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第３４回全日本ガッツ選手権大会 
 

 2008 年 5 月 4 日（土）～5 日（日）の 2 日間、茅野市総合

運動公園（長野県茅野市）にて第 34 回全日本ガッツ選手権大

会が開催された。快晴でほぼ無風のまさしくガッツ日和の中、

熱戦が繰り広げられた。 

 今年の大会は、8 月に開催される世界アルティメット＆ガッ

ツ選手権大会の日本代表 2 チームが参戦した。代表 1 番目の

KATON の実力はガッツ界では誰もが知るところであるが、代

表 2 番目となる JAPAN2 は若手中心の混成チームであり、そ

のチームワークが注目された。またウィメンでは 4 連覇中の

TeamCUJC の 5 連覇が達成出来るかが見所となった。 
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ウィメン準決勝では、 TeamCUJC と予選 2 位の

SelfishLOOP の試合が白熱した大接戦となった。試合展開は

SelfishLOOP が 1 セット目、TeamCUJC が 2 セット目を取

り勝負は 3 セット目に縺れ込んだ。3 セット目では、

TeamCUJC 小松選手と、SelfishLOOP 駒津選手のクリーン

キャッチ合戦となった。3-7 とダウンしていた SelfishLOOP

は駒津選手の連続クリーンキャッチやフォローキャッチなど

の大活躍で一時は逆転し、スコアを 11-10 としたが、

TeamCUJC 小松選手のバックピンチスローなど、チームの多

彩なスロー力で、最後は TeamCUJC が逆転した。 
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撃のチャンスを与えず セット目 セット目    

と セット連取で 連覇 達成した

の強さはやはりなんといっても安定したスロー

力とキャッチ 個人戦からアルティメットまでフ

ライングディスク競技の全てに取り組んでいるチームだけに、

各個人の技術力の高さは、他チームに突出している。また長

年一緒にやってきているチームワークも抜群であった。

しかしその一方で競技全体の課題として若手チームの成長

があげられる。学生チームを中心やはりチーム数の増加によ

オープン準決勝では、今年創部 30 周年を迎える ORBIT が

MAR’S と対戦した。ORBIT は 10 年前の 1998 年に全日本で

優勝しており、今大会は 30 周年かつ 10 年ぶりの優勝を狙っ

てのエントリーとなったが、2001 年 2002 年と連覇した

MAR’S がこれを阻んだ。 

もう一方の準決勝は、若手の有力選手の混成チームである

JAPAN2 が KATON に挑んだ。JAPAN2 はときおり見せる

グッドスローはあるものの、王者 KATON には歯が立たずま

だチームの若さが露呈した結果となった。まだ若いチームだ

けにこれからの成長も目覚ましいだろう。世界選手権までにチームを一つにして、好成績を残すことを期待した

い。 

 
ウィメン決勝は、5 連覇をかける TeamCUJC と、雅の対決

となった。雅は 2007 年のウィンターガッツで優勝しており、

勢いのある雅が TeamCUJC にどこまで食下がれるかが見所

となった。 

しかし試合展開は TeamCUJC の総合力がものをいい、

TeamCUJC リードの安定した試合展開となった。決勝戦でも

やはり小松選手のバックピンチスローが随所に決まり、また

市川選手のフォローキャッチなどで勢いも見方にし、雅に反
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る全体のボトムアップが急務である。学生連盟では近年ガッツの学生選手権が開催されるなど、取り組みは活発

化している。今後の競技人口増加に期待したい。 

 
オープン決勝は、全日本選手権 5 連覇中の KATON と、2

回の全日本制覇経験のある MAR’S との新旧対戦となった。

当初 KATON 優勢と思われていたが、試合が始まると

MAR’S が次々に得点を重ね、なかなか KATON が持ち味の

キャッチをすることが出来ない。結局第一セットは MAR’S

が 21-18 でとった。第二セットはどうにか KATON がとる

ものの、22-20 最後までもつれて MAR’S のミススローに助

けられてのセットとなった。そしていよいよ第三セット、第

二セットの終わり方の流れから、KATON に流れがくるかと

思ったが、最初の得点がとれず、再び MAR’S の流れとなる。

ここまでくると MAR’S の勢いは止まらない。両チームクリ

ーンキャッチの応酬を繰り返すも、最後にとるのは MAR’S

という展開。最後は 21-18 で MAR’S が、5 連覇中の KATON

を破り、6 年ぶりの全日本チャンピオンに返り咲いた。 
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た本大会のトピックでとして、3 日の試合後に行われた

ス

 

ウィメン 優勝 TeamCUJC                   ウィメン  準優勝 雅 

ま

ピードガンコンテストにて、ガッツスピードキャッチで世

界新記録が樹立された。JAPAN2 小森選手の 123km/ｈバッ

クハンドスローを、KATON 長田選手が見事にキャッチした。この記録は 1980 年に USA の Selinske 選手が記録

した 119km/ｈをなんと 28 年ぶりに更新する大記録となった。 

 



