
第 17 回アジアペタンク選手権大会（ジュニア）報告書 

ジュニアコーチ 上杉晃央 

 

１０月２３日から１０月２６日インドネシアのバリ島で開催されました。 

私は 1996 年のラ・マルセイエーズに参加して以来、２回目の海外大会で、初めて

ジュニアチームのコーチとしての参加に大きな緊張がありました。 

派遣選手は、応募のあった長野県、岡山県の中学生２名、高校生２名に決定。長野

県と岡山県の初めてのチーム編成でした。多少の不安や心配はありましたが、現地の

ホテルで選手同士が挨拶を交わし、すぐに慣れた様子に安堵しました。唯一岡山県の

加藤選手は、今年の世界ジュニア選手権大会に出場して、今回が海外大会 2回目。他

の３選手は初めての海外大会でした。 

大会会場は陸上競技場の赤土のトラックを利用したもので、アジア大会で砂利のな

いテランは初めてのようでした。24 日から 2 日間の大会は、初めにシューティング、

次にトルプルスが行われました。 

 

＊シューティング（ティール）コンテスト 

世界ジュニア選手権大会の経験がある加藤春沖君が出場し、１０カ国１２名の選手

が 5課題で実力を競いました。加藤君は１６点第 7位の成績で、上位４名がセミファ

イナルに進み、ファイナルはタイとマレーシアの選手が対戦し、マレーシアが金メダ

ルを獲得しました。上位４位に残るには３０点以上の得点が必要です。 

アジア各国のジュニア選手のレ

ベルは想像以上に高く、中でもタ

イ・マレーシア・ベトナムの技量

はすばらしいものでした。投球前

の集中する様子、柔らかなフォー

ムと日本のジュニア選手も大変

刺激を受けたと思います。上位に

勝ち残るためには、中てる確率を

いかに高めるか、そのための優れ

た練習方法など今後の研究が必

要と実感しました。 

 

  ★予  選 

国  名 課題１ 課題２ 課題３ 課題４ 課題５ 合計 順位 

シンガポール ３ ２ ３ ４ ３ 15 ８ 

マレーシア 10 ２ ４ ９ 16 41 ３ 

日  本 ６ ４ ３ ３ ０ 16 ７ 



中  国 ７ ３ ０ ０ ０ 10 ９ 

カンボジア ６ ５ ４ ３ 10 28 ５ 

フィリピン ０ ３ １ ５ ０ ９ 10 

イ ン ド ０ ０ １ ０ ０ １ 11 

インドネシア１ ３ ５ １ ３ ５ 17 ６ 

インドネシア２ ０ ０ １ ０ ０ １ 11 

タ イ １ ４ 10 ９ ６ 15 44 ２ 

タ イ ２ 11 14 ０ ６ 15 46 １ 

ベトナム ６ 10 ６ ７ ５ 34 ４ 

  ★セミファイナル１ 

ランク 国  名 課題 1 課題 2 課題 3 課題 4 課題 5 合計 

１位 タイ２ １２ ３ ７ ４ ５ 31 

４位 ベトナム ３ ８ ６ １ ５ 23 

★セミファイナル２ 

ランク 国  名 課題 1 課題 2 課題3 課題 4 課題 5 合計 

２位 タイ１ 15 ６ ５ ４ ８ 38 

３位 マレーシア 12 ４ 10 ７ 13 46 

★ファイナル 

国  名 課題 1 課題 2 課題 3 課題 4 課題 5 合計 通算得点

タ イ ２ ８ ９ ６ 12 ５ 40 117 

マレーシア 14 ４ 14 ２ ８ 42 129 

★成績 優勝：マレーシア 準優勝：タイ２ 第３位：ベトナム・タイ１ 

 

 

