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第３３回全日本アルティメット選手権大会 本大会 
2008 年 10 月 18 日（土）～20 日（日）、

新光町グラウンド（茨城県ひたちなか市）

にて、第 33 回全日本アルティメット選手

権大会 本大会が開催された。東日本、

中部、西日本の各地区予選を勝ち抜いた

オープン 16 チーム、ウィメン 16 チーム

で熱戦が繰り広げられた。今回の大会は

オープンでは中京大学と富士常葉大学の

若手 OB が中心の Link、慶応大学の若手

OB が中心のθ（シータ）、早稲田大学の

若手 OB が中心の東京 Vegigriffons とい

った新チームがどこまで常連強豪チーム

に迫るかが注目され、ウィメンでは世界最高峰の MUD、HUCK、壱の最終順位に視線が集まった。 
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オープン決勝トーナメント 

った。 

オープンの決勝トーナメントは、予想通り中堅チーム

の大混戦であった。ベスト 4 が決まるまでの 12 試合中、

3 試合が 1 点差もしくは 2 点差の大接戦となった。 

ベスト８を決める 1 試合目では、東日本 3 位のθ（シ

ータ）に対し、西日本 4 位の関西学院大学 ARROWS が、

１６－１６と同点まで追い詰めた結果、最終的にθ（シ

ータ）が１７－１６で辛くも逃げ切った。関西学院大学

は 8 月に行われた全日本アルティメット学生選手権では

10 位でありながら、この接戦は周りの予想を上回る結果

であろう。持ち前のマンツーマンを生かし 4 点差から同点まで追い詰めた若いパワーは、今後を期待させる。是

非来年も台風の目になってくれることだろう。また準決勝をかけた戦いでは、西日本 1 位の大阪スピリッツが中

部 1 位の Link をタイムキャップ後の１１－１１から最後の決勝点をもぎ取り、１２－１１でベスト 4 に勝ち上が

夢の島競技場への切符をかけた準決勝は、文化シヤッタ

ーBuzz Bullets 対大阪スピリッツ、Nomadic Tribe 対θ

（シータ）の対戦となったが、文化シヤッターは大阪スピ

リッツに対し鉄壁のゾーンディフェンスを敷き、前半９－

１で折り返し、後半も隙を与えることなく１７－３で決勝

進出を果たした。Nomadic Tribe も同様に追い風でもゾー

ンを多用し前半９－３で折り返し、そのまま前半の点差を

キープしたまま安定した１７－１１で決勝進出を果たし

た。 

 

ウィメン決勝トーナメント 

ウィメンの決勝トーナメントは、実力どおり MUD、

HUCK、壱、中京大学 Naughty Kids の 4 チームが準決勝

に勝ちあがったが、この 4 チームで同時間、隣りのコート

で繰り広げられた準決勝は、観客も総立ちとなる壮絶な戦

いであった。試合前から風が強くなりロースコアでの接線

が予想されたが、両試合とも向かい風のブレイク（ディフ

ェンスからスタートするセットで、ディフェンスに成功し

得点を取ること）を取り合うレベルの高い試合であった。 

HUCK 対中京大学 Naughty Kids の試合は、4－４の同

点から中京大学が向かい風でブレイクに成功し、その勢い

で一気に８－４まで点差を広げてハーフタイムに入った。学生選手権優勝の勢いをそのままに後半の試合展開に

注目が集まったが、後半９－６から HUCK が怒涛の追い上げを開始する。９－６のセットで HUCK が向かい風

をブレイクすると、そのまま 4 連続ブレイクでついに１０－９で逆転に成功した。中京大学もタイムアウトをと



って流れを断ち切ろうとするが、そこは昨年全日本覇者 HUCK の実力が勝った。１２－１１でタイムキャップに

入り、そのまま 2 連取をした HUCK が 4 点差を返す大逆転１４－１１で決勝進出を果たした。 
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ートの最初のセットも壱が

