
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３回第３回第３回第３回    ドッヂビー全国大会ドッヂビー全国大会ドッヂビー全国大会ドッヂビー全国大会    

 ７月２９日の日曜日、ドッヂビー全国大

会がナゴヤドームで開催されました。既に

夏休みの一大イベントとして定着した感の

あるこの大会ですが、今年も１５００人を

越える参加者が集まる愛知県の一大イベン

トとなりました。全国大会として各地から

集まった子供たちの中には、日本だけでな

く海を越えて台湾からの参加チームもあり、

ドッヂビーの楽しさが国境を越えて伝わり

つつあることを感じさてくれました。今大

会では、フライングディスクの楽しさを来

場者に知っていただくために場内イベント

コーナーを設置しました。的当てのディス

ゲッターの他、ディスクゴルフのパッティングなどのコーナーで楽しんでいただきました。また、プラス

チックのディスクの楽しさを知ってもらいたいという趣旨により、世界のトッププレーヤーを招き、フラ

イングディスク個人競技のエキシビジョンを開催しました。スタンドに届く遠投、高く上がったディスク

を自らキャッチするプレーに歓声が上がり、フリースタイルのまるで手品のようなテクニックに子供たち

の歓声が上がりました。 

 今年度より一部のひじに負担のかかるスローが禁止となり、各チームが対策に苦労をしたものの、試合

の盛り上がりは昨年までと変わらず、また、それ以上に白熱しました。決勝トーナメントでは常連の強豪

チームだけでなく新参のチームも顔を出し、ドッヂビーの広がりが見えました。（佐藤） 

小学校   低学年の部           高学年の部 

 優勝   旭南チーム・山猿       優勝   ファイヤーレッドＢＯＹＳ 

 準優勝  西小ボンバーズ        準優勝  チーム龍神 

 ３位   ＭＮスマイリーズ       ３位   苗代フェニックス 

一般の部 

優勝   ＡＳＯＯＢ 

準優勝  旭南ファンキーモンキーズ 

３位   ＦＫＣ夢（ドリーム） 

－－－－    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１０月号 

    

愛知県フライングディスク協会 

                

Http:/www.ne.jp/asahi/flyingdisc/aifda/ 

aifda@aichi.email.ne.jp 

    

    



WFDFWFDFWFDFWFDF世界フライングディスク個人総合選手権大会世界フライングディスク個人総合選手権大会世界フライングディスク個人総合選手権大会世界フライングディスク個人総合選手権大会        メダルメダルメダルメダル 19191919個の快挙個の快挙個の快挙個の快挙    

 

