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2019年度事業報告 - 概要 
会員数 

（単位 名） 
登録チーム数 

（単位 チーム） 
総会 

（単位 名） 

国内主催大会 

※決勝戦について来場者数を記載　（単位 名）　 

性別 / 才 不明 -12 13-15 16-18 19-22 23-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81- 合計

男性 7 2 11 25 2,241 690 225 135 65 26 9 3 3,439

女性 2 1 8 6 1,316 292 78 20 11 12 0 0 1,746

合計 9 3 19 31 3,557 982 303 155 76 38 9 3 5,185

地区 / 部門 大学
メン

大学
ウィメ
ン

大学
ミックス

大学
ビーチ 
ミック

大学ガッツ 
オープン

大学ガッ
ツ 

ウィメン

クラ
ブ
メン

クラブ
ウィメ
ン

クラブ
ミック
ス

クラブ
ビーチ 
ミックス

クラブ 
マスターメ
ン

クラブ
マスター 
ウィメン

クラブ
マスター 
ミックス

クラブ 
ガッツ 
オープン

クラブ 
ガッツ 
ウィメン

合計

北海道・東北 11 9 0 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 27

関東 36 28 0 0 0 0 20 8 14 5 4 0 0 14 3 132

中部 13 11 0 0 0 0 5 4 6 2 0 0 0 4 0 45

関西・中四国 21 16 0 0 0 0 9 2 5 3 0 0 0 1 0 57

九州・沖縄 9 6 0 0 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 24

合計 90 70 0 0 1 1 41 18 28 10 4 0 0 19 3 285

日時 事業名 会場 参加者
人数

2019年5月18日(土) 2019年度定時総会 東京都新宿区 日本青年館 委任状2,505名 
当日出席者20名

日時 事業名 会場 参加者
人数

2019年
5月25日(土)～6月26日(日) 第44回全日本アルティメット選手権大会　中部地区予選 静岡県富士市 富士川緑地公園 433

6月1日(土)～6月2日(日） 第44回全日本アルティメット選手権大会　北海道・東北地区予選 福島県双葉郡楢葉町
ナショナルトレーニングセンターＪヴィレッジ  154

6月1日(土)～6月2日(日） 第44回全日本アルティメット選手権大会　関東地区予選 福島県双葉郡楢葉町
ナショナルトレーニングセンターＪヴィレッジ  840

6月1日(土)～6月2日(日） 第44回全日本アルティメット選手権大会　関西・中四国地区予選 大阪府堺市 J-GREEN堺 591

6月8日(土)～6月9日(日) 第44回全日本アルティメット選手権大会　九州・沖縄地区予選 福岡県福岡市
国営海の中道海浜公園 大芝生広場 177

6月22日(土)～6月23日(日) 第45回全日本ガッツ選手権大会 長野県上田市 菅平高原 サニアパーク菅平 106

6月22日(土)～6月23日(日) 文部科学大臣杯第44回全日本アルティメット選手権大会　本戦 長野県上田市 菅平高原 サニアパーク菅平 772

7月6日(土) 文部科学大臣杯第44回全日本アルティメット選手権大会　決勝戦 神奈川県川崎市 富士通スタジアム川崎 733

8月10日(土)～8月12日(月・祝) 第44回全日本フライングディスク個人総合選手権大会 東京都 立川市・昭島市 国営昭和記念公園 79

8月27日(火)～8月28日(水) 第30回全日本大学アルティメット選手権大会　関西・中四国地区予選 大阪府堺市 J-GREEN堺 580

8月28日(水)～8月29日(木) 第30回全日本大学アルティメット選手権大会　九州・沖縄地区予選 熊本県菊池郡 大津町運動公園 220

9月3日(火)～9月4日(水) 第30回全日本大学アルティメット選手権大会　北海道・東北地区予選 福島県双葉郡楢葉町
ナショナルトレーニングセンターＪヴィレッジ  274

9月3日(火)～9月5日(木) 第30回全日本大学アルティメット選手権大会　関東地区予選 福島県双葉郡楢葉町
ナショナルトレーニングセンターＪヴィレッジ  1289

