
 1 

 

VOL.84（’10.09） 

 

 

世界アルティメットクラブ選手権大会２０１０ プラハ大会..................................................................1 

世界ジュニアアルティメット選手権大会 ハイルブロン大会...............................................................10 

世界Ｕ２３アルティメット選手権大会 フィレンツェ大会 ....................................................................12 

今後の強化活動について .............................................................................................................15 

 

  

世界アルティメットクラブ選手権大会２０１０ プラハ大会 

  2010 年 7 月 3 日～10 日の

８日間、チェコ プラハ市にて

世界アルティメットクラブ選

手権大会が開催された。  

4 年前の前回のクラブ選手権

3 部門制覇、2 年前の日本勢の

躍進から、今回もメダルの獲得

が期待される中、日本代表のク

ラブチームは、ウィメン部門で

UNO が銀メダル、オープン部

門 で文化 シヤッタ ー BUZZ 

BULLTS が銅メダルを獲得し

た。 
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ウィメン決勝戦は、UNO 対 Fury（USA）

の対戦で素晴らしい好ゲームとなった。前半

9-8 と 1 点リードで UNO は折り返し、後半

も 14-13まで 1点リードをキープしたが、終

盤 14-15と逆転され、そのまま 15-16と惜し

くも準優勝に敗れた。 

1 点差以上の差がつかないこの素晴らしいゲ

ームは観客を魅了し、感動を与えたゲームと

なった。堂々の銀メダルである。 

オープン 3 位決定戦は、文化シヤッター

BUZZ BULLETS 対 ChainLightning（USA）の対戦となった。前半 9-8と 1点リードで折り返し、後半も勢

いに乗り 2連続ブレイクで 15-12とし、このままBUZZ優勢で展開すると思われたが、その直後に 3連取され 15-15

の同点に追いつかれる。ここから一進一退の展開でタイムキャップに突入する試合となった。両チーム譲らず

17-17の同点で決勝点が 19点の時点から、BUZZ BULLETSが 2連取。死闘の末、銅メダルを勝ち取った。 

期待のかかった金メダル獲得はならなかったが、この両試合の結果を見るだけでも、世界の頂点レベルの試合

を日本のクラブチームが見事にみせてくれたことが伺える。UNO の銀メダル獲得、文化シヤッターBUZZ 

BULLTSの銅メダル獲得、本当におめでとう！ 

 

オープンオープンオープンオープンののののアメリカアメリカアメリカアメリカ、、、、ウィメンウィメンウィメンウィメンのののの日本日本日本日本 

今回の大会結果を見ると、オープン部門上位 10 チームにアメリカが 5 チ

ーム、日本が 1チーム、ウィメン部門上位 10チームにアメリカが 4チーム、

日本が 5チーム入っている。 

オープン部門では日本国内大会の結果からも察するとおり、文化シヤッタ

ーBUZZ BULLETSの独壇場であり、世界に照準をあわせたチーム作りをし

ているチームだけが、上位に食い込むことが出来た。オープンでは文化シヤ

ッターBUZZ BULLETSを脅かす第 2の存在が現れない限り、世界での日本

チームの躍進にはつながらないであろう。今後のオープン部門の各チームの

飛躍に期待をしたい。 

一方ウィメン部門では、上位 10チームの数で日本がアメリカを上回っており、まさに日本の国内大会が、世界

最高レベルの大会となっていることがわかる。昨今、国内では中部・関西チームの実力が向上しており、地域大

会であってもレベルが高くなっている。中京大学が学生でありな

がら 9 位にランクしていることも、若い選手レベルでも高い実力

を持っていることが伺える。 

4 年後にまた日本代表チームの表彰台を見るためにも、いよい

よ今後はオープン部門の強化が、日本にとって重要となるであろ

う。（順位は次ページの表を参照） 

 

今回のクラブ選手権では、出場したいくつかのチームから、大

会後のコメントを頂いた。今後トップを目指すプレイヤーにとっ

て、参考になるメッセージがつまっている。以下に紹介したい。 
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今大会今大会今大会今大会のののの総合順位総合順位総合順位総合順位 

 

 

 

壱壱壱壱 （（（（ウィメンウィメンウィメンウィメン部門部門部門部門    準優勝準優勝準優勝準優勝）））） 

壱は世界大会最終日、世界で２チームしか立てない

決勝のコートに立つことができました。 

結果は、アメリカＦｕｒy に１５－１５からの取っ

たもん勝ちで逆転負けをしてしまい、世界一には一歩

及びませんでした。 

本当に悔しい思いをしましたが、日本チームの皆さ

んの応援を背に、戦うことができました。それは試合

前中後、途切れることなく続き、試合の終盤には他の

観客を巻き込んで、スタンド全体から「ＵＮＯ」と叫

ぶ声が聞こえました。コートから見るその光景は、言

葉にできないほどで、一生のうちでもう二度とないと思えるくらいでした。 

試合後にも、わざわざ私たちのところへ労いの言葉をかけにきてくれる外国のプレーヤーが多くいました。中

には称賛の言葉とともにテキーラを一本くれたメキシコチームまで。 

たくさんの方が応援してくれたからこそ勝ちたかった大会、金メダルは獲れませんでしたが、それだけでは手
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にできないものを私たちは今大会でたくさんいただきました。会場で、また日頃から壱を応援してくださってい

