
彩の国ペタンク通信 第２２号                                       ２０１４年 ７月１３日発行 

- 1 - 

 

 

 

《 熊谷市ペタンク講習会 》 

平成 26 年 5 月 22 日（木）13 時から、初心者向けの熊谷市ペタンク

講習会が熊谷市江南グランドにて開催されました。 

熊谷市江南公民館主催による講習会は昨年に続き 2回目となり、公民

館行事の一環として「健康いきいき学級・健康いきいき学級おやじ組」

で募集をかけたところ 22 名の参加がありました。 

指導には、埼玉県ペタンク連盟指導部が当たりました。井上指導部長

はじめ１０名が指導にあたり、江南ペタンククラブの面々にもお手伝い

をいただき、コートを 5面張り、ルーレットとドゥミポルテの習用にバ

ーを設置しました。講習会開始にあたり、江南公民館長と井上指導部長

の挨拶があり、続いて、山名指導員の準備体操を行ないました。 

次に指導員によるゲームの実演をしました。井上指導部長が、説明を

交えながら試合を進行していきました。握り方、マーキング、控えの立ち

位置、試合の作戦等を詳しく実演の中で分かりやすく説明して、ティール

が当たると参加者は驚きの声をあげていました。 

次に、実技を行ないました。22 名を 5 つのグループ（チーム）に分け

ました。最初にルーレットでバーの下を通す練習をしました。注意点は、

低く構えて投げること。ボールは手

のひらで水をすくうように持ち、鷲

掴みしないように気をつけること。続いて、ドゥミポルテで、バーの上を通

す練習をしました。注意点は、大きく腕を振ること。それぞれ 10 分ずつ練

習したあと学んだルーレットとドゥミポルテのゲームをしました。 

ゲームは、ルーレットとドゥミポルテの得意な方の投げ方で、６ｍ先の５

０cm の円に入ると２点、その外円に入ると１点という具合に 1人 2球で３回

なげて、得点を競いました。指導員も自分の担当チームが１位になるよう真剣に、かつ楽しく教えていました。 

次に、ラッフルティールとダイレクトティールの投げ方を練習し、その後にティールゲームをしました。６ｍ

離れた直径１ｍの円内に６個ボールを置いて、ティールして外に出します。「どんなティールでもいいですよ。

力強く投げてくださいね。」と井上指導部長の激が飛びます。当たると指導員と参加者がハイタッチして成功を

喜び合って、和やかに講習が続き、いい雰囲気でした。 

講習の最後には、試合を行いました。スタッフが１人入り、寄せる人

（ポワントゥール）とティールをする人（ティルール）を参加者の方々

に担当してもらい、スタッフが助ける形（ミリュー）になりました。練

習と試合では力加減が違い、練習では寄っていたのに、試合ではオーバ

ーしたり、弱くなったりと参加者の方々は苦労していました。3時間ほ

どの講習会でしたが、参加者全員が笑顔で楽しめ、喜んでいただき、大

成功に終わりました。最後に全員で集合写真を撮りました。  
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〈参加者からの感想〉 

