
 

県民スポーツフェスティバル 

２０１５ 

 

ペタンクの部 

プログラム 

 

会  場：香美市香北グラウンド      

  主  催  高知県 高知県教育委員会 生涯スポーツ推進県民会議 

          公益財団法人高知県体育協会 

  後  援  高知県市町村教育委員会連合会 高知県市町村体育会連合会 

高知県市長会 高知県町村会 

公益財団法人高知県スポーツ振興財団 

高知新聞社 ＲＫＣ高知放送 ＮＨＫ高知放送局 

ＫＵＴＶテレビ高知 ＫＳＳさんさんテレビ 

  助成団体  独立行政法人日本スポーツ振興センター 

  主  管  高知県ペタンク連盟 

※大会中止の場合には高知県教育委員会スポーツ健康教育課HPにてお知らせいたします。 

（お問い合わせ先：スポーツ健康教育課088-821-4929） 

スポーツ振興くじ助成事業 



フリーの部

№        チーム名 選手名 選手名 選手名 市町村 ブロック

1 イリス 久保　一水 増吉あかね 谷岡　道雄 室戸市

2 ハッピー室戸 村山八重子 鍋島　潤子 松下　千代 室戸市

3 ブルーホエールズ室戸 鍋島　清道 長谷川貞彦 徳弘　　潔 室戸市

4 ブルフラーム室戸 土居　宗平 川本　静香 黒岩意津美 室戸市

5 マリン室戸 長崎　友衛 長崎妙子 浜窪　悦子 室戸市

6 四万十リバー 山本　　泉 山本　千絵 山﨑　勝也 四万十市

7 四万十Ｙ．Ｙ．Ｔ 山﨑　由紀 江口　由花 上岡　知美 四万十市

8 元気はつらつＣＶＡ 沼　　　敬 藤井　孝行 川上　観世 高知市

9 ＴＰＣ安田Ⅰ 南　　久雄 山崎　和雄 豊永　　均 安田町

10 ＴＰＣ安田Ⅱ 中島　　薫 小松　逸男 福本　康夫 安田町

11 るぱん 島崎　美鈴 佐野　義郎 西内　康浩 香南市

12 Ｙ．Ｄ．Ｋ 宗円　悦子 山崎　盛士 西川　静夫 香南市

13 とらぶる 山崎理恵子 島崎　桂介 近森　忠幸 香南市

14 香美オクトーブル 西本　恭久 貞岡　絹子 竹内　　敬 香美市

15 香北てんてこまい 岡村　彰夫 片岡　継人 小松　　誠 香美市

16 おのおの方 小野　　優 小野　和代 小野　耕介 香美市

17 パルトネール 大和　啓志 田村　憲礼 石原　周平 香美市

18 高知ベアーズ 熊瀬　東作 石川　喜計 増田　栖枝 香美市

19 香美市男の子 公文　武司 北村　俊平 谷相　誓規 香美市

20 香美市女の子 大和　洋児 近森　由子 大和　巳紗 香美市

21 チーム土佐山田 山崎　裕司 前田　和宏 岩崎　絵里 香美市

22 チームともみ 吉本　幸雄 正木　章彦 中澤　知美 香美市

23

24

25

26

27

28

29

30



シニアの部

№ チーム名 選手名 選手名 選手名 市町村 ブロック

1 佐川青山 矢野　　定 川崎　満良 橋本　　隆 佐川町

2 どんと恋 野村　洋男 西村日出春 西村登美子 佐川町

3 アスカ室戸 羽坂　保徳 植田　利久 釣井美和子 室戸市

4 四万十さわら美 中本　光子 田村　富恵 鴨居　友美 四万十市

5 四万十花みずき 佐竹　光男 佐竹富美子 遠近　礼子 四万十市

6 四万十鴨ネギ 宮本　信夫 坂本　和代 上杉　千草 四万十市

7 浜ノ宮加茂Ａ 松本　末男 宮地　玉子 松本　英子 黒潮町

8 浜ノ宮加茂Ｂ 浜田　福義 山本　好一 山本　数威 黒潮町

9 上田ノ口わかばＣ 宮地　春樹 宮地　幸子 松岡　正子 黒潮町

10 上田ノ口わかばＤ 野並出豆男 森部　和男 川村　弘子 黒潮町

11 入野本村 篠田トミエ 篠田　　強 武政　久子 黒潮町

12 芝球遊会 千谷　温勇 小橋　基美 中川　泰子 黒潮町

13 南国篠原 浜田　　寛 楠瀬　稔郎 宮地ミサ子 南国市

14 南国ラビット 島田　眞一 浜田　義隆 伊賀原和子 南国市

15 南国まほろば 杉本　守雄 三谷　清水 　高橋　槙夫　 南国市

16 南国タチバナ 谷　幸三郎 大野　一雄 大野　啓子 南国市

17 南国ジャイロ 土居　正巳 杉山　富夫 永野　静江 南国市

18 元気はつらつＣＶＡ 仁道　善久 武政　誠一 足達　憲男 高知市

19 Ｕ，神無月 土居　幸子 小笠原忠雄 仙頭　玲子 高知市

20 Ｕ，さくらんぼ 水田　末子 井津　美恵 吉中　弘美 高知市

21 Ｕ，ドラゴン 林　　延雄 香西　孝子 岡村　睦子 高知市

22 赤岡ポピー 米津　歳子 北岡　賢一 北岡　容子 香南市

23 赤岡燦球 小松　大輔 小松　佳代 末政　嘉美 香南市

24

25

26

27

28

29

30
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県民スポーツフェスティバル２０１５　ペタンク競技

フリーの部　決勝トーナメント（２０１５．１０．４） 優　勝

第3位

準優勝

第3位
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県民スポーツフェスティバル２０１５　ペタンク競技

シニアの部　決勝トーナメント（２０１５．１０．４） 優　勝

第3位

準優勝

第3位



フリーの部

団体戦

順　位 チーム名 市町村名

優　勝

準優勝

第３位

第３位

シニアの部

団体戦

順　位 チーム名 市町村名

優　勝

準優勝

第３位

第３位

県民スポーツフェスティバル２０１５　ペタンク大会結果

選　手　名

選　手　名


