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第 16回世界ジュニアペタンク選手権大会 報告書 

 

１．大会概要 

 第 16回世界ジュニアペタンク選手権大会は、2017年 11月 4日～11月 8

日まで中華人民共和国浙江省の開化県で開催されました。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（開催国２チーム）、

台湾、チェコ、ハンガリー、デンマーク、イングランド、フランス（前回優勝 2チ

ーム）、ドイツ、イタリア、インド、日本、ラトビア、マダガスカル、マレーシ

ア、モナコ、モロッコ、オランダ、ポーランド、スペイン、スウェーデン、スイ

ス、タイ、トルコ、チュニジア、ベトナムの 30か国 32チームが出場しました。 

 大会会場は、開化県の中心部にある公園の中に砂利を敷き詰めた野外の特設会場

で行われました。周囲は住宅団地に囲まれ、たくさんの市民も見学に訪れる素晴ら

しい会場でした。 

 

２．日本代表選手 

 ８月に長野県諏訪市で開催された代表選手選考会で選ばれた４人の選手と監督で

日本選手団を結成し出場しました。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・監督】 

 監督    佐野 裕二 （岡山県総社市） 

              ※JPBF上級指導員 

 キャプテン 加藤 春沖 （岡山県岡山市 16才） 

       髙谷 篤史 （岡山県総社市 15才） 

       唐川  凜 （岡山県総社市 13才） 

       清野 恵多 （北海道江別市 15才） 

３．試合概要 

 ◎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・唐川・加藤 ６－１３ マダガスカル 

第２試合 日本（○） 清野・唐川・加藤 １３－６ ラトビア 

第３試合 日本（○） 清野・唐川・加藤  ８－７ スウェーデン 

第４試合 日本（○） 清野・唐川・加藤 １１－８ ベトナム 

第５試合 日本（×） 髙谷・唐川・加藤  ８－１２ モロッコ 

 ◎カドラージュ   

第６試合 日本（×） 清野・唐川・加藤  ８－９ スウェーデン 

 ◎ネイションズ   

第１回戦 日本（○） 髙谷・唐川・加藤 １２－５ トルコ 
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準々決勝戦 日本（〇） 髙谷・唐川・加藤 １２－３ カナダ 

準決勝戦 日本（○） 清野・唐川・加藤 １３－９ イングランド 

決勝戦 日本（〇） 髙谷・唐川・加藤 １３－６ オーストラリア 

 ◎シューティング   

第１次予選 加藤春沖選手 ３５点 
第７位 第２次予選進出 

（第４位までが決勝予選進出） 

第２次予選 加藤春沖選手 ３８点 

第３位（総合第７位） 

決勝トーナメント進出 

（ジュニア日本選手最高得点） 

（日本選手初の決勝トーナメント進出） 

決勝トーナメント 

準々決勝 
加藤春沖選手 ２４点 

対戦相手は、予選第２位のフランスと対

戦。２４対４２で敗退 

 

◎大会第１日 （１１月４日） 

 ★予選 1 回戦・2回戦・３回戦  

第 16回世界ジュニアペタンク選手権大会は、前日の午後 7時からホテルで予選

の抽選が行われました。日本選手団は、バスの遅れにより抽選会に間に合いません

でした。既に抽選会は終わり、第 1試合の対戦相手は前回準優勝の強国のマダガス

カルでした。予選は、スイス方式で行われます。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するスイス方式を

