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《 第 8回  埼玉ペタンク交流会 》 

平成２６年９月２１日（日）上尾市小泉氷川山公園にて埼玉ペタンク交流会が開催されました。参加人数７８

名が７ブロックに分かれ、上位１位、２位が決勝へ、３位チームから３チームが決勝へ進出しました。 

昨年までは、加須市ペタンク交流会として開催され、

チーム名は「うどんの街加須市」にちなんで、「◎◎う

どん」になっていましたが、今年から、県連盟主催大

会の唯一の個人登録なので（試合形式はトリプルスの

大会で、当日抽選によるチーム決めと、交流目的は変

わりませんが・・・ガチンコで試合します。）今年は、    

《 開会式の様子 》   国別交流戦のように各チーム名が国名になりました。 《抽選によるﾁｰﾑ決めの様子》 

 誰と組むのか楽しみであり、不安であり・・・     

それが面白さでもありましたね。 

審判員と役員は次の通りでした。 

審判長：稲垣政英、審判員：高鳥宣正 

ジュリ：山田広幸、山名富喜、滝澤 隆 

スタッフ：吉澤 誠、西谷 武  

《スタッフと役員と審判員》                       《こんな名札を各自付けました》   

朝方、秋晴れで冷えた天候も、試合が始まるにつれ日差しが強くなり、真夏に近い暑さで熱中症も気になるよ

うな天候でした。予選結果は次のとおりです。 

 

右の写真が、決勝トーナメントの結果です。白熱した試合があるかと思うと、  

ファニーであっけなく一方的に勝って（負けて）しまう試合もありました。 

決勝戦はタイランドとマレーシアの戦いになりました。マレーシアは、決勝ト

ーナメントを 2点、0点、0点ときわめて圧勝という形で早々と勝ち上がり、タイ

ランドが勝ち上がるのを余裕で待っていました。タイランドは、一時劣勢になり、

ラストメーヌを同点とし、追加のメーヌを落合選手の座位の驚異的なティールで

カロして、逆転で勝ち上がってきました。決勝 1 メーヌでしっかり寄せたマレーシアのボールを落合選手の座位
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のティールが炸裂、カロもして得点。度肝を抜かれたマレーシアは、寄せると打たれる不安からきっちりと守り

の寄せができず、そこをしっかり攻めたタイランドの高崎選手と梶谷選手が、追加得点をきっちり決めて１１－

０で圧勝しました。タイランドの強さが強調された決勝戦でした。  

優勝：タイランド（写真左：左から 高崎愛子（さいたま市）、 

っっっっっっっｍ梶谷泰彦（上尾）、落合幸夫（スバル） 

２位：マレーシア（写真右：左から 佐々木久子（熊谷）、ｍ

っっっっっっｍ今井幸治（大沼）、宮崎公雄（さいたま市） 

 

 

３位：ポルトガル、左から女屋修（武蔵野）、広瀬滋子（上尾）、 

田中昭太郎（さいたま市） 

３位：中国、右から町田義則（スバル）、若井安雄（上尾）、中村孝（熊谷） 

 入賞した皆さん、おめでとうございました。チームワークとそれぞれの持つスキルを

十分に発揮した成果です。今後も、楽しみながらさらなる高みを目指しましょう。 

右の写真がお楽しみ大会の試合結果です。 

１位 マダガスカル                 １位 スイス  

市村喜美夫(坂戸)、水戸部幸次(秩父)、橋本順(片柳)  樋口紀典(上尾)、亀田シメ子(三郷)、斉藤好友(黒田) 

副賞には、今年もまた加須の手干しうどんが贈呈されました。入賞した皆さんは、夕飯にご賞味されましたか？

事業部の皆さん、来年もまた楽しい大会を企画してくださいね。スタッフの皆さんお疲れ様でした。（担当：森） 

 