＊トリプルス 

 １時間の時間制限制による４チーム

の３ブロックで予選リーグが開始。 

第１試合はマレーシアと対戦。シュ

ーティングで優勝した選手がいるチー

ムで、胸を借りるつもりで臨みました。

１メーヌで６点先攻され、５メーヌま

で連続得点を許す。１点を目指して挑

戦し、６メーヌでようやく１点を得ま

したが、7メーヌ目で試合終了。1メー

ヌでの 6点に圧倒され、力を発揮できずに１－１３で敗退しました。  

 

第２試合はインドと対戦。インドはペタンクは初級のようなチームでしたが、１メ

ーヌに３点先攻され、６メーヌ終了時点で２－８とリードされました。持ち前の頑張



りで連続５得点で追い上げましたが、９

メーヌ無念にも時間制限のホイッスル

が鳴り響き試合終了７－８で惜敗しま

した。あと１メーヌあれば、時間制限が

なければと悔やまれた試合でした。初勝

利まで後一歩と、日本チームの頑張りを

見せてくれました。 

ジュニアトリプルスの結果は、優勝タ

イ１、 準優勝タイ２、 第３位マレー

シア・ベトナムで、シューティング上位

の国が予想通り実力を発揮しました。 

 

 

 

＊ネーションカップ 

 大会２日目は、予選敗退チームによるネーションカップのトーナメント戦。日本は

インドネシアと対戦しましたが、力の差が明らかで２－１３で敗退し、試合終了とな

りました。結果は、優勝フィリピン、準優勝カンボジア、第３位インドネシア・シン

ガポール。日本チームは、トリプルス・ネーションの通算で０勝３敗の全敗で、1０

か国１１チーム中最下位でした。 

 

試合終了後、男子ネーションカップで

勝ち進んでいた日本チームの試合を全員

で応援し、大健闘して準優勝に輝きまし

た。予選は敗退しましたが、実質６位の

成績は。立派です。 

 今回初めてコーチとして参加しての印

象は、日本とアジア各国のペタンクレベ

ルの差は相当な壁の高さがあると実感し

ました。ポワンテ、ティール共に技術レベルが高く、正確度が非常に優れています。

試合中サークルに入ったときの選手の集中力が高いと感じました。 

４人の選手は今回の大会で貴重な経験をして、多くのことを学びました。その収穫

をこれからのペタンクに成長剤として活かし、活躍されることを期待しています。以

前読んだ「イチロー思考」には、イチロー選手への質問で｢どうしてあれだけ熱心に

練習するのですか？｣に対して、「僕がどうして毎日練習をやるか？その理由は簡単で

す。いいときの状態ってすぐに身体が忘れるじゃないですか。それを忘れないように

毎日やるのであって、それ以外の何物でもありません。“継続は力なり”なんです。」

と答えていました。小さなことをコツコツやることの中に成長の秘訣があるような気



がします。 

日本のジュニアを育成するためには、日本協会として①世界大会で活躍しているタ

イなどからコーチを招き、例えば夏休み

に１週間の合宿をして、ペタンクの基本

をじっくりと指導するなど事業を行う、

②合わせて日本でもコーチングを適切

にできる指導者の養成を行う、③都道府

県協会のベテラン会員や指導に情熱的

な方々の尽力でジュニアクラブを発足

させ、アジアや世界に通じる若い選手を

育てることが必要であります。 

 

役員の一人として、今後出来るだけ早い時期にジュニア育成基本方針の策定に向け

取り組んでいきたいと思います。 

最後になりましたが、選手や同行いただいた保護者の皆様と短い期間でしたが、貴

重な経験を共にさせていただきましたことに感謝し、報告といたします。 

                           

 

 

初めての国際大会  佐藤雅敏君(長野県諏訪市) 

 