た方々、本当にありがとうございました。今後も、チームみんなで壱のアルティメットを作っていきたいと思い

ます。 

最後に、今大会会場で４年前のクラブチーム選手権の壱の応援を覚えていたり、当時の壱のユニを着ている他

国の選手に多数会いました。チーム一同、４年前の大会が、この大会と繋がっていることにとても感動しました。 

今後、たくさんのプレーヤーが今回の私たちと同じように、世界大会に出て、感動を味わってほしいと思います。 

 

文化文化文化文化シヤッターシヤッターシヤッターシヤッター    BUZZ BULLETS    （（（（オープンオープンオープンオープン部門部門部門部門    3位位位位）））） 

前回覇者として大会に臨むプレッシャー、海外経

験のないメンバーが多くいる中、大会を迎えました。

目標である連覇へ自分たちがやってきたアルティ

メットを信じるだけでした。 

大会に始めは、若手の緊張が見られたが徐々に慣

れてきた頃から今大会に向けて取り組んできた事

もうまくはまり、チームが試合を重ねる事にどんど

ん強くなっていきました。しかし準決勝で負けてし

まい、結果は銅メダルでした。 

関東オープン、DreamCupでチームをベテランと

若手の２チームで編成したことで国内で世界大会のような緊張感のあるゲームが出来た事がメダル獲得という結

果に結びついたと思います。関東オープンではＯＢに、DreamCup では他のチームに協力があって出来た事でし

たので感謝の気持ちでいっぱいです。 

今大会、残念ながら参加を断念せざるを得ないメンバーもいました。そのメンバーも含め、選手・トレーナー・

マネージャーの１人１人がチームのためにやれる事を行い、本当にチーム一丸となって勝ち取ったすごく価値の

ある銅メダルでした。しかし、目標の連覇には届かず、結果の銅メダルという現実をしっかりと受け止め、２年

後・４年後に必ず金メダルを獲れる準備をしていきたいと思います。 

世界大会で感じた事を少し。日本はチーム力は世界一といっても過言ではないですが、１対１の個の力は、Ｔ

ＯＰ３に入れるかどうかだと感じます。日本のレベルが

世界一に手の届く位置まできたからこそ、１対１に対し

て向き合わないと行けない所まで来たと感じます。自分

の特徴を知り、そこで勝負する自信と力が求められます。

Ｂｕｚｚももちろんの事ですが、１対１のスキルアップ

をしていって欲しいと思います。 

最後に、ジュニア、Ｕ－２３と学生から世界を経験で

きる機会が増えたこともあり、２年後の国別ではこの若

い力と中堅・ベテランと非常にいいチーム編成が期待で

きます。是非一緒に、２年後金メダルを目指しませんか。 
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MUD    （（（（ウィメンウィメンウィメンウィメン部門部門部門部門    5位位位位）））） 

あっという間の２週間でした。毎日アルティメットの

ことだけを考え、プレーできるこの環境は選手としてこ

の上ない喜びであり、キャプテンとしても大変貴重な経

験をさせてもらったと思っています。 

４年前、優勝した前回大会とはメンバーも異なり、新

たな気持ちで「メダルをとろう」という目標のもと、今

年度をスタートさせました。16 人という人数は、約１

週間の試合を戦い抜く上で決して多い人数ではありま

せんでしたが、どの試合もそして大会の最後まで、相手

チームよりも走りきったという自信はあります。 

大会の序盤は、これまでのトレーニングで培った「１試合を通して走り続ける体力」を軸に、チームメイトの

得意どころを生かした OF、相手の特徴を封じる DFを展開することができました。課題であった修正力も、試合

を重ねるごとに上がっていきました。途中、優勝チームの FURY や同じ日本勢の HUCK に負けてしまいました

が、無事決勝トーナメントに進むことができました。 

そして忘れることができないのは、ベスト４をかけた BruteSquard 戦です。前半は４UP で折り返しながら、

後半ファールやコールで、自分たちの OFのリズムを崩され、あと１点を取りきることができず負けてしまいまし

た。大会を通じても、英語での抗議やルールの違いに悩まされましたが、これも世界大会の厳しさなのかもしれ

ません。 

結果は、５位。もっと上を狙えたと思うと、悔しさも残ります。しかし、大会を通してメンバー全員が同じ気

持ちで戦っている“MUDの強さ”を改めて再認識しました。この“チームが１つになる瞬間”が、アルティメッ

トをやっている上での最高の喜びであり楽しみです。MUDは、いつまでもそういうチームでありたいし、みなさ

んにそれを見せ続けられるチームでありたいと思っています。 

最後になりましたが、支えてくださった日本チームトレーナーの橘先生をはじめ STAFFの方々、MUDを応援

してくださった皆様に、心からお礼を申し上げます。 

 