9月4日(水)～9月6日(金) 第30回全日本大学アルティメット選手権大会　中部地区予選 愛知県岡崎市 岡崎中央総合公園 458

9月21日(土)～9月22日(日) 第30回全日本大学アルティメット選手権大会　本戦 福島県双葉郡楢葉町
ナショナルトレーニングセンターＪヴィレッジ  933

9月21日(土)～9月22日(日) 第7回全日本マスターズアルティメット選手権大会 福島県双葉郡楢葉町
ナショナルトレーニングセンターＪヴィレッジ  74

9月28日(土) 第30回全日本大学アルティメット選手権大会　決勝戦 東京都世田谷区 
駒沢オリンピック公園総合運動場 陸上競技場 606

10月26日(土)～10月27日(日) アルティメットクラブチームチャンピオンズリーグ2019 静岡県富士市 富士川緑地公園 894

11月2日(土)～11月3日(日) 第2回全日本U21アルティメット選手権大会　東日本予選
福島県双葉郡楢葉町

ナショナルトレーニングセンターＪヴィレッジ  1019

11月2日(土)～11月3日(日) 第2回全日本U21アルティメット選手権大会　西日本予選 静岡県富士市 富士川緑地公園 874

11月9日(土)～11月10日(日) 2019U-23アルティメット地区選抜対抗戦 新潟県北蒲原郡聖籠町 
新潟聖籠スポーツセンター アルビレッジ 278

11月30日(土)～12月1日(日) 第7回全日本ミックスアルティメット選手権大会 静岡県掛川市 つま恋リゾート 彩の郷 496

12月14日(土)～12月15日(日) 第2回全日本U21アルティメット選手権大会　本戦・決勝戦 京都府宇治市 京都府立山城総合運動公園  248

1月11日(土)～1月12日(日) 第1回全日本ガッツクラブチーム選手権大会 静岡県伊豆市 
伊豆市天城ふるさと広場 天城ドーム 107

1月11日(土)～1月12日(日) 第1回全日本大学ガッツ選手権大会 静岡県伊豆市 
伊豆市天城ふるさと広場 天城ドーム 大会 不成立

2020年
2月29日(土) 第3回全日本ビーチアルティメット選手権大会 沖縄県石垣市 南ぬ浜町人工ビーチ 中止

のべ人数 12,235
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国際大会 

（単位 名） 

講習会・普及イベント 

※都道府県協会実施の講習会等は除く　（単位 名） 

理事会 

（単位 名） 

執行理事会 

（単位 名） 

日時 事業名 会場 派遣人数

6月13日(木)～6月16日(日) WFDF2019アジア・オセアニアビーチアルティメット選手権大会 日本・和歌山県白浜町 43

7月13日(土)～7月20日(土) WFDF2019世界U-24アルティメット選手権大会 ドイツ・ハイデルベルク 95

7月23日(火)～7月27日(土) WFDF2019アジア・オセアニアアルティメット&ガッツ選手権大会 中華人民共和国・上海 84

12月13日(金)～12月15日(日) AOFDF2019ジュニア＆マスターズアルティメット選手権大会 フィリピン・マニラ 29

日時 事業名 会場
参加者
人数

7月6日(土) フライングディスク体験会（全日アルテ決勝戦と併設） 神奈川県川崎市 富士通スタジアム川崎 雨天中止

8月2日(金) 保健体育科教員対象アルティメット講習会 東京都文京区 音羽中学校 8

9月1日(日) 第6回全国ユースアルティメット選手権大会 東京都東村山市 明治学院中学校・東村山高等学校 348

2020年3月21日(土)～3月22日(日) 公認指導者認定講習会 東京都八王子市 帝京大学 中止

日時 事業名 会場

4月29日(月) 2019年度第1回臨時理事会 電子理事会 12

5月18日(土) 2019年度第2回通常理事会  東京都新宿区 日本青年館ホテル 11

 2020年3月22日(日) 2019年度第3回通常理事会 東京都新宿区
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 14