 僕にとって１０月24日と25日に行われたインドネシアのアジア選手権が人生にと

って初めての国際大会でした。 大会当日は若干の緊張と大きなわくわくを胸に抱え

ならが会場行きのバスに乗っていました。到着すると、各国から多種多様な選手たち

が揃っていました。中でも驚いたのは、グラウンドを走っている選手がいたことです。

僕も毎回練習に臨むときには軽い準備運動をしていますが、本当に軽いもので手首や

腕を回す程度です。準備運動の段階から日本と他国とではペタンクというスポーツに

対する意識の違いを思い知らされました。 

 大会が始まると、午前中は最初にシューティングがありました。大勢に見守られな



がら感じるあのプレッシャーは、一度や二度経験しただけでは慣れることが出来るも

のではないと思います。年齢は三つも下でありながら僕のチームのティール担当の加

藤君を素直に尊敬しました。 

 午後 3時を過ぎようやく試合が開始され、この日はマレーシア、インドと２戦、予

選は敗退してしまいました。次の日はインドネシアと戦い負けました。結果は０勝３

敗の完敗でしたが、たくさん学ぶことがありました。 

 基本的な技術の向上はもちろん、試合中の心の持ちようが相手より遥かに劣ってい

たことが敗因に少なからず関係していたと思います。 

 具体的には、試合も相手との点差が大きく開き始め、こちらが不利になってきたと

き気持ちのすみで追い詰められてしまうことです。自分がなくなってしまうといった

ことですね。そこをカバーしてやることが出来れば良かったのですが、僕もなかなか

調子が出ずそのまま押し切られてしまうといった試合がたくさんありました。 

 また、最終日に日本勢全員での反省会で碓井団長が「試合中は自信と集中力を大切

にし、それらを強くするためには練習をたくさんすること」と仰っていました。全く

そのとおりでした。練習は技術を高めるのみでなく、精神面も鍛えることが出来ると

いうことを理解しました。これからの練習の一投一投にも緊張感をもって臨みたいで

す。 

 最後に引率していただいた方々、試合中常にそばにいてくれたコーチ、共に戦った

メンバーに感謝の意を表して、ありがとうございました。 

 

 

第１７回アジアペタンク選手権大会  瀬田昴太郎君（長野県諏訪市） 

 

 インドネシア・バリ島で行われたアジア選手権大会ジュニアに出場しました。初め

ての国際大会で緊張することや心配なことが多くありました。 

 初日は、移動や様々なことがあってホテルに着くのがかなり遅くなったためあまり

疲れを取ることが出来ず大会に臨む形となりました。 

 大会１日目は、早く起きて朝食を食べ、すぐに大会会場に向かいました。会場は、

陸上競技場のトラック部分を使って用いられていました。ここでやるのかと驚きまし

た。試合が近づくに気温が高くなっていき、飲料があまり用意されてなくてのどが渇

き、近くの値段の高い店で買うことにもなって大変でした。 

 試合は砂でサラサラしていて転がりすぎるコートで、落とし場所など修正するのに

少し時間が掛かってしまいました。初戦のマレーシアでは、１メーヌ目で６点という

大量点を与えてしまい、それが後に響く形で残念ながら負けてしまいました。 

 ２戦目では、インドと戦いました。また１メーヌ目で先に点数を取られてしまい、

その後追い上げましたが、時間制限で敗退となってしまいました。 

 このように第１７回アジアペタンク選手権大会は、残念な結果となってしまいまし

たが、他の国の選手から多くのことを学び取ることが出来ました。今回のような経験



を活かしこれからも一所懸命に努力に励みたいです。 

 今回は、多くの方に支えられ無事日本に帰ってくることが出来ました。コーチ、他

の役員の方々、そしてチームのメンバーの皆さん本当にありがとうございました。感

謝感激！ 

Saya mengucapkan terima kasih kepada tuan 

 

P,S. バリ島の料理は美味しいと聞いていましたが、食べてみて全部辛くなんとも言

えない味でした。残念・・・。 

 

 

初めての国際大会  瀬田隼輔君（長野県諏訪市） 

 

