
 

 

世界ジュニア監督としての思い                
 井上まち子 

 世界ジュニアが選考され、岡山 3名とと埼玉 1名のメンバーで世界大会へ臨
む、こう決まった時から選手１人１人にしっかりと向き合うことを大切にして

いこうと決めた。世界大会には日本では考えられないほど１７歳揃いの選手が

競い合った中で選ばれて来る。体格の違いは勿論ですが、自己を持った考え方

や表現力はしっかりしている。訓練も半端なくしている。そんな中、日本は世

界を初めて見る、初めて組むチーム、しかも幼い、日本はどう戦っていけば良

いか途方に暮れました。個々が少し上手いだけでは相手にならない、子供達に

目的をどう指し示せばよいか理解させれば良いのか悩みました、個々の素直さ

が取り柄で、人前で監督から注意を受けたり、叱られて奮起することに慣れて

いないことをまず解決しなければならなかった、失敗すればチームがバラバラ

になることも考えられる。慎重にやらなければいけない、でも時間的な余裕は

無かった。夏の岡山の合宿が決めてだと考え、監督をするからにはやさしさを

表には出さない決意を持った。自分自身が強くなろうという心を植え付けなく

ては始まらない。少ない時間の中、寝食を共にして１人１人に惜しまず会話を

をさせていただきました。そして礼儀・言葉使いなどに上下の確執も持ちまし

た。（本当は一番嫌いな事ですが・・・） 
まずはチームを支える縁の下を担えるのは誰か？洞察力が強く、人の気持ち

に敏感で痛みを共に考えられる性格でなければならない、T君だった。半面、さ
もすれば人に気を置くばかりに自分に集中できず悩む時間が増える、これは負

担をどう軽減するかが私自信の課題となる。技量を持ち戦うために信頼のある

最年長の K君、作戦面に判断力があるが言葉に出ない。気のやさしい部分を強
さに変えたいと強く感じた。嫌われても正しいと思うことに信念を持つことが

とても必要、やさしさだけでは仲間は守り切れない事を知ってほしかった。考

えていないようで気を使っている H君は不思議とミラクルがある、本当は思い
切りが良いのだと思う、まだまだ感覚で投げている、ミラクルを理論付けて本

物にして行くことが課題。紅１点の Rちゃん、最年少だが我慢強い、何より人
を理解しようという気持ちが絶大、機転が利きチームの明るさを引き出す存在

です。明るくふるまう Rちゃんには我儘を言わせたいとも思った（笑）。 
合宿では、互いの性格を知り、個々の思いが言葉になって伝えられる事が目的

でした。佐野コーチのサポートもあり上々かな・・・。今大会は試合結果には

期待はしない、どれだけ将来に繋ぐものができるか、夢が抱かせられるかだけ

で良いと思った。しかし会場入りし、まだまだ未熟で幼いメンバーは予想をは

るかに超えたものでた。１試合ごとに気持ちが一つになり、負けたくないとい

う思いが強く膨らんで、日本チームとしての自覚と悔しさが私にひしひしと伝



 

 

わってきたのです。私はもっともっと彼らに勝たせてあげたかった、そして自

分の努力不足に大きく反省しています。日本ペタンクはここから、これからだ

という大きなパワーを強く子供達に突きつけられた気がしましました。彼らの

精一杯のパフォーマンスに感動し、私はペタンクに関わるものとして真摯に受

け止め支えていきたいと強く思いました。このメンバーが素晴らしい成長を遂

げるのは遠くはないでしょう。彼らのサポーターとして、連盟を支える会員の

皆さまには、より一層のお力添えをいただけますよう心よりお願い申し上げま

す。 
加藤春沖君、髙谷篤君、高橋一慈君、唐川凜さんには心から感謝しています。

みなさんがオリンピックの舞台で大活躍することを願っています。 
最後になりましたが、ここまでの道のりに導いていただいた本部の方々、私

たちを応援してくださった全ての方々に深く感謝申し上げます。本当にありが

とうございました。 
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第１５回世界ジュニアペタンク選手権大会 報告書 

 

日本ペタンク・ブール連盟 

                       日本代表コーチ 佐野 裕二 

 

