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山形県ペタンク３０周年記念フェスタ 
 

日程 令和４年７月１７日（日） １０：００～１４：００ 

     受付・９:40～ 開会式・10:00～ 

会場 中山町 ひまわり温泉「ゆらら」 

足湯の前の広場 
 

 ※コロナウィルス感染対策よろしくお願いいたします。※ 

※熱中症対策よろしくお願いいたします。※ 
 

主 催：山形県ペタンク連盟 

  主 管：中山町ペタンク連盟/荘内ペタンククラブ 

ご協力：株式会社 中山町振興公社 

協 賛：三京内装 
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受付終了後、代表者によりトーナメント戦組み合わせ抽選会を行います。 

［運営委員］ 

◇ 布施善範・上田 壮・長谷川一男・渋谷佐輔・樋口茂次・桑島正孝 

荒川 仁・鈴木淳一・佐藤重俊 
 

 

はじめに 

山形県内のペタンクについては、平成元年（1990年）に日本レクリエーシ

ョン協会主催のニュースポーツセミナーが全国各地で開催され、山形県で

もレクリエーション・インストラクターが中心になり、日本ペタンク連盟の審判

員の資格を取得し、平成４年に布施が山形県レクリエーション協会へお願

いし、日本ペタンク連盟し山形県ペタンク連盟を結成いたしました。 

しかし、一週間後に山形県レクリエーション協会が山形県ペタンク協会を 

設立し、日本ペタンク協会へ加盟し県内２団体でそれぞれが活動に至りま

した。 

令和２年に、山形県ペタンク協会が日本ペタンク・ブール連盟を退会し

たことに伴い、ブール連盟と県ペタンク連盟が協議し、県連盟での加盟が

条件となり、県協会と県連盟が合流することになり、本日を迎えることになり

ました。 
 

開会式次第                              (敬称略) 

司会進行 佐藤重俊  
 

◎ 開会のあいさつ 兼 主催者のあいさつ      

理事長                        布施善範  

◎ 来賓のあいさつ 

株式会社中山町振興公社 代表取締役           西村雅之 
 

◎ ペタンク普及上の注意  

日本ペタンク・ブール連盟公認指導者              上田 壮  
 

  今回の記念フェスタは30周年を機会に、新たにペタンクの普及に取り組

むことを目的とし、大会重視でなく初心者に対してのペタンクの伝達や皆様

方の技術の向上に寄与できれば幸いと存じます。 
 

 基本となる競技規則や実践的な実技を踏まえ、皆様方と再確認しながら 

他の人の言葉に左右させることなく、自信をもって「ペタンク」を楽しんでく

ださい。 
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＊ 旧加盟団体における普及上の留意点 

Ｑ、ボールの投げ方についてどんな投げ方をしても良いのでしょうか｡ 

Ａ、ボールの投げ方の規定はありません｡  

 

☆ 技術編＝ボールの握り方・投げ方  
初心者は手の甲を上にし、逆回転がつくような投げ方をすればビュットに

近づける投げ方になります｡ （この投げ方以外は反則と指導していた団体

がありました。） ボールの投げ方については自由です。 
 

◎ ボールの握り方 

＊よい握り方          

①  手のひらで水をすくうようにボ

ールを持ちます。 
 

② 利き手の人差し指・中指・薬指

の指先にボールを乗せ包み込む

ように握ります。 
 

③  親指はボールの側面へ軽 

く添え、小指は薬指に添えます。 
 

④  ボールは手首を巻くように 

折り曲げて持ちます。 
  

⑤  手のひらを下にむける。  
 

⑥  自然な逆回転がかかります。 

 

ボールの投球に関しては自由とします。 

基本的な投げ方としては、図のように手首を返して

逆回転で止めるように投げます。 

但し、手首を返せない人はこの限りではありません。               

 上手投げは肩を痛める恐れがあるので止めたほうが良いと思います。 
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＊わるい握り方 わしずかみ 

