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第３３回全日本フライングディスク個人総合選手権大会 
2008 年 11 月 1 日（土）～3 日（月）

に、国営ひたち海浜公園ディスクゴルフ

場および新光町グラウンド（茨城県ひた

ちなか市）において、第 33 回全日本フ

ライングディスク個人総合選手権大会

が開催された。個人総合選手権大会はま

さにフライングディスクの「技術」を競

う場であり、フライングディスク競技

11 種（ソフトディスク競技を含む）の

うち、ディスクゴルフ、ＤＤＣ（ダブル

ディスクコート）、アキュラシー、ＳＣ

Ｆ（セルフコートフライト、ＴＲＣとＭ

ＴＡを含む）、ディスタンス、ディスカ

ソン、フリースタイルの総合得点で競われる大会だ。今年は、オープン部門８連覇中の大内選手と、ウィメン部

門２連覇で 2007 年 WFDF 世界個人総合選手権大会チャンピオンの小松選手を破る選手がでてくるかが見所であ



 2 

り、オープンでは筆頭の梶山選手を始め、石原選手や黒田選手、またウィメンでは 2007 年 WFDF 世界個人総合

選手権大会ジュニア部門優勝の祖父江選手や、福原選手の活躍に注目が集まった。 
 

新ポイント制度と成立部門制度の採用 

今年の全日本選手権より、ポイント制度及び成立部門が変更され、従来の総合順位の決定方法に比べ、より全

ての競技での得点が重視され、予選を含めた全ての競技結果が総合順位に影響するようになった。ポイント制度

については、従来は種目別順位の上位８名をポイント対象としていたが、今大会より全員の種目別順位がポイン

ト対象となった。例えばオープン部門であれば１位：３３点、２位：３２点、・・・というように１位から 下位

まで全ての順位にポイントがつく。つまり得意競技だけエントリーしても総合順位としては不利になり、あくま

で個人競技の全ての競技で勝負がつく、その名のとおり「個人総合選手権大会」となった。 
また、種目別競技の決勝については従来は決勝の記録にて順位を決定していたが、今大会より予選と決勝の累積

記録により順位を決定、ディスカソンについては予選記録で決勝のスタートに時間差をつける駅伝スタート方式を

採用することにより、従来以上に競技性が高まった。 
成立部門については、エントリー部門をオープン及びウィメン部門の２部門に限定し、競技自体は 2 部門で実施

し、その上でグランドマスター、マスターといった年齢別部門での表彰を行う形式とし、ベテラン選手の技と若手

選手の力との真剣勝負というフライングディスクならではの競技性を重視した方式となった。 
これらの制度変更が、昨年までの順位にどのように影響を与えるか、非常に楽しみな大会となった。 
 

大会 1 日目 

大会 1 日目は、国営ひたち海浜公園の常設コースにてディ

スクゴルフ競技が行われた。ディスクゴルフにはオープン、

ウィメンあわせて２９名の選手がエントリーした。オープン

部門では前評判どおり、梶山選手、川崎選手が頭一つ抜けで

ていき大内選手、黒田選手、大島選手と続いたが、1st ラウ

ンド、2nd ラウンドともに安定したスコアメイクを行った梶

山選手が 1st49、2nd 51、川崎選手が 1st48、2nd 52 とタイ

でラウンドを終了。大内選手は合計 101 と 1 投差で 3 位。

優勝争いは川崎選手と梶山選手のサドンデスに持ち込まれ、

後は川崎選手が混戦を制しディスクゴルフ競技の優勝を

手にした。ウィメン部門では小松選手に負けじと、福原選手もスコアをまとめていったが、差が縮まらず小松選

手が 1st53、2nd 54 のスコアで優勝した。ディスクゴルフはオープン、グランドマスターともに上位が混戦の結

果となっており、普段、プロとして活躍している梶山選手、川崎選手らの安定した実力が 後実を結んだ結果と

なった。 
 

大会 2 日目 

大会 2 日目は、DDC、アキュラシー予選・決勝、SCF 予選（MTA）、ディスカソンが行われた。 
朝 08:15 から始まった DDC では、オープン 13 ペア、ウィメン 3 ペアがエントリーした。午前中で予選リーグ
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5 試合、決勝トーナメントで優勝するにはさらに 3 試合という過酷なスケジュールから、オープン部門は体力に自

