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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５回全日本学生ガッツ選手権大会 

2月 20日（土）、熊谷スポーツ文化公園（埼

玉県熊谷市）にて、第 5 回全日本学生ガッツ

選手権大会が一日開催で行われた。今大会で

は、オープンの部 6 チーム(37 名)、ウィメン

の部 6 チーム(33 名)が予選でそれぞれ総当た

りする試合形式で戦った。フライングディス

クスポーツが本格的にシーズン入りする前の

比較的小規模な大会ではあったが、選手たち

の熱気で会場は大いに盛り上がった。 

 ガッツは同じフライングディスク競技であ

るアルティメットに比べ運動量の少ない競技

と思われがちであるが、スロー一投一投に込

める集中力とコントロール力、そしてそれに
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対するキャッチの瞬発力と機敏な判断力。投げてはキャッチするという単純なルールの中で繰り広げられるスロ

ーのバリエーション、素晴らしいキャッチや連携プレイに、見る側も興奮を覚える。同じプレイの繰り返しのよ

うに見えるが、キープレーヤーを中心としたチームワークが成り立っているチームはやはり強い。得点後に沸き

立つ各チームオリジナルの掛け声や声援で、学生らしいはつらつとした雰囲気での会場は大いに盛り上がった。

ガッツで鍛えられた集中力やキャッチ力は、他のフライングディスク競技においても大いに強みとなるはずだ。

ガッツを知らないチームにもぜひその魅力を知って参加してもらいたい。 

 

オープンオープンオープンオープンのののの部部部部 

 総当たり戦ということで、各チームは十分程

度の休憩をはさみ、連続で試合を行うハードな

大会となった。どのチームも、プレー、声援と

もにこのガッツ競技の魅力を引き立てるような

雰囲気を作り出してくれた。 

 昨年度優勝した獨協大学は同大学から 3 チー

ムエントリーしており、中心となって今大会を

盛り上げてくれた。予選の総当たり戦で全勝と

いう強さを見せつけたのは獨協大学の Aチーム

「快進撃」だった。プレーの一つ一つが選手の

経験値を感じさせる力強いもので、見る側を楽

しませてくれた。しかし、このチームの優勝を

簡単に許さなかったのが、会津大学の DualBoot

だ。このチームも各選手の実力、そして安定したチームワークが際立っており、総当たり戦では獨協大学快進撃

の次に続く 4勝 1敗で決勝進出を決めた。 

 予選は 21 点先取 1 セットゲームで、決勝では 11 点を上限とする 3 セットゲームという形式で行われた。互い

の承認で途中両チーム合計点 10点に達した時点でのコートチェンジをするルールが加えられた。 

 1ゲーム目は 6対 4で獨協大学「快進撃」の 2点リードでコートチェンジをはさんだ。そのあと会津大学DualBoot

の追い上げを許さず続けて 2 点先取で 8 対 4 のダブルスコア。会津大学 DualBoot は 8 対 6 まで追い付くが、結

果 11対 6で 1ゲーム目は獨協大学「快進撃」が逃げ切った。チーム全体の、連携の強さの中で、林卓人選手のプ

レーはキャッチ、スローともに光るものを感じさせられた。小さなディスクを投げる力加減とコントロールが見

事に相手を翻弄した。 

ここで負けられない会津大学 DualBoot は 2 ゲーム目に意地を見せる。今度のコートチェンジは 6 対 4 の会津

大学 DualBootの 2点リードの時であった。2ゲーム目後半の先制点も会津大学 DualBootが奪った。獨協大学「快

進撃」も負けじと食らいつくが、2ゲーム目は 11対 8の 3点差をつけて今度は会津大学 DualBootが勝ち取った。

やはり決勝戦となると、どちらも一歩も譲らない。観戦側の期待通り、熱い戦いは 3 ゲーム目にまで持ち越され

た。先にリードし始めたのは獨協大学「快進撃」だった。3ゲーム目前半では若干獨協大学「快進撃」が優位に見

えたが、後半では会津大学 DualBootの確実なキャッチ力が勝負の行方を分からなくさせた。ガッツではキャッチ

の際触れていいのが体の部位 1 ヶ所に限られるが、このチームはうまく片手でディスクを何度もボブリングする

ことで、キャッチのタイミングを計り確実なキャッチポイントを掴んでくる。安定したプレーの裏にはディスク

への執着心が感じられた。10 対 9 で獨協大学「快進撃」がマッチポイントをとり、会津大学 DualBoot の緊張が

一層高まったのが会場全体に伝わった。その緊張からか貴重な 1 ターンのミスを許してしまう。獨協大学「快進
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撃」はそれを見逃さない。緊張の中、最後の一撃を決め見事、獨協大学「快進撃」が勝利をつかんだ。 

 会津大学 DualBootで見事敢闘賞、ベストスローワー賞に輝き、素晴らしいプレーでチームを支えた佐藤政彦選

手の目にはうっすらと涙が浮かび、熱い戦いへの満足感と悔恨の思いを物語っていた。 

 

