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公益社団法人日本ペタンク・ブール連盟

選手強化部長 井 上 勇 司

２０１８年度国際ペタンク大会日本代表選手の

選考方法及び１次選考会開催要項のご案内について

時下、益々ご健勝のこととお喜び申し上げますとともに、日頃より当連盟事業にご

理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、この度、２０１８年度に開催される国際大会の日本代表選手の選考を別紙の

とおり進めることになりましたので、ご案内いたします。

2018年度につきましても、１次選考会の後、強化選手を指定し、２次選考会、強化

合宿にて日本代表選手を決定いたします。

なお、１次選考会につきましては、別紙開催要項のとおり各ブロックにて実施いた

しますので、参加を希望される選手は、各ブロックが定める期日までにお申し込みく

ださいますようお願いいたします。

公益社団法人 日本ペタンク・ブール連盟
〒113-0033 東京都文京区本郷2-4-1-102 TEL(03)3868-2480 FAX(03)3868-2410

JAPAN PETANQUE BOULES FEDERATION
2-4-1,Hongo,Bunkyo-ku TEL(03)3868-2480
Tokyo113-0033 JAPAN FAX(03)3868-2410



２０１８年度国際ペタンク大会日本代表選手の選考について 
 

 

１ ２０１８年度に予定されている国際大会 

 (1) 世界ペタンク選手権大会(男子) 

   ①開催国  カナダ 

      ②期 日    ２０１８年９月１３日(木)～１６日(日) 

 (2) アジアペタンク選手権大会(男子・女子・ジュニア)※予定 

      ①開催国  未定 

   ②期 日  未定 

 

２ 選考方法 

  １次選考会、２次選考会により決定する。 

  男子・女子・ジュニア(平成３０年１２月３１日現在１７歳以下)別に選考する。 

 

３ １次選考会 

  １次選考会は各ブロック毎に開催する。 

  詳細は、別紙「１次選考会開催要項」参照 

 

４ 強化選手の指定 

  １次選考会の上位者を２０１８年度の強化選手として指定する。 

  男子～１２名、女子～１２名、ジュニア～１２名＋若干名 

 

５ ２次選考会 

 (1) 男子の２次選考会 

  【期日】 平成３０年５月１９日(土)～２０日(日) 

    【会場】 埼玉県深谷市 

  ※男子の世界選手権が９月開催のため、男子のみ早期に実施します。 

  (2) 女子・ジュニアの２次選考会 

  【期日】 平成３０年８月２日(木)～３日(金) ※下記の強化合宿期間中に実施 

  【会場】 長野県諏訪市 

 ※２次選考会はチーム戦にて実施予定です。詳細は強化選手に別途通知します。 

 

６ 強化合宿について 

  強化選手により強化合宿を実施する。日程等は次のとおり。 

 【期日】 平成３０年８月２日(木)～５日(日) 

 【会場】 長野県諏訪市 

 



７ 注意事項 

  (1) 男子の世界選手権大会については、日本からの出場が確定していないため、アジア

からの出場枠に入らなかった場合は、出場することができません。 

 (2) アジアペタンク選手権大会については、参加区分(男子・女子・ジュニア)が変更に

なる場合がございます。(男子の部が開催されない可能性有) 

 (3) 強化合宿については、日本スポーツ振興センターの助成金を活用して実施する予定

です。 

 (4) 日本代表となった場合であっても、事情により本年度中に大会が開催されない場合

は、その権利を失います。 

 



２０１８年国際ペタンク大会日本代表選手１次選考会開催要項 

 

１ 目 的 

 ２０１８年に開催される国際大会に日本を代表して出場し、世界と戦える優秀な選手

を選考するために実施する。特に、高いティール技術を持つ選手を選考する。また、こ

の１次選考会を実施することで、日本のティールの技術が向上することも併せて目的と

する。 

 

２ 実施期日・場所 

  １次選考会については、各ブロックで開催する。各ブロック毎の開催期日、会場は別

紙のとおり。(※未定のブロックについては、決定次第、掲載します。) 

 ※注～選手が参加できる選考会はいずれか１会場であり、複数の参加は不可とします。

原則として所属しているブロックで開催される選考会への参加としますが、事情

により参加できない場合は、他のブロックの選考会に出場できます。 

 

３ 選考内容・区分 

    国際方式によるティール ２セット ※別紙参照 

 

４ 参加資格 

 (1) 公益社団法人日本ペタンク・ブール連盟の会員であること。 

  (2) 別に予定している２次選考会、強化合宿に参加できること。 

 

５ 参加費 

    男・女～２，０００円、  ジュニア～１，０００円  ※選考会場で徴収します。 

 

６ 強化選手の指定 

  １次選考会の結果に基づき、男子１２名、女子１２名、ジュニア１２名＋若干名を 

２０１８年度の強化選手に指定する。 

 

 



７ ２次選考会について 

  強化選手により２次選考会を実施する。日程、会場は次のとおり。 

 (1) 男子２次選考会 

  【期日】 平成３０年５月１９日(土)～２０日(日) 

   【会場】 埼玉県深谷市 

 (2) 女子・ジュニア２次選考会 

  【期日】 平成３０年８月２日(木)～３日(金) ※下記の強化合宿期間中に実施 

   【会場】 長野県諏訪市 

 ※２次選考会はチーム戦にて実施予定です。詳細は強化選手に別途通知します。 

 