１ 大会概要 

 第１５回世界ジュニアペタンク選手権大会は、

2015 年 10 月 31 日～11 月 3 日までタイの

首都バンコクで開催されました。今大会には、ア

ルジェリア、オーストラリア、ベルギー、カンボ

ジア、カナダ、中国、台湾、チェコ、デンマーク、

イングランド、フランス、ドイツ、イタリア、イ

ンド、イスラエル、日本、ラオス、ラトビア、マ

ダガスカル、マレーシア、モナコ、モロッコ、ネ

パール、オランダ、ポーランド、シンガポール、スペ

イン、スウェーデン、スイス、タイ（開催国２チーム）、

トルコ、チュニジア、ベトナムの３３か国３４チーム

が出場しました。 

 大会会場は、タイのバンコクトンブリ大学の体育館

の中に砂利を敷き詰めた特設会場で行われました。観

客席も設置され、日本では考えられないような素晴ら

しい会場でした。 

 

２ 日本代表選手 

 今大会は、公益社団法人日本ペタンク・ブール連盟が設立されて初めての世界ジ

ュニア選手権大会でした。５月に名古屋市で開催された選考会で選ばれた４人の選

手と監督・コーチで日本選手団を構成し出場しました。８月の強化合宿、９月の強

化練習を行い、チームの団結力を高めて世界大会に臨みました。 

【代表選手】 

 キャプテン 加藤 春沖 （岡山県岡山市 14 才） 

       髙谷 篤史 （岡山県総社市 13 才） 

       高橋 一慈 （埼玉県深谷市 12 才） 

       唐川  凜 （岡山県総社市 11 才） 

 監督    井上まち子 （埼玉県深谷市） 

 コーチ   佐野 裕二 （岡山県総社市） 

 

世界ペタンク・ブール連盟の 

アゼマ会長を囲んで 

 

http://blogs.yahoo.co.jp/petanque918/GALLERY/show_image.html?id=13894525&no=0
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３ 大会概要 

 ◎対戦結果 

対 戦 勝敗 ・ 出場選手 得点 対戦国 

 予選スイス方式 役割（Ｐ・Ｍ・Ｔ）   

第１試合 日本（○） 髙谷・高橋・加藤 １３－７ オーストラリア 

第２試合 日本（×） 髙谷・唐川・加藤 １－１３ ベルギー 

第３試合 
日本（×） 髙谷・高橋・加藤 

        交代：高橋⇒唐川 
 ２－１３ イスラエル 

第４試合 日本（×） 髙谷・高橋・加藤  １－１３ カンボジア 

第５試合 日本（×） 髙谷・高橋・加藤  ９－１０ イングランド 

 ネイションズ   

１回戦 日本（○） 髙谷・高橋・加藤  ８－７ デンマーク 

２回戦 日本（×） 髙谷・高橋・加藤  ０－１３ マレーシア 

 シューティング   

第１次ラウンド 加藤春沖選手 ２９点 
第９位第２次ラウンド進出 

（第４位までが決勝ラウンド進出） 

第２次ラウンド 加藤春沖選手 ２４点 
第１１位第２次ラウンド敗退 

（第４位までが決勝ラウンド進出） 

 

◎大会第１日 （１１月１日） 

世界ジュニアペタンク選手権大会は、壮大なオ

ープニングセレモニーで幕を開けました。入場行

進の後、開会式で世界ペタンク・ブール連盟のア

ゼマ会長が、挨拶をされました。その挨拶では、

「ぺタンクは、オリンピックをめざしましょう！」

と呼びかけがあり、選手・関係者で「オリンピッ

ク！、オリンピック！」と掛け声を上げオリンピ

ックへの機運を盛り上げました。その後、タイの

壮大な民族舞踊で歓迎を受けました。 

予選は、スイス方式で行われました。第１試合は、抽選。第２試合からは、勝て

ば勝ったチームと対戦。負ければ、負けたチーム

と対戦します。そして、５試合行い、３勝すれば、

予選通過の可能性があります。試合は、１時間と

プラス２メーヌで行われます。 

第１試合は、オーストラリアと対戦。第１メー

ヌは、不利な展開でした。しかし、日本チームの

ティールでドローになりました。これで緊張がほ

ぐれ、ポワントゥールの高谷篤史選手のポワンテ

http://blogs.yahoo.co.jp/petanque918/GALLERY/show_image.html?id=13894525&no=2
http://blogs.yahoo.co.jp/petanque918/GALLERY/show_image.html?id=13894525&no=4
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が、素晴らしく決まり始めました。６対０とリード

