
 1 

 
VOL.79（’10.01） 

 
 
２００９ウィンターインドアガッツ選手権大会 ......................................................................................1 
日本学生フライングディスク連盟 新幹部紹介 .................................................................................6 
 

  
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 

 
 

２００９ウィンターインドアガッツ選手権大会 
2009 年 12 月 7 日～8 日、埼玉県彩の国

熊谷ドーム（埼玉県熊谷市）にて、２００

９ウィンターインドアガッツ選手権が開催

された。エントリーチーム数はオープン 23
チーム、ウィメン 11 チームの計 34 チーム

で、例年通り国内 大規模の大会となった。 
このウィンターインドアガッツ選手権は

ガッツシーズンの開幕を告げる大会であり、

毎年 5 月に行われる全日本ガッツ選手権が

「真剣勝負」の雰囲気を持つ大会であるの

に対して、こちらは「ガッツの祭典」とも

言える大会である。ガッツ競技は、1954
年ニューハンプシャー州ダートマス大学での発祥から 55 年。オフェンス面ではサムスローやピンチスローが生ま
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れ、落ちる・スライドするなど変化するスローも

一般化。ディフェンス面ではフォーメーションが

確立され、組織的なディフェンスが行われるよう

になり、綿密なゲームプランに基づく駆け引きが

勝敗を分けるチームスポーツとしてガッツは発展

してきた。現在日本の競技レベルは世界でもトッ

プクラスにあるが、これは世界に先駆けて繊細な

集団戦術を突き詰めた結果といえるだろう。 
一方でガッツにはただ純粋に力と力をぶつけ合

う要素も厳然として存在する。エースの強烈なス

ローが相手のディフェンスも戦術も吹き飛ばす。

相手のエースの投げたスローを完全に止める一発のクリーンキャッチが試合をひっくり返す。「このスロー取って

みろ！」「そのスロー止めてやる！」このような単純さ、エキサイティングさ、意志と意地のぶつかり合いもガッ

ツの大きな魅力の一つである。この興奮を選手全員で楽しもうという雰囲気の帰結がウィンターインドアガッツ

選手権と言えるだろう。今年度も興奮のうちに、好勝負が随所で展開される大会となった。 
 

オーブンの部 

オープンの部は混戦となった。全日本選手権で優

勝の KATON のメンバーを中心とし、トナカイのコ

スチュームと 高レベルのパフォーマンスで大会

ムードを盛り上げる「チリ～ン」、同じく KATON
のメンバーを中心とする「サラーン」、日本福祉大

学 OB を中心とする愛知の強豪「80’s」、成長著し

い獨協大学の学生チーム「快進撃」が２次予選リー

グで 4 つ巴の激戦を展開。この中から「サラーン」

が安定したスローと堅実なディフェンス力を発揮

して抜け出し、決勝進出を決めた。また昨年度準優

勝の「SELFISH」が順調に勝利を重ね、2 次予選リ

ーグでは、ベテランと新人が融合して近年 も勢いのある「GRABBERS1」との接戦を制し、決勝にコマを進め

た。 
決勝戦１セット目、「サラーン」は大櫛良一選手の強烈なスローでポイントを重ねる一方で、堅実なディフェン

ス力で得点を与えず「SELFISH」を精神的に追い詰めて行く。「SELFISH」も渡辺槙彦選手がクリーンキャッチ

を連発するが、なかなか得点を奪うことができない展開が続き、15-7 で「サラーン」が制した。2 セット目に入

り、「SELFISH」は狙いを散らす事で得点を重ね、序盤を優位に展開する。しかし中盤にさしかかるにつれ「サ

ラーン」がディフェンス力を発揮し、フォローでのビックプレーを基点に逆転。終盤にかけて優位に試合を進め

て 15-8 で制し、優勝を決めた。 
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ウィメンの部 

ウィメンの部は昨年度優勝の「Selfish LOOP」が

安定した実力を発揮して一セットも失わずに決勝

進出を決める一方で、昨年度 2 位の「雅」が予選リ

ーグで敗退し、こちらは混戦模様となった。昨年度

3 位の「ORBIT」、今年度結成の「SUNSHINE」、

アルティメットチーム HUCK のメンバーを中心と

した「H」が残る 1 枠をかけて激突。この中から「H」

が接戦を制し決勝進出を決めた。 
決勝戦 1 セット目、序盤は両チームとも随所でク

リーンキャッチを決め、形勢が容易に定まらない展

開となる。しかし中盤にかけて「Selfish LOOP」の

組織的なディフェンスが「H」のチャンスを摘み取りジリジリと優位に立って行く。そのまま「Selfish LOOP」
が押し切り 15-13 で制した。2 セット目も同様に接戦の展開となる。「H」はクリーンキャッチで主導権を握り返

そうとするも、組織力に勝る「Selfish LOOP」をなかなか引き離す事ができない。終盤、「Selfish LOOP」の武

田由美恵選手の攻守に渡る活躍で一気に点差をひろげ、15-11 で 2 セット目を制し、優勝を決めた。 
 
なお、新人賞はオープンの部は獨協大学 1 年生で、強力なスローを武器に 1 年生チームを引っ張った佐藤圭選

手、ウィメンの部ではアルティメット世界選手権でジュニアの主力として金メダルに貢献し、ガッツでもそのポ

テンシャルを発揮した日本大学１年の横田玲奈選手が獲得。今後の更なる活躍に期待したい。 
 

表彰 

オープン 優勝  サラーン             オープン  準優勝  SELFISH 
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ウィメン 優勝  Selfish LOOP             ウィメン 準優勝  H 

