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第３５回全日本フライングディスク個人総合選手権大会 

2010 年 7 月 17 日～19 日、国営木曽三川公園東

海広場（愛知県）にて第 35 回全日本フライングデ

ィスク個人総合選手権大会が開催された。昨年同様、

ディスクゴルフ部門（5 月 22 日～23 日に山梨県清

里高原にて開催）と他 6種目（ディスタンス、アキ

ュラシー、SCF、ディスカソン、DDC、フリースタ

イル）の 2回で総合を争う形になった今年の大会は、 

開催地である愛知県の中部地区では個人種目の記

録会などフライングディスク競技 11 種目が盛んに

行われていることもあり、今大会ではチャレンジ部

門（ディスタンス、SCF、アキュラシーの 4 種目）

として、大会参加者以外も記録にチャレンジできる

部門が設けられ、盛り上がった大会となった。 

5 月に開催されたディスクゴルフオープン部門で
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は、石原選手が安定したスコアでポイント 1 位を奪取し、昨年度優勝の梶山選手が不参加の中、総合優勝返り咲

きを狙う大内選手に 1 歩リードする形となった。またウィメン部門も昨年度 3 位の福原選手がポイント 1 位で、

残り 6種目を迎えた。 

 

大会大会大会大会１１１１日目日目日目日目 

大会初日、DDC（ダブルディスクコート）では予選リー

グから決勝トーナメントまでが行われた。オープン部門予選

Ａリーグは岩藤・石原ペアが息のあったプレーを見せ順当に

予選を通過、残りは 3 チームが混戦となった。また予選 B

リーグも大内・黒田ペアが抜け出すが、岩田・本山ペア

（GRABBERS）や小森・三條ペアも負けじと予選を通過し

た。 

DDC オープン部門は予選リーグで 5 試合を行い、決勝ト

ーナメントでは 3 試合が行われるため、ここからが体力的に

も厳しくなってくる。その中、予選 A リーグ 3 位の大島・

内海ペアが準決勝 23-21 で岩藤・石原ペアを、決勝では大内・黒田ペアを 16-14 と大接戦で破り、見事に優勝を

果たした。 

続いて、アキュラシーが予選から決勝まで行われた。アキュラシーでは予選 1R と 2R の合計スコアの上位 4 名

が決勝進出となる。ウィメン部門では 1R 上位 5 名が混戦となるが、2R でも安定した記録を出し、市川・小松・

福原・手塚の 4選手が決勝に進んだ。 

オープン部門の 2R では大島選手が

19 投と日本記録タイの素晴らしい記録

を出せば、チャレンジ部門にて大内らな

選手が 7 投と、10 歳以下の日本記録が

生まれた。 

決勝戦では Mr.フリスビーこと愛知

の竹内選手が奮闘するも、オープン部門

では大内選手が、ウィメン部門では市川

選手が優勝した。 

 

大会大会大会大会２２２２日目日目日目日目 

大会 2日目は SCF（セルフ・コート・フライト）の予選と決勝が行われ

た。SCF は MTA（マキシマム・タイム・アロフト）と TRC（スロー・ラ

ン・アンド・キャッチ）の合計ポイントで競われる。SCF のポイントは、

MTA 秒数×5.5＋TRC 距離で計算される。1 秒長く浮かせられれば、

5.5mTRC で距離を出した計算になる。MTA の結果から、TRC で何メー

トル距離を出せればよいかなどの計算がなかなか面白い競技だ。この日は

朝から無風のため、選手にとっては厳しい条件での競技となった。 

チャレンジ部門は 16 名の参加があり、普段は人に向かって投げたり、

向かってくるディスクを両手でキャッチするだけだが、自分でディスクを
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投げ、そのディスクを片手でキャッチするというこの競技の難しさに、悔しくて泣いてしまったり、うれしさの

