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《 第２回埼玉県ペタンク・ブール連盟部会対抗ペタンク大会開催 》 

8 月 3 日に行われた埼玉県ペタンク・ブール連盟専門部対抗ペタンク大会は、「中村部長率いる広報部が、昨年

に引き続き連続優勝なるか。」「指導部をはじめ、どの部が雪辱を果たすか。」ということが今年の注目点でした。

結論を言うと指導部が優勝しました。 

8 月 3 日に参加した各部の大会参加者は、次の写真の通りです。 

① 埼玉県ペタンク・ブール連盟本部               ②事業部 

前列：中西副会長、河部会長、斎藤会計長             前列：並木、岩瀬、大埜 

後列：滝澤事務局長、井上理事長、稲垣事務局           後列：山田、高鳥、バージュ、吉澤部長 

昼食風景「うちの部の肉やけた？」 

 

 

 

 

 

 

③審判部                      ④指導部 

宮﨑、樋口、沖、豊増                 前列：井上部長、山名副部長、今泉 

後列：内田、吉澤、高橋副部長、新井、宮城、渡辺 

昼食風景「うどんおいしいわよ。」 

⑤広報部 

前列：中村部長、綾部、泉                      司会で頑張る事務局の稲垣さん↓ 

後列：森、大久保、泉副部長   フォームは、きれいな河部会長↓ 

カメラを意識したのかな？ 

発行者：埼玉県ペタンク・ブール連盟 

企画・編集：広報部（中村） 

Tel・Fax: 048-536-6939 

omoikkirifatoj3@nexyzbb.ne.jp 

VOL ２４ 
県内外のペタンク愛好者をつなぐ 
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 会長の挨拶で始まった開会式の後、試合形式の説明があり、今回は審判部がなんと 4人しか参加していないの

で、昨年のようにダブルスとトリプルスを同時に 2試合行うことができず、５０分のトリプルスの 1試合（勝て

ば 3点、引き分け 1点、負け 0点）勝ち点制で行いました。また、全員がティールコンテストを行って各部上位

5人の合計の得点で、１位 5点、2位 4点・・・として、試合とティールの合計得点で順位を決めました。 

ティールコンテストの様子     試合の様子           昼食「ここは、のんべーの集まり」 

この時だけ当たった内田さん    何で今日だけスカートなの？   ここにいたメンバーは、午後は・・・ 

 

 昼食は、バーベキューをして、お肉いっぱい、お酒一杯～いっぱい飲んで、楽しく談笑！ 

 飲んだ人は、寝ちゃう人もいたけど、酔っぱらいながら頑張って戦っていました。結果は、試合をするなら飲

むなですよね。ほどほどの人も多少、おちゃらけた試合になったようです。 

各部の成績    トリプルスの試合      ティール得点         合計得点 

優    勝 指導部  ３勝１敗で９点     ８４点の１位で５点    １４点 

準 優 勝  広報部  ３勝１敗で９点    ４９点の３位で３点    １２点 

３  位 事業部  １勝３敗で３点    ５４点の２位で４点     ７点 

３  位 審判部  ２勝２敗で６点    １５点の５位で１点     ７点 

５  位 本 部  １勝３敗で３点    ２５点の４位で２点     ５点 

優勝 指導部の皆さん       優勝カップをもらい喜ぶ井上部長  準優勝  広報部の皆さん 

 各部の役員の皆さんは、昼食の時にバーベキューをやってお酒が入り

ましたが、もちろん「飲むなら乗るな。」を守っております。お酒の飲めない方が車の運転をしていますので、

ご了解ください。１年間の苦労を忘れさせるほど、楽しく過ごせた１日でした。       （担当；中村） 

 

《 指導部による第 3 回坂戸市ペタンク実技中級講習会 》 

平成 26 年度、指導部では、初心者ではない、ある程度技術を持ったペタンク

愛好者のさらなるスキルアップのために中級講習会を計画しました。中級の指

導は、その上の技能を持った人がたくさん出てこなければ成り立たない講習で

す。埼玉に、高度な技術を持ったペタンカーが育ち、指導できる技量が身に付

くまで、じっと我慢して待っていた企画でもあります。一度、7月 10 日に計画
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し、台風 11 号の襲来によって 23 日に延期になりました。延期のため参加