と

隣で行われている MUD 対壱の試合

は、６－４で迎えた前半終了間際、強風

の中で両チームのターンオーバーが続

く非常に長く苦しいセットを、壱が得点

し７－４で前半を終了した。前半終了時

点で昨年決勝進出チームの HUCK も

MUDも3点差以上リードされる苦しい

展開で、世代交代が一瞬頭をよぎるほど

であった。ところが HUCK 同様に後半

MUD の大反撃が始まった。 

後半スタ

り８－４の 4 点差まで点差は開いた

が、じりじりと MUD が追いかけ１１－

９と２点差まで追い詰め、タイムキャップに入る大事なセットを MUD が得点し１１－１０の 1 点差でタイムキ

ャップにはいった。決勝点が１３点に定められたタイムキャップ後最初のセットを MUD がとり、ついに１１－

１１の同点に追いつく。次のセットは MUD がブレイクしついに１２－１１の逆転。そのまま MUD がディフェ

ンスで畳み掛けたが、壱も負けずにオフェンスをきちんととり１２－１２の同点。次の１点をとったものが夢の

島競技場への切符を手に入れる展開となった。最後の１点をかけた最終セットは、MUD の追い風セットで何度も

エンドゾーンへシュートを試みるが、壱のディフェンスに阻まれなかなか得点出来ない。最後は壱のオフェンス

ミスを MUD が逃さずエンドゾーン前へ持ち込み、一瞬できたスペースに見事ゴールを決めた MUD が１３－１

２で決勝進出を果たした。 

決勝戦は 1 週間後の 10 月 26 日（日）、オープンは文化シヤッターBuzz Bullets 対 Nomadic Tribe、ウィメ

ンは MUD 対 HUCK と両ディビジョンとも昨年と同一カードで行われる。 

 

第３３回全日本アルティメット選手権大会 決勝 
 2008 年 10 月 26 日（日）、夢の島陸上競技

場（東京都江東区）にて、第３３回全日本ア

ルティメット選手権大会決勝戦が開催された。

オープン 55 チーム、ウィメン 34 チームの合

計 89 チームの頂点を決める今年の決勝戦は、

オープンは東日本 1 位の文化シヤッターBuzz 

Bullets 対東日本 2 位の Nomadic Tribe、ウィ

メンは東日本 1 位の HUCK 対東日本 2 位

MUD と昨年と同一カードでの対戦となった。 

 ウィメンは、本大会では MUD、HUCK 両

チームとも逆転勝ちで決勝進出を果たした。

両チームとも勢いを持っており、昨年勝利を



収めた HUCK が 2 年連続優勝となるか、MUD が雪辱を晴らすか、実力が拮抗している両チームだけに目が離せな

い。 

 またオープンは、9 連覇中の文化シヤッターBuzz Bullets に Nomadic Tribe がどこまで食い込めるかが見所とな

った。Nomadic Tribe の準決勝ではθ（シータ）を大差で破っており、実力では他の国内チームからは群を抜いて

いる。もともとスロー力と高さ、そしてスピードを兼ね備えたチームであり、各個人の能力には定評がある。文化

シヤッターに対し、各個人の能力がつながりだした時どんな試合展開を見せるのか、決勝戦に期待がかかった。 

  