日時 事業名 会場
参加者
人数

2019年

4月18日(木) 4月執行理事会 JFDA事務局及びビデオ通話 5

5月13日(月) 5月執行理事会 JFDA事務局及びビデオ通話 5

 6月6日(木) 6月執行理事会 JFDA事務局及びビデオ通話 5

7月4日(木) 7月執行理事会 JFDA事務局及びビデオ通話 5

8月6日(火) 8月執行理事会 JFDA事務局及びビデオ通話 5

9月9日(月) 9月執行理事会 JFDA事務局及びビデオ通話 5

10月23日(水) 10月執行理事会 JFDA事務局及びビデオ通話 8

11月21日(木) 11月執行理事会 JFDA事務局及びビデオ通話 7

12月11日(水) 12月執行理事会 JFDA事務局及びビデオ通話 6

2020年

1月14日(火) 1月執行理事会 JFDA事務局及びビデオ通話 7

2月13日(木) 2月執行理事会 JFDA事務局及びビデオ通話 6

3月12日(木) 3月執行理事会 JFDA事務局及びビデオ通話 6
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2019年度事業報告 - 事務局 
事務局 
総務 / 事業企画・管理 / 国際渉外 / コンプライアンス / 財務 / 委員会調整 / 各地区大学連盟 

 

概要 詳細

総務

事務局サービスレベルの維持と向上 
　専任事務局員 3名 + アルバイト2名 体制 
　事務局移転 
会員・資格・大会管理システム「fdsys」の構築と改善 
　大会におけるシステム運用人材の育成 
　主催大会における即時情報配信体制の構築 
総会・理事会・執行理事会の会議準備・運営 
規程等の制定による協会体制の強化 
中長期基本計画策定

広報

自主メディアによる情報発信 
　WEBサイト・Facebook・Twitter・TikTokを活用した記事・写真配信 
　Youtubeを活用した大会ハイライト映像配信 
　国内大会・国際大会における大会写真のリアルタイム配信 
　国内大会における実況付きライブ配信（Youtube） 
　Flying Disc Times WEBマガジンの運用 
会員向けメールサービスによる情報配信 
調査研究資料及び機関誌の発行等による広報活動 
　フライングディスク公式パンフレットの発行・配布 
　2019年度版アルティメット公式ガイドの発行・配布 
　スポーツ振興くじ(toto) / Sport for Tomorrow / JADAロゴ配置

事業企画・管理

規格・規則の制定及び競技記録等の認定 
　11種目の国際競技規則の翻訳及び再編集 
フライングディスク関連用品用具の紹介 
　競技関連書籍・映像及び競技用具の紹介・提供・貸出

渉外（国内・海外）

関係諸団体との交流及びネットワークの構築 
　世界連盟総会・国際大会参加 
　定時的な連絡折衝による世界フライングディスク連盟との情報交換 
　関連団体との各種調整 
　スポーツ庁 / Sport for Tomorrow / 日本オリンピック委員会 
　日本スポーツ協会 / 日本スポーツ協会公認資格制定に向けた調整 
　日本ワールドゲームズ協会 / 日本アンチ・ドーピング機構 
　日本レクリエーション協会 
　日本スポーツフェアネス推進機構 / 大学スポーツ協会への加盟 
　ワールドマスターズゲームズ2021関西の各種調整 
　2019アジア・オセアニアビーチアルティメット選手権大会開催 
　FDPAC会議の企画・実施 
都道府県協会・市区町村協会活動支援 
各種関係企業・団体との関係継続及び新規獲得活動の実施 
　京王観光株式会社との基本協定継続 
　次世代教育プロジェクト（伊藤忠エネクス株式会社） 
　共同地域創生プロジェクト（パシフィックコンサルタンツ株式会社） 
　スペシャルスポンサー：伊藤忠エネクス株式会社 
　　　　　　　　　　　　パシフィックコンサルタンツ株式会社 
　スポンサー：積水化学工業株式会社 
　パートナー：京王観光株式会社 
　公式PRパートナー：PR TIMES / HALF TIME  
　サプライヤー：株式会社クラブジュニア 
　サポート：DISCRAFT 
　　　　　　パタゴニア・インターナショナル・インク・日本支社

財務 財務管理体制の強化
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代表派遣事業 

WFDF2019アジア・オセアニアビーチアルティメット選手権大会 

WFDF2019世界U-24アルティメット選手権大会  

WFDF2019アジア・オセアニアアルティメット&ガッツ選手権大会 

AOFDF2019ジュニア＆マスターズアルティメット選手権大会 

大会名称 WFDF 2019 Asia Oceanic Beach Ultimate Championships 日程 2019年6月13日(木)～6月16日(日)

