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フライングディスクタイムズは、スポーツ振興くじ助成金を受けて実施しています 

 

第３４回全日本フライングディスク個人総合選手権大会 
2009 年 11 月 1 日～3 日、富士川緑

地（静岡県富士市）にて第 34 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。今年の個人総合選手権

大会は、前号でも触れたように大会日程

が大きく変更された非常に興味深い大

会である。9 月 5 日～6 日のディスクゴ

ルフ部門と分けて開催された今年の大

会は、この 3 日間で残りのアキュラシ

ー、SCF、ディスタンス、ディスカソン、

DDC、フリースタイルの 6 種目を競い

あった。 
ディスクゴルフ部門の総合ポイント

結果は、昨年準優勝の梶山選手が 1 位で 27 ポイント、昨年優勝の大内選手が 21 ポイントと 6 ポイント差。10 連
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覇をかけた大内選手の追随を、梶山選手が逃げ切ることが出来るか、また昨年 SCF 種目で優勝した石原選手がど

こまで食い込むことが出来るかが見所となった。 
 

大会１日目 
初日はアキュラシーが予選から決勝まで行われた。予選

第１ラウンドでは、グランドマスター部門の川崎選手が、

18 投の記録を出し、45 歳以上の日本記録を更新した。朝

の天候はまずまずであったが、予選第 2 ラウンドから強い

横風となり、かなりの悪条件の中での競技となった。各選

手ともスコアが伸び悩んだが、川崎選手、大内選手、島選

手、横田選手の 4 名が決勝に進出した。決勝では強風の中

10 投を入れた大内選手が優勝し、まず 27 ポイントを獲得

し、梶山選手に総合 0.5 ポイント差の 2 位につけた。 
続いて SCF（セルフ・コート・フライト）の予選が行

われた。SCF は MTA（マキシマム・タイム・アフロト）

と TRC（スロー・ラン・アンド・キャッチ）の合計ポイ

ントで競われる。SCF のポイントは、MTA 秒数×5.5＋
TRC 距離で計算される。1 秒長く浮かせられれば、

5.5mTRC で距離を出した計算になる。MTA の結果から、

TRC で何メートル距離を出せればよいかなどの計算がな

かなか面白い競技だ。SCF も強風の中での競技となり、

ファーストバックを使っている選手は、ディスクが風に吹

き飛ばされて使用できず、ウルトラスターでプレイするな

ど、かなり苦戦を強いられた。予選では第一ラウンドで記

録を伸ばした梶山選手を筆頭に、大内選手、石原選手、神

戸選手の 4 名が決勝進出を果たした。 
 

大会２日目 
大会２日目は DDC（ダブルディスクコート）とディス

カソン予選が行われた。夜降った雨はほとんど上がってい

たが、DDC リーグ戦までは強風がまだ吹いており、初日

に続き風との戦いとなった。後半のトーナメントからは風

も和らぎ、DDC ならではのスローのタイミング、チッピ

ングなどの技を駆使した、見所ある試合が繰り広げられた。

決勝は、川崎・吉村ペア対、大内・梶山ペアとなったが、

川崎・吉村ペアが昨年に引き続き優勝し、連覇を果たした。 
この時点で、各種目でコンスタントに上位に位置づけて

いる川崎選手が総合 79 ポイントと逆転しトップに着いた。 
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大会３日目 
 大会３日目は、個人戦の 大の見せ場、ディスタンスから行わ

