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第１２回世界女子ペタンク選手権大会 報告書 
                     
                 日本代表チーム コーチ・通訳 
                 伊藤 知樹（諏訪市ペタンク協会） 

 
 
１．大会概要 
 ２００９年１１月１２日～１５日、タイのスパンブリー市においてペタンクの第１２回

世界女子選手権が開催された。通常、本大会は隔年で開催されているが、今年度より男子

の世界選手権が隔年開催となったことを受けて、２００８年のトルコ大会に引き続き２年

連続の開催となった。なお、来年度以降は、男子世界選手権の開催されない年（次回は２

０１１年）に女子世界選手権は開催される予定である。 
 本大会には、世界各国より３４カ国３６チーム（前回優勝のスペイン、開催国のタイは

各２チーム参加）が参加した。各チームの年齢層は様々で、日本のように若い選手で構成

されているチームもあったが、大半は若手とベテランの混成チームであった。私の聞いた

限り、日本チームの平出選手（１５歳）はハンガリーの選手と並んで出場選手内で最年少

であった。 
会場は、スパンブリー市内の体育大学内の多目的スペースであった。夜間照明付きの吹

き抜けのスペースで、本大会に合わせてコートと観客席が特設されていた。テランは、大

小様々な大きさの石が敷かれており、場所によって地面の硬さも異なった。ポワンテに関

しては特にこれといった有効な投法がなく、場所によってはドゥミ・ポルテが有効な場所

もあれば、ポルテが有効な場所もあった。また、ティールに関しても難易度の高い地面で、

目標球の手前１０センチ以内に落としても跳ねて当たらない場面も多々あった。全体を通

して言えることは、今回のテランは私がかつて選手として参加した国際選手権のテランと

比しても最も難易度が高く、また本大会のテランにおいては回転の強さが投球の成否を分

ける重要な要素であったということである。 
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２．日本代表選手団 
 日本選手団は２度の選考会を経て代表選手の決定が行われた後、監督・コーチの人事が

決定した。代表選手団は５月（長野県諏訪市）と８月（長野県飯田市）に強化合宿を行い、

１０月には前哨戦として群馬県太田市の大会に出場し、チーム内の連携強化に努めてきた。 
【日本代表選手団】 
・監督：碓井進（日本ペタンク協会会長 ７２歳） 
・コーチ・通訳：伊藤知樹（長野県諏訪市 ２６歳） 
・選手（ティルール・チームリーダー）：小松真美（長野県諏訪市 １６歳） 
・選手（ミリュー）：渡邊真由美（埼玉県深谷市 ２５歳） 
・選手（ポワントゥール）：平出知布味（長野県諏訪市 １５歳） 

            

 
 
 
３．大会日程 
本大会は以下の日程で行われた。また、日本チームの試合結果は下図の通りである。 
大会第１日目（２００９年１１月１２日） 
19:30-21:30 ウェルカム・パーティー  
21:30 抽選  
大会第２日目（２００９年１１月１３日） 
8:30-12:00 国際連盟総会  
9:00 ティールコンテスト １次予選 小松 ２０点（○） 
13:30-15:00 開会式  
15:00-16:30 ティールコンテスト ２次予選 小松 １４点（×） 
17:00 世界選手権予選 １回戦 対チュニジア 0-13（×） 
 世界選手権予選 ２回戦 対ロシア 10-5（○） 
21:00 ティールコンテスト 準々決勝、準決勝  
大会第３日目（２００９年１１月１４日） 
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8:30 世界選手権予選 ３回戦 対カナダ 4-13（×） 
10:00 世界選手権予選 ４回戦 対イスラエル 6-13（×） 
11:30 世界選手権予選 ５回戦 対アルジェリア 13-9（○）
14:00 世界選手権 決勝ラウンド １回戦  
 ネイションズカップ １回戦 対オーストリア 13-4（○）
17:00 世界選手権 決勝ラウンド 準々決勝  
 ネイションズカップ ２回戦 対ハンガリー 13-8（○） 
20:30 ティールコンクール 決勝  
大会第４日目（２００９年１１月１５日） 
8:30 ネイションズカップ 準々決勝 対フィリピン 13-11（○）
 ネイションズカップ 準決勝 対イタリア 10-13（×） 
10:30 世界選手権 準決勝  
13:00 ネイションズカップ 決勝  
15:00 世界選手権 決勝 フランス対タイ 10-13 
16:30 表彰式  
20:00 ファイナルパーティー  
 