会場 日本・和歌山県白浜町 規模
10の国と地域 / 40チーム / 約700名 

7コート / 約160試合

部門別参加国数 Men：11チーム / Women’s：6チーム / Mixed：23チーム / 合計40チーム

公式サイト https://www.jfda.or.jp/aobuc2019/ 公式SNS
https://www.facebook.com/WFDF2019AOBUC/  

https://twitter.com/WFDF2019AOBUC 
https://www.instagram.com/wfdf2019aobuc/

エントリー費 Ultimate Team fee - ¥90,000 / Player fee - ¥15,000 / Guest fee - ¥5,000

日本代表 メン部門：準優勝（選手・スタッフ合計：14名）　　　ウィメン部門：優勝（選手・スタッフ合計：14名） 
ミックス部門：準優勝（選手・スタッフ合計：15名）

派遣人数合計 43名 協会帯同 和田 / 1名

大会名称 WFDF 2019 World U-24 Ultimate Championships 日程 2019年7月13日(土)～7月20日(土)

会場 ドイツ・ハイデルベルク 規模
29の国と地域 / 51チーム / 約1100名 

8コート / 約260試合

部門別参加国数 U24 Men：18チーム / U24 Women’s：12チーム / U24 Mixed：21チーム / 合計51チーム

公式サイト https://wu24heidelberg.com/ 公式SNS
https://www.facebook.com/WFDF.WU24 
https://www.instagram.com/wfdfwu24uc/ 

https://twitter.com/wfdfwu24uc

エントリー費 Ultimate Team fee - ¥90,000 / Player fee - ¥15,000 / Guest fee - ¥5,000

日本代表 メン部門：第4位（選手・スタッフ合計：32名）　　　ウィメン部門：準優勝（選手・スタッフ合計：29名） 
ミックス部門：準優勝（選手・スタッフ合計：33名）

派遣人数合計 95名 協会帯同 齋藤 / 1名

大会名称 WFDF 2019 Asia Oceanic Ultimate & Guts Championships 日程 2019年7月23日(火)～7月27日(土)

会場 中華人民共和国・上海 規模
10の国と地域 / 28チーム / 約550名 

8コート / 約100試合

部門別参加国数 Men：7チーム / Women’s：7チーム / Mixed：11チーム / ガッツ；3チーム / 合計28チーム

公式サイト http://www.aougc2019.cn/ 公式SNS
https://www.youtube.com/channel/
UCf7gz7Uus10XMOP4v0pqtCg

エントリー費
Ultimate Team fee 385USD / Guts Team fee 187.5USD / Ultimate Player fee 187.5USD 

Guts Player fee 110USD / Guest fee 78USD 

日本代表 メン部門：優勝（選手・スタッフ合計：22名）　　　ウィメン部門：優勝（選手・スタッフ合計：22名）  
ミックス部門：準優勝（選手・スタッフ合計：23名）　　　ガッツ・オープン部門：優勝（選手・スタッフ合計：14名）

派遣人数合計 84名 協会帯同 師岡・齋藤 / 2名

大会名称 AOFDF Junior and Masters Ultimate Championships 2019 日程 2019年12月13日(金)～12月15日(日)

会場 フィリピン・マニラ 規模
7の国と地域 / 15チーム / 約300名 

5コート / 約50試合

部門別参加国数 U20 Men：6チーム / U20 Women’s：4チーム / Master Mixed：5チーム / 合計15チーム

公式サイト https://www.facebook.com/AFDF-Junior-and-Masters-
Ultimate-Championships-2019-897152737292281/

公式SNS
https://www.facebook.com/AFDF-Junior-and-

Masters-Ultimate-
Championships-2019-897152737292281/

エントリー費 Ultimate MIXED MASTERS Team fee 1243.99USD / Ultimate U20 MEN’S Team fee 1940USD / Ultimate Player fee 120USD

日本代表 U20メン部門：第4位（選手・スタッフ合計：13名）　　マスターミックス部門：第4位（選手・スタッフ合計：16名）

派遣人数合計 29名 協会帯同 師岡・齋藤 / 2名
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競技会事業（アルティメット） 

