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第３６回全日本ガッツ選手権大会第３６回全日本ガッツ選手権大会第３６回全日本ガッツ選手権大会第３６回全日本ガッツ選手権大会    

 ５月２・３日の２日間、長野県

茅野市にて全日本ガッツ選手権大

会が開催されました。例年ゴール

デンウィークに開催される大会で

すが、競技名どおりの気迫あふれ

る大会で会場は熱気につつまれま

す。今大会では１５０名を超える

選手が全国から集まり、日本一を

巡って熱戦を繰り広げました。 

 オープンの部では日本福祉大学

ＯＢのチーム『８０’ｓ』が準決

勝まで勝ち進み４位に。そして愛

知学院のＯＢを主体とする強豪チ

ーム『ＭＡＲ’Ｓ』が７回目の優

勝を目指す昨年度の覇者『Ｋａｔｏｎ』と決勝戦を戦いました。ウィメンでは愛知学院ＯＧチーム『う

いろ。』が準決勝まで勝ち進み、３位決定戦で『Ｏｒｂｉｔ』に勝利し３位となるなど、愛知県チーム

は今年も好成績を収めました。 

 

         オープン             ウィメン 

   優勝   Ｋａｔｏｎ            雅 

   ２位   ＭＡＲ’Ｓ            Ｓｅｌｆｉｓｈ Ｌｏｏｐ 

   ３位   クリシュナ            ういろ。 

 

   ４位   ８０’ｓ        ７位   愛知学院Ｒｏｌｙ Ｐｏｌｙ 

  １１位   ＡＧ Ｆｕｎｋｓ 
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 ４月２５日、グリーンパレス春

日井にて、２０１０年度総会が開

かれました。 

２００９年度の事業報告・決算報

告、２０１０年度の事業案・予算

案が出され、各議題が承認されま

した。 

 今年度は役員の異動があり、常

任理事ドッヂビー委員長の江口が

理事となり新任のドッヂビー委員

長に藪が就任する案が承認されま

した。 

 また、今年は新しい大会として

ナゴヤ ドッヂビーフェスティバルが日本ガイシホールで開催されることが伝えられました。こう

いった大会を通じて新しいプレイヤーの獲得につなげていきたいと思います。 

 

   役員異動 

    常任理事 江口 正巳 ドッヂビー委員長 → 理事 江口 正巳 

    常任理事 藪 美穂  広報企画部    → 常任理事 藪 美穂 ドッヂビー委員長 

 

ディスクドッヂ（ドッヂビー）指導員＆審判員研修会ディスクドッヂ（ドッヂビー）指導員＆審判員研修会ディスクドッヂ（ドッヂビー）指導員＆審判員研修会ディスクドッヂ（ドッヂビー）指導員＆審判員研修会    

 

５月２３日 愛知県スポーツ会館に

てディスクドッヂの研修会が開催され

ました。ドッヂビーという競技は誕生

してからまだ新しく、ルールの変更も

あるために指導員・審判員の資格を持

っている方を対象に、変更されたルー

ルの確認や実際の現場での体験を通じ

ての問題点の確認を目的に講習が行わ

れました。 

 参加者の皆さんが、各地で指導に当

たっていることもあり、技術面の内容

はおさらい程度でしたがルールに関し

て変更点や再確認を要する物があり、ゲーム形式での確認に重点を置く内容となりました。 

 今年は９月１２日に日本ガイシホールでナゴヤドッヂビーフェスティバル（主催：日本ガイシホ

ール）が開催されることになり、参加選手の皆さんが「参加して良かった」と思えるようにしたい

です。 



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    

 

 ５月２９・３０日に、木曽三川公

園にてあいちフライングディスク大

会が開催されました。個人戦の大会

として毎年多くの参加者が集まる大

会です。 日本フライングディスク

協会の公認大会であり、中部地区に

は有名な選手も多いことから日本記

録が塗り替えられることが多いです

が、今年も記録が更新され、４つの

日本記録が生まれました。 

 また、近年プレイヤーの間でＤＤ

Ｃが好評になっており今大会でも初

めて挑戦する選手が見られ、独特の駆け引きを要するゲーム性に歓声があがりました。 

 ７月の１７～１９日に開催される全日本の個人戦に向けて大きな弾みとなる大会でした。 

 