余り大叫びしたりといろんな表情が見受けらた。その中、8 歳以下で大内海

人選手が MTA で 5 秒 47、７歳以下（ウィメン）で堀菜華選手が MTA で 4

秒 46・TRC で 14.57m と、今年設けられたチャレンジ部門にて、素晴らし

い日本記録が生まれた。 

SCF の合計ポイントでは、予選 1 位の石原選手を決勝で大内選手が、ウ

ィメン部門でも予選 1 位の小松選手を決勝で田内選手が破り、逆転優勝を

収めた。 

 決勝の MTA で大内選手が 11 秒 32 の好記録を出していたため、大内

選手を破るには TRC で 80m 近い記録が必要なため、他の選手が試行錯誤

しながら風やスローの方向を計算する姿が印象的だった。このあたりが

SCF 競技の醍醐味である。 

この日、終日風がほとんどなく気温もさがらないため、選手に疲労が見えてくるなか、夕方からはディスカソ

ンの予選 1R が行われた。 

 ディスカソンでは約 2km のコースをディスクを交

互に投げながら走っていく競技だが、今回のコースでは

芝生が長く、かなり疲れるコース設定となっているため、

ディスクコントロールと3カ所のペナルティポイントで

の旗門通過が、命運をわけるコースだ。 

オープン部門では黒田選手と若い選手には負けまい

と吉田選手に注目が集まる中、初出場の桑山選手と島倉

選手が喰らいつき準決勝に駒を進めた。 

この時点で総合ポイントとして、オープン部門では大

内選手 101、大島選手 97、石原選手 84 と大内選手が有

利な状況となった。ウィメン部門では福原選手 20、小

松選手 19、田内選手 17 と僅差で福原選手の初優勝なる

かの混戦となり、最終日の結果に期待がかかる状況で 2 日目を終えた。 

 この日の夜、プレイヤーズパーティが開催され、スタッフや選手など約 40 名のメンバーを GRABBERS のメ

ンバー（本山・岩田・野村・鈴木）や信州大学のメンバーが中心となりとても楽しいパーティとなった。 

 

大会大会大会大会３３３３日目日目日目日目 

 大会 3日目、残る競技はディスタンス、フリースタイル、ディスカソン（決勝）

のみとなった。まず、午前中からはディスタンスの予選が行われた。 

この日もほとんど風がなく、選手にとっては思うように記録が伸ばせない厳しい

状況の中、原科良選手が 78.35m と 11 歳以下の日本記録を更新し、若い力に負け

まいと、ウィメン部門小松選手の 115.57m、オープン部門大島選手の 166.36m と

好記録が生まれ、午後の決勝が楽しみな状況になってきた。 

ディスカソン決勝では、ウィメン部門福原選手が、スタートから猛スピードで逃

げ切りオープン部門顔負けの好記録で優勝！オープン部門では、吉田選手がおしく

もテストをクリア出来ず、ペナルティが加算される状況の中、桑山選手が奮闘し 2
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位に入り、石原選手が優勝した。 

