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《 第２５回水郷みさとオープンペタンク大会   》 

 平成２６年４月１３日(日)、好天のもと標記の大会が、新緑の三郷公園特設コートにおいて開催されました。岩

手・新潟・千葉・東京と地元埼玉県より精鋭４８チームが集結し、夕方６時近くまで熱戦を繰り広げた結果、地元三

郷市の「三郷ウルフ」チームが、坂戸市の「龍神」チームを退け、三郷市に久々の栄冠をもたらせました。寺岡選

手は、朝からの７ゲームは、かなり疲れたが優勝できて感激ですと。比護選手は、「よくやった」と自分を褒めて

やりたいと、また岡永選手は、毎日コツコツと練習してきたのが報われたと皆の祝福の中で喜びのコメントを戴

きました。最後まで応援を続けた三郷市の面々が盛り上がったのは言うまでもありません。多数の参加を戴きま

した各位に心よりお礼申し上げます。なお下記のチームが上位入賞を果たしました。      （担当；雨宮） 

 

優 勝  三郷ウルフ  （三郷市）寺岡 哲男  岡永三佐男  比護 善男 

第２位  龍 神     （坂戸市）小池 良子  泉  忠明  泉 恵美子 

第３位  アインガング （東京都）郷間亜由美  郷間 直樹  小池 和子 

第４位  新座こぶし  （新座・三郷）清水 紀男 清水 千里  沖  永吉   

 

第５位  モンソレイユ （東京都） 溝口 菊男  加藤 英男  伊藤 広治 

     成田明笑会Ａ （千葉県） 日暮  淑  野口喜一郎  飯崎 忠雄 

     カルフール  （千葉県） 戸松 篤司  成島  博  佐瀬 泰夫 

     カルフール２ （千葉県） 戸松とし子  石井 絹代  武田 健男  

優 勝 三郷ウルフ                   第２位 龍 神  

 

 

 

 

 

 

 

 

第３位  アインガング                  第４位     新座こぶし 
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《 第 7 回 さくら草杯シニアオープン大会 》 

