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平成３０年５月２６(土)、２７(日）坂戸市粟生田の高麗川

ふるさと広場に、男子１９チーム、女子１０チームが参加し、

長崎県諫早市で１０月に開催される第３３回日本ペタンク選

手権埼玉県代表の座をかけて、熱闘が繰り広げられました。 

 

 開会式では河部会長より激励の挨拶と今泉審判長より、選考

会の競技説明があり、男女ともに制限時間６０分、１１点先取

となりました。 

 女子の競技ルールは１０

チームによる総当り戦を２

日間かけて行いました。 

 

男子は第１ステージを６チ

ームの４ブロックのリーグ

戦を行い上位３チームが第

２ステージに進みます。 

第２ステージは４チームの

３ブロックのリーグ戦で上位２チームが最終ステージに進み６チームによる総当り戦で順位を決定し、男女

とも１位チームが代表チームに決定し、第２位以下も順位を決定し、第一候補、第二候補となります。 

---------- ≪女子編≫ ---------- 

今回の女子の部で台風の目となったのは、３人が日よけ対策の

フェイスマスクをかけた、熊谷の「あんみつ姫」チームと坂戸カ

ップで勢いをつけた「城山」チームでした。 

「あんみつ姫」は、初日を２勝３敗と上位につけ、２日目は３

勝１敗で通算５勝４敗となり、３チームが同率で直接対決勝利し

て４位となりました。（出場権獲得の可能性有） 

「城山」は初日を３勝２敗で上位につけ、２日目を３勝１敗と切

り抜け６勝３敗で同率２となりましたが、直接対決の結果により

３位になりました。１位は貫録で「そよ風」チーム、２位は「ジ

ャンプ」チームとなりました。 
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県内外のペタンク愛好者をつなぐ 

予選1位：そよ風 

綾部栄子、佐々木久子、泉恵美子 

予選２位：ジャンプ 

清水葉子、大澤廣美、浅見マサ 

予選３位：城山 

河野敏子、石川ひろ子、古木美江 

コメント：仲間が助けてくれました。チームワークの大切さを痛感しました。感謝します。 
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---------- ≪男子編≫ ---------- 

昨年、秩父オープンを制したチームが県代表なるという結果を信じ、今年の秩父オープンを制した大沼Ｃ

チームでしたが、４敗となり第一ステージで敗退となった

が、２位の大沼Ａチームが３位で通過しました。男子は初

日に第一、第二ステージを戦い、カタクリ、大沼Ａ、ロイ

ヤル片柳、三郷エース、江南サンデーズ、上尾ペタンク連

盟の激戦を勝ち上がった６チームが第三ステージに進み

ました。 

１位になった江南サンデーズですが、初戦は苦戦をしなが

らも１０-６で勝ち、２試合目は０－９から１１連続得点

をしての逆転勝ち、第５試合も追い上げられられました

が、しぶとくしのいでの勝利をものにしました。２位以下は３勝が 2チーム、2勝が２チームとなり、つぶ

し合いがありましたが、しぶとく接戦を制した河部会長率いる三郷エースが２位に入りました。 

 

 

以上のとおりの予選結果となり、昨年、日本選手権女子の部で優勝した、「井上・今泉・渡辺」チームも入

れ男女７チームが１０月１３日～１４日に行われる第３３回日本ペタンク選手権に出場することがほぼ決

定しました。４位以下のチームも吉報を待って練習に励んでください。そして、長崎で埼玉旋風を巻き起こ

してください。            頑張れ 埼玉チーム！！ 

 

   

 

 中山道・熊谷宿を起点として甲斐の国へ繋がる、秩父往還。この往還を進んで

くると、かつての大野原宿近くの愛宕神社の裏に「宮崎町ペタンク同好会」の練

習場所になっている「宮崎公会堂」があります。代表の島崎義明さんによれば、

１４～１５年前からペタンクに親しんでいる団体と

のこと。 この春に実施された全労連ペタンクの部・

秩父予選会では、島崎さん、町田さん、そして柳シズさんをメンバーとするチ

ームがみごとにＢ代表決定の快挙達成。 

柳さんは大正９年６月３日生まれの９８歳。ペタンク同好会のメンバー数は１

５名程度とのお話でしたが、その平均年齢はほぼ７５歳とのこと。柳さんに次ぐ高齢ペタンカーに荒船ミツ

子さん（９５歳）と、同好会のみなさん、ほんとうにお元気です。 

 柳さんに健康の秘訣をお聴きしたところ、「食べ物の好き嫌いをしない」こと

だそうです。ペタンク以外の楽しみとしてはカラオケも大好きとのことでした。

これからも趣味を楽しみながら、２年後の東京オリンピック開催の年には、「百

歳ペタンカー、ここにあり」という嬉しい出来事を、彩ペタ通信の記事でぜひま

たご紹介させてください。 

予選３位：カタクリ 

富岡道雄、加藤英男、清水紀男 

予選1位：江南サンデーズ 

森信介、中村孝、宮城修一 

予選２位：三郷エース 

河部耕喜、奈良一二三、岩瀬和男 

コメント：埼玉の名を汚さないよう頑張ってきます。 

〈柳さん 町田さん 島崎さん〉 

荒船さん  柳さん 記事提供：浅見広報部員 

〈宮崎町ペタンク同好会〉 
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 平成３０年６月１７日（日）、秩父テランにて第１１回秩父シニアオープンが開催されました。 