ボールの放す方向を安定させるために

指をそろえることをお勧めいたします。 
 

日常、わしずかみで投球している人は

直す必要はありません。 
 

◎ ペタンクの試合等を行うためにコートが必要になります。 

  適さないコートとして、室内（土間や土の床の建物を除く）・コンクリート・ 

芝生（根などの影響で弾みすぎるため）等があります。 

 しかし会場の都合で芝生のコートで行う場合もあります。 

 コートには、区画を設けない自由なコート（フリーコート）と区画を設けたコ

ートがあり、標準的なコートは１５ｍ×４ｍ、最小は１２ｍ×３ｍとなります。 

＊皆さんで考えてみましょう？ 

 Ｑ、芝生の上に赤のライン（ひも）があります。 

   このラインの扱いは・・・・・ 

＜コートの一例＞ 

 
 

＜山形県ペタンク連盟が大会等で使用するコートの一例＞ 
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①―のラインは無効ライン（失格ライン）。 ―のラインは有効ライン。 

時間制限制や大会規則ですべてのラインを無効ライン（失格ライン）に 

する場合があります。 
 

② ビュットは短辺ラインから５０ｃｍ内側へ。長辺ラインは０ｃｍ。 
 

③ サークルは障害物がある場合は１ｍ以上離 

す。  

障害物が無い場合は描くか既定のサークル

を置く。 
 

④ 第２メーヌ以降は他のサークルやビュットか 

ら１．５ｍ以上離す。 
 

競技規則を守ることは義務ですが、試合中における選手の紳士的振る

舞いに違反する行為があれば、即レッドカードを提示する場合もあります。 
 

＊大会ルールとしては日本ペタンク・ブール連盟の競技規則を準用し、 

一部大会ルールを設定し、大会を進行いたします。  

１、 チーム編成は、２名１チーム。（男女・年齢制限は問いません） 
 

２、 ボールは各自３個とする。（ボールの確認は必要）  
 

３、試合方式は、 

１）、トーナメント戦とします。 

受付時に抽選を行い、トーナメントの組み合わせを行います。 

13点先取の得点制といたします。 
 

２）、審判については、相互審判で行い判断がつかない場合は審判員が判

定いたします。 
 

３）、得点板については、左右どちらかにするか決めて下さい。  

ポイントを得たときの表示についてもトラブることなく処理願います。 
                                      

４）、今大会は、芝生広場にて自由なコート（フリーコート）で対戦しま

す。 

①、ビュットは６ｍ～１０ｍ以内 
 

② 、マーキングは芝生のため必要なし。（計測時は注意して下さい） 

  風などで移動した場合は、その位置とします。 

（マーキングないため戻せません。） 
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③ 、ビュットの移動はサークルから２０ｍになりますが、距離に関係な

芝生から外れた場合はすべて無効とします。 
 

④ 、第２メーム以降は、サークルとサークルの間、サークルとビュットの

間の位置に注意して下さい。 

＊サークル及びビュットがすべての障害物から最低１ｍ以上離れていること。    

他で使用中のサークル又はビュットから少なくとも 1.5ｍ離れていること。 
 

⑤、ビュットが規定に入らないときは、相手チームが任意の場所に置いて下

さい。                                 

 
 

 

⑥、ビュット及びボールは、計測時を除いて、ポイント確定後１分以内に投

げて下さい。                          
 

⑦ 、第17条は厳守して下さい。 
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他の大会の参考として、 

１） 、コートについては、指定されたコートとし、下記＊に従って下さい。 

＜山形県ペタンク連盟が大会等で使用するコートの一例＞ 

 
＊①―のラインは無効ライン（失格ライン）。 ―のラインは有効ライン。 

   時間制限制や大会規則ですべてのラインを無効ライン（失格ライ

ン）にする場合があります。 

⚫ ビュットは短辺ラインから５０ｃｍ内側へ。長辺ラインは０ｃｍ 

⚫ サークルは障害物がある場合は１ｍ以上離す。 無い場合はコ

ートをまたぐことなく描くか既定のサークルを置く。 

⚫ 第２メーヌ以降は他のサークルやビュットから１．５ｍ以上離す。 
 

＊チーム数や会場の状況により、フリーコートに変更になる場合があり

ます。  
 

 