《 第７回さいたま市ペタンクオープン大会開催 》 

第７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。４０チームが

参加し、予選は１ブロックを４チームの１０ブロックに分けたリーグ戦で行われました。試合時間と得点は、予選・決勝トー

ナメント共に４５分の１１点先取で行われました。 

大会当日の天候は、まさに「天高く馬肥ゆる秋」の空の青さが目にしみる

秋晴れとなり、日差しの強い１日になりました。しかし、この会場には木陰がた

くさんあり、休憩をとるのが大変楽でした。開会式では、宮﨑県議の来賓あいさつをいただき、審判員の紹介、そして泉

恵美子審判長からルール説明等があ

りました。試合方法は、各予選ブロック

で順位を決め、各順位別のトーナメン

ト戦で順位を決めます。 もちろん１位

ブロックでの優勝を各チームとも目指

しています。 

会場は大宮市営球場が近くにあり、

そちらの大会のブラスバンドの音が、ペタンク大会を盛り上げているようでした。また、芝川に面したサイクリングロード

沿いにあるので、そこを通った人が、ペタンク？・・・どんなスポーツなのだろうという感じで、何人も見ていました。ペタ
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ンクに興味を持って（やってみたいなと感じてもらって）楽しんでもらえたらいいなと思いながら試合をしていました。 

■１位グループ■ 

▼優勝 秩父大沼（今井幸治、渡辺健一、今井富美子） ▼２位 上尾ペタンク連盟Ａ（石沢次郎、杉谷叔明、若井安雄） 

 

 

 

 

 

 

 

▼３位 夢友Ａ（大森重義、源後敏男、矢島幸子）  ▼２位グループ優勝 新座こぶし（清水紀男・千里、畠中安美） 

 

 

 

 

 

 

 

▼３位グループ優勝              ▼４位グループ優勝  

片柳Ｃ（酒井克江、高橋よし子、綾部栄子）       坂戸城山（並木義彦、宮城修一、泉忠明） 

   

  

 

  

 

 

 

《 第２９回日本ペタンク選手権大会埼玉県代表の活躍 》 

夏の 8月 18日に 24時間の降雨量が３０３ミリという観測史上最大の集中豪雨に見舞われ、市街全体が床上・

床下浸水の被害を受けた福知山市で、第 29 回日本ペタンク選手権大会が無事に開催されました。記録的な豪雨

だったので、開催が出来るのか心配していましたが、福知山の人たちの懸命な復興作業で、大きな災害があった

ことを伺わせる深い傷は、山肌に見られるものの、市街地ではよく見ないとわからないまでに復興していました。 

開会式は、京都府知事や福知山市長の挨拶で盛大に開催さ

れました。埼玉県代表女子６チームと男子５チームの結果を

報告いたします。 

日時： 平成２６年１０月２５日（土）２６日（日） 

会場： 京都府福知山市 

参加チーム数： 女子６４チーム、男子６４チーム 

男子は、埼玉Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅチームの５チームが出場し

ました。大いに期待された男子チームですが、決勝トーナメ

ントに進出できたのは、埼玉県Ａ（中村 孝、宮城修一、泉 忠

（担当；森） 
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明）と埼玉県Ｃ（清水紀男、原口直樹、加藤英男）チームだけでした。しかし、埼玉県Ａは、決勝トーナメント

の緒戦で、中盤までリードしていたのですが追いつかれ、リードされるも粘って終盤に追いつき、最終メーヌで

１２対１１のリードをしましたが、愛媛県に１２対１３で惜敗してしまいました。埼玉県Ｃは緒戦を京都Ｄに１

３対６で勝利し、埼玉県男子で唯一２日目に進出しました。しかし、抽選で対戦することになったのは再び京都

のＡチームでした。埼玉県Ｃはねばり強く試合を続けましたが、次第にリードされ８対１３で負けて、埼玉県男

子は姿を消してしまいました。 

女子は、埼玉Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆチームの６チームが出場しました。なんと全６チームが決勝トーナメン

