
国内外を問わずブールスポーツ東京の活動を、より多くのブーラー、ペタンカーの皆様に発信していくための
日本国内唯一のブールスポーツ専門雑誌です。ブールスポーツ東京より愛を込めて ブールを愛する皆様へ

c'est le seul magazine de Sport-Boules publié au Japon pour annoncer l'activité de notre club «Boulesportokyo»,
pour les joueurs japonais et étrangers. 
De Boulesportokyo avec amour, pour tous les boulists dans le monde entier...
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dede PPéétanquetanque etet dede BoulesBoules (FJPB)(FJPB)

スポールブールは紀元前２千年、即ち今から４千年
前にすでに競技が行われていたブールを源流とする
競技ですが、現在の基本的な競技方法は18世紀に
フランスのリヨン地方で完成されました。そのため、
フランスではリヨネーズ(Lyonnaise)とも呼ばれて
いますが、1981年にスポール・ブール(Sport-
boules)が正式名となりました。

日本では、国際ブール連盟（FIB）の協力により
1983年に日本スポールブール連盟(FJSB)が発足
し、東京を中心に普及活動が始まりました。1995
年にはフランス・スポールブール連盟よりジルベー
ル・ガサンとアンリ・ラフォンという世界トップレ
ベルのコーチが来日し、埼玉県三郷市で3日間の講
習会が行われ、述べ100名以上が参加しました。ま
た2000年には国際ブール連盟のアンリ・エスカリ
エ審判委員長が秋田市で審判講習会を開催しました。
日本は1995年にカナダのハミルトン市で開催され
た世界選手権に初出場して以来、毎回世界選手権に
最強チームが参加しています。

世界52カ国が加盟する国際ブール連盟の普及活動
のお陰で、アジア・オセアニアでも中国、シンガ
ポール、オーストラリア、日本、台湾などの諸国で
はハイレベルの選手が出現しつつあり、この地区で
の交流が活発になりつつあります。永い歴史を持つ
ブール競技の中で最も完成された形のスポールブー
ルが日本の若いアスリートの間に広く普及すること
を期待します。

The origin of Sport-Boules is Boules sport which was 
already played around 2000 B.C., which is about 
4000 years ago, and the basic style of the game of 
Sport-Boules was perfected in the region of Lyon, 
France in 18th century. Therefore this sport is also 
called “Lyonnaise” in France, but “Sport-Boules” was 
selected as the official name of this sport in 1981.

In Japan, Fédération Japonaise de Sport-Boules
(FJSB) was established in 1983, with the support of 
Fédération Internationale de Boules (FIB), and since 
then this sport has been spread from Tokyo. In 
1995, two of top-level coaches, Mr. Gilbert Gasseng
and Mr. Henri Lafont, came to Japan from 
Fédération Française de Sport-Boules (FFSB) and 
they instructed this sport to about 100 players in 
Misato City in Saitama, Japan for 3 days. In 2000, 
Mr. Henri Escallier, President of Commission 
Sportive in FIB, came to Akita, Japan and taught the 
rules of this sport. Japan Team has been 
participating in World Championships of Sport-
Boules every time since 1995 when it was held in 
Hamilton, Canada.

Thanks to the enthusiastic activity of FIB in which 
52 countries all over the world join, high-level 
athletes are emerging in Asia and Oceania too, 
especially in China, Australia, Japan, Taiwan and 
Singapore, and recently there are also some 
exchange games of Sport-Boules in this area. I hope 
that more young people in Japan would play Sport-
Boules which is the most perfected sport among 
Boules sports which have the long histories.
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Hironobu MORIKAWAHironobu MORIKAWA

Chief of Chief of BoulesportokyoBoulesportokyo

ブールスポーツ東京は、FJSB（1993年設立）を
前身としており、「スポールブール」を中心とした
ブールスポーツに、スポーツとして取り組む東京で
唯一のクラブです。

今後活動を広げていくにあたって、国内外を問わず、
ブールスポーツ東京の活動をより多くのスポール
ブーラー、ペタンカーの皆様に発信していくために、
この度「LOVE BOULE MAGAZINE」を創刊する
ことにしました。

私達ブールスポーツ東京は、「国際／国内」と
「組織／選手」という二つの軸で、今後のビジョンを
考えています。

①組織×国際
残念なことに、国際組織における日本組織の

プレゼンスは決して高くないのが現状です。
ペタンクについては、日本のJPBUが、2007年に
ジュニアではありますが、世界選手権を行い成功に
導きました。スポールブールについても、国際大会を
日本に誘致できるような、国際組織に対して影響力の
ある組織になりたいと考えています。

