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ＷＦＤＦ２０１２世界アルティメット＆ガッツ選手権大会 

 2012年 7月 7日(土)～

7 月 1４日(土)の８日間、

J-GREEN 堺（大阪府堺

市）にて、WFDF2012世

界アルティメット＆ガッ

ツ選手権大会が開催され、

23 の国と地域から 65 チ

ームが参加しました。 

 この大会は、フライン

グディスクの団体種目

「アルティメット」と「ガ

ッツ」の世界一を決定す

る、4 年に 1 度の国別対
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抗選手権大会で、世界フライングディスク連盟

（WFDF）公認の元、日本フライングディスク協

会（JFDA）が 20年ぶりに主催する国際大会とな

りました。ワールドゲームズ（IOC後援）の正式

種目となっているアルティメットについては、

2013 年にコロンビア・カリ市で開催される第 9

回ワールドゲームズの出場国予選会を兼ねていま

す。また、東日本大震災の復興支援活動を行うた

め、さまざまなイベントが行われました。 

 今回の大会で 13 回目の開催となり、日本開催

は 20 年前に宇都宮市で開催された第 6 回大会に

続き 2回目。 

日本国内のフライングディスクは、20年前の宇都

宮大会をきっかけに、アルティメットを中心に学生チームが増え、その年代がフライングディスクの国内発展を

牽引しました。今回の大会においても、今後のフライングディスクの国内普及に拍車がかかることが期待され、

また何よりも各ディビジョンの日本代表のメダル

獲得に多くの期待が寄せられました。 

 

アルティメット ウィメンの部において、日本代

表が見事金メダルを獲得しました。ウィメン日本

代表は、予選プールを全勝で一位通過し、決勝ト

ーナメントも順調に勝ちあがり、決勝戦は日本対

アメリカの対戦となりました。序盤は４－７とリ

ードを許しますが、その後逆転し前半を９－８と

1点リードで折り返します。後半も追随を許さず、

１７－１３で見事アメリカを下し金メダルを獲得、

世界一の座に輝きました。 

 

 ガッツ オープンの部において、日本代表

（RED）が見事金メダルを獲得しました。ガッツ

日本代表は、予選ではアメリカと一勝一敗の対戦

結果となり、再び決勝の場で激突。決勝では日本

が終始試合の主導権を握り、1 セット目２１－１

４、2 セット目２１－１０のセットカウント２－

０で見事アメリカを下し、金メダルを獲得しまし

た。 

 

 ミックス部門、オープンマスターズ部門、ウィ

メンマスターズ部門は、それぞれ惜しくも準決勝

で敗退するものの、3 位決定戦で見事勝利し銅メ
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ダルを獲得しました。オープン部門は、予選で強

豪のカナダを１３－１２の 1点差で下し、優勝に

期待がかかりますが、決勝トーナメントで強風の

中、スウェーデンに敗退し 5位となりました。 

  

なお、日本代表各ディビジョンの輝かしい戦績

により、日本は２００１年から出場４度目となる

ワールドゲームズ２０１３の出場権を獲得いた

しました。 

 

今大会は、TV 放送やインターネット動画配信

など、様々なメディアを活用し、多くの人々にフ

ライングディスクを知ってもらう事が出来まし

た。またスコア配信システムを構築し、リアルタ

イムな試合状況をインターネットで誰でも見る

ことが出来るようになりました。今後国内大会に

おいても順次導入をしていきます。 

日本代表の輝かしい成績は、多くのプレイヤーに

感動を与えたことでしょう。日本で開催された世

界大会をきっかけに、さらに日本のフライングデ

ィスクが発展していくことを期待します。 

 

