
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドッヂビー指導員認定講習会ドッヂビー指導員認定講習会ドッヂビー指導員認定講習会ドッヂビー指導員認定講習会    

 ２月３日、愛知県スポーツ会館にて『ド

ッヂビー指導員認定講習会』が開催されま

した。地域でのドッヂビーの広がりととも

に指導者も必要とされるようになってきて

おり、年に一度開催されるこの講習会も重

要なものとなっております。 

 毎年、体育指導員の方たちや地域でのド

ッヂビーの活動に参加されている保護者の

方々が参加されていますが、今回は「兵庫

県で普及活動をするために」ということで

遠く神戸よりの参加者も見られ、近年まれ

に見る大人数の講習会となりました。 

 午前の講義の後午後の実習というのは例年通り。指導者の講習会なので講義ではレクリエーショ

ンの役割、ドッヂビー以外のフライングディスク競技の紹介が行われました。そして午後の実習で

は実際にドッヂビーを体験していただき、昨年のルール改正で行われた禁止スローの説明と、実際

に投げて関節にかかる負荷も体験していただきました。今回初めてディスクに触れたという方もい

ましたが、当たっても痛くないドッヂビーのデ

ィスク、１枚あれば楽しめるという手軽さ、そ

してドッヂビーという競技だけでなく、数多く

あるフライングディスクの種目を知り、フライ

ングディスクにも興味を持っていただけました。

是非地域での活動に生かしていただきたいと思

います。 

 

 

 

 

 

 

－－－－    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    －－－－                                    ２００８年３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 

 



ドッヂビー愛知県大会２００７ドッヂビー愛知県大会２００７ドッヂビー愛知県大会２００７ドッヂビー愛知県大会２００７    

 １１月２５日、ドッヂビー愛知県大会

２００７が中部大学にて開催されました。

愛知県でのドッヂビーの大会は、昨年ま

でのこの時期は新城で『ドッヂビーしん

しろ』が開催されていましたが、全国大

会も開催されるようになるなど各地への

普及が進んだこともあり、愛知県全体で

の県大会が開催される運びとなりました。 

 今回第１回の県大会では、全国大会と

同様に小学校低学年・高学年・一般の３

部門の開催。３００名を越える参加者を

集めた盛大な大会となりました。 

 早朝より集まるチームも多く、優勝第１号を目指すとの声も聞かれる気合いの入りよう。入念にウ

ォーミングアップをして望む姿には、県大会という全国大会に次ぐ大きな大会のタイトルの大きさを

感じさせました。今後も参加してよかったと思ってもらえるように、より良い大会を目指していきた

いです。  

成  績 低学年 1 位 MN スマイリーズ（名古屋市守山区） 

     2 位 西小ボンバーズ（新城市） 

     3 位 西小キッズ 2（新城市） 

 高学年 1 位 最勇希（春日井市） 

         2 位 苗代フェニックス（名古屋市守山区） 

     3 位 旭南チーム跳猿（知多市） 

 一 般 1 位 旭南ファンキーモンキーズ（知多市） 

     2 位 D-1 ｱｸﾛｽ・ザ・ユニバース（尾張旭市） 

     3 位 チーム・諏訪人（名古屋市中村区） 

東海オープンガッツシリーズ東海オープンガッツシリーズ東海オープンガッツシリーズ東海オープンガッツシリーズ 

今年も始まった東海オープンガッツシリーズ。今年度の注目は昨年度の年間１位を獲得した『日本

福祉大学』です。昨年は学生選手権でも優勝し、全日本ガッツ選手権でも話題に上るなど活躍を見せ

てくれました。昨年の活躍を今年も見せてくれるかどうかが注目される第１戦となりました。オープ

ンの部では、やはり『日本福祉大学』が快調に勝ち進み決勝トーナメントへ。リーグＡでは『日本福

祉大学』のＯＢチーム『８０’ｓ』と社会人チーム『ＧＢ』が順当に勝ち進み決勝トーナメント進出

を決めました。決勝トーナメントでは元Ｊａｐａｎ２の選手も含む『ＧＢ』と『日本福祉大学』が決

勝へ。昨年の勢いを維持したままの『日本福祉大学』が勝利を収めました。レディースの部では、や

はり圧倒的な強さを誇る『ういろ。』の独壇場。『ういろ。』を止めるチームの登場が期待されます。 

順位      オープンオープンオープンオープン                                            レディースレディースレディースレディース    

１位    日本福祉大学Ａ        ういろ。 
２位    ＧＢ             愛知学院Ｒｏｌｙ-ＰｏｌｙＡ 
３位    ８０’ｓ           愛知学院Ｒｏｌｙ-ＰｏｌｙＢ 
４位    レア・レア 
５位    愛学バットマンＡ 
６位    日本福祉大学Ｂ 
７位    愛学バットマンＢ 



東海オープンアルティメットシリーズ第４戦東海オープンアルティメットシリーズ第４戦東海オープンアルティメットシリーズ第４戦東海オープンアルティメットシリーズ第４戦    

２月２３日（土）～２４日（日）、岡崎中央総合公園において東海オープンアルティメットシリーズ

第４戦が行われました。東海地区のチームはもちろん全国各地から総勢２３チーム（オープン１６チ

ーム、ウィメン７チーム）が参加し熱い戦いが繰り広げられました。 

 