平成26年 4月 20日（日）第 7回さくら草杯大会が大里郡寄居町かわ

せみグラウンド（埼玉県立「川の博物館」となりで開催されました。参加

資格は６０歳以上との制限あり、全国ベテラン大会の埼玉版ということ

になります。何しろペタンクは、今や 60 歳以上の方々が主体になってい

ますから、６０歳以上の皆さんの大会がもっと必要かもしれません。 

肌寒い天候となり、最高でも１６℃程度になったのでしょうか？ 試合は、

ダウンなどを着込んだ４０チームが参加して４５分制限で行われました。 

開会式では、前年度優勝の坂戸城山Ａチームより優勝杯の返還、８０歳以上の奈

良さん、笠原さんが表彰を受けました。 

８時４５分より予選ブロックの試合が開始され、「川の博物館」の大きな水車をバ

ックに白熱した試合が繰り広げられました。河原でバーベキューをしている焼き肉

の匂いが気になる頃には、予選ブロックも終了し、決勝トーナメントに進出する各

ブロック上位２チームが決定しました。 

お昼休みを挟んで、男女別にティールコンテストが行われました。 

男子の成績                       女子の成績 

１位 今井幸治（秩父）  

本戦で優勝してからあとで言います。 

２位 江森敏夫（上尾） 

３位 吉田利雄（上尾） 

１位 鈴木典子（三郷） 

ティールしたことないのに,チームメ

イトに出ろと言われて、まぐれです。 

左から②吉田、①今井、③江森選手  ２位 大野一恵（秩父）            左から②大野、①鈴木、③尾形選手 

                                ３位 尾形信子（上尾） 

今大会の審判員は、今泉君子審判長、大澤広美審判員、森信介審判員の３名

でした。肌寒い中、長時間ありがとうございました。 

順調に決勝トーナメントも進み、決勝戦はなんと秩父大沼同士の決戦となりま

した。３位決定戦は秩父諏訪ＶＳ和銅黒谷Ａの対戦でした。 

大会が終わってみれば、なんとベスト４が秩父チームでした。 おそるべし秩

父！！ 

決勝戦、３位決定戦ともに、シーソゲームとなり、優勝は９-５で大沼Ａ、３位決定

戦は６－５秩父諏訪が勝利しました。 

優勝 大沼Ａ（大埜集市、今井幸治、小崎秀行）       準優勝 大沼Ｃ（新井文夫、大野一恵、水戸部忠平） 

優勝コメント 

今日のこの日を忘れな

いようにします（今井さん

より） 
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３位 秩父諏訪（浅見恒夫、太幡実、市川仁）       ４位 和銅黒谷Ａ（市川重夫、佐藤多右エ門、坂本冨美子） 

事業部の皆さん、準備と運営ありがと

うございました。 

広報部員の感想ですが、第 3 位に

なった秩父諏訪のチームは、1 日７～8

時間練習をしているそうです。ティー

ルの練習もしているようで、そのうち

に、県内の有力チームに駆け上がって

くることでしょう。練習の積み重ねで、急速に力を付けてきた訳ですね。「練習

は嘘をつかない。」という井上理事長の言葉を思い出しますね。                               （担当； 森 ） 

 

《 第 19 回川本オープンペタンク大会 》 

今回の川本オープンペタンク大会は川本ペタンククラブが設立して 20 周年の記念大会になりました。 

川本ペタンククラブの皆さんのこれまでのお付き合いが伺えるように、栃木、神奈川、千葉、山梨、東京、長

野、新潟、群馬、静岡、そして埼玉のペタンクの精鋭達が川本名物砂利テランにも関わらず一般の部６７のチー

ム、ジュニアの部５名が集まり盛大に開催されました。 

要項の表紙にもあるようにクラブの 20 年の歩みを感じさせる表紙になっています。 この人は誰って・・・ 

 

月日：平成２６年４月２９日（火）昭和の日 

場所：深谷市菅沼川本公民館 おまつり広場 

参加チーム数：68 チーム  ジュニア５名 

審判員：井上まち子審判長、高橋憲次さん、大埜集一さん 

主催：川本ペタンククラブ   

後援：埼玉県ペタンク連盟 

 

開会式では中西会長から 20 年の歩みと、打倒川本から各クラブの技術が

向上し、挑戦者川本になりつつあり、もっと頑張っていかなければならな

いとの今の気持ちを述べられました。来賓には、小島進深谷市長が出席さ

れ、群馬富岡製糸場と縁の深い渋沢栄一ゆかりのまち・深谷について熱く

語られました。そして、前年度優勝の川本Ｃ組より優勝杯の返還がありま

した。 

天候に恵まれた予選は、４５分の時間制限で開始されました。荒川の流

れが聞こえるかのようなのどかな景観に、ティールが当たっているいい音

が響いています。 

4 チームのリーグ戦で、予選リーグ 3 試合が、砂利テランで苦戦してい

るチームもあれば、砂利をものともせず、思ったところに寄せ、寄った相

手をティールして熱戦や接戦が、繰り広げられました。しかし、お昼前に

は各組上位２チームの決勝トーナメント進出が決定しました。予選第 1 試

合で、決勝トーナメントの位置をあらかじめくじ引きしていたのが、時間短縮になりました。 
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川本大会の特徴は、なんと言ってもその