大会結果 

オープン ウィメン 

優勝 アメリカ 優勝 日本 

2 位 イギリス 2 位 アメリカ 

3 位 カナダ 3 位 カナダ 

5 位 日本   

SOG フィリピン SOG カナダ 

ミックス オープンマスター 

優勝 カナダ 優勝 カナダ 

2 位 オーストラリア 2 位 オーストラリア 

3 位 日本 3 位 日本 

SOG 南アフリカ SOG ニュージーランド 

ウィメンマスター ガッツ オープン 

優勝 アメリカ 優勝 Japan Red 

2 位 カナダ 2 位 アメリカ 

3 位 日本 3 位 Japan White 

SOG ドイツ SOG オーストラリア 
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第３８回全日本ガッツ選手権大会 

  

2012年４月 29日(日)～4月 30日(月・祝)

の 2 日間、富士市総合運動公園（静岡県

富士市）にて第 38回全日本ガッツ選手権

大会が開催された。今大会はオープン 14

チーム、ウィメン 3 チームが出場した。 

今回は 2012 年 7 月に開催される

WFDF 世界アルティメット＆ガッツ選

手権大会のオープンガッツ部門の出場チ

ーム 2 枠のうちすでに代表権を持つ

2011 年の全日本優勝チーム「KATON

（カトーン）」以外のもう 1 チームを選

出する大会であった。2 日間大会期間中、

各試合で熱戦が続き、この数年の全日本

ガッツの中でも類を見ない盛り上がりを

見せた。 

結果はオープンの部、優勝「JAPO～N（じゃぽ～ん）」、準優勝「空牙」、第三位「JAPA～N（じゃぱ～ん）」。

ウィメンの部は優勝「ＳＥＬＦＩＳＨ ＬＯＯＰ」であった。 

※すでに代表権のある「KATON（カトーン）」は今大会「JAPO～N（じゃぽ～ん）、JAPA～N（じゃぱ～ん）」の 2 チ

ームで出場。 

今大会の結果により残 1 枠の世界大会の代表権は準優勝の「空牙」が獲得。「空牙」は優勝候補の「JAPA~N

（じゃぱ～ん）」を準決勝戦で破り決勝に進出、決勝では「JAPO～N（じゃぽ～ん）」に敗れはしたものの今大

会を大変盛り上げた。 

大会直前までは世界大会の経験のある

「マーズ」、「AG ファンクス」や世界

大会経験者をさらに補強した「グラバー

ズ ONE」など、それらのチームが代表権

を獲得するであろうと予測されたが、結

果代表枠を獲得したのが世界大会の経験

のないメンバーで構成された横浜国立大

OB チームの「空牙」だった。 

「空牙」は 2010 年の「全日本ガッツ

選手権」は５位、11 年は４位、直前の

2011 年のウインターガッツでは３位と

年々順位・実力を上げおり、今大会はバ

ックハンドに対するディフェンス力が特

に優れ、オフェンスはベストスローワー

賞を獲得した上端選手と請地選手のサイドアームスローが的確に相手選手を狙い続け、代表権獲得に至った。 
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横浜国立大学 OB チーム「空牙」の世界大会出場

権獲得はこの数回の世界大会を、愛知学院、獨協、

日大出身の選手が多くを占めていた流れに新たな

風を吹かせた。この「空牙」の代表権獲得により出

身大学を含め他大学の OB チーム、学生チームに刺

激になったのではないかと思う。来年の全日本ガッ

ツを含む国内大会の盛り上がりを期待したい。 

オープンは 3 連覇を目指す Katon に対し、2011

年準優勝のMAR'S、2012年 7月にアメリカで行わ

れる IFTに向けて結成した学生チーム Torrentがど

のような戦いを見せるのか。今大会のオープン優勝

チームは 2012年大阪府堺市で開催されるWUGCの代表に内定するということもあり、例年にも増して見逃せな

い戦いとなった。 

またウィメンでは昨年初優勝チームの雅が 2連覇を目指す中、メンバー新たな SelfishLOOPが如何に阻止する

のか注目が集まった。 

ウィメン 優勝 Selfish LOOP               ウィメン  準優勝 雅 

 

オープン 優勝 ＪＡＰＯ～Ｎ        オープン  準優勝 空牙 
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大会結果 

オープンの部 ウィメンの部 

優勝 JAPO～N 優勝 Selfish LOOP 

2 位 空牙 2 位 雅    

3 位 JAPA～N    3 位 ORBIT 

4 位 MAR'S      

5 位 GRABBERS ONE   

6 位 KAH!!   