今回の第４戦をもちまして２００７年度の東海オープンアルティメットシリーズを終了しました。

閉会式では第４戦の表彰に引き続き、各チームの年間の獲得ポイントによる年間総合順位とＭＶＰの

表彰が行われました。 

年間順位  オープン                                 レディース  
  1 位       リンク                          1 位   中京大学ノーティーキッズ  
  2 位      中京大学フリッパーズ            2 位   ブービーズ  
  3 位       富士常葉大学インディーズ        3 位   愛知学院大学ローリーポーリー  
  4 位       信州ルーツ                      4 位   壱  
  5 位       愛知学院大学バットマン          4 位   信州大学ルース  
  6 位       びわこ成蹊大学レイカーズ        6 位   みねふじ子  
  7 位       信州大学ルース                  7 位   日本福祉大学トーキーズ  
  7 位       龍谷大学ＲＯＣ－Ａ－ＡＩＲ   8 位   龍谷大学 ROC－Ａ－ＡＩＲ  

ＭＶＰ       西澤忠彦                                西村智子 

 

本年度も全国各地からたくさんのチームに東海オープンアルティメットシリーズに参加していただき

ました。来年度もさらによりよい大会にし、アルティメットの競技力向上、普及につながる大会にし

ていきたいと思います。来年度のたくさんのチームの参加をお待ちしております。１年間ありがとう

ございました。（釜屋） 

 

 

 

 

順位 オープンの部オープンの部オープンの部オープンの部    レディースの部レディースの部レディースの部レディースの部     
１位 富士常葉大学インディーズ 壱  
２位 東京ベジグリフォン 中京大学ノーティーキッズ  
３位 リンク ブービーズ  
４位 びわこ成蹊スポーツ大学ＬＡＫＥＲＳ 日本福祉大学トーキーズ  
５位 中京大学フリッパーズ 日本代表ジュニアガールズ  
６位 愛知学院大学バットマン 愛知学院大学ローリーポーリー  
７位 早稲田大学ソニックス 龍谷大学ＲＯＣーＡーＡＩＲ  
８位 静岡大学うわの空  
９位 Ａ．Ｇ．ファンクス  
１０位 暁  
１１位 信州ルーツ  
１２位 日本代表ジュニアボーイズ  
１３位 信州ルース  
１４位 日本福祉大学ウォーリアーズ  
１５位 慶應大学ホワイトホーンズ 

  

 

ＭＶＰ 原聖哉 又吉歩  



愛知オープン愛知オープン愛知オープン愛知オープン    ディスクゴルフシリーズ第ディスクゴルフシリーズ第ディスクゴルフシリーズ第ディスクゴルフシリーズ第 5555戦戦戦戦    

雪により中止となった小牧とは対照的に天候に恵まれた三河臨海緑地公園で行われた第５戦、過去

３年で１度もなかったｱﾝﾀﾞｰﾄｩｴﾙﾌﾞ(１２歳以下)成立と、うれしいスタートとなった。臨海公園特有

の気まぐれな風と大会ごとに工夫を凝らすコースは知り尽くしたはずの公園を新鮮に感じさせてく

れた。優勝は東京から遠征の江原選手。最終の第６戦は３月２３日小牧市民四季の森 ディスクゴ

ルフコースで行われる。（野村） 

 

氏氏氏氏        名名名名    成立ｸﾗｽ成立ｸﾗｽ成立ｸﾗｽ成立ｸﾗｽ    ﾎﾟｲﾝﾄ対象クラスﾎﾟｲﾝﾄ対象クラスﾎﾟｲﾝﾄ対象クラスﾎﾟｲﾝﾄ対象クラス    

総 合総 合総 合総 合

順位順位順位順位    １Ｒ１Ｒ１Ｒ１Ｒ    ２Ｒ２Ｒ２Ｒ２Ｒ    １Ｒ１Ｒ１Ｒ１Ｒ++++２Ｒ２Ｒ２Ｒ２Ｒ    決勝決勝決勝決勝    

ｸﾗｽｸﾗｽｸﾗｽｸﾗｽ    

ﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟｲﾝﾄ    

総合総合総合総合    

ﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟｲﾝﾄ    

江原隆夫 オープン グランドマスター 1111    51 47 98 *17 60 100 

福田孝一 オープン オープン 2222    53 52 105 17 55 85 

河合勝広 グランドマスター グランドマスター 3333    54 51 105 18 50 77 

河合勇也 オープン オープン 4444    55 50 105 19 55 70 

竹内博行 オープン マスター 5555    51 56 107   55 61.5 

坂井美毅 オープン マスター 5555    50 57 107   55 61.5 

永田   誠 オープン オープン 7777    54 54 108   45 54 

杉浦英一 オープン グランドマスター 7777    53 55 108   45 54 

高倉靖詞 オープン マスター 9999    56 55 111   45 52 

山本友一 グランドマスター グランドマスター 10101010    56 56 112   40 51 

野村幸司 オープン オープン 11111111    55 58 113   40 49.5 

竹下 強 グランドマスター グランドマスター 11111111    60 53 113   35 49.5 

赤松富美男 グランドマスター グランドマスター 13131313    55 59 114   33 48 

    

    

                  スケジュール 
 

4/6      愛知オープン ディスクゴルフシリーズ第 1 戦               小牧市民四季の森 

4/12･13    東海オープン アルティメットシリーズ第 1 戦               岡崎中央総合公園 
4/19    ＡＩＦＤＡ総会                             春日井レインボープラザ 
4/19    東海オープン スプリングガッツ                     愛知学院大学 

4/29    緑化フェア                               大高緑地 
5/     第３４回全日本ガッツ選手権                       長野県茅野市 
      フレッシュマンズカップ                         木曽三川公園 

5/11    無料ディスクゴルフ講習会                        小牧市民四季の森 
5/18    東海ＣＯＥＤアルティメット大会                     岡崎中央総合公園 
6/8     無料ディスクゴルフ講習会                        小牧市民四季の森 

6/8     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 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 

 