HUCK    （（（（ウィメンウィメンウィメンウィメン部門部門部門部門    6位位位位）））） 

HUCK は、2004 年のパース大会に続き２度目の

WUCC出場。世界の強豪チームが出場する WUCC

だが、特に今回は USA の強豪が参加しており、世

界最高峰の大会に出場できて幸せに思う。 

体も大きくパワフルな相手ばかりで日本では味わ

えないゲームの中で、どの試合も楽しむことができ

た。 

初戦の相手は中国代表 D-CCUP。結果は快勝だっ

たが、アグレッシブさ、そして何より純粋にアルテ

ィメットを楽しむ姿勢など見習うところが沢山あり、

初戦に相応しい試合だった。他にも、印象的で思い出深いゲームが３つある。 

１つ目は予選プール二日目ｖｓＦＵＲＹ。全米１位はやはり手強く、修正する間もなく終わってしまった。ス
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ロー力、キャッチ力、走力、すべてがパワフルだった。FURY とはパワープールでも同じプールになったが、予

選での勝敗がそのまま持ち越され結局それ以降戦えなかったのは残念だった。 

 ２つ目は奇跡の逆転劇をみせたｖｓＢａｃｋｈｏｅ。今期一番の、１２０％以上の、地球上で一番の、ＨＵＣＫ

大集中祭だったと思う。試合後、ボランティアのオブザーバーが大興奮して勝利を讃えてくれたのは嬉しかった。 

３つ目はなんといってもメイングランドでのショーケースゲーム vsＲＩＯＴ。あそこでメダルの夢が儚く消えて

しまったが、強豪相手に HUCKの力を見せ付けられたのではないかと思う。日本チームもたくさん応援に来てく

れて、他の国の人からも、ゲームを見て『良いチームだね！』とたくさん声をかけてもらえたのは本当に嬉しか

ったし、誇りに思えた。 

大会を通してたくさんのことを学んだが、パワープレイで勝負してくる諸外国のプレイに比べて日本は技や戦

術の細やかさで勝負しているのだと実感した。アルティメットを通じて、たくさんの海外の人々と想いを共有で

きたことに、世界大会の醍醐味を感じた。 

今大会、HUCK が出場を決めるまでに尽力下さった方々、応援して下さった方々、ご協賛いただいた方々、そ

の他関係スタッフ各位への感謝の気持ちを忘れることなく、HUCK はこれからも『挑戦』していくチームであり

たい。 

 

中京大学中京大学中京大学中京大学 Naughty Kids    （（（（ウィメンウィメンウィメンウィメン部門部門部門部門    9位位位位）））） 

日本を出発する前、自分たちは世界大会に行くという

実感があまりもてなかった。試合をしてみると世界は身

長が高く、フィジカルが強かった。初戦負けたとき日本

の学生の 50分という試合展開とは違い、前後半を考えて

100 分戦い抜く戦術が必要なことを痛感した。世界での

戦い方が全く分かってなかった。 

他の日本チームは勝ったことを聞いた時、自分たちは

日本代表で来たわけであり、日本の学生として恥のない

試合をして世界のチームに勝ちたいと思いました。その

あと勝ったり、負けたりしましたが毎日アルティメット

をすることはとても良い経験であり体の疲労はありましたがそれ以上に楽しかったです。 

大学生だけのチーム参加は中京だけであり、地域で集まったチームやクラブチーム…世界中さまざまな環境で

アルティメットをしていると感じた。若手とベテランの選手が混ざったチームと対戦することが多く、ベテラン

の選手のすごさを感じました。そのなかでも中京らしさを出しきれたと思います。 

世界の持ち味があるように日本の持ち味をだせば世界と戦っていけることが分かりました。スローやシュート

の精度、足の速さ、体力。日本のチームはとてもすごかったです。ＵＮＯとＨＵＣＫと対戦しましたが日本で対

戦するよりもっと強かった。自分たちのミスにより大差で負けてしまったがとても勉強になりました。また 4 年

後、海外で学生が学ぶ機会を得られることが学生のレベルアップにつながると思います。 
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ロキートスロキートスロキートスロキートス（（（（オープンオープンオープンオープン部門部門部門部門    29位位位位）））） 

