
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドッヂビー愛知県大会２００８ドッヂビー愛知県大会２００８ドッヂビー愛知県大会２００８ドッヂビー愛知県大会２００８    

１１月１６日、愛知県岡崎中

央総合公園にて、ドッヂビー愛

知県大会２００８が開催されま

した。昨年は中部大学で開催さ

れたこの大会ですが、今年度か

ら場所を移し岡崎で開催される

ことになりました。 

ドッヂビーは新城市から普及

が始まり、新城市はかつてはド

ッヂビーと言えば新城とまで言

われるほど盛んな地域です。今

年は会場が新城市に近くなった

こともあり、小学生の部では多

くのチームが参加しました。昨

年の優勝は名古屋や春日井のチームに奪われたこともあり、各チームが円陣の際には優勝して帰る

と意気込んでの大会でしたが、さすがに全国大会でも名を響かせる愛知県。どの試合でも高速でデ

ィスクの飛び交う白熱した試合となりました。 

大会の結果は、低学年の部では新城市の『西小キッズ２』が優勝。高学年の部では知多市の『ガ

ッツ石猿』が優勝と、強豪と呼ばれる地域が熱い一日を制しました。 

低学年                        高学年 

１位 西小キッズ２    （新城市）     １位 ガッツ石猿     （知多市） 

２位 Ｄ－１ファイヤーズ （尾張旭市）    ２位 ＤＯＤＧＥＲＳ   （名古屋市守山区） 

３位 ガンバルキッズ   （名古屋市守山区） ３位 Ｄ-１ｼｬｲﾆﾝｸﾞｽﾀｰｽﾞ  （尾張旭市） 

 一 般  

１位 風  神      （知多市） 

２位 旭南ﾌｧﾝｷｰﾓﾝｷｰｽﾞ   （知多市） 

３位 守東中ＡＳＯ    （名古屋市守山区） 

 

 

－－－－    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    －－－－                                    ２００９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 



新春ディスクゴルフ大会新春ディスクゴルフ大会新春ディスクゴルフ大会新春ディスクゴルフ大会    

２００９年の初の大会は毎年

恒例の年始の行事、新春ディス

クゴルフ大会です。今年も多数

の参加があり大賑わいとなりま

した。この大会の特徴として参

加者全員に賞品が用意されると

いう面があり、普段の年間シリ

ーズ戦に参加している選手がお

子さんやお孫さんと一緒に参加

するという光景もみられます。

そしてその時の参加が縁で、翌

年度の大会で最年少選手が新た

に現れたりということも。 

今回の参加でも家族での参加

が見られ、前もって練習していたのではと見られるほどのスローを見せるお子さんの姿が見られ、１

月という季節ではありましたが家族での交流のよい機会となったようでした。 

 

東海オープンガッツシリーズ第２戦東海オープンガッツシリーズ第２戦東海オープンガッツシリーズ第２戦東海オープンガッツシリーズ第２戦    

冬になるとガッツの季節の始まりです。東海オープンガッツシリーズ第２戦が、２月８日に開催さ

れました。愛知県はガッツ競技の強豪県であり、全国大会ではオープンでもウイメンでも名を轟かせ

ています。近年になり学生の全国ガッツ選手権が開かれるようになり、この大会でも愛知県の大学が

優勝したことにより、さらに愛知の強さを印象づけることになりました。今年もこの東海オープンを

弾みとして、各チームに 5月の全国大会で活躍していただきたいと思います。 

第 2戦では社会人のチームの参加が少なく寂しい一面もありましたが、アニマルズの要所要所を落

とさず白星を重ねていくところは、さすがに経験の差を実感させられました。連戦が続くスケジュー

ルもあり、スタミナが落ちてきた試合で敗戦となり 2戦連続 1位とはなりませんでしたが、まだまだ

学生には譲れないという社会人の意地でもあります。1 位は愛知学院で今後も学生チームにガッツを

盛り上げて貰いたいと思います。 

 

     オープン              ウイメン 

１位 アニマルズ          １位 ういろ。 

２位 愛学バットマンＡ       ２位 愛知学院ローリーポーリーＡ 

３位 日本福祉大学         ３位 愛知学院ローリーポーリーＢ 

４位 愛学バットマンＢ 

 

 



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１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。全国大会の開

催などによる近年のドッヂビーの広がりの影響もあり、今回も４０名を超える多数の参加を頂きまし

た。講習の内容は年齢性別を問わず楽しめるドッヂビーの特徴からも、生涯スポーツとレクリエーシ

ョンに関しての講義とフライングディスク競技全般の紹介。そしてドッヂビーのルールの説明と実技

となりました。 

参加者にはディスクに初

めて触れるという方も多く、

コントロールやコツをつか

むのには苦心していました

が、ディスクがきれいに飛

んだ時には喜びの歓声もあ

がり、フライングディスク

の魅力を理解して頂けたと

思います。今回の講習から、

ドッヂビーがよりいっそう

の広がることを期待したい

と思います。 

 

 