ウィメンウィメンウィメンウィメンのののの部部部部 

 ウィメンも獨協大学はやはり層が厚く、

中でも HARDTACK♀は総当たり戦で 4 勝

1敗の強さを見せつけた。このチームは各選

手のキャッチ力の強さが目立った。一方、1

チームのみのエントリーではあるがチーム

ワークの強さを感じさせてくれたのが会津

大学の brightone だ。キャッチの連携、ガ

ッツ特有のターンを入れたスローとその正

確さに圧倒された。中でも千頭彩選手の安

定したプレーはチームを支えた。こちらも

総当たり戦では 4 勝 1 敗で獨協大学

HARDTACK♀と並び、この 2 チームが決

勝進出を決めた。 

 決勝戦では、ともに譲らない混戦となった。序盤では点差が開かず追いつ追われつの展開が続いた。1ゲーム目

の後半、会津大学 brightoneが試合の流れをつかみ 11対 7の 4点差でリード。2ゲーム目が勝負となる。スロー、

キャッチともにミスが少なく、互角な戦いは決勝戦の緊張感をより高めた。獨協大学 HARDTACK♀も負けてい

なかった。中でもベストキャッチャー賞に輝いた斉藤麻子選手の力強いキャッチは、チームの一点に着実に結び

ついていった。そのまま流れをつかんだ獨協大学 HARDTACK♀が 11対 9の 2点差で 2ゲーム目を制した。 

勝ち点が並んだ最終 3ゲーム目は一番白熱した展開となった。どちらが勝ってもおかしくない後半、8対 8から

獨協大学 HARDTACK♀が 9 点目を決めそのままマッチポイントを獲得するかのように思えたが、会津大学

brightone は粘った。すぐさま食らいつき 9 対 9 に並ぶ。そしてまた 1 点、負けずまた 1 点と 10 対 10 に並ぶ。

ここでデュースに突入し、決勝戦はいよいよ緊張の瞬間を迎える。観戦側が見守る中、先に 11点目を決めたのは

獨協大学 HARDTACK♀だった。そこで後半戦初めて会津大学 brightone が追随に失敗。獨協大学 HARDTACK

♀はそのチャンスを逃さなかった。そのまま最後の 1 点を決め 12 対 10 で優勝を決めた。最後まで勝負の行方が

分からない決勝戦にふさわしいゲーム展開となった。 

 

日本学生フライングディスク連盟 

広報部 木村佳菜子 (立教大学 2年) 
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表彰表彰表彰表彰 

オープン 優勝                       オープン  準優勝 

獨協大学 A チーム 快進撃 会津大学 DualBoot   

             

 

ウィメン 優勝                        ウィメン 準優勝  

獨協大学 HARDTACK♀                会津大学 brightone  
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個人賞個人賞個人賞個人賞 

ベストスローワー賞                      ベストキャッチャー賞 

佐藤 政彦 選手(会津大学 DualBoot)       横山 誠 選手 (獨協大学 A チーム 快進撃)  

仙頭 彩 選手(会津大学 brightone)        斉藤 麻子 選手(獨協大学 HARDTACK♀) 

 

MVP                               敢闘賞 

林 卓人 選手 (獨協大学 A チーム 快進撃)      佐藤 政彦 選手(会津大学 DualBoot) 

斉藤 麻子 選手 (獨協大学 HARDTACK♀)       仙頭 彩  選手(会津大学 brightone) 
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県協会だより（青森県協会、埼玉県協会） 

青森県協会青森県協会青森県協会青森県協会 

第第第第５２５２５２５２回青森県回青森県回青森県回青森県レクリエーションレクリエーションレクリエーションレクリエーション大会大会大会大会 

第５２回青森県レクリエーション大会が１

０月４日（日）に、むつ市「しもきた克雪ドー

ム」で開催されました。 

フライングディスク種目からは、ディスクゴ

ルフ、ドッヂビー投げ、ディスゲッターを実施

し、レクリエーション指導者のほか、高齢者、

障害者をはじめ多くの市民・県民がディスクの

楽しさを体験し、１日ニュースポーツにいい汗

を流しました。 

 また、青森県では初めてドッヂビーを使った

ディスタンス競技を開催し、参加者も大変喜ん

でいました。 

 

 

埼玉県協会埼玉県協会埼玉県協会埼玉県協会 

    ２０１０２０１０２０１０２０１０    ULTIMATE関東関東関東関東オープンオープンオープンオープン IN彩彩彩彩のののの国国国国・・・・熊谷熊谷熊谷熊谷 

 