30度を超える連日の猛暑、7日間の連戦、

体格の差、世界大会経験者の少ないロキー

トスにとって、本大会はまさに“挑戦”であり、

チームの現状、世界との差、そして今後の

可能性を肌で感じることができた大会でし

た。 

大会序盤、ＵＳ1位の chain lightningや

ＮＺ１位の Magon のパワープレイの前に

自分たちの戦いができず、下位トーナメン

トへ。世界との差を感じながらも、北米、南米、欧州、オセアニアなど様々なプレースタイルのチームと戦うこ

とで、多くを吸収していきました。 

大会が進むごとに、体格・パワーで勝る相手に対して、個ではなくチームで守るディフェンス、ハンドラーの

押し上げを活かしたスピード感のあるオフェンスを展開できるようになり、最終順位は 48 チーム中 29 位という

ものでした。悔しさもあります。しかし、誰も手を抜かずに最後まで戦った、最高の結果だと感じています。チ

ーム・個人として大きな成長を得られた今大会は、これまでのロキートスの目標であったと同時に、次の世界大

会へ向けての新たなスタートラインとなりました。 

 4年後にロキートスが世界でどんな結果を残せるか。また 2年後にロキートスからどれだけのプレイヤーがナシ

ョナルチームに選出されるか。今後、さらに目線を高く持ってアルティメットに取り組むことで、アルティメッ

ト界に大きな刺激を与えていけるようなチームへとなっていきたいと思っています。 

 

ＩＫＵ！ＩＫＵ！ＩＫＵ！ＩＫＵ！    （（（（ミックスミックスミックスミックス部門部門部門部門    16位位位位）））） 

IKU！はこれまでの日本チームの戦績を上回る

ことが目標でした。（チーム目標はベスト 8）結果

16位でベスト 8には届かなかったものの、力は出

しきれた結果だと感じています。日程が進むにつ

れ、主要メンバーの離脱がつづき、殆どの試合で

僅差の競り合いとなりました。大会ハイライトと

しては、ベスト 16 前の試合でカナダのチーム

（RIP）に競り勝った試合です。 

大会最後には力尽き矢折れといった状況だった

のですが、どの試合も僅差で、IKU！はWOMEN

メンバーを活かし、いい力が出せたと思っています。ベスト 16で負けた後は勝てなかったのですが、現在の実力

は出し切った 

結果ではないかと受け止めています。チームのモチベーションも最後まで高く、本当にいいチームでした。 

IKU!のみんな有難う。また、毎日ウェブで結果を観ながら応援してくれていた方々ありがとうございました。

大会で IKU!メンバーに会ったら是非話しかけてください。 
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SQOAL    （（（（ミックスミックスミックスミックス部門部門部門部門    20位位位位）））） 

まず始めに、今回サポートして頂いたスタッフの

皆様、応援してくれた皆様にお礼をしたいと思いま

す。本当にありがとうございました。 

さて、今回の世界大会はミックス部門での参加で

した。目標を高く持ち、いざ参加した大会でしたが

初日から一点差、二点差の試合をモノに出来ず。結

局その敗けが後のプールに響いてしまい、20位と言

う後悔の残る結果になってしまいました。 

今大会で感じたことは、ミックス部門でも日本の

チームは上位を狙えるということ。アメリカのチー

ムとは対戦することがなかったのですが、その他は自分たちを含め力の差はそれほどないということ。なぜ勝て

なかったかと言えばもちろん私達の努力不足、練習不足は当然あると思います。それにもうひとつ付け加えさせ

てもらえるなら、国内でのミックスという部門の確立が絶対に必要だということです。 

決勝に勝ち上がったチームを見るとコーチが付いていて、日頃から戦術などをしっかりと練習している感じが

ありました。それに比べ日本ではミックス同志の練習も  間ならない状況です。スコールというチームは今大会

ももちろん大きな目標でしたが、今後もミックスのチームとして活動していくつもりです。少しでも日本のミッ

クスチームが増えるように、そのきっかけとなれるように、そして次回のクラブ選手権で今回の悔しさを晴らせ

るように頑張っていこうと思います。 

 