採用されました。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。 

大会初日、会場には 7時過ぎに入り入念な練習を行いました。世界大会は、午前

8時 30分から第 1試合がいきなり始まりました。選手は初戦ということもあり、

緊張が取れず実力を十分に出し切れませんでした。結局、マダガスカルに６対 13

で敗れはしました。しかし、実力に大きな差があるとは思えませんでした。 

 第 2試合の対戦相手は、ラトビアでした。この試合では硬さが取れ、選手は伸び

伸びとプレーができました。相手チームのティルールの不調もあり、13対６で勝

利しました。ポワンテとティールの成功率を比較しても歴然です。日本選手が優れ

ていました。世界大会初勝利を挙げることができ、選手団全員で喜びを分かち合い

ました。 

 第 3試合の対戦相手は、スウェーデンでした。試合は一進一退となり７対７で最

終メーヌを迎えました。日本の第１球目のポワンテで有利に展開し、相手チームは

最後の１球で 9.5ｍのポワンテを成功させました。残り４球の内ティールが当たれ

ば勝利の場面。日本のティルールは、２球外しました。ミリューも１球外しまし

た。残り１球で相手ボールに当ててもビュットが動いて相手に得点を与えてしまう

場面。カローしかない場面でした。非常に厳しい場面、日本のミリューはあえてシ

ョートバウンドでカローをねらいました。そして、見事に成功させました。日本代
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表は、貴重な２勝目を上げることができました。日本選手団は、感動と脱力感に包

まれました。 

 

★シューティング 

午後２時半からは、シューティングが始まりました。日本代表は、加藤春沖選手

が出場しました。自分の番が来るまで、監督と入念な練習を行ってシューティング

に臨みました。１次予選では自己最高得点の３５点を出して、堂々世界第７位（第

４位までが 1次予選通過）でした。２次予選は、またまた自己最高記録を更新して

３８点を出しました。２次予選では第３位、総合では第７位で決勝トーナメントに

進出しました。 

決勝トーナメント１回戦（準々決勝戦）の対戦相手は、総合２位で通過したフラ

ンス選手でした。残念ながら、24対 42で敗けましたが、世界大会で日本人選手

としては初の決勝トーナメント進出という歴史を作りました。また、シューティン

グの 38点は、当時では日本人選手最高得点という記録も作りました。日本人選手

も世界大会で戦えるという実績を作ると共に、日本の未来を広げる大健闘でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★オープニングセレモニー 

オープニングセレモニーが、午後 8時過ぎからホテル近くの体育館でありまし

た。会場は近くに住む住民で満席でした。選手の入場行進、開会宣言、歓迎挨拶、

審判長の宣誓などがありました。最後には、開催地の開化県を歌とダンスで紹介す

る出し物で終わりました。開化県は中国が誇る近代環境衛生都市であり、町は美し

く、ごみが落ちていない、すべて電動バイクであり、電線は埋設されていました。

世界大会の開催地に選んだ理由が理解できました。 

 

◎大会第２日 （１１月５日） 

 ★予選第 4試合・第 5 試合・カドラージュ・ネイションズ１回戦 

予選第 4試合は、アジアの強豪ベトナムでした。予想通り厳しい試合でした。前

半はリードを許しましたが、次第に追い上げ８対８の同点で最終メーヌを迎えまし

た。ポワントゥールに不安があったので、監督と選手で話し合い第１球のポワンテ

をミリューと交代しました、すると、期待に応えて素晴らしいポワンテを行いまし
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た。相手は、ティールを外し最後の１球でポワンテを寄せました。決勝点のポワン