初めての国際大会ということで、不安もあり緊張しましたが、とても良い経験にな

りました。大会会場は陸上競技場のトラック部分を使用して行われました。赤い土で

その赤色が手やユニフォームについておちなくて困りました。 

蒸し暑いのは仕方ありませんが、料理が辛くて辛くて食べられませんでした。どん

な状況（気候、環境など）でも、大会では今まで練習してきたことを出せなければ勝

つことができないことがわかりました。思うようにできず、くやしかったです。 

一投一投に確実性をもたせるには、自分自身、不安をもつことなく自身をもって臨

むことが必要です。そのためには、もっと練習をして力を身につけ自信をもって大会

に臨みたいと思います。今回の大会では多くのことを学ぶことができました。これか

らがんばりたいと思います。 

 

 

アジア大会に参加して  加藤春沖君(岡山県岡山市) 

 

８月の世界大会に続きアジア大会に参加させてもらいましたが、ジュニアチームは

１勝もできず残念でした。 

顔を合わすのは２回目だったので、最初はコミュニケーションがとりづらく、もう

少しみんなで練習する機会があればなと思いました。僕自身も試合でティールが中ら

ず、ティラーとしての役割が十分に果たせませんでした。 

また、シューティングにも出場させてもらえましたが、１６点しか取れず予選落ち

となりました。初めてのシューティングで緊張もしていたのですが、明らかに実力不

足で、ティールの精度を上げるには“練習”だということがよく分かりました。中学

生になって学校が忙しくなかなか練習ができないのですが、少しの場所・少しの時間

があればできることなので、自分で意識して練習しようと思いました。みんなに注目

されて行うシューティング大会で中った時はとても気持ちが良かったです。 

アジア大会は大人のチームも同じ場所で開かれたので、チーム･ジャパンで応援し



てもらったり、アドバイスしてもらったり、本当に貴重な経験ができました。世界大

会同様、学んだ多くのことを今後に活かしていきたいです。支えてくださったコーチ

や多くの方に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。 

 

 

アジア大会に同行して  明石幸生さん（加藤君の祖父） 

 

アジア大会に孫の付き添いで参加させていただきました。長時間のフライトが苦手

な上、添乗員なしの海外旅行は初めてなので不安でした。バリでは三食とも同じ食事

で食も進まず、７時間のフライトの疲れが出て大変でしたが、旅慣れた皆様のおかげ

で無事終えることができました。 

試合当日の朝は練習でそこそこの調子だったので少し楽しみにしていましたが、い

ざ試合になると、緊張のせいかポワンテもティールも思うようにいかず、残念な結果

に終わりました。他国の正確なポワンテ、ティールの的中率にただ驚くばかりです。 

本人は学ぶことも多くあり、大変楽しかったと言っておりますので、これを契機に

練習に励んでくれると思います。会長もジュニア育成に力を入れるとおしゃっていた

ので、楽しみにしています。 

この度は、役員、コーチ、参加者皆様に大変お世話になりありがとうございました。

次回も参加できるように、孫と練習に励みたいと思います。 

 

 



2013年、アジアペタンク選手権報告書 

 

最初に、本レポートは 女子チーム代表である、井上選手兼コーチ（監督）が記すべき

と考えますが、ご本人よりのご指名を請け、僭越ながら私、大川が書かせて頂く事に

相成りました。 一選手のレポートとして感じた事を素直に記します。 不足や不躾な

部分がございましても、ご容赦いただけます様、お願い申し上げます。 

 