２）、サークルについては、既成のサークルの使用します。 
                      

 

３）、サークルにマーキングが必要です。                                  
 

４）、計測時はビュットやボールにマーキングが必要です。   

（下図は参考とします。）          
                            

 

 

進行方向 
  

 

進行方向と同じ線上にマーキングすることは溝をつけている行為ととられ

ますのでマーキングの行為としては好ましくありません。 
 

Ｏｋです 

 

溝と見なしますのでダメです 
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（以下、日本ペタンク・ブール連盟ルールハンドブック参照） 

※時間制限制の大会運営について 
① １時間１５分＋２メーヌ＊方式 

世界選手権大会で採用されている方式で、１時間１５分経過時に笛が鳴り、

続行中のメーヌ＋２メーヌで終了となる。 

日本で実施する場合は、時間を５０分にする等短縮してもよい。  

この方式の場合、終了時間がきても続行中のメーヌ＋２メーヌできるため、

負けているチームの対戦意欲を損なうことなく進行できる。 ＋のメーヌが、

無効となっても１メーヌとしてカウントされる。 
 

② ○○分＋１メーヌ方式 

時間は、５０分又は１時間とすることが多く、時間経過後は続行中のメーヌ

＋１メーヌ行うことができる。 
 

③ ○○分終了方式 

時間は、５０分又は１時間とすることが多く、時間経過後は続行中のメーヌ

で終了となる。 終了時刻が近づくと勝っているチームが作戦や投球に時

間をかけ、負けているチームが逆転する意欲を失ってしまう等のデメリットが

ある。 
 

⑤  試合毎に終了時刻を設定した方式 

第１試合開始時刻を９：００とした場合、第１試合の終了時刻を１０：００ 

第２試合の終了時刻を１１：００・第３試合の終了時刻を１２：００と設定して

おきます。 

（１試合１時間）第１試合の開始は全試合同時に開始されるが、第２試合

以降は、試合が開始できるところは、順次開始していく方式。 

第２試合以降、早く試合を始めたところは、それだけ長く試合をすること

ができるため、時間制限によって終了する試合数を減らすことができる。 

この方式と、①又は②を組み合わせて、＋○メーヌとすることもできる。 

ただし、時間制限制の場合は、同点で終了することがあるため、その取

扱いを決めておかなければならない。 同点の試合が予選でリーグ戦の場

合は、同点のまま終わらせることもできるが、順位の決定方法を明確に決め

ておく必要がある。 

また、予選がリーグ戦の場合や、決勝トーナメントでは、同点のまま終わ

らせることができないため、何らかの方法により、勝敗を決着させなければ

ならない。 その場合、もう１メーヌ行い決着させるのが理想であるが、その

メーヌ途中でビュットが無効になると、さらにもう１メーヌ行うことになり、試合
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が長引いてしまう。  