  1 位 2 位 3 位 

ディスタンス 山本 友一 竹内 博行 小松 由香里 

ＳＣＦ 田内 弓子 小松 由香里 竹内 博行 

ＤＤＣ 山本友・山本貴 小松・市川 平島・鈴木 

アキュラシー 小松 由香里 市川 綾 山本 友一 

フリースタイル 原科豊・良・平島 中尾・鈴木・野々村 小松・市川・田内 

 

日本記録日本記録日本記録日本記録           

MEN ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｽﾀｰ(45 歳以上） 竹内 博行 ＭＴＡ 11.45 秒   

WOMEN ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｽﾀｰ(45 歳以上） 手塚 麻美 ＳＣＦ 57.41 ポイント (6"42／22.10m） 

 ﾏｽﾀｰ(35 歳以上) 田内 弓子 ＳＣＦ 87.89 ポイント (8"74／39.82m） 

MEN (11 歳以下)  原科 良 ディスタンス 68.00m   

 



   大会結果 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 スケジュール 
 

７／３        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 

７／４～１０     ２０１０世界アルティメットクラブチーム選手権大会       チェコ 
７／１１       無料ディスクゴルフ講習会                   小牧市民式の森 
７／１１       ディスクドッヂ（ドッヂビー）指導員・審判員研修会       中区スポーツセンター 

７／１７～１９    第３５回全日本フライングディスク個人総合選手権大会      木曽三川公園 
７／２０～２５    Ｕ２３世界アルティメット選手権大会              イタリア 
７／２４・２５    第１回全日本社会人アルティメット選手権大会 予選       静岡県富士市 

８／８        愛知オープンダブルス選手権                 新城ディスクゴルフ場 
８／２～７      世界アルティメット・ジュニア選手権大会            ドイツ 
８／８        全国障害者スポーツ大会 ＦＤ強化練習             瑞穂陸上競技場 

８／１４       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 
８／２４～２６    第２１回全日本学生アルティメット選手権大会 中部西日本予選  大阪府堺市 
８／２８       第１回全日本社会人アルティメット選手権大会 本戦       大阪府堺市 

９／２・３      第２１回全日本学生アルティメット選手権大会 本戦       大阪府堺市     
８／４        第２１回全日本学生アルティメット選手権大会 決勝       大阪府堺市 
９／４        第１１回愛知県障害者ディスクゴルフ大会            三好町保田ヶ池公園 

９／４・５      第１０回ＪＰＤＧＡ中部オープンディスクゴルフトーナメント   三河臨海緑地公園 
９／１２       ナゴヤドッヂビーフェスティバル                日本ガイシホール 
９／１２       無料ディスクゴルフ講習会                   小牧市民式の森 

９／１８～２０    第３５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 
１０／３       ＪＡＰＡＮ ＢＩＧＧＥＳＴ フライングディスク個人記録会   木曽三川公園 
１０／９       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 

１０／１０      全国障害者スポーツ大会 ＦＤ強化練習             瑞穂陸上競技場 
１０／１０      無料ディスクゴルフ講習会                   小牧市民式の森 
１０／２３～２５   第１０回全国障害者スポーツ大会                千葉県 

１０／１６・１７   第３５回全日本アルティメット選手権大会 本戦         静岡県富士市 
１０／２３      第３５回全日本アルティメット選手権大会 決勝         東京夢の島競技場 
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広告募集中 

１枠１万円 
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         １位 ８０’ｓ ２ 
         ２位 ８０’ｓ 
         ３位 日本福祉大学ＷＡＲＲＩＯＲＳ 
         ４位 ＡＧｆｕｎｋｓ 
         ５位 愛知学院バットマンＡ 
         ６位 愛知学院バットマンＢ 
         ７位 ういろ。 
         ８位 名古屋大学 

           
          ＭＶＰ 掘井 大輝 （８０’ｓ ２） 