・思っていたより、奥が深いですね。でも楽しかったです。 

・失敗しても、ほめられていいんですかね。うれしかったです。 

・試合では腕に力がはいり、思ったように投げられませんでした。 

〈指導員より〉 

・ 声をかけながらなので喉がガラガラになったが、楽しそうに講習してもらいうれしかったです。 

・ 自分も初心に戻り、基本を振り返ることが、出来ました。              （担当；森） ました。                              

《 ねんりんピック埼玉県予選会開催 代表決定 》 

5 月 24 日(土）に第 27 回ねんりんピック栃木２０１４ペタンク埼玉県予選会が上尾市小泉氷川山公園のペタンク特設

コートに於いて行なわれました。天候に恵まれすぎて、熱中症を心配し

てしまうくらいに日差しが強く、気温が上がりました。その中を 36 チー

ムの選手が集まり、熱戦を繰り広げました。大会は、時間無制限 11 点先

取で、4 チームを 1 ブロックとし、リーグ戦で 1 位のチームと、2 位チー

ムのうち 2 チームを足きりして、16 チームを決勝トーナメントに進出さ

せました。順位決定は勝率、直接対決、得失点の順で行なわれました。

審判長は、中村孝。審判員は綾部栄子、若井安雄。ジュリは高橋憲次、

中村 孝、沖忠 男で行ないました。 

試合は、順調に進みました。テランは相当乾いていてよく走るので、寄せが難しく、寄せのミスが相手に得点をあた

える試合展開でした。流石に腕自慢が集まった予選会、狭いところに入ってくる妙技を見せる場面が随所にありまし

た。それをティールする選手も多く見かけ、ねんりんピックも寄せだけで勝てる時代は過ぎたと実感しました。 

決勝戦は、川本 B チーム（中西明夫、清水英夫、柴田つね）と、

こぶし（清水紀男、清水千里、加藤英男）の対戦となりました。ど

ちらも歴戦の勇士、ハードな戦いが予想されましたが、期待通り、

追いつ追われつの手に汗握る試合となりました。決勝戦だけは

13点先取。地面のアンジュレーションが微妙に影響するテラン。上

り側でこぶしが得点したら、下り側で川本Bが得点するように、メ

ーヌごとに得点を取り合い、序盤は川本が有利に展開、中盤は

徐々にこぶしが盛り返し逆転、終盤は川本が追いついて逆転。最

終メーヌの 1 つ前のメーヌでは、こぶしが投げきり、川本は 3 球残しの状況。あと 1 点で優勝する 12 点の場面、こぶし

のベストボールをティールせず、3 球の寄せが下りで流れて 12 点止まり。次のメーヌが最終メーヌ。川本 B チームが 1

球目の寄せに失敗、そこを見逃さずこぶしがべた寄せ。川本がティールを試みて成功するも、ビュットの位置が動き、

ベストボールはこぶしのまま。川本の攻撃は失敗、防御

の寄せは、距離を残し失敗気味で投げきり。こぶしがそ

れに寄せきって1３点目。逆転の1３対 1２でこぶし優勝。代

表権を獲得しました。 

この大会で、終始投球が光っていたのは、優勝した清

水千里さんの寄せでした。投げるボールがほとんど３０ｃ

ｍ以内、運も味方に付けての寄せの一投が、有利な試合

展開を進められたのだと感じています。頑張りすぎて試

合後、腱鞘炎になってしまったと聞きましたが、埼玉県代

表として本戦でも頑張ってもらいたい。 （担当：中村） 
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《 ねんりんピックさいたま市予選会開催 代表決定 》 