会場： 

会場は陸上競技場のトラックでした。 昨今では、ゴム製のトラックを多く見かけますが、

会場は赤土のトラックでした。トラックの半分を試合会場、残り半分を練習テランと言う

構成でした。 会場は,点圧した地面に土の色と同色の石（固まり）が,散布されたる状

態でした【写真参照】。 

 
このテランに対して、上位国が選択していたポワンテの投法は、しっかりスピンを入れ

た、座位のドゥミポルテでした。 ティールは、ブールの上部に直接当てるカローが当

たり前と言うハイレベルなものでした。 ポワンテで、ポジションを確保しても、カローに

より、一投二益のプレーに、成す術がない状態でした。 ティールは当てるだけのフラ



ッペールでは、上位を狙うのは、難しいと感じました。 どうすれば、質の良いポワンテ

や、高確立でカローとなるティールを習得できるのだろうと、試合後に、聞いて廻りま

した。 タイはレベル別のカリキュラムがあり、それをクリアしないと、次のステップに

進めないと言う国レベルの取り組みがあるそうです。 有能な指導者のもとに強化選

手が技術の研鑽を積む事により、全選手が同じ投法の国もありました。 諸外国と日

本では、国や組織のバックアップなど、ペタンクをする環境が異なると分かりました。し

かし、国際的にも力を付けて来たアジア諸国が実践するアジアンスタイルを参考にし

て、日本に合った方法を模索する必要があるのでは？と感じました。 

 

競技： 

■ティールコンテスト 

ティールコンテストは、昨年に引き続き、私が担当させていただきました。 前日の抽

選により、女子ティールコンテスト参加 16ケ国中 12番目に投げる事が決まりました。 

全ての競技は、このティールコンテストから始まります。 

朝 8:30から始まるセレモニーとそれに続くティールコンテストが、いっこうに始まりませ

んでした。 首を長くし待つ中、なかなかアナウンスの合図がなく 9:30過ぎに、ようやく

コールが入りました。 

ようやく始まるも、昼食までに 8番までしか終わってない状態でした。 午前中の時点

でのトップは、カンボジア 1の 48点で、20点以上はわずか 4人でした。 

日本で、主人の指導の下、ティールコンテストの練習では、良い時は 40点台、常に 

30点台をキープしていた私は、試合で25点以上あれば予選通過だから、25点を先ず

確保した上で、それ以上の得点を狙うと言う、練習をして、臨みました。 ようやく廻っ

てきた順番に、井上選手兼コーチに、ブールをセットをして頂き、1投目。 はずした。 

去年のアジア選手権も1投目をブール前にショートし、はずしたのが脳裏にあり、今回

は オーバーしました。 方向性のラインは出ていたので、「忘れよう」と自分に言い聞

かせ、投げ続けました。 点数を気にせず投げたのが功を奏したのか、得意としてい

る、最後の種目のビュットティールを 6m と 8mで成功させる事ができました。 審判が

「good player」と言ってくれました。 うれしかったです。 記録は納得とは行かないま

でも、最低線の 25点を確保しました。 掲示板を見ると、その時点で 5位でした。 「よ

し！予選突破だ！」と、思いました。 最終的に、全選手が投げ終わり、私は 6位でし

た。 「次‼、点数あげて行こう！」と思っていましたが、時間の都合なのか 1順投げて 

ベスト 4だけでのセミファイナルとなりました。 ショックでした。 過去に経験した国際

大会、前年度のアジア選手権、本年度の女子世界選手権も揃って、予選は２順行い、

ベスト 8が決勝リーグに進むと言う競技形式だったので、まだチャンスがあると思って

いたからです。 この混乱がどこから発生したのか？ 事前説明はあったのか？ な



ぜその説明が私には伝わって来なかったのか？と悔しい思いをいたしました。 しか

し、最低限の目標ラインとは言え、国際大会における自己ベストでもあり、練習におけ

る実力を国際大会で発揮すれば、まだまだ行けるはずと確信し、次回以降に再チャレ

ンジすると自分に言い聞かせ、トリプレットに気持ちを切り替えました。 

 

■トリプレット 

1試合目 vs フィリピン (13-6) 

