
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３４回全日本ガッツ選手権大会第３４回全日本ガッツ選手権大会第３４回全日本ガッツ選手権大会第３４回全日本ガッツ選手権大会    

 ゴールデンウィークの５月３･４日 第

３４回全日本ガッツ選手権大会が開催され

ました。毎年長野県茅野市で開催されるこ

の大会、全国のガッツプレイヤーが文字通

り「ガッツ」（気合）全開で２日間の熱戦を

繰り広げます。 

 ガッツ競技は世界でも日本人選手の強さ

が際立ち、昨年のＩＴＦ（全米選手権大会）

では日本代表チームが１･２位となり、１位

のＫＡＴＯＮは今年８月に開催されるＷＵ

ＧＣ世界アルティメット＆ガッツ選手権で

の前回優勝チームです。そして、この日本

選手権での優勝を手土産に２連覇を目指す意気込みで大会に臨んでいます。 

 オープンの部での注目チームはＪａｐａｎ２、日本福祉大学の出身選手である小森康弘・堀井大揮・

岩田孝祐選手が所属しており、世界大会へ日本代表として参加するチームでもあります。Ｊａｐａｎ

１チームのＫＡＴＯＮに負けじと強豪チームを破って勝ち進みましたが、準決勝で残念ながらそのＫ

ＡＴＯＮに破れ３位となりました。そして決勝戦の組み合わせはＫＡＴＯＮ 対 ＭＡＲ‘Ｓ、優勝

経験があるこのチームのどちらが優勝してもおかしくない顔合わせとなりました。決勝戦は第３セッ

トまでもつれこみ、第１セットを先取して流れをつかんだＭＡＲ’Ｓが２－１で優勝を決めました。 

 ウィメンの部では過去１８回出場のうち１６回の優勝を決めているＴｅａｍＣＵＪＣが、どこまで

優勝回数を増やすのかがここ数年の注目です。１９９０年の初優勝以来ＣＵＪＣが決勝で負けたのは

過去２回だけ。ＯＲＢＩＴとセルフィッシュループが連覇を止めましたが、その後、さらにレベルア

ップしているＣＵＪＣ。今年の決勝は、昨年に引き続きＣＵＪＣ 対 雅。試合は５連覇を目指すＣ

ＵＪＣが序盤から順調に得点を重ね、主導権を握ります。大きくリードを許した雅は、結局試合の流

れを掴む事ができず、２－０でＴｅａｍＣＵＪＣが３４大会中の半分となる１７回目の優勝を決めま

した。（佐藤） 

 
オープンの部  １位 ＭＡＲ‘Ｓ      ウィメン   １位 ＴｅａｍＣＵＪＣ 
        ２位 ＫＡＴＯＮ             ２位 雅 

３位 Ｊａｐａｎ２            ３位 セルフィッシュループ 

 

－－－－    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８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 

 

ウィメンの部優勝のＴｅａｍＣＵＪＣウィメンの部優勝のＴｅａｍＣＵＪＣウィメンの部優勝のＴｅａｍＣＵＪＣウィメンの部優勝のＴｅａｍＣＵＪＣ    



あいちフライングディスク大会あいちフライングディスク大会あいちフライングディスク大会あいちフライングディスク大会    ２００８２００８２００８２００８    

２００８年６月７・８日、あいちフライングディスク大会２００８（於 国営木曽三川公園東海広

場・主催 愛知県フライングディスク協会）が開催されました。梅雨の時季とあって、天候も心配さ

れましたが、晴れ間ものぞくなど天候に恵まれ、好記録が生まれました。今回、フリースタイル以

外、すべての種目にジュニア選手のエントリーがあり、大人顔負けのダイビングキャッチ、テクニ

ック、初体験の種目でも大健闘をみせるなど、新しい風が巻き起こり、年齢別の日本記録も生まれ

ました。 

 ディスタンスはフライングディスクの最も基本の種目、遠くへ飛ばす単純な競技でありながら、

奥が深く、誰もが自分の記録へ挑戦したいと思うものです。また、最初は、誰でも手軽に始めるこ

とができる競技でもあります。今大会ではウィメンの部で田内弓子選手が１２０mを超える記録で

優勝。オープンの部では山本貴彦選手が１３３．５８ｍの記録で優勝しました。 

ディスタンス／オープン               ディスタンス／ウィメン 

 氏 名 予選 決 勝 

1位 山本 貴彦 107.28 m 133.58 m 

2位 竹内 博行 116.75 m 120.64 m 

3位 山本 友一 102.95 m 119.47 m 

 