信のある若手ペアの優勝が予想された。 
 オープン予選Ａ組では、大島・横田、大内・梶山ペアが

技術で圧倒的なプレーを見せるが、若さと安定した力で黒

田・内海ペアが抜け出し 1 位通過、予想通り若手の体力の

後を、ベテランの技術力が追いかける展開となった。予選

Ｂ組では、岩藤・石原、川崎・吉村、山本・竹内ペアが随

所に技のすばらしいプレーを見せ、周りを魅了し予選通過

となった。また北海道から参戦した北翔大学の初出場佐藤

ペアが相手チームの技に翻弄されながらも必死にポイン

トをにいくなど、DDC の楽しさを教えられるシーンもあ

った。 
 決勝トーナメントはどの試合も混戦となった。若手の黒田・内海ペアは準決勝シードであったが、予想を覆し、

ベテランの吉村・川崎ペアに 15－10 で敗退。決勝は吉村・川崎ペアと大島・横田ペアの、すばらしい技と絶妙な

コンビプレーの対決となった。 
 ポイントを取るたびに見ている選手から拍手が沸くほどのすばらしい戦いが繰り広げられたが、 後は吉村・

川崎ペアが２１対１４で優勝した。ウィメン部門は福原・吉田ペアが善戦するも、小松・祖父江ペアが安定した

スローとコンビネーションで優勝した。 
 

午後から始まったアキュラシーは、スローの正確性を競

う競技であり、選手によって 初に投げるサイトの順番や、

１投１投集中しながら投げていく選手、４投を一定のリズ

ムで投げる選手など個々で競技の仕方がまったく違う興

味深い種目だ。中でも、今大会では正確なスロー力と集中

力で昨年度のアキュラシーウィメン部門優勝の祖父江選

手に注目が集まった。 
天候のいい微風の中、オープン部門では 13 歳の島彰悟

選手が 14 投と好記録をだし、オープン 17 歳以下の世界

記録を叩きだし、決勝進出に名乗りをあげた。負けじと大

内選手、大島選手が 14 投、川崎選手が 13 投と安定した

スローで決勝に進出した。ウィメン部門では井田選手が 10 投と好成績をだせば、祖父江選手、小松選手が９投、

山形選手８投と続き、決勝進出となった。 
予選終了後引き続き決勝が行われたが、決勝は予選と違い決勝進出４名で４投ずつ交互に投げて行く（投げるサ

イトも個々に決定）ことで、駆け引きとプレッシャーがかかるさらに楽しみな戦いとなった。 
予選で好成績の島選手は予選と違う競技形式でリズムがくずれたのか 6 投と勢いに乗れず、日本記録保持者（１

９投：2004 年）の大内選手が 17 投とすばらしい記録で優勝を手にした。ウィメン部門では、３年ぶりに参加の山

形選手が着々と投数を重ね 11 投を入れ、本人も驚きの優勝となった。 
 

続いて SCF（MTA）の予選が行われた。MTA は、スローしてから片手でキャッチするまでのフライングディ

スクの滞空時間を競う競技だ。SCF はまさにフライングディスクの「技術」力が問われる非常に見応えのある競
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技だ。TRC、MTA ともに 後は投げたディスクを片手でキャッチしなくてはならないため、飛距離だけでなくそ

の落下地点や滞空時間を、風向きを考慮して投げる必要がある。 
SCF の基本的な投げ方は、バックハンドで右方向に投げ

る。飛距離を出すためには、少し右舷に角度をつけて風に乗

せ、 初に右に切れて 後左に切れるように、S 字の軌跡を

描くように投げる。達人たちでもこの角度を正確につけるの

が非常に難しい。１人５投投げるが、納得のいくスローを投

げられるのはそのうち数本である。 
その中でさらに、落下点を読み、全速力で走り片手でキャッ

チする。TRC では１投で平均しても 50ｍのダッシュをする。

体力も必要であり、想像以上にハードで難易度の高い競技で

あると実感した。日本の 高記録は 92.64m だが、その記録

は大会を現地で見ていても想像を絶する記録だ。 
MTA 予選当日はほぼ無風の状況で、風に乗ったディスクが投げられず 8 秒台前半の記録で苦しむ選手のなか、

オープン部門大内選手が 10 秒 44、島健選手が 10 秒 30、ウィメン部門でも小松選手が 8 秒 52 とウィメン部門で

トップの記録をだした。また 8 歳以下年齢別世界記録を持つ白石萌選手が 5 秒 62 と 9 歳以下の年齢別記録を更新

するなど、大会３日目の SCF（TRC）予選へ弾みをつけた。 
 

大会 2 日目４競技目となり選手に疲労が見えてくる中、

ディスカソン予選が始まった。ディスカソンは、約 1km の

林間コースに設けられた 20～30 箇所のマンダトリー（旗

門）にディスクを通しながら走り、ゴールにディスクが通

過するまでの時間の短さを競う競技だ。 
今回のコースは前半にジグザグのマンダトリーが続き、

後半は長距離メインのコース設計で、前半 2 ヶ所設置され

ているテストの成功次第で後半逃げ切りが可能、そして

後には池越えがあり逆転劇も予想される変化に富んだコー

スだ。昨年度も巧みな技と体力で圧倒的な逃げ切りを見せ

た、オープン部門横田選手とウィメン部門福原選手に注目が集まった。 
予想どおり、横田選手、福原選手ともにコース前半のテストを成功し、逃げ切り体制に入り見事予選通過。ま

