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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 

 

始動開始！ ２０１０年 アルティメット世界大会特集 

パースから 4年、今年 2010年は前回大会

でオープン、ウィメン、マスターの 3 部門

を日本のクラブチームが制覇した世界アル

ティメットクラブ選手権大会が開催される

年だ。 

それだけではない。2年前のバンクーバー

大会で、ジュニアウィメンが世界一となっ

たことは皆さんも記憶に新しいと思う。今

年は 19 歳以下の選手が参加する世界ジュ

ニアアルティメット選手権大会も開催され

る。さらに 1月、電撃的に 23歳以下の選手

が参加する世界U23アルティメット選手権
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の開催も決定した。そう、今年はアルティメ

ットの世界最高峰が集まる大会が、7月から 9

月の間に 3大会も開催されるのだ。 

4年前、2年前と日本勢は目覚しい成果を残

し、一躍世界から注目されるアルティメット

先進国となった。各国は日本が持ち帰った世

界一の称号を奪取しに目の色を変えて挑んで

くるだろう。まさに今年は日本の新の実力が

問われる年となる。 

クラブ選手権は代表チームが決定し、ジュ

ニア日本代表、U23 日本代表選手は、まさに

現在最終選考中だ。各チームとも、世界に照

準を合わせ、長い日程を戦い抜く体力、チームワーク、戦術に磨きをかける時期に入った。 

今年はバンクーバーで冬季オリンピックも開催され、自身の姿と重ね合わせた代表選手も多いことだろう。 

夏に向けて最終調整をして、万全の体制で世界大会にぜひ臨んでもらいたい。そして実力を存分に発揮し、す

ばらしい成果を持ち帰って帰国してくれることを期待したい。 

 

大会 期間 参加国 

WFDF 世界アルティメット 

クラブ選手権大会 

2010 年 7 月 3日（土）～10 日（土） 

チェコ プラハ 

最終調整中 

WFDF 世界 U-23 

アルティメット選手権大会 

2010 年 7 月 19 日（月）～25 日（日） 

イタリア・フィレンツェ 

オープン 14 カ国 

ウィメン 8カ国 

ミックス 8カ国 

予定 

WFDF 世界ジュニア 

アルティメット選手権大会 

2010 年 8 月 2日（月）～7日（土） 

ドイツ・ハイルブロン 

ジュニアオープン 20 カ国 

ジュニアウィメン 12 カ国 

予定 

 

世界アルティメットクラブ選手権大会 

今年のクラブ選手権には、オープン部門に「文化シ

ヤ ッ タ ー  Buzz Bullets 」「 Nomadic Tribe 」

「LOQUITOS」の 3 チーム、ウィメン部門に「壱

（UNO）」「MUD」「中京大学 Naughty Kids」「HUCK」

の 4チーム、ミックス部門に「IKU!」「SQOAL」の 2

チーム、マスター部門に「BIG BOMBERS」「Vigi」の

2チーム、合計 11チームが出場する。 

 今年のクラブ選手権の見所は多い。なんといっても

前回大会の優勝チームである「文化シヤッター Buzz 

Bullets」「MUD」「Vigi」が、2大会連続して出場する
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ことだ。世界大会 2 連覇をかけた大会とな

るが、「文化シヤッター Buzz Bullets」

「MUD」はいずれも、世界のトップレベル

チームとして現在も進化中のチームだ。 

 北米や欧州と違い、海外の強豪チームと

対戦する機会は本来少ないが、両チームと

も海外遠征や、国内最大の大会であるドリ

ームカップでの UPA 優勝チームとの対戦

など、この 4 年間は世界を照準にあわせた

チーム強化の機会を得ることが出来た。こ

れらの経験を積み重ねて出場するクラブ選

手権、メダルへの期待は大きい。 

 一方で、欧州で開催されるクラブ選手権は、北米同様に参加チーム数が多くなる傾向がある。世界の強豪チー

ムが多く参加し、よりレベルの高い大会で、日本チーム勢がどんな活躍を見せるか非常に興味深い。 

 クラブ選手権は、代表チームによる国別対応と違い、長い期間をかけてチーム作りをすることが可能だ。4年間

の地道なチーム作りが、1週間という通常国内で経験することのない長い大会を勝ち残れるかを左右する。 

 「文化シヤッター Buzz Bullets」も若手メンバーの育成を強化し、全員のチーム力で戦い抜くための準備をし

ていることが伺える。ひとつのチームが、長期間に渡り王者であり続けることは非常に困難で厳しい道のりだ。3

チームにとって、クラブ選手権 2 連覇という夢は、その困難な道のりの先にある大きな大きな目標だ。彼らの世

界との闘い、そして己との戦いにエールを送りたい。 

 また今回参加する日本勢チームはいずれも強豪チームで世界上位に食い込むことが出来るだろう。ウィメンは

前回大会のトップ 3チームそのものであるし、いずれもチームも国内の状況から見ると優勝のチャンスがある。 

 各チームにとって、すばらしい経験とすばらしい結果をもたらす事を願いたい。日本チーム勢！頑張って下さ

い！！ 

 