トに進出、緒戦で不運にも埼玉県Ｂ（清水恭子、中村敦子、菅原成子）と埼玉県Ｅ（根岸照子、吉澤君代、小池

良子）が対戦し１３：１１で埼玉県Ｅが敗戦する以外は５チームが２日目に進出しました。これはすごいことで

す。２日目も埼玉県Ｂは不運にも埼玉県Ｆ（清水葉子、興津里子、吉田茂子）と対戦することになり１２対１３

で埼玉県Ｆが勝利、埼玉県Ａ（井上まち子、今泉君子、大澤廣美）は大阪府Ｃに１３対５で勝利、埼玉県Ｃ（泉

恵美子、佐々木久子、綾部栄子）は沖縄県に１３対４で勝利、埼玉県Ｄ（坂本邦子、浅見ミヨ子、入戸野肇子）

は和歌山県Ｂに１対１３で完敗でしたが、埼玉県Ｄチームは初出場ながら埼玉県Ｂとともにベスト１６（第９位）

と大健闘しました。       準決勝の埼玉県Ｃチーム         ３位の埼玉県Ｃチーム 

ベスト８に残った女子埼

玉県Ａ、Ｃ、Ｆチームは、会

場を砂利のテランに移して

戦いました。埼玉県Ｆは北海

道Ｂに７対１３と敗れたも

ののベスト８（５位）と健闘

しました。埼玉県Ａは京都府

Ｅに１３対２と危なげなく

勝ち上がり、埼玉県Ｃは熊本県に１３対８と粘られながらも逃げ切って共に準決勝に進出しました。準決勝では、

埼玉県Ａが北海道Ｂを危なげなく１３対２で勝ち決勝戦進出を決め、埼玉対決を考え埼玉県Ｃの応援に回りまし

た。埼玉県Ｃは愛知県Ｃに８対２とリードして楽勝かと感じたとたんに追い上げられ、９対１０となり、上手く

寄せられたボールを打ち払うことができずに９対１３で逆転負けしてしまいました。それでも埼玉県Ｃは悔し涙

の第３位でした。      決勝戦 愛知県Ｃ：埼玉県Ａ       準優勝の埼玉県Ａチーム 

決勝戦は、日本選手権３

連覇をしている埼玉県Ａが

序盤リードするも、愛知県

Ｃがポワンテの絶妙さで食

い下がり追いつくという試

合展開になった。９対５と

リードし、ここで引き離す

と気合いを入れた埼玉県Ａ

のポワンテが崩れて、９対９の同点。ここから仕切直しという時、魔が差したのか最も近いボールが１ｍという

状況で投げきり。

愛知県Ｃに寄せ

られ、優勝をもぎ

取られました。埼

玉県Ａは２位と

涙を飲みました。 



彩の国ペタンク通信 第２５号                                       ２０１４年１２月２７日発行 

- 5 - 

 

 女子優勝を逃し、大人が意気消沈しているときに気を吐いていたのが埼玉県ジュニアでした。埼玉くすの木ク

ラージュ（地頭江大志、高橋一慈）は、８チームの総当たり戦を行って、５勝２敗で念願の第５回ジュニアペタ

ンク選手権大会の優勝を果たしました。残っていた埼玉県選手団が総出で最終の試合を応援し、表彰式を盛り上

げました。「ぼくたちが優勝できたのは、今まで支えてきてくれた埼玉の皆さんのお陰です。」と二人そろって述

べていました。ジュニアの２位３位は、岡山の選手でした。少しずつジュニアが育っていました。（担当：中村） 

 