7 位 トリプルＨ   

8 位 GRABBERS ＴＷＯ   

9 位 Ａ.Ｇ.ＦＵＮＫＳ   

10 位 ＯＲＢＩＴ   

11 位 かませ犬   

12 位 ＪＡＶＡ   

13 位 ちゃばんず   

14 位 ビッグボンバーズ   

 

個人賞 オープン ウィメン 

ＭＶＰ 田沼 祐輔 選手（JAPO～N) 小松 あゆみ 選手（ＳＥＬFISH LOOP) 

ベストスローワー賞 上端 智幸 選手（空牙） 小松 あゆみ 選手（ＳＥＬFISH LOOP) 

ベストフォローワー賞 大櫛 良一 選手（JAPO～N) 長田 奈生子 選手（雅） 

ベストキャッチャー賞 田沼 祐輔 選手（JAPO～N) 海東 奈水子 選手（SELFIDH LOOP） 

敢闘賞  田崎 真理子 選手・森川 玲子 選手 

（以上ＯＲＢIT） 

中川 久美子 選手・長田 奈生子 選手 

岡部 智子 選手（以上 雅） 
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第３７回全日本フライングディスク個人総合選手権大会 

 

2012 年 7 月 20 日（金）～22 日（日）に、国営昭

和記念公園（東京都立川市）において、第 37 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

れました。 

 大会 1日目はディスクゴルフとアキュラシー、2日

目は DDC、SCF 予選とディスカソン予選、3 日目は

ディスカソン決勝、ディスタンス、SCF決勝、フリー

スタイルが行われました。 

 

 ディスクゴルフは 1ラウンド、2ラウンドともにト

ップのスコアでまわった大内選手が 1位となりました。

続いて行われたアキュラシーでは、予選を通過した大内選手、岩田選手、横田選手、村山選手で決勝が行われ、ス

コア 16で大内選手が一位となりました。 

 

 DDCでは横田・丹羽ペアが、決勝戦で大内・加藤ペアを

破り、優勝しました。SCF では予選を通過した石原選手、

黒田選手、横田選手、大内選手で決勝が行われ、MTA10.18

秒、TRC57.76mといずれの記録でも決勝でトップを記録し

た石原選手が一位となりました。 

 ディスカソンでは、予選を横田選手が 3分 34秒で一位通

過しますが、大内選手、丹波選手、吉田選手、横田選手で

行われた決勝で、大内選手が一位となりました。 

ディスタンスでは、決勝にて今大会の最長記録 176.10mを

出した大内選手が一位となりました。 

 

そして最後の種目フリースタイルでは、片倉・岡村ペ

アが一位となりました。 

その結果、個人総合優勝は、126 ポイントで二位に 6

ポイント差をつけて、大内勝利選手が優勝しました。

大内選手の優勝は 2年ぶり 13回目となります。 
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オープン部門 入賞者               グランドマスター部門 入賞者 

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

準優勝：横田 浩選手（右側）             準優勝： 岩田 龍 選手（右側）   

第３位：黒田 大輔 選手（左側）           第３位：岩藤 克美 選手（左側） 

 

 

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 ディスカ

ソン 

ディスタ

ンス 

SCF フリース

タイル 

１位 大内 勝利 121212126666    19 19 17 19 19 16 17 

２位 横田 浩 120120120120    18 17 19 17 13 17 19 

３位 黒田 大輔 109109109109    17 15 15 14 15 18 15 

    

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 ディスカ

ソン 

ディスタ

ンス 

SCF フリース

タイル 

１位 横田 浩 60606060    9 8 9 9 7 9 9 

２位 岩田 龍 47.547.547.547.5    7 9 6.5 8 9 8  

３位 岩藤 克実 39.539.539.539.5    5.5 6 8 6 8 6  
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第２３回全日本学生アルティメット選手権大会 

 