午後に入り、木曽川特有の風が吹く中、デ

ィスタンス決勝が行われた。まず、ウィメン

部門 4 名中 3 名が 100m を超えるとなる好記

録をたたき出し、その中で 115.40m を投げた

福原選手が優勝した。 

 オープン部門でも土田選手 130.04m、石

原選手 141.09mと予選を越える記録が続出す

る。165m を超える大記録も 2 選手がマーク

し、大島選手 167.55m、大内選手 168.32m と

わずかの差で大内選手が優勝した。 

ディスタンス競技を終え総合ポイントは、

ウィメン部門は福原選手と小松選手の差が 3ポイント、オープン部門は大内選手と大島選手の差が 4ポイントと、

最後のフリースタイル競技で大逆転可能なポイント差となった。 

大会最後のフリースタイル。今大会では初の試みでトリオ（3名）での参加を廃止し、ペアでの参加のみとなり、

演技構成が難しくなることが予想される中、中部地区でフリースタイルをメインに活動している平島・ 原科ペア

と中尾・鈴木ペアに注目が集まった。 

フリースタイル初参加の古川・福原ペア、福岡・島倉ペアは終始楽しそうに演技し、非常に高いポテンシャル

を感じさせる、これからが楽しみなフリースタイルプレーヤーの誕生である。 

 オープン部門は、二人のコンビ技やボディーロ

ールなど、たくさんの技と演技構成に魅了され、最

後の種目にふさわしい見所のある演技を見せてくれ

た。 

 フリースタイルは中尾・鈴木ペアを完成度の高

い技で大島・片倉ペアが破り 2 位、ミスもほとんど

なく完成度の高い演技の平島・原科ペアが優勝をお

さめた。 

個人総合タイトル争いは、ウィメン部門は大会 3

連覇の小松選手を破り福原選手が 1ポイント差でう

れしい初優勝！オープン部門は最後のフリースタイ

ルのポイントで大島選手が大内選手に追いつき、な

んと大島選手と大内選手が同ポイントで優勝となった。 

大島選手は、48 歳 5カ月での総合チャンピオンとなり、最年長記録を更新した。また、大島選手の 15 回目の総

合優勝も大内選手が 12 回の総合優勝で追随しており、来年以降も二人の師弟対決が注目されるであろう。 

 

オーバーオールオーバーオールオーバーオールオーバーオール委員会委員会委員会委員会よりよりよりより 

各種目、熾烈な争いが繰り広げられた全日本大会の幕が閉じました。とても暑い中、選手だけでなくスタッフ

のみなさんのご協力により、無事に大会を終えることが出来ました。 

大会前日までの大雨の影響で、会場の状態が思わしくなく、草むしりをし、なんとか設営を行うことができま

した。愛知県フライングディスク協会竹内さん、株式会社クラブジュニアのスタッフの方々、本当にありがとう
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ございました。 

今大会はチャレンジ部門の実施により、年齢別の記録がたくさん生まれました。新たな記録へチャレンジし、

フライングディスク競技の発展につなげて頂きたいと思います。そしてぜひ個人総合選手権大会へ参加し、大旋

風を巻き起こしてください。 

最後になりましたが、ご協力・ご協賛各社の方々にも厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。 

 

 

グランドマスター部門 入賞者               ウィメン部門 入賞者 

優勝：大島 寛 選手（中央）               優勝：福原 有希 選手（中央 

準優勝：岩田 龍 選手（右側）             準優勝：小松 由香里 選手（右側） 

第３位：竹内 博行 選手（左側）             第３位：田内 弓子 選手（左側） 

 

 

マスター部門 入賞者                    オープン部門 入賞者 

優勝：大内 勝利 選手（中央）           優勝：大内 勝利 選手（中央） 

準優勝：土田 一郎 選手（左側）          優勝：大島 寛 選手（左側）   

第３位：岩藤 克実 選手（右側）           第３位：石原 雅敏 選手（右側） 
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大会結果大会結果大会結果大会結果 

大会詳細結果は、協会ホームページに掲載。 

 

個人総合：オープンの部（上位 3位） 

順位 氏名 総合総合総合総合    

ポイントポイントポイントポイント 

ゴルフ アキュラ

シー 

DDC SCF ディスタ

ンス 

ディスカ

ソン 

フリース

タイル 

１位 大島 寛 168168168168    22 25 26 24 25 22 24 

２位 大内 勝利 168168168168    25 26 24 26 26 21 20 

３位 石原 雅敏 152152152152    26 11 22 25 24 26 18 

 

個人総合：ウィメンの部（上位 3位） 

順位 氏名 総合総合総合総合    

ポイントポイントポイントポイント 

ゴルフ アキュラ

シー 

DDC SCF ディスタ

ンス 

ディスカ

ソン 

フリース

タイル 

１位 福原 有希 39393939    7 5 3 5 7 7 5 

２位 小松 由香里 38383838     6 7 6 6 6 7 

３位 田内 弓子 29292929     3 7 7 5  7 

 

個人総合：マスターの部（上位 3位） 

順位 氏名 総合総合総合総合    

ポイントポイントポイントポイント 

ゴルフ アキュラ

シー 

DDC SCF ディスタ

ンス 

ディスカ

ソン 

フリース

タイル 

１位 大内 勝利 41414141    6 6 6 6 6 6 5 

２位 土田 一郎 26262626    5 4 3 5 5 4  

３位 岩藤 克実 23232323    4 3 5 4 4 3  

    

個人総合：グランドマスターの部（上位 3位） 

順位 氏名 総合総合総合総合    

ポイントポイントポイントポイント 

ゴルフ アキュラ

シー 

DDC SCF ディスタ

ンス 

ディスカ

ソン 

フリース

タイル 

１位 大島 寛 53535353    8 8 8 8 8 7 6 

２位 岩田 龍 31313131    7 3.5 4.5 4 6 6  

３位 竹内 博行 26.526.526.526.5     7 6.5 6 7   

 