平成 26年 5月 25日（日）好天に恵まれ、大宮体育館ゲートボール場において 12 チームの参加で「ねんりんピック」

の予選会を兼ねて、第８回さいたま市ぺタンク大会を開催しました。 

当日は他の事業と重なり、今までで最も少ない参加チームでの開催となり

ました。しかし、参加者は少なくとも、目標は「ねんりんピック埼玉市代表を勝ち

取る」こと。和気あいあいの中にも、各チームとも闘志を燃やし、総力を持って

競い合って終了しました。 

代表となった選手は、綿貫千恵子さん、高崎愛子さん、豊増孝志さんの３名で

した。 

今年のさいたま市ねんりん代表選手には、ペタンクを初めて１年に満たない

人もおります。一見簡単そうに見えるペタンクは、奥が深いスポーツですので、ねんりんピックの本大会で、１年目の選

手には決勝トーナメントに進出するのは難しいとは思います。どうなる事やら不安だらけですが、３人は今後出来るだ

け強敵の出る大会に参加し経験を積みながら練習に励み、何とか３人で力を合わせて決勝トーナメント進出を目標に、

10 月の本大会までに多くの大会に参加して経験を積み、本大会臨みたいと思います。応援よろしくお願いします。                         

（担当；宮﨑、中村） 

《 日本ペタンク選手権大会埼玉県予選会 》 

「日本選手権よりも過酷な予選会かもしれない。」と

参加した選手からそうささやかれ続けている、「埼玉

県予選」が終りました。県内の競技ペタンクを目指す

腕自慢たちが集合して、埼玉県の女子と男子の代表

を決める試合が行なわれた 2 日間をレポートします。 

現状では、昨年度3連覇で優勝した井上まち子さん、

今泉君子さん、大澤廣美さんの 3 人は、招待として参加するので、このチームは

予選会に出ていません。男女ともに予選会参加第 1 位が代表として決定している

だけですが、県連盟から、さらに第 2，第 3、第 4 代表の申請が出され、昨年と同じ

であれば 8月末には、第 2 代表以降の出場が決定されると思います。 

取りあえず、予選会で 4 位までになったチームを紹介致します。 

女子は、12チームがエントリーして、2日間で全チームが対戦するリーグ戦を行

なって順位を決める方式をとりました。1 日目は 7 試合、2 日目は４試合を行なっ

て、勝ち数、直接対決、得失点差で順位を決めました。 

女子 

第 1 位 チームＡＫＳ 戦績 10 勝 1 敗                    第 2 位 チャコリンズ 戦績 10 勝 1 敗 

中村敦子、清水恭子、菅原成子                       佐々木久子、泉 恵美子、綾部栄子 

清水談「絶好調ではなかったですが、誰か

が悪くても 1球でカバーでき、チームワーク

が良かったです。昨年の予選会に、負けたチ

ームに雪辱できて良かったです。初日から

10 連勝は出来過ぎでした。代表として頑張

ります。」 

佐々木談「初日に一敗したけど、代表に残れ
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るように頑張りました。昨年以上の成績が出せるように、頑張ります。」 