ウィメン 決勝戦 

 4 

ウィメンの決勝は、予想通り最後まで手に汗握る大接戦

となった。前半は HUCK のアップペースで５－５まで同

点で進んだが、このセットで MUD がゾーンディフェンス

でブレイクに成功し６－５と逆転した。その後７－５と 2

点差リードまで進むが、原の絶妙なアップサイドダウンシ

ュートなどで７－７と同点にし、HUCK も全く引かない

状況だ。前半最後は MUD が再度ゾーンディフェンスでブ

レイクし９－７で前半を終了した。 

後半はまず HUCK がペースをつかんだ。９－８と 1 点

差にした次のセット、猪俣のダイブカットで９－９に再度追いつく。さらに１０－９の場面では、この試合大事

な場面で活躍している猪俣がロングシュートをキャッチしまた同点に追いつく。その後 HUCK は逆転に成功し１

２－１１とするが、MUD もくらいつき１３－１３でタイ

ムキャップに入った。決勝点の１５点をどちらが取るのか、

観客はこの試合に魅了した。まず HUCK が１４点目をと

るが、MUD もロングシュートを決め１４－１４の同点と

し、本大会準決勝の MUD 対壱戦と同様に、最後の 1 点を

取ったチームの優勝という展開となった。最後のセットも

ターンオーバーの続く長いセットとなった。両チームとも

ダイブカットの応酬ですばらしいディフェンスを見せた

が、最後は MUD が決勝点となるシュートをキャッチし、

１５－１４で MUD が 2 年ぶり 3 回目の優勝に輝いた。 

敢闘賞は HUCK 猪俣紗奈子選手が、MVP は MUD 深野愛選手が選ばれた。 
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オープン 決勝戦 

観戦したい競技へ 

オープンの決勝戦は、Nomadic Tribe のオフェンススタ

ートで始まったが、1 点目から文化シヤッターがブレイク

の成功し、試合のペースを冒頭から文化シヤッターが握る

展開となった。前半ペースをつかめない Nomadic Tribe

にミスが続き、文化シヤッターが８－２と最大 6 点差まで

リードを広げ、ワンサイドゲームを予感させる展開となっ

た。しかしその後、自らのオフェンスでペースを取り戻し

くらいついていった。Nomadic Tribe は川島、三浦らハン

ドラー陣のアップサイドダウンスローを多様したオフェ

ンスで、徐々に自らの力でペースを取り戻し、前半９－４でハーフタイムを迎えた。文化シヤッターにとって 5

点差は、ほぼセーフティーリードと思える点差だ。その後イーブンペースで進んでも、無事勝利を収めることが

できるので、オフェンスへのプレッシャーも少なく、オフェンスでいいプレーが出やすい。さらに文化シヤッタ

ーの強みは何といってもその鉄壁のディフェンスである。

後半 Nomadic Tribe が点差をつめながら文化シヤッターに

プレッシャーをかけることが出来るか注目が集まった。後

半は、Nomadic Tribe のオフェンスが安定し、１５－１０

まで後半互角のイーブンペースで試合を進めた。文化シヤ

ッターは決勝点の 17 点まであと 2 点としたが、ここから

Nomadic Tribe が粘りを見せた。１５－１１の４点差から、

長いゾーンのセットを酒井から岡田のロングシュートを決

め、１５－１２の 3 点差とした。次のセットは文化シヤッ

ターが得点し 16 点と優勝にリーチをかけた。最後の粘りに

望みを託したオフェンスセットでは山本へのロングシュートが決まり１６－１３、さらに次のセットではブレイ

クに成功し、川島から岡田へのロングシュートを決め１６－１４と 2 点差に迫った。しかし反撃もそこまでで、

最後は文化シヤッターがエンドゾーンオフェンスを確実に決め、１７－１４で優勝、前人未到の全日本選手権 10

連覇を成し遂げた。敢闘賞には苦しい場面でロングシュートを何度も決めた Nomadic Tribe の川島大介選手が、

MVP には文化シヤッターBuzz Bullets の鮫島暁選手が選ばれた。 

今年の全日本選手権では、本大会、決勝戦を通じて非常

に「観戦」が楽しい競技になってきたと感じた。選手のレ

ベルの高さ、試合の緊張感、以前にも増してアルティメッ

トが競技スポーツとして成熟してきているのだろう。 

競技の成熟、選手のレベルアップ、観客動員の増加はそ

れぞれ相乗効果をもたらすはずである。今年の決勝戦は例

年より観客も増えたように感じる。これら３つのスパイラ

ルが上昇していくことを期待したい。来年の全日本選手権

が今から楽しみである。 



ウィメン 優勝 MUD                   ウィメン 準優勝 HUCK 

 

 

オープン 優勝 文化シヤッターBuzz Bullets        オープン 準優勝 Nomadic Tribe 

 

 

MVP オープン 鮫島 暁 選手（文化シヤッターBuzz Bullets）   ウィメン 深野 愛 選手（MUD） 
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敢闘賞 オープン 川島 大介 選手（Nomadic Tribe）    