おもてなしの良さだろう。参加費 1000 円

で、参加賞の卵が1パック。お昼のお弁当、

温かいみそ汁付き。入賞者にトロフィーと

副賞、決勝トーナメントや重忠杯上位者に

副賞が出ています。赤字ではないでしょう

が、参加費のほとんどを選手に還元し、そ

の姿勢は 19 年ずっと変っていない。それ

が、埼玉の県主催大会や支部大会の見本と

なっている。参加する選手と共に、気持ちよくペタンクを楽しむ大会運営は、川本から広がって行ったと言って

も過言ではない。砂利にこだわっているのも、本場のテランを模して本格派を目指しているからだ。 

 また、審判長の井上まち子氏のルール説明は、大変、簡潔で的確であった。今まで、参加したどの大会よりも

聞きやすく、わかりやすかった。それだけでなく、大会全体を通じて、やりやすい雰囲気を作っていたように思

う。川本大会を陰で支えるスタッフやジュリの皆さんの大会運営の高い経験値がそれを裏付けているのだろう。 

 春風爽やかな 1日は、トーナメントの進行とともに過ぎていった。準決勝は、きじ丸ダンディーズ対川本Ｂで、 

11 対 5。スバルＣ対愛川かわせみが、11 対４。それぞれ前者が勝利し、決勝戦を迎えた。 

------------------------------≪  成  績  発  表  ≫--------------------------------- 

■決勝戦の試合経過■ 

得点表のとおり一進一退の攻防が序盤から続き、９メーヌま

ではどちらが勝利するのか分からない状況でした。きじ丸ダン

ディーズの寄せのぶれで投げきり、１０メーヌにスバルＣが２

点を取って抜け出すかと思われた。１１メームに、スバルがラ

ストボールを入れるも投げきり、きじ丸ダンディーズに好機が

訪れた。それを逃さずティールカロして２点目、ここで決める

ぞと３人の意気込みが功を奏してみごと４点ゲットし、息詰ま

る決勝戦に終止符を打つ。きじ丸ダンディーズの初優勝だった。 

 

優勝 きじ丸ダンディーズ （中村孝、宮城修一、泉忠明）    

優勝コメント やっと優勝できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準優勝スバルＣ          ３位 川本Ｂ           ４位 愛川かわせみ 

（落合幸矢、岡部弘、高田行進）   （渡邊真由美、坂幸宣、山田広幸）  （高木行美、箱石拓也、高木姫代子） 
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-------------ジュニアの成績-------------- 

優勝：矢澤翼（写真中央） 

準優勝：地頭江大志  ３位：笹生侑希  ４位：高橋一慈  ５位：佐藤雅稔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般の部が県内外から６７チーム、県の支部大会としては盛大な大会である。しかし、ジュニアの部が５名の

参加にとどまった。ジュニアの部はシングルスで行なうしかなかった。２年前からジュニアの部に力を入れてい

る埼玉県ペタンク連盟では、ジュニアの参加が少ないのを残念に思いまがらも、ジュニアの部のテランは本部前

のメインテランで準備していました。如何にジュニア育成に力を入れているかが伺えます。ジュニアを要する支

部・クラブの皆さん、数少ないジュニア大会に、ぜひ面倒を見て参加させてください。 （担当；森、中村） 

 