第３位 秩父原谷Ｅ 戦績７勝４敗                第４位 埼玉Ｎ．Ｋ．Ｙ 戦績７勝４敗 

 坂本邦子、浅見ミヨ子、入戸野肇子                 吉澤君代、小池良子、根岸照子 

坂本談「信じられない気持ち

でいっぱいです。毎日の練習の

成果が出たと思って素直に喜び

ます。代表で出場できたら、秩父

の代表として頑張ってきます。」 

吉澤談「あの一敗、あのとき

のあのメーヌが、心残りです。期

待して待ちます。」 

 男子は、19 チームがエントリーしました。数が多いので、1 次リーグ 10 チームと 9 チームの 2 つのリーグに分け、

総当たりをして 9 試合または 8 試合を行なって、各リーグ上位 6 位までを 2 次リーグにあげました。2 次リーグは、1

次リーグ 1 位通過はシードとして分け、1 次リーグ突破した残り 10 チームを抽選で 4 チームずつの 3 つのリーグに分

け、3試合を行ない、上位 2チームずつを決勝リーグにあげました。決勝リーグは、2次リーグ突破した 6チームを、抽

選でリーグ戦の位置を決めて、総当たりで 5 試合行なって、代表を決めた。男子の予選は、1 日目は 1 次リーグを行な

って、2 次リーグ進出 12 チームを決め、2 次リーグの対戦者抽選まで行ないました。2 日目は、2 次リーグを行ない、1

位と 2 位のチームで、抽選をし、決勝リーグの抽選をして、昼食とし、昼食後決勝リーグを行なって、勝ち数、直接対決、

得失点差で順位を決めました。 

男子第１位 きじ丸＆ダンディーズ 決勝リーグ戦績 ４勝１敗        第２位 坂戸レインボー 決勝リーグ戦績 ３勝２敗 

中村 孝、泉 忠明、宮城修一                                        塩田邦彦、稲垣政英、山名富喜 

中村談「決勝リーグを４連勝して、５戦

を待たずに出場権を獲得。それで気が

ゆるんだのか、５戦目を１０対１１で落し、ま

だ、もろさを残していて不安要因がある。

とにかく、埼玉第一代表として、十分準

備して臨みます。」 

山名談「とにかく、出場権を得ること

が大切で、計画通り２位につけることが出来た。やっぱり肩肘張って戦い続けるよりも、戦績を計算して余裕もって戦

う方が、レースは楽ですね。日本選手権では、昨年より上位に向けて頑張りますよ。最低でも２日目に残りたい。」 

第３位 カタクリ 決勝リーグ戦績 ３勝２敗                    第４位 秩父原谷Ａ 決勝リーグ戦績 ２勝３敗 

 原口直樹、加藤英男、清水紀男                                     飯島一男、内田 均、市川重夫  

清水談「しんどかったけど、頑張りまし

た。きじ丸＆ダンディーズの第５戦は、う

ちらの時と全然違う出はないか！出場

できる可能性があると思って期待して待

っています。」 

内田談「まだまだ、勉強が足りない。

腕磨いて出直してきます。でも、昨年４位

まで行けたからほんの少し期待して待っています。」 

 男女ともに第 4 位のチームまで、日本選手権に参加できるといいですね。皆さん、埼玉県代表として 10 月 25 日

まで腕を磨いて、頑張ってください。                            （担当：中村） 
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《 彩の国さいたまオープンペタンク大会開催 》 

1 日中雨でした。参加した53チームの皆さん、大変お疲れ様でした。雨の中、60才を超えても、平気で競技をしてい

るスポーツは、ラグビーとサッカーと陸上競技とペタンクでしょうか？たぶん、参加した選手の中で最高齢のＭ氏は

82 歳。Ｍ氏は、頑張って 3 位になっています。すごい！ほぼ毎日、数時間練習している成果が、精度の高いポワンテに

なって現れたのだと思います。     決勝戦 川本レッド 対 川本レディース  3 位決定戦 片柳Ｃ 対 柏の葉 

第26回彩の国さいたまオープン大

会は、深谷市の川本おまつり広場特

設ペタンクコートで行なわれました。

前日から降り止まない雨で、参加を取

りやめたのは 1 チームだけ。県外から

18 チームを迎えて、53 チームが参加

しました。1 日中雨でも、ぬかるんだ地

面を心配しないで試合が出来るのは、県内でも川本のおまつりテランが随一ではないでしょうか。前日に事業部と川

本の皆さんと大会スタッフで、水たまりを避けてテランを作成しました。４ｍ×１５ｍで３０テラン用意できました。 

当日、小雨が降ったり、強く降ったり、止むこともなく降り続けましたが、水溜りで試合が出来なくなるテランは少な

く、排水を促すことだけで大会を実施することが出来ました。開会式は、ぽつぽ

つの小雨でした。大会委員長の埼玉県ペタンク・ブール連盟の河部耕喜会長から

挨拶があり、中村 孝審判長からルール説明を受け、ジュリ（山田広幸、興津 量、

中村 孝の 3氏）の紹介のあと、雨天による選手の消耗と試合間隔の確保を設け

て50分の時間制限で行ないました。同点の場合は 1人 1ボールの 1メーヌを追

加して勝敗を決しました。 

普段、雨では練習をしていないので、テ

ランの状況を把握するのが、大変だったように見えました。しかし、しっかりと自

分たちのスタイルで雨のテランに対応しているチームが、接戦をものにして勝ち

上がっていったように見えました。予選は 4 チームのリーグ戦で行なわれ、リー

グの 1位と2位が決勝トーナメントに進みました。決勝トーナメントに入っても、雨

が上がる気配もなく、強く降るときもありました。流石に決勝トーナメントに進出

するチームではティールが当たり、展開を変え、ポワンテが絶妙に近づき、プセットを決めて相手に付ける。ビュットを

動かしさらに展開を変えるなど、相手を追いつ

め、それをひっくり返す、見ている方が力の入

る場面が随所に入る試合を行なっていました。

熱戦を制して上位に勝ち上がったチームは下

記の通りです。 

優勝 川本レッド(写真左上):宇野一郎、柳澤直

利、今泉利明。2 位 川本レディース(写真右上)：

今泉君子、大澤廣美、井上まち子。3 位 片柳Ｃ

(写真左下)：高橋憲次、森田 治、牛嶋英康。4

位 柏の葉：平川 勝、友野憲子、中村好男。    

入賞した皆さんは、6 月 8 日に一番雨に打たれ

た方々です。それでも最後のテランに立ってい

た方々です。おめでとうございました。この日、
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初陣を飾った方がいました。雨で、もうこりごりだと思わなければいいなと、思っていましたが、 楽しかったそうで