《 第８回江南オープンペタンク大会開催 》 

１１月２日（日）第８回江南オープンペタンク大会が熊谷市江南総合グラウンドにて行われました。 

シニアの部６８チーム、ジュニアの部３チームが参加し、予選は１ブロックを４チームの１７ブロックに分けたリーグ

戦を行いました。日暮れが早い時期なので、予選、決勝トーナメント共に４５分、１１点先取で行われました。 

大会当日は秋晴れの晴天となり、前日の雨でぬかるんでいたテランも試合が進むにつれて乾いていきました。選

手にとっては、うねりに加え、粘り気のあるテランで速さも加わり、さらに苦労するテランになりました。開会式は、昨

年度優勝チーム「みらい」による優勝杯返還のあと、宮城大会会長、河部埼玉県ペタンクブール連盟会長、来賓の杉田

熊谷市議の挨拶を頂戴し、中村審判長の競技説明を受けて、８時５０分より試合開始となりました。 

江南大会は「踊る埴輪杯」と「マロン杯」があります。予選１位、２位チームで決定戦を行い勝者が本選の「踊る埴輪

杯」へ、敗者が「マロン杯」に進みます。 本年度からマロン杯にも持ち回りの優勝カップを設けました。 

ジュニアの部は３チームなので午前に３チ

ームの総当たり戦とポワンテコンテスト、午後

にもう一度総当たり戦とティールコンテスト

を行っての総合結果で順位を付けました。 

 ジュニアの部では、多くの参加を期待しま

したが、学校の行事や事前の確認が遅く、参

加者が少なくなってしまい残念でした。 

試合は順調に進み、予選終了後、カトラージュ戦を２試合行い決定戦進出３２チームが決定しました。予選３位、４位チ

ームについては各順位でのお楽しみリーグを戦ってもらい、各組１位２位には賞品が出ました。 

踊る埴輪杯では、井上親子の「川本

ダイヤモンド」が順調に決勝に進出、相

手は群馬の「スバルＡ」チームです。「川

本ダイヤモンド」の親子の絆は固く、寄

せて、打って、ミスしてもカバーしあう

試合運びで見事勝利（１１－３）優勝とな

りました。優勝した３人は「共にペタンク

を楽しんでいるなぁ～。」と感じました。予選から全勝と、お見事でした。 

マロン杯では日頃の練習成果を出して勝ち進んできた「大沼Ａ」と千葉県の「ちーばくん」チームとの対戦になりま
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した。こちらも接戦となりましたが、今井夫婦愛と二人を助けるルイさんのフォローで１１－３と勝利し見事優勝しました。

閉会式では、「踊る埴輪杯」「マロン杯」に優勝した両チームに、宮城会長から優勝杯が授与され閉会となりました。 

踊る埴輪杯 優勝 川本ダイヤモンド           マロン杯 優勝 大沼Ａ 

（井上勇司、井上まち子、井上和也）                 （今井幸治、バージュジャンルイ、今井富美子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２位  スバルＡ（東海林淳、町田義則、柳澤佳寿）      ２位  ちーばくん（三橋務、石井好一、友野憲子） 

３位  川本エース（山田広幸、根田稔、渡辺真由美）  ３位  足利Ｂ（吉永文夫、吉永孝子、立野茂博） （担当：森） 

 

《 第８回 三芳町オープンペタンク大会 開催 》 

１１月１５日（土）、抜けるような青空の下、三芳町総合運動グランドに於いて、第８回三芳町オープンペタ

ンク大会が、遠くは京都府や岩手県からも参加を受けて５５チームで盛大に行われました。 

この時期は４時半で日没を迎え、暗くなるのが早いので、全ての試合を４５分の時間制限で、１１点先取とし

て行われました。予選は４チームのリーグ戦で、吹笛で試合終了、引き分けあり。上位２チームがチャンピオン

杯トーナメントの本戦に進出、３、４位はみらい杯トーナメントに進出しました。 

 三芳町オープンは、ここ数年雨や雪にたたられて、スタッフには大変な思いもあったが、今年は準備も当日も

晴天に恵まれました。審判長は今泉利明さん、審判員に高橋憲次さん、並木義彦さんに大変お世話になりました。 

 小春日和の穏やかな日差しを受けて、選手たちは坦々と午前中の予選リーグをこなしていきました。もちろん、

どの選手も、試合を真剣に楽しみました。  

決勝 江南サタデーズ 対 スバルＡ(写真下)          ３位決定戦 川本歌呂吉 対 片柳Ｇ(写真下) 