美技美技美技美技    （（（（マスターマスターマスターマスター部門部門部門部門    9位位位位）））） 

 パースの世界制覇から４年。巡って来た

連覇のチャンス。そして、ほぼ全員のメン

バーが再び集まって美技がプラハに向けて

始動。４年前と比べて時間も内容も充実し

た練習の日々。新しい事を追い求めるだけ

の練習ではなく、それぞれが持っている技

術をいかに調和させるか。毎回の練習では

それを意識した。プラハの地で最高の舞台

を作り、最高の結果を残す事を胸に、戦い

に望んだ一週間。 

 しかし、その思いはいきなり砕かれる。メンバー不揃いの中、初戦 Red Lightsに負け、Wall Cityにはリード

するも逆転負け、４年前に勝利した Eastern Graysにも接戦の末、敗退。そして Surlyには、追いかける形のま

ま完敗。結果としては下位リーグトップの９位で世界大会を終えた。 

 今大会で我々が得た事、それはパースの世界制覇から４年間、間違いなく私達が世界のマスター部門をリード

して来たということだ。「どうすれば日本に勝てるかをずっと考え、DVD をもとに研究して来た」と、各国キャ

プテンが話してくれた。この事実はメンバー一人一人が誇りに思い、そして次の大会への新たな闘志となる事だ

ろう。 

 今大会、メンバーが完全に揃ったのは４日目。マスターメンバーは、年齢が故に社会的に重要なポジションに
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いる。そのため、開催時期によっては大会初日からの参加が難しい。今後の世界大会のためにも、今後、選手が

全日程参加するための社会的理解を得るための活動が必要である。と同時に我々一人一人が熱い思いを絶やさな

い事が重要だ。最後に、プラハでの勝利を目指して共に努力してくれたメンバーと様々な面で力を頂いた本田雅

一氏に感謝したい。 

 

BIG BOMBERS    （（（（マスターマスターマスターマスター部門部門部門部門    9位位位位）））） 

2006 年 の プ ラ ハ に 続 き 、

BIGBOMBERS として、マスター部門

で参加いたしました。選手 19名、トレ

ーナー1名、応援団 3名の 23名で望ん

だ大会でしたが、16チーム中 16位と目

標のベスト 8 にも届かない結果となっ

てしまいました。 

今までの大会よりも、オフェンスやデ

ィフェンスの戦術面などでは通用する

と感じる部分はありましたが、一つのミ

スや相手のパワープレーによってリズムが崩れるとそのままの流れで試合が終わってしまう状況が続きました。

どのチームもディスクを持ってからの 10秒間の使い方がうまく、カウント 8、9からの勝負強さを痛感しました。 

 チームとしても個人としても 1勝もできなかった悔しい思いでいっぱいですが、23名全員が最後まであきらめ

ずに戦ってくれました。チーム作りから支持してくれた田中トレーナー、誰よりもたくさんの声援を送ってくれ

た 3人の応援団、他メンバー全員、本当にありがとうございました。2010BIGBOMBERS！本当に最高のチーム

でした！ 

『マスター部門に帯同して』 トレーナー 田中 明季  

今回 BIGBOMBERSに帯同させていただき、世界のマスター部門をじっくり見ることができました。OPENや

WOMENと同じく、日本人の特徴であるスローの正確性、スピードは日本のマスターチームでも体格差のある海

外チームと互角に戦える力を持っている、と感じました。そしてそれらを生かす走力をつけることができれば日

本のマスターも世界でトップに入る可能性は十分にあると思いました。 

BIGBOMBERSでは「走る」トレーニングを継続

して行ってきました。トレーニングの成果は確実に

ありました。今回のメンバー構成は 30 代後半が中

心でしたが、その中に 50代の選手が二人いました。

二人ともコートを走りまわりダイヴして傷だらけ…。

大会中、このお二人が一番いいコンディションを保

ち続けていたと思います。本当に素晴らしいです。

お二人は週末の練習だけでなく普段から走っていて、

個人戦総合選手権のディスカソン競技でも常に上位

にいる驚異的な方々でもあります。「継続は力なり」

とはまさにこのことだなと思いました。他のメンバ

ーも負けないようこれからもがんばってください！  
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世界ジュニアアルティメット選手権大会 ハイルブロン大会 

  2010年 8月 2日～7日、ドイツ・ハイルブ

ロンにて世界ジュニアアルティメット選手権

大会が開催された。19歳以下の選手が参加条

件であるジュニア部門は、数年後の世界のア

ルティメット勢力図を占なう大会で、各国の

若手選手の育成状況を見ることができる重要

な大会だ。 

日本は 2 年前のバンクーバー大会にてジュ

ニアウィメン部門が見事優勝した。今年もメ

ダル獲得の期待がかかる中、ジュニアオープ

ン 17名、ジュニアウィメン 18名が日本代表

に選出され、ドイツの地で熱戦を繰り広げた。 

 

 

 

