が、晴天に恵まれ、風も穏やかな埼玉県立深谷はばたき特別支援学校（旧川本高校）校庭で行われました。参加資

格は、戸籍上夫婦および事実上夫婦であること。もちろん日本だからダブルス。予選は４チーム１ブロックのリー

グ戦。１１点先取で行いました。上位２チームが決勝トーナメントに進出。 

 会場は、前回まで川本おまつり広場の砂利テランから、今回の特別支援学校の校庭に変更になった。一見、平ら

で易しげなテランでしたが、小砂利が適当にあり、トリッキーに変化するし、転がりが速くて力加減の調節に手間

取るテランでした。ティールもダイレクトでないと当たりづらく、意外に難しいテランだったようです。昨年度の

上位チームは、予選で姿を消してしまいました。夫婦の愛が薄れ、絆が細くなったのか？いずれにしても、勝利の

女神に気に入られるくらい強い絆で結ばれた熱々のチームが決勝戦に進出しました。 

 決勝戦は、水仙組とピザハウスＡとの対戦となりました。見事、初優勝を飾ったのは、水仙組；バージュ・ジャ

ン・ルイとバージュ美智子夫妻でした。11 対 4 での勝利でした。おめでとうございます。 

優勝 水仙組           2 位 ピザハウスＡ        ３位  だいこくやんち 

バージュ美智子 ﾊﾞｰｼﾞｭｼﾞｬﾝﾙｲ    神谷 勝 神谷よし子        森 恵美子 森 信介  

特別賞  ベストドレッサー賞 陽東Ｔ２；中川 光雄、中川 真由美 

       ベストカップル賞  みくりや；吉永 文夫、吉永 孝子 

        おしどり賞  ピザハウスＢ；渡辺 英二、渡辺  良、 みらい；吉澤 誠、吉澤 君代  

《 第３回審判・ルール勉強会 》 

11 月 9 日、9時から 12 時までの 3時間、審判部の柳澤Ａ級審判員、今泉Ａ級審判員、中西Ｂ級審判員による

講習は、回を重ねるほどに充実したものになってきています。参加者は 25 名でした。 
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柳澤部長から、1問１答で、参加者全員に聞いていく。こういう時審判はどう判定するの？ どう選手に答えたら

いいの? 改めて迫られると、普段ならすっと答えられるのに、指名されて聞かれると「頭が真っ白になって、返答

できなくなってしまう」、どぎまぎした答えで、滞ってしまうＣ級審判員。しかし、現場ではとっさの判断が求めら

れる。審判として、試合を眺める。どういう位置にいて、どう動くのか。自分ならこうするという確たる判断を持

っていないと、大会コントロールができないということを、丁寧に、繰り返し教えてもらった。選手から◎◎だか

らと苦情を言われたら、しばらくとどまって、見る。見た事実を元に警告を出す。警告を出したら、しばらく張り

付いて見る。選手の監視の方法や審判としての意識の持ち方、深いなあ・・・。 

是非、参加してみてください。参加しないと損だな！そう思いました。試合じゃないから、優先度が低いようで

すが、ルールの上で試合をするのですよね。そのルールに精通することは、プレーヤーとしてもプラスであること

に間違いはない。次回は２月９日 9時～13 時で、川本公民館です。                  （担当；中村） 

《 第６回コバトン杯クリスマスペタンク大会 》 

冬晴れの１２月１５日（日）深谷市菅沼地区内のおまつり広場（旧川本おまつり

広場）の砂利テランに於いて、大会はクラス別に行なわれました。日が暮れる

のが早いので、40 分の時間制限、同点の場合は 1 メーヌ延長としました。 

シニアの部；18 歳から男子 65 歳未満、女子は 60 歳未満 ダブルス 

 32 チームが参加、4 チームの予選ブロック総当たりで上位 2 チームが  

決         決勝トーナメントに進出。 

スーパーシニアの部；男子 65 歳以上、女子 60 歳以上 ダブルス 

 12 チームが参加、6 チームの予選ブロック総当たりで、上位 2 チームが決勝トーナメントに進出 

ジュニアの部；18 歳未満 6 人が参加 シングルスの総当たり 

シニアの部                              優勝 ； 片柳Ｈ・Ｗ 

橋本 徹、渡辺 行宏 

 2 位 ； 川本パンジー 

山田 広幸、興津 里子 

 3 位 ； 川本エース 

稲垣 政英、柴田 つね 

スーパーシニアの部                          優勝 ； 城山ベル 

並木 義彦、綾部 栄子 

2 位 ； 上尾アッピー 

江森 敏夫、白沢マスイ 

3 位 ； 片柳Ｍ・Ｍ 

森 輝雄、森田 治 

ジュニアの部 

優勝 ； 岩崎 涼      

2 位 ； 笹生侑希 

3 位 ； 地頭江大志 

ジュニアの部は、参加６人の総当たりだった。

練習量が少ないせいか、経験年数は試合結果

には関係がなかった。地道に練習を重ねないと、始めたばかりの選手

に勝ちを持って行かれる良い見本になった試合だった。寄せとティー

ル以外に、場面を判断してどう攻めるかという戦術が必要だと強く感じた。     （担当；中村） 



彩の国ペタンク通信 第１８号                                      ２０１４年 １月２６日発行 

- 8 - 

 

《 第１回 越生ペタンク交流会 》 

年の暮れも押し迫った１２月２９日(日)、越生町にある「ニュ

ーサンピア埼玉おごせ」のペタンクコートで、越生ペタンク交

流会が行われました。ニューサンピアの相談役の加藤さんが、

ダイヤモンドカップのペタンクの試合を偶然見て、ペタンクに

興味を持ち、自分のホテルの空いている土地にコートが作れ

るのではないかと考えて、コート作りを高橋指導部副部長に

相談して来ました。そこで、越生町のことなので、越生ペタン

ククラブの河野孝さんを窓口にして、取り組んでもらいまし

た。一応できあがったので、交流会をして使い勝手をペタン

ク愛好者から聞いてみたいということで、交流会になりまし

た。越生町ペタンク協会と越生町ペタンククラブの皆さんが協力して準備してくれました。 

交流会は、越生町と坂戸市のペタンク愛好者を中心に声を

かけ、井上理事長や指導部や広報部にも来てもらい、3６名の

仲間が集まりました。3 人一組のチーム分けをして、トリプルス

の試合を行ないました。午後から始めたので、3試合がせいぜ

いでしたが、楽しい交流会になりました。 

 まだまだ整備が必要ですが、西部地域の 1 つの拠点にはな

ると思います。越生の皆さんには、協力して大事に会場を育て

て頂きたいと思いました。特に夏は、日陰になり涼しいのでは

ないかと想像されます。また 

、機会があれば春にでも寄せてもらいたいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 広報部からのお知らせ 》 

広報部では、部員を募集しています。最低でも各クラブ 1名の部員を作って欲しいと考えています。 

部員としての役割は、 

①自分のクラブで主催する大会の原稿と写真を分担する。（補助は要請があればつきます） 

  ②自分が住んでいる地域（埼玉県を、北部、秩父、西部、南部、東部、さいたま市の６つに分ける）の大会、講習 

会、選手会等の行事の取材を行なう。または、補助をする。 

  ③広報誌の編集活動を分担して、発行まで助け合う。   などが主な役割です。 

 興味がある人は、是非、下記にご連絡ください。 

  広報部部長 中村 孝 携帯０９０５８２４１５９０ 連絡はショートメールでお願いします。 