す。雨の中、60 才を超えても夢中になって試合が出来るスポーツはそんなに無いですね。日本ペタンク・ブール連盟

が、日本オリンピック協会に承認団体として 6月 10日付けで認められました。長年の念願が実現し、これからが大切で

す。元気で頑張りましょう。（担当；中村）   

《 第２回ペタンクバスツアーＩＮ岩手 》 

平成２６年６月１４日～１５日にかけ第二回平泉世界文化遺産記念岩手ペタンクオープン大会に埼玉から３０名の方々

が参加、川本を５時に出発、さいたま市を6時予定が遅れ7時近くとなったが大会会場である岩手県平泉小学校に向

け出発、途中休憩を入れながら１２時２５分に現地到着した。 

車中では大会に参加するメンバーの組み合わせ発表（誰と組むのか不安と期

待）があり、事務局がガラガラポンで考えた埼玉最強の10組が出来上がった。そ

の後、各組ごとに意気込みを各自が述べ、和やかな車中となった。（酒も入って

いたから･･･） 

さて、開会式では大会会長より「平泉の文化遺産」が世界遺産に登録された６

月２９日を県の記念日となった発表があり新しい岩手ペタンク連盟の第一歩とな

ったと述べられた。大会には千葉県、埼玉県、栃木県、福島県、秋田県、宮城県と各地からの参加があり３２チームでの

予選となった。初日は予選２試合、２日目に予選１試合を行い各組１位～４位の順位別トーナメントを行うこととなった。 

予選では、埼玉チームの重なるブロックが２つもあったり、２連勝したチームもあれば２連敗のチームもあり、2 日目

の残り試合に上位を目指すことになった。1 日目の試合終了後、世界遺産となった平泉中尊寺の金色堂を見学した。 

夜には懇親会が開催され、岩手の山王太鼓から始まり、松田聖子のものまねタレント待田聖子の歌謡ステージ、各県

チームごとに紹介があり、埼玉からは河部会長が挨拶をされ、場を和ませてくれた。最後には全員で民謡を踊り、お開

きとなった。今年の懇親会では、酒による脱落者はなしであった。 

２日目は予選残り１試合を行い、すべての順位が決定した。埼玉県勢は６チームが予選１位、３チームが予選２位、１チ

ームが予選３位となった。１位トーナメントでは８チーム中６チームが埼玉県勢で締めた。  

１位グループでは埼玉Ｊと足利Ｃが１時間３０分の接戦となり、最後は森選手のティールで３点を奪い勝利した。 

１回戦突破は埼玉３チーム、会津すずらんＡとなり、２回戦では埼玉Ｊが会津すずらんＡと接戦となったが１０-１１で惜

敗、埼玉Ｆと埼玉Ｄの対戦は 11-1 で埼玉Ｆが勝利、決勝戦は埼玉Ｆと会津すずらんＡの対戦となった。 

決勝戦は特設テラン（小石テラン）が用意され、埼玉Ｆが１３-３の圧勝で会津すずらんＡに勝利し、初優勝を埼玉にも

たらした。 

■１位グループ                                      岩手バスツアーに参加した選手の皆さん 

優勝 埼玉Ｆ 渡辺健一（秩父大沼）、 

宮崎公雄（さいたま市） 今泉君子（川本） 

３位 埼玉Ｊ バージュ美智子（秩父大沼） 

 森信介（熊谷） 小池良子（坂戸片柳） 

４位 埼玉Ｄ 新井文夫（秩父大沼） 吉澤誠（三芳） 

 興津里子（川本） 

■２位グループ優勝 

埼玉Ｃ 山口忠治（秩父大沼） 井上まち子（川本） 

 並木義彦（坂戸城山） 

■３位グループ優勝 

埼玉Ｂ 大埜集市（秩父大沼） 中西明夫（川本） 

 佐々木久子（熊谷） 
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優勝者コメントを帰りのバスで発表 

渡辺選手 昨年の屈辱を胸に涙を流しながら練習に励みました（笑い）

いろいろな人達と交流ができでよかった決勝では小石のテラ

ンにあっていたのかな （延々と５分近くスピーチ） 

宮崎選手 今泉さん、渡辺さんの２人が後にいたので言われたとおり投

げた。（投げられたあなたは偉い） 