た、コース設計者の思惑どおり、追い上げる選手がゴール前の池越えを狙い見事に逆転するシーンが数々見られ、

大興奮のディスカソン予選となった。オープン部門では横田選手に続き、内海選手、黒田選手、大内選手が予選

通過した。明日の決勝は今大会より実施の駅伝スタート方式により、オープン部門横田選手が 28 秒、ウィメン部

門福原選手が 9 秒のアドバンテージでスタートする。 
大会２日目を終了し、ディスクゴルフ、ＤＤＣ、アキュラシーの３種目が終了した。総合のポイント争いは上

位が混戦となっており、オープン・ウィメン部門だけでなく、マスター・グランドマスター部門においても 終

日が楽しみな状況となった。 
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大会 3 日目 

大会 終日となる 3 日目は、SCF 予選（TRC）と SCF
決勝、ディスタンス予選・決勝、ディスカソン決勝、フリ

ースタイル競技が行われた。 
SCF は昨日の MTA の予選に引き続き、TRC の予選が

行われた。午前中は昨日同様に風も弱く全体的に記録は伸

び悩み、予選では大島選手の 60.93ｍが 高記録となった。

TRC と MTA の合計ポイントの結果、オープンでは大内選

手、大島選手、梶山選手、石原選手の 4 名が決勝に進出し

た。ウィメンの部では、８歳以下の部で MTA の世界記録

を持つ白石選手が、９歳の若さで決勝に進出する大活躍で、小松選手、福原選手、祖父江選手、白石選手の４名

が決勝に進出した。 
SCF の決勝は、オープン・ウィメンともに決勝に進出

した４名の選手での戦いとなったが、オープンの部では

TRC で上手に風に乗せ、自己ベストとなる 76.20m を出

した石原選手が優勝した。 
ウィメンの部では予選 2位通過である福原選手が、MTA、

TRC ともに決勝で小松選手の記録を上回り逆転優勝に期

待がかかったが、わずかに 0.47 ポイント届かず予選と決

勝で安定した記録を出した小松選手が優勝した。このよう

な結果も今大会の新ルールによって勝負が分かれたとこ

ろであった。また今大会で白石選手は MTA の Women (9
歳以下)の部で 5 秒 91、TRC の Women (9 歳以下)の部で 13.60m の世界記録を樹立した。特に TRC の技術はベ

テラン選手顔負けのスローコントロールで周りを魅了した。 
 

ディスタンスでは、オープン 30 名、ウィメン 6 名の選手が出場した。ディスタンス

はやはり個人競技の代表格でもあり、出場選手の一投一投に周りの視線が釘付けとな

った。昨年ウィメンの部では小松選手が日本記録を更新しており、オープン 177.50m
（大内選手：1997 年）、ウィメン 122.72m（小松選手：2007 年）の記録が、果たして

今年は破られるかに期待がかかった。 
オープンの部では、予選で 140m を超えた選手が 5 名いたが、わずか 23cm の差で

石原選手が決勝進出を逃し、梶山選手、大内選手、大島選手、野村選手の 4 名が決勝

に進出し、予選で本大会 長記録の 164.03m を出した梶山選手が、決勝も安定した飛

距離で大内選手の追随をかわし、合計 321.87ｍで優勝した。 
ウィメンの部では、福原選手、小松選手、祖父江選手、井田選手の 4 名が決勝に進

出し、予選で唯一 110m を超えて、111.55ｍを出した福原選手が、決勝で力を見せた

小松選手を振りきり、わずか 79cm の僅差ながら合計 212.96m で優勝した。 
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ディスカソン決勝では、2 日目の予選タイムに従い、時