今大会今大会今大会今大会のののの世界記録世界記録世界記録世界記録・・・・日本記録日本記録日本記録日本記録 

種目 クラス 氏名 記録 

アキュラシー Women（10歳以下） 大内 らな 7投 日本記録更新 

MTA Men（8歳以下） 大内 海人 5秒 47 日本記録更新 

MTA Women（7歳以下） 堀 菜華 4秒 46 日本記録更新 

TRC Women（7歳以下） 堀 菜華 14.57m 日本記録更新 
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第２１回全日本学生アルティメット選手権大会  

東日本予選東日本予選東日本予選東日本予選 

2010 年 8 月 23 日（月）～25 日（水）に、茨城

県ひたちなか市の新光町グラウンドにて第 21 回

全日本学生アルティメット選手権大会の東日本支

部予選が行われた。例年よりも 2 週間ほど遅らせ

た大会開催となり、残暑とは思えないほどの猛暑

日の中試合は行われた。各チームともに、炎天下

における長い試合に備えたコンディショニングと

チーム戦略が勝利の鍵となったようだ。 

 予選リーグ後の順位決定トーナメントは競り合

う試合展開が多くみられ、本戦ゆきの切符を手に

するための戦いは最後まで予想のつかないものと

なった。オープンの部、東京外国語大学 MAX（昨

年 9 位）と横浜国立大学 COUGARS（昨年 13 位）は、各予選リーグから 1 位抜けを果たし昨年の順位を塗り替

え、見事 7位入賞にくい込んだ。東京外国語大学は 30 人と東日本でもっとも人数の多いチームとして今大会を迎

えた。今後も層の厚いチームとしての活躍が楽しみだ。横浜国立大学は、ゾーンディフェンスを中心とするチー

ムとして有名だ。マンツーマンディフェンスとは異なるチームワークを要するゾーンディフェンス、チームの伝

統として磨きあげた守備の粘りで見事予選を勝ち抜いた。ゾーンディフェンスを中心とする他のチームにとって

も、今後の試合に向けて良い刺激を与える結果をもたらしてくれたのではないだろうか。 

 ウィメンの部、今大会見事なチームワークで健闘したのが 3 位入賞の上智大学だ。23 人と人数も揃い、何とい

っても 3、4 年生の層が厚い。キャプテンをはじめとするハンドラーを中心に、展開の合わせにもロングシュート

にも合わせてくるフレキシブルなミドルと背が高くキャッチの強いディープ。バランスのとれた安定したオフェ

ンスが特徴だ。試合中もチーム全体の雰囲気はとても良い。キャプテンを中心に、チーム内の声のかけ合いが試

合の流れを自分たちのものにする強みとなっているようだ。ディフェンスもアルティメッターらしいがつがつと

したプレッシャーと連携の取れたチームワークでしっかり相手のオフェンスを抑えてくる。同じチームの一員と

して一緒にプレーしてきている 1、2 年生の今後の活躍も期待である。 

 東日本支部予選の決勝戦も白熱した。ウィメンの部では 4 月に開催されたフレッシュマンズカップの決勝戦を

思い起こさせる、日本体育大学と宇都宮大学との対決だ。不動の強さを持つ日本体育大学と今年度の各大会で安

定した強さを見せる宇都宮大学。結果、12 対 8で宇都宮大学のリベンジは本戦へとまた持ち越された。 

 オープンの部決勝戦、日本体育大学と上智大学の対戦となった。どちらも体力、技術ともに見る側を魅了する

プレーの続出だ。こちらも王座を譲らぬ日本体育大学の勝利かと思われたが、上智大学の攻撃は止まらない。3 年

生のキーマンのサイドスローロングシュート、息をのむロングシュートキャッチの競り合い。芸術的とさえ思わ

れるパスの連携や高度な身体能力、目が離せないプレーの連続に観戦側はアルティメットの魅力を再確認させら

れたことだろう。結果、最後に勝利を手にしたのは上智大学であった。本戦での両チームの活躍がますます楽し

みだ。 

 フレッシュマンズカップに引き続き、オープンの部の新チームとして今大会初出場となった日本大学 Grass 

Hoppers は予選 22 位。若いチームであるが、今後も積極的な大会への参加を期待したい。 

（広報部 3年 立教大学 木村 佳菜子） 
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中部中部中部中部・・・・西日本予選西日本予選西日本予選西日本予選 