今泉選手 渡辺さん、宮崎さんの２人の助けをかりて優勝できました。 

帰りのバスの中では座席の先頭に優勝カップを飾り、一路埼玉めざして

帰路につきました。岩手県ペタンク連盟に皆さん、お世話になりました。              （担当；Ｓ森）。 

《 審判部から  ～ルールと解説～》 

試合中の選手の立ち位置について（競技規則第１６条３項） 

 皆さんは、試合中の選手の立ち位置は何処にいてもよいと思って気にしないでいると思いますが、競技規則の

第１６条３項にしっかりと規定されています。 

この条項は、相手チームが投球する場合には自チームの選手は、サークルとビュットの間に居てはいけません。

何処に居なければならないかと云うとビュットの先、投球する選手の後方に控えいずれの場合も競技の方向に対

して横側であり、選手、ビュットから２ｍ以上離れていなければなりません。 

そして、第４項には上記の規則を守らない選手は、審判員の警告を受け、警告後執拗に同じ行為を繰り返す選手

は大会失格になる場合もあります。 

 普段の練習から気をつけていただき、習慣として身に付けましょう。試合のときは、ルールとマナーを守り、

ゲームをより一層楽しんでください。 

埼玉県ペタンク連盟審判部長 柳澤 直利 

 

《 第 7 回秩父シニアペタンク大会 》 

参加チーム６６と、６４を越えたチームが参加した、第 7回秩父シニアオープンペタンク大会が、雨の中開催さ

れました。予選 4チームのリーグ戦で、1位と 2位が決勝トーナメントに進出。3位と 4位が芝桜トーナメント

に進出しました。 秩父市は日本一のペタンクのまちを目指している通り、普段練習に参加するくチーム数が多

いので、今回も 13 クラブから 46 チームが参加した。着実に秩父全体の選手の技量が上がっている。やる気と元

気に満ちた選手達で潜在能力の高さを、対戦していて強く感じました。 

 開会式は、昨年優勝の江南サンデーズの優勝杯返

還から始まり、大山会長の挨拶、柳澤審判部長の挨

拶、今井審判長のルール説明があり、８：４５から、

試合を始めました。 時間制限 40 分で、同点の場

合には、一人 1球持ちで、1メーヌを行ない、勝敗

を決しました。

１１：３０頃には予選が大方終了し、昼食をとって、午後の決勝と芝桜のト

ーナメントの抽選をしました。 

 予選からずっと雨は降り続け、準決勝頃にやっと雨が上がりました。多く

の人が感じたように、「まさに田圃のようなテランで試合を行ないました。普

段転がしでビュットに寄せているチームには、ぬかるんでいるテランは、読
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みづらく、寄せは苦戦していた。写真の通りに試合は進行した。雨のお陰で勝

ち上がったチーム、雨を嫌って余計な気持ちを持ってしまいボールコントロー

ルを乱したチームなど、良い天気の大会には味わえない様々なことが起こりま

した。泥はねもその一つ。何処で待つかがとても大切でした。 

優勝は、連覇となった「江南サンデーズ」でした。 

 

優勝 江南サンデーズ：宮城修一、中村敦子、中村 孝    2 位 諏訪Ｃ：浅見恒夫、飯島一男、大幡菊男 

優勝者談「雨に降られると、縁起がいい

んです。転がらないと思いっきり攻めら

れますから。連覇は初めてなので、大変

うれしいです。また、肉を食べられるか

と思うと・・・うれしい。来年も、頑張

ります。」 

2 位談「まだまだ、力が足りず、対戦す

るチャンスがあっても、江南さんに振りきられてしまいました。もう少し、修行を積んで、チャレンジします。」 

3 位 陽野Ｂ：新井季兵衛、坂上岩夫、新井喜幸        4 位  大沼Ｃ：黒沢一郎、山口忠治、浅見 宏 

3 位談「決勝トーナメントで 3

位は、上出来です。が、来年は

その上をねらいます。」  

 