時間制限制の場合であっても、前述したように長引く試合があった際に、

次の試合が遅れ、本来なら１時間の試合時間を確保した設定であるにもか

かわらず、短くなってしまうことがあるため、審判員は常に試合の進行状況

を把握し、遅れて開始した試合については、その試合に限り終了時間を延

長する等の措置をとることが必要になってくる。 
 

★日本ペタンク・ブール連盟の時間制限に関する規則の適用 
① 区画されたコートで行い、全てのラインが無効ラインとなる。 
 

② チームが不在の場合、試合かいしから５分経過後に、相手チームに１

点与えられる。 
 

③ 時間制限により最後のメーヌを行う際、得点が同点で、そのメーヌの途

中で、ビュットが無効ラインの外に出た場合、次の措置を採用することがで

きる。 

ａ、両チーム共に残りボールがある場合、ビュットを元の位置に戻して、プレ

ーを続行する。 

ｂ、両チーム共に残りボールがない場合、ビュットを元の位置に戻して、計

測を行う。 

ｃ、一方のチームにしか残りボールがない場合、残りボールの数が得点に

なる。 
 

④ その他 

世界選手権大会では、＋○メーヌのメーヌでは、ビュットをティールする

ことが禁止されている。 
 

※山形県ペタンク連盟として、時間制限制の対応 
極力時間制限制の大会は避けたいが、第７条のジャック（ビュット）の投

球時間１分以内および第２１条のボールの投球時間１分以内のルールがあ

るのでチーム戦で１メーヌはボールが１２個あるので計測時間を取らない場

合でも最低１３分かかることになります。  

開催する場合は、最低でも３メーヌを終えるような配分になるように検討し

たいので３９分＋計測時間+次のメーヌ開始時間を考慮して、４５分+続行中

のメーヌ＋１メーヌで終了とする。 

メーヌ終了時に同点になる場合があるので対応策等も必要になります。

＊リーグ戦については、勝ち点を用いる＝勝ち３点・引分１点・負け０点など。 

＊トーナメント戦は、引分の際はもう１メーヌで勝敗を決める。 
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◎ 選手紹介                 （敬称略） 

 チーム名 代表選手名 選手名 所属  

1 カムテンＡ 荒川 仁 工藤宗次郎 新庄  

2 カムテンＢ 鈴木淳一 高山豊芳 新庄  

3 ゆり 片倉銀蔵 新野憲宏 長井  

4 久保桜 松木敏子 梅津昌子 長井  

5 白つつじ 渡辺公男 三嶋眞知子 長井  

6 はなみずき 佐藤松子 小笠原和子 長井  

7 若草 遠藤誠一 池田せつ子 長井  

8 あやめ 渋谷佐輔 髙橋春雄 長井  

9 ひまわり 佐藤重俊 松田大助 中山  

10 荘内クラブ 上田 壮 佐藤 修 ＳＰＣ  

11  布施善範    

      

 

＊対戦チームは指定コートに移動  

 
 

 

◎競技開始宣言                                   布施善範 

 

 

 

3 4 5 6 71 8 9 10 2
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昼食はゆららのレストランにて。 適時に対応いたします。 
 

＊ゆららのレストランメニュー＊ 

特大海老天丼 980円  牛丼 800円  カツ丼 800円 

カツカレー 800円  肉そば 650円  とり中華 700円 

ざるそば 550円  ざる中華 550円  ざるうどん 550円 

辛みそラーメン 750円  味噌ラーメン 700円 

げそ天ざるそば 850円  天ぷらざるそば 1000円 

参加者の皆様へ。 

700円の負担をしますのが希望のメニューの不足分は充当願います。 

 

大会終了後、親睦を兼ねて「ペタンク」の疑問や競技規則の確認を行いま

す。 

 

 

閉会式次第                                (敬称略) 

◎ 司会進行 佐藤重俊 

 

◎ 閉式のあいさつ                              布施善範          

 

◎ 大会結果発表                             上田 壮 

 

◎ 表彰及び評価                             布施善範 

 

その他・事務連絡等                             上田 壮 

                              

◎ 大会閉会のあいさつ                          布施善範 
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今後の行事予定 

＊令和４年度・ペタンク競技規則講習会  

8月 28日 10:00-16:00  中山町・すぱーく中山 

＊山形県ペタンク連盟・長井大会（長井ペタンク協会・主管） 

9月 4日 長井市 

＊山形県ペタンク連盟・鶴岡市藤島大会（鶴岡市藤島ペタンク協会・主管） 

   ９月１１日  鶴岡市藤島 

＊山形県健康福祉祭ときめきねんりんピック 2022ペタンク大会 

   ９月 25日（日）8:30～16:00 中山町・すぱーく中山 

＊山形県スポーツレクリエーション祭 

 10月 16日（日）8:30～16:00 中山町・すぱーく中山 

＊山形県ペタンク連盟・中山大会（中山町スポーツ協会ペタンク部・主管） 

  ラフランスペタンク大会 

   １１月６日  中山町・すぱーく中山 

 

 