２月 13日（土）から 14日（日）に、熊谷

文化公園多目的広場（埼玉県熊谷市）にて

『2010ULTIMATE 関東オープン IN 彩の

国・熊谷』開催されました。オープン部門 16

チーム、ウィメン部門 10 チーム、総勢 346

もの選手が参加してくれました。 

初日は雪、２日目は霧という悪コンディシ

ョンではありましたが、無事に大会を終了す

ることができました。 

前日の夜から降っていた雪・・・。大会初日、

朝会場に着くと一面は銀世界！試合はでき

るの？と心配しましたが何とか試合を開始。

しかも霧がすごくて、ディスクがはっきりは

見えない中、カラーのディスクを使用しての試合となりました。やっと霧が晴れてくると、今度は地面からは湯気

が・・・。でもその後は次第に天候がよくなり、ひと安心でした。 
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オープン部門の決勝戦は全日本選手権大

会１１連覇中の文化シヤッターBuzz Bullets

と、強豪チームのθ（シータ）や東京

Vegegriffonsを破った文化ヤッター SLASH

の対戦となりました。今大会の文化シヤッタ

ーSLASHはBuzz Bulletsのさらなるチーム

力の向上のため、これまでチームを牽引して

きた主力メンバーが Buzz Bullets のＯＢチ

ームである SLASHで参加し、若手メンバー

とガチンコの勝負をするため結成されたチ

ームです。おそらく日本国内でも指折りのカ

ードと言ってよい、夢の対決です。 

 試合序盤から主導権を掴んでリードを奪いたい両チーム、Buzz Bullets は激しいマンツーマンディフェンスで

SLASH の速いディスク回しとロングスローを止めにかかり、一方 SLASH は 1-3-3 型のゾーンディフェンスでデ

ィスクを回させない展開となりました。Buzz Bullets は、SLASH吉川選手のロングスローをなんとかしのいで速

攻で得点を奪い、終始リードする形で得点を重ね、10-5と SLASHを破り関東オープン初優勝を果たしました。 

 

ウィメン部門の決勝戦は、昨年と同じ対戦

カードの MUD 対 HUCK となりました。50

分の試合時間において重要な鍵となる１点

目。HUCK は厳しいマンツーマンディフェ

ンスでブレイクし、序盤で３点差とリード。

このまま逃げ切れるかと思ったが、MUD の

粘り強さが爆発し、中盤からのロングスロー

などで徐々に追いつき 7-7の同点に。最後は

HUCK の厳しいディフェンスを MUD が攻

めきれず、HUCK が決勝点を奪い、こちら

も関東オープン初優勝を果たしました。 

 オープン、ウィメンともにこんなに素晴ら

しいゲームを、コートサイドで間近に観戦できるのも関東オープンの魅力の一つです。試合中の選手への声援や拍

手など、サポーターの力により選手達もこんなに気持ちのいいゲームができたと思います。 

ぜひ皆さん、来年の関東オープンへ参加してみませんか？ 

 

大会結果大会結果大会結果大会結果 

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 ＨＵＣＫ 

2 位 ＳＬＡＳＨ 2 位 ＭＵＤ 

3 位 東京Vegegriffons 3 位 ＴＲＩＧＯ 

4 位 NomadicTribe 4 位 宇都宮大学CHAOZ☆ 

5 位 θ 5 位 スピカ☆ 
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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.80(平成 22 年 2月 28 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

6 位 ＩＫＵ！ 6 位 日本大学Hummingbirds 

7 位 ＩＮＯＳＵ 7 位 早稲田大学SONICS 

8 位 STILTS 8 位 慶應義塾大学ＨＵＳＫＩＥＳ 

9 位 日本大学Hummingbirds 9 位 獨協大学ＷＡＦＴ！ 

10 位 慶應義塾大学HUSKIES 10 位 東京学芸大学ＢＩＧ APPLE 

11 位 獨協大学WAFT! 11 位 ザワーズＢ壱（UNO） 

12 位 我流   

13 位 タマナイキューブ   

14 位 横浜国立大学COUGARS   

15 位 BIG APPLE   

16 位 ParKinGs   

ＭＶＰ 上村 哲也 選手（文化シヤッターBuzz Bullets） ＭＶＰ 猪俣 紗奈子 選手（ＨＵＣＫ） 

敢闘賞 藤井 靖宜 選手（ＳＬＡＳＨ) 敢闘賞 大山 愛友 選手（ＭＵＤ） 

 

 

こちら学連広報部! ～指導普及部活動報告～ 

2010 年 2 月 17 日に、キッズ・プラザ塔山さん

から、子どもたちに正しいドッヂビーの投げ方を教

えてほしいと要望を受け、中野区立塔山小学校へ行

ってきました。 

 最初に、子どもたちに正しいディスクのスローを

教えて、その後、一緒に試合をして遊びました。1

年生から 6 年生までの子どもたちが来てくれまし

たが、試合が始まると、学年関係なくみんな鋭いス

ローを投げていました。 

今回、学生連盟として初めての経験でしたが、夢中

になってディスクを投げる未来のアルティメッタ

ーを見ることができて、非常に楽しかったです。 

 

 

 

 

 

 

 