厳厳厳厳しいしいしいしい戦戦戦戦いをいをいをいを強強強強いられたいられたいられたいられた Team Japan 

 各国のジュニア部門の成長はめざましく、日本は厳しい戦いを強いられた。ジュニアウィメン部門は、予選リ

ーグ３勝 3敗で辛くも決勝トーナメントに進出。準々決勝でアメリカと対戦し、２－１７と大差で敗退した。7位

決定戦では、今大会に力をいれてきたヨーロッパ勢のフィンランドと対戦し、接戦の末１７－１５で見事勝利。

世界 7 位となった。ジュニアオープンは、予選リーグにてフィンランドに対し１５－１７、オーストラリアに対

し１３－１７と接戦に持ち込む展開もあったが惜しくも破れ、13 位決定戦へ。最後はラトビアを１６－１４で勝

利し世界１３位となった。 

 結果は厳しいものとなったが、特に体格差が大きい中、日本代表選手

はスピード力とチームワークをを生かし、随所によい試合展開を見せた。

大学生からアルティメットを始める選手がほとんどである日本の国内事

情を考えると、日本若手選手層のポテンシャルは高いといえる。 

 以下の各監督のメッセージにもあるとおり、日本国内の若手育成体制

や、中学生高校生の競技人口拡大が、今後のジュニア部門の順位を左右

する。今大会の参加国と順位表を掲載した。今後この順位がどのように

推移していくか楽しみだ。 

 一方で何より期待したいのは、今回選ばれたジュニア日本代表選手の

今後の活躍だ。若い世代が世界各国と対戦し、その経験を日本に持ち帰

ってきた。それぞれ通用したプレーに対する自信、大差で敗退した試合

の悔しさを胸に、今後のプレーに生かしてほしい。今回のメンバーが

U-23大会で、そして将来日本代表選手として、ぜひ世界のメダルを持ち帰ってくることを期待したい。 
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ジュニアオープンジュニアオープンジュニアオープンジュニアオープン日本代表日本代表日本代表日本代表    石井石井石井石井    哲哲哲哲    監督監督監督監督    コメントコメントコメントコメント 

 ほとんどの選手が初めての世界大会で、高さは

もちろん、戦術やリズムが日本とは全く違う相手

に、当初は戸惑う姿も見られましたが、大会終盤

にはそれらにも対応できる様になっていました。

また、大会中で自分達のプレーの完成度も大きく

高まり、短期間での上達には目を見張るものがあ

りました。貴重な経験をした選手達の今後のさら

なる成長と活躍を期待したいです。 

 また、世界各国の特にヨーロッパ各国のジュニ

ア世代への普及・育成は力を入れており、同じ会

場で同時開催されていた U-17ヨーロッパ選手権には 7カ国が参加していました。今後、日本も中高校生等を対象

に何らかの取り組みを行っていく必要があると感じました。 

 最後になりましたが、今回、ジュニア日本代表に協賛・協力して下さった全ての法人・個人の皆さま、本当に

ありがとうございました。 

 

ジュニアウィメンジュニアウィメンジュニアウィメンジュニアウィメン日本代表日本代表日本代表日本代表    河野河野河野河野    淳一淳一淳一淳一    監督監督監督監督    コメントコメントコメントコメント 

前回のバンクーバーでの活躍もあったことから、ウ

ィメン代表に対する期待は大きかったと思いますが、

地元開催ということで力を注いできたと思われるヨ

ーロッパ各国や従前からジュニア層の育成に取り組

んでいるアメリカ、カナダ、コロンビアといった国々

に、今回は及びませんでした。監督として、責任を感

じております。 

しかしながら、最終戦でフィンランドとの激闘を制

することができたのは、チーム全員が一丸となって走

り負けなかった成果であることを肌で感じてくれた

と思います。 

代表として参加した選手達が、この経験を生かし、今後大きく成長してくれることを期待しています。 

 

大会結果大会結果大会結果大会結果 

順位 ジュニアオープン ジュニアウィメン 

優勝 アメリカ コロンビア 

準優勝 カナダ カナダ 

3 位 イギリス アメリカ 

4 位 ドイツ オーストラリア 

5 位 コロンビア スウェーデン 

6 位 フィンランド イタリア 

7 位 イタリア 日本日本日本日本    

8 位 オーストラリア フィンランド 
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9 位 フランス ラトビア 

10 位 オーストリア ドイツ 

11 位 ベルギー イギリス 

12 位 スウェーデン イスラエル 

13 位 日本日本日本日本    オーストリア 

14 位 ラトビア ベルギー 

15 位 アイルランド  

16 位 チェコ  

17 位 イスラエル  

18 位 スイス  

 

 

世界Ｕ２３アルティメット選手権大会 フィレンツェ大会 

7 月 19 日～25 日、イタリア・フィレンツェ

にて、世界Ｕ23アルティメット選手権大会開催

された。今年 1月に急遽開催が決定した U23の

世界大会。クラブ選手権やジュニア選手権に向

けて各チームが準備を進める中、選手選考とチ

ーム作りが塚田監督のもと、急ピッチで進めら

れた。U23 大会は大学生が中心となる大会で、

大学生はアルティメットの一番の成長期だ。こ

の年代のうちに世界各国と対戦できることは選

手の成長にとって非常にプラスとなるだろう。2

年前にバンクーバーで開催された A代表の日本

代表選手にも大学生が選手されており、次回の

日本代表選手に選ばれる選手も出てくるはずだ。

様々な期待の中、熱戦が始まった。 

 