予選予選予選予選 

東日本支部：2012 年 8 月 21 日（火）～23 日（木）茨

城県ひたちなか市 新光町グラウンド 

中部・西日本･九州支部：2012年 8月 21日（火）～25

日（木）大阪府堺市 J-GREEN堺サッカー・ナショナル

トレーニングセンター 

 

今年も全国の学生チームが頂点を競い合う、全日本学生

アルティメット選手権大会が開催されました。まず、各

支部の予選がそれぞれ 3日間ずつ、昨年と同じ場所で行

われました。東日本支部は、OPENの部 32チーム（619

人）、WOMEN の部 23チーム（352人）、計 55チーム（971人）が参加しました。（※前年度参加者数は OPEN

の部 28 チーム（558 人）、WOMEN の部 22 チーム（350 人）、計 50 チーム（908 人）でした。）中部・西日本･

九州支部は OPENの部 23チーム（422人）、WOMENの

部 16チーム（247人）、計 39チーム（669人）が参加し

ました。（※前年度参加者数は OPENの部 22チーム（450

人）、WOMENの部 15チーム（221人）、計 37チーム（671

人）でした。）参加チーム数が各支部共に昨年より増え、

アルティメットの普及を実感することができました。 

今年は 3 日間とも雨や雷などの悪天候からは逃れたもの

の、34, 35度の猛暑の中での大会になりました。さらに、

中部・西日本･九州支部予選の会場は海に近いため、強風

の日が続きました。そのため、風をうまく利用したゾーン

ディフェンスの掛け合いが多く見られました。 

 

オールスターオールスターオールスターオールスター戦戦戦戦 

東日本支部予選 2日目には、各大学から 1年生 1名が代表として参加するオールスター戦が行われました。

男女共に 1年生とは思えないほど積極的なプレーをみせ、また、上級生の応援にも熱が入っていて、大いに盛

り上がりました。 
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ＭＶＰ                        敢闘賞 

オープン 大西 弘樹 選手（早稲田大学 SONICS）   三上 侑悟 選手（山形大学 さくらんぼーず） 

ウィメン 津谷 菜々子 選手（明星大学 SPARKS）   加藤 依子 選手（北海道大学 PADDY） 

 

 

各支部各支部各支部各支部    決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦 

予選最終日には、OPENの部・WOMENの部共に、各支部予選の決勝戦が行われました。 

 

（東日本支部） 

OPEN の部は、昨年度の大会優勝チームである上智大学 FREAKS と立教大学 MANEUVERS の戦いになりまし

た。結果は 13対 7で上智大学が勝利しました。 

WOMEN の部は、日本体育大学 BARBARIANSと日本大学 Hummingbirds の戦いでした。結果は、9対 3で日

本体育大学が勝利し、昨年に引き続き 1位通過で本戦出場を決めました。 
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（中部・西日本･九州支部） 

OPENの部は、大阪体育大学 BOUHSEARSと京都大学 BREEZEの対戦になりました。結果は、11対 6で大阪

体育大学が勝利しました。 

WOMENの部は、大阪体育大学 BOUHSEARSと中京大学 Naughty Kidsが対戦しました。結果は 11対 3で大

阪体育大学が勝利し、男女共に予選を 1位で通過しました。 

 

 

本戦本戦本戦本戦 

2012年 8月 29日（水）～8月 30日（木）静岡県富士市富士川緑地公園 

 

昨年と同様、OPEN の部は東日本支部、中部・西日本・九州支部からそれぞれ 8 チームずつ、WOMEN の部は、
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東日本支部から 7チーム、中部・西日本・九州支部から 5チームが本戦に駒を進めました。 

今年の本戦では、スコアラーやタイムキーパーを本戦出場チームどうしで協力して行ってもらいました。このこ

とにより、競技規則を選手により理解してもらうことにつながりました。 

本戦最終日には 3位決定戦が行われました。OPENの部は同志社大学MAGICが 17対 13で和歌山大学 NAKED 

Brothersに勝利し、また、WOMENの部は中京大学 Naughty Kids が 14対 6で日本大学 Hummingbirdsに勝

利し、第 3位として表彰されました。 

 