ウィメン 猪俣 紗奈子 選手（HUCK）   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

大会結果 
 

オープンの部 ウィメンの部 

優勝 文化シヤッター Buzz Bullets 優勝 MUD 

2 位 Nomadic Tribe 2 位 HUCK 

3 位 大阪スピリッツ 3 位 壱（UNO） 

4 位 θ（シータ） 4 位 中京大学 Naughty Kids 

5 位 DISCMANIA 5 位 日本体育大学 BARBARIANS 

6 位 LOQUITS 6 位 びわこ成蹊スポーツ大学 LAKERS 

7 位 中京大学 FLIPPERS 7 位 Buddy's 

8 位 Link 8 位 えびみりん 

9 位 BOMBERS 9 位 立教大学 MANEUVERS 

10 位 東京 vegegriffons 10 位 GOKU☆RAKU 

11 位 成蹊大学 LIBEROS 11 位 Team CUJC 

12 位 関西学院大学 ARROWS 12 位 関西学院大学 ARROWS 

13 位 大阪体育大学 BOUHSEARS 13 位 BOMBERS 

14 位 愛知学院大学 Batman 14 位 日本大学 Hummingbirds 

15 位 慶應義塾大学 HUSKIES 15 位 博多ハッカーズ 

16 位 びわこ成蹊スポーツ大学 LAKERS 16 位 慶應義塾大学 HUSKIES 
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第２１回スポーツ・レクリエーション祭 レポート（滋賀県協会） 
2008 年 10 月 18 日（土）～19 日（日）、滋賀県竜王町にて、第 21 回スポーツ・レクリエーション祭が開催さ

れました。その中で、交流行事として「ドッヂビー交流大会」、種目として「ディスクゴルフ大会」が滋賀県協会

の全面的な協力のもと、盛大に開催されました。 

大変盛り上がったこの大会を、滋賀県フライングディスク協会理事長早川浩一さんに、準備から会期終了まで

の 3 日間をレポートしていただきました。 

交流行事「ドッヂビー交流大会」 
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第２１回スポーツ・レクリエーション祭がスタートする１０

