
第１６回 西日本ペタンク選手権大会開催要項 

 
１ 趣旨 西日本地域のペタンクプレーヤーが一堂に会し、各府県の活性化とペタンクプ

レーヤー相互の交流と親睦を深めることを目的とし、この大会を開催します。 
 
２ 主催 公益社団法人 日本ペタンク・ブール連盟 
３ 主管 和歌山県ペタンク・ブール連盟 
４ 後援 （交渉中）和歌山県・和歌山県教育委員会・公益社団法人和歌山県体育協会 

紀の川市・紀の川市教育委員会・紀の川市体育協会 
５ 日時 ●平成２８年１１月１９日（土） 
  選手集合（受付）：  ９：００～ 
  開会式  ：  ９：３０～ 
  予選リーグ ： １０：００～（5試合） 
  ●平成２８年１１月２０日（日） 
  決勝トーナメント：  ８：３０～ 
  表彰・閉会式 ： １６：００～ 
 ＊天候や参加チーム数等、運営上の理由で変更になる場合があります。 
６ 会場 紀の川市「打田若もの広場」 
  （和歌山県紀の川市花野 604） 
７ 参加資格 公益社団法人日本ペタンク・ブール連盟会員及び愛好者 
８ 募集チーム数 ６４チーム 
  １チーム６名編成とし、男女共に２名以上含むものとします。チームの編成は会

員については、所属する府県内で編成し、愛好者については、通勤または通学地の

府県内で編成するものとします。同一府県内であれば、会員と愛好者の混成で編成

することも可とします。 
９ 試合形式 ●チームの編成 

S（シングルス）、D（ダブルス）、T（トリプルス）の３種目で対戦を
行い、２種目以上で勝ったチームを勝ちとします。各試合前に対戦メン

バー表（SDT の選手名）を作成し、対戦相手と交換します。なお、全試
合を通じて SDTの編成は自由とします。 

  ●予選リーグ 
 ５～６チームを１ブロックとし、S、D、T を同時に行います。総当た
り戦とし、上位３チームが決勝トーナメントに進出します。ブロック内

の順位は、①勝ち試合数、②対戦時の勝敗、③勝ちゲーム数、④得失点

差により決定します。１１点先取とします。（＊参加チーム数によっては、

変更になる場合があります。） 



  ●決勝トーナメント 
 予選と同様、S、D、T を同時に行います。１１点先取とし、決勝戦の
み１３点先取とします。 
＊決勝トーナメントに進出できなかったチームは、交流トーナメントを 
行います。 

10 表彰 ●優勝 カップ又は楯、副賞 ●準優 カップ又は楯、副賞 
  ●第３位（２チーム）楯、副賞 ●第５位（４チーム）楯、副賞 
11 参加費 会員～２，０００円／人 一般～４，０００円／人 
12 申込方法 参加申込みは、各府県連盟(協会)で取りまとめてお申し込みください。所

定の申込書に必要事項を記入のうえ、参加費を添えて下記に送金願います。 
 【申込先】 
  〒113-0033 東京都文京区本郷２－４－１ 
    公益社団法人 日本ペタンク・ブール連盟 
    ℡ 03-3868-2480 fax 03-3868-2410 
 【送金先】 
  ●郵便振替口座 №００１７０－３－２８２８６３ 
   公益社団法人 日本ペタンク・ブール連盟 
  ●みずほ銀行 本郷支店 普通 ２８１８５３３ 
   公益社団法人 日本ペタンク・ブール連盟 

13 申込締切 平成２８年１０月２０日（木）必着  

14 その他  ①本大会は公益社団法人日本ペタンク・ブール連盟制定の競技規則に基 
づいて行われます。 

  ②本大会の予選リーグの組合せは、大会本部で決めます。決勝トーナメ 
ントの組合せは抽選とします。 

  ③選手の変更は、当日、受付時にすることができます。 
  ④参加チーム数や天候、運営上の都合で大会内容が変更になる場合があ 

ります。 
  ⑤申込締切後の参加費の払い戻しはできません。締切前の返金について 

は、振込手数料をご負担いただきます。 
  ⑥競技中に事故が発生した場合は、主催者は応急処置はいたしますが、 

それ以上の一切の責任は負いません。 
        ⑦期間中の宿泊については、各自で確保ください。会場周辺及び隣接す 

る岩出市・和歌山市内のホテル等を別紙のとおりご案内しますので、

直接施設へご予約願います。 
        ➇昼食お弁当については、和歌山県から別紙のとおりご案内しますので、 

お申し込みください。 



 

第 16 回西日本ペタンク選手権大会参加申込書 

チーム名：    ペタンク連盟（協会）A 

 選手氏名 会員番号 市町村連盟・協会・クラブ 
代表選手名    
選手②    
選手③    
選手④    
選手⑤    
選手⑥    
 
チーム名：    ペタンク連盟（協会）Ｂ 

 選手氏名 会員番号 市町村連盟・協会・クラブ 
代表選手名    
選手②    
選手③    
選手④    
選手⑤    
選手⑥    
 
チーム名：    ペタンク連盟（協会）Ｃ 

 選手氏名 会員番号 市町村連盟・協会・クラブ 
代表選手名    
選手②    
選手③    
選手④    
選手⑤    
選手⑥    
 
 
 