この 7月、ニューヨーク州イサカで行われた世

界選手権に中部大学フライングディスククラブ

TeamCUJC から田内弓子、小松由香里、市川綾 

山本花菜、祖父江有利子、手塚麻美の 6名が出場

し、金 6 個を含むメダル 19 個を獲得する快挙を

果たした。 

小松選手は日本人として初めて、ウーマンディ

ビジョン総合優勝を達成し、合計 7個のメダルを

獲得した。総合準優勝には田内選手が輝き、日本

人初のディスタンス、SCFのゴールドメダリスト

となり、合計 6個のメダルを獲得した。アキュラシーとディスカソンの世界チャンピオンに輝いたのは市川

綾選手で、市川選手は 2003 年のサンタクルーズでのワールドディスクゲームズに続き 2回目のディスカソ

ンチャンピオンに輝いた。また、19歳以下のディビジョンでは、祖父江有利子選手が総合優勝に輝き、アキ

ュラシーとディスカソンで堂々3 位に入った。その他、山本選手の DDC 準優勝、手塚のマスター総合準優

勝など合わせて 19個のメダルを獲得した。 

4年ぶりに出場した世界大会であったが、日本人女子の活躍が大きく取り上げられ、現地の新聞では 1ペ

ージを飾る田内選手の活躍とカラー写真が掲載され、また最終結果では小松選手を初めとする選手たちの快

挙を褒め称えた記事が掲載された。 

大会期間中、多くの関係者並びに選手たちから声を掛けられ、真のアスリートとして、目的がフォーカス

されていることやそれに向かう姿勢に対してお褒めの言葉をいただいた。 

1986年の U・S OPENに始まり、WFDF、WDGなど多くの個人戦に出場してきたが、本大会もまた個

人戦の面白さを肌で感じるものであった。ディスクを通じて生まれた 20年来の海外の友人たちとの再会に、

喜びを得られる幸せな時間であった。 

海外でも、個人戦の選手は減りつつあるが、是非是非、若い選手たちにこの面白さを経験して欲しいと思

う。個人戦の技術は他の種目に多いに役立ち、何種類もの違ったディスクを扱えるようになることで、技術

や感覚的なものがアップしていくことは間違いない。 

1986年の U・S OPENで個人戦の素晴らしさ

に感激していなければ、今の自分はいなかっただ

ろう。また、同時に若い選手たちにそれを伝え、

今なお一緒に世界を経験できる喜びを得ることも

できなかった。 

日本でのこれからの個人戦の競技人口の普及を

願い、どこまでもディスクの面白さを伝えていき

たいと思う。 

 

中部大学フライングディスククラブ 

 監督 手塚 麻美 

 



ＪＰＤＧＡ中部オープンＪＰＤＧＡ中部オープンＪＰＤＧＡ中部オープンＪＰＤＧＡ中部オープン    

９月１・２日に第７回中部オープンが、プロ３０名・アマ２１名で大会が開催されました。当初は、雨？

と予想されていたが雨が降る事無く体感的には心地よい天候で、過去日本オープンも開催された難易度の

高いコースが今年も設定されました。今年の名物ホールとしては、３番ホール。３０m先より鋭角に左ド

ックレックになっており、そこから、９０m近くの上り、左右は林で設定上は Par５。もう一つは９番ホ

ール。２１０m の最長ホールですが、左側は永遠に背丈程のブッシュで右側にも林があり、残り１００m

で大きく右ドックレック。飛ばそうと力むと左右に触れ大たたきとなるのが間違い無し。その他、Par４

でもよいのでないかというホールが幾つか設定されていました。 

スコアの方は、難易度の高い林間コースがある事と、２R 目強い海風が吹いた事もあって、参加者は全

員苦しんでいました。そんな中、プロオープンは優勝の実広選手が１人だけアンダーパーでホールアウト。

トータル８アンダー。２位は菊地選手だが、トータル６オーバー。それ以降は、２桁オーバーで終了しま

した。プロマスターは、坂井選手が一度もトップを譲る事無く圧勝しました。プロレディースは、佐藤・

塚本・福原選手の３名がラウンド毎にトップが入れ替わる展開を見せたが、3R目に抜け出した佐藤選手が

そのまま優勝しました。アマアドバンスは、千葉選手。アマレディースは、羽根選手。アマグランドマス

ターは、河合勝選手。アマレジェンドは、伊藤選手

が優勝しました。 

運営に関しては、何事も無かった様に思いますが

コース設定上、ロストディスクしやすい為スタッフ

を配置したら、もっとスムーズに進行できたかもし

れないなあと思いました。また最後になりますが、

協賛して頂いたヒーロー㈱様をはじめ、運営に協力

して頂いたみなさんに感謝いたします。来年も同じ

時期に開催致しますので、まだ参加されていない方

は是非、参加下さい。お待ちしております。（永田） 

ニュースポーツフェスティバルニュースポーツフェスティバルニュースポーツフェスティバルニュースポーツフェスティバル 2007200720072007    ドッヂビー交流大会ドッヂビー交流大会ドッヂビー交流大会ドッヂビー交流大会    