していましたが、次第に追い上げられ、８対６とな

りました。しかし、ここで加藤春沖選手の見事なカ

ローが決まり、オーストラリアを突き放しました。

最後は、ミリューの高橋一慈選手が決勝点を決め、

１３対７で見事に勝利しました。チーム一丸となっ

て勝ち取った記念すべき勝利でした。オーストラリ

アと接戦をしていたときに、ラオスとカンボジアの選手が、日本の素晴らしいプレ

ーに大きな拍手を送ってくれました。同じアジアの仲間を応援する拍手は、感動的

でした。 

第２試合は、強豪のベルギー。この試合は、高橋選手に代わって、唐川凜選手が

出場しました。残念ながら、格の違いを見せつけられて、1 対 13 で敗戦。試合後、

ベルギーのコーチから、日本の選手はまだ幼い、しかし素質は素晴らしいので将来

が有望だとお褒めをいただきました。日本代表にとっては、とても励みになる言葉

でした。 

午後５時半からは、シューティングが始まりまし

た。日本のエース、加藤選手が出場しました。１次

予選では２９点を出して、堂々世界第９位で１次予

選を通過しました。２次予選は、24 点。残念ながら、

２次予選を通過することは出来ませんでした。しか

し、厳しいシューティングを最後までがんばった加

藤選手には、貴重な経験となりました。 

 

◎大会第２日 （１１月１日） 

世界ジュニアぺタンク選手権大会予選第３試合は、

強豪イスラエルと対戦。イスラエルは、前日タイ１と

激戦を戦ったレベルの高いチームです。日本のポワン

テがなかなか決まらず、厳しい試合でした。２対１３

で敗戦しました。 

第４試合は、カンボ

ジアと対戦。この試合

も力の差を見せつけられた試合でした。カンボジア

選手は、まだ年齢も若いチームでしたが、女子のポ

ワントゥールが正確であり、ティルールも殆ど外す

ことはありませんでした。同じアジアであるカンボ

ジアのレベルの高さを痛感しました。 

予選最後の第５試合は、イングランドと対戦。序盤は８対２とリードしていまし

た。イングランドの選手が交代して流れが変わり、次第に追い上げられ同点で時間

が来ました。残り２メーヌ。第８メーヌで２点を取られ、８対１０と逆転を許しま

http://blogs.yahoo.co.jp/petanque918/GALLERY/show_image.html?id=13894525&no=6
http://blogs.yahoo.co.jp/petanque918/GALLERY/show_image.html?id=13894525&no=9
http://blogs.yahoo.co.jp/petanque918/GALLERY/show_image.html?id=13897949&no=1
http://blogs.yahoo.co.jp/petanque918/GALLERY/show_image.html?id=13897949&no=2
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した。最終メーヌで３点取らなければ勝利できませ

ん。相手の見事なプセでイングランド３点の場面。

日本チームは、残り４球。狭いエリアのポワンテで

残念ながら１点しか取れず、９対１０の１点差で惜

敗しました。本当に悔しい結果でした。全体の３０

位となり、ここで予選敗退となりました。 

その後、予選敗退の国が参加するネイションズカ

ップに進み、デンマークと対戦。激戦の末、何とか１点差で勝利しました。デンマ

ークとは、２年前の大会で大量リードしながら１２対１３で負けた国です。何とか

リベンジすることができました。 

２回戦のマレーシアには、全くリズムに乗れず、

０対１３であえなく敗退。ここで日本の世界へのチ

ャレンジは、終了しました。 

今回の世界ジュニア選手権大会の日本の目標は、

予選通過でした。残念ながらその目標は達成できま

せんでした。しかし、前回の世界大会(総合１勝)より

良い結果（総合２勝）を上げることが出来ました。 

 