第 16 回西日本ペタンク選手権大会参加申込書兼送金明細書 
 
チーム名：    ペタンク連盟（協会）A 
 選手氏名 会員番号 市町村連盟・協会・クラブ 
代表選手名    
選手②    
選手③    
選手④    
選手⑤    
選手⑥    
チーム名：    ペタンク連盟（協会）Ｂ 
 選手氏名 会員番号 市町村連盟・協会・クラブ 
代表選手名    
選手②    
選手③    
選手④    
選手⑤    
選手⑥    
チーム名：    ペタンク連盟（協会）Ｃ 
 選手氏名 会員番号 市町村連盟・協会・クラブ 
代表選手名    
選手②    
選手③    
選手④    
選手⑤    
選手⑥    
●【送金】 
振込金額               円  会員  名×2,000円 
送金期日 平成２８年    月   日  一般  名×４,000円 
送金方法 ＊ 郵便振替口座 

№００１７０－３－２８２８６３ 
  

 ＊ みずほ銀行 本郷支店 
 普通 ２８１８５３３ 

  

  ↑該当に○印 ＊名義は「公益社団法人 日本ペタンク・ブール連盟」 
●【申込責任者】 
氏名  電話番号  
住所 〒 

 
  



第 16 回西日本ペタンク選手権大会昼食弁当申込書 
【注：申込先は和歌山県ペタンク・ブール連盟】 

 

府県名  

チーム名  

申込担当者  氏名  

       住所 
〒 
 

電話番号(できれば携帯番号)  

ＦＡＸ番号  

 
●（申込数）／ 幕の内弁当（お茶付、税込み）７００円 

11月 19日(土) 11月 20日(日) 合 計 合計金額 

        個        個       個         円 

 
(送金) 

振込金額                           円 

送金日 平成２８年     月     日 

送金先 
 
 

郵便振替 
口座番号 ００９６０－１－２１９２１ 

振込用  （店番）０９９   当座預金 
口座番号 ００２１９２１ 

口座名義 和歌山県ペタンク・ブール連盟 

 
●申込期限 平成２８年１０月２６日（水）＊申し込み後の変更は、１１月９日（水） 
までにお願いします。それ以降は変更不可。 
●申込先：和歌山県ペタンク・ブール連盟事務局（岡本）＊ＦＡＸで結構です。 

ＦＡＸ ０７３７－５２－３１７０  
問い合わせ：ＴＥＬ／携帯 ０９０－８８２６－３８６６（岡本） 



○宿泊施設のご案内

＊会場周辺の主な宿泊施設をご案内します。予約は直接、宿泊施設へ申し込みください。 和歌山県ペタンク・ブール連盟

　アクセス ホテル名 客室数 収容人数 宿泊タイプ 住所 電話番号 備考

ホテルいとう 141 300
シングル、ツイン、トリプル
和室

岩出市宮83 0736-63-0600 会場から近いです

ビジネスホテル岩出 14 18 シングル、ツイン、和室 岩出市大町163-2 0736-61-6611 会場から近いです

丸浅旅館 13 81 和室、 紀の川市粉河大門前 0736-73-2246
西国第３番札所
「粉河寺」前

ビジネスホテル粉河 12 35 シングル、ツイン、和室 紀の川市粉河781-2 0736-73-8003
ＪＲ「粉河駅」に近く
国道２４号線沿い

東横インJR和歌山駅東口 187 294 シングル、ツイン、ダブル、 和歌山市黒田2-1-7 073-476-1045

和歌山アーバンホテル 85 170 シングル、ツイン 和歌山市黒田1-2-17 073-475-1088

ホテルグランヴィア和歌山 155 228 シングル、ツイン 和歌山市友田町5-18 073-425-3333

シティインわかやま 171 270 シングル、ツイン、和室 和歌山市吉田432 073-423-2366

サンホテル和歌山 120 121 シングル、ツイン 和歌山市友田町4-75 073-421-5911

コンフォートホテル和歌山 152 164 シングル、ツイン 和歌山市友田町5-34-1 073-426-8911

ドーミーインプレミアム和歌山 144 240 シングル、ツイン 和歌山市美園町3-36 073-402-5489

ビジネスホテルかつや 19 34 シングル、ツイン、和室 和歌山市友田町3-12 073-422-0063

ホテルランドマーク和歌山 62 88 シングル、ツイン、和室 和歌山市手平2-1-2 073-422-1200

※上記のほかにも近辺にはホテル・旅館等あります。詳しくは、インターネットで各市町の観光協会で検索してください。

和歌山市
JR和歌山駅
東口付近

会場から約１８㎞(車で
約３０分）

岩出市

紀の川市

会場から
約５㎞(車で約１０分）

会場から約６㎞(車で
約１５分）



第１６回西日本ペタンク選手権大会【会場案内図】 
会場：紀の川市打田若もの広場 
紀の川市民体育館（紀の川市立スポーツ施設打田体育館）隣り 
和歌山県紀の川市花野（けや）604  
★阪和自動車道「和歌山インター」から約１５㎞、車約３０分 
★和歌山インターから国道２４号線（和歌山バイパス）東進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★国道２４号線「下井阪（しもいさか）」交差点又は、次の「尾崎」交差点を右折 

 

 

 