者は減りましたが、２３日は晴天で、坂戸市片柳の会場で実施出来ました。

ここでは、参加できなかった方々のために、内容を紹介いたします。 

この講習会には、日本ペタンク・ブール連盟の碓井進会長と井上勇司常

任理事が、視察に来られ挨拶を頂きました。また、公益財団法人日本体育

協会が創立 100 周年記念として創刊した「スポーツジャパン」という毎回

19 万部発行する情報誌に、連載中の「作家・森沢明夫が行くスポーツの風

景」のコーナーがあります。そこに今回の中級実技講習会をご紹介頂けるということで、森沢先生ご本人が、ベ

ースボールマガジン社「スポーツジャパン」編集部の飯塚さんとカメラマンとともに、体験取材に来られました。

その記事は、9月 10 日に発行したＳｐｏｒｔｓ Ｊａｐａｎ２０１４の１０・１１ページに掲載されました。（会

員にはコピーしたものを 9 月 15 日の理事会で配布したので、理事からも

らって是非読んでください。）流石に一流の小説家でした。たった一度の

体験で、ペタンクの良さと面白さをつかみ、体験と共に見事に表現して頂

きました。掲載写真に載っている方は、購入してお宝にしてください。 

講習会は、ラジオ体操を行なっ

て体をほぐしたあと、開会式を行

ない、碓井会長の挨拶、井上常務

理事の挨拶、講師紹介（上級指導

員：井上まち子埼玉県ペタンク・ブール連盟指導部長）、体験取材の森沢

さん・飯塚さん・カメラマンの紹介と挨拶を行なって、実技講習に入りま

した。 

講習は、指導員が実技の見本を見せて、講師の井上まち子さんが説明を

しました。実技講習の内容は、次の通りでした。 

１．基本の確認 

  ①ボールの持ち方；水をすくうようにして軽く握り、親指は添える程度。      

指を開いたり、鷲掴みは良くない。 

②体の構え方；サークルの中で目標に真っ直ぐに向かい、利き足は少し前

に出し、膝を軽く曲げ、少し前傾し、ゆったりと構える。 

③投球フォーム；手のひらを下にして手首で巻き付けるようにして、ボー

ルの重みを利用して、目標に対して真っ直ぐに腕を引く。この時、目線はボールの着地点。腕を振り出し、

肘が曲がらないように腕をしっかりと出し、巻き込んだ手を開放する。

（ドュミポルテの時、腕は肩の位置より上げないこと）。１，２，３と

ゆっくりリズムをとり、振り子の原理を忘れずに流れるようにスイング

する。 

２．投球術；スピンのかけ方とボールの握り方（実演と説明） 

設定：サークルから１ｍ円の中心まで 7.5ｍ、円中央から手前３ｍに 

コーンを置く。コーンの間隔は１ｍ。 

①バックスピンのボール；手のひらは下に向け巻き込む。指先または爪で

ひっかくように軽く曲げたままで投げる。・足は目標に真っ直ぐに構え

る。 

②左に曲げるフックボール；手のひらは左に向ける。親指は軽く立てるよ

うにして天を指す。脚はやや右に向ける。 



彩の国ペタンク通信 第２４号                                       ２０１４年 ９月３０日発行 

- 4 - 

 