８ 強化合宿について 

  強化選手により強化合宿を実施する。日程、会場は次のとおり。 

  【期日】 平成３０年８月２日(木)～５日(日) 

  【会場】 長野県諏訪市 

 

９ 参加申込 

  別紙参加申込書に必要事項を記入の上、各ブロックが定める期日までにお申し込みく

ださい。 

 

10 その他 

  全ての開催地で条件を同一にするため、ボールの着地場所にカーペットを使用します。 



２０１８年度国際ペタンク大会日本代表選手 

１次選考会参加申込書 
 

 

申込期日：  月   日 

 

【出場ブロック】 ※いずれかに○ 
 

北海道(北見・むかわ)・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州 

 

氏  名 
 

 
会員番号

 

 

区  分 男子  ・  女子  ・  ジュニア 

住  所 

 〒     － 
 

 

電話番号 

 

 

 

 

氏  名 
 

 
会員番号

 

 

区  分 男子  ・  女子  ・  ジュニア 

住  所 

 〒     － 
 

 

電話番号 

 

 

 

 

注意：申し込み先は、出場するブロックの申し込み先になります。(別紙参照) 



ブロック名 日　　　時 会　　　場 申し込み先 申込期限 備考

平成30年3月18日(日)
13時00分～

北海道北見市
「端野町サンドーム‘94」

北見市端野町端野233番地2
電話　0157-56-3844

北海道ブロック連絡協議会事務局　磯野憲二
北海道網走郡美幌町字青山南21-19

電話/FAX　0152-73-5618

平成30年3月25日(日)
13時00分～

北海道むかわ町
「むかわ町ゲートボール場」
むかわ町大原2丁目2番地1
電話　0145-42-5025

北海道ブロック連絡協議会会長　中道紘一
北海道勇払郡むかわ町福住町3-254

電話/FAX　0145-42-3324

東北
平成30年4月1日(日)

9時30分～

宮城県仙台市
「将監市民センター ふれあい公園」
宮城県仙台市泉区将監8丁目2-1

電話　022-372-0923

東北ブロック連絡協議会　五嶋建二
秋田県秋田市卸町三丁目5-5 ㈱フロム・エー内
電話　018-864-3784　FAX　018-865-6006

平成30年3月22日(木)

関東
平成30年4月8日(日)

9時00分～

埼玉県深谷市
「川本公民館おまつり広場」
埼玉県深谷市菅沼1009

関東ブロック連絡協議会　井上勇司
埼玉県深谷市本田128-2
電話　090-8729-5143

平成30年3月30日(金)

北信越
平成30年3月21日(水)

9時00分～

長野県飯田市
「別府児童館」

長野県飯田市上郷別府1391

北信越ブロック連絡協議会　畠中昭男
長野県飯田市上郷別府1391

電話　0265-23-3092　FAX　0265-52-2635

東海
平成30年3月31日(土)

10時00分～

愛知県知立市
「北林運動公園」国道23号高架下
※ナビ検索「知立老人保健施設」
愛知県知立市新林町北林44番

電話　0566-81-1110

東海ブロック1次選考会事務局　古野博之
愛知県春日井市中央台5-7-24
電話/FAX　0568-92-7275
携帯　090-8474-1718

E-mail　petankufuruno@yahoo.co.jp

平成30年3月17日(土)
申込はFAX、郵送、メール
のいずれか

近畿
平成30年3月18日(日)

13時00分～

兵庫県宝塚市
「高司グラウンド」

兵庫県宝塚市高司4丁目92-1

近畿ブロック連絡協議会事務局　渡邊眞一
兵庫県西宮市仁川町3-10-4
電話　0798-52-3312

平成30年2月28日(水) 申込は、郵送又はメール

中国
平成30年3月21日(水)

8時30分～

岡山県総社市
「総社市常盤公園」
岡山県総社市三輪968

中国ブロック連絡協議会事務局　髙田常夫
岡山県笠岡市城見台33－6
電話/FAX 0865-66-1354

平成30年3月9日(金)

四国
平成30年3月24日(土)

13時00分～

高知県香美市
「香美市香北総合型競技施設」
高知県香美市香北町美良布2620
※アンパンマンミュージアム北側

国際大会選考会四国ブロック事務局　吉本幸雄
高知県土佐山田町旭町5-5-10
電話　090-4973-6198

E-mail petanque0615@gmail.com

平成30年3月9日(金) 申込は、郵送又はメール

九州
平成30年3月18日(日)

12時00分～

熊本県玉名市
「横島グラウンド」

熊本県玉名市横島町横島3779
電話　0968-84-2122

九州ブロック連絡協議会事務局　園田義宣
熊本県上益城郡嘉島町上六嘉363

電話　090-9726-7823
平成30年3月6日(火)

※不明な点は、各ブロックの申し込み先にお問い合わせください。

２０１８年国際ペタンク大会日本代表選手１次選考会　ブロック別開催一覧

北海道 平成30年3月12日(月)





6m 7m 8m 9m 計 6m 7m 8m 9m 計 6m 7m 8m 9m 計 6m 7m 8m 9m 計 6m 7m 8m 9m 計 合計

ティール記録用紙

氏　　　名

課題1

単独球

課題2 課題3 課題4 課題5

ビュット背後の球 障害球に挟まれた球 障害球背後の球 ビュット単独