テは、再びポワントゥールに任せると、見事に寄せて決勝点となりました。得失点

差も考慮して残り２球も慎重に寄せて成功させました。結局、11 対 8で勝利して

3勝目を上げました。予選通過が見えてきました。 

予選最終の第 5試合は、アフリカの強豪モロッコでした。ポワンテもティールも

素晴らしい成功率でした。投球フォームも誠に素晴らしく、とても参考になる選手

でした。序盤から大量にリードされ予選通過が厳しいものになりました。まずは 1

点を獲得しようと気持ちを入れ替え、もう一度気持ちを入れ替えて取り組みまし

た。最終メーヌでは、大量 4点を取り、8 対 12まで追い上げることができまし

た。カドラージュに繋がる試合となりました。 

 予選は最終的に 3勝 2敗、全体の 11位でした。上位 8チームが 1次予選通過

となり、日本はカドラージュ（2次予選）に進むことになりました。なお、上位 8

チームの中には、日本が敗れたマダガスカル（3位）、モロッコ（4位）が入って

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★カドラージュ 

 日本はカドラージュで、予選 22位のスウェーデンと再び戦うことになりまし

た。予選 3回戦で激戦の末、勝利したスウェーデンとは再び厳しい試合になると予

想していましたが、予想通りの展開になりました。相手のポワンテが安定していて

日本は、前半ではリードを許し苦戦を強いられました。しかし、ここにきて最後ま

で諦めない粘り強さが出てきた日本は、総力で必死に追い上げました。そして、第

8メーヌでついに 8 対 7と逆転しました。第 9メーヌでは、ほぼ 1点を追加でき

る状況でしたが、相手ミリューに見事に狙い通りビュットを移動させられ 1点を取

られて、8対 8の同点にされました。最終メーヌでは、相手ポワントゥールに９ｍ

のポワンテを決められました。ティールを 2球外し、これで流れが相手に移り敗戦

となりました。 

今回の世界大会の日本代表チームの大きな目標であった予選通過は、残念ながら

果たすことはできませんでした。しかし、ネイションズ（敗者国チームによるトー

ナメント戦）では、1つでも多くの勝利を上げようという新たな目標を立て、気持

ちを完全に切り替えてネイションズに臨みました。 
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★ネイションズ 1回戦 

 1回戦は、トルコと対戦しました。序盤相手チームのティールの調子が悪く、日

本は終始リードする展開になりました。ポワンテとティールの成功率でも大きく差

をつけ、13対 5で勝利しました。こうして大会 2日目を良い形で終えることがで

き、最終日に繋げることができました。 

 

◎大会第３日 （１１月６日） 

 ★ネイションズ２回戦 

 ネイションズ 2回戦は、カナダと対戦しました。時折、小雨の降る中で行われま

した。相手のポワンテの調子が悪く、試合は優位に展開しました。最終的には時間

切れとなり、12対３で勝利しました。ただ、カナダのミリューは大変上手く素晴

らしいプレイヤーでした。 

 

★ネイションズ準決勝戦 

 準決勝の相手は、イングランドでした。この試合は中盤まで一進一退の展開でし

た。イングランド選手の技術は高く、ポワンテもティールもかなりの確率でした。

特に、相手のティルールは本当に上手く、際どい場面でことごとく成功させていま

した。しかし、最終メーヌで突き放し、13 対 8で勝利することができました。 

 

★ネイションズ決勝戦 

 ネイションズ、いよいよ決勝戦となりました。試合前のミーティングでは、予選

は敗退しましたが、気持ちを切り替え決勝戦まで勝ち進んだことは本当に素晴らし

いことです。ここまで来たら、思い残すことなく仲間と力を合わせて全力でチャレ

ンジしようと確認して決勝戦に臨みました。 

相手は、オーストラリアです。序盤から日本のポワントゥールの調子が良く、試

合を支配しました。しかし、中盤で相手選手のポワントゥールが交代してから、流

れが変わり相手が得点を重ねました。しかし、ティールで攻め続ける試合展開を崩

さず粘り強く戦いました。コートの周りにいたカンボジアや台湾の選手・コーチか

ら激励や応援をいただき力になりました。最終メーヌで、ポワントゥールが見事な

ポワンテを決めて、試合を有利に進め決勝点を挙げ、13対 6で勝利しました。そ

の後、選手・監督はコートの中で喜びを爆発させ歓喜に沸きました。また、報道関

係者の写真撮影やインタビューに応じ、ネイションズ第 1位という喜びをかみしめ

ました。 

ネイションズ第 1位という実績は、世界ジュニア選手権大会において日本代表で

は初めての快挙であり、過去最高の成績です。シューティングと合わせて、今回の

ジュニア日本代表選手は、素晴らしい快挙をもたらしました。 
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 ★表彰式・ガラパーティー 

 午後７時半ごろからホテルで表彰式が行われました。日本代表チームは、ネイシ

ョンズの第 1位として、舞台に上がり大きなカップとトロフィーとカンフーパンダ

のぬいぐるみをいただきました。世界各国の選手や関係者から祝福の言葉や健闘を

称える言葉をいただき、最高の笑顔でした。表彰台に登る体験は、生涯忘れられな

いものになるでしょう。また、パーティーでは、国境を越えた若者らしい選手同士

の楽しい親しい交流ができました。日本代表全員のユニフォームは、すべてタイ・

スウェーデン・スイス・カンボジア・トルコなどのユニフォームに交換されまし

た。 

 