空を見上げればどんよりとした曇り空、梅雨寒というのはこんな感

じなのかもしれません。同日は他県で大会（足利市長、甲府オープン）

も開催されており日程が重なる中で県内２５の強豪チームを含む総勢

７９チームが参加し盛大な大会となりました。 

秩父シニア大会を振り返れば、第 1回大会から川本勢が４連覇、５

回大会では地元大沼チームが優勝、６～７回大会では、江南サンデー

ズが連覇、８～９回大会では再び

川本勢が連覇、昨年は越生・梅の里が初優勝を飾っています。 果

たして、今年は秩父勢の巻き返しがあるか楽しみは大会となりまし

た。 

 

審判団は内田審判長をはじめ、大埜、大野、山中の 4人で行われ

ました。 

 

  開会式時、秩父市ペタンク連盟・大山会長より、「今大会には、秋に長崎で開催される日本選手権へ出場

する選手が多く参加されているので、良いところをたくさん参考にしてください」とのご挨拶もありました。  

予選ブロック（各４チーム）が終了し、いよいよ負ければそこで終わりの、決勝トーナメント。 準決勝に

勝ち進んだチームは、江南スワローズ、ファンタスティック、そよかぜ、大沼Ｄの４チームでした。 

特に女性３名（坂戸・熊谷）で構成された「そよかぜ」は、日本選手権

県代表選考会１位通過・県第二代表チーム。 準決勝で江南スワローズに

１０対２で勝利して、決勝戦進出を決めました。 もう一つの準決勝の戦

いは、ファンタスティックが７対２で大沼Ｄに勝利しての決勝戦進出。  

メンバー構成こそ一部違いますが、昨年３位のファンタスティックが

今年こそ優勝なるか、あるいは県第二代表のそよかぜか？試合序盤は１

点、２点とそよかぜが徐々にリード。 

ところが第４メーヌだったでしょうか、そよかぜのミスもあり、一挙にフ

ァンタスティックが６点奪取して、いったんは逆転に成功・・・したものの、最後はそよかぜチームに勝利

の女神がほほ笑んで、初優勝を決定。 試合終了時刻は、ちょうど午後５時でした。 

 

優勝：そよかぜ 

（佐々木久子、泉恵美子、綾部栄子） 

 今までに数回参加しましたが、念願の初優勝です。 チームワークがとて

もよかったです。ありがとうございました。 

 

 

 

準優勝：ファンタスティック 

 （市村喜美夫、中村孝、斉藤勲） 

 

 

                   第３位：大沼Ｄ 

（水戸部幸次、柳沢正子、堀口三津司） 

 

副賞の豚肉味噌漬けが

何枚か気になりますね  
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平成３０年７月８日（日）第１１回上尾ペタンクオープン大会が、上尾市小

泉の氷川山公園にて 54組が参加して開催されました。   

1ブロック６チームによるリーグ戦で、各ブロック１位から６位まで賞品がい

ただけました。試合の制限時間 45 分、１１点先取となります。試合が進むに

つれ、日差しも強くなり選手には暑さと

の戦いでもありました。 

この暑さを癒してくれるのが、この会場の特徴でもある木陰で

す。休憩時間、昼食時間には涼がとれて助かりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1位：大沼Ａ 今井幸治 今井冨美子 渡辺健一 

2位：花もも 川端進 川端芳子 小島武 

3位：片柳Ａ 藤倉登美子 高橋憲次 長利光 青木利子 

1位：片柳 Ｆ井上利一 橋本順 塩田邦彦 

2位：花園ﾄﾞｩ－ 栗原初男 田中敏夫 落合迪典  

3位：飯能夢馬 福島正己 石田智昭 安藤明子 

1位：飯能はんの木 若山一 佐藤孝志 青木益代 

2位：秩父諏訪Ａ 太幡菊男 浅見恒夫 入戸野肇子 

3位：フロンティア 大谷耕作 小嶋吉男 大門絹江 

1位：狭山抹茶 小暮正 反中洋子 小野寺久美子 

2位：梅の里 河野孝 河野敏子 大谷シズエ 

3位：秩父諏訪Ｂ 市川和男 黛松枝 堀内きみよ 

1位：三球黒田 斉藤好友 根岸照子 浅見マサ 

2位：ＹＵＩ 宮崎優衣 泉恵美子 泉忠明 

3位：あすなろ 石橋美代子 中村サト 山本たや子 

1位：チーム上尾Ａ 櫻井孝 山崎恵美子 白澤マスイ 

2位：深谷Ｂ 細野幸江 蓮池久仁子 松上哲朗 

3位：江南ブルーベリー 木村功 木村奈穂美 高橋容子 

1位：江南ﾊﾟｲﾝｳｯﾄﾞ 松井隆典 森恵美子 森信介 

2位：上尾ﾍﾟﾀﾝｸ倶楽部Ｃ 吉田利雄 吉田泰夫 杉田冨美枝 

3位：深谷Ｃ  富岡道雄 高田忠雄 金澤芳樹 

大会会場では、
アイスを美味し

そうに食べてい

ました。 

1位：アメージング鈴木広義 中村孝 市村喜美夫 

2位：大沼Ｂ 小崎秀行 新井文夫 水戸部忠平 

3位：上尾ペタンク倶楽部Ａ柳沼充子 高木典子 樋口紀典 

1位：こぶし 清水紀男 清水千里 岩田幸雄 

2位：片柳Ｅ 綾部栄子 林信男 森田治 

3位：チャレンジャー 飯島法衛 小甲久江 前田稔 