②組織×国内
国内においても、スポールブールとペタンクの間

での相乗効果はまだ生まれていないのが現状です。
お互いの経験やノウハウを共有して、日本のブール
スポーツがよりよい方向に向かっていくために尽力
しなくてはならないと思っています。

③選手×国際
国際大会における日本チームの成績としては、

日本から初めての出場であった1995年以来着々と
順位を上げており、2007年にBIHで行われた世界
選手権では、6種目中4種目において予選を通過し、
本選に出場することができました。
しかしながら、必ずしも満足できる結果ではありま
せん。我々の目標は、国際大会におけるメダリスト
となることです。

④選手×国内
多くの国がそうであるように、日本においても

スポールブールの競技人口は、2001年のワールド
ゲームズ（秋田）をピークに、減少傾向にあります。
しかしながら、このすばらしいスポーツを
日本に根付かせるために、我々は普及活動に取り
組んでいきます。

上述した4つのビジョンのうちどれ一つとして簡単な
ものはなく、その達成のためには国内外問わず、
多くの組織、選手の協力が不可欠です。しかしながら、
本誌を手にとってくださったあなたと一緒にブール
スポーツのために何かできたら、私達ブールスポーツ
東京にとっては望外の喜びです。
私達が本誌を手にとって頂いたあなたと共有したいのは、

「「「「「「「「LOVE BOULELOVE BOULELOVE BOULELOVE BOULELOVE BOULELOVE BOULELOVE BOULELOVE BOULE」」」」」」」」

Boulesportokyo is the only club in Tokyo which 
specialized Sport-Boules and other boule sports. 
Formerly our club was in Fédération Japonaise du 
Sport-Boules (FJSB).

We established this “LOVE BOULE MAGAZINE” to 
promote our sport and our activity not only in 
Japan but also for overseas.

Our club, Boulesportokyo, is thinking our future 
vision from two points of view – one is international 
/domestic, and the other is organization/players.

1. International - Organization
To our regret, Japan’s presence in the international 
federation is not high. As for Pétanque, Japan 
hosted Junior World Championship in 2007 and it 
was successful. We hope we could also host some 
international game of Sport-Boules in Japan by 
increasing influence to the international federation.

2. Domestic - Organization
Although we tried, some synergy between Sport-
Boules and Pétanque has not been realized yet. 
We’ll continuously try to pursue it by sharing each 
experience and know-how.

3. International - Players
Japan Team has been growing up since the first 
participation in the international game in 1995, and 
in World Championship in 2007, we qualified 4 of 6 
preliminary games.
However, this is not our satisfactory result yet. Our 
goal is to get medals in international games.

4. Domestic - Players
Similar to many countries, the number of players of 
Sport-Boules in Japan has been decreasing since 
World Games in Akita, Japan in 2001. Despite such 
situation, we’ll enthusiastically promote our sport in 
Japan to increase players.

All of the above four elements are hard to achieve, 
and it is very important to have the cooperation 
with many organizations and players in all over the 
world. We’d be very happy if you could cooperate 
with us for the brilliant future of Sport-Boules.

What we want to share with you who have this 
magazine in hand:

“LOVE BOULELOVE BOULELOVE BOULELOVE BOULELOVE BOULELOVE BOULELOVE BOULELOVE BOULE”



OUR RECORDOUR RECORD
スポールブールスポールブールスポールブールスポールブール日本記録日本記録日本記録日本記録

プログレッシブ (Tir Progressif / 单人连续抛击)： 30 （豊田・2009豪州遠征）
プレシジョン (Tir de Précision / 单人准确抛击)： 21 （豊田・2010三郷大会）
ラピッド (Tir Rapide en Double / 双人连续抛击)： 21 （豊田/小林・2009豪州遠征）
コンビネ (Combiné / 联合比赛)： 18 （豊田・2005日本選手権）