４ 最も印象に残った準決勝 フランス対タイ１ 

世界ジュニアペタンク選手権大会準決勝戦。フラン

ス対タイ 1 の試合は、壮絶な試合でした。２大会連続

して優勝しているタイは、３連覇を狙っていました。

ペタンクの母国フランスは、優勝奪還に燃えていまし

た。序盤は、フランスがリードしてタイが追いかける

展開でした。終盤、９対８でフランスが逆転して迎え

たメーヌ。どちらも、残り３球。フランスが不利な場

面で、ミリューがポワンテ。なぜか、チームメイトは

着地点を右の方へ指示しました。ミリューのポワンテ

は、何と着地して左に曲がり、タイのポイントボール

の後ろ側に寄りポイントを取りました。明らかに、右

に曲げての驚きの投球でした。タイのミリューは、そ

のボールをティールしました。しかし、大事な場面で

ティールを２球外してしまいました。タイのポワントゥ

ールの最後の１球は、守りとしては良いポジションを取

れませんでした。フランスのティルールは、ビュット前

にあったタイのボールをティール。そのボールが無くな

れば、ポワンテが容易になります。しかし、真っ直ぐに

当たるとフランスのポイントボールも動かしそうな配

置です。フランスのティルールは、目標のボールの少し

http://blogs.yahoo.co.jp/petanque918/GALLERY/show_image.html?id=13897949&no=7
http://blogs.yahoo.co.jp/petanque918/GALLERY/show_image.html?id=13944145&no=2
http://blogs.yahoo.co.jp/petanque918/GALLERY/show_image.html?id=13944145&no=3
http://blogs.yahoo.co.jp/petanque918/GALLERY/show_image.html?id=13944145&no=5
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左を狙ってティールしました。何とカローになり、既に２点入っています。フラン

スのミリューの最後の１球。彼は、ゲームの序盤はティルールでした。彼は、後方

のタイのボールをティールしました。彼は、明らかにカローを狙ってティールです。

そして、見事なカロー。１３対８で、ゲームセット。大歓声が起こりました。フラ

ンスの勝利です。決勝戦は、フランスがマダガスカルを破り優勝。（優勝チームは、

レインボーシャツを着ます）。準決勝は、事実上の決勝戦でした。フランスは、優

勝を奪還しました。しかし、優勝の影には、フランスの科学的な秘策がありました。 

この凄まじい試合で感じたことです。それは、フランス優勝の根拠。ティールは、

当たって当然。そして、半分はカロー。それよりも、驚いたのはポワンテの正確さ

です。落とす位置を仲間と確認して、確実

にその位置に落とします。どんなに悪いテ

ランでも寄せます。状況が悪くても、相手

よりも寄せます。その技術の高さには、驚

かされました。日本の選手も、ポワンテ力

を数段アップしないと世界には届きません。

大きな課題を突き付けられました。 

 

５ 大会総評 

 今回の世界ジュニアペタンク選手権大

会は、強豪国のタイで開催されました。

国を挙げての世界大会なので、大会の規

模・運営・グレードは素晴らしいもので

した。歓迎レセプションは、華やかな歓

迎ムードの中で行われ、開会式も王室関

係者同席で行われました。また、主要な

試合やシューティングの様子は、大型ス

クリーンに映し出されていました。そして、最後の送別レセプションも大変な盛り

上がりのパーティーでした。選手・関係者は言葉が十分通じませんが、ペタンクで

結ばれた仲間であり親しく交流ができました。最後には、ユニフォームの交換をし

て友情を深めることができました。 

今回の世界ジュニア選手権大会の何よりの成果は、弱年齢の日本選手が世界大会

を経験したことです。２年後４年後に

は、必ず世界に通用する選手に成長し

てくれると信じています。自分の目で

見て体で感じることほど、貴重な経験

はありません。必ず、次への意欲に繋

がる経験だったと確信しています。 

 

 

http://blogs.yahoo.co.jp/petanque918/GALLERY/show_image.html?id=13944145&no=7
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６ 今後の課題 

最後に、今大会を振り返って、今後の日本のペタンクの発展のための課題を挙げ

ます。 

① ジュニア選手育成指導者の養成 

ジュニア選手の指導は、少年期の発達や成長段階に合せた指導が必要となりま

す。そのような指導のための研修を受けるとともに、自らが選手であることと

ジュニアの指導を区別して、専念できる指導者を養成する必要があります。各

都道府県連盟での取り組みが必要と考えます。 

② ジュニアペタンククラブの設立 

ジュニア選手が集団で楽しくペタンクに取り組めるペタンククラブの設立を

進める必要があります。大人に交じってペタンクを指導するよりも、仲間同士

で友情を深め切磋琢磨する環境の中で選手は伸びていきます。各都道府県に１

つ以上のジュニアペタンククラブの設立をめざし

たいと思います。 

③ ペタンク環境の整備 

ペタンクの国際大会は、砂利のテランで行われま

す。したがって、日常的に砂利のテランで練習し、

高度なポワンテ・ティールの技術がなければ、世

界では通用しません。自治体や様々な機関のご理

解をいただき、砂利のテランのペタンク場設置の推進を行う必要があります。 

 