（単位 名） 

競技会事業（ガッツ） 

※BT：ベストスローワー賞 /  BF：ベストフォローワー賞 / BC：ベストキャッチャー賞 

事業名 地区 部門 チーム
数

人数 優勝 準優勝 第3位 SOTG

文部科学大臣杯
第44回全日本アルティメット

選手権大会

北海道・東北
メン 7 106 ディスクヴィレッジ フライングソーサーズ 秋田大学 秋田大学

ウィメン 4 48 チャーム 秋田大学 岩手大学 チャーム

関東
メン 36 590 文化シヤッター

バズバレッツ
ノマディックト
ライブ テクニカラー クルーズ

ウィメン 17 250 マッド ハック スワンピーバーグ スワンピーバーグ

中部
メン 17 271 ラスカルズ 信州ルーツ 中京大学 信州ルーツ
ウィメン 12 158 壱 ずく 中京大学 ステラ

関西・中四国
メン 21 407 大阪スピリッツ ヒートヘイズ ワイノ 大阪スピリッツ

ウィメン 12 184 バディーズ 大阪体育大学 びわこ成蹊 
スポーツ大学

バディーズ

九州・沖縄
メン 10 116 58's スタンドスティックス 博多ハッカーズ スタンドスティックス

ウィメン 3 61 博多ハッカーズ 熊本パワーズ オリオン 博多ハッカーズ

本戦
メン 23 510 文化シヤッター

バズバレッツ ノマディックトライブ 大阪スピリッツ 中京大学

ウィメン 15 262 マッド スワンピーバーグ 壱 夢所属

第30回全日本大学
アルティメット選手権大会

北海道・東北
メン 11 187 北翔大学 北海道大学 秋田大学 秋田大学

ウィメン 6 87 山形大学 北星学園大学 東北学院大学 岩手大学

関東
メン 33 809 上智大学 千葉大学 日本大学 日本体育大学
ウィメン 26 480 日本体育大学 上智大学 早稲田大学 法政大学A

中部
メン 13 255 中京大学 静岡大学U 愛知淑徳大学 静岡大学U

ウィメン 11 203 中京大学 静岡大学G 静岡大学U 新潟医療福祉大学

関西・中四国
メン 19 368 大阪体育大学 龍谷大学 同志社大学 佛教大学
ウィメン 16 212 大阪体育大学 同志社大学 和歌山大学 佛教大学

九州・沖縄
メン 9 150 沖縄国際大学 西九州大学 長崎大学 琉球大学
ウィメン 6 70 西九州大学 琉球大学 長崎大学 宮崎大学

本戦
メン 24 601 早稲田大学 大阪体育大学 日本体育大学 日本体育大学
ウィメン 16 331 日本体育大学 上智大学 早稲田大学 大阪体育大学

第7回全日本マスターズ
アルティメット選手権大会

マスター
メン

4 74 ノマスター ベジータ ビアーズ ノマスター

アルティメットクラブチーム
チャンピオンズリーグ2019

☆☆☆
メン 5 134 ノマディックトライブ 文化シヤッター

バズバレッツ 大阪スピリッツ 大阪スピリッツ

ウィメン 5 103 マッド 壱 スワンピーバーグ 夢所属

☆☆
メン 10 246 ラスカルズ 信州ルーツ ヒートヘイズ サムライ
ウィメン 9 142 ステラ 博多ハッカーズ ルート5 博多ハッカーズ

☆ メン 16 269 チベッツ あおぞらファイターズ トリガー ヘッジホッグ
アルティメット

第7回全日本ミックス
アルティメット選手権大会

ミックス 28 496 スロースフォース カフェ・ド・ルイーダ オッズ＆エンズ 茶化ミックス

第2回全日本U21
アルティメット選手権大会

東日本
メン 45 656 早稲田大学 國學院大学 北翔大学 東北大学

ウィメン 32 363 成蹊大学 ゴナ 秋田大学 北星学園大学

西日本
メン 37 596 大阪体育大学  静岡大学G 大阪大学 龍谷大学

ウィメン 23 278 大阪体育大学 静岡大学U びわこ成蹊 
スポーツ大学 大阪体育大学

本戦
メン 8 157 大阪体育大学 早稲田大学 國學院大学  静岡大学G