れた。３日間という長い戦いではあるが、十分に体を休めて調整

が可能なスケジュールの中、大記録が期待された。 
ディスタンスで使用されるディスクは、頻繁に改良が行われ昨

年と今年では使用するディスクが変わってくる。 近はリムが平

たくて厚いディスクが登場した。しかし新しいディスクを誰もが

簡単に投げられるわけではない。ディスクの特徴を理解し、ディ

スクにあった投げ方が必要となる。各選手が何のディスクを使用

して、どのような軌道で飛距離を伸ばしてくるのかも見所のひと

つである。 
予選第１ラウンドは、左方向からの横風が吹く、なかなか良好

なコンディションとなった。その中で、オープンではディスクゴ

ルフの長距離ドライバー用ディスク R-Pro BOSS を今年から使

用した大島選手が 170.48m を出し、45 歳以上の日本記録を更新

した。決勝には大島選手、大内選手、梶山選手、石原選手が他と

の圧倒的な実力差で進出した。決勝では、ほぼ無風の状態での競

技となった。周囲に緊張感が張り詰め、真剣勝負を間近で写真に

おさめたいが、それもはばかれる静かな時間が流れた。決勝は予

選で日本記録を打ち出した大島選手が 150.75m を投げ、見事優勝

を果たした。ウィメンは決勝で 116.04m を出した小松選手が優勝

した。 
この時点でオープン総合ポイントで、川崎選手が 101 ポイント

で１位。梶山選手 99.5、大内選手 98、大島選手 94 と続いた。 
 
続いて行われた SCF 決勝には、梶山選手、大内選手、石原選手、

神戸選手が挑んだ。昨年 SCF で優勝している石原選手がここで実

力どおり記録を出していけば総合ポイントで上位に食い込むこと

が出来る。予選とはうって変わりほぼ無風という環境で、うまく

上空の風のタイミングをつかんで、ディスクを長時間滞空させる

ことが出来るかがポイントとなった。 
初に行われた MTA では、神戸選手が 10.70 秒でトップとな

り、石原選手が 10.16 秒で TRC 換算 2.97m 差、大内選手が 8.67 秒で 11.16m 差、梶山選手が 8.3 秒で 13.2m 差

につけた。いずれもうまく風に乗せれば逆転可能な位置につけた。 
そして勝負の TRC、梶山選手が 61.63m と記録を出し SCF ポイント 107.28 とするが、安定した記録を出した

石原選手が 58.51m で確実にキャッチし、SCF ポイント 114.38 で優勝した。この結果、総合ポイントで梶山選手

が 125.5、大内選手が 122、石原選手が 116.5 と川崎選手を逆転し、上位に躍り出た。 
 

いよいよ残りは、ディスカソンとフリースタイルの 2 種目となった。総合優勝の行方だが、大内選手、石原選

手はディスカソン準決勝で敗退しており、それぞれ 22 ポイントと 21 ポイント。決勝進出した梶山選手は 24 ポイ
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ント以上が確定している。梶山選手と大内選手はフリースタイルでペアを組んでいるため、二人の順位の関係は

決定。ディスカソン決勝を前に、梶山選手と石原選手の総合ポイント差は 9 ポイント。この時点で梶山選手の優

勝が確実となった。 
ディスカソン決勝は、ウィメン、オープンとも 後のテスト

で逆転劇があった。ディスカソン競技のテストとは、ある地点

からディスクを投げて、決められたポイントを通過させたり、

特定のフィールド内にディスクを停止させるものだ。テストを

クリアできなかった場合は、ペナルティとなり、ペナルティー

コースを余計に回らなければならない。 
今年のコースは 3 つのテストが設けられている。選手たちは

マラソンのように走って息が上がっている状態で、冷静に正確

にスローを投げなければならない。まさにディスカソンの見所

である。 
 ウィメンは、小松選手、福原選手、祖父江選手が出場した。

初のテストを小松選手がクリアしリードをするが、 後のテ

ストを失敗。徐々にその差を詰めてきた福原選手が、 後のテ

ストをクリアし、ペナルティーコースを走っている小松選手を

逆転。見事逆転優勝を果たした。 
オープン決勝は、黒田選手、横田選手、梶山選手、丸井選手

が出場した。スタートからしばらく団子状態であったが丸井選

手が持久力を生かして先頭に立ちリードを保った。しかし 後のテストをクリアできずに、丸井選手はペナルテ

ィーコースへ。その間に黒田選手、横田選手、梶山選手、３人の選手が共にテストをクリアして抜き去り、ゴー

ル目前で黒田選手が先頭に立つ。 後は黒田選手の、ゴールを狙った池越えスローが見事成功。大逆転での優勝

であった。梶山選手は 3 位となった。 
 ディスカソンの結果、25 ポイントを獲得した梶山選手が、総合ポイント 150.5 で首位、続いて大内選手 144 ポ

イント、石原選手 137.5 ポイント、大島選手 133 ポイントとなった。3 位入賞を石原選手が果たすか、大島選手が

逆転入賞するか、勝負の行方は 終種目フリースタイルに委ねられた。 
 

 フリースタイルは、富士山の絶景をバックに、 高

のシチュエーションが整った。フリースタイルの採点

は、今大会も昨年同様に観客の投票で決まる。いかに

観客を魅了できるかが勝負だ。出場した 4 チームは「巧」

の横田、大島、山本チーム、「技」の大内、梶山チーム、

「力」の黒田、石原チーム、「若」の神戸、片倉チーム

とそれぞれに特徴があり、非常に評価が難しい。 終

的に BGM ときれいにマッチした演技を披露した「巧」

の横田、大島、山本チームが優勝をした。 
 フリースタイルで優勝した大島選手は27ポイントを

獲得し、石原選手に 0.5 ポイント差まで迫ったが、石原選手が辛くも逃げ切り 3 位入賞を果たした。 
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 オープン部門総合優勝は、9 連覇中の大内選手を破り、梶山選手が見事初優勝に輝いた。ウィメン部門は、小松