大健闘大健闘大健闘大健闘のののの Team Japan    そしてそしてそしてそして興奮興奮興奮興奮のののの決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦 

U23は今回初めて設定された大会だ。このため各国のチ

ームがどのような実力を持ち、どのような結果となるか予

想が難しかった。そのような中、日本代表チームはオープ

ン部門、ウィメン部門とも準優勝という快挙を成し遂げた。

前評判は決して高くなかった日本代表チームであったが、

順調に予選を勝ち進んだ。決勝戦もオープン、ウィメンと

もに素晴らしい試合であった。 

オープン決勝はカナダとの対戦となった。前半７－９と

2点差を追いかける日本は、後半１１－１３から 2連取し、

１３－１３の同点に追いつく。その後逆転に成功しタイム
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キャップに入って１８－１７とするが、最後は 2連取され１８－１９で惜しくも銀メダルとなった。 

ウィメン決勝はオーストラリアとの対戦となった。前半９－８と 1 点リードで折り返した日本だったが、後半

開始直後に 3 連取され９－１１と逆転を許す。その後１５－１５と同点に追いつき、オープン同様に最後の 1 点

を取ったチームが優勝という場面まで持ち込むが、惜しくも１５－１６と破れ銀メダルとなった。 

両部門とも、素晴らしい決勝戦で日本の学生アルティメットのレベルの高さを、世界に知らしめただけでなく、

我々自身が知ることが出来た。今回の勝因や学生アルティメットの育成における課題は、塚田監督のメッセージ

に込められているので、ぜひ読んでいただきたい。 

そしてなにより、U23の日本代表チームの皆さん、銀メダルおめでとうございます！ 

 

大会結果大会結果大会結果大会結果 

順位 U23 オープン U23 ウィメン 

優勝 カナダ オーストラリア 

準優勝準優勝準優勝準優勝    日本日本日本日本    日本日本日本日本    

3 位 ドイツ イギリス 

4 位 コロンビア カナダ 

5 位 オーストラリア コロンビア 

6 位 イギリス アイルランド 

7 位 スイス フィンランド 

8 位 スウェーデン ドイツ 

9 位 フィンランド  

10 位 オーストリア  

11 位 ロシア  

12 位 アイルランド  

13 位 フランス  

14 位 イタリア  

15 位 スロバキア  

 

U23日本代表日本代表日本代表日本代表    塚田塚田塚田塚田    泰弘泰弘泰弘泰弘    監督監督監督監督    コメントコメントコメントコメント 

今大会は世界学生選手権のような意味合いを持つ、初めてのWFDF主催大会でした。これまで日本のレベルと

世界のレベルを、選手として体験してきた私ですが、世界の学生のレベルだけはどうしても分からず、チーム指

針については日本のトップレベルに合わせるやり方でチーム作りをしてきました。 

その甲斐あってか男女とも破竹の勢いで決勝戦まで駒を進め、前評判が高くなかった今回の日本代表ですが、

非常に良い結果を残せたと思います。 

決勝戦では男女とも最後の 1 点に泣き準優勝と言う結果でしたが、OPEN はダントツの優勝候補だったカナダ

に１点差まで詰める大健闘を見せ、WOMENも同じく優勝候補だったオーストラリアに予選で一度勝利するなど、

男女とも世界を驚かす結果を出せました。結成して間もない即席チームでしたが、選手一丸となって戦った結果

であり、私を信頼し一緒に世界一を目指してくれた事、本当に感謝しています。 
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今回、U23 日本代表が銀メダルを