③右に曲げるスライスボール；手のひらは右に向ける。親指は地面に向ける。脚はやや左に向ける。 

④ スピンをかけた投球練習 ①、②、③を順に練習 

３．投球術；ティールの使い分け（実演と説明） 

 ①ラッフルティール；ラッフルとはボールを強く転がす投球方法で、平ら

な地面が有利。目標物を押しだし、遠ざけ、ゲームを振り出しに戻すた

めの投球法。しかし、当てようとするボールの前に障害球がある場合は、

難しく不利である。ラッフルでカロが目的であれば、当てようとするボ

ールと自分のバウンドする距離を把握しておかなければならない。その

場合着地点に障害球があっては不利である。また、テランの柔らかさ、

硬さに大きく左右される。 

 ②ダイレクトティール；障害球やテラン状況に左右されることは少なく、

投球の力、高さ、距離、方向が常に一定になれば最高な投球法です。 

４．投球術；ティールに匹敵する有効な投球法（ドヴァン・ド・ブール） 

  作戦上、相手の球を弾き、自チームの点を取ったり、相手の点を少な

くすることを考えますが、展開が不利であったり、球数から見て相手か

ら点が取れない場合、相手のベストボールにしっかり付けることの出来

る投球がとても有利です。相手のベストボールを狙って付く投球法。出

来るだけ目標に近い距離まで着地点を伸ばすことが大切です。 

５．投球術；手前のボールを押す投球法（プセット） 

 ①ビュットに近い相手の 1 番ボールを押す。ビュットから１０ｃｍの所

に当て球を置き、当て球まで６～８ｍで練習していく。 

 ②自チームの手前のボールを押す。ビュットまで８ｍとし、手前５０ｃ

ｍに障害球と当て球を置く、ボールとボールの間隔は１５ｃｍで練習

していく。   

６．練習に役立つビンゴゲーム紹介と体験 

  ８０ｃｍの正方形を 9 マス正方形に描く。サークルからの距離は、手

前のマスまで６ｍとする。トリプルスで対戦する。ボールは１球ずつ、

交互に投げて、縦・横・斜めにボールを入れてビンゴしたチームが勝ち。

ビンゴを防ぐためにティールをしてもよい。（細かい説明は、省略しま

す。） 

７．トリプルスでペタンクの練習試合 

  練習した投球方法を使って、試合を楽しみました。 

 以上が、講習会の内容でした。図がないとわかりにくいかもしれません

が、写真で想像してください。 

あっという間に３時間の講習が終わり、閉会式となりました。埼玉県ペタ

ンク・ブール連盟の河部耕喜会長の挨拶、森沢明夫先生に本日の体験の感想

をいただき、また、井上まち子講師から講評をいただき、閉会となりました。

森沢先生の楽しかったという笑顔が大変印

象的な講習会になりました。 

次の中級講習会は、いつになるかわかり

ませんが、この記事を読んで、今の自分よ

りさらにスキルアップを図りたいと思われ
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る会員は、是非、次回に参加してください。そういう声が多くなれば、来年度、第 2回が開かれるかもしれませ

ん。                                         （担当；中村） 

 