ウィメン 8 91 ゴナ 成蹊大学 大阪体育大学 成蹊大学
第4回全日本ビーチ

アルティメット選手権大会
ミックス 9 94 大会開催中止 大会開催中止 大会開催中止 大会開催中止

事業名 部門 チーム数 人数 優勝 準優勝 第3位  MVP 敢闘賞 BT BF BC

第45回全日本ガッツ 
選手権大会

オープン 16 106 80′s SELFISH MAR’S 小森 康弘 - 神戸哲哉 伊藤一輔 該当者無

第1回全日本ガッツク
ラブチーム選手権大会

オープン 14 84

ジェネレ
ーション
ギャップ
ガッツ

ときしらパ
ックs

アンダンセ
カンド

該当者無 該当者無 該当者無 該当者無 該当者無

ウィメン 4 23 GRABBE
RS W’s おりこー ときしらずw 左近文子 戸張 夏美 堀田羽美 堀田雪乃 左近文子

6



JAPAN FLYING DISC ASSOCIATION  /  Report of 2019  /  2019年度 事業報告書・収支決算書

競技会事業（個人総合） 
第44回全日本フライングディスク個人総合選手権大会 
　オープン部門：56名 / ウィメン部門：12名 / チャレンジ部門：11名　合計79名 

総合入賞者 

種目別入賞者 

種目名 部門 優勝 第2位 第3位

総合

オープン 大内 勝利 黒田 大輔 横田 浩

ウィメン 海老塚 美邑 髙木 彩 戸木田 真弥

マスター 黒田 大輔 外山 翔太 大野 雅史

グランドマスター 大内 勝利 岩藤 克実 岩間 卓栄

シニアグランドマスター 横田 浩 岩田 龍 井上 亨

学生 大内 海人 坂本 雄輝 荒波 健太

種目名 部門 優勝 第2位 第3位

ディスクゴルフ

オープン 姫井 豊彦 横田 浩 黒田 大輔

ウィメン 堀 菜華 高木 彩 木宮 玲子

マスター 黒田 大輔 外山 翔太 荒波 恒平

グランドマスター 姫井 豊彦 小栗 寛 大内 勝利

シニアグランドマスター 横田 浩 平林 錠太郎 末房 誠

学生 堀 菜華 姫井 快人 大内 海人

アキュラシー

オープン 大内 勝利 鈴木 誠司 平林 錠太郎

ウィメン 堀 菜華 海老塚 美邑 高木 彩

マスター 黒田 大輔 外山 翔太 荒波 恒平

グランドマスター 大内 勝利 鈴木 誠司 岡上 典之

シニアグランドマスター 平林 錠太郎 末房 誠 横田 浩

学生 堀 菜華 姫井 快人/坂本 雄輝 荒波 健太

D.D.C オープン 横田 浩/丹波 大士 ペア 黒田  大輔/石原 雅敏 ペア 井上 亨/前田 尚希 ペア

S.C.F

オープン 関 拓哉 加治 一紀 大内 勝利

ウィメン 戸木田 真弥 猿田 夏央 海老塚 美邑

マスター 大野 雅史 黒田 大輔 荒波 恒平

グランドマスター 大内 勝利 小栗 寛 岩間 卓栄

シニアグランドマスター 横田 浩 岩田 龍 落合 治生

学生 坂本 雄輝 大内 海人 荒波 健太

ディスカソン

オープン 坂本 雄輝 牧野 司 神戸 哲哉

ウィメン 猿田 夏央 奥村 明日希 戸木田 真弥

マスター 黒田 大輔 大野 雅史 外山 翔太

グランドマスター 大内 勝利 今井 環 岩間 卓栄

シニアグランドマスター 横田 浩 杉本 俊哉 岩田 龍

学生 坂本 雄輝 大内 海人 荒波 健太

ディスタンス

オープン 大内 勝利 長岡 健太 落合 澄

ウィメン 堀 菜華 中島 由美子 木宮 玲子

マスター 黒田 大輔 大野 雅史 清水 直

グランドマスター 大内 勝利 岩間 卓栄 岩藤 克実

シニアグランドマスター 杉本 俊哉 岩田 龍 横田 浩

学生 大内 海人 堀 菜華 姫井 快人

フリースタイル オープン 鈴木 雄二郎/山路 雅央 ペア 黒田 大輔/若林 憲昌 ペア 加治 一紀/髙木 彩 ペア
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世界新記録 