 
４．ティールコンテスト 
 ティールコンテストには、日本選手団を代表して小松選手が出場した。結果として、一

次予選を突破したものの、２次予選敗退という結果に終わった。今回、２次予選を突破す

るためには２８点が必要であった。日本が今よりも一歩進んで二次予選突破を目指すため

には、常に３０点以上の得点を取れる選手を育成していく必要がある。国によってはティ

ールコンテストのために長い時間をかけて選手を育成しているところもある。ティールコ

ンテストでは、普段の試合で求められるものとは異なる技術力と精神力が求められる。そ

のため、練習会や大会でもティールコンテストを導入していくことが望ましい。 
 ティールコンテストにおいて、重要なことは正確な投球能力と精神力であることは言う

までもないが、加えて場面に応じた当て方ができる能力であると考える。このティールコ

ンクールには、直撃で当てた方が良い場面設定と、あえてボールの根元または手前から当

てた方が良い場面設定が混在している。現在のティールコンクールは、国際連盟副会長で

日本の国内組織問題担当役員でもあり、今回の世界選手権の直前に亡くなったクロード・

ケベルレ氏によって発案され、２０００年の世界選手権より行われているが、非常によく

考えられた設定となっている。ティールコンクールでは５つの場面設定があるが、直撃で

当てた方が高得点が出やすいものが３つ、あえてボールの根元または手前から当てた方が

良いものが２つとなっている。この点を上位に入賞した選手はよく把握しており、場面に

応じた当て方で得点を稼いでいた。 
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 日本の小松選手にもこの点は指導済みであるが、やはりそこまでのレベルに達するには

まだまだ時間が必要である。現在、日本国内においては直撃で当てることを目標に日々練

習に励んでおられる方が多い。ラッフル（転がしティール）主体の時代から比べれば、日

本国内のティールに関する意識変化は目覚ましいものがあるが、今後はさらに一歩進んで

場面に応じて当て方を分けられることを目標に練習に励んでいけば、ティールコンクール

で日本が上位に入賞することも不可能ではないと考える。 

            
 
 
５．世界選手権予選 
 日本は世界選手権予選を２勝３敗で終え、結果は２４位であった。各試合の詳細を以下

に述べる。 
 
①日本対チュニジア（０－１３） 
 初戦をファニーで負けるとは、国内から世界選手権の結果をご覧になっていた方々には

ショックを与えたかもしれないが、日本選手団にとってはそれほどショックなことではな

かった。なぜなら、チュニジアは結果的に予選を１位通過した強豪国であり、全参加国の

中で最もバランスのとれたチームであったからだ。ここでいうバランスの良さとは選手間

の実力にばらつきがなく、かつ技術レベルが高いという意味であるが、このバランスの良

さについては、チュニジアの方が決勝に勝ち残ったタイとフランスより上であったと言え

る。 
 日本チームの状況は特に悪いものではなかったが、これといって良いプレーも出なかっ

たのが悔やまれる。また、ティールすべきでない場面でティールを行ってしまったという

作戦ミスも残念であった。得点のチャンスはあったものの、得点できなかった場面もあっ

た。このような強豪国から得点を得るには、１メーヌでもよいので成功投球４球以上のメ

ーヌが必要となる。国内では相手の失敗で点数を稼げるが、世界の強豪国相手ではそれは

通用しない。ペタンクとはいかに自分の成功投球を増やすか、ペタンクとは自分との戦い

であるということを再認識させられた試合であったと言える。 
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②日本対ロシア（１０－５） 
 今回、女子世界選手権にコーチとして出場してわかったことの一つとして、男子・ジュ