２０１０年８月２４日～２６

日、堺市立サッカーナショナル

トレーニングセンターにて、第

２１回全日本学生アルティメッ

ト選手権の西・中部予選が行わ

れた。オープンの部は２０チー

ム、ウィメンの部は１６チーム

が参加し、本選への出場をかけ

て熱い戦いが繰り広げられた。 

大会２日目には、昨年惜しく

も本選へ一歩届かなかった和歌

山大学がオープンの上位リーグ

で岡山大学、大阪大学を下し、ベスト４進出を決め、初の本選出場となった。また、オープンの上位リーグで中

京大学、龍谷大学、近畿大学のリーグでは、龍谷大学と近畿大学が激戦の末引き分けとなり、また総得点と得失

点で並んだためフリップが行われ、龍谷大学が５位決定トーナメントへ進んだ。 

そして３日目は、本選への最後の切符をかけた激戦が繰り広げられた。オープンの５位決定戦では、近畿大学

を初日のリーグで破り勢いに乗る岡山大学と、昨年スクラッチで出場できなかった信州大学との争いとなった。

激闘の末、岡山大学が競り勝ち初の本選出場となった。ウィメンの５位決定戦は、龍谷大学と同志社大学のライ

バル対決となった。終始、同志社大学が試合をリードし、２年ぶりの本選への切符を勝ち取った。オープンの３

位決定戦では、和歌山大学が関西学院大学を破り、接戦を制した。 

オープン、ウィメンともに予選の決勝は大阪体育大学と中京大学の試合となった。両試合とも大接戦となり、

中京大学がアベックで予選を１位で通過した。 

（広報部 3年 同志社大学 嶋本 淳人） 

 

本戦本戦本戦本戦・・・・決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦 

 2010 年 9 月 2 日（木）～3 日（金）に全日本学生アルティメット選手権大会本戦、4 日（土）に決勝戦が大阪

府堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンターにて行われた。オープンの部、ウィメンの部ともに東日本