 3 位決定戦で、勝ち切れません

でした。もう少し精度を上げて

練習します。 

 

 雨の中、準備や運営、秩父ペタンク連盟の皆さん、大変ありがとうございました。決勝戦では、完全に雨が上

がり、普通に出来ましたが、テントの片づけやグランドの整備など、後始末が大変だと思いました。ありがとう

ございました。 

《 女子日本代表選考会 》 

平成２６年６月２２日（日）、愛知県名古屋市の名城公園に於いて、「２０１４年国際ペタンク大会女子日本代表チーム選考

会」と同時に「２０１４年アジアペタンク選手権大会ジュニアの部日本代表選考会」が行われました。 

代表選考会は、１チーム４人編成で４チームがエントリーして行なわれました。参加チームが少なかったことから、そ

れぞれのチームが１３点先取で２回総当たりする選考会となりました。この選考会で上位２チームに、「アジアビーチゲ

ームズ大会」と「アジアペタンク選手権大会」を選択して、どちらかに出場する権利があたえられました。 

梅雨に入っていたので、倍いう前線の影響で生憎の雨の中の選

考会になりました。雨にも負けず、戦い抜き５勝１敗でみごと１位とな

ったのは、井上チーム《井上まち子（川本）、今泉君子（川本）、木下あ

けみ（岡山県）氏原理恵子（長野県）》は「アジアビーチゲームズ大

会」に出場を決めました。アジアビーチゲームズ大会は、アジアオリ

ンピック評議会により、２年に１度行われるものです。日本ペタンク・ブ

ール連盟は、長年にわたる念願であった日本オリンピック委員会へ

の加盟を、今年６月 10 日付で「承認団体」として認められており、井
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上チームは初めて日本代表として参加することになりました。井上チームの皆さんは、「この試合に臨むにあたり、4

人の力をより強固なものにし、来年の世界選手権に向けての糧にした

い。」と話していました。 

  3勝 3敗と苦戦しながら2位となった泉チーム《佐々木久子（熊谷）、

綾部栄子（坂戸）、小池良子（坂戸）泉恵美子（坂戸）》は、最後の6試合

目をファニーで勝利し、3 勝 3敗で並ぶチームを得失点差で退け、見

事に 2 位の座を獲得することが出来ました。泉チームの皆さんは「ア

ジアペタンク選手権大会に出場が決まりとてもうれしいです。いつも

練習をしている仲間に感謝の気持ちでいっぱいです。」と歓喜の涙を

流していました。又、「海外の大会は、佐々木さん以外は初めての挑戦

となるので、大会までチーム 4 人で話し合い、練習に励んでいきた

い。」と力強く語っていました。 

 アジアペタンク選手権大会ジュニアの部日本代表選考会は、10 名参加で行われました。ポワンテとティールの評価

で行われ、上位 6名が決勝へ進み、シングル戦にて上位 4 名がアジアペタンク選手会出場となります。埼玉県から 2

名が参加しました。結果として、高橋一慈選手7位、地頭江大志選手8位と健闘しました。来年は是非、代表選手になっ

てもらいたいと感じました。 

埼玉県の女子選手が、再び国際大会の代表選手になることは、同じ県連盟の仲間として誇りに思うとともに、喜び

を感じます。埼玉県のペタンクを愛好する皆さん、私達も彼女たちに続きましょう。        （担当；泉、中村） 
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《 第 54 回三郷市ペタンクオープン大会開催 》 