日本新記録 

指導普及事業 
公認指導者資格認定講習会 

資格取得者数 

　　（単位 名） 

公認ゲームアドバイザー資格認定講習会 

資格取得者数 

　　（単位 名） 

都道府県フライングディスク協会関連 
都道府県フライングディスク協会連絡協議会（FDPAC） 

種目名 クラス 記録 氏名

ディスタンス 女性(16歳以下) 146.53m 堀 菜華

種目名 クラス 記録 氏名

アキュラシー 男性(8歳以下) 7投 / 28投 江崎 純乃介

M.T.A. 男性(45歳以上) 12″05秒 大内 勝利

ディスタンス

男性(60歳以上) 126.77m 杉本 俊哉

女性(一般) 146.53m 堀 菜華

女性(16歳以下) 146.53m 堀 菜華

女性(4歳以下) 15.25m 大野 晴

日時 事業名 会場 講師 参加人数

3月21日（土）～22日（日） 2019年度JFDA公認指導者認定講習会 東京都八王子市 帝京大学八王子キャンパス ー 中止

カテゴリー 2019年度取得者数 現在の取得者数合計

インストラクター1級 0 34

インストラクター2級 0 51

ディスクアドバイザー1級 0 26

ディスクアドバイザー2級 6 22

ディスクアドバイザー3級 4 75

合計 10 208

日時 事業名 会場 講師 参加人数

9/21(土)～9/22(日) 2019年度第1回ゲームアドバイザー講習会 福島県双葉郡楢葉町 J ヴィレッジ 大野 千尋 2

11/30(土)～12/1(日) 2019年度第2回ゲームアドバイザー講習会 静岡県掛川市つま恋リゾート彩の郷 大野 千尋 3

12/14(土) 2019年度第3回ゲームアドバイザー講習会 京都府宇治市京都府立山城総合運動公園 大野 千尋 3

カテゴリー 2019年度取得者数 現在の取得者数合計

上級公認ゲームアドバイザー 1 3

公認ゲームアドバイザー 5 10

合計 6 13

日時 事業名 会場 参加者 
人数

2019年6月15日(土) FDPAC会議 和歌山県白浜町 紀州・白浜温泉 むさし 16
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2019年度事業報告 - 組織機構図 
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理事会 

名誉会長・名誉会員・顧問 

# 役職 氏名 他団体役職等

1 会長 師岡 文男
上智大学名誉教授・世界フライングディスク連盟理事・アジアフライングディスク連
盟会長・ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会委員・JOC総務委員・日

本スポーツ協会評議員・日本ワールドゲームズ協会執行理事

2
副会長

大島 寛 近畿大学教授

3 本田 雅一 国際基督教大学講師・武蔵野美術大学講師

4 専務理事 齋藤 勇太

5 常務理事 岩藤 克実

6

理事

角田 信彦

7 井上 亨 東京都文京区音羽中学校主幹

8 大原 久幸

9 斉藤 晴義

10 弓田 恵里香 仙台大学講師

11 長倉 富貴 山梨学院大学経営学部教授・早稲田大学スポーツ産業研究所招聘研究員

12 彦次 佳 和歌山大学准教授

13 森山 真稔

14 藤岡 あゆみ

1
監事

藤本 淳也 大阪体育大学教授・大学スポーツ協会理事

2 志澤 徹 弁護士

# 役職 氏名 他団体役職等

1 名誉会長 長谷川 純三 第５代会長・筑波大学名誉教授

2
名誉会員

岩本 勝也 協会初代会長

3 佃 義範 元（株）ツクダ代表取締役社長（協会支援貢献者）

4

顧問

馳 浩 衆議院議員・元文部科学大臣

5 星野 剛士 衆議院議員・神奈川県フライングディスク協会会長

6 朝日 健太郎  参議院議員・特定非営利活動法人日本ビーチ文化振興協会理事長

7 小野 喬 （公財）日本スポーツクラブ協会名誉顧問・1964年東京五輪日本選手団主将

8 江原 隆夫 日本ディスクゴルフ協会会長

9 島 健 上智大学教授

10 川上 和人 元日本フライングディスク協会副会長

11 松永 安則 元日本フライングディスク協会副会長

12 吉田 昭彦 元日本フライングディスク協会理事長

13 稲垣 敬雄 日本ドッヂビー協会代表
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2019年度事業報告 - 収支計算 
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