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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２回 Ｇ３ Ｔｏｕｒｎａｍｅｎｔ 

２０１０年１月１１日、埼玉県八潮市の

八潮文化スポーツセンターにて、第２回「G

３Tournament」が開催され、オープン部門

１５チーム、ウィメン部門９チームが参加

し熱戦が繰り広げられた。 

Ｇ３とは「気軽に参加でき初心者でも楽

しめる。全員が均等に楽しめる。」をコンセ

プトに、3 人制・スローのローテーション

制・1 セット 7 点先取（通常は 21 点または

15 点先取）などの独自ルールを設定し、ガ

ッツの新た可能性を追求する競技人口拡大

を目指す試みで、昨年フライングディスク

タイムズでも特集をした興味深い大会だ。 

今回は、また新たな試みとしてエキサイティングな雰囲気作りを目指し、「プレイヤーが好きな音楽を流しなが



 2 

ら」大会が行われた。音楽を流すことにより、逆

に試合に集中できなくなるのではないかという懸

念もあったが、大会に参加したプレーヤーのみな

さんからは「音楽をかけると集中できる」、「大会

も自分自身も盛り上がることができる」など、非

常に好評であった。 

全日本選手権といった大会と異なり、イベント

としてこのような企画が生まれたのも、ある意味

ガッツではなく「G３」という別概念を導入した

ことで導き出されたアイデアであろう。 

オープンの準決勝と決勝は、クリーンキャッチ

の続く好ゲームとなり、白熱した試合を制した

「DRaMS」が優勝した。また、高校生２人がいる「ガッツだぜ」は、ガッツの試合にこれまで参加したことのな

いチームだったが、８位という好成績を収めた。とても研究熱心でガッツを楽しみながらプレーする姿が見られ、

新しい風が吹く予感がした。このような新しいチームが参加したことも、G３の目的にかなったことで大会主催者

としても、嬉しかったことだろう。 

ウィメンの決勝は、「フライングスコッツマン」

と「戸塚ヨットスクール」の対戦となった。普段

は「雅」という１つのチームが、G３は３人制ガ

ッツということで、２チームに別れて出場し、決

勝で顔を合わせることになり、「雅」の強さを再

認識させられる決勝戦となった。勝敗の行方は、

最後までキャッチで試合をリードした「フライン

グスコッツマン」が優勝した。 

大会を企画したガッツ委員会では、G３では、

今後も今までにない新しい試みをたくさん行い、

大いに大会を盛り上げられるように、努力をして

いきたいとコメントしている。 

昨年に続き、開催された G３ Tournament。ガッツの競技人口が伸び悩む中、このような新しい取組みが情報

発信されることで、おそらく日本各地、そして世界で G３が拡がっていく可能性を持っている。ガッツのスピー

ド感はそのままに、気軽に参加しやすいスタイルを導入した G３。今年、各地で同様の大会が拡がることを期待

したい。 
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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 DRaMS 優勝 フライングスコッツマン 

2 位 Grabbers Special Thank M 2 位 戸塚ヨットスクール 

3 位 とな～ん 3 位 さんしゃいん 

4 位 雪見大福 4 位 ACE48 

5 位 狼煙 5 位 CLUB MONKEY JR 

6 位 GRABBERS 6 位 非戦闘員 

7 位 海軍本部 7 位 Teamなまはげ 

8 位 ガッツだぜ 8 位 MUD 

9 位 デイリー 9 位 B.W 

10 位 WWG   

11 位 920   

12 位 black nikka   

13 位 空牙   

14 位 AkirA   

15 位 JAVA   

 

個人賞個人賞個人賞個人賞 

 

MVP                               

大櫛 良一 選手（DRaMS） 

中山 理賀 選手（フライングスコッツマン）      
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２００９年度  ＪＦＤＡ公認指導者認定講習会 

2009 年度の指導者認定講習会が東日本地

区（茨城県神栖市波崎）と中部地区（愛知県

岡崎市）にて開催されました。 

 

ＪＦＤＡでは、公認の指導者としてインス

トラクターの 1 級・2 級、ディスクアドバイ

ザーの 1 級・2 級・3 級の資格制度を設けてお

ります。「ディスクアドバイザー1 級・2 級・3

級」はフライングディスクの普及活動が出来

るスキル、つまり必要な知識と基本的な技術

を持っている人。「インストラクター2 級」は、

それ以上の知識とより高い技術を持ち、講習

会で講師を務める事もできる人。さらに「イ

ンストラクター1 級」は、国内において技術・指導ともに最高の水準に達している人を基準とし、毎年指導者認定

講習会にて、資格認定を行っています。 

認定講習会の内容としてフライングディスク講義・筆記試験（フライングディスクの基本知識・歴史・指導者理

論など）や実技講義・実技試験（指導方法・競技 11 種目の内容）がそれぞれ行われ、すべての試験に合格し資格

取得となります。 

 