獲得できたのは、それは決して世界の

レベルが低かったわけではなく、私個

人の見解ですが、日本と他国の戦術の

差にあったと思います。対戦した各国

は、すでに現役を引退したプレーヤー

がコーチや監督をしていたため、試合

におけるアルティメットの考え方、戦

術などが一昔前のものでした。一方日

本のトップレベルの戦術を理解し実

行することが出来た U23 日本代表選

手たちは、各国に対し一枚上手の試合

展開をすること出来ました。このことが今回の結果に繋がったのだと考えています。 

身体能力、技術など個人能力については各国文句のつけようのない選手が多く、7月のクラブ選手権に出場した

選手や、2009年のワールドゲームスに出場した選手も今大会に参加しており、能力だけを競う大会であったなら

日本は完敗していたでしょう。私の目から見ても、特にカナダ・ドイツ・オーストラリア・イギリス・コロンビ

アは 23歳以下とは信じがたい実力をもっており、世界の若手育成は着実に進んでいることを実感しました。 

アルティメットは非常に難しい競技で、毎年のように新しい戦術や考え方が生まれています。その進歩につい

ていけないと、どれだけの身体能力を持っていても身体能力の低いチームにすら勝てない。これは誰もが認める

ことだと思います。だからこそ毎年のように考え、実行し、成功・失敗を繰り返し世界のアルティメットは進歩

しています。 

これからの日本はコーチや監督をつけ

るチームも増えてくると思いますが、コ

ーチ陣の戦術でチームの限界が作られて

しまわないよう、若手の育成だけではな

く指導者の育成も必要だと感じました。 

今回は男子部門（OPEN）と女子部門

（WOMEN）両方の監督＆団長という形

で、U23日本代表チームを引率しました。

WFDF で急遽開催が決まったこともあり、

体制としては万全とは決して言えない状

況の中、準備期間も少ないままの緊急発

進となり、私ひとりでのスタートとなりました。無論スタッフもなし。選手団の運営、準備なども 1 人で行う状

況で「なぜ日本は 1 人なのか？」と他の国のスタッフより質問が来るほどでした。日本ではまだ環境が整ってい

ないスポーツですが、世界ではコーチ陣だけで何人もいるのが当たり前の状況に、大きな差と改善の必要性を痛

感しました。そのような中、何より選手達はよくがんばってくれました。 

私自身、全日本選手権・世界アルティメット選手権（バンクーバー）と合わせて 11枚目の銀メダルとなってし

まいましたが、今回の銀メダルという結果を日本に持ち帰り、今後の日本アルティメット界を成長させ牽引でき

るように今後も頑張って行きたいと思います。 

最後に、応援してくださったみなさん。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.84(平成 22 年 10 月 11 日発行)

発行人：師岡 文男 ／ 企画 編集：企画本部

協力：日本学生フライングディスク連盟 広報部

 

今後の強化活動について 

NPONPONPONPO 法人日本法人日本法人日本法人日本フライングディスクフライングディスクフライングディスクフライングディスク協会協会協会協会    強化委員長強化委員長強化委員長強化委員長    大島大島大島大島    寛寛寛寛    

 

2008 年のバンクーバー大会から U-19 世界大会に参加している日本で

あるが、日本代表チームの 2010年の大会結果は、U-19ではオープン 13

位、2連覇を目指したウィメンが 7位。今年初めて開催された U-23世界

大会では、オープン 2 位、ウィメンが 2 位というすばらしい結果であっ

た。 

昨年の学生選手権覇者・日本体育大学を中心にメンバーを募り、日本体

育大学・塚田監督が男女ともにチームをまとめた手腕はすばらしいものであり、これからの大学アルティメット

チームの監督・コーチの必要性に一石を投じるものである。 

大学入学から 1、2年は世界レベルでは無くとも、4年間で世界レベルに到達しているという結果をみると、日

本の大学アルティメットの取り組みが、いかに盛んであるかが伺える。U-19については、中学・高校生の強化に

どのように取り組んでいくかが今後の課題となる。大学を卒業して教員になるプレーヤーが赴任先でアルティメ

ットのチーム作りに取り組んでいるか否かが重要なポイントになる。部の結成に係る手続きやメンバー募集など、

中学・高校生アルティメットチームを１から築き上げるのは容易いことではないので、どうしても自分が中学・

高校時代に行っていたスポーツの指導に携わっていることが多い。 

 1980年代は、近畿大学付属高校・中京商業・田無工業が関西・中部・関東からそれぞれ全日本大会に駆けつけ

オープンに交じって戦った。このころから全日本高校アルティメット選手権大会を開催していれば、新チーム育

成のきっかけになっていたかもいれないが、策を講じることもなく終わっている。中学・高校のチームが無い状

態での大会開催は難しいかもしれないが、急造チームでも参加できる何らかのイベントを開催し、中学・高校に 

アルティメット・スポーツのすばらしさを伝えることが急務となろう。また、小学生にはソフトディスクによる

ドッジボールゲームだけでなく、バスケットとハンドボールを組み合わせたゴールドッヂ（※1）の普及やホット

ボックス・アルティメットなどの普及を推めたい。 

ソフトディスクの体験をプラスチックディスクにうまく移行させ、興味をそそる何らかのイベントを開催して

いくことも重要なテーマである。 

 

※1 ゴールドッヂは、日本ドッヂビー協会の推奨競技のひとつで、パスワークやトラベリングなどアルティメットの競技要素を兼ね備え

たソフトディスク競技として、ドッヂビー及びフライングディスクの普及と選手育成に寄与するものと注目されています。 

 

 

 

 

 

 


