
平成27年8月

その他参加大会（平成27年８月21日現在）

　平成27年度におけるペタンク環境の変化と致しましては、昨年度にJOC加盟をし、本年度は日
本体育協会に正式加盟を果たした事から、公益社団法人日本ペタンク連盟は組織構築をより拡充
するため、早急なジュニア育成や地域における審判・指導員の育成に力を注ぎ、日本の全域におけるペタン
ク環境を整えたいと思います。つきましては、東北ブロック各県会員の皆さんを対象に今回特別事業の対策
といたしまして、C級、B級審判員及び、初級指導員の増員を図りたいと思います。会員以外の参加も歓迎し
ます。ペタンクに興味を持たれている方に声を掛けていただければ幸いです。（五嶋）

開催期日：平成27年9月3日（木）　　
開催場所：秋田市茨島地区コミュニティーセンター及び茨島運動広場
実施内容：午前8時30分受付　　9:00 ～審判員（C ／ B級）講習・試験（屋内）　審判員実技講習・検定（屋外）
　　　　　　　　　　　　　　13:00 ～初級指導員講習・試験（屋内）　 指導員実技講習会・検定（屋外）
　　　　　　　　　　　　　　午後17:00終了予定
講師・検定員：日本ペタンク・ブール連盟 常任理事／井上勇司
　　　　　　A級審判員／柳沢直利　公認上級指導員／井上まち子
検定受講経費：講習会のみ参加費１人1，000円（資料代含む）
　　　　　　  B級審判員講習　受講料・検定料2，000円　合格者認定料：3，000円（１年間）
　　　　　　  C級審判員・初級指導員　講習受講料・検定料：2，000円　合格者認定料：各1，000円（１年間）
申込締切日：平成27年8月20日（木）まで

東北ブロック B・C 級審判員の講習検定会及び
初級指導員講習検定会 開催！

公益社団法人日本ペタンク・ブール連盟公認
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会員随時募集中！
入  会  金：1,000円
年  会  費：2,000円

秋田県ペタンク連盟会員　64人

○JPBFカップ東北ブロック選手権大会　　　　 日時/平成27年8月29日　　　　　　  会場：岩手県一関市
○第15 回東日本ペタンク選手権大会　　　　　日時/平成27年9月19日・20日　　    会場：埼玉県秩父市  
○全日本ペタンクシングルス選手権大会2015　日時/平成27年10月3日・4日　　      会場：京都府福知山市 
○第30回日本ペタンク選手権大会　　　　　　 日時/平成27年10月10・11日　　     会場：愛知県小牧市
○第28回全国健康福祉祭やまぐち大会　　　　 日時/平成27年10月18日・19日　     会場：山口県周南市

主管　○いきいき長寿あきた2015ねんりんピック　中央大会
　　　　　日時　平成27年9月9日（水）
　　　　　会場　秋田市勝平市民グランド
主催　○第５回秋田県ペタンク選手権大会
　　　　　日時　平成27年10月3日（土）
　　　　　会場　秋田市茨島多目的グランド
主管　○いきいき長寿あきた2015ねんりんピック　県北大会
　　　　　日時　平成27年10月31日（土）
　　　　　会場　北秋田市交流センター

今後の大会予定
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平成27年度 秋田県ペタンク連盟総会

第4回 神奈川シングルスペタンク大会初参加

日付：平成27年4月11日（土）　会場：村さ来広面店

　出席者18名の会員と役員が出席し開催されま
した。五嶋会長の挨拶に続き議事が進行され、第
1号議案平成26年度事業報告と決算報告並びに
会計監査報告がされ、質疑応答の後承認されまし
た。
　続いて第2号議案、平成27年度事業計画と予
算案の提案がされました。今年度の事業計画に
は、全国健康福祉祭やまぐち大会の視察や第１回
秋田県シングルス大会と全国健康福祉祭やまぐち
大会への推薦選手選考となる、第1回秋田県ベテ
ラン大会が新たに加わり又、第4回ペタンク秋田
県オープン大会は、平成29年に開催される全国
健康福祉祭あきた大会のペタンク会場となる潟上
市長沼球技場での開催が計画されました。第2号

