
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３３回全日本ガッツ選手権大会第３３回全日本ガッツ選手権大会第３３回全日本ガッツ選手権大会第３３回全日本ガッツ選手権大会    

 今年のゴールデンウィークにも全日

本ガッツ選手権大会がやってきました。

今年で３３回目を迎えるこの大会です

が、見所はレディースの部で常に優勝

候補の『ＴｅａｍＣＵＪＣ』。全３２回

中１５回の優勝を誇る、大会の半数近

くを制するこのチームと、どこが阻む

のかというライバルチームの動向です。 

 ＣＵＪＣが圧倒的な強さで頭ひとつ

抜け出ているレディースに対し、オー

プンの部は白熱した様相が出てきまし

た。昨年不参加の『ＭＡＲ‘Ｓ』が再

び参戦し、昨年準優勝の『セルフィッ

シュ』も優勝を狙います。学生ガッツ

選手権で優勝し、昨年台風の目と言われた『日本福祉大学』も東海オープンガッツシリーズで総合１位と

なり、さらに力をつけ大会に臨みました。 

 オープンの部でベスト４に入ったのは、ディフェンディングチャンピオン『ＫＡＴＯＮ』と、やはり優

勝経験のある『セルフィッシュ』『ＭＡＲ‘Ｓ』。そして古豪の『クリシュナ』でした。決勝は昨年と同じ

組み合わせ。「ＫＡＴＯＮ 対 セルフィッシュ」ともに熱戦の末での決勝戦で、地力を振り絞っての決勝

戦でした。結果は２－０でのＫＡＴＯＮの優勝ですが、集中力を切らさなかったＫＡＴＯＮの経験が優勝

の決め手となりました。 

 下馬評は圧倒的にＣＵＪＣの優勝。試合前からの優勝予想は大きなプレッシャーになりますが、プレッ

シャーに負けていては１５回も優勝はできない、とでも言わんばかりに決勝を決めました。対戦相手は雅。

上位常連チームの一つですが、決勝の舞台に慣れ親しんだＣＵＪＣが２－０で１６回目の優勝を決めまし

た。（佐藤） 

オープンの部        レディース 

１位 ＫＡＴＯＮ    １位 ＴｅａｍＣＵＪＣ 

２位 セルフィッシュ  ２位 雅 

３位 ＭＡＲ‘Ｓ    ３位 セルフィッシュ ループ 

４位 クリシュナ    ４位 ういろ。 

－－－－    翔ばたけ世界へ！未来の夢をディスクに乗せて翔ばたけ世界へ！未来の夢をディスクに乗せて翔ばたけ世界へ！未来の夢をディスクに乗せて翔ばたけ世界へ！未来の夢をディスクに乗せて    －－－－                                    ２００７年６月号 
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レディースの部優勝のＴｅａｍＣＵＪＣと準優勝の雅レディースの部優勝のＴｅａｍＣＵＪＣと準優勝の雅レディースの部優勝のＴｅａｍＣＵＪＣと準優勝の雅レディースの部優勝のＴｅａｍＣＵＪＣと準優勝の雅    



愛知県フライングディスク協会愛知県フライングディスク協会愛知県フライングディスク協会愛知県フライングディスク協会    ２００７年度総会２００７年度総会２００７年度総会２００７年度総会    

 

 ４月２１日の土曜日、春日井市福祉の里 レインボープラザにて、２００７年度総会が開かれました。

昨年は前会長の急逝により、追悼式が行われたため新城で開催されましたが、今年はレインボープラザで

の開催となりました。 

今年度は役員の任期満了のため、先だって行われた理事会で推薦された寺田 邦昭 会長の再任が承認さ

れました。それに伴い２００７年度から２００８年度の役員案の提案が行われ、全会一致で承認となりま

した。また、愛知県フライングディスク協会も誕生してから長い月日も経ち、規約に関して不十分な面が

見られるようになって来ました。今後規約を見直し、修正すべき点は修正して総会で提案するという方針

も提示されました。 

 
新任の役員新任の役員新任の役員新任の役員       敬称略 

       釜屋 章子 （県立中川商業高等学校） 
   常任理事 （アルティメット委員会委員長） 

       藪  美穂 （レクリエーションコーディネーター） 
  常任理事 （広報・企画部）   
 

役員の退任役員の退任役員の退任役員の退任       敬称略 
成宮 宏俊（中京大学助手） 

常任理事（アルティメット委員会委員長） 
 

 

第１２回フレシュマンズカップ第１２回フレシュマンズカップ第１２回フレシュマンズカップ第１２回フレシュマンズカップ    

 