月１８日（土）、フライングディスク大会のホスト市町村である

竜王町の総合運動公園ドラゴンハットで、スポレク交流行事と

してドッヂビー交流大会を開催しました。地元竜王町でいろい

ろなスポーツに取り組んでいる仲間が結成したチームと龍谷大

学アルティメットチームの ROC-A-AIR の合計１６チームが熱

戦を繰り広げました。 

野球、サッカー、柔道、バレーボール、ビーチボールなど、

普段は違うスポーツを楽しんでいるメンバーが、ドッヂビーと

いう１つの競技に集まって来て、子供も大人も一緒になって、

真剣に、そして楽しく一日を過ごしました。竜王町では、以前からスポーツ行事にドッヂビーを取り入れており、

ルールの徹底や運営もしっかりしているため、初めてドッヂビーをやる子供でもすぐに慣れて楽しそうでした。 

午前中は、４つのリーグに分かれて決勝トーナメントに進出するチームを決めるリーグ戦を行いました。昼食

後、各リーグで１位か２位になったチーム、合計８チームで決勝トーナメントを行いました。決勝トーナメント

の各第１試合を勝ち、準決勝に進んだのは、竜王野球スポーツ少年団ミラクルチーム、竜王少年野球チーム、竜

王西野球Ｂ、龍谷大学 ROC-A-AIR でした。普段から投げる、取る、走るの基礎がしっかりできているからか、奇

しくも少年野球のチームばかりが準決勝に進んできました。 

決勝戦は、竜王野球スポーツ少年団ミラクルチームと龍谷大

学 ROC-A-AIR の戦いとなりました。決勝戦では白熱した試合

展開となり、リーグ戦から危なげなく勝ち進んできた

ROC-A-AIRにも、若干の苦戦する場面もありました。結果は、

２セット連取で ROC-A-AIR が勝ち、スポレク交流行事ドッヂ

ビー交流大会優勝を飾りました。 

参加していた子供たちの顔や感想からは、楽さばかりがあふ

れていましたし。ROC-A-AIR メンバーの技術の高さに関心を

持ち、投げ方の指導を仰いだり、アルティメットという競技の

事を尋ねたりする人や、メンバーと一緒になって遊ぶ子供がい

たりと、竜王町民とフライングディスクプレーヤーの交流の場として最高なものを残せたと思います。役員とス

タッフに配られたフライングディスク大会弁当の包み紙を記念に持って帰る人が多く見られ、役員やスタッフも

この大会を楽しんでいる様子が窺えました。 



レセプション「フライングディスク大会スポレク懇親会」 
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ドッヂビー交流大会を終え、明日にスポレクディスクゴルフ大

会を控えた夜、竜王町と大会参加選手およびフライングディスク

関係者との懇親会を開催しました。 

竜王町からは、竹山竜王町長、副町長、教育長をはじめ２４名の

参加を頂き、フライングディスク関係からは、長谷川日本フライ

ングディスク協会会長、前山滋賀県フライングディスク協会会長

をはじめ役員、選手、家族などを含め３６名の参加があり、合計

６０名の盛大な懇親会となりました。 

長谷川会長がされるフライングディスクの話しを熱心に町長

が聞き入っておられ、フライングディスクの飛行性能や技に驚き、明日の大会への期待を募らされておられまし

た。また、大学生も竜王町の方や遠方の選手と熱心に懇親を重ねていたのも印象的でした。 

途中、ROC-A-AIR を代表して藤井顕真君にアルティメットの説明と楽しさを、ドッヂビーの話しを竹内理事に、

ディスクゴルフの魅力を神奈川県から参加してくれた杉渕純一さんにスピーチしてもらうと、トッププレーヤー

から聞けるフライングディスクの多様性と魅力に竜王町の方々の耳も釘付けになっていました。 

尽きない興味と話に、あっという間に所定時間をオーバーし、久保滋賀県フライングディスク協会副会長の中締

めでお開きとなりました。その後も、公園内の宿泊所に泊まった役員と選手等で消灯時間まで熱く楽しく語り合

いました。  

 