6．世界チャンピオンは、マダガスカル 

 決勝戦は、2年前と同じ対戦となり、フランス対マダガスカルでした。終始、マ

ダガスカルが先行し最終的にはマダガスカルが勝利を収め、前回のリベンジを果た

して優勝しました。昨年の男子世界選手権大会では、マダガスカルが優勝しまし

た。また、今年の世界女子でもマダガスカルは、準優勝しました。世界のペタンク

にマダガスカル旋風が吹き荒れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．大会総評 

 第 16回世界ジュニアペタンク選手権大会で、日本代表選手はネイションズ第 1

位とシューティングベスト８という輝かしい結果を残しました。この結果を残せた

のは、以下の 3つの理由があると考えます。 
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① ジュニアクラブ・地元協会での長年に渡る選手育成の取り組み 

岡山市の加藤選手は、小学校 4年生の頃から祖父に連れられ地元や県内外の大 

会に積極的に参加していました。また、国際大会には 5年連続で出場し経験を積

みました。今回、シューティングで世界ベスト８に入賞できたのは、今までの経

験の賜物と言えます。 

総社市の髙谷選手と唐川選手は、総社市ペタンク協会のソレイユＪｒ.ペタンク

クラブに所属し、日本でも有数の選手や上級指導員から指導を受け、6年間練習

を積み上げました。国際大会にも 3回出場し経験を積みました。今回はその経験

を活かして、主力選手として力を発揮することができました。 

北海道の清野選手は、美幌町ペタンク協会のノールエトワール・ペタンククラ

ブに所属し、日本でも有数の実力と実績のある指導者から指導を受け、力を付け

てきました。国際大会初出場でありながら、落ち着いて自分のプレーができたの

は、レベルの高い指導を受けてきた成果だと言えます。 

 

② 日本連盟の選手強化部会による強化・育成の成果 

日本ペタンク・ブール連盟は、昨年よりスポーツ振興基金より助成を受け、海

外より優秀なペタンクコーチを招聘して、選手強化合宿を実施しました。合宿に

より選手のレベルを引き上げただけでなく、選手間の交流と親交を促し、チーム

ワームも形成することができました。今回の日本代表チームは、日本の最高レベ

ルの４人のジュニア選手が出場しました。４人のレベルは均衡しているので誰が

試合に出場してもレベルの変わらないチームでした、また、強化合宿や全国大会

で度々顔を会わせることがあり、互いを良く理解していたので、チームの雰囲気

も良く素晴らしいチームを作ることができました。それが良い結果を出すことに

繋がりました。日本連盟の選手強化の成果と言えます。 

 

③ 日本連盟を始め、地元自治体など多くの関係者の支援の賜物 

ジュニア選手は世界選手権大会の出場に際して、多くの支援をいただきまし

た。まず、日本連盟はスポーツ振興基金の補助を取り付け、選手の旅費の負担を

大きく軽減しました。また、地元自治体や体育協会、地元ペタンク連盟などから

も経済的な支援も含め激励を受けました。所属学校でも日本連盟が日本体育協会

や日本オリンピック委員会に加盟したことで、公休扱いを受けることもできまし

た。このように、ペタンクは競技スポーツとしての評価を受ける結果となりまし

た。更に、今後も良い成績を上げることで、支援の継続や更なる支援も期待で

き、７年後のパリオリンピックにも繋げることもできます。 

また、大会期間中には 2人の保護者から身体面、精神面の絶大なる献身的なサ

ポートと応援をいただきました。このサポートや応援はジュニア選手にとって

は、計り知れない大きな力になりました。心から感謝申し上げます。 
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 今回の世界大会で日本代表は、ネイションズ第 1位とシューティングで世界ベス

ト 8という成績を残しました。この成績は、世界での日本の評価を変えました。特

に、タイ・台湾・カンボジアなどアジア勢の各国から激励と賞賛を受け、評価も受

けることができました。やっと、アジア勢の仲間入りをすることができたように感

じました。しかし、これに甘んじることなく、予選通過という次なるステップに強

力に進まなければなりません。 

 