議案も質疑応答を経て了承されました。
　続いて第3号議案、秋田県ペタンク協会の名称
変更と第4号議案、役員改選も提案どうり可決承
認され総会を終了しました。（五嶋）

日付：平成27年3月22日（土）会場：神奈川県小田原市
　神奈川県小田原市において標記大会が開催さ
れ、本県から五嶋会長、小玉副会長、戸嶋の３名
が参加しました。目的は、関東のレベルや雰囲気
を肌で感じること、またシングルスでの大会運営
を学ぶことでした。
　大会には、神奈川、長野、大阪、静岡、群馬、
山梨、千葉、栃木、埼玉、東京、岩手、秋田から
男子108名、女子50名が参加し、男女別に試合
が行われました。ペタンクシーズンの初めで練習
不足もあり、本県３名は決勝トーナメントへは進
めませんでしたが、予選・交流リーグ戦と１日
10試合をしました。
　大会を通じて感じたことは、寄せであれ、

ティールであれ、１球のミスがそのメーヌの得
点に直結し、そのミスの積み重ねが勝敗となっ
て表われてくる。どんなラテン状態でも寄せる
技術とティールの確実性、そして１球を投げる
集中力の大切さを学んだ大会でした。
　なお、参加者の皆さんは、昼食、休憩時間は
和気あいあいとペタンク談義に花を咲かせ、ま
た 交 流 試 合 を し た
り、本当にペタンク
が好きで、大会を心
から楽しんでいる様
子でした。（戸嶋）
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秋田県ペタンク連盟役員

●第11回杜の都ペタンク交流大会　　　　　日時：平成27年5月9日（土）　　　　　会場：宮城県富谷町
●第22回ペタンクみちのくカップ北上大会　日時：平成27年7月4・5日（土・日）　　会場：岩手県北上市

　



第1回 秋田県ベテランペタンク大会
第1回 秋田県シングルスペタンク大会

日付：平成27年4月25日（土） 会場：秋田市茨島多目的グラウンド

　本県においては初めてとなるベテラン大会とシン
グスル大会を同時に開催しました。ベテラン大会
は、連盟会員60歳以上のトリプルスとし13チーム
が参加、シングルスは、愛好者なら誰でも参加可能
とし、８名が参加しました。
　ベテラン大会は、今年度山口県で開催される全国
健康福祉祭やまぐち大会への推薦選手選考も兼ねた
大会とし、見事にかほ市のあがりこ大王チームが優

勝し、出場資格を得ました。
　また、シングルス大会は、８名の総当たり戦を行
いました。シングルスは、寄せとティールの両方が
求められ、個人の技術がはっきり表われる試合方法
であり、自分を知るよい機会です。大会ではそのバ
ランスの優れた選手が上位に入ったようです。
（戸嶋）

第1回 秋田県ベテランペタンク大会結果
優　勝

準優勝

第３位

第４位 元滝
にかほ市 PCC
鳥海まりも
あがりこ大王 （にかほ市）有田晴夫・村上和子・難波艷

（にかほ市）田中喜悦・佐藤千代子・田中禎

（にかほ市）渡部均・鈴木幸春・中津勝利

（にかほ市）竹島信興・佐々木義昭・五十嵐ミツ子
優勝　あがりこ大王チーム
　　　（にかほ市）

第1回 秋田県シングルスペタンク大会結果

優　勝

準優勝

第３位 田 口　喜 仁（5勝2敗）

五 嶋　孝 章（6勝1敗）

戸 嶋　正 紀（7勝） 優
勝
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第4回 ペタンク秋田県オープン

　ペタンクとしては初めての使用で、グラウンドコ
ンディションが心配されたましたが、球技場の管理
係が前日の使用後に整備をしていただき、まずまず
の状態で開催することが出来ました。
　岩手県７チーム、宮城県２チームが参加され熱戦
が展開されました。秋田県チームは寄せが中心の
チームが多く、初めてのグラウンドに戸惑いボール
を消費するチームが多い中、県外チームは遠征試合
が多いせいか初めてのグラウンドにも対応が早かっ