以上、３点の課題を提起いたします。私自身も、日本ペタンク・ブール連盟の上

級指導者として、この課題の解決のために、全国の志ある仲間と力を合わせ、微力

ですが尽力したと考えています。 

最後に、世界ジュニア選手権大会の出場に際して、様々なサポートをしてくださ

った方々や日本から応援してくださった方々に心からお礼申し上げます。そして、

この報告書をもって、お礼に代えさせていただきます。本当に、ありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blogs.yahoo.co.jp/petanque918/GALLERY/show_image.html?id=13946308&no=9
http://blogs.yahoo.co.jp/petanque918/GALLERY/show_image.html?id=13894525&no=5
http://blogs.yahoo.co.jp/petanque918/GALLERY/show_image.html?id=13894525&no=7
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７ 代表選手の報告 

 

世界大会を終えて               加藤 春沖（岡山県岡山市） 

 

１１月にタイで開催されたジュニア世界選手権に参加させても

らいました。二回目の世界大会だったので、適度な緊張を感じなが

らも落ち着いてプレーできたと思います。 

僕が世界大会で一番うまくいったのはシューティングです。一次

予選では２９点とれて二次予選に出ることができました。二次予選

では２４点でベスト８に入れずに負けました。３５点前後を目標に

日々練習していたのですが、本番では目標に届きませんでした。でも世界大会の雰

囲気の中で２９点とれたことは、とてもうれしかったです。一番近くで声をかけ落

ち着かせてくれた井上監督、観客席から応援してくれていた皆さんのおかげです。

ありがとうございました。 

逆に一番うまくいかなかったのは、試合中のティールです。序盤のティールもあ

たらず、ここぞという時のティールもあたりませんでした。そのせいで負けている

試合の流れを変えることができず、大きな点差をつけられて負けてしまいました。

これからはどんな状況でも安定して当てられることを目指して練習したいです。 

前回のフランス大会は全く初めてのことばかりでしたが、今回は他国の選手に少

しは見知った顔もあり、日本チームを応援してくれたことがうれしかったです。ま

た大会期間中に仲良くなりユニフォーム交換もしました。日本の選手とも出発まで

に合宿を開いてもらい交流していたため、遠慮なく話すことができました。チーム

ワークはとてもよかったと思います。 

準決勝のフランスとタイの試合を観戦しましたが、どちらのチームも一球一球的

確なポワンテに、状況に応じて軌道を変えて残したり、まとめて飛ばしたりするテ

ィールなど、とても高度な試合をしていました。今はまだ大きな差がありますが再

来年の世界大会ではその差がなくなるように練習を積み重ねていきたいです。 

試合中に的確な指示を出してくれたり励ましてくれたりした監督とコーチ、ずっ

と応援してくれた保護者の方々、本当にありがとうございました。 

 

 

第１５回世界ジュニアペタンク選手権大会に出場して 

髙谷 篤史（岡山県総社市） 

 

2013 年の世界ジュニアペタンク選手権大会に続き、２回目の世界

ジュニアペタンク選手権大会への出場となりました。 

ジュニアチームの４人のうち、中学生２人（岡山県）は、国際大会

経験者です。２人とも、２年前の悔しい思いを胸に今回の大会に臨み

ました。小学生２人は、国際大会初出場でした。夏休みには強化合宿、
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強化練習も何度も行い、監督・コーチの元でチームワークを大切にしながら、精神