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。そのような指導の養成のための研修会を実施する必要があります。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更に養成

する必要があります。日本連盟の選手強化部と各都道府県連盟で更なる取り組

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

更に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行きます。各都道府県

に１つ以上のジュニアクラブの設立をめざすことができればと思います。 

 

③ ジュニア選手強化の取り組み 

スポーツ振興基金の補助を受けて一昨年から実施している強化合宿の内容を

更に検討を加え、合理的・効率的な選手強化の取り組みを進める必要がありま

す。選手強化部会の自体の体制強化を含め都道府県連盟との協働した選手強化

の取り組みを進める必要があると考えます。 

 

④ ティール技術の向上 

今の日本の課題は、ティール技術の向上にあります。ティールの技術が向上

することでゲームの展開が大きく変わります。また、シューティング種目でも

上位入賞もめざすことができます。今回の加藤春沖選手のティールの高い成功

率が実証しています。今後は、各地区でシューティング大会を開催することで

ティールの技術も向上できます。ジュニアにおいても、積極的にシューティン

グに取り組むべきと考えます。 
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⑤ 保護者支援の取り組み 

ジュニア選手が国際大会に出場する際には、保護者の同伴が必須になりま

す。しかし、保護者が参加する際には全額自己負担となります。保護者の負担

を軽減する取り組みが必要です。 

 

以上、５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

級指導員として、この課題の解決のために、日本連盟の組織的な支援と全国の志あ

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

った方々や全国各地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、その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。 
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世界ジュニアペタンク選手権大会を終えて 

                                        

加藤 春沖（岡山県岡山市） 

 

 今回は３回目の世界ジュニア選手権出場なので、２つの目標を

立てて大会に臨みました。 

①チームとシューティングの両方で予選を突破する。 

 自分にとって最後のジュニア大会ということもあり、出せる力

を出し尽くそうと思って練習に励みました。前大会までは緊張か

ら普段の力が発揮できず、悔しい思いをしてきました。しかし、

今大会はチームメイトに助けられながら最後まで集中し、思った以上にティールを

中て、カローも出ました。今までの経験から１球の重みを強く感じていたので、大

切な場面で力を発揮できてよかったです。予選突破とはなりませんでしたが、ネイ

ションズで優勝でき本当にうれしかったです。 

 シューティングでは、ただひたすら自分との勝負でした。自分がどれだけ中てら

れるかで全てが決まるため、わかりやすく厳しい種目でした。１球のミスを引きず

らず、次に向けて集中を途絶えさせないよう気をつけました。緊張で震えたり焦っ

たりもしましたが、チームメイトの応援や中てるたびに起こる歓声に力をもらい、

目標の30点を超え、この大舞台でどこまでの点数を出せるのか楽しく思う自分が

いました。もっと高い点数を出したい、もっとシューティングがしたい、いろんな

気持ちが力になりました。目標だった予選を突破し、ベスト４をかけたフランスと

の勝負ではまだまだ力の差を感じましたが、大きな収穫となりました。 

②キャプテンとしての役割を果たす。 

 キャプテンとしてチームをまとめ、引っ張っていこうと思ってはいましたが、慣

れない役割にどうすればいいのかと不安な気持ちがありました。何度か顔を合わせ

信頼できるチームメイトだったので、やれることを少しずつやっていくことにしま

した。投げる前に不安そうな時は励ましたり、ティールを外した時に落ち込みすぎ

ないようにしたりと、小さなことに気をつけながらプレイしました。頼りにしてく

れるみんなに力をもらい、助けられながらなんとかキャプテンとしての役割を果た

すことができました。 

 今大会は、世界との実力の差に何も出来ないまま終わっていた前回までと違い、

今までの経験を活かし、少しですが手応えを感じ

ることができました。 

 最後になりましたが、日本ペタンク・ブール連

盟、監督、ご指導・応援してくださった全国の

方々、チームメイトのみんな、ありがとうござい

ました。これからも引き続きご指導のほどよろし

くお願いいたします。 
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第１６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、2015年の世界ジュニアペタンク選手権大会に続