世界Ｕ-２３アルティメット選手権大会 

今回初めて WFDF が開催する 23 歳以下のアル

ティメット世界選手権です。現在 34 歳以上のマ

スター部門、19歳以下のジュニア部門と年齢別の

部門が確立され、世界選手権の部門として開催さ

れています。 

昨今 A代表に選ばれる選手の年齢層が高くなる

中、日本で一番の成長期にあたる大学生をターゲ

ットとした年齢制限の世界選手権が開催されるこ

とは日本アルティメット界にとって非常にチャン

スであり、日本アルティメット界のレベルを底上

げするために有意義な大会になると考えています。 

JFDA強化本部では、2009年度・学生選手権優勝チーム（オープン・ウイメン）を派遣することと決定致しまし

た。また、世界大会やそれに向けて行われる練習等における国内外の選手・チームとのプレー・対戦経験等を通じ
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て、グローバルな視野を持つ選手を育成し、派遣選手個人のスキルアップと所属チームのレベルアップへの貢献を

図るために優勝チーム以外からの補強選手を選考し、日本のアルティメットの底上げと普及を目指します。 

 

日本日本日本日本代表代表代表代表チームチームチームチームののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール 

1/上旬   U23 開催決定 

1/22    U23代表監督就任 

3/27.28  U23代表選手一次選考会 

5/1.2.3.4 U23代表選手最終選考合宿 

5/16.17  CJI出場 

7/19-7/25 U23世界アルティメット選手権 （イタリア） 

 

U23日本代表監督紹介日本代表監督紹介日本代表監督紹介日本代表監督紹介 

塚田泰弘（オープン・ウィメン 兼任） 

1997-2000 学生選手権優勝（4回） 

全日本選手権 優勝１回 準優勝８回 

2000 ドイツ大会日本代表 

2007  第一回アジアオセアニア選手権優勝（ミックス） 

2008  バンクーバー大会日本代表 準優勝（ミックス） 

日本体育大学 BARBARIANS監督 

学生選手権優勝１回（オープン・ウィメン）  

準優勝２回（ウィメン） 

NOMADICTRIBE所属 

 

監督監督監督監督ののののコメントコメントコメントコメント 

昨今 A 代表に選ばれる選手の年齢層が高くなる中、日本で一番の成長期にあたる大学生をターゲットとした年

齢制限の世界選手権が開催されることは、日本アルティメット界にとって非常にチャンスであり、日本アルティ

メット界のレベルを底上げするために有意義な大会になると考えています。ここ数年、学生アルティメットの動

向やレベルを見てきました。非常にレベルの高い逸材が多く、世界でも充分戦える才能を持っていると感じてい

ました。 

しかし、日本ではアルティメットをプレーする環境に差があり、地域差による伸び悩みや、学生を卒業する同

時にアルティメットから退いてしまう選手が多数おり、選手育成の重要性を強く認識しています。今回の大会を

きっかけに、学生のうちから高いレベルを経験し、今後の日本を引っ張っていく選手を育成出来ればと考えてい

ます。 

オープン・ウィメン共に今大会での目標を世界一と設定し、全力で目標達成に向けて努力していきます。応援

の程、宜しくお願い致します。 
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世界ジュニアアルティメット選手権大会 

世界ジュニアアルティメット選手権大会は、

４年に一度開催されるもので、今年で３回目と

なります。２００２年にラトビア、２００６年

はアメリカのデヴンスで開催され、今年はドイ

ツのハイルブロンで開催されます。 

フライングディスク競技全ての大会形式から、

アルティメット等の団体競技を独立させた世界

アルティメット＆ガッツ選手権大会は、１９８

３年から始まりました。その後、様々な変遷を

経て、現在では、世界アルティメット＆ガッツ

選手権大会、ワールドゲームズ、世界クラブチ

ーム選手権大会、世界地域別選手権（アジア・オセアニア選手権等）がそれぞれ４年に１回の周期で開催されて

います。 

このようにそれぞれの大会が４年周期になっていく流れの中で、世界アルティメット＆ガッツ選手権大会の４

年に一度ジュニア部門が開催されるだけでは、ジュニアのレベルアップ、さらにはアルティメット全体のレベル

アップを図るのが難しくなることから、クラブチーム選手権が開催される年に、ジュニア単独での世界大会を開

催することになったようです。 

さて、これまで日本からは世界アルティメット＆ガッツ選手権大会のジュニア部門の代表チームの派遣を行っ

てきましたが、世界ジュニアアルティメット選手権大会に代表チームを派遣するのは、今回が初めてのことにな

ります。２０００年の世界アルティメット＆ガッツ選手権大会にジュニアチームを初めて派遣し、２００４年、

２００８年と派遣実績を積み上げてきたことと、今後の日本のアルティメット界全体の競技力底上げを目標に、

今回初めて派遣されることが決定しました。 

 