    

オープンオープンオープンオープン第第第第３３３３位位位位    同志社大学同志社大学同志社大学同志社大学 MAGIC MAGIC MAGIC MAGIC                                ウィメンウィメンウィメンウィメン第第第第３３３３位位位位    中京大学中京大学中京大学中京大学    Naughty KidsNaughty KidsNaughty KidsNaughty Kids    

 

 

決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦 

2012年 9月 1日（土）東京都駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 

決勝戦には、OPENの部は上智大学 FREAKSと大阪体育大学 BOUHSEARSが、WOMENの部は日本体育大学

BARBARIANSと大阪体育大学 BOUHSEARSが、予選、本戦を勝ち抜き進出しました。 

 

OPENの部 決勝戦 

試合開始後すぐに雨が降り始め、悪条件の中

での戦いとなりました。先制点は開始 2分で

ロングスローを決めた大阪体育大学が取り、

開始 30分頃まではお互いに点を 1, 2点ずつ

取り合うという状態が続きました。しかし、

その後上智大学が 4点を連取しハーフタイム

に突入、ハーフタイム後すぐに大阪体育大学

が一点を取り返し健闘しましたが、上智大学

が上手なパス回しで最後に 7点を連取し、王

者の実力を見せました。昨年 20 年ぶりに大

会優勝を果たした上智大学は 2連覇を成し遂

げました。 

上智大学 FREAKS  17  vs  7    大阪体育大学 BOUHSEARS   
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WOMENの部 決勝戦 

大阪体育大学のオフェンススタートで試合

が始まりました。開始 1分で大阪体育大学が

点を取ると、日本体育大学はその 2分後にす

ぐに点を取り返す、というように、開始 20

分頃までは 2, 3分に 1点のハイペースで両チ

ーム共に点を取り合っていました。ダイブキ

ャッチやダイブカットなどの大迫力のプレ

ーが、開始直後から多く見られました。試合

開始 80 分が過ぎた頃に、日本体育大学が約

15 分で 5 点を連取し逆転しましたが、その

後大阪体育大学の反撃が始まります。ゴール

内でのナイスキャッチなどで 4 点を連取し、

見事決勝点の 17点を勝ち取り、大阪体育大学が 5年ぶり 2回目の優勝を果たしました。 

大阪体育大学 BOUHSEARS  17  vs  15  日本体育大学 BARBARIANS 

 

オープン優勝 上智大学 ＦＲＥＡＫＳ         ウィメン優勝 大阪体育大学 ＢＯＵＨＳＥＡＲＳ    

    
オープン準優勝 大阪体育大学 ＢＯＵＨＳＥＡＲＳ  ウィメン準優勝 日本体育大学 ＢＡＲＢＡＲＩＡＮＳ 
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ＭＶＰ オープン 玄島 岳 選手（上智大学 ＦＲＥＡＫＳ） 

ウィメン 池治 ちあき 選手（大阪体育大学ＢＯＵＨＳＥＡＲＳ） 

敢闘賞 オープン 齋藤 正裕 選手（大阪体育大学ＢＯＵＨＳＥＡＲＳ） 

ウィメン 小林 可奈 選手（日本体育大学ＢＡＲＢＡＲＩＡＮＳ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベスト７ オープン 

玄島 岳 選手/木村 尚貴 選手/玉谷 亘 選手/根本 賢 選手（上智大学ＦＲＡＫＳ） 

齋藤 正裕 選手/西谷 貴義 選手/縣 祐樹 選手（大阪体育大学ＢＯＵＨＳＥＡＲＳ） 

ベスト７ ウィメン 

池治 ちあき 選手/四至本 裕子 選手/新谷 咲江 選手/今鷹 亜美 選手（大阪体育大学ＢＯＵＨＳＥＡＲＳ） 

小林 可奈 選手/一政 いづみ 選手/菅沼 紗季 選手（日本体育大学ＢＡＲＢＡＲＩＡＮＳ) 