平成２６年６月２２日(日)、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。あいにく昨

晩より午前中まで降雨が続きかなり荒れたコートでしたが、「雨にも負けず風にも負けず」千葉・東京・神奈川

と地元埼玉県より精鋭３２チームが集結し、夕方５時まで熱戦を繰り広げました。結果、地元三郷市の「埼玉カ

トレア」チームが、小田原市の「りくちゃんず」チームを１１対６と退け、地元三郷市に栄冠をもたらせました。

松田選手は、「やっと優勝することが出来ました。嬉しいです」増田選手は、「頑張った甲斐がありました。応援

有難う御座いました」との喜びのコメントを戴きました。なお、２位の「りくちゃんず」チームは２年連続２位

の快挙でした。終わりに雨の中本大会に多数参加を戴きました各位に心よりお礼申し上げます。お蔭様で問題な

く成功裡に終了することが出来ました。また最後まで応援を続けかつ片づけまで協力戴いた三郷市ペタンク協会

の会員各位にも感謝致します。 

なお下記のチームが上位入賞を果たしました。 

優 勝  埼玉カトレア  （三郷市）松田美保子  増田 茂子 

第２位  りくちゃんず  （小田原市）高橋 伸一 高橋世津子 

第３位  チーム NDB 1  （千葉県）横山 慶子 轟 嘉代子 

第４位  悠遊クラブ S （三郷市）鈴木 和一 鈴木 典子 

 

第５位  アリオス    （三郷市）斉藤  勲  石沢 次郎 

     サンフラワー  （三郷市）市川 睦子  斉藤 文子 

     悠遊クラブ N （三郷市）奈良一二三  奈良ミヨ子 

     悠遊クラブ K （三郷市）関口 一徳  亀田シメ子 

 

《 プランタンカップ開催 》 

平成 26 年 7 月 6日（日）第 36 回オープン大会兼第 7回市民大会プランタンカップが飯能市加治東小学校にて開

催されました。 

プランタン (printemps) とは、フランス語で春のことだそうです。 

参加チームは、越生、所沢、鶴ヶ島、狭山、秩父、上福岡、深谷、熊谷、群馬、坂戸、新座等の各地から３３チ

ームが参加し６ブロックによる 50 分制のリーグ戦で行われました。 
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開会式では、雨天の校庭を使いペタンク大会を行った結果、グランドをもとどおりにできず大変なことになった

事例があるとスピーチされ、前日の雨ではどうなることだろうと心配したそうです。それは、ライセンスについ

ている保険で、ほとんどをまかなうことが出来たということの事例でした。 

しかし、心配をよそに、晴天に恵まれ朝からさわやかな天候でペタンク日和になりました。開会式後には、準備

体操を行い全員で体をほぐしました。年を重ねるごとに準備体操は大切ですよね。どんなスポーツでも準備体操

は大切ですが、ちょっと忘れがちですよね。気をつけましょう。会場からは駿河台大学が見え、緑豊かな山々に

囲まれて上空には、ときたま自衛隊機が飛んでくるような状況です。加治東小の窓は、すべて 2重サッシでした。 

試合内容は、学校のテランであることから寄せのチームが多かったのかな？ティールの音があまり響いていなか

ったのは寂しかったですね。ビュットの前におけるかが勝敗の分かれ目になっていたようです。 

午前 3試合、午後 2試合を行い勝ち数の多いチームが優勝となりました。各ブロックの 1位 2位チームは下記

のとおりです。 

Ａブロック 1 位所沢Ａ（依田、飯田、小島） 2 位川本（宇野、興津、興津） 

Ｂブロック 1 位夢友 （金井、大森、竹内） 2 位うめりん２（石田、青木、田辺） 

Ｃブロック 1 位江南ウッディーズ（斉藤、森、森） 2 位カタクリ＆こぶし（原口、清水、清水） 

Ｄブロック 1 位飯能ＨＥＰ+１（新井、森、柿内） 2 位三商茎茶（河合、白石、池田） 

Ｅブロック 1 位飯能ムサシ（加藤、若山、小川） 2 位三商煎茶（小暮、稲田、井出） 

Ｆブロック 1 位飯坂戸ファニー（藤倉、市村、奥田） 2 位江南サンディーズ（中村、中村、宮城） 

最後には、おたのしみ抽選会があり楽しい大会も終了しました。大会スタッフの飯能ペタンク協会の皆さん、

グランド整備はお疲れ様でした。                          （担当：S森） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当；綾部） 

《平成２５年度 事業部の活動 ～その成果と今後の課題～》 
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