たようです。その中で、ティールとポワンテをバラ
ンス良く使い勝ち残った秋田県内チームの“チーム
かめ”（戸嶋・田口）が決勝もあぶなげのなく優勝
する事が出来ました。
　グラウンドの広さ、駐車場の広さなどは充分な広
さが確保出来るので、来年開催される東日本ペタン
ク選手権と、その次の年に開催される全国健康福祉
祭あきた大会にもこの会場を使用する事にスタッフ
一同安心の出来た大会でもありました。（五嶋）

北上市協会長杯・2015春大会参加

「チーム秋田」が優勝！
日付：平成27年4月26日（土）　会場：北上市

―大会を振り返って―
　去る4月26日、標記大会（ダブルス）に小玉隆雄
氏と共に参加し、秋田県勢としては初めて、県外大
会での優勝をすることができました。大会には、北
上市58、花巻市5、宮古市3、矢巾町2、盛岡市1、
秋田県１の計70チームの参加がありました。
　予選は、6チーム（一部変則）のリーグ戦を行
い、チーム秋田は、危なげなく５戦全勝で１位通過
を果たしました。予選１位と予選２位の上位、計16
チームによる決勝トーナメントでは、予想に反し順
調に決勝まで進むことができました。
　圧倒的大差で勝ち上がってきた地元北上市のチー
ムとの決勝戦では、序盤に６点差を広げられる苦し
い展開となりましたが、諦めず粘り強く試合を進
め、徐々に追い上げ、11－10で辛くも勝利を収め
ることができました。

　優勝できた要因としては、まずは参加者のほとんど
がシーズン最初の大会であるのに対し、私たちは、神
奈川のシングルス大会に参加し、また前日には秋田県
シングルス大会に参加するなど、試合勘の差が影響し
たのだと思います。
　また、寄せるところは確実に寄せ、ティールも効果
的に決まり、互いの役割を果たし、バランスよく、積
極的に攻めたことが
今回の勝因であると
感じました。
“秋田の選手も県外
で優勝できる”と大
きな自信に繋がった
大会となりました。
（戸嶋）

第３回 岩手ペタンクオープン大会参加

第１回 にかほペタンク芭蕉大会

日付：平成27年6月13日（土）・14日（日）　会場：岩手県平泉町

日付：平成27年6月27日（土）　会場：秋田県にかほ市

　第3回岩手ペタンクオープン大会が、世界遺産
“毛越寺”の隣にある平泉小学校グラウンドにて開
催されました。
　岩手県はペタンク先進県であるため他県との親好
も広く、遠くは高知県、兵庫県や関東、東北、全国
各地から55チームの参加がありました。秋田県から
は7チーム（13人）が参加しました。
　30度をこえる暑さと粘土質のテランにより苦戦を
しいられるチームが多い中、秋田蕗チーム（篠田昭
男・篠田照子）が埼玉県や関東の強豪チームにみご
と勝利し、決勝進出をはたしました。
　決勝戦では埼玉県の井上理事長夫妻との対決で
す。初めて試合をする砂利のテランと突然の大雨

で、13対8で惜しくも勝利を勝ち取ることはできませ
んでしたが、すばらしい戦いを繰り広げみごと準優勝
をはたしました。（田口）

　にかほ市ペタンク愛好会設立3周年を記念して、
岩手県より1チーム、県内17チームが参加し開催さ
れました。あいにくの激しい雨により、小ドーム

（とんがり童夢ぱお）で交流戦を行いました。佐藤会
長初め地元愛好会の心のこもった大会運営で楽しいペ
タンク大会となりました。（五嶋）

「チームかめ」（秋田）が優勝！
日付：平成27年5月23日（土）　会場：潟上市長沼公園球技場（追分地区公園）

優　勝

準優勝

第３位

第４位 北上夜曲
明治
仙台いずみ
チームかめ （秋田県） 戸嶋正紀・田口喜仁

（宮城県） 日下光雄・堀　卓次

（岩手県） 松本政好・眞田吉英

（北上市） 菅原紘行・及川藤子