 ５月１２日に、木曽三川公園東海広場で第１２回フレシュマンズカップが行われました。大会内容は各大

学各チームの新入生から４年生まで男女関係なく混合チームで、新入生に上級生がアルティメットのルール、

動き方などを教えながらプレーするという大会です。試合内容は新入生のフレッシュなプレーが目立ち、上

級生のロングスローをダイビングキャッチするなど、見所満載の試合でした。 

 今回はアルティメットだけでなく、新入生に

ガッツも知ってもらおうということで、愛知県

フライングディスク協会・ガッツ委員会による

デモンストレーションを行いました。小森さん

ら GBの選手に来ていただいて、愛知学院大学

との混合チームで、昨年度学生ガッツ選手権チ

ャンピォンの日本福祉大学と試合を行いました。

世界トップクラスのスロー・キャッチに新入生

は時折、拍手しながら歓声を上げるなど興味深

く観戦していました。 

 新入生にとっては他の大学の先輩とプレーが

でき、他の大学と交流を深めるよい機会になっ

たと思います。（清川） 

MVP  須崎立也（中京大学 Flippers）     平井美帆  （中京大学Naughty Kids） 

敢闘賞 早田望 （日本福祉大ウォーリアーズ）  新垣和華羽（中京大学Naughty Kids） 

    太田翔太（中京大学 Flippers）      若杉由梨 （愛知学院大学 Roly-Poly） 

 

 



第８回第８回第８回第８回WFDFWFDFWFDFWFDF世界アルティメット・クラブ選手権大会世界アルティメット・クラブ選手権大会世界アルティメット・クラブ選手権大会世界アルティメット・クラブ選手権大会    

 

第８回 WFDF 世界アル

ティメット・クラブ選手権

大会が、２００６年１１月

１１日～１８日、オースト

ラリア・パースにて開催さ

れました。今回は、世界１

７カ国から９１チームが参

加し、８日間にわたり熱戦

が繰り広げられました。 

 その中で、オープン・レ

ディース・マスターの３デ

ィビジョンにて日本チーム

が世界の頂点に輝き、中で

もレディースに関しては、

１位から３位までを日本チ

ームが独占する快挙となり、

日本のアルティメット界の

レベルの高さや、世界のトップクラスであることを証明した大会でした。 

 愛知県からは壱、中京大、TeamCUJC が出場し、中京大学の卒業生を中心に構成されている壱は、今大

会レディースディビジョン決勝にて、日本チームのMUDと対戦しました。結果は１３対９で準優勝となり

ましたが、容易に得点させない粘り強いゲーム展開はどっちが勝ってもおかしくない状況で、これからの壱

の活躍が期待されるゲームでした。 

 今大会の結果、日本は間違いなく世界から追われる立場になりました。来年カナダ・バンクーバーで開催

される国別世界選手権大会での、日本代表チームの活躍を期待したいと思います。代表チーム（オープン・

レディースに関して）の第１回選抜も終了し、バンクーバーに向けて始動しています。世界の頂点を目指し

て、頑張って欲しいと思います。 

 また、今大会は、全ディビジョン・全試合の個人成績（ゴール＆アシスト）が発表されました。その中で

全ての参加チームのディビジョンを合わせて、個人として世界一に輝いた選手がいます。TeamCUJC の田

内 弓子選手です。８０ポイントのゴールとアシストを決め、見事に個人として世界一活躍した選手といっ

ても過言ではないでしょう。 

 日本のアルティメット界が益々発展し、１９９２年の世界大会で日本代表レディースチームが、世界の頂

点に立ち、見事にゴールドメダルを胸にしたあの興奮が、再びやってくることを待ち望んでいます。 

 

（手塚 麻美） 

 

 

 

Team CUJC  VS  Team CUJC  VS  Team CUJC  VS  Team CUJC  VS  オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア    

 



   大会結果 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 スケジュール 
 

６／３      ドッヂビー審判員認定試験                         愛知県スポーツ会館 
６／９・１０   東海オープンアルティメットシリーズ 第２戦                木曽三川公園 
６／１０     無料ディスクゴルフ講習会                         小牧市民四季の森 

６／１０     ドッヂビー審判員認定試験                         中部大学 
６／１７     ＪＡＰＡＮ ＢＩＧＧＥＳＴフライングディスク個人記録会          木曽三川公園 
７／１      第１４回愛知県知事杯ＤＧ大会＆愛知オープンディスクゴルフシリーズ 第２戦 豊橋三河臨海緑地 

７／７・８    東海オープンアルティメットシリーズ 第３戦                豊橋総合スポーツ公園 
７／８      無料ディスクゴルフ講習会                         小牧市民四季の森 
７／１５     ドッヂビー全国大会審判員研修会                      愛知県スポーツ会館 

７／２９     ドッヂビー全国大会                            ナゴヤドーム 
８／５      愛知オープンダブルス選手権                        新城ディスクゴルフ場 
８／５      第１１回全日本障害者フライングディスク大会                東京・駒沢陸上競技場 