選手が優勝し、3 連覇を成し遂げた。 
今年の個人総合選手権大会は、ディスクゴルフを

除く種目で３日間使えたことで、各種目予選を２ラ

ウンド行うなど、どの競技も今までになく充実した

ものとなった。風向きやコンディションによって、

1 ラウンド目の反省点を修正し 2 ラウンド目に臨む

ことも出来るようになった。参加者が少ないのが一

番の課題だが、質は高くなってきていると言える。

参加者の満足度も高かったようで、今年行った開催

方式の変更は全体としてよい結果をもたらした。来

年の個人戦が、より参加者が集まる事を期待したい。 
 

グランドマスター部門 入賞者               ウィメン部門 入賞者 

優勝：大島 寛 選手（中央）               優勝：小松 由香里 選手（中央） 

準優勝：横田 浩 選手（右側）             準優勝：祖父江 有利子 選手（右側） 

第３位：川崎 篤人 選手（左側）            第３位：福原 有希 選手（左側） 

 

オープン部門 入賞者 

優勝：梶山 学 選手（中央）           

準優勝：大内 勝利 選手（右側）    

第３位：石原 雅敏 選手（左側）  
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大会結果 

大会詳細結果は、協会ホームページに掲載。 
 
個人総合：オープンの部（上位 3位） 

順位 氏名 総合 

ポイント 

ゴルフ アキュラ

シー 

DDC SCF ディスタ

ンス 

ディスカ

ソン 

フリース

タイル 

１位 梶山 学 175.5 27 21.5 25 26 26 25 25 

２位 大内 勝利 169 21 27 25 24 25 22 25 

３位 石原 雅敏 160.5 24 18.5 23 27 24 21 23 

 
個人総合：ウィメンの部（上位 3位） 

順位 氏名 総合 

ポイント 

ゴルフ アキュラ

シー 

DDC SCF ディスタ

ンス 

ディスカ

ソン 

フリース

タイル 

１位 小松 由香里 59 7 9 9 8 9 8 9 

２位 祖父江 有利子 52 6 7 9 7 7 7 9 

３位 福原 有希 50 9 8 7 9 8 9 0 

 
個人総合：グランドマスターの部（上位 3位） 

順位 氏名 総合 

ポイント 

ゴルフ アキュラ

シー 

DDC SCF ディスタ

ンス 

ディスカ

ソン 

フリース

タイル 

１位 大島 寛 42 9 7  8 10 8  

２位 横田 浩 39 8 8  5 8 10  

３位 川崎 篤人 35 10 10  6 9   

 

今大会の世界記録・日本記録 

種目 クラス 氏名 記録 

ディスタンス Men（45歳以上） 大島 寛 170.48m 日本記録更新 

ディスタンス Men（35歳以上） 大島 寛 170.48m 日本記録更新 

ディスタンス Men（12歳以下） 井上 大地 108.33m 日本記録更新 

ディスタンス Women（11歳以下） 白石 萌 70.65m 日本記録更新 

ディスタンス Women（10歳以下） 白石 萌 70.65m 日本記録更新 

アキュラシー Men（45歳以上） 川崎 篤人 18投 日本記録更新 

アキュラシー Men（12歳以下） 井上 大地 10投 日本記録更新 
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ドッヂビーを体験！～学生連盟によるドッヂビーイベント体験記～ 
本号より、日本学生フライングディスク連盟の広報部メンバーが、学生の視点でフライングディスクを様々