ニア世界選手権と女子世界選手権の参加国の競技レベルの分布の違いである。男子・ジュ

ニア世界選手権においては、４分の３の参加国は日本よりワンランク以上の技術力を有し

ており、残りの４分の１の参加国が日本と同レベルまたはそれ以下という状況である。逆

に、女子世界選手権においては、参加国の２分の１が日本よりワンランク以上上のレベル、

そして残りの２分の１は日本と同等以下のレベルである。 
 ロシアも例外ではなく、日本と同等以下のレベルの国である。競技レベルは低く、日本

よりも下であった。そのため、相手のポワンテが本大会の難しいテランではほとんど成功

せず、日本チームのティールの場面も少なくなった。その中で、ティールの場面ではカロ

ーも出たことと、日本の方がポワンテの技術がはるかに優れていたため、危なげなく勝利

できた。しかし、時間切れで１０点まで取っておきながら、自力で試合を終わらせること

ができなかったことが悔やまれる。特に、７対２となった後は１点ずつしか得点できず、

決定力不足を痛感した。 
 
③日本対カナダ（４－１３） 
 カナダはティルールこそ優れていたものの、他の２名に関してはそれほど高い技術力を

感じられなかった。先にチュニジアのバランスの良さについて述べたが、カナダは全参加

国の中でもバランスの悪いチームの一つであったと思う。また日本が対戦した国の中では

最も年齢層が高かった。詳しい話はしなかったが、フランス語が通じたのでケベック地区

の選手たちであろう。カナダでもフランス語圏に限らず、全土でペタンクが行われればさ

らに強いチームが構成あれるであろう。 
さて、このようなチームに勝つには、まず優秀な選手をマークし、いかにその選手に球

を投げ切らせるかに尽きる。カナダチームで言えば、ティルールにいかにティールをさせ

て、持ち球が４球同士になった時点でいかに勝負できるかということである。しかし、日

本チームの状況は全試合を通して、このカナダ戦が最悪であった。ポワンテが寄らない、

ティールも当たらない、このような状況では勝利はほど遠い。唯一、得点できたメーヌで

は４球の成功投球があり、カローも出たこともあり４点を取ることができたが、その他の

メーヌに関しては常に相手のペースであった。少なくとも勝利の可能性があると見ていた

だけに、カナダ戦の敗北は非常に悔やまれた。 
 
④日本対イスラエル（６－１３） 
 イスラエルは参加国の中でも異例の存在であった。競技レベル（特にティール）は高い

が、フォームが全く合理的ではない。いかにして、そのフォームでこのような高い確率で

ティールを成功できるのか終始疑問であった。 
 日本は途中まで６－８と競り合っていたが、息切れした。ポワンテの成功投球がなく、
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ティルールにまでポワンテが回ってしまい、３点を取られ、６－１１となった時点でイス