 
個人賞 

ベストスローワー賞                      ベストフォローワー賞 

オープン 大櫛 良一 選手（サラーン）         オープン 原田 和樹 選手（サラーン） 

ウィメン 杉本 正湖 選手（Ｈ）              ウィメン 武田 由美恵 選手（Selfish LOOP） 

 

ベストキャッチャー賞                           新人賞 

オープン 渡辺 槙彦 選手（SELFISH）         オープン 佐藤 圭 選手（Black Nikka） 

ウィメン 宮部 美穂 選手（雅）             ウィメン  横田 玲奈 選手（ザワーズＡ）  
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MVP  オープン 大櫛 良一選手（サラーン）          

ウィメン 武田 由美恵 選手（Selfish LOOP）              

 

 
大会結果 

オープンの部 ウィメンの部 

優勝 サラーン 優勝 Selfish LOOP 

2 位 SELFISH 2 位 Ｈ 

3 位 チリ～ン 3 位 HARDTACK♀feat.YM 

4 位 GRABBERS1 4 位 SUNSHINE 

5 位 ８０’ｓ 5 位 ORBIT 

6 位 CLUB MONKEY JUNIOR 6 位 ハッピーターン 

7 位 会津大学Dual Boot 7 位 雅 

8 位 快進撃 8 位 ＪＩＮＲＯ 

9 位 トリプルＨ 9 位 SHEM+D 

10 位 ブリトニーブリザーズ 10 位 ザワーズＡ 

11 位 噛ませ犬 11 位 ザワーズＢ壱（UNO） 

12 位 Boneブーメラン   

13 位 GRABBERS２ オープンの部 

14 位 ORBIT 19 位 任侠DOGS 

15 位 FATMAN 20 位 日本大学Ｃ 

16 位 日本大学Ａ 21 位 Ｂｌａｃｋ Ｎｉｋｋａ 

17 位 どっイーン 22 位 日本大学Ｂ 

18 位 JAVA 23 位 HACHIDORI 
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日本学生フライングディスク連盟 新幹部紹介 
 
2009 年 11 月より、日本学生フライングディスク連盟の幹部が新メンバーに代替わりしました。学生連盟は昨

年創設 20 周年を迎え、毎年フレッシュマンズカップ、学生選手権、新人戦といったアルティメット大会開催に加

え、近年ではガッツ大会の開催など、ますます活発に活動をしています。また学連広報部は、昨年よりフライン

グディスクタイムズの取材活動にも参画し、活動の幅を拡げています。 
学生のフレッシュな活動を、是非応援していきましょう。 

 
委員長ご挨拶 

日本学生フライングディスク連盟 委員長  
堀 克秀 （早稲田大学 SONICS） 
多くのチームが夏の学生選手権・全日本選手権を 後に代替わ

りしたと思いますが、私たち学生連盟も昨年 11 月の新人戦で現 3
年生が引退し新体制となりました。現在新たなメンバーを迎え全

日本学生ガッツ選手権に向けての準備をしています。 
学生連盟のメンバーの多くは、フライングディスク競技の大会

に運営スタッフとしてだけでなく選手としても参加します。その

特徴を生かして選手の意見を取り入れやすい運営体制を作ろうと

思います。またフライングディスク競技を多くの学生に知ってもらうために、新歓活動の支援や新しく競技を始

めるチームの支援などにも積極的に取り組んでいきたいです。 
学生連盟の活動を支援してくださっている様々な人たちや、選手の皆さんの期待にこたえられるように頑張り

ますのでよろしくお願いします。 
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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.79(平成 22年 1月 31日発行)

発行人・師岡 文男／企画 編集・広報企画本部

協力：日本学生フライングディスク連盟 広報部

 
日本学生フライングディスク協会 2010 年度 幹部 

委員長 堀 克秀 (早稲田大学)    

副委員長 佐藤 亘 (法政大学)  副委員長 三坂 唯 (立教大学)  

東日本支部 西日本支部 

支部長 岩合 朋子 (国際基督大学) 支部長 山本 恭平 (びわこ成蹊スポーツ大学) 

副支部長 梶川 彰  (立教大学) 副支部長 高田 大輔  (京都大学) 

総務部 部長 田中 麻実 (日本大学) 総務部 部長 味田 篤志 (龍谷大学) 
財務部 部長 湯川 佐紀 (日本体育大学) 財務部 部長 小原 友香梨 (京都大学) 

競技運営部 部長 梶川 彰  (立教大学) 

一条  育京 (明治大学) 

白井 鮎美 (日本大学) 

競技運営部 

 

部長 黒川 翔平 (和歌山大学) 

広報部 部長 木村 佳菜子 (立教大学)  

山田 百合野 (立教大学) 

広報部 部長 嶋本 淳人 (同志社大学) 

指導普及部 部長 荒川 達弥 (法政大学) 

坂西 敦美 (日本体育大学) 

 

 

中部支部 

支部長 

財務部 

部長 田中 孝明 (中京大学) 広報部 部長 新井 真奈美 (中京大学) 

 
 

広報部より 
新しく広報部を担当することになりました。新幹部として広報と

いう仕事を通し、マイナースポーツであるフライングディスク競技

のますますの普及につながるよう、積極的に活動をしていきたいで

す。定期的な活動として、ホームページの方も盛り上げていきたい

と思っています。また活動の中で、多くの競技者・関係者の方々と

の親密なかかわりを持つことができればなと思います。 
 これから新しいメンバーで協力し合って、円滑に仕事運営ができ

るよう頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 
 
 
 
 

 