ジュニアジュニアジュニアジュニア部門部門部門部門のののの重要性重要性重要性重要性 

世界におけるジュニア部門（20歳未満）では、

特に北米等の取組みが充実しており、ＵＰＡ（ア

ルティメット・プレイヤーズ・アソシエイショ

ン）では、ジュニア育成のためのコーチの派遣・

育成にも取り組むとともに、ジュニア選手権が

開催されるなど選手の育成・強化や裾野の拡大

に向けた様々な取組みが先進的に行われていま

す。 

日本では、アルティメットという競技は、ま

だまだメジャーとは言い難く、高校生以下のプ

レイヤーも少なくて、ほとんどの選手が大学に

入ってから始めるのが実態です。しかし、その

ような条件下であっても、世界で戦える選手を一人でも多く育成するためには、ジュニア部門での世界大会の経
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験は、非常に重要です。 

また、昨年の夏のＷＦＤＦ会長ジョナサン・ポッターのツイッターでのコメントから始まったＵ２３選手権（23

歳以下世界選手権）構想は、イタリアフライングディスク連盟の全面的な協力により、驚くべきスピード感で実

施に移されることになりました。このＵ２３の構想は、これまでにはなかったジュニア代表からオープンエイジ

と言われるフル代表への架け橋になるものとして、期待されるものです。 

このようにジュニア代表からＵ２３の代表を目指し、さらに、将来の日本代表へとステップアップできるよう

になったことは、日本のみならず世界中の選手の層を厚くし、アルティメットのレベルアップにつながっていく

ものだと思います。 

 

ジュニアジュニアジュニアジュニア日本代表日本代表日本代表日本代表のこれまでののこれまでののこれまでののこれまでの活動活動活動活動とととと今後今後今後今後のののの予定予定予定予定 

2009年 11月 23日（月・祝）に第一回選考会兼ジュニア向け強化練習会を行った後、2009年 12月 20日（日）

と 23日（水・祝）に埼玉と大阪で第二回選考会兼ジュニア向けクリニックを開催し、2010年 1月 30日（土）～

31日（日）に最終選考会兼ジュニア向け強化合宿を行い、総勢オープン 23名・ウイメン 23名の参加者の中から、

オープン 17名（大学生 13名、高校生 3名、中学生 1名）・ウイメン 14名（大学生 12名、高校生 1名、中学生 1

名）の代表選手を選出しました。 

 選考会では、体力測定により選手の基礎体力を把握するとともに、スロー・キャッチと言ったアルティメット

の基本技術の指導からゲーム形式での指導を行い、ジュニア選手全体のレベルアップを図りました。 

 メンバー選出後の 2010年 2月 27日（土）～28日（日）には東海オープンアルティメットシリーズ第 4戦にオ

ープン・ウイメンともに参加しました。また、2010年 3月 21日（日）～22日（月・祝）のクラブジュニア・ア

ルティメットドリームカップにオープンの一部選手でチームを結成し参加しました。どちらの大会でも練習では

得られない緊張感・プレッシャーの中でプレーすることにより、様々な課題が見つかり、選手また監督にとって

は貴重な経験となりました。 

 

東海オープンアルティメットシリーズ第 4戦の結果 

＜オープン＞ 

● ５－９ 愛知学院大学 

● ７－１１ A.G.Funks 

○ ３－３（フリップ勝ち） 日本福祉大学（※大会中止の為、練習試合） 

○ ４－３（延長戦） トリガー（※大会中止の為、練習試合） 

● ３－５ 信州大学（※大会中止の為、練習試合） 

 

＜ウイメン＞ 

● ０－２２ 壱 

● ５－１１ 信州大学 

○ ５－３ 南陽高校（※大会中止の為、練習試合） 

● ３－５ 信州大学＆富士常葉大学（※大会中止の為、練習試合） 

 

クラブジュニア・アルティメットドリームカップ 

＜オープン＞ 

● ５－８ vahul 
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○ １３－３ ギアーズ 

● ７－９ 信州 Roots 

● ４－１２ 東京タニシ 

今後は 8月の世界大会まで月一回の強化合宿等を開催する予定です。 

また、ウイメン代表についてはメンバーが必要登録人数ぎりぎりのため、追加選出を行う見込みです。 

 