《 第 19 回 ペタンクジャパンオープン ～埼玉県勢大健闘～ 》 

 第 19 回ペタンクジャパンオープンが兵庫県淡路市の 5月 3日～5日、ゴール

デンウィークのまっただ中で、兵庫県淡路市の東浦サンパーク「ペタンク特設

コート」で行なわれた、第 19 回ぺタンクジャパンオープンで、埼玉県勢が、ダ

ブルスの部、トリプルスの部で優勝しました。ダブルスの部優勝、加藤英男（寄

居）・近藤紀孝（岡山）組でした。加藤氏は、ペタンクのランキング大会を全国

に飛び回って参加し、男子のランキングポイント１７８点で、17 位の強豪です。

トリプルスでも 9位に入っています。今後の活躍が期待されます。   

 トリプルスの部では、井上まち子（川本）、今泉君子（川本）、木下あけみ（岡

山）組が、女子 3人で初優勝しました。並み居る強豪を抑えての優勝は、とて

も輝かしいものがあります。埼玉県のペタンカーは流石と感心していることで

しょう。様々な大会で県内のペタンカーは、この勢いで続きたいですね。 

 優勝した皆様、おめでとうございました。細かい内容は、日本ペタンクブー

ル連盟の HP で見てください。井上まち子、今泉君子組は、ダブルスでも第 6

位になったそうです。すごいですね。  

井上まち子さんは次のようにコメントしました。「日本選手権は男女別の大会で、女子のチャンピオンになっ

ています。ジャパンオープンは男女混合で行なわれるオープン大会です。名実ともにトリプルスとダブルスとで

日本チャンピオンとなる大会なので、ねらっていたタイトルで、大変うれしいそうです。 

女子 3人のチームが優勝したのは史上初めてだそうです。」「ヤッタね！」と今泉

君子さんとともに笑顔でインタビューに答えてくれました。観戦した方に聞いてみ

ると、決勝戦は、まさにペタンクといういい試合だったそうです。ビュットに寄っ

たら、それを打つ。打たれても続けて寄せる。さらに打ちに行き、はずしたら併せ

て寄せる。など、試合の駆け引きが聞いていてわかるような醍醐味のある試合だっ

たようです。そんな試合を目指したいですね。 ダブルス Bトーナメントでは、佐々

木久子、綾部栄子組が 3位になったそうです。                  （担当；泉え、中村） 
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《 第 4 回 Ｓａｋａｄｏ Ｃｕｐ 》 

 5 月 11 日（日）の晴天に恵まれた初夏の日差しの中、腕自慢が集まる男女別ダブルスの春の祭典 「第 4 回

Sakado Cup」が開催された。毎年雨天に悩まされていた坂戸市ペタンク協会のスタッフは、雨を心配することも

なく、心地よい春風の吹く高麗川ふるさと広場に、男子 48 組、女子 38 組、総勢 172 名が参加して、盛大に行わ

れた。開会式では、埼玉県ペタンク連盟井上理事長の「皆様仲良くペタンクを楽しみましょう」のご挨拶をいた

だいた。そして、H26 年度より坂戸市ペタンク協会の会長となった高橋憲次氏より、晴天への感謝と今後のご協

力とご支援のお願いの挨拶があった。泉忠明氏、牛嶋英康氏の 2名が審判を務めた。審判長の泉氏より、本日は

特にマナーを重視し、「ゲーム中の待機場所はビュットとサークルの間に立たない。選手がサークルに入ったら、

動かないこと。話をしないこと。」守れるようで、つい忘れがちなことですが、大会後、審判長に伺ったら「皆

さん良く守ってプレーしていました。」とのことでした。  （担当：泉え、中村） 

 今年の Sakado Cup ではサプライズプレゼントがありました。女子ダブルス大会が 3 年続き、その後男女別の

大会になり今年で 7 年目。ラッキーセブンとして、決勝トーナメントに進出したチーム全員にスタッフと同じ T

シャツのプレゼントがありました。午後には日差しがきつすぎて熱中症の心配も出てきましたが、４０分＋１メ

ーヌで試合は順調に進み、午後３時台には準決勝に進行していました。大会の上位入賞者は以下のチームでした。 

男子 

優 勝 スバル B ：     準優勝 三球黒田: 

 岡部 弘、落合 幸矢    斎藤 好友、清水 紀男       3  位 片柳 A：佐東 眞悟、橋本 徹 

 

 

 

 

 

 

   女子 

3 位 チーム Olaf：           優 勝  川本ﾚﾃﾞｨｰｽ C ：        準優勝  チーム Elsa ： 

三橋 勉、小沢 一男            大澤 廣美、今泉 君子            友野 憲子、小沢 洋子 

 

 

 

 

 

 

  

 3  位  川本ﾚﾃﾞｨｰｽ B ：         3  位  川本ﾚﾃﾞｨｰｽ D ：  

清水 葉子、清水 恭子             興津 里子、井上 まち子 

入賞した皆さん。大変おめでとうございまし

た。ティールやポワンテの安定した技術は、

準決勝や決勝を見ていた人には大変参考に

なったと思います。 

 さわやかな季節に、この大会で再会できる

ことを誓って、解散しました。 