間差スタートが行われた。オープンの部では、予選 1 位の

横田選手から 28 秒遅れで黒田選手が、さらに 10 秒後に内

海選手、12 秒後に大内選手がスタートした。予選で 28 秒

もの差をつけた横田選手に対し、黒田選手が猛チャージを

かけ決勝タイムでは 20 秒黒田選手が上回ったが、 後は

8 秒差で横田選手が優勝した。ウィメンの部では予選 1 位

の福原選手から 9 秒遅れて小松選手がスタートした。今大

会のコースでは、スタート地点直後にテスト地点（ある地

点から、先に設けられているゲートにディスクを通すテス

ト。通過できなかった場合、ペナルティコースを余計に周らなくてはならない）が設けられているが、福原選手

は見事に成功。小松選手にプレッシャーがかかるが続いて成功。その後も小松選手は 3 つ設けられた全てのテス

トを通過し、福原選手を逆転。 後は 5 秒差をつけて大逆転での優勝となった。 
 

そして、個人総合選手権の 後の種目フリースタイルで

は、オープン・ウィメンあわせて 6 チームが出場した。個

人総合順位を決める 後の種目であり、フリースタイルを

残した時点でオープンの総合順位は1位大内選手181ポイ

ント、2 位大島選手 175 ポイント、3 位梶山選手 173.5 ポ

イントで、その差は 7.5 ポイントであった。フリースタイ

ルの順位は 1 位と 5 位では 8 ポイント差がつく。大島選手

と梶山選手はフリースタイルで同チームのため順位の入

れ替えはないが、大島・梶山・横田チームが優勝し、大内・

黒田・石原チームが５位となった場合は、大内選手を二人が抜く。フリースタイルの結果次第では大逆転もあり

えるため、和やかな雰囲気の中にも選手たちには緊張感がはりつめた。 
本来、フリースタイルのジャッジは審査員による採点形

式だが、今大会においては、フリースタイル競技を見てい

る選手、観客のみなさんに採点していただく形式がとられ

た。これにより、フリースタイルの技だけでなく観客への

パフォーマンスなども採点に影響すると考えられ、順位を

予想しがたい。個人総合順位が決定する 後の競技にふさ

わしい非常に楽しみな設定だ。結果は安定した個人技と美

しさで大島・梶山・横田チームが優勝したが、山本・竹内

チームが往年の技とチームワークを魅せ大健闘の 2 位、大

内・黒田・石原チームは 3 位となった。 
終順位は、フリースタイルで 3 位を死守し、辛くも 2 ポイント差で逃げ切った大内選手が優勝し、オープン部

門 9 連覇という大記録を更新した。またウィメン部門は総合力に勝る小松選手が優勝し、3 連覇を成し遂げた。 
 

期待と不安の個人戦 
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 今年の大会は、オープン部門では入賞した 3 選手はそ

のポイント差は 3 点であり、 後まで目が話せない勝負

となった。梶山選手など若手のますますの活躍と、ベテ

ラン選手との激戦が来年も見られるだろう。大会の各種

制度変更も、全競技に対しての取組強化につながるもの

であり、来年以降は本制度の中でいかに勝ち残るか各選

手の日頃のトレーニングにもよい影響をもたらすであ

ろう。 
 またウィメンも福原選手など個人競技に長けた選手

が登場するなど、若手の成長に期待が持てるところであ

り、さらに若手という意味では、アキュラシーで 14 投に成功した島選手、SCF で決勝進出した白石選手が、それ

ぞれ世界記録を樹立し、非常に明るい題材がそろった。 
 しかし、一方で個人競技の普及面では大会参加人数が減少しており、全日本選手権としては寂しい状況である。

フライングディスクの若手選手は、近年ではアルティメット競技から始めることが多く、その先にフライングデ

ィスクの様々な競技、技術の道へ競技の幅を拡げることが少なくなっている現実がある。 
 恐らく、フライングディスクの全種目を言える選手も少なくなっているのではないだろうか。個人種目は本来、

より身近に楽しめる種目であり、個人のトレーニングでどんどんその実力を上げていくことが出来るはずである。 
 本大会に出場しているベテラン選手の技術には一見の価値がある。是非皆さんに見てもらいたい。やはり他の

種目同様、百聞は一見にしかず。より多くのフライングディスク選手が様々な種目をその目で見られる環境を増

やし、少しでも競技者が増える様に取り組んでいく必要がありそうだ。 
 

大会結果 

大会詳細結果は、協会ホームページに掲載。（http://www.jfda.jp/33kojin_kekka.pdf） 
個人総合：オープンの部（上位 3位） 

順位 氏名 総合 

ポイント 

DDC ディスカ

ソン 

ゴルフ ディスタ

ンス 

SCF アキュラ

シー 

フリース

タイル 

１位 大内 勝利 210 25 30 31 32 30 33 29 

２位 大島 寛 208 31 26 25 30 31 32 33 

３位 梶山 学 206.5 25 29 32 28 25 27 33 

 