今後今後今後今後のののの予定予定予定予定 

4月 17日（土）～18日（日） 強化合宿 

5月 22日（土）～23日（日） 強化合宿 

6月 12日（土）～13日（日） 強化合宿 

7月 17日（土）～18日（日） 大会参加・強化合宿 

8月 2日（月）～8月 7日（土） WFDF世界ジュニアアルティメット選手権大会 2010 

 

ジュニアジュニアジュニアジュニア日本代表監督紹介日本代表監督紹介日本代表監督紹介日本代表監督紹介 

ジュニアオープン監督：石井哲（いしいさとる） 

1976年 12月 8日生 フライングディスクを始めた年：1995年 

日本フライングディスク協会公認インストラクター1級 

2008ミックス日本代表コーチ（準優勝）、元ミックス日本代表 

元文化シヤッターバズバレッツ、元フュリアスジョージ（UPA クラブ

選手権優勝） 

早稲田大学ソニックスでアルティメットに出会い、その魅力に取りつか

れる。卒業後は実業団チームを持つ（株）文化シヤッターに入社。2001

年同社を退職し、渡加。帰国後、WEB サイト制作とアルティメット関

連事業を手がける有限会社デンスを設立。現役選手としても国内外で鋭

意活動中。 

ブログ：http://ultimatechallenger.seesaa.net/ 

 

ジュニアウイメン監督：河野淳一（こうのじゅんいち） 

1959年 10月 16日生（50歳）  

フライングディスクを始めた年：1977年 

日本フライングディスク協会公認インストラクター1級 

世界選手権大会複数回出場（ガッツ、アルティメットマスター部門等） 

1984年ガッツ銅、1990年ガッツ銀、1992年ガッツ銀、1994年アルテ

ィメットマスター部門日本代表初勝利に貢献、2008ジュニアウイメン

日本代表監督（優勝） 

日本フライングディスク協会の前身であるフリスビー協会発足して３

年目から、ディスクの世界に。始めた頃は、個人種目も含めて全種目

に参加するのが当たり前の時代でしたので、全てのディスク競技の経

験があり、個人種目での入賞経験も、一時的にＴＲＣの日本記録保持者だったこともあります。 

ブログ：http://blog.goo.ne.jp/ultima57 
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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.82(平成 22 年 3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

 

ジュニアジュニアジュニアジュニア日本代表監督日本代表監督日本代表監督日本代表監督・・・・選手選手選手選手コメントコメントコメントコメント 

オープン：石井哲監督 

2008年の世界アルティメット＆ガッツ選手権ではミックス日本代表のコーチを務めさせていただきましたが、

今回は、ジュニア日本代表監督としての大役に、再び身が引き締まる思いです。選手達の良さを引き出すことを

常に心がけつつ、結果と同時に、将来の世界大会代表に繋がるジュニア世代の育成・強化にも重点を置きながら、

日本の未来を背負って立つ選手を輩出するべく自分の出来る限りの情熱・知識・時間を注いでいきたいと思いま

す。ご声援、ご協力どうぞよろしくお願いいたします。 

 

ウイメン：河野淳一監督 

日本フライングディスク協会では、これまでに３度、世界アルティメット＆ガッツ選手権のジュニア部門に、

代表チームを派遣してきましたが、今年初めてジュニアだけの世界大会である世界ジュニアアルティメット選手

権にも、日本代表チームを派遣することになりました。２００８年の世界選手権に引き続き、監督を務めさせて

いただくこととなり、大変な重責を感じておりますが、チームのために自分ができることを精一杯やらせていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

オープン：松山耀典選手 

前回大会よりはよい成績を目指し、また自分ができるプレーをしっかり、世界の舞台で平常心でできるように

頑張っていきます。個人としては、世界大会では日本代表に貢献できる選手になりたいです。また、チームとし

てどこの国にも走り負けない試合をしていきたいと思っています。そして目標は表彰台にみんなで立つことです。

よろしくお願いします。 

 

ウイメン：木村友紀選手（キャプテン） 

今年のジュニアウィメンには前回の先輩方が勝ちとった金メダルへの連覇がかかっています。そんなプレッシ

ャーもある中、現在集まっているメンバーは少し人数が少なく、今はまだチームとして合わせることもなかなか

できていないのですが、それぞれのチームで個々に成長し、世界大会にいい調子でもっていけるよう各自が高い

目標をもって頑張ります。個人が強くて個人プレーで勝っていても、チームワークがなかったら、きっとチーム

としては勝ちあがっていけません。お互いが刺激しあい、支えあってチームワークを大事に全員でレベルアップ

していこうと思います。応援よろしくお願いします！ 

 

 

 

 

 

 

 

 