BouleBoulesporsportokyotokyo
A Bite ofA Bite of

OUR HISTORYOUR HISTORY
年 大会名 場所 監督 出場選手

1995 世界選手権（シニア） ハミルトン（カナダ） 伊久美

1996 世界選手権（U23） カルヴァン（フランス） 猪越・伊久美 鈴木 成田

1997 世界選手権（シニア） リエカ（クロアチア） 村瀬良臣 望月 岡本 猪越 伊久美

1998 世界選手権（女子） ロマン（フランス） 大重 戸張 田中

1999 世界選手権（シニア） リヨン（フランス） 村瀬良臣 望月 岡本 関根 伊久美 森

2000 世界選手権（女子） パミエ（フランス） 戸張 田中 佐藤 山本

2000 世界選手権（U23） アオスタ（イタリア） 伊久美峰雄 田中 小林

2001 ワールドゲームズ 秋田（日本） 間杉 佐藤

2001 世界選手権（シニア） クラニ（スロベニア） 伊久美 関根 小林

2003 世界選手権（シニア） ニース（フランス） 望月 伊久美 豊田 志田

2005 世界選手権（シニア） トリノ（イタリア） 望月猛 小林 豊田 森川

2006 世界選手権（女子） 温州（中国） （小林・森川視察のみ）

2007 オーストラリア遠征 メルボルン 小林 豊田 森川

2007 世界選手権（シニア） グルーデ（BIH） 岡本正行 小林 豊田 森川

2008 台湾遠征 高雄 小林 豊田 森川

2009 オーストラリア遠征 メルボルン 岡本正行 小林 豊田 森川

2009 ワールドゲームズ 高雄 （小林・豊田・森川視察のみ）

2009 世界選手権（シニア） マコン（フランス） 岡本正行 小林 豊田 森川

2010 中国遠征 西安 小林 豊田 森川



World Championship in 2007World Championship in 2007
2007年9月24日～10月1日まで、25カ国が参加
したシニア世界選手権（於：ボスニア・ヘルツェゴ
ビナ）に出場致しました。（監督：岡本正行、選手
団長：小林洋文、選手：豊田想・森川寛信）
本大会において、日本チームは過去最高となる、6
種目中4種目（プログレッシブ／プレシジョン／ラ
ピッド／コンビネ）において予選突破致しました。
日本からは地球の裏側に近いですが、ボスニア・ヘ
ルツェゴビナの整ったコートで、各国の代表選手達
とすばらしい時間を共有することができました。グ
ルーデという最高の舞台に感謝します。

L'équipe de Japon a gagné 4 épreuves éliminatoires
sur 6, ce qui est notre meilleur record.

We participated in World Championship in Grude, 
Bosnia and Herzegovina, in September 2007. 
The member from Japan were Okamoto (Coach), 
Kobayashi, Toyoda and Morikawa (players). 
Japan Team won 4 of 6 eliminatory games (Tir
Progressif, Tir de Précision, Tir Rapide en Double 
and Combiné), which became our record. We 
had unforgettable time in the championship 
arena with delegations from all over the world. 
We were very happy to be in Grude.

2007年5月3日～6日まで、日本代表チーム
（小林、豊田、森川）が国際交流試合のために
メルボルン（オーストラリア）に遠征致しました。
メルボルンでの各クラブ代表との交流試合やオース
トラリア代表との国際試合、そしてなによりも、
世界トップクラスであるオーストラリアの練習環境
を身を持って体験できた事はなによりも日本ブール
界にとって大きな収穫となりました。

Sport-Boules Japan Team visited Melbourne, 
Australia in May 2007. Three players from Japan, 
Kobayashi, Toyoda and Morikawa, played 
matches with some of the club delegations in 
Melbourne, and also had matches with Australia 
National Team. We learned a lot through the 
experience of the games and also the training 
with Australian players whose skill is the highest 
level in the world.

‘C’était très bonne expérience pour nous d’avoir les 
matchs avec l’équipe australienne  à Melbourne.’

REVIEW REVIEW 20072007

Fruitful RelationshipFruitful Relationship

with Australiawith Australia



BouleBoule meets meets PetanquePetanque

in Taiwanin Taiwan

2008年11月に、台湾・高雄でのペタンクアジア

選手権にあわせて中国・台湾女子チームとのス
ポールブールの合同練習とデモンストレーショ
ンが行われ、日本から小林・豊田・森川のス
ポールブール3選手が参加しました。中国からは
2006年女子世界選手権で優勝（ラピッド種目）

した選手も参加しており、ハイレベルな練習と
なりました。
台湾チームはほとんどが初心者でしたが、中
国・日本チームの4日間の合同練習により実力を
つけ、最終日にはプログレッシブで14点という
高得点を出しました。今年7月に高雄で行われる

ワールドゲームズでの台湾チームの活躍が期待
されます。
最終日にはペタンク選手など数百名の前でス
ポールブールのデモンストレーションも行われ、
中国女子チームと日本代表チームがプレシジョ
ンとプログレッシブを実演し、両チームが
ティールを成功させるたびに会場から大きな喝
采を浴び、非常に盛り上がってペタンク選手や
観客の方々に良い印象を残せたと思います。
台湾ペタンク・ブール協会の葉理事長とスポー
ルブール監督の王先生には高雄で大変お世話に
なり感謝しております。

‘A Kaohsiung, nous avons promu notre amitié des
équipes de la Chine, Taïwan et le Japon.’

Sport-Boules Japan Team participated in a joint 

training with Chinese and Taiwanese woman 

team in Kaohsiung, Taiwan in November 2008 

when Pétanque Asian Championship was held 

there. Three players from Japan -- Kobayashi, 

Toyoda and Morikawa – took part in the training 

and also in a demonstration of sport-boules. 