スポレク大会「ディスクゴルフ」 

いよいよ待ちに待ったスポーツ・レクリエーション祭スポレク

滋賀２００８フライングディスク部門ディスクゴルフ大会の開

催日です。天候は、快晴！気温も高めで温かい。10 月も半ば過ぎ

だというのに、Ｔシャツ１枚でも大丈夫な陽気。天候が良ければ、

大会は 80％成功したといっても過言ではありません。金曜日に１

日かけてコースを設定し、土曜日の夕方には、開始式会場や本部

や選手控え室などスポレク大会にふさわしい舞台も仕上がりま

した。ウエルカムゲートとしてバルーンアーチも設置され、ドリ

ンクサービスコーナーや豚汁の振舞いコーナー、お土産コーナー、

そしてフライングディスク体験コーナーもあります。 

8 時から受付開始だというのに、前泊したプレーヤーは、朝５時半起きで練習ラウンドを楽しんでいたようですし、

当日参加のプレーヤーも早々と集まって、思い思いに練習に向かっていきました。6 月に 72 名の枠で募集した選

手も、募集開始わずか 1 週間で定員をオーバーしてしまうほどの人気ぶりでしたので、参加者もかなり楽しみに

していたのではないでしょうか。 

8 時 45 分、選手整列のあと、地元中学校吹奏楽部の生演奏が始まり大会ムードを盛り上げます。9 時 00 分、前

山会長の開始宣言と共にスポレク滋賀２００８のディスクゴルフ大会の幕が切って落とされました。滋賀県の各

市町で 24 種目同時の開始式です。続いて、長谷川会長のあいさつ、大会会長としての竜王町長のあいさつが続き

ます。竜王町長は、昨夜の懇親会で聞き入れたフライングディスクのすばらしさ、本当に驚いた飛行性能をあい



さつの随所に入れておられました。 

選手宣誓は、年齢別日本記録（世界記録）を持つ堀井兄弟が行いました。まだ小学生の彼らは、この日のため

に、何度も何度も選手宣誓の練習を繰り返してきました。 

「宣誓！我々選手一同は、スポーツマンシップとレクリエーション精神にのっとり、正々堂々と戦うこと、そし

て親交を深め合うことを誓います！平成 20 年 10 月 19 日 選手代表 堀井翠 同じく 堀井光流」 

堂々とした選手宣誓でした。 

開始式が終わり、いよいよプレー開始です。大会パンフレットに印刷してある組合せに従い、それぞれスター

トティへ向かって行きました。 

今回は、狙ってパーを取るのは簡単だけど、バーディを狙いに

いくと罠にはまって、ボギーやダブルボギーになってしまうテク

ニカルなコースを準備しました。その中で、日本を代表するトッ

ププロから今日初めてディスクゴルフをする人まで、また老若男

女７１歳から８歳までの幅広い年齢層のプレーヤーがディスクゴ

ルフを楽しみました。池にはめる人、ＯＢを出して泣く人、短い

パットを外してずっこける人。笑いが絶えないラウンドは、プロ

のディスクゴルファーには少々うるさかったかもしれませんが、

そこは、スポレク、わいわいがやがや楽しんでやってもらいまし

ょう。 

午後は、午前の成績順でパーティ分けをしてあり、トップグループは、6 アンダーの晄選手、５アンダーの杉渕

選手と高倉選手、４アンダーの千葉選手でした。このパーティは、バーディを奪い合う展開で、一時、高倉選手

や千葉選手がトップを奪ったり、3 人がタイスコアーでトップに並ぶという、戦う者に息つく暇を与えない熱戦で

した。残り 5 ホールで晄選手が先行する千葉選手に追いつき、最後の３ホールを連続バーディで逃げ切るかと思

われたが、千葉選手も 3 ホール連続バーディで喰らい付いていき、同スコアーでラウンドを終えました。トップ

グループは、13 アンダーの晄選手と千葉選手が優勝を賭けて、9 アンダーの杉渕選手と高倉選手が３位を賭けて、

サドンデス対決を行った結果、優勝：晄勇人選手、準優勝：千葉昌一選手、第３位：杉渕純一選手、第４位：高

倉靖詞選手となりました。 

ウィメン部門は、福原有希選手が大差をつけて優勝し、続く岡

山の吉岡恭子選手が準優勝、第３位には、龍谷大学アルティメッ

トプレーヤーの岡松有香選手が入りました。 
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ジュニア部門は、高倉兄弟の兄の高倉武朗選手と弟の高倉大選

手がワンツーフィニッシュを飾り、第３位に、三重県の大沢優人

選手が入りました。残念ながら最下位に終わった八木詠人選手（9

歳）も、すごく楽しかったようで、お父さんに「来年も来よな」

とリクエストしたそうです。 

シニアマスター部門は、滋賀県の神山吉孝選手と只野幸治選手

が優勝と準優勝を独占し、第３位は三重県の木場龍夫選手が入り

ました。準優勝の只野幸治選手は、スポレクで入賞できたことが今までで一番嬉しかったとのことでした。 

昼休みにフリースタイルをやったり、豚汁食べながらいろんな人とディスク談義をしたりと、思い思いに楽し

んだスポレク滋賀２００８ディスクゴルフ大会も、表彰式を終え、大会終了宣言で幕を閉じました。 

そのあと、月明かりを頼りに真っ暗になるまで有志で後片付けを行いました。嵐のように時が過ぎていった 3



日間（コース準備～ドッヂビー大会～懇親会～ディスクゴルフ大会）でしたが、本当に楽しかったです。私は、

スポレク滋賀での優勝を夢見て数年間技術向上に頑張ってきたのに大会に選手として参加できず、最初は悲しか

ったですが、運営を通じて選手やサポートしてくださった皆様の笑顔と感謝に触れた時、運営に携われて本当に

よかったなぁと思いました。スポレク滋賀２００８関連のテレビやＣＭに何度も登場させていただいたことは、

良い記念になりました。 
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