 本戦の決勝は、午後

のトーナメントを全て

接戦で制してきた「ス

バルＡ」と、川本の強

豪チームを何とか運で

勝ち上がってきた「江

南サタデーズ」になり

ました。３位決定戦は、

スバルＢの寄せの正確

さに圧倒され敗れた「片柳Ｇ」と、強豪のチーム服部を接戦で征したものの江南サタデーズに惜しくも６：７の

逆転で敗れた「川本歌呂吉」となりました。 

 準決勝以後は１点を取り合う接戦で、１１点で終わるゲームがなくなりました。決勝戦と３位決定戦は、両試

合共に実力伯仲で、４５分では１１点の決着が付きません。夜間照明のもとで４５分の笛が鳴り、最終メーヌで

優勢だったチームの勝ちとなりました。江南サタデーズが７対５でスバルＡを下し、優勝しました。３位決定戦

は９対７で、片柳Ｇが川本歌呂吉を押さえ３位になりました。全試合が終わって、１７時を回っていました。 
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優勝 江南サタデーズ        ２位 スバルＡ           ３位 片柳Ｇ 

中村 孝、宮城修一、佐々木久子   金井 満、加藤一郎、町田義則   酒井徳次、塩田邦彦、綾部栄子 

４位 川本歌呂吉                   みらい杯優勝 みさとサンフラワー     みらい杯２位 大沼Ａ 

清水英央、柴田つね、興津里子      斉藤 勲、市川睦子、斉藤文子  大埜集市、今井幸治、ﾊﾞｰｼﾞｭｼﾞｬﾝﾙｲ 

                 みらい杯３位は、「シークレット：赤川 勇、松本政好、佐藤睦夫」 

                         「元気百梅Ｂ：糠谷ヤイ子、古木美江、森 友臣」 

                 ＊３位チームは閉会式より前にお帰りになったので写真はありません。 

 上位入賞した皆さん、大変おめでとうございました。スタッフの皆さん、遅くまでありがとうございました。

決勝トーナメントの２回戦に残った皆さんには、参加賞の以外に敢闘賞が渡されました。三芳のサツマイモは焼

き芋を作ったらとおいしいですね。皆さん、来年も栄光のサツマイモを目指してがんばりましょう。  

                                          （担当：中村） 

《 第６回 坂戸収穫祭 開催 》 

雨天が心配された 11 月 9 日（日）大会スタッフの心がけの良さで、晴れはしなかったけど雨にたたられず、

過ごしやすいペタンク日和となった 1日でした。秋の恒例になった収穫祭は、坂戸片柳のペタンク場で行なわれ

ました。この収穫祭は、坂戸の片柳ペタンククラブの皆さんが、日頃各大会や行事でお世話になっている感謝の

気持ちを込めて、半年丹誠込めたお米をブロック 1位に     〈 各ブロック 優勝の皆さん 〉 

3キロ、2位に 2キロ、3位以下 6位は 1キロのお米

を賞品として、また、自分の畑で栽培した野菜（白

菜、大根、ねぎ＝農協の直売所で売っている品物）

をくじ引きの賞品にして提供してくれる大会です。

アットホームで、ペタンクを楽しみ、地域に根ざし

た交流を深めるのが目的の大会でした。                         

 主に坂戸市内と西部地区の人が中心の大会ですが、

スペシャルブロックとして、日本選手権に参加した

女子 3チームと男子 2チームが招待されました。 

 片柳の高橋会長が、手慣れた進行で、軽快に開会

式を行ない、埼玉新聞社の取材も入れるという離れ
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業もあり、トリプルス 42チームが気持ちよく 8：50に試合を開始しました。1チーム 5試合、3時には終りにな