ラエルの勝利がほぼ決まった。また、日本サイドに付いていた観客からのプレッシャーが

選手のプレーに悪影響を及ぼした。しかし、観客等外部的要因に左右されず、常に一定の

ペースで試合を展開できる能力が世界で活躍する選手には求められる。日本の場合は、大

勢の人が観ている状況下で試合を行う機会がほとんどないが、世界選手権では多くの観客

の前で試合をしなくてはならない。それが世界選手権の醍醐味でもある。国内でもより多

くの人が見守る環境下で決勝戦等が行われる環境作りが必要であるとこの対戦を通じて感

じた。 
 
⑤日本対アルジェリア（１３－９） 
 アルジェリアはフランス語圏であり、男子やジュニア世界選手権では存在感のあるチー

ムのひとつである。女子に関しても選手個人の基本的技術レベルは高く、練習を見ている

限り、日本側の勝利の可能性は無いように思えた。 
しかし、日本チームのポワントゥールの調子がよく、ポワンテ力で大きく勝っていたこ

とと相手チームの不調により、一時は９対０と大きく相手を引き離すことができた。しか

し、その後は相手チームの追い上げにより、結果的に勝利こそしたものの９点まで失点を

許してしまった。原因はチーム内での作戦の不一致と決定力不足であった。日本側が９点

を取った時点で、相手の持ち球は０球、日本の持ち球２球で、カローが２回出れば４点を

取得でき、試合を終わらせられる場面があった。私はティールを指示したが、選手サイド

で意見が分かれた。結果的に、ティールを試みたものの失敗し、１点しか入らなかった。

正直、実力的にカローを連続で成功させることが難しいのは重々承知であったが、国際選

手権に出場する選手からこの場面でティールを躊躇う意見が出たことが非常に残念でもあ

り、問題であるように思えた。 
そして、私はこの場面で改めて日本国内の作戦レベルの低さを認識した。ペタンクの場

合、常に最大で何点取れるかということを念頭に置きながら作戦を立てる必要がある。そ

して、７点を取得した後は、いかにしてそのメーヌで試合を終わらせることができるかを

考えなくてはならない。１２点を取ってリーチをかけているにも関わらず、相手チームに

全球カローを決められ、敗れていったチームを国際選手権で目の当たりにしてきた。これ

が、ペタンクの醍醐味でもあり、本来あるべきペタンクの姿ではないであろうか。しかし、

日本国内では個人の実力に応じて作戦を立てているチームが多い。ティールが成功し、カ

ローになればより多くの得点が取れるのにもかかわらず、個人の実力が伴っていないから

との理由でポワンテを行うのだ。日本の競技レベルの低さはすべてここに起因している。

競技レベルを向上させたければ、まず作戦レベルを向上させなくてはならない。日本ペタ

ンク界の第一人者である方が、以下のように述べている。『意識が変われば、戦術が変わり、

技術が変わる。』 
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６．ネイションズカップ 
 日本はネイションズカップで準決勝まで勝ち進み、ネイションズカップ３位という結果

を残すことができた。各試合の詳細は以下の通りである。 
 
①日本対オーストリア（１３－４） 
 日本チームは２勝３敗という成績で世界選手権予選を終えたため、残念ながら決勝トー

ナメント（ベスト１６）に残ることが出来ず、予選２４位でネイションズカップに進んだ。

スイスシステムで予選を突破するには３勝以上することが必須条件であり、カナダとイス

ラエルに敗れたことが大変悔やまれた。ネイションズカップの１回戦はオーストリアであ

り、競技レベルは予選で勝利したロシアと同レベルであった。試合は終始日本のペースで

進められ、危なげなく勝利することができた。 
 
②日本対ハンガリー（１３－８） 
 ハンガリーのティルールは日本の平出選手と同じ１５歳であり、今大会に出場した選手

の中では最年少であった。ハンガリー戦は日本にとって因縁の対決であった。諏訪の２人

の選手は、１０月に行われたジュニア世界選手権で惜しくもハンガリーに敗れており、私

自身も１２年前にスイスで開催されたジュニア世界選手権で、ハンガリーに１２対１３で

敗れた経験があった。  
 しかし、予想にも反して試合は日本のペースで進んだ。その要因としては、日本の平出

選手と同じく出場選手中最年少であったハンガリーチームのティルールを除いて、ハンガ

リーチームの選手のレベルが低かったことが挙げられる。そして、時たま寄ってくる相手

チームのボールを日本チームの小松選手が５割以上の確率で確実にティールを決められた

ことが何より大きな勝因であったと言える。個人的に世界で戦うためには最低でも５割以

上のティールの成功確率が求められると考えている。そして、この確率が６－７割になっ

てくれば、ベスト１６以上のチームに対しても勝利の可能性が出てくる。ただし、今回の

大会ではテランの難易度が高かったため、このティールの確率のボーダーラインが４割程
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度に下がっていた。 
 逆に残念なこととして、相手チームのボールを押し込む等相手チームに得点を与えてし