き、３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、高校生２人（岡山県）中学

生１人（岡山県）は、国際大会経験者です。３人とも、２年前の

世界大会（タイ・バンコク）での悔しい思いを胸に、今回の大会

に臨みました。中学生１人（北海道）は、国際大会初出場でした。 

前回の世界大会のトップチームは、投球フォームが崩れることなく精度を保って

おり、技術的・精神的に常に安定していました。チームに何が必要かを考える２年

間でした。個々が少しばかり上手いだけでは、世界の選手と戦い、勝利することは

不可能です。特に、同志として一丸となって戦うチームワーク、強いメンタルが大

切であり、そして自己の考えしっかりと持ち、仲間を信じて最後まで諦めないで取

り組む姿勢が大切であると感じました。 

私は、今年の春から高校生となり、中学と同じバレーボール部に入りました。普

段の生活で、ペタンクの練習のみをしているわけではないため、３人の中でペタン

クの練習量が一番少ないのは、僕自身であることは分かっていました。選考会で選

ばれたことは、とても光栄なことでしたが、心のどこかで申し訳ない気持ちがあり

ました。僕がこのチームに何ができるかを真剣に考えました。バレーボール部で学

んでいることを、ジュニアチームに取り入れてみようと決めました。チームを支え

る縁の下の力持ちとして、礼儀と目の前のことに全力で取り組むこと、最後まで諦

めないこと、そして、声掛け、声出し、チームの雰囲気づくりを大切に世界大会に

臨もうと決めました。 

 ４度目の国際大会で、初めて１人で参加することも決めました。日本のトップア

スリートもきっと、親もとを離れて大会中自分のことは自分で行っているのだと思

います。大会中は、加藤選手と同室で寝食を共にしたことで、より深い絆が生まれ

たと感じます。 

予選リーグの初戦は、強豪のマダガスカルとなり、残念ながら負けてしまいまし

たが、試合内容がよく、強化練習も何度も

行い、監督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

た成果が出ていると強く感じました。しか

し、世界の壁はまだまだ高く、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ではす

べて勝利し、１位になることができまし

た。勝利したときの感動は、生涯忘れるこ
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とがないと思います。ペタンクを通じて、国際大会を経験できるのは一握りだと思

います。このチャンスを与えてくださり感謝しています。 

佐野監督は、２年前に世界大会のコーチとして同行してくださったこともあり、

選手との信頼関係は深く、選手の性格や役割を的確に分析してくださったと思いま

す。また、素晴らしいティールと主将としての貫禄を感じさせる加藤選手、その明

るさと粘り強い投球が持ち味の唐川選手、そして冷静で正確な投球が強みの清野選

手と同じチームメイトとして戦うことができたことに、心から感謝しています。 

佐野監督そして全国の皆様、応援、ご支援本当にありがとうございました。様々

な面でご尽力いただいた、連盟の皆様に心から感謝しています。 

 

 

世界ジュニアペタンク選手権出場報告書 

 

清野 恵多（北海道江別市） 

 