な角度から、定期的にレポートします！お楽しみに。 
 

やわらかい素材にポップな柄が特徴的な「ドッヂビー」。みなさんは投げたことがあるでしょうか。今回私たち

学生連盟は、アルティメット以外の競技を肌で感じてみよう、ということで、日本ドッヂビー協会（※1）の方と

共にドッヂビーのイベントに参加してきました。 
 
■10 月 18 日（日） 

2009 年 10 月 18 日、四谷駅から歩いてすぐ

の外濠公園総合グラウンドにて行われている千

代田区民体育大会のすぐ横で、千代田区民の

方々にドッヂビーを知ってもらうべく、イベン

トが行われた。ディスゲッター・ゴールとディ

スゲッターを体育大会会場からよく見える場所

に設置し、誰もがいつでも気軽に参加できるよ

うなイベントとなっていた。スタッフ同士でド

ッヂビーを投げていると、早速子どもたちが集

まってくる。たくさん用意してあったドッヂビ

ーは瞬く間に子どもたちの手に渡った。始めは

自己流で力任せに投げていた子も、一度投げ方

を教えれば、すぐに習得する。やはり子どもの吸収力はすごい。長い距離のスローに挑戦する子どもたちもいれ

ば、ゴールとドッヂビーを使って PK 戦をしている子どもたちもいた。ディスゲッターには見る見るうちに長蛇の

列ができ、みな自分の番が待ちきれないようであった。 
 多くの子どもたちが集まってくれたところで、ドッヂビーの試合が始まった。この競技はドッジボールをボー

ルの代わりにドッヂビーを用いて行う、という非常に分かりやすいルールだ。さらに柔らかい素材のドッヂビー

で行うため、危険が少なく、幼稚園の子どもも参加できるというのも魅力の１つである。男の子対女の子、子ど

もたち対大人たち、といったようなイレギュラーな組合せでゲームを行ったりもした。大人たちに負けて悔しか

ったのか、中にはゲーム終了後に強いスローをキャッチする練習がしたい、と私たちに申し出てくる子もいたほ

どだった。 
隣で行われている区民体育大会が終わり親御さんが迎えにきてもなお、ドッヂビーを投げている子もいるなど、

ドッヂビーにたくさんの子が魅了されたようだった。 
 子どもたちの元気とやる気に感激されつつも、大人たちにとってはどっぷり疲れる１日となった。 
 
■11 月 1 日（日） 
 2009 年 11 月 1 日、川崎市立高津中学校にて、高津中学校区地域教育会議と東高津中学校区地域教育会議の主

催、ＮＰＯ法人高津総合型地域スポーツクラブＳＥＬＦと日本ドッヂビー協会の後援でドッヂビーのイベントが

行われた。地域の小学校高学年と中学校１年生を中心に、当初約７０人の参加が予定されていたこのイベントで

あったが、インフルエンザによる学級閉鎖の影響で、３４人にまで参加者が減る事態に見舞われた。しかし子ど
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もたち一人ひとりの活気により、人数の減少を感じさせないほど会場は熱気で満ち溢れていた。 
 まずはアップとして体育館内でドッヂビーに触れてみる。バックハンドでのスローを教わり、２人１組になっ

て軽く練習。方向が安定しない子はいても、軽い素材のおかげか、飛距離はみな出せていたようだった。 
ドッヂビーに慣れたところでみなで校庭に移動。校庭ではディスクゴルフとディスタンスとディスゲッターを行

った。外では強い風に見舞われ、子どもたちはスローに苦労しつつ自分たちなりにコツを掴もうとしていたよう

だった。フラフープや池といった障害物が用意されたディスクゴルフでは、５ホールを３～４人のグループにな

って回った。ディスタンスでは、上手く風の流れにディスクを乗せられた中学１年生の男の子が約 55 メートルを

記録した。 
 校庭での競技を終えると、体育館にて

ドッヂビーとゴールドッヂ（※2）が始ま

った。３チームに分け、総当たり戦でゲ

ームを行った。ゴールドッヂはチームワ

ークと確実なパス回しが鍵となる競技で

あるため、スローやキャッチに慣れない

子どもたちは苦戦しているようだった。

目まぐるしい攻守交替に混乱し、オフェ

ンスとディフェンスを間違えてしまう子

もいた。しかし驚いたのがディフェンス

だ。ジャンプをして空中での競り合いに

よるインターセプト、ゴール前でのキー

パー力。技術では未熟な子どもたちも、

すばしっこさと有り余るエネルギーを存分に活かしていた。 
 イベントの 後には各競技でつけていたポイントで順位を決定し、景品としてドッヂビーを贈呈。予定より少

ない人数での開催となったが、子どもたちに様々な競技を体験してもらえた良いイベントとなった。特に新提案

のオリジナルゲームであるゴールドッヂを楽しんでもらえたことに、日本ドッヂビー協会の方は喜びを感じたそ

うだ。 
 

以上２つのイベントを通して、ドッヂビ

ーの面白さ、そして何よりドッヂビーの普

及率の高さを感じた。ドッヂビーを投げた

ことがあるのか、という問いに「はい」と

答える子どもがたくさんいたからだ。聞け

ば学校の体育の授業でドッヂビーが扱われ

ているそうだ。 
アルティメット以外のフライングディス

ク競技を知ることはとても新鮮で、かつ刺

激的であった。みなさんもドッヂビーは子

どもがするもの、なんて先入感は捨てて一

度体験してみたらどうだろうか。その面白

さと難しさに虜になること間違いなしだろ
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う。 
分かりやすいルールと柔らかい素材、といったドッヂビーにしかない特徴を活かして普及しつつあるドッヂビ

ー。アルティメットにしかない特徴を活かした普及の仕方はどのようなものであるのか、学生連盟はもちろん、

アルティメットを愛するみなで考えて見たいと感じたイベントでもあった。 
 

※ 1 日本ドッヂビー協会は、日本フライングディスク協会役員および日本ディスクゴルフ協会役員経験者また、既存フライングディスク

競技のあらゆる種目経験者で構成された、ドッヂビーのより一層の普及を目指した新しい専門協会です。（http://www.dbja.jp/） 

※ 2 日本ドッヂビー協会で推奨している競技の一つ。ゴールにドッヂビーを投げ入れて得点を競う競技です。パスワークなどアルティメ

ットの要素を含んでいます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