まう場面が目立った。ハンガリー戦は最終的に８点を失点したが、そのうち６点は日本チ

ームがハンガリーチームに与えた得点であった。ポワンテ、ティール共に成功イメージを

描きながら投球することはもちろんであるが、それと同時に「絶対にやってはいけないこ

と」（ビュットを動かす、相手ボールを押し込む、味方ボールをティールしてしまう等）を

常に意識しながら投球を行う習慣を選手たちには身につけていただきたい。 
 
③日本対フィリピン（１３－１０） 
 フィリピンと日本の実力はほとんど互角であった。フィリピンの選手たちはフォームの

面では合理性に欠け、見習う部分は少なかった。しかし、ポワンテの球質等、日本チーム

が見習うべき要素も多く持っていた。 
 日本は最初のメーヌで得点するものの、常に苦戦を強いられ、一時は３対７と４点差ま

で引き離された。しかし、７メーヌ目で流れが変わった。このメーヌでは、渡邊選手のポ

ワンテが２球連続ですばらしい形で決まった。その後は、フィリピンチームは選手の交代

で流れを引き戻そうとするものの、終始日本チーム主導でゲームが進行し、日本が勝利を

収めることができた。 
 この試合で改めてミリューの果たす役割の大きさを実感した。一般的に「ポワントゥー

ルがゲームを作り、ティルールがゲームを魅せ、ミリューがゲームを決める。」と言われる。

この言葉の持つ意味を改めて感じることができた試合であったといっていい。日本国内で

は、どうしてもティルールが花形で、誰しも憧れるポジションという感が拭えない。しか

し、ペタンクにおいてはそれぞれのポジションにおいて果たすべき異なる役割がある。そ

れを理解した上で、日々の練習において、ひとつのポジションにこだわらず、様々なポジ

ションにチャレンジすることにより、個人のレベルが向上すると考える。また、そのよう

な取り組みにより、他のポジションの魅力や大変さを理解することができ、チームワーク

の向上にもつながるのではないであろうか。 
 
④日本対イタリア（１０－１３）【ネイションズカップ 準決勝】 
 イタリアは男子・ジュニアの世界選手権では常に上位に名を連ねている強豪国である。

今年のジュニア世界選手権では優勝を果たし、男子の部でも２００１年の秋田ワールドゲ

ームズで優勝経験がある。しかし、女子のレベルはそこまで高いとは言えず、日本と同格

か一歩上といった感じである。ただし、チームワークは格段に上であった。選手、監督、

そしてコーチが一丸となって試合を盛り上げていた。 
 日本は最初のメーヌで小松選手のカロー等で４点を先取するものの、次のメーヌで追い

つかれた。その後は、イタリアペースで試合が進行し、最後に粘りを見せて１０対１１ま

で持ち込むが、結果的に勝利を収めることができなかった。 
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１０点まで追い上げた時点で、流れは日本チームにあったにもかかわらず、最終メーヌ

で２点を取られ敗北してしまった。原因としては精神面の弱さが挙げられるのではないで

あろうか。日本代表チームはこのように強いプレッシャーのかかる場面でのプレーに慣れ

ていない。日本は、上位層とそれ以外の層のレベル差が大きく、また上位層に位置する選

手の数が少ないため、国際大会に出場するような選手たちが一般の大会で強い緊張感の中

でプレーをする機会が非常に少ない。一方、フランス等の強豪国の選手達は国内の選手層

が厚いため、国内大会でも常に強い緊張感の中でプレーをしている。対応策として、日本

国内の上位層を増やしていくことが望まれるが、その実現には時間がかかる。そのため、

上位層の選手達で構成されるナショナルリーグ、また自主的な選手会を立ち上げ、上位層

の選手たちが常に強い緊張感の下でプレーできる機会を増やしていくことが望まれるので

はないであろうか。さらに、それを組織任せにするのではなく、上位層の選手達も自主的

によりレベルの高い大会出場するために遠征をしたり、積極的に声を掛け合ったりして自

主的な練習会を主催する等の努力をしていかなくてはならない。 

          

 
 
７．選手より 
■ 小松真美（長野県諏訪市） 
今回の世界女子は、世界ジュニアより自分の役割を果たせ

たと思うので、世界ジュニアよりは自分のプレーに自信が持

てた。 
ただ、勝てる試合がたくさんあったのに、そこで勝つ事が

できなかったのがとても残念で悔いが残った。 
 そして、ティールコンテストは、最初に２０点、２回目で１４点・・・。まだまだ点数

は低いし・・・、自分の中で納得がいかない。他の選手がいい点を出すと緊張してしまっ

たりして、プレッシャーになかなか勝つことができなかった。 
 試合の方は波が激しくて、上手くできたり納得がいかなかったり、あまり一定したプレ

ーができなかった。ティールが当たったらポワンテが上手くいかなかったり、両方がバラ

ンス良くプレーができなかったりした。３人のプレーがかみ合うまでにも時間がかかり、
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最初の試合から３人がいいプレーを出来なかったのが残念だった。 
 予選でも、まったく勝つのが難しい相手とばかり対戦したわけではないのに、勝つ事が