《 第 2 回審判部審判ルール勉強会 》 

 8 月 17 日の日曜日、9:00～12:00

にかけて深谷市の川本公民館に於い

て、第 2 回審判・ルール勉強会があ

りました。 

 今回は 2 部構成で行ないました。

第１部は、審判報告書を元にした事

例研究でした。大会の審判員を初め

て経験して戸惑ったこととか、今ま

で経験したことがないルール上の問題に遭遇したとか、どちらに判断したらよいか迷う場面について、対処方法

や考え方の共有を目指した内容でした。審判有資格者にとって、ざっくばらんな話し合いの中で、参加費も無く、

有効な勉強会でした。実際に大会で起こった事例を元に考え、ルールやマナー上の問題について、Ａ級審判員で

ある今泉氏、柳澤氏が丁寧に説明してくれる内容でした。 

 例えば、東日本の大会では、猛暑が続いて熱中症になってしまった選手が 3名出ましたが、それ以上に熱中症

気味になった選手はいたはずです。しかし、現場のスタッフの機転で体育館を開放して、冷房を効かしてフロア

を用意できたので、熱中症にならずに済んだり、回復が出来て、試合に復帰したり、救急車を呼ばずに済ませる

ことが出来たのでした。審判は選手から体調不良の訴えがあったときに、その状況を把握し、対処しなくてはな

らないのです。「5分休ませてから再開する」とか、「2人で試合を進めさせる」とか、対戦するチームにしっかり

説明して、かつ試合の中断を出来るだけ少なくし、試合を進行させることが任務です。また、雷雨もあったので、

審判長が、選手の健康安全に対する管理だけでなく、天候に対する的確な対応を行なう事例になりました。一人

で判断に迷う場合は、審判同士やジュリと相談をすること。対処を示すときは、自信を持って毅然と行なうこと。

曖昧な表現や態度は、かえって混乱を招くのでよくない。夏場で大会を行なう場合、開会式でメジカルタイムア

ウトのような特別ルールを示しても良いのではないか。試合中、足が攣れた選手が出た場合、熱中症の脱水を疑

い、水分補給をさせるなど、休ませた方がよい。また、審判として大切なことは、試合の中断を出来るだけ少な

くして、スムーズに試合を進行させることである。計測で呼ばれても、もたもたしないで、機敏に状況を把握し、

3回の測定で判定できるようにすることが大事。時間制限がある場合は特に意識して欲しいとのことだった。 

勉強会前半で感じたことは、審判をしているときに起こりうる問題にどう対処するかを審判有資格者同士で共

有し、埼玉県内の大会では、より早く的確な判断が出来る審判員の育成を目指しているということだった。 

 第 2 部では、今年 7月に越生で行なわれた競技規則講習会で、雨天のため室内で指導者が行なった方法を再現

した。はじめに模範演技を示し、次にルール違反を含めた方法で演技をして、どんな違反があったか、どうすれ

ばよいのか、何処までが違反なのか、この場合はどうなのかとロールプレイの手法を使い、Ｃ級・Ｂ級の参加者

が疑問点を出すと随時Ａ級審判員の今泉氏が解説し、柳澤氏が補足する方法で行なった。（残念ながらその写真は

撮っていない） 

 時間は、あっという間に過ぎてしまいました。参加者が各クラブで練習している時に、普段からルールやマナ

ー上の問題をその場で修正してもらえれば、大会で間違った方法で行なう人は減っていくので、是非、実践して

欲しいと言われました。また、ペタンクのゲームを行なって、楽しいだけで強くなっていく人と、ルールも並行

して学びながらペタンクを楽しむ人の差は、２～３年で大きな差になっていくでしょう。皆さん、ルールとマナ

ー学びながら上手くなりましょう。                          （担当：中村） 
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《 第 2 回選手会 練習会 》 

