
ちょっとだけ真面目な!!
フライングディスク協会経営会議

第4回 事業（強化・育成・普及）

強化・育成・普及と関わり方のグラデーション



自己紹介
名前：小峯萌花（こみねもか）

出身：獨協大学WAFT!（2020年卒）

現在の所属：クラブチームTechnicolor(マネージャー）

埼玉県フライングディスク協会

Flying Disc Times ライター

経験：高校野球部マネージャー

2019WU24ウィメン部門チームスタッフ

日独少年団同時交流 日独通訳

RWC2019ボランティア

（WJUC2020メン部門チームスタッフ）

（東京2020オリンピックパラリンピック選手村ボランティア） 2



強化・育成・普及と
関わり方のグラデーション

トピック１ 強化・育成・普及＝日本代表選手？

トピック 2 PROJECT１（既存事業＋α）

トピック 3 PROJECT２（オンライン事業）

トピック 4 PROJECT３（都道府県協会）
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プレゼンテーションの軸

1. 協会経営会議 1期生最終回 →今までの話を網羅したい

＜今まで扱ってきたテーマ＞

• スポーツ協会の「活動理念」について

• スポーツ協会の「組織（協会/理事/社員/会員/財政）」について

• スポーツ協会の「競技内役割（競技者/指導者/補助者/運営者/応援者/休眠者）」

2．3つのプロジェクトを提言 →メリット/デメリット、現実的か否か
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強化・育成・普及
＝日本代表選手？

トピック1



強化・育成・普及＝日本代表選手？

• 「強化」 「育成」 「普及」 ＝日本代表選手！

•競技内役割：する・みる・ささえる

（競技者、指導者、補助者、運営者、応援者、休眠者）

• カテゴリー： ＜国内＞クラブ、大学、ユース

＜代表＞U20、U24、A、M、GM
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このプレゼンテーションでの言葉の定義

普及

•対象：初心者、未経験者

•例：小中学生、他の競技団体

育成

•経験者（数回）、愛好者

•例：ユース、大学／U20、U24

強化

•競技者

•例：大学、クラブ／U20、U24、A、M、GM
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PROJECT１：普及
既存事業

トピック２



アルティメット全日本選手権 参加者数

チーム数 男性 女性 合計

2016 137 1,422 601 2,023

2017 134 1,377 600 1,977

2018 133 1,476 656 2,132

2019 145 1,482 713 2,195
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参加者数＝参加賞（ディスク）
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参加賞でもらったディスク
使ってますか？
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そのディスクを普及に役立てよう！
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アルティメット全日本選手権 参加者数
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「全日本選手権」は競技者だけのもの？

•全日本選手権＝競技者メイン

→この概念を変えたい

• それ以外の関わり方の人々のモノにするには？

→「参加」は難しくても他の手段を用意する
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PROJECT２：育成
オンライン事業

トピック３



日本代表活動を通して感じたこと

• 3週間に1回のペースで国内合宿

→移動が大変＝交通費、体力・精神的にきつい

•毎回の合宿でミーティングに時間をかける

→～2時間を目安にミーティング。

そのあと動画でその日の活動をチェック
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全部を「国内合宿」で補う必要はあるのか？

• チームの在り方、 「日本代表って何？」

•戦術、ルール

•今後の活動について

•渡航について

•動画
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オンライン事業：グラデーション編

• 競技者（選手）：ルール、戦術

• 指導者（監督・コーチ）：指導方法、指導指針、ユース向けの階級設定

• 補助者（スタッフ・マネージャー）：コミュニティの形成

• 運営者（都道府県協会・事業者）：イベントの企画運営方法、FDPAC

• 応援者（ファン、親）：保護者会

• 休眠者（OB・OG）：同窓会、〇周年記念パーティ
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PROJECT３：育成・強化
都道府県協会 トピック４



各種地方予選

•北海道・東北地区

•関東地区

•中部地区

•関西・中四国地区

•九州・沖縄地区
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本戦・決勝戦

JFDA
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本戦・決勝戦
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代表選考会＋U-23アルティメット地区選抜対抗戦

• U24の代表選考会：代表選手になるまでに複数の選考会を実施

→全国で1か所1日程＝参加できない選手もいる

•地区選抜対抗戦：各地区で招集、強化練習会

→関東：地区選抜直前のみの活動
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代表選考会

第1回選考会

JFDA

第2回選考会

JFDA

最終選考会

JFDA

日本代表

JFDA
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代表選考会（地区別案）

地区

強化練習会

都道府県協会

地区選考会

都道府県協会

全国選考会

JFDA、代表強化本部

日本代表

JFDA、代表強化本部
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まとめ

PROJECT１
普及
既存事業

PROJECT２

育成

オンライン

PROJECT３

育成・強化

都道府県協会
• 初心者がディスクを投げたい

ときに投げられる環境を作る

ことが1番の普及

• 日本全国にディスクはあふれ

ている

• 新品ディスクである必要はな

い？

• 形式を変えればどんなテーマ

でも扱える。

• コロナでオンラインミーティング

が普及＆移動のハードルが

上がる

• コロナの影響で各都道府県
協会の役割とJFDAの役割
の線引きを考えさせられた。

• 都道府県協会の活躍の場
所を設置

• 1団体でできなくても地区で
まとまれば実働できるので
は？
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ご清聴ありがとうございました！

＜意見交換タイム＞
メリット/デメリット、現実的か否かetc
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