できなかったのは自分たちの実力の無さだと思うので、これから実力をつけて安定したプ

レーができるようにしたい。 
 
 
■ 渡邊真由美（埼玉県深谷市） 
 今大会は全部で９試合行いました。全試合を通して感じたこ

とは、１つ１つの試合にとても集中力が必要だということでし

た。また、ポワンテをするにしてもティールをするにしても１

球１球が試合の局面を左右することを感じました。決して安易

に投げているわけではないのですが、ちょっとの失敗が後のメ

ーヌに大きく影響することが嫌というほどわかりました。 
 今回の私はミリューでしたが、肝心なところでティールを当てられなかったり、ポワン

テを成功させることができなかったりしたことがとても悔しかったです。特に最後のイタ

リア戦では、全体を通してポワンテが安定していませんでした。そんなプレー中なんとか

１０点まで追い上げましたが、大事なメーヌでポワンテを２球も失敗してしまい負けてし

まいました。試合後何でビュットの手前や近くにおくことができなかったのかと、何度も

考えてしまい本当に悔みました。ミリューは、ポワンテやティールを試合の状況によって

使い分けなくてはいけなかったので、精神的にも１試合毎にとても集中力をつかったよう

な気がします。 
 今大会の反省点を今後の課題とし、次回までに更なるレベルアップをしておきたいと思

います。そして、次回世界女子大会の代表になることができたら今回の順位よりも上の成

績を残すことが出来るようにしたいです。また、外国の選手とコミュニケーションが取れ

るように、今後は英語での会話も勉強したいと思います。川本クラブの皆さんをはじめ、

沢山の皆さんが応援してくれたことをとても感謝しています。また、この応援を力にかえ

ていきたいと思います 
 
 
■ 平出知布味（長野県諏訪市） 
今回、タイで行われた２００９年女子ペタンク選手権大会

に出場させていただいた。 
１ヶ月前に行われた Jr.世界選手権大会の分まで結果を残そ
うと臨んだ今回の大会は、ネーションズ３位という結果を残

せ、また、日本にカップを持ち帰ることができた。これはと

ても光栄なことで、日本に、形として何かを持ち帰ることが
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できたという達成感もあった。 
しかし、個人として試合内容は全ていいものだったという訳ではない。予選３試合目の

カナダ戦では取れるところで得点できず、結果として負けてしまった。この時、改めて国

際大会では 100 パーセントの力を出すことは、まず無理だと痛感した。いくら力を持って
いたとしても、この国際大会の様な場で力が出せないのは、実力不足であったのだと思う。 
同様に、ネイションズカップのハンガリー戦やイタリア戦も、マイナスのプレーが多々

あった。自分のポジションであるポワンテを２球連続で失敗することも少なくなかった。

球数が勝負を大きく左右する中で、ポワンテが初球から２球のミスをするということは、

既にそのメーヌで得点することが難しくなる。特に今回は３人登録だったと言うこともあ

り、１つのポジションの責任は重い。せめて５０パーセントの成功率が求められる。そこ

が最低ラインであることを認識した上で、それをクリアするだけの力が必要だった。 
また、全体として少なからず作戦面での問題もあった。話し合いで１分以上経過しそう

な場面や、意見が一致せず、不信感を抱いたままの投球もあった。監督にも言われた通り、

今回の作戦を立てる上でコーチに頼りすぎていた。常に３人でプレーしている中で、無責

任に作戦だけを人任せにするのは良くないことであると共に、作戦を立てることは、試合

中でコミュニケーションを取れる機会であるため、それに参加しないと言うことはチーム

の雰囲気悪化につながると思う。これは今後の大きな課題である。 
しかし、悪いことばかりだった訳ではなく、イタリア戦の１メーヌ目の様に、チャンス

は大量得点に結びつけられた時もあった。 
今回の大会を通し、世界女子の実力を見て、もっといい結果を残したいと強く思った。

そのために、まずは国内の大会で実力・メンタル共に力を付けて行く必要がある。Jr.を卒
業して、次からは本格的にシニアとしての国際大会出場を目指すここを１つの節目として、

この大会から受けた刺激を大切にし、常に５０パーセントの力が出せる選手になりたい。 
今回の大会に参加するにあたって、多くの方々の支えや応援は本当に感謝しています。