るように 50分の時間制を敷いて 11点先取で行ないました。参加したチームは、それぞれ秋深まる坂戸の地でペ

タンクを楽しみました。昼に、模範試合として、川本レディースときじ丸ダンディーズで試合を行ないましたが、

川本レディースの圧倒的な強さに、ファニーで、きじ丸ダンディーズが敗れてしましました。「埼玉の女子は強

し！男子しっかりしろ！」とよく言われることですが、面目ない。各ブロックの優勝と 2位は以下の通りです。 

スペシャルブロック                                 （担当：中村） 

優勝：川本レディース（井上まち子、今泉君子、大澤廣美） 

2位 きじ丸ダンディーズ（中村 孝、宮城修一、泉 忠明） 

Ａブロック                                       Ｂブロック 

優勝：元気百倍（糟谷ヤイ子、古木美江、森 友臣） 優勝：ひまわりＢ（田中正太郎、宮﨑公雄、宮﨑三津子） 

2位：北坂戸Ｃ（坂本尊夫、柳下静江、海野秀雄）    2位：片柳Ｄ（橋本 順、林 信男、渡辺 行宏） 

Ｃブロック                                        Ｄブロック 

優勝：チーム川本（興津 量、興津里子、清水葉子）  優勝：片柳Ｅ（酒井徳次、森 輝雄、小池良子 ） 

2位：チャレンジャー                               2位：元気百梅Ａ（町田 順、桜井良久、成野昭夫） 

（飯島法衛、金井塚清子、前田 稔、松澤 登） 

Ｅブロック                                            〈 各ブロック ２位の皆さん 〉 

優勝:うめりん２(古田篤子､青木静子､松本利江､ 

田邊廣美)   

2位:北坂戸Ｂ（清水重信、樋口絹子、川島昌美）      

Ｆブロック 

優勝：三球黒田（斉藤好友、根岸照子、山之上義男） 

2位：三芳みらい（吉澤 誠、吉澤君代、平田 清） 

《 ねんりんピックに参加して 清水紀男 》 

 今年は、栃木県と近県のため、総合開会式の当日である１０月４日に、興津役員と加藤さんが熊谷駅に、畠中

さん、清水夫妻が川越市駅に集合して、総合開会式場の宇都宮市：栃木総合運動公園陸上競技場に向かって、３

台のバスで出発した。総合開会式は、選手団入場から始まり、開会宣言、国旗・大会旗・県旗の掲揚、炬火の入

場・点火（ガッツ石松親娘）主催者挨拶、歓迎の言葉、皇族（常陸宮ご夫妻）のお言葉等とアトラクション「流

鏑馬」「ジャガマイカ」「日光和楽踊」など多数あり、大会を盛り上げていた。ペタンクの会場は高根沢町だった。  

１０月５日、前日の台風予測では、午前中は雨が落ちないだろうと考えていたが、雨の降る試合になってしま

った。我がチーム「埼玉こぶし」はＡブロックで、第１試合北海道４：６、第２試合鹿児島１１：０、第３試合

京都府６：８と残念ながら１勝２敗でブロック３位で予選敗退となった。埼玉代表として、皆さんの期待に添え

ず申し訳ない気持ちです。敗者が言うことではありませんが、時間制限を設ける試合では、投球時間の短縮も検

討の余地があると感じました。今大会は、台風の影響で１日間で行い、１試合が３０分でした。雨により他県の

人との交流ができなかったことも残念でした。１０月６日に那須塩原から電車で帰路につき、正午に大宮に着い

たときには晴れて、日差しが眩しく、むなしさを感じる「ねんりん」でした。 

柳澤さんを始め、審判員の方々には、寒風の吹く雨の中、お疲れ様でした。さいたま市の代表の皆さんも 

予選で敗退しております。雨天のため写真は撮ることができませんでした。 （原文を多少編集しました：中村） 