 

作成：日本学生フライングディスク連盟 

広報部 伊藤 茜 
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第３７回全日本アルティメット選手権大会 

 

2012年 10月 13日（土）～14日（日）に、

富士川緑地公園（静岡県富士市）にて第 37回全

日本アルティメット選手権大会本戦が開催され、

10 月 27 日（土）に、夢の島競技場（東京都江

東区）にて決勝戦が開催されました。 

 

本戦には、予選出場 86チーム 1542名の中か

ら、東日本、中部、西日本予選を勝ち抜いた 32

チーム 642 名が出場しました。今大会は、7 月

に大阪府堺市にて世界アルティメット＆ガッツ

選手権が開催された後、最初の全日本選手権。

世界レベルのアルティメットを見た多くの選手

たちにより、ハイレベルな試合が繰り広げられました。 

オープンの部では学生チームが活躍しました。ベスト４に上智大学、大阪体育大学の 2 チームが残り、上智大

学は文化シヤッター相手に１３－１７、大阪体育大学は NomadicTribe相手に１２－１７と健闘しました。 

ウィメンの部は、MUD、壱、HUCKの 3強に大阪体育大学が食い込みベスト４となりました。決勝戦は、オー

プンは１４連覇を狙う文化シヤッターBuzz Bullets と Nomadic Tribe の対戦に、ウィメンは 4 連覇を狙う壱

（UNO）と 3年ぶりに決勝の舞台に立ったMUDの対戦となりました。 

 

ウィメンの部決勝は、序盤６－３とMUDがリ

ードしますが、壱が追い上げ前半は９－８の

MUD1 点リードで折り返します。後半はついに

壱が逆転し１１－１０でタイムキャップに入り

ます。両者譲らず１２－１２と決勝点である 13

点目を取ったほうが優勝という壮絶な展開。この

1点をMUDが得点し、見事優勝しました。 

オープンの部決勝は、前半 Nomadic Tribe が

８－７とリードする展開でしたが、文化シヤッタ

ーBuzz Bullets が逆転し９－８で前半を折り返

します。後半が始まると文化シヤッターBuzz 

Bulletsが 2連取し、１１－８と 3点差にします。

その後 2点差まで追いかけますが、最終的には１７－１２で、文化シヤッターBuzz Bulletsが優勝、全日本選手

権 14連覇を達成しました。 
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オープン 優勝 文化シヤッターBuzzBullets           ウィメン  優勝 MUD 

 

オープン 準優勝 Nomadic Tribe              ウィメン 準優勝 壱 

 

個人賞個人賞個人賞個人賞 

オープン MVP 吉川 洋平 選手（文化シヤッターBuzzBullets） 

ウィメン MVP  石津 安沙実 選手（MUD） 

オープン 敢闘賞 菊池 信也 選手（Nomadic Tribe） 

ウィメン 敢闘賞 鮫島 萌 選手（壱） 
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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.90(平成 25 年 3月 31 日発行)

発行人・師岡 文男／企画 編集・企画本部

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 文化シヤッターBuzz Bullets  優勝 MUD  

2 位 Nomadic Tribe 2 位 壱（UNO） 

3 位 大阪体育大学 3 位 HUCK 

4 位 上智大学 4 位 大阪体育大学 

5 位 LOQUITOS 5 位 日本体育大学 

6 位 θ 6 位 えびみりん 

7 位 大阪スピリッツ 7 位 Buddy’s 

8 位 サムライ 8 位 中京大学 

9 位 中京大学 9 位 BOMBERS 

10 位 日本体育大学 10 位 びわこ成蹊スポーツ大学 

11 位 TIBETS 11 位 Seven Color’z 

12 位 和歌山大学 12 位 博多ハッカーズ 

13 位 信州大学 13 位 TRIGO 

14 位 BOMBERS 14 位 和歌山大学 

15 位 信州Roots 15 位 信州大学 

16 位 博多ハッカーズ 16 位 日本大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