８／１３―１５  第１８回全日本学生アルティメット選手権大会 中部西日本地区予選      大阪府堺市 
９／１・２    ＪＰＤＧＡ中部オープン                          三河臨海緑地公園 
９／９      無料ディスクゴルフ講習会                         小牧市民四季の森 

９／１５－１７  第３２回全日本アルティメット選手権大会 中部地区予選           岡崎中央総合公園 
９／２３     ニュースポーツフェスティバル２００７ ドッヂビー交流大会         パークアリーナ小牧 
９／２９－３０  あいちフライングディスク大会                       木曽三川公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ／入会／継続問い合わせ／入会／継続問い合わせ／入会／継続問い合わせ／入会／継続    

愛知県フライングディスク協会愛知県フライングディスク協会愛知県フライングディスク協会愛知県フライングディスク協会    
〒４７０－１２１１〒４７０－１２１１〒４７０－１２１１〒４７０－１２１１    豊田市畝部東町宗定６４―２豊田市畝部東町宗定６４―２豊田市畝部東町宗定６４―２豊田市畝部東町宗定６４―２    

                                            （有）三豊内（有）三豊内（有）三豊内（有）三豊内    

ＴＥＬ＆ＦＡＸＴＥＬ＆ＦＡＸＴＥＬ＆ＦＡＸＴＥＬ＆ＦＡＸ                ０５３６－２５－１５０００５３６－２５－１５０００５３６－２５－１５０００５３６－２５－１５００    

年会費年会費年会費年会費                            １０００円１０００円１０００円１０００円    （入会金無し）（入会金無し）（入会金無し）（入会金無し）    

郵便振替郵便振替郵便振替郵便振替                        ００８９０－６－８５７４１００８９０－６－８５７４１００８９０－６－８５７４１００８９０－６－８５７４１    
（振替用紙は各郵便局の用紙をご使用ください。備考欄に年会費とご

記入ください） 
発行  愛知県フライングディスク協会 

印刷所 ワークショップコスモス 

 

広告募集中 

１枠１万円 

 

東海オープンアルティメットシリーズ 

         ２００６年度シリーズ成績 

    オープンの部オープンの部オープンの部オープンの部              レディースのレディースのレディースのレディースの部部部部    
１位 岡崎ファイターズ       １位 中京大学Ｎａｕｇｈｔｙ Ｋｉｄｓ 
２位 中京大学ＦＬＩＰＰＥＲＳ   ２位 壱 
３位 愛知学院大学バットマン    ３位 愛知学院大学ローリーポーリー 
４位 トリガー           ４位 Ｍｅｒｍａｉｄ 
５位 林工業キムチーズ       ５位 日本福祉大学トーキーズ 
６位 リンク            ６位 信州大学ルース 
７位 信州ルーツ          ７位 ＵＮＯ 

 ８位 Ｎｏｍａｄｉｃ Ｔｒｉｂｅ  ８位 日本大学ハミングバーズ 
 ９位 早稲田大学ソニックス     ９位 龍谷大学ＲＯＣ－Ａ－ＡＩＲ   
１０位 大阪スピリッツ       １０位 びわこ成蹊スポーツ大学レイカーズ 
１１位 なでがたーず        １１位 ピンクパンチ 
１２位 日本福祉大学ウォリアーズ  １２位 ＮＯ ＮＡＭＥ 
１３位 信州大学ルース        
１４位 富士常葉大学インディーズ  
１５位 びわこ成蹊大学レイカーズ 
１６位 日本大学ハミングバーズ  
１７位 Ｃａｔｃｈ ｏｒ Ｄｉｅ   
１８位 Ａ．Ｇ．Ｆｕｎｋｓ   
１９位 龍谷大学ＲＯＣ－Ａ－ＡＩＲ  
２０位 美技 
２１位 人間環境大学アードラー 
２２位 壱  
２３位 東海学園大学いいね。  
２４位 静岡大学うわの空 
２５位 近畿大学マフィア 

 東海オープンガッツシリーズ 
 ２００６年度シリーズ成績 
 
   オープンの部オープンの部オープンの部オープンの部                                                

１位 日本福祉大学ウォリアーズＡ   
２位 ８０‘ｓ            
３位 愛知学院バットマン（甲）    
４位 アニマルズ           
５位 ＭＡＲ’Ｓ（制御不能）     
６位 日本福祉大学ウォリアーズＢ   
７位 ＫＡＴＯＮ 
８位 Ａ．Ｇ．Ｆｕｎｋｓ 
９位 ＧＢ 

１０位 愛知学院バットマン（乙） 
 

レディースの部レディースの部レディースの部レディースの部    
１位 ういろ。 
２位 日本福祉大学ＴＡＬＫＹＳ 
２位 あぐ（チーム４年） 
４位 愛知学院ローリーポーリーＡ 
５位 どんぐり～ず 
６位 愛知学院ローリーポーリーＢ 
 
 