９月２３日、小牧パークアリーナにて『ニュースポーツ

フェスティバル 2007 ｉｎあいち』が開催されました。毎

年開催されるこのイベントでは、子供から年配者まで楽し

めるいろいろな種目の体験ができ、お子さん連れの家族が

多数参加してにぎやかなイベントとなりました。愛知県フ

ライングディスク協会では、このイベントの中で『ドッヂ

ビー交流大会』を開催しました。 

ドッヂビーは毎年ナゴヤドームで全国大会が開催され、テ

レビで紹介されることも多くなりました。広く普及した分

大会を開催してほしいという声も多く聞かれるようになり、今年はビーチドッヂビーの開催を企画したり年

末には愛知県大会も企画しています。そして、今回のニュースポーツフェスティバルでは「ふれあい・楽し

く」というフェスティバルの趣旨に沿って、交流大会としての開催となりました。大会は常連チームだけで

なく、ドッヂビー初挑戦のチーム・女性のみのチームも参加するなど交流の名にふさわしい大会となりまし

た。ドッヂビーの輪がより広がればいいと思います。 

 



全日本アルティメット選手権全日本アルティメット選手権全日本アルティメット選手権全日本アルティメット選手権    

９月１５日～１７日に岡崎中央総合公園にて、第３２回全日本アルティメット選手権大会中部予選会が

開催されました。中部地区ではオープン９チーム、ウィメンズ６チームが参加しました。昨年まで本戦出

場チームは１２チームでしたが、今年から１６チームが本戦に出場できることになりました。 

中部の枠も男女ともに２チームから３チームに広がり、本戦出場を目指し、試合の盛り上がりは昨年以上

のものであったと思います。熱い試合が繰り広げられる中、オープンは中京大学、Ｌｉｎｋ、信州Ｒｏｏ

ｔｓ、ウィメンズは壱、中京大学、ＣＵＪＣが本戦出場の切符を手に入れました。（釜屋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 スケジュール 
 

11/10     第８回愛知県障害者ディスクゴルフ大会                              三好町 
11/11      無料ディスクゴルフ講習会                                         小牧市民四季の森 
11/17     名古屋市障害者ＤＧ教室（知的）                                      三好町 

11/25     ドッヂビー愛知県大会２００７                                        中部大学 
12/1・2   大忘年会アルティメット大会                                          岡崎中央総合公園 
12/9      愛知オープンディスクゴルフシリーズ 第４戦                          三河臨海緑地公園 

1/13      新春ディスクゴルフ大会                                             小牧市民四季の森 
1/27      東海オープンガッツシリーズ第１戦                                    日本福祉大学 
2/3       東海コーエドアルティメット                                          岡崎中央総合公園 

2/10      東海オープンガッツシリーズ第２戦                                    日本福祉大学 
2/10      愛知オープンディスクゴルフシリーズ第５戦 
2/17      ＪＡＰＡＮ ＢＩＧＧＥＳＴ フライングディスク個人記録会            木曽三川公園 

2/23・24  東海オープンアルティメットシリーズ第４戦 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 0565TEL 0565TEL 0565TEL 0565----30303030----7065706570657065                    FAX 0565FAX 0565FAX 0565FAX 0565----21212121----5362536253625362    

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 

 

 
第３２回全日本アルティメット選手権大会：中部予選結果 
 
        OPEN       WOMEN  
１位    中京大学 FLIPPERS     １位   壱 
２位    Ｌｉｎｋ             ２位  中京大学 Naughty Kids 
３位    信州 Roots            ３位   Team CUJC 
４位    富士常葉大学 INDIES   ４位   愛知学院大学 Roly Poly 
５位    愛知学院大学 Batman   ５位   信州大学 LOOSE 
６位    信州大学 LOOSE        ６位   日本福祉大学 TALKYS 
７位    A.G.FUNKS   
８位    Catch or Die   
９位    日本福祉大学 WARRIORS   

 
第３２回全日本アルティメット選手権大会：最終結果 
 
        OPEN       WOMEN  
優勝  文化シヤッター    優勝 ＨＵＣＫ 
２位  ノマディック     ２位 ＭＵＤ 
３位  ＬＯＱＵＩＴＳ    ３位 壱（UNO） 
４位  中京大学 FLIPPERS   4 位 中京大学 Naughty Kids 

：            ： 
７位    ＬＩＮＫ       13 位 Team CUJC 
16位 信州Ｒｏｏｔｓ  