面、技術面を互いに磨いてきました。 

予選リーグの初戦は、抽選の結果オーストラリアとなり、勝利することができま

した。僕にとっては、国際大会初勝利となり、とても嬉しく思いました。この勝利

は、一生忘れることはないと思います。井上監督が初勝利を記念して、チームメイ

トの写真入りのマグカップをプレゼントしてくれました。このマグカップを見るた

びに、初勝利の気持ちを思い出し、いつか表彰台に上がりたいと強く思っています。 

予選２・３・４試合目の、ベルギー・イスラエル・カンボジアとの対戦は、いず

れも力の差が大きく、あまり得点できないままの敗戦となってしまいました。 

予選５試合目のイングランドとの対戦は、チーム力にあまり差がなく、序盤は日

本チームがリードしていましたが、終盤でリードを許し、時間切れ１点差での惜敗

となりました。この結果、目標としていた予選突破は実現できませんでした。 

 ネイションズカップトーナメント１回戦は、２年前に１点差で敗れたデンマーク

との対戦で、一進一退の内容となりましたが、今回は１点差で勝利することができ

ました。 

２回戦のマレーシアとの対戦では、作戦の伝達ミスや投球精度の低下が主な理由

となり、敗戦しました。ジャパンジュニアの挑戦は、ここで終了となりましたが、

本当にたくさんの方々の応援のおかげで頑張ることができました。予選を通過した

チームは、大切な場面でのポワンテやティールを確実に決めていました。 

特に印象に残った対戦は、準決勝のうち、フランスチーム対タイチームの対戦で、

わずか１０ｃｍの中に、何度もポワンテを決めていました。また、味方ボールが近

くにあっても、相手ボールだけを的確にティールし、さらにそのボールがカローと

なっていました。隣で座っていた佐野コーチと、何度も顔を見合せ驚きました。ト

ップチームは、投球フォームが崩れることなく精度を保っていて、技術的・精神的

に常に安定しているようでした。 

試合には、４人中３人しか出場できません。僕は、何度も凜ちゃんの笑顔に助け

られました。凜ちゃんから力をもらい、控えである選手も一緒に戦っていることを

強く感じました。今回「世界の壁」を改めて感じましたが、より一層、練習に励む

ことを決意することになりました。 

井上監督、佐野コーチそして全国の皆様、応援、ご支援本当にありがとうござい

ました。また、体育協会の加盟により、今回より国際大会出場が、公欠扱いとなり、

ジュニアの為にご尽力いただいたおかげだと、連盟の皆様に心から感謝しています。

中学校では、校長先生やクラスメイトから色紙をいただき、とても嬉しかったです。

これからも、精一杯練習して、ジャパンジュニアチームのレベルアップを目指して

いきます。これからも応援よろしくお願いします。 
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ジュニアペタンク世界選手権          高橋 一慈（埼玉県深谷市） 

 

ぼくが世界選手権で頑張ったことは、自分の技術を精いっぱい出

して、回りのミスをカバーすることです。また、ティールの確率を

あげることです。 

初日はいい感じにプレーをすることができていたのですが、二日

目は思うようなプレーができず、全力が出せなくて悔しかったです。

ですが、最後のほうに、ティールの感覚がつかめてきて、カローが出たときはうれ

しかったです。 

世界大会で上手くいかなかったことは、ポワンテの確率が悪かったことです。カ

バーをすることができずみんなに迷惑をかけてしまいました。悔しかったです。 

ぼくは、この世界選手権を通して、ジャパンの４人と友情がさらに深まったと思

うし、モナコやイスラエルやカンボジアなど、いろんな海外のチームと仲良くなれ

ました。アジアの国はまた来年、アジア圏でない国は再来年会って勝てるように、

もっともっと練習します。そして、ジャパンのみんなで試合中もしっかり声を出し

て盛り上げていきたいと思います。 

ぼくは、世界選手権では失敗をたくさんしてしまい、チームメイトの足を引っ張

ってしまうことがありました。ですが確実に追加点を取ることもありましたし、カ

ローもあってよかったけど、半分以上の確率が出せなかったことは残念です。これ

からは、ティールもポワンテ精度を上げて追い込まれた時でもいいプレーができる

ように頑張りたいと思います。 

今回、世界選手権に出るという、めったにない貴重な経験をさせていただき、あ

りがとうございました。この経験をいかし、自分がもっといいプレーができるよう

に頑張ります。 

また、タイはとてもすごい仏教国で、たくさんの仏像や祭壇がいたる所にありま

した。タイの料理はにおいが刺激的なものもありましたが、フルーツなどとてもお

いしかったです。そして、おもしろい人ややさしい人ばかりで楽しかったです。 

お父さん、おじいちゃん、お母さん、姉、兄、井上勇司さん、まち子さん、山田

さん、和也さん、渡辺さん、高鳥さん、山名さん、大ちゃん、大志君、中西明夫さ

んなど川本クラブやくすのき塾の皆さん、佐野裕二さん、加藤君、明石さん、髙谷

君、髙谷さん、凛ちゃん、唐川さん、今まで指導してくれた方々。学校のみんな、

近所の方々、ソレイユの皆さん、ＪＡＰＡＮを応援してくれた方々、本当にありが

とうございました。良い結果は残せませんでしたが、たくさんの経験ができました。

世界の壁の高さを知りました。次は、もっとメダルに近づけるように頑張りたいで

す。 
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世界ジュニアペタンク選手権大会初出場      唐川 凜（岡山県総社市） 