 晴天に恵まれた8月24日（日）、上尾市平塚の密蔵院広場で５０名の参加で、

開催されました。 

 指導部や指導員の皆さんは、23 日に坂戸市中級ペタンク実技講習会を行な

って、翌日の参加になりました。さらに指導部の何名かは金曜日にもさいたま

市の本太小学校にペタンクの指導に行っていますので３日連続になってしま

いました。内容は、中級講習会の内容と少しかぶりますが、それをもっと実践

的に使えるようにメニューを考えていました。 

講習内容 1  より高度なボールコントロールの練習 

 ①フックボール ６ｍ離れた相手ブー

ルの右側に落ちて（通って）左に曲がっ

てビュットに近づくボール。（右利きの

人） 

 ②スライスボール ６ｍ離れた相手ブ

ールの左側に落ちて（通って）右に曲が

ってビュットに近づくボール。（右利きの人） 

 ③ドゥヴァンド・ブール ポルテまたはドュミポルテで１ｍ前後に落し、

相手ボールにくっつく。１番手でなくてよい。最小限の失点にするために、

もっとも必要なボールとなる。 

 ④プセット ビュットから５０ｃｍ離れた敵と味方並んだブール（間隔は

１０ｃｍ）を味方だけ押してビュットに近づける。または、１番手の相手ボ

ールにコツンと当てて押し出し、相手より

ビュットに近づけるボール。 

講習内容２  5 段階の講習内容の定着チェックテスト 

 3 級投げて、何度も出来るまでチャレンジする。出来ないとずっと同じステ

ージにいることになる。 

 ①第 1 ステージ サークルから６ｍ離れ

たとことにある障害物を越えて、９ｍ離れ

た１ｍの円内に、2球入れる。 

 ②第 2 ステージ サークルから６ｍ離れ

た６０ｃｍ間隔のボールの間を通して、、９

ｍ離れた１ｍの円内に、2 球入れる。（以外

にもここが一番難しかった） 

 ③第 3ステージ サークルから９ｍ離れた１ｍの円の手前側に、敵と味方の

ブールが１０ｃｍ離れて並んでいるので、味方をプセットでおして、円内に入

れる。3球で 1球成功させる。 

 ④第 4 ステージ サークルから９ｍ離れた１ｍの円中心にビュットがあり、

ビュットから相手ボールが横１５ｃｍの所にあり、それをプセットで押し出し

て、自球が入り、さらにもう 1球をドゥヴァンド・ブールまたはプセットなど

で、追加加点する。（ここが一番難しい。実は筆者も夢中で写真を忘れた。） 

 ⑤第 5ステージ サークルから７．５ｍ離れたところに５ｃｍ間隔で 3球横
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に並べたブールの真ん中を他のブールに当てないで、2球抜く。（ティールの得意な人は 2番目に簡単なステージ） 

 夢中でやっていたから、どのくらい時間をかけたのかわからないけれど３

０～４０分はやっていたかもしれない。5 つのステージを抜けたれた人は、

健闘虚しく 6人だけだった。その後、各ステージごとにチームを組んで試合

を行なった。テランの状況で試合の流れが左右されたが、実力が伯仲すると

1点の攻防となって時間がかかった。 

 １３時から始まって１７時に終了となったが内容の濃い練習会だった。各

自が、普段実践を重視して、基礎基本練習をなおざりにしていることがよく

わかった内容であるし、試合をもっと有利に進め、負けないようにする技術を教わったので、それを身に付けて、

次の大会に望めるように頑張りたい。そう、各自が決意した練習会だった。（担当：中村） 

《 さいたま市本太公民館ペタンク体験教室 》 

指導部では、3 年前から｢埼玉県子供支援ネット｣にペタンク指導登録をしておりましたが、なかなか依頼が来

ず、少し落胆していましたが、４月に埼玉県子供支援ネットの事務局から初の依頼が届き、驚きと嬉しさでいっ

ぱいでした。しかしながら室内利用の依頼内容だったため、本来のペタンクは教えられないと少し迷いましたが、

やはり子供達にペタンクを知ってもらうことと、楽しんでもらう為には、室内でも良い機会と捉えました。また、

このチャンスから大きな普及の展開に期待していけるのではと感じ、地元さいたま市の指導員の皆さんと講習会

を実施してまいりました。今回は指導に参加した宮崎指導員に報告を挙げていただきました。 

＊指導講習報告＊ 

夏休みは各公民館でジュニアを対象に色々な行事が企画されています。

さいたま市浦和区にある本太公民館では、8 月 22 日（金）午前 10 時～

12 時迄２階体育室で「良い子のサマースクール」として「ペタンク体験

教室」が開催されました。 

埼玉県ペタンク連盟、指導部長の井上まち子先生の指導のもと、４年

生～６年生１１人のお友達と、さらに夏休みでもあったので川本ペタン

ククラブから５年生の高橋一慈君に特別参加をしてもらいました。 

 最初に「ペタンク」について簡単にお話しがあり、フランスのシオタが発

祥の地であること、「ペタンク」とはピエタンケと言いサークルの中に入っ

て両足を地にしっかりつけボールを投げ合ってゲームを楽しむことを言い

ます。いま日本も愛好者が 10 万人に及ぶとのお話しがありました。 

実際に体験！！ 

先ずボールの握り方の説明で、水をすくうように手の中に包み込み、ボールを持った掌を下に向けて、投げる

ときは、身体の脇を通って、腕はまっすぐに、その腕を後ろに引いて「いち（1）」・「に（2）」・「さん(3）」とゆ

っくり目標に向かって、まっすぐ投げる練習をしました。覚えの早さに脱帽です。 

 室内用ペタンクでしたが２グループに分かれて、お互いに教えて頂いたことを確認し合いながらの挑戦でした。 

失敗してもめげることなく立ち向かっていました。すばらしいことです。 

最後にアシストの指導員も入って４班に分かれて試合をしました。 

段々熱が入り一喜一憂の状態でしたが、最高に盛り上がったところでタ

イムアウト。今回はジュニアの指導の難しさと、楽しさを体験させて頂

きました。 

 いつも笑顔で自信を持って指導できるように努力したいと思います。 

最後に、これからのペタンク界を支える日本ジュニアが、さいたま市か
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らも育ってくれたらと夢を抱き普及指導の活動に協力参加していきたいと思います。 （指導員：宮﨑三津子）            