アキュラシーは、正確性という意味の種目

です。ウィメンの世界記録保持者は小松選手

が持っています。日本のレベルが非常に高い

種目です。 

アキュラシー／オープン 

アキュラシー／ウィメン 

 

 

 

 

ディスクプレーヤなら誰もが、一度はやってみたくな

るフリースタイル。この大会では、毎年必ずこの種目

のために遠くから参加してくれるプレーヤがいます。

それほど夢中になれる憧れの種目で、見ている人をも

虜にする魅力があります。今回は、チーム構成を大き

く変更し、シャッフルしてのチーム分けをしました。

普段とは違うパートナーと組んで、フリースタイルの

高度な演技に挑みました。 

 氏 名 予選 決 勝 

1位 田内 弓子 114.69 m 121.74 m 

2位 小松 由香里 113.10 m 104.93 m 

3位 市川 綾 82.46 m 83.43 m 

 氏 名 予選 決 勝 

1位 竹内 博行 10 投 15 投 

2位 山本 貴彦 11 投 10 投 

 氏 名 予選 決 勝 

1位 小松 由香里 11 投 14 投 

2位 市川 綾 14 投 13 投 



SCF／オープン                   SCF／ウィメン 

 
氏 名 

予選ポイント 

(MTA・TRC) 

決 勝 

（MTA） 

1位 山本 貴彦 75.14 p 9.11 秒 

2位 山本 友一 75.01 p 7.06 秒 

3位 高倉 靖詞 45.76 p 5.06 秒 

SCF／ジュニア                     

 
氏 名 

予選ポイント 

(MTA・TRC) 

決 勝 

（MTA） 

1位 高倉 武朗 25.35 p 6.22 秒 

2222 位位位位    高倉高倉高倉高倉    大大大大    54.68 p54.68 p54.68 p54.68 p    6.06 6.06 6.06 6.06 秒秒秒秒    

高倉 大選手は Men 10歳以下の日本記録です 

DDC（リーグ戦・部門総合）      フリースタイル 

       

 

 

 

 

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    ２００８年度総会２００８年度総会２００８年度総会２００８年度総会    

 

 ４月１９日の土曜日、春日井市福祉の里 レインボープラザにて、２００８年度総会が開かれま

した。 

議題として上がったものは協会の備品の購入、新たな理事として新里 大彰の就任、飯田 耕二

の退任が上げられました。また、長年愛知県のフライングディスクに貢献していただいた方を称え

るため、表彰規定が作られることになりました。 
新任の役員新任の役員新任の役員新任の役員       敬称略 

       常任理事 （広報・企画部） 新里 大彰   
   （株）クラブジュニア 中部ＤＥＰＯＴ 

    
        

役員の退任役員の退任役員の退任役員の退任       敬称略 
理事            飯田 耕二       

      （財）愛知県教育・スポーツ振興財団 

 

２００８年度学生フライングディスク連盟２００８年度学生フライングディスク連盟２００８年度学生フライングディスク連盟２００８年度学生フライングディスク連盟        

 平成 20 年度の中部学生連盟支部長に新任致しました愛知学院大学三年桂貴一です。 

今年度最初の学連の活動として4月19日に開催されたＡＩＦＤＡ総会の親睦会を学生が参加できるよ

うに学連とＡＩＦＤＡの共同開催としてディスクゴルフ大会を開催しました。 

初めてディスクゴルフをプレーするという学生も多く、盛り上がってプレーをしていました。 

学生はアルティメット中心にやる学生が多い中、ディスクゴルフという他競技を通して学生と一般の

会員の方とが混ざりあったメンバーでコースを周りことになり親睦を深めることができました。 

 

今後学連として行事活動の充実やフライングディスクの推進など、学生の活動を盛り上げて行けるよ

う頑張って参りますので、どうぞよろしくお願いします。 

 
氏 名 

予選ポイント 

(MTA・TRC) 