この大会で得たことをプレー向上に生かし、他のプレイヤーの刺激となって、全体の実力

が向上すればいいと思います。ありがとうございました。 
 
  
８．全体を通して 
 各試合の詳細は以上の通りであるが、今大会で日本代表コーチを務めさせていただいた

経験より、以下の事項を提案させていただきたい。 
 
①選手の選考方法について 
 今回の選手選考に関しては、いくつか問題点があったように思えた。組織が新体制にな

った直後に選手選考が行われたということもあるが、次年度以降の選手選考を考える上で

以下の事項を参考にしていただければ幸いである。 
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 まず、女子世界選手権に関わらず、本年度開催された他の国際選手権の選手選考全体に

対して言えることであるが、選手選考のプロセスに改善点を見出すことができる。すべて

の国際選手権の選考プロセスにおいて、出場選手が選考された後に、後付けで監督・コー

チの選抜が行われた。本来、監督・コーチが決定した上で、その監督・コーチたち主導で

選手の選考が行われるべきである。特に、女子世界選手権に関しては、４人目の出場選手

について、４人目を連れていくか否か、また連れていく場合は誰を連れていくかというこ

との決定を選手に任すということが行われた。これは、他のスポーツでは考えられないこ

とである。一般的に考えれば、それは選手が決定することではなく、日本協会または権限

を委譲された監督・コーチが決定する事項である。 
 次に、選手選考の方法についても、次年度以降、改善が必要である。チーム選考が良い

のか、個人選考が良いのかは一概にも言えないが、いずれにせよ、選手選考はより慎重に

かつ時間をかけて行うべきである。単発的な選考会で代表選手を決定するのではなく、一

定レベル以上の選手またはチームをプールし、その中で複数回の選考会を行い、時間をか

けて日本代表選手を決定していくことが望まれる。それにより、選手は強いプレッシャー

のかかる環境下でプレーする機会に恵まれ、より強い日本代表チームを作ることができる

のではないであろうか。また、その選考過程で代表に内定できなかった選手もそのような

環境下でプレーすることでレベルアップを図ることができる。このような方法を取ること

によって、上位層の選手全体のレベルアップが期待できると考える。 
 
 
②国際人材の開発ついて 
 ①では選手選考、育成について述べた。次は、監督・コーチの育成について述べたい。

国際レベルで活躍できる選手を国内で育成していくと同時に、国際レベルで活躍できる指

導者の育成にも力を入れていく必要がある。つまり、選手育成に留まらず、国際会議出席

や国際交渉など日本選手団の窓口として、国際選手権で活躍できる監督・コーチの養成が

必要になる。監督・コーチの役割は、日本選手団をまとめ、選手が国際選手権で自身の持

つ最大限の力を発揮できるようにすることである。そのためには、ペタンクの技術・戦術

の指導ができることはもちろんのこと、国際選手権に出場した際に日本選手団の窓口とし

て活躍できる能力が求められる。これも選手育成同様、ある一定レベル以上の指導者を日

本協会側でプールし、国際レベルでも活躍できるよう育成していく必要がある。方法とし

ては、プールした人材を現在のところ数が限られている国際レベルで活躍できる指導者と

共に国際選手権に出場させ、OJT を通して国際経験を積んでいくことが有効ではないかと
考える。指導力に加えて、外国語能力や国際コミュニケーション能力等も必要になるため、

選手育成以上に難しい課題であるが、選手だけでなく国際レベルで活躍できる指導者の育

成に力を入れていくことが、日本が国際選手権で成績を残していくためには必要であると

考える。 
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 今回、女子日本代表のコーチという大役を務めさせていただき、課題は多かったものの

ネイションズカップ３位という結果を残すことができた。これは日本選手団だけの力で達

成されたものではなく、今大会出場にあたってご協力いただいた皆様のお力によるもので

ある。今大会に同行いただいた碓井日本ペタンク協会会長、諏訪市ペタンク協会の保護者

の方々、さらには今回の大会参加にあたってご協力いただいた方々のご支援・ご協力に感

謝申し上げ、第１２回世界女子ペタンク選手権大会の報告書とさせていただく。 
 