（ポワンテ：井上、ミリュー：大川、ティール：木下、リザーブ：清水） 

試合に臨んだ 3人は、日本でも、組んだ経験がありませんでした。 

前半： ボワンテ、ティール共すべて成功球でした。 ミリューの私がティール、ボワン

テと続き得点を重ねて行きました。 

中盤～後半： 点を取られることもありましたが、慌てることなく、勝つ事ができました。 

隣テランで、この後対戦するタイ 2vs インドネシアが戦っていたが、インドネシアに点

数が入っておらず、結果 13-0のファニーゲームでした。 

次は 勝者どうし 

 

2試合目 vs タイ 2 (3-8) 

世界王者タイのビュット権で始まりました。 ボワンテは世界経験者のベテランです。 

難なく 1投目を成功、それを木下選手がティール、こちらも世界経験者のベテラン井

上選手兼コーチが、ボワンテを成功させました。 タイは、もちろんティールでしたが、 

カローを出します。 日本はティールし、ポワンテも、タイのブールに重ね、相手のミス

を誘ったが、カローの数と日本のティールミスとミリューが寄せきれず、時間制限60分

になり、ゲームセット。 最後までやりたかったので悔しかったです。 

 

3試合目 vs インドネシア 1 (4-9) 

コートを変えての対戦でした。 このテランは、うねりがあり、固く、砂利が深い場所も

あり、ボワンテが非常に難しく、思うような試合運びができませんでした。 ビュットが

動くような不運な展開が続いたり、9〜10mのティールが当たらなく、自分達の良い所

を出す前に、時間制限ホイッスルが鳴りました。 

木下選手と、大川で何とか得点圏内に留まるティールを試みるも、及ばず。 これで、

予選敗退となりました。 

 

翌日、ネイションズ（予選敗退国によるトーナメント）(6-13) 

vsシンガポール 

序盤：6点までは競り合うも、6-8 と逆転され、そこからポワンテが乱れはじめました。 

ティールの調子も上がりませんでした。 



後半： ミリュー：木下、ティール：大川とチェンジしましたがビュットが飛び、不運にもこ

れが勝敗を決め 6-13でゲームセットとなりました。 

大会を通じ、コート横で常時スタンバイしてくれていた、清水選手に、申し訳ない気持

でいっぱいでした。 

 