決 勝 

（MTA） 

1位 田内 弓子 80.79 p 8.79 秒 

2位 市川 綾 78.47 p 8.36 秒 

3位 祖父江有利子 54.68 p 6.18 秒 



   大会結果 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 スケジュール 
７／５     名古屋市障害者フライングディスク練習会（身体）              名古屋市障害者Ｓ．Ｃ 
７／５     名古屋市地域フライングディスク教室（知的）                名古屋市北Ｓ．Ｃ 
７／１３    無料ディスクゴルフ講習会                         小牧市民四季の森 
７／１３    ドッヂビー審判員認定講習会                        中部大学 
７／１９    東海オープンアルティメットシリーズ第２戦                 岡崎中央総合公園 
７／２０・２１ 西日本社会人アルティメット選手権大会                   木曽三川公園 
７／１９    名古屋市地域フライングディスク教室（知的）                名古屋市北Ｓ．Ｃ 
８／３     愛知オープンダブルス選手権                        新城ディスクゴルフ場 
８／１６    名古屋市地域フライングディスク教室（知的）                名古屋市北Ｓ．Ｃ 
８／１６    名古屋市障害者フライングディスク練習会（身体）              名古屋市障害者Ｓ．Ｃ 
８／１３～１５ 第１９回全日本学生アルティメット選手権 中部・西日本予選         大阪府堺市 
８／２０・２１ 第１９回全日本学生アルティメット選手権大会 本戦             静岡県富士市 
８／２３    第１９回全日本学生アルティメット選手権大会 決勝             東京駒沢競技場 
８／３０・３１ 東海オープンアルティメットシリーズ第３戦                 岡崎中央総合公園 
９／６・７   ＪＰＤＧＡ中部オープン                          三河臨海緑地公園 
９／７     第９回愛知県障害者ディスクゴルフ大会                   三好保ヶ池公園 
９／１３    名古屋市障害者フライングディスク練習会（身体）＜記録会＞         名古屋市貴船小学校 
９／１４    無料ディスクゴルフ講習会                         小牧市民四季の森 
９／１３～１５ 第３３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 
９／２１    第４回ドッヂビー全国大会                         ナゴヤドーム 
９／２８    Ｊａｐａｎ Ｂｉｇｇｅｓｔ フライングディスク個人記録会         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３９７豊田市畝部東町宗定３９７豊田市畝部東町宗定３９７豊田市畝部東町宗定３９７    

                                            （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東海オープンアルティメットシリーズ東海オープンアルティメットシリーズ東海オープンアルティメットシリーズ            ２００７年度シリーズ成績２００７年度シリーズ成績２００７年度シリーズ成績２００７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                    ウィメンの部ウィメンの部ウィメンの部ウィメンの部    
１位 リンク                １位 中京大学Ｎａｕｇｈｔｙ Ｋｉｄｓ 
２位 中京大学ＦＬＩＰＰＥＲＳ       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 トリガー               ４位 信州大学ルース 
６位 愛知学院大学バットマン        ６位 みねふじ子 
７位 東京ベジグリフォン          ７位 日本福祉大学トーキーズ 

 ８位 びわこ成蹊大学レイカーズ       ８位 龍谷大学 ROC-A-AIR   
 
 MVP 西澤 忠彦              MVP 西村 智子 

      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    ２００７年度シリーズ成績２００７年度シリーズ成績２００７年度シリーズ成績２００７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                                                            ウィメンの部ウィメンの部ウィメンの部ウィメンの部    

１位 日本福祉大学ウォリアーズＡ     １位 ういろ。 
２位 愛知学院バットマン（Ａ）      ２位 愛知学院ローリーポーリーＡ 
３位 ＧＢ                ３位 愛知学院ローリーポーリーＢ 
４位 ＫＡＴＯＮ 
４位 Ｊ２           
６位 ８０‘ｓ            
６位 アニマルズ     
８位 レア・レア 
８位 Ａ．Ｇ．Ｆｕｎｋｓ 

１１位 ま～す 
１２位 日本福祉大学ウォリアーズＢ   
１３位 愛知学院バットマン（Ｂ） 
ＭＶＰ 堀井 大輝            ＭＶＰ 福原 有希 
 

    
 