支部予選の上位 7 チームと中部・西日本支部予選の上位 5 チームが大阪の舞台で対戦することとなった。今年の

学生選手権は快晴に恵まれ、選手たちは暑さとの戦いに苦しんだ。 

 予選のリベンジ、昨年のリベンジ、体育大学対決と今年も本戦は大いに盛り上がった。オープンの部では、全

体として中部・西日本のチームが上位を占める結果となった。3 位決定戦である日本体育大学と上智大学の二度目

の対決は、日本体育大学が予選からの立て直しを図り 17 対 13 の 4 点リードでリベンジを果たす展開となった。   

ウィメンの部では、宇都宮大学がびわ湖成蹊スポーツ大学を破り体育大学が占める上位にくい込んできたのが

印象的だ。また、西と東の体育大学対決、大阪体育大学 VS 日本体育大学の戦いも白熱した。昨年優勝の日本体育

大学が、今回も決勝戦進出を譲らない試合運びになるであろうと予想されたが、西の体育大学も意地を見せた。

今年の学生選手権は、オープン・ウィメンともに中部・西日本チーム同士の戦いで決勝戦を締めくくる結果とな

った。 
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 その決勝戦。ウィメンの部は、昨年

に引き続き出場を決めた中京大学と

大阪体育大学の対決となった。試合開

始から互いの点とり合戦となり 1 点

取ってはまた 1 点の繰り返しでどち

らが勝ってもおかしくない展開とな

った。決勝戦当日も猛暑日となり、タ

イムキャップ突入後の両チームの疲

労がうかがえた。後半さらにそれが顕

著となったのが大阪体育大学の方で

あった。それを見逃さず、ディフェン

スの流れを変えてきたのが中京大学。

少し吹き出した風を生かしゾーンデ

ィフェンスをかけてくる。それでも両

者は点差の開きを許さない。互いに最

後まで粘りを見せつけた。結果は 13 対 11 で、中京大学が 2年ぶりに王座を奪還することとなった。 

 オープンの部も決勝戦にふさわしい素晴らしい試合となった。ウィメンと同じく中京大学と大阪体育大学との

対決。昨年度は日本体育大学と成蹊大学との東日本のチーム対決であったが、今年は中部・西日本のチームが熱

戦を繰り広げることとなった。中京大学 26 人、大阪体育大学 36 人とどちらも大所帯チームだ。前半リードは大

阪体育大学。後半もこのまま逃げ切るかのように思えた。全体的に勢いのある大阪体育大学、午後から少し強く

なった風と暑さによる疲労から生じるオフェンスミスを中京大学も見逃さない。後半戦では中京大学の追い上げ

が勝利の行方を分からなくさせた。リードを維持する大阪体育大学、それでも着々と追随する中京大学、どちら

も最後まで粘りを見せた。最後にキーマンをはじめディフェンスの強さを生かしオフェンスにつなげた大阪体育

大学が逃げ切り 16 対 13 で優勝を飾った。両チームともアベック優勝とはいかなかったが、素晴らしい戦いで観

客を大いに盛り上げた。 

（広報部 3年 立教大学 木村 佳菜子） 

 

オープン 優勝 大阪体育大学 BOUHSEARS      ウィメン  優勝 中京大学 Naughty Kids 
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オープン 準優勝 中京大学 FLIPPERS        ウィメン 準優勝 大阪体育大学 BOUHSEARS 

    

個人賞個人賞個人賞個人賞 

オープン ベスト７                      ウィメン ベスト７ 

 

MVP                            敢闘賞 

オープン 古澤 隆憲 選手（大阪体育大学）      オープン 安江 成樹 選手（中京大学） 

ウィメン 小林 久美 選手（中京大学）          ウィメン 柳瀬 茜 選手（大阪体育大学） 
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ＮＰＯ法人 日本フライングディスク協会
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『Flying Disc Times』VOL.85(平成 22 年 11 月 30 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

 

オープンの部 ウィメンの部 

MVP 古澤 隆憲 選手（大阪体育大学）  MVP 小林 久美 選手（中京大学） 

敢闘賞 安江 成樹 選手（中京大学） 敢闘賞 柳瀬 茜 選手（大阪体育大学） 

能勢 雷人 選手（大阪体育大学）  風岡 愛 選手（中京大学） 

釜鳴 伸二 選手（大阪体育大学）  稲垣 和華羽 選手（中京大学） 

古澤 隆憲 選手（大阪体育大学）  大村 ひろみ 選手（中京大学） 

竹中 公紀 選手（大阪体育大学）  小林 久美 選手（中京大学） 

馬瀬 開 選手（中京大学） 甲佐 まどか 選手（大阪体育大学） 

安江 成樹 選手（中京大学） 稲村 知子 選手（大阪体育大学） 

 

 

 

ベスト 7 

古圧 潤平 選手（中京大学） 

 

 

 

ベスト 7 

柳瀬 茜 選手（大阪体育大学） 

 

本戦結果本戦結果本戦結果本戦結果 

オープンの部 ウィメンの部 

優勝 大阪体育大学BOUHSEARS 優勝 中京大学Naughty Kids 

2 位 中京大学FLIPPERS    2 位 大阪体育大学BOUHSEARS 

3 位 日本体育大学BARBARIANS 3 位 日本体育大学BARBARIANS 

4 位 上智大学FREAKS 4 位 宇都宮大学CHAOZ 

5 位 関西学院大学ARROWS 5 位 びわ湖成蹊スポーツ大学LAKERS 

6 位 岡山大学BLACKHAWK 6 位 関西学院大学ARROWS 

7 位 和歌山大学NAKED Brothers 7 位 日本大学Hummingbirds 

8 位 日本大学Hummingbirds 8 位 上智大学FREAKS 

9 位 東京外国語大学MAX 9 位 國學院大學TRIUMPH 

10 位 早稲田大学SONICS 10 位 慶應義塾大学HUSKIES 

11 位 横浜国立大学COUGARS 11 位 同志社大学MAGIC 

12 位 國學院大學TRIUMPH 12 位 立教大学MANEUVERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