個人総合：ウィメンの部（上位 3位） 

順位 氏名 総合 

ポイント 

DDC ディスカ

ソン 

ゴルフ ディスタ

ンス 

SCF アキュラ

シー 

フリース

タイル 

１位 小松 由香里 54 8 8 8 7 8 7 8 

２位 祖父江 有利子 46 8 6 6 6 6 6 8 

３位 福原 有希 37 6 7 7 8 7 2  
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個人総合：マスターの部（上位 3位） 

順位 氏名 総合 

ポイント 

ディスカ

ソン 

ゴルフ ディスタ

ンス 

SCF アキュラ

シー 

１位 大内 勝利 35 7 7 7 7 7 

２位 岩瀬 克美 24 4 4 6 4 6 

３位 鈴木 誠司 23 6 2 5 5 5 

 

 

個人総合：グランドマスターの部 

順位 氏名 総合 

ポイント 

ディスカ

ソン 

ゴルフ ディスタ

ンス 

SCF アキュラ

シー 

１位 大島 寛 60 12 9 13 13 13 

２位 川崎 篤人 49  13 12 12 12 

３位 横田 浩 48 13 8 9 8 10 

 

今大会の世界記録・日本記録 

種目 クラス 氏名 記録 

MTA Women（9歳以下） 白石 萌 5 秒 91 世界記録更新 

TRC Men（45 歳以上） 大島 寛 60.93m 日本記録更新 

TRC Women（9歳以下） 白石 萌 13.60m 世界記録更新 

ディスタンス Women（9歳以下） 白石 萌 59.92m 世界記録更新 

アキュラシー Men（45 歳以上） 大島 寛 14 投 日本記録タイ 

アキュラシー Men（19 歳以下） 島 彰吾 14 投 日本記録更新 

アキュラシー Men（17 歳以下） 島 彰吾 14 投 世界記録更新 
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個人総合：オープンの部（左下写真） 
準優勝：大島 寛 選手        優勝：大内 勝利 選手       第 3 位：梶山 学 選手 

 

個人総合：ウィメンの部（右下写真） 

準優勝：祖父江 友利子 選手    優勝：小松 由香里 選手      第 3 位：福原 有希 選手 

 

 
 
 
個人総合：マスターの部（左下写真） 

準優勝：岩瀬 克美 選手       優勝：大内 勝利 選手      第 3 位：鈴木 誠司 選手 

 

個人総合：グランドマスターの部（右下写真） 

準優勝：川崎 篤人 選手       優勝：大島 寛 選手        第 3 位：横田 浩 選手 
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第１８回全日本学生新人アルティメット選手権大会 
2008 年 11 月 8 日(土)・9 日(日)の

２日間、富士川緑地（静岡県富士市）

を舞台に、第 18 回全日本学生新人ア

ルティメット選手権大会が開催され

た。今大会はオープンの部：42 チー

ム 551 名、ウィメンの部：31 チーム

335 名、合計 886 名と大会 大規模の

参加者数となり、首都大学東京

BUTTERFLY のオープンチームとウ

ィメンチーム、法政大学 FOXYS のウ

ィメンチームの３チームが初参加と

言う、嬉しい２つの報せとともに大会

の幕が開けた。 
当大会は、アルティメット歴がまだ浅い大学１・２年生の選手を対象として毎年開かれている。普段なかなか

出場機会に恵まれない若い選手達にとって自分達の実力を試す絶好の場だ。試合時間は 30 分と短いものの、初日

はオープン 4 試合、ウィメン 3 試合の予選リーグを行い、様々なチームと対戦することで多くの経験が出来る。

二日目は順位決定トーナメントとなり、オープン・ウィメンともに熱い戦いが繰り広げられた。 
 

  オープンの部 

初日のリーグ戦で混戦を極めたのが、慶応義塾大

学 HUSKIES、同志社大学 MAGIC、立教大学

MANEUVERS、和歌山大学 NAKED Brothers、愛

知学院大学 Batman が属していたＯＦリーグ。先の

全日本選手権でそれぞれ学生チームとしては好成績

を残した愛知学院大学 Batman、慶応義塾大学

HUSKIES が下位に沈み、他の３チームが同率首位

で並んで、得失点差で立教大学 MANEUVERS、同

志社大学 MAGIC が上位トーナメント進出を決めた。 
全日本選手権本選に出場したチームは練習期間が

短く、調整が難しいことも挙げられるが、今後の勢

力図書き替えも予想させる興味深い結果となった。既存の強豪２チームにも、勝ち星を重ねた３チームにも今大会

をきっかけとした今後の更なる飛躍を期待したい。 
二日目の上位トーナメントでは、準決勝の中京大学 FLIPPERS 対 日本体育大学 BARBARIANS の対戦カー