 

 私にとって、海外は初めての経験でした。 

私が頑張ったことは、「これまでやってきたことを出し切る事」と、

「チームワーク」です。「チームワーク」は、強化練習でも特に頑

張ってきたことです。ハイタッチや声掛けは、自分なりにできまし

た。「これまでやってきたことを出し切る事」では、遠い距離で２

球連続ティールがあたったことです。それはいつも通りルーティーンをして、仲間

が励ましてくれたからだと思います。 

 私の試合中の役目は、「スマイル」でした。ベンチにいるときは「スマイル」で

仲間を励ますことができましたが、試合に出ると「スマイル」がなかなかできなか

ったです。投げた球がはずれたり、寄せることができなかったりした時、悪いイメ

ージがそのまま残り、顔や心が暗くなっていました。しかし、私が「スマイル」で

いれば、自然に皆も笑顔になり、２投目を投げる時に勇気がでると思うので、少し

ずつ練習していこうと思います。 

 世界大会に行く前は、海外の人と本当に仲良くなれるのか等、不安なことがたく

さんありましたが、行ってみるととても楽しく仲良くなれました。 

今回私は、試合中に手が痛くなりほとんど出場できず、悔しい思いをしました。

しかし、世界大会はとても良い経験になりました。またチャンスがあればチャレン

ジしてみようと思います。 

最後になりましたが、沢山の応援ありがとうございました。 

 

 

８ 保護者の感想 

 

第１５回世界ジュニアペタンク選手権大会に参加して 

保護者  髙谷 恭子 

 

 ２０１５年５月に名古屋でのジュニア代表選考会で選出された４人と監督・コー

チ・保護者１１人でタイ：バンコク市内で開催された世界ジュニアペタンク選手権

大会に参加しました。２０１３年小学生の時にフランスで開催された世界ジュニア

ペタンク選手権大会に出場させていただきました。その時は、控え選手でしたが、

世界大会の雰囲気を味わい、世界の強さを知ることで「勝ちたい」と強く感じてい

ました。 

あれから２年、中学生になり、ペタンク、部活動、勉強の両立に悩みながら世界

大会にもう一度出場したいという熱い思いを胸に練習に取り組んできました。代表

選考会後、ジュニアのメンバー４人中３人が岡山県であったことやアジア大会・男

子チーム・ジュニア１名が岡山県のメンバーだったことで、普段の練習も世界大会

を意識した練習ができたこと、強化練習、強化合宿に参加することで、仲間意識が
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高まり、目標が明確になっていくように感じていました。夏休みには、埼玉県の選