  お知らせお知らせお知らせお知らせ    

＊第 5回ドッヂビー全国大会は中止になりました。詳しくは日本フライングディスク協会ホーム 

ページ内「各種お知らせ」の欄、個人情報流出の＜ご報告＞の WORD ファイルに掲載しています。 

＊ ドッヂビーの名称変更のお知らせ。 

従来の競技名（ドッヂビー）は「ディスクドッヂ」に変更になりました。 

 ＊ ディスクドッヂ指導員認定講習会（若干のルール変更あり）  

   日時 平成 21 年 5月 31 日 9 時 30 より  愛知県スポーツ会館にて 

   詳細は協会ホームページを御覧ください。 

 

 

 



記録室記録室記録室記録室    

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    第第第第 4444 戦戦戦戦    

オープンオープンオープンオープン                                                                ウイメンウイメンウイメンウイメン                                                    

1位  中京大学Ｆｌｉｐｐｅｒｓ       1位  壱 
2位  リンク                2位  中京大学Ｎａｕｇｔｙ Ｋｉｄｓ 
3位  愛知学院ＢＡＴＭＡＮ         3位  愛知学院Ｒｏｌｙ－Ｐｏｌｙ 
4位  信州Ｒｏｏｔｓ            4位  大阪体育大学大体ＢＯＵＳＨＥＲＳ 
5位  富士常葉大学Ｉｎｄｅｅｓ       5位  信州大学ＬＯＯＳＥ 
6位  Ａ．Ｇ．Ｆｕｎｋｓｕ         6位  ブービーズ 
7位  信州大学ＬＯＯＳＥ          7位  ルーキーズ 
8位  静岡大学うわの空 
9位  龍谷大学ＲＯＣ－Ａ－ＡＩＲ 

            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    年間成績年間成績年間成績年間成績 

オープンオープンオープンオープン                                                                    ウイメンウイメンウイメンウイメン    
1位  リンク                1位  愛知学院Ｒｏｌｙ－Ｐｏｌｙ 
2位  中京大学Ｆｌｉｐｐｅｒｓ       2位  壱 
3位  富士常葉大学Ｉｎｄｅｅｓ       3位  信州大学ＬＯＯＳＥ 
4位  愛知学院ＢＡＴＭＡＮ         4位  中京大学Ｎａｕｇｔｙ Ｋｉｄｓ 
5位  Ａ．Ｇ．Ｆｕｎｋｓｕ         4位  ブービーズ 
6位  信州Ｒｏｏｔｓ            6位  日本代表ジュニアＧＩＲＬＳ 
7位  トリガー               7位  みかん缶 
8位  信州大学ＬＯＯＳＥ          8位  日本福祉大学ＴＡＬＫＹＳ 
8位  暁                  8位  大阪体育大学大体ＢＯＵＳＨＥＲＳ 
10位  静岡大学うわの空           10位 ルーキーズ 
11位  びわこ成蹊大学ｽﾎﾟｰﾂ大学ＬＡＫＥＲＳ  11位 龍谷大学ＲＯＣ－Ａ－ＡＩＲ 
12位 日本福祉大学ＷＡＲＲＩＯＲＳ 
13位 Ｃａｔｃｈ ｏｒ Ｄｉｅ 
13位 龍谷大学ＲＯＣ－Ａ－ＡＩＲ 
13位 日本代表ジュニアＢＯＹＳ 

   ＭＶＰＭＶＰＭＶＰＭＶＰ                                                                ＭＶＰＭＶＰＭＶＰＭＶＰ 

西川 新                 秦由香里    

                  スケジュール 
 

4/5      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    東海オープン スプリングガッツ                     木曽三川公園 

4/18･19    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 
4/26    ＡＩＦＤＡ総会                             春日井レインボープラザ 
5/2･3    第３４回全日本ガッツ選手権                       長野県茅野市 

5/10    無料ディスクゴルフ講習会                        小牧市民四季の森 
5/10    名古屋市障害者スポーツ大会                       瑞穂競技場 
5/16    愛知県ふれあいスポーツ大会                       豊田市運動公園 

5/17    東海ミックスアルティメット大会                     岡崎中央総合公園 
5/31    ディスクドッヂ指導員認定講習会                     愛知県スポーツ会館 
6/6･7    あいちフライングディスク大会                      木曽三川公園 

6/14     無料ディスクゴルフ講習会                        小牧市民四季の森 
6/21    愛知オープンディスクゴルフシリーズ第 2戦                三河臨海緑地公園 
6/20    名古屋市障害者フライングディスク練習会                 名古屋市障害者Ｓ・Ｃ 

6/27･28   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 
7/11･12   2009 アルティメット西日本社会人選手権大会                岡崎中央総合公園 
7/12     無料ディスクゴルフ講習会                        小牧市民四季の森 

7/18    名古屋市障害者フライングディスク練習会                 名古屋市障害者Ｓ・Ｃ 
7/18･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 
7/26        ディスクドッヂフェスティバル 2009                    中部大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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３９―７豊田市畝部東町宗定３９―７豊田市畝部東町宗定３９―７豊田市畝部東町宗定３９―７    

                                            （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 

 