From China, some players who won gold medals 

in Women Championship in 2006 (Wenzhou) 

also joined there, and it became a high-level 

training.

Most of Taiwanese players were beginners, but 

they greatly improved their skills during 4-day 

training, and a woman player in Taiwan got 14 

points in Tir Progressive on the last day, which is 

a marvelous record.

A demonstration of Sport-Boules for hundreds of 

Pétanque players was also held by China woman 

team and Japan team on the last day in 

Kaohsiung, and we performed Tir de Précision

and Tir Progressif.

We want to thank everyone in Chinese-Taipei 

Pétanque & Sport Boules Association who 

coordinated such opportunity, especially Mr. Bob 

Yeh, President of the Association, and Mr. Wang, 

Coach of Sport-Boules in the Association who 

can also speak Japanese language.

REVIEW REVIEW 20082008



World Championship in 2009World Championship in 2009

Promoting Friendship          Promoting Friendship          

with Chinese Team          with Chinese Team          

2009年9月28日～10月4日まで、32ヶ国が参加
したシニア世界選手権（於：フランス・マコン市）
に出場致しました。（監督：岡本正行、選手：小林
洋文・豊田想・森川寛信）
大会4ヶ月前にはオーストラリア遠征、大会2ヶ月前
には台湾遠征を行い、本大会には相当意気込んで臨
みましたが、前回より参加国が7ヶ国増え、参加各
国のレベルが全体的に上がったこともあり、目標と
していた予選突破はなりませんでした。各国の代表
選手達との交流を深めたり、次回大会に向けての課
題を多くあぶりだした点は収穫となりました。

REVIEW REVIEW 20092009--1010

We participated in World Championship in Mâcon, 
France in Sept./Oct. 2009. The member from 
Japan were Okamoto (Coach), Kobayashi, 
Toyoda and Morikawa (players). 
Japan Team participated in joint-training in 
Australia and Taiwan, 4 and 2 months before 
this Championship respectively, but we failed to 
pass all of 6 eliminatory games. Through this 
experience, we faced some issues which should 
be solved before the next Championship.

2010年5月1日～4日まで、日本代表チーム（小林、
森川、豊田）が国際交流試合のために中国・西安に
遠征致しました。中国代表監督の高衛氏が在籍し、
中国トップレベルの学生が集う西安体育学院にて合
同練習と交流試合を行い、また中国流のコーチング
を学んだ実り多い4日間でした。

Sport-Boules Japan Team visited Xian, China in 
May 2010. Three players from Japan, Kobayashi, 
Toyoda and Morikawa, played matches with Xian 
Physical Education University students, and 
learned coaching methods from Mr. Gao Wei, a 
skillful and respected Chinese national coach.

中日交流
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INTRODUCTION OF PLAYERSINTRODUCTION OF PLAYERS
小林小林小林小林 洋文洋文洋文洋文
Hirofumi KOBAYASHI
1999年にスポールブールを
始め、過去5回の世界大会出
場経験と3回の参加経験をも
つ。スポールブール関連でこ
れまで訪問した国は8ヶ国。
スポールブール競技規則の
日本語訳も担当。
Kobayashi began Sport-
Boules in 1999, and has 
participated in 8 World 
Championships, including 
3-time mere visiting. He has 
visited 8 countries related to 
this sport. He’s also 
responsible for translation of 
International Technical Rule 
to Japanese.

豊田豊田豊田豊田 想想想想
So TOYODA
2002年にスポールブール
を始め、過去4回の世界大
会出場経験と数々の日本
記録を保持する。各大会
でのジャグリングは圧巻。
Toyoda began Sport-
Boules in 2002 and has 
participated in 4 World 
Championships. He has 
many Japan record.
He also has the high skill 
of juggling.

森川森川森川森川 寛信寛信寛信寛信
Hironobu MORIKAWA
2004年にスポールブール
を始め、過去3回世界選手
権に出場する。ブールス
ポーツ東京代表を務め、
日本でのスポールブール
活動立案を積極的に行っ
ている。
Morikawa began his carrier 
as a Sport-Boules player in 
2004 and has taken part in 
3 World Championships. 
He is currently Chief of 
Boulesportokyo and is 
planning wide variety of 
boules activities in Japan.
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おおおお願願願願いしますいしますいしますいします！！！！！！！！おおおお願願願願いしますいしますいしますいします！！！！！！！！

在在在在在在在在中国中国中国中国，，，，中国中国中国中国，，，，看优酷看优酷看优酷看优酷！！！！看优酷看优酷看优酷看优酷！！！！
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