【東日本地区：2 月 27・28 日】 

激しい雨と強い風の中、東日本地区での指

導者認定講習会が開催されました。 

初日、師岡講師（フライングディスク協会会

長）の講義は、受講者の緊張をときほぐす簡

単な遊び（ゲーム）から始まり、指導者の役

割・指導方法・フライングディスクの歴史な

ど熱心な講義が行われ、あっという間の 2 時

間でした。 

午後からの実技講義は悪天候のため、小体育

館にて 11 種目の競技メインではなく、実際の

講習会のイメージを体験する講義が行われま

した。ディスクアドバイザー・インストラク

ター受講者ともに藤井インストラクターの基

本スロー講義、アキュラシーやフリースタイルの模範演技の素晴らしさに全員が初級者のような眼差しで受講さ

れ、藤井インストラクターの基本技術の高さに他のインストラクターも関心する講義内容でした。その後、ディ

スクアドバイザー受講者の実技試験（基本スロー・ディスタンス）と筆記試験が行われ、ディスクアドバイザー

の受講者 3 名全員が資格取得となりました。 
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【中部地区：3 月 6・7 日】 

 先週に引き続きまたしても雨・・・。受講

者の方の「雨でもやるんですか？」の声から

中部地区の認定講習会は始まりました。 

 午前中に行われた会議室の講義の中で、吉

田講師（フライングディスク協会理事長）の

ディスクを使った簡単なゲームにより、受講

者の方が早くディスクを投げたくなったよう

で午後の実技講義では、雨も気にせずディス

クを投げている姿が見られました。なかでも

ULTIMATE チーム Link から参加してくれた

受講者は、筆記や実技試験のこともすっかり

忘れSCFやディスクゴルフのアプローチなど

楽しそうにディスクを投げていました。 

 この日、雨と風のため、ディスクアドバイザーの受講者には厳しい状況での実技試験となりましたが、竹内イ

ンストラクター、伊藤インストラクターの的確なアドバイスによりディスクアドバイザー1 級受講者 3 名全員が資

格取得となりました。 

  翌 7 日のインストラクター実技試験も雨のため予定を早めての実施を行い、東日本地区に続きコンディショ

ンが悪く、ディスクゴルフのアプローチやアキュラシーで不合格者が出るなど厳しい審査となりましたが、イン

ストラクター2 級 6 名の方が資格取得となりました。 

 

指導者認定講習会は資格取得のために、試験形

式の講習会を実施していますが、フライングデ

ィスクの指導者の育成が目的のため、フライン

グディスク競技の基本技術の指導方法や指導

時の注意点・ポイントを学んで頂くための講習

会となります。今回惜しくも資格取得に届かな

かった受講者の方々も来年度、ぜひ再チャレン

ジをしてください。 

ＪＦＤＡの指導者認定資格は、今後のフライン

グディスクの発展を目的とした指導者育成だ

けでなく、個々のスキルアップや将来指導者を

目指している方、生涯スポーツとしてフライン

グディスク競技を楽しんでいく方にとっては、

非常にプラスになる資格です。これからも 1 人でも多くの方の受講・資格取得をお待ちしております。 

 悪天候のため、予定の大幅変更や実技講義が体育館での開催で十分な講義が行えない中、受講者の方のご協力

によりなんとか無事に終了することができました。心から感謝いたします。本当にありがとうございました。 
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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.81(平成 22 年 3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

 

2009年度指導者認定講習会資格取得者年度指導者認定講習会資格取得者年度指導者認定講習会資格取得者年度指導者認定講習会資格取得者 

 

資格 東日本地区 中部地区 

林 昌永（ハヤシ マサヒサ）  インストラクター1 級 

野村 和弘（ノムラ カズヒロ）  

駒津 陽子（コマツ ヨウコ） 成宮 宏俊（ナルミヤ ヒロトシ） 

 井上 亨（イノウエ トオル）                       

 吾妻 儀正（アツマ ヨシヒサ） 

 伊藤 圭（イトウ ケイ） 

 塩澤 朋紘（シオサワ トモヒロ） 

インストラクター2 級 

 遠津 英美（エンヅ サトフミ） 

小林 巌（コバヤシ イワオ） 井上 浩之（イノウエ ヒロユキ） 

柴田 恵里香（シバタ エリカ） 麻生 なつ紀（アソウ ナツキ） 

ディスクアドバイザー1 級 

 池田 定史（イケダ サダシ） 

ディスクアドバイザー3 級 関本 ゆう（セキモト ユウ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