 

《 関東ブロック選手権大会 》 

悪天候が心配された平成 26 年 8 月 31 日（日）栃木県宇都宮市きよはら水辺の楽校にて第 17 回 JPBF カップ関東

ブロックペタンク選手権大会が開催され、栃木県を中心として関東各地か

ら６４チーム（１９２人)が参加、頂点を目指した。合わせてジュニア大

会も開催されダブルス５チーム（埼玉県３名）が参加しました。 

開会式では、埼玉県の河部会長が、関東ブロックの代表として挨拶され

ました。予選は４チームの１６ブロックに分かれ、上位２チームが決勝ト

ーナメントへの進出となり埼玉県の１３チーム中６チームが決勝へ進出

しました。 

テランの状況は河川敷特有の細かい砂の多い粘土質の土でした。ティー

ルすると手前３０ｃｍでも大きく弾み、ダイレクトか１ｍ以上手前からのラッフルでないと当たらない柔らかい

けど粘りのあるテランでした。ポワンテすると、河川敷特有の柔らかさか前日の雨の影響なのかでゆるんでいる

箇所がありデュミポルテで行っても、うまくいかないときがあり、落とし場所に苦心する選手が多くいました。

反面、転がして寄せてくるポワントゥールにはもってこいという感じで、地元のチームには埼玉県チームは大変

苦しめられた。上位進出を目指した「きじ丸ダンディーズ」も、寄せ負けしてしまった。 

スバルＣの落合選手の座位から放つ強烈なティールには、対戦する各チー

ムが苦しめられた。「スバルＣ」は他を圧倒して準決勝に駒を進め「埼玉ブル

ー」との対戦となった。埼玉ブルーは、決勝トーナメント緒戦を埼玉の「チ

ャコリンズ」に接戦で逆点勝ちし、粘って我慢して相手を負かしてきたチー

ムだったが、終始内田選手の３０ｃｍに寄せるポワンテと、落合選手の精度

の高いティールに悩まされた。ティ―ルすれば、カロされて、投げきりとな

り、加点され、一時追いつき９対８と肉薄したものの、最後はビュットを運

ばれ、寄せきれず、「埼玉ブルー」は決勝進出できず３位となった。 

決勝戦は、埼玉の「Peace 川本」対「スバルＣ」の対戦となった。「Peace 川

本」は、決勝トーナメントでは、戦術と精度の高い決め球で相手押さえ上手く

勝ち上がってきた。決勝戦らしく、両チームの良さが光る。序盤は、スバルＣ

ペースだったが、百選練磨の Peace 川本は粘り、次第にスバルＣからミスが出

て、寄せで競り勝って、優勝は「Peace 川本」の井上勇司、井上まち子、今泉

君子チームとなった。３位には「埼玉ブルー」吉澤誠、高橋よし子、森信介の

優勝した「Peace 川本」     異色コンビチームが入った。 

優勝コメント：課題にしていた投球を試しなが

ら試合を進め、ここぞというときにいい投球が

でき、相手の流れの時に我慢ができて、試合の

流れを引き寄せることもできました。とてもい

い成果が出ました。ありがとうございました。 

３位コメント：初めて組んだ 3人でしたが、良

３位になった「埼玉ブルー」  く頑張って 3位になれました。なんだかんだ  ジュニア優勝：ヤング川本  

言っても上手く行くときは上手く行くのですね。気持ちが一つになって戦った     地頭江くん、高橋くん 

成果だったのでしょうね。3人とも同じ気持ちでした。 （担当；森・中村）  ２位：チームＳＫＥ、笹生くん 