 

オープン 優勝 MAR’S                  オープン  準優勝 KATON 

 

オープン MVP 石山 健太郎 選手（MAR'S）                      

ウィメン MVP  田内 弓子 選手（Team CUJC） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会結果 
 

オープンの部 ウィメンの部 

優勝 MAR'S 優勝 Team CUJC 

2 位 Katon 2 位 雅 

3 位 JAPAN2 3 位 Selfish LOOP 

4 位 ORBIT 4 位 どんぐりＸ 

5 位 A.G.FUNKS 5 位 獨協大学 WAFT! 

6 位 クリシュナ 6 位 FLYING DISC TEAM ORBIT 

7 位 噛ませ犬 7 位 ういろ。 

8 位 Grabbers 8 位 愛知学院大学 Roly-Poly A 

9 位 トリプルＨ 9 位 ＴＨＥ◆GOLD 

10 位 獨協大学 WAFT! 10 位 愛知学院大学 Roly-Poly Ｂ 

11 位 Team JAVA 11 位 日本大学 Hummingbirds 

12 位 日本大学 Hummingbirds   
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第１０回全日本ミックスアルティメット選手権大会 
 

2008 年 5 月 23 日（土）～24 日（日）の二日間、菅平

サニアパーク（長野県菅平高原）において、第 10 回全日

本ミックスアルティメット選手権大会が開催された。2

日目は昨夜からの大雨の影響もあり、霧の中でのゲーム

もあったが午後には晴天となり、参加 29 チームで熱戦が

繰り広げられた。 

 
ミックスの大会は、各クラブチームの合同チームや、

大学の OB・OG 合同チームなど他の大会では見られない

チーム構成が特徴で、また今大会は 8 月にカナダで開催

される世界アルティメット選手権大会に派遣される日本

代表チームがエントリーするなど注目が集った。 
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1 日目のリーグ戦の結果、決勝トーナメントには、ボン

バーズ、チベッツなどオープン強豪チームを主体とした連

合チームだけでなく、チームワークとスピードでは負けな

い学生チームなど 8 チームが勝ち上がり各チームの特徴

ある強さを発揮し、見ごたえのある試合となった。 

 
準決勝「MIX 日本代表」と ICU・学芸大学・一ツ橋大

学の OB・OG チーム「はぴきゃん」の試合は、「MIX 日本代表」がボックスワン、マンツー、１３３ゾーンなど

多彩なディフェンスを駆使し「はぴきゃん」に攻撃の隙を与えず、またオフェンスではゾーンディフェンスに対

しほとんどミスがなく世界大会に向け順調な仕上がりを見せた「MIX 日本代表」が順当に決勝に勝ち上がった。 

日本代表と対戦するチームがどこになるか注目されたもう一方の準決勝、ボンバーズとボンバーズレディース

を中心に構成された「だー」対、中部・近畿の学生と OB で構成された「大」の試合は、学生を中心とした「大」

の勢いがどこまでベテランチームを掻き回すが注目されたが、雨と霧のコンディションの中、「だー」のマンツー

マンディフェンスのプレッシャーに「大」のミスが連発し、逆に勢いをつけた「だー」が、１４－４で決勝に勝

ち上がった。 

 
注目の決勝戦、予想通り「MIX 日本代表」のリードで試

合が展開された。得点差こそついたものの、「MIX 日本代

表」のオフェンスミスや「だー」のダイビングブロックな

ど、試合の流れを変えるようなシーンがいくつかみられた。

特に両チームの女性選手の活躍には目を見張るものがあり、

男性選手からのパスを女性選手がポーチでダイブカットを

したり、男性選手へのロングシュートを女性選手が阻止す

るなど盛り上がりをみせた。 



最後は、終始に渡り試合の主導権を握った「MIX 日本代表」が１１－３で「だー」を下し優勝した。 

 
 MIX ディビジョンは、特に女性選手の活躍が勝敗の

キーを握る。スピードやパスの距離で男女の差がある中、

MIX には特有のプレーの難しさがある。2006 年に開催

された世界アルティメットクラブ選手権大会では、MIX

ディビジョンが最も参加チームが多く世界的には MIX

ディビジョンが確立しつつ流れがある。その中で日本で

は今大会が MIX 大会の 10 回目となるが、参加選手のモ

チベーションや試合のレベルでは、既に確立しているオ

ープンディビジョンやウィメンディビジョンとは、差が

歴然としている。 

フライングディスクの原点である「Spirits of game」に最も近いディビジョンではあるが、それだけに全日本

の冠を有する大会の位置づけと、選手の間でも意識の差がまちまちであると思う。 

今後、どのように成長していくディビジョンが未知数であるが、他のスポーツであまり見られない「男女混合」

でのディビジョン。いずれにしても日本代表チームの活躍と今後の発展に期待したい。 

 