今回 2017年度の世界ジュニア選手権に参加させていただきま

した。 

海外の大会に出場するのは今回が初めてでした。国内の大きな大

会も日本選手権に 1度出ただけであったこと、自分のみ北海道で

他メンバーや監督とは遠く離れていて事前に練習会に参加できな

かったこともあり、大会行くまでは凄不安でした。しかし、関西

空港で監督や他のメンバーに合うと夏休みの強化合宿で顔を合わせていたことや、

気さくに声をかけてくれたりしたので気持ちも楽になりました。 

上海浦東空港に着き、そこからは各国の選手とともにバスに乗り 6～7時間もか

かって大会会場のある浙江省開化県に着きました。湖沿いのきれいな広い公園が今

回の大会会場でした。メイン会場は石畳コンクリブロック上に厚さのまちまちな丸

砂利と砂の混じった土を敷いたもので、落とす場所により跳ね方が変わり、土が薄

いと跳ねて転がっていったり逆だと埋まったりと不規則でした。対戦したチームの

多くはドゥミポルテ気味のポルテを使っており、自分もそのほうが安定していたの

で低めのポルテを主に使ったのですが、上位チームは高い軌道で柔らかい回転のか

かったポルテを使って安定していたので、自分とは技術の差を感じました。 

自分は今回ポワンティールをさせて頂き、予想より多くの出場機会を与えてもら

えました。また、相手より寄せきれなかったときにはいつもミリューの唐川さんが

寄せてくれたり、ティルールの加藤君がティールで局面を変えてくれたり、高谷君

の声掛けに勇気づけられたり随所でカバーしてもらえたおかげで勝ち上がっていけ

たと思います。 

カドラージュでは、大場面での経験不足からか序盤固さが出てしまったのです

が、終盤 1点差で勝っていました。予選通過見えてきたかもと思ったら、ビュット

を動かされ 1点差で逆転されてしまい、1点一球の重みを感じました。自分自身で
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は、ベトナム戦とイングランド戦が厳しい中でも崩れることなく戦えたと思いま

す。チャンスをありがとうございました。 

このような世界大会に出場できたこと、さよならパーティーで他国の選手と交流

できたことは貴重な経験でした。 

そんな大会に出ることができたのは教えて下さったクラブのコーチ逹、一緒に練

習してくれたメンバー、練習環境が変わったなか受け入れていただき調子の戻るま

で一緒に練習に付き合ってくれた札

幌協会の皆さん、送りだしてくれた

学校や部活のみんな。 

そして、信じて使って下さった監

督、チームをまとめ導いてくれたキ

ャプテンを始め良い雰囲気を作りだ

してくれたソレイユＪｒ.の皆さん、

強化合宿でお世話になったスタッフ

選手の皆さんなど、いろんな方々の

支えがあってこそだったと思いま

す。 

本当にありがとうございました。 

 

 

世界ジュニアペタンク選手権大会に参加して 

 

唐川 凜（岡山県総社市） 

 

私は中国の開化県で 11月 5日～7日まで開催された「世界

ジュニアペタンク選手権大会」に出場しました。今回の世界大会

は、「いい経験ができた」だけではなく、「何か結果を残したい

」と目標を決めて挑みました。今回のチームは、４人中３人が一

昨年の世界大会と同じメンバーだったことや監督がソレイユクラ

ブの佐野コーチだったので、いい雰囲気で試合に臨むことができ

ました。また、３度目の国際大会だったので、お互い良く話し合え、あまり緊張す

ることもなく、楽しくプレーができました。 

特に印象に残っている試合は、３試合目のスウェーデン戦です。同点で迎えた最

終メーヌ、残り２球で相手のボールをはじかなければ、負けるという場面。目標の

ボールまでの距離は９ｍでした。大きなプレッシャーで、心臓が飛び出しそうなほ

ど緊張しました。１球目は外してしまいましたが、２球目にカローが決まり、１点

差で勝つことができました。この１球は自分の実力だけでは、決まらなかったと思

います。監督や仲間が投球前に、「大丈夫！」と声を掛けてくれ、そして信じてく

れていたからだと思います。全試合で７勝３敗。予選通過はできなかったものの、
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この仲間でネイションズ１位とることがきて、とても嬉しかったです。一昨年より

も外国との差が縮まっていると感じ、驚きました。２年間の努力は無駄ではなかっ

たと思いました。外国の人ともユニホーム交換など交流ができ、自分にとってとて

も貴重な体験ができました。 

再来年の世界大会では、今回の世界大会よりも良い結果を残し、メダルを取りた

いです。この目標を実現するために、技術面だけではなくメンタル面も向上してい

こうと思います。勉強に部活そしてペタンクと忙しい毎日ですが、これからも、両

立しながら頑張っていこうと思います

。 

今回の世界大会で一生の思い出を作

ることができ、最高の瞬間を味わうこ

とができました。それと同時に、多く

の方々の支えがどれだけ力になってい

たのかを改めて実感しました。感謝の

気持ちでいっぱいです。 

最後になりましたが、佐野監督をは

じめ、応援ご支援くださった多くの皆

さん、本当にありがとうございました。 
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