ドが事実上の決勝戦と言われ、注目を集めた。基本に忠実で華麗なパスワークを見せる中京大学 FLIPPERS に対

し、粘り強くマンツーマンディフェンスと思い切りのいいオフェンスで挑む日体大。序盤、勢いに勝る日本体育大

学 BARBARIANS はロングシュートで次々に局面を打開し、リードを重ねる。難易度の高いアクロバティックな

プレーを鮮やかにやり遂げる姿はまさに日本体育大学 BARBARIANS らしいプレースタイル。２点差をつけ、こ
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のまま勝負は決まるかと思いきや、中盤から終盤にかけて徐々に中京大学 FLIPPERS が日本体育大学

BARBARIANS のオフェンスを封じ、ペースを握り始める。慎重とも言えるが、新人戦チームとは思えないほどに

落ち着き払った中京大学 FLIPPERS は日本体育大学 BARBARIANS のミスを全て得点につなげ、逆転。どちらが

勝ってもおかしくない接戦を中京大学 FLIPPERS が勝ち取り、決勝へコマを進めた。 
反対側の山では、昨年８位と苦杯を舐めた大阪体

育 大 学 BOUHSEARS が 初 戦 の 龍 谷 大 学

ROC-A-AIR、準々決勝の千葉大学ミストラル、準決

勝の同志社大学 MAGIC を破り、順当に決勝戦にコ

マを進め、奇しくも夏の学生選手権決勝と同じ対戦

カードが新人戦決勝戦でも実現した。 
大勢の観客が見つめる中で試合はスタート。序盤、

中京大学 FLIPPERS のため息を誘うような、ダイ

ブによるキャラハンゴールが飛び出し、決勝戦のレ

ベルの高さを観客に見せつける。このプレーで中京

大学 FLIPPERS は勢いに乗りたいところであった

が、大阪体育大学 BOUHSEARS は意気を落とさず、粘り強い攻撃で一進一退を繰り広げ、１ターン１ターンが非

常に長いシーソーゲームの展開へ。技術・試合運びの両面で１・２年生主体とは思わせない、非常に高いレベルで

の実力の均衡の中で、中盤から徐々に流れを引き寄せたのは大阪体育大学 BOUHSEARS。確実にパス回しをしな

がら、勝負所を見逃さずチャレンジする姿勢がチームに自信と勢いをもたらす。そして残り５分を切った時点で大

阪体育大学 BOUHSEARS が１点リード。 後のオフェンスと意識しながらも、決して慌てず華麗なパスワークで

確実に相手ゴール前まで迫る中京大学 FLIPPERS。残り１分、この試合 大の見せ場となった、中京大学

FLIPPERS が放ったアップサイドシュート。決まればサドデンス突入の場面で、大阪体育大学 BOUHSEARS、渾

身のディフェンスに阻まれ、ゲームセット。６－５、大阪体育大学 BOUHSEARS が優勝した。 
 
＜優勝 大阪体育大学 BOUHSEARS 竹中公紀選手＞ 
昨年８位という悔しい結果だったので今回優勝できて本当に嬉しいです。来年の学生選手権でも優勝できるよう

に頑張ります。 
 

 ウィメンの部 

今大会、強豪チームが順当に勝ち進む中で健闘し

たのが宇都宮大学チャオズ☆。バンクーバーで行わ

れた今年の世界大会にジュニアウィメンの一員と

して参加した天田選手＜世界大会得点王＞、山本選

手、竹田選手を中心に予選リーグを全試合１１点先

取の圧倒的な強さで勝ち進み、上位トーナメントで

は準決勝でびわこ成蹊スポーツ大学 LAKERS に３

－ ６ で 敗 れ る も 、 ３ 位 決 定 戦 で 立 教 大 学

MANEUVERS に７－３で勝利し、堂々の３位に輝

いた。 
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正確なロングシュートと落ち着いたパス回しで試合の主導権を握り、個々人の技術力の高さを存分に発揮しての