優勝 MIX 日本代表                     準優勝 だー 

 

MVP 三宅 佐都美 選手（MIX 日本代表）                     

敢闘賞 吉川 拓郎 選手（だー） 
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大会結果 
優勝 MIX 日本代表 16 位 By the 

2 位 だー 17 位 南無阿弥 DIVEZ！ 

3 位 大 18 位 BRIDGE 

4 位 はぴきゃん 19 位 まーしー’ｓ 

5 位 日本体育大学 BARBARIANS 20 位 ZEPPIN 

6 位 ちびからーず 21 位 河童隊 

7 位 MAICCA 22 位 えんぽっち 

8 位 モスクワラッキーブルーベアーズ 23 位 itty bitty 

9 位 ＩＫＵ！ 24 位 成岩西分団２号舎 

10 位 おかあさんと一緒 25 位 信州大学 LOOSE 

11 位 Ut.maｙｋｓ 26 位 國學院大学 TRIUMPH 

12 位 BIG BOMBERS 27 位 文教大学 Airs 

13 位 信州大学 Goose 28 位 BIG APPLE 

14 位 慶應義塾大学 HUSKIES 29 位 スナックアサミ 

15 位 インエスペルト   

 

２００８世界アルティメット＆ガッツ選手権大会日本代表派遣選手 

発表 
 2008 年 8 月 2 日～9 日まで、カナダ バンクーバー市で開催される世界アルティメット＆ガッツ選手権大会へ

の日本代表派遣が決定した。日本からはアルティメット競技で、オープン、ウィメン、ミックス、マスター、ジ

ュニアボーイズ、ジュニアガールズの 6 ディビジョン 129 名、ガッツ競技でオープン 2 チーム 14 名が選ばれた。 

 2006 年の世界クラブ選手権大会では、オープン、ウィメン、マスターの 3 ディビジョンで優勝し、今大会では

各国の代表チームが日本代表チームを意識してくるはずだ。決戦まであと 2 ヶ月、各ディビジョンの日本代表チ

ームの活躍に期待したい。 

アルティメット・オープン 
氏名 所属チーム 氏名 所属チーム 

吉川 洋平（○） 文化シヤッターBuzz Bullets 藤井 靖宜 文化シヤッターBuzz Bullets 

阿部 洋平 文化シヤッターBuzz Bullets 林 洋男 文化シヤッターBuzz Bullets 

鮫島 暁 文化シヤッターBuzz Bullets 浜田 賢治 文化シヤッターBuzz Bullets 

仙田 聡 文化シヤッターBuzz Bullets 舘洞 哲也 文化シヤッターBuzz Bullets 

松野 政宏 文化シヤッターBuzz Bullets 横山 剛大 文化シヤッターBuzz Bullets 

高橋 泰生 文化シヤッターBuzz Bullets 小河 雄之介 文化シヤッターBuzz Bullets 

笹川 慶 文化シヤッターBuzz Bullets 黒野 将司 中京大学 FLIPPERS 

田中 瑞穂 文化シヤッターBuzz Bullets 笹辺 将寛 中京大学 FLIPPERS 

宮部 英俊 文化シヤッターBuzz Bullets 岡田 真人 Nomadic Tribe 

齊藤 貴敏   文化シヤッターBuzz Bullets 酒井 貴之 Nomadic Tribe 
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アルティメット・ウィメン 
氏名 所属チーム 氏名 所属チーム 

森 友紀（○） MUD 鮫島 紗知子 壱 

宮本 えみ里 MUD 伊藤 まどか 壱 

中村 倫子 MUD 河村 知佐 壱 

深野 愛 MUD 米原 理恵 壱 

原 麻衣子 HUCK 曽我部 愛美 壱 

藤岡 あゆみ HUCK 鮫島 萌 壱 

久保井 美穂 HUCK 高橋 香緒里 壱 

猪俣 紗奈子 HUCK 田中 美江 日本体育大学 BARBARIANS 

平井 絵里 壱 石津 安沙実 日本体育大学 BARBARIANS 

 