ネイションズに挑むに当たり、女子チーム内で発生した事象を報告差し上げておきま

す。 井上選手兼コーチチから宿泊先で同部屋となった木下選手に、スターターを（清

水、大川、木下）で考えていると相談されました。全日練習の具合や、予選で調子が

良かった井上選手兼コーチご自身が外れると言う判断です。 清水選手の出場機会

が無くなる可能性からの判断です。 これに違和感を覚えた木下選手が大川に相談

してきました。 木下選手が外れると言う選択肢を持っての相談でした。 井上選手兼

コーチのポワンテは外せないと言う意見で一致した二人は、本人を交えて相談し、結

果、対戦相手を確認して決める事となりました。 会場の掲示板にて、対戦相手がシ

ンガポールと知り、井上選手兼コーチは、スターターを(井上、大川、木下)とする決断

をしました。 この様な場面で、選手兼コーチという立場は、心理的負担が大きいと思

いました。 前年のアジア選手権でも選手交代の時に、女子チームの吉本コーチが、

心を鬼にしてスターター変更を伝えてくれました。 今回は、自身の調子が良い状態

なのに、出場機会を優先した選手交代を検討すると言う事態でした。 勝負の掛かっ

たスポーツの世界で、これはありえない話ではないでしょうか？ 選手は基より、コー

チ、スタッフも、勝ちに来ており、例えネイションズであっても、ベストを尽くして、戦い

抜きたいと思う気持ちはアスリートとしては、捨てられません。 もっと他に、良い方法

があったのではないかと残念に思います。 この事象が発生したもう一つの理由は、

大会を通じて、一度も国内での事前練習や合宿、試合期間中のミーティングを行わな

かった事です。 事前練習は、コーチ任命の遅れが最大の原因です。 本来、代表セ

レクション以前に決定されていて然るべきと思います。 ミーティングに関しては、チー

ム競技なので、試合の反省や次に繋げる意見、戦略の確認などをディスカッションす

べきであったと考えます。 コーチは選手に、言い辛い事も、伝えなければならない時

があります。 それを共有し、自分がチームで、どういうポジションやマインドで、戦うべ

きか、確認する作業として、事前練習や、毎日のミーティングは必須と感じました。 

過去の国際大会の経験も含めて観察するに、上位国は、その国の基本スタイルを持

っています。 ポワンテの球質、ティールのコンタクト率は勿論の事、カロー率の高さ、

そしてこれら技術に裏打ちされた戦略は、そこから生まれていると感じました。 

 

大会を通して： 

■スケジュール 



試合前日の夜に、現地入りするスケジュールは、選手にとってかなりの負担でした。 

ターミナルである、デンパサール空港に着き次第、ホテルにチェックインもせず、成田

組はウェルカムパーティー会場に直行でした。 関空組は少し早めの到着で、チェック

イン後に、会場入りしていました。 パーティーが終わり、ホテルに着くも、部屋数が無

いとの理由で、別のホテルに移動・・・、ようやく部屋に入ったのが、24:00と言う状態で

した。 翌朝から試合と言うハードスケジュールでは、実力を発揮せよと言うのは酷で

はないでしょうか？ 少なくとも、前々日までには、現地入りすることを、ペタンク組織

側の国際大会のマニュアルに記載し、以後実施して頂きたいと願います。 

 

■ユニフォーム 

日本発から、帰国までの移動及び現地での行動に、日本国旗の付いたユニフォーム

を着ることも 組織側の国際大会運営のマニュアルにお入れ頂く事を、僭越ながら提

案させて頂きます。 恐縮ではありますが、オリンピックなどの国際試合と、どうしても

比較してしまいました。 メジャースポーツとマイナースポーツとでは、違うと言われれ

ばそうかもしれませんが、アスリート、ブーリストとして国を代表してプレーする以上、

それ相応の環境を整えるべきと考えます。  

 

■ジュニア選手団 

今回始めて、ジュニア選手団.と行動を共にしましたが、僭越ながら、ジュニア.バレー

の監督をしている指導者の私見として気になった事があります。 挨拶や代表選手と

しての行動が、出来ていませんでした。 選手は、学校生活、部活などを通じて、スポ

ーツのみならず、礼儀などの指導は受けているはずです。 また、ぺタンクの.日本代

表として、最低限の指導は必要なのではと、感じました。 

ペタンクではありませんでしたが、私は他のスポーツを通じて、高校時代から海外遠

征を多数経験して参りましたが、恩師には『スポーツを通じて、国際大会と言う経験を

できるのは一握り。環境に感謝して、甘えるな』とご指導いただき、以来実行してきた

つもりです。 始めての代表となる選手ばかりでしたので、尚更、コーチやスタッフが、

競技だけでなく、ペタンクを通して人格形成の役に立つような指導も、ペタンクの未来

のためにも、必要と考えます。 やがてはジュニアを卒業し、シニアに上がった暁には、

後輩のジュニア選手達の、手本となる立派な選手に成長してくれる事でしょう。 

 

最後に： 

国際大会への参加を可能とするために、ご努力頂きました皆様に、この場をお借りし

て、感謝させて頂きます。 昨年度は、ジュニアチームの派遣を組織都合で行わず、４

人の将来ある選手が失意の底に叩きつけられました。 ペタンクを辞めてしまった子



供も居ます。 今年は、国際窓口が JPBFに置かれ、改めてジュニア選手の国際大会

の派遣が、再会され何よりです。JPBF の清水様はアジア連盟の副会長にも就任され、

益々日本のペタンク界に変革がもたらされる事でしょう。 選手はアスリートとして切

磋琢磨し、組織スタッフは環境を整えると言う、あるべき姿にようやく邁進できるので

はと、大いに期待しております。 

 

 

文責：女子チーム 大川 千穂 

 