躍進。しかしながら、驚くのは今回の結果以上にまだまだ眠っているポテンシャルの高さを感じさせる部分である。

来シーズンの活躍に大いに期待をしたい。 
二日目の上位トーナメント序盤戦で注目のカードとなったのは、準々決勝の中京大学 Naughty Kidsｖｓ大阪体

育大学 BOUHSEARS 戦。学生選手権優勝・全日本選手権でも学生チーム 高順位の中京大学 Naughty Kids とチ

ームとしての仕上がりの良さを見せる大阪体育大学 BOUHSEARS。早々と準々決勝でこの２チームが対戦してし

まうのはいささかもったいないと感じさせるほど。共にトーナメント初戦を圧倒的なオフェンスで大量得点を取り

勝ち進んだ両チームであったが、実力拮抗を象徴するようなロースコアゲームで試合は進む。どちらが勝ってもお

かしくない接戦を４－３で制したのは大事な場面で得点を決める勝負強さを発揮した大阪体育大学 BOUHSEARS。
この後、勢いに乗った大阪体育大学 BOUHSEARS は立教大学 MANEUVERS を７－３で破り決勝までコマを進め

る。 
もう１つの山を勝ち抜いたのはびわこ成蹊スポーツ大学 LAKERS。今シーズンは学生選手権・全日本選手権共

に充実した結果を残し、上級生が抜けてもチームの勢いはそのままに新人戦チームも危なげなく決勝まで勝ち進

んだ。 
 

大阪体育大学 BOUHSEARS  対 びわこ成蹊

スポーツ大学 LAKERS の決勝戦は、試合前から両

チームがそれぞれのエンドで控えの選手や応援に駆

けつけた関係者を巻き込んだオリジナルパフォーマ

ンスで盛り上がりを見せ、コート中に決勝に相応し

い心地よい緊張感が漂った。このパフォーマンスだ

けを見ても、チームの固い結束・優勝にかける意気

込みが十分に伝わる。決勝まで勝ち残るチームには

技術力の高さや身体能力の高さ以外にも強さの秘訣

があることを感じさせる一場面であった。 
ここまでの両チームの試合内容からも接戦が予想されたが、蓋を開けてみれば大阪体育大学 BOUHSEARS が

試合巧者振りを発揮。びわこ成蹊スポーツ大学 LAKERS の見事なロングシュートも数度見られたが、試合全体を

通じて得意とする攻撃パターンをあまり作れず、選手自身が歯がゆさを感じながらの試合展開。大阪体育大学

BOUHSEARS は狙いを定めたディフェンスと確実な攻撃でどんどん点差を広げ、結果は１０－５の完勝。結果だ

けを見ればワンサイドゲームだが、個々の能力差以上に、大阪体育大学 BOUHSEARS のチームとしての試合運

びの上手さが勝敗を決める要因となった。敗れはしたものの、びわこ成蹊スポーツ大学 LAKERS にとっても貴重

な経験になったことは間違いない。来シーズンの両チームの対戦が今から楽しみである。 
 

＜優勝 大阪体育大学 BOUHSEARS 筑城響選手＞ 
やりましたー！優勝しました、アベックです。チームのみんなとまわりで支えてくださった先生や先輩方があっ

ての結果です！本当にありがとうございました。 
 

 過去最大規模の新人戦 

今大会の特徴として、上位チームのレベルアップと参加者数の増加の 2 点が挙げられる。まず、上位チームのレ
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ベルアップであるが、オープン・ウィメンともに個々

の技術のみならずチームとしての戦術も含めてレベ

ルが上がっている印象を受ける。これはまさに夏の世

界大会にジュニアチームで参加した選手が世界での

経験を持ち帰り良い化学反応を引き起こしているか

らと言えよう。代表選手は自分のチームメイトに刺激

を与えるだけでなく、代表選手間のつながりからチー

ム間の横のつながりも作り出し、今まで以上に身近な

距離感でチーム間の切磋琢磨が行える環境が出来上

がったことも一因だ。良きライバルの発見が大きな成

長を生む。代表選手を中心に今後更にこの好循環が広がり、色々な成果が大きく花開くことを期待したい。 
次に参加者数の増加であるが、冒頭に述べたとおり今大会は参加者数が 大規模となった。当大会は大学１・２