アルティメット・ミックス 
氏名 所属チーム 氏名 所属チーム 

和田 貢一（○） Nomadic Tribe 岡井 保美 Buddy's 

荻原 毅 Nomadic Tribe 中野 晴日 Buddy's 

川島 大介 Nomadic Tribe 松本 理恵 Buddy's 

塚田 泰弘 Nomadic Tribe 矢倉 麻紗美 Buddy's 

衣笠 晴貴 Nomadic Tribe 吉澤 朋美 HUCK 

宮腰 大輔 Nomadic Tribe 植田 桜子 HUCK 

中島 慎 Link 中澤 沙織 HUCK 

岡本 一樹 Link 松井 美奈 壱 

遠津 英美 Link 稲葉 紗弥香 壱 

西沢 忠彦 Link 坂口 裕美 元大阪体育大学 BOUHSEARS 

君和田 敬之 BOMBERS 天明 慶子 日本体育大学 BARBARIANS 

福島 毅 大阪スピリッツ 藤川 明奈 中京大学 Naughty Kids 

小西 宏侑 上智大学 FREAKS 三宅 佐都美 中京大学 Naughty Kids 

伊藤 瑛二 慶應義塾大学 HUSKIES   

 

アルティメット・マスター 
氏名 所属チーム 氏名 所属チーム 

本田 雅一 CREWS 小林 一主 DISCMANIA 

依田 誠 CREWS 原田 昌彦 DISCMANIA 

林 昌永 CREWS 村瀬 文隆 大阪スピリッツ 

吉村 和也 CREWS 平岡 義光 大阪スピリッツ 

窪島 勝義 CREWS 永津 邦安 大阪スピリッツ 

渡部 貴人 CREWS 中村 進一 大阪スピリッツ 

岩間 卓栄 CREWS 鈴木 貴士（○） Happy Campers 
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マット キャス CREWS 大橋 晃 Happy Campers 

兼頭 康二 DISCMANIA 丸井 潤 Trigger 

西浦 正明 DISCMANIA 久保 和之 Trigger 

横田 和也 DISCMANIA 岡 智人 博多ハッカーズ 

小川 泰右 DISCMANIA 三笠 圭一 博多ハッカーズ 

野中 肇 DISCMANIA 岡本 紀彦 BIG BOMBERS 

片桐 正博 DISCMANIA 嶌田 智仁 BOMBERS 

結城 和孝 DISCMANIA 原田 洋希 Catch or Die 

長田 大介 DISCMANIA 片野 嘉昭 DISCMANIA 

 

アルティメット・ジュニアボーイズ 
氏名 所属チーム 氏名 所属チーム 

梅原 貴正（○） 日本体育大学 BARBARIANS 森 直樹 上智大学 FREAKS 

佐藤 博紀 日本体育大学 BARBARIANS 須崎 立也 中京大学 FLIPPERS 

井上 侑樹 龍谷大学 ROC-A-AIR 江藤 誠也 熊本工業高校 

小島 正程 龍谷大学 ROC-A-AIR 井上 順仁 錦城高等学校 

大林 翔 龍谷大学 ROC-A-AIR 古瀬 岳洋 私立杉並学院高等学校 

松本 洋 東京外国語大学 MAX 林 大貴 東亜学園高等学校 

大西 貴也 東京外国語大学 MAX 大渡 洋平 都立光丘高等学校 

丹波 大士 立教大学 MANEUVERS 吉岡 亜陸 金光学園高等学校 

宮田 一樹 筑波大学 INVER HOUSE   

 

アルティメット・ジュニアガールズ 
氏名 所属チーム 氏名 所属チーム 

小堀 由佳里 日本体育大学 BARBARIANS 元木 麻衣子 大阪体育大学 BOUHSEARS 

竹田 茉莉 宇都宮大学チャオズ☆ 横田 更紗 筑波大学 INVER HOUSE 

天田 優美 宇都宮大学チャオズ☆ 長竹 慶子 慶應義塾大学Ｈｕｓｋｉｅｓ 

山本 咲 宇都宮大学チャオズ☆ 光永 桂子 成蹊大学 LIBEROS 

後藤 輝輪 びわこ成蹊スポーツ大学 LAKERS 小林 久美（○） 中京大学 Naughty Kids 

松山 千紗 びわこ成蹊スポーツ大学 LAKERS 小山 直美 富士常葉大学そらのしるし 

柳瀬 茜 大阪体育大学 BOUHSEARS 横田 玲奈 済々黌高等学校 

 

ガッツ・オープン１ 
氏名 所属チーム 氏名 所属チーム 

関 毅（○） Katon 大櫛 良一 Katon 

西形 直樹 Katon 原田 和樹 Katon 

長田 武 Katon 三瓶 幸輔 Katon 

布川 匠 Katon   

 



ガッツ・オープン２ 
氏名 所属チーム 氏名 所属チーム 

木村 正義（○） SELFISH 田沼 祐輔 SPITZE 

岩田 考裕 80’ｓ 野村 和弘 Ｗｉｌｄ Ｏｎｅｓ！ 

神戸 暢文 SELFISH 石山 健太郎 MAR'S 

堀井 大揮 80’ｓ   
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※ （○）＝キャプテン 
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