手と監督が岡山までいらしてくださり、互いのことを知り、ひとりひとりの役割を

強く理解することができたように思いました。代表選考会後、家族で毎日のように

ペタンクの話もしました。家族にとっても、同じ目標にむかって家族一丸となるこ

とができたことを幸せに思います。予選の初戦のオーストラリア戦では、チームワ

ークを発揮し、篤史自身が試合に出ての初勝利を味わいました。国際大会３回目に

しての初勝利です。我が家にとっては一生忘れることができない１勝です。 

 とても成長したと強く感じた場面がありました。微妙な距離で得点を主張する相

手チームに対しては、毅然と「ＮＯ」を伝える姿を見て頼もしく思いました。また、

国際大会の経験から落ち着いてプレーしている姿も印象的でした。 

 ジュニアの競技人口が少ないペタンクですが、国際大会に出場できるチャンスを

つかめるのは一握りではないかと思います。ジュニア時代に世界各国の同じ目標で

ある選手と出会い、同じ時間を過ごすことができることを幸せに思います。ジュニ

アも負けて悔しい思いをしました。悔しい思いが込み上げてくるのも、世界大会に

むけて日本代表として一生懸命がんばってきたからだと思います。 

世界のレベルは高いです。国をあげて取り組んでいるチームもあります。他国と

の取り組み方の違いはありますが、日本にもよいところが沢山あると思います。ジ

ュニアを温かく見守り、アドバイスをくださるペタンクの先輩のお力をお借りして、

ジュニアを育てていただきたいと願っています。競技人口が少ないことやあまり知

られていないペタンクを続けていくことは実は大変なことです。篤史は、部活の先

生、友人、担任の先生がとても理解してくださり、部活とペタンクの両立が出来て

います。今年は、ペタンクが体育協会に加盟したことで、校長先生のご尽力もあり

初めて公欠扱いで大会に出場することができました。日本連盟の方々のおかげと心

から感謝しております。すぐに結果に繋げることは難しいかもしれませんが、地道

な努力が大きく花開く日が必ず訪れると信じています。 

 日の丸を胸に日本代表として世界に挑戦できること、ペタンクを通じて素晴らし

い経験をし、心が育っていることに感謝しています。世界を感じるチャンスを得ら

れたことが、子ども達の人生へ大きく関わると思っております。 

 最後に世界ジュニアペタンク選手権出場大会するにあたり、日本連盟の方々、井

上監督、佐野コーチ、ソレイユクラブ、総社市ペタンク協会、岡山県ペタンク協会、

総社市、総社西中学校、地域の方、全国のたくさんの方々が激励してくださったこ

と、大会に参加する際にご尽力くださった、関係者の方々、そして日本代表選手団

の皆さまにこの場をお借りして心から感謝申し上げます。 

 

 

世界の大会                    保護者  高橋 路子 

 

今回、ペタンクをしていたからこそ行けた海外の試合でした。学びや気づきの多

い参加になり、お世話になった日本連盟や井上勇司さんをはじめとする指導者の皆

様に厚く感謝申し上げます。 
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手続きから手配、飛行機の同行から監督、寝食を共にする励ましまで、全てして

くださったまち子さん、どんなに心強かったかしれません。試合をする以前に沢山

の方々の思いをいっぱいいただき、感謝の気持ちを子どもにまで伝えられているか、

親の役割を果たし切れていない気がして仕方ありません。 

遠征を果たし、体調良く帰ってこられた事はまず合格かなと思っています。 

岡山の皆さんとご一緒できて、遠い地でもコツコツと確実に頑張る子どもたちの

存在を知り、ともにプレーする体験をさせてもらいました。ＪＡＰＡＮのユニフォ

ームを着ると昔からの知り合いのように見えました。試合中、サークルを行き来す

る足取りが合っていたりすると、なんだか本当に不思議な出会いだな、世界の地を

踏めてありがたいなという思いで溢れました。こんな体験は、なかなかできること

ではありません。本当に良い機会をいただけたと改めて感謝します。 

大会参加チームの中では、日本の４人の平均年齢はたぶん最年少だったことでし

ょう。その中で、すっくと立ちプレーする姿は、継続し何年後かの努力の中では勝

ち上がり、オリンピックも夢ではない現実を見せつけられます。挑む心づくりを皆

様に促していただき、心の成長を果たしたら、自分自身に負けない素敵な大人にな

ってくれると思います。親を含め、先輩方の指導を仰がなければ果たせることでは

ありません。今後とも、どうぞ宜しくお願いいたします。 

仲間、食事、治安、観光、雰囲気、様々にわたり恵まれて帰国できました。多く

の皆様に応援していただきました。本当にありがとうございました。 

 

 

世界大会に参加して！               保護者  唐川 有美 

 

 小学５年生の娘が、タイのバンコクで開催される世界ペタンク選手権大会に出場

することとなり、一緒に行ってまいりました。 

 海外へ行くのも初めてな上に、世界大会という大きな舞台に・・・親子二人毎日

がドキドキ、ワクワクの連続でした。華やかな開会式に、ウエルカムパーティー、

緊張した初試合、みんなで喜びあった初勝利、そしてハイレベルなフランスやタイ

の試合、最後のガラパーティーでのユニフォーム交換・・・数えきれない程、素敵

で貴重な経験ができました。 

 皆さんに応援していただいたにも関わらず、娘は出発前に手首を痛めてしまい、

残念ながら出場は２試合のみとなり、とても悔しい思いをしました。しかし、世界

のプレーを目の前で見ること、大会の雰囲気を肌で感じることができ、また控え席

では監督から様々なことを学ぶことができたようです。この経験は娘の中に小さな

種を蒔くことができたと思っています。この種が将来、どのような花を咲かせるの

か今はわかりませんが、ペタンクに出会わなかったら、蒔くことができなかった種

だと思っています。 

 最後になりましたが、今回の世界大会出場にあたり、皆さまから頂いた沢山の応

援に、心から感謝いたします。本当にありがとうございました。 