年生のアルティメットを始めたばかりの選手が集まる大会なので、この成果は今後の競技人口増加への期待につな

がる。先に述べた競技レベルの向上ももちろん重要だが、競技人口の増加も今後のアルティメット競技の発展には

欠かせない要素である。 
当大会は、若い選手達が初めて真剣勝負の試合でプレーする大会とも言え、ここで経験したアルティメット競

技の奥深さ・面白さがその後の競技人生に大きな影響を与えることも多い。また、現 2 年生が来シーズンのチー

ムの中心になるため、すでに当大会を 2009 年シーズンの始まりと位置づけて挑んでいるチームも珍しくない。一

年間の練習の集大成として挑む、学生選手権・全日本選手権とは位置づけが異なるかもしれないが、学生チーム

にとって当大会の重要性は他の大会に勝るとも劣らない。当大会の発展を持ってアルティメット競技の普及が今

後更に進むことを願うばかりである。 
後に、先に述べた参加者数の増加や円滑な当大会運営において、目に見えない部分で学連スタッフが果たし

ている役割は大きい。大会を盛り上げているのは選手だけではない。学連スタッフを中心とした裏方の支えがあ

ってこそ、素晴らしい試合やドラマが生まれる。この大会を期に学連スタッフも代替わりとの事。彼らの功績を

末筆ながら書き添えたい。 
 
優勝 オープンの部 大阪体育大学 BOUHSEARS  優勝  ウィメンの部 大阪体育大学 BOUHSEARS 
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ＭＶＰ オープンの部 大阪体育大学 BOUHSEARS  川瀬 絢士郎 選手 

ＭＶＰ ウィメンの部 大阪体育大学 BOUHSEARS  穂積 真緒 選手 

 

大会結果 

 
オープンの部 最終順位 

１位 大阪体育大学 BOUHSEARS ２２位 会津大学 Dual Boot 

２位 中京大学 FLIPPERS ２３位 法政大学 FOXYS 

３位 日本体育大学 BARBARIANS ２４位 獨協大学 WAFT! 

４位 同志社大学 MAGIC ２５位 慶應義塾大学 HUSKIES 

５位 京都大学 BREEZE ２６位 法政大学 ASA-MAC'S 

６位 千葉大学 MISTRAL ２７位 静岡大学うわの空 

７位 早稲田大学 SONICS ２８位 日本福祉大学 WARRIORS 

８位 立教大学 MANEUVERS ２９位 信州大学 LOOSE 

９位 上智大学 FREAKS ３０位 東京大学 Brownies 

１０位 甲南大学 CHIKENHEART ３１位 筑波大学 INVERHOUSE 

１１位 日本大学 Hummingbirds ３２位 富士常葉大学 INDIES 

１２位 龍谷大学 ROC-A-AIR ３３位 首都大学東京 BUTTERFLY 

１３位 横浜国立大学 COUGARS ３４位 近畿大学 MAFFIA 

１４位 岡山大学 BLACKHAWK ３５位 大阪大学 ENN 

１５位 びわこ成蹊スポーツ大学 LAKERS ３６位 慶應義塾大学ホワイトホーンズ 

１６位 立命館大学 Ludolph ３７位 明治大学 FREE FLYERS 

１７位 東京外国語大学 MAX ３８位 國學院大學 TRIUMPH 

１８位 関西学院大学 ARROWS ３９位 愛知学院大学 Batman 

１９位 和歌山大学 NAKED Brothers ４０位 東京学芸大学 BIG APPLE 

２０位 成蹊大学 LIBEROS ４１位 昭和大学 Light Wings 

２１位 佛教大学 Sallian∞Joseph ４２位 国際基督教大学 WINDS 
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ＮＰＯ法人 日本フライングディスク協会

本部 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩 4-20-24

『Flying Disc Times』VOL.72(平成 20 年 12 月 20 日発行)

発行人・長谷川純三／企画 編集・岡本紀彦

 
ウィメンの部 最終順位 

１位 大阪体育大学 BOUHSEARS １７位 関西学院大学 ARROWS 

２位 びわこ成蹊スポーツ LAKERS １８位 甲南大学 CHIKENHEART 

３位 宇都宮大学チャオズ☆ １９位 筑波大学 INVERHOUSE 

４位 立教大学 MANEUVERS ２０位 京都大学 BREEZE 

５位 日本体育大学 BARBARIANS ２１位 東京外国語大学 MAX 

６位 中京大学 Naghty Kids ２２位 日本大学 Hummingbirds 

７位 近畿大学 MAFFIA ２３位 成蹊大学 LIBEROS 

８位 國學院大學 TRIUMPH ２４位 国際基督教大学 WINDS 

９位 同志社大学 MAGIC ２５位 上智大学 FREAKS 

１０位 獨協大学 WAFT! ２６位 昭和大学 Light Wings 

１１位 愛知学院大学 ROLY-POLY ２７位 東京学芸大学 BIG APPLE 

１２位 龍谷大学 ROC-A-AIR ２８位 首都大学東京 BUTTERFLY 

１３位 早稲田大学 SONICS ２９位 信州大学 LOOSE 

１４位 佛教大学 Sallian∞Joseph ３０位 法政大学 FOXYS 

１５位 横浜国立大学 COUGARS ３１位 文教大学 AIRS 

１６位 慶應義塾大学 HUSKIES   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


