
第 5回全日本 U21 アルティメット選手権大会 地区予選 

開催要項 

 

大会名称 第 5回全日本 U21 アルティメット選手権大会 地区予選 

趣旨 フライングディスク競技「アルティメット」において、全国の U21 世代の頂点を決定する全国大会

です。 

期間 北海道： 2022 年 10 月 8日（土）-9日（日） 

東北： 2022 年 10 月 8日（土）-9日（日） 

関東 A： 2022 年 11 月 19 日（土）-20 日（日） 

関東 B： 2022 年 11 月 26 日（土）-27 日（日） 

関東 C： 2022 年 12 月 10 日（土）-11 日（日） 

中部： 2022 年 11 月 5日（土）-6日（日） 

関西・中四国 A： 2022 年 11 月 19 日（土）-20 日（日） 

関西・中四国 B： 2022 年 12 月 3日（土）-4日（日） 

九州・沖縄： 2022 年 10 月 22 日（土）-23 日（日） 

※エントリーチーム数によって、1日開催となる場合がございます。 

場所 北海道： 北海道恵庭市恵庭墓園多目的広場 

東北： 山形県上山市 猿倉イベントパーク 

関東 A： 山梨県山中湖村 井戸前旅館 /  

山梨県山中湖村 山中湖交流プラザきらら 

関東 B： 山梨県山中湖村 井戸前旅館 /  

山梨県山中湖村 山中湖交流プラザきらら 

関東 C： 山梨県山中湖村 井戸前旅館 /  

山梨県山中湖村 山中湖交流プラザきらら 

中部： 静岡県富士市 富士川緑地公園 

関西・中四国 A： 奈良県奈良市 大和高原ボスコヴィラ 

関西・中四国 B： 広島県福山市 ツネイシフィールド 

九州・沖縄： 熊本県水俣市 エコパーク水俣 
 

主催 一般社団法人日本フライングディスク協会 

共催 なし 

後援（予定） 東北地区予選：山形県教育委員会、上山市教育委員会、上山市（順不同） 

関東地区予選：山中湖村 

中部地区予選：富士市、富士市教育委員会（順不同） 

本戦より：スポーツ庁 

協賛（予定） 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（順不同） 

協力 なし 

開催部門 ・オープン部門（性別不問） 

・ウィメン部門（女性のみ） 

※各部門 2チーム未満の場合は不成立となり、隣接する他地区での出場となります。 

表彰対象 地区予選のためなし 



競技規則 ・WFDFアルティメット公式ルール 2021-2024 年版 日本語訳 ver.1.0 

・2017 年発行 WFDFアルティメット公式ルール 付帯資料 v4.0 日本語訳 ver.1.1 

・使用ディスク：ウルトラスター（ディスクラフト社） 

参加資格 ・チーム：2022 年度登録団体（大学チーム・クラブチーム）であり、活動拠点を各出場地区で登録

していること。 

・競技者：2022 年度 A 会員であること。出場資格を「大会開催年度末日（3月 31 日）の翌日に 13

歳以上かつ 21歳未満（20歳以下）であること※年齢制限は学年で区切るという趣旨」としていま

すが、大学チームへの所属年数が 2年以下の場合は、特例申請の承認を受けることで、年齢に関わ

らず、大学在学中に 2回まで出場することが可能です。 

・チームスタッフ：2022 年度 A 会員または B会員であること。  

・期日までに各エントリー手続きを行い、参加費の支払いが完了していること。 

・参考：2020 年度以降の全日本 U21 アルティメット選手権大会出場資格について 

https://www.jfda.or.jp/2019/11/01/alljapan-u21-eligibility2020/ 

・参考：チームエントリー区分 

1. 「選手全員が U21（※特例申請制度有）」かつ「【選手の半数以上】が大学生」：大学チームとし

てエントリー 

2. 「選手全員が U19」：ユースクラブチームとしてエントリー 

3. 「選手全員が U21」かつ「上記 1・2以外」：クラブチームとしてエントリー 

・参考：U21 出場資格特例申請フォーム 

https://airtable.com/shroGXNH44BZURrHX 

 

参加費 ・競技者：1名 6,500 円（コロナ対策調整費 500 円含）  

・チームスタッフ：1名 3,500 円（コロナ対策調整費 500 円含）  

最低参加人数 1チーム 競技者 8 名 

エントリー方法 会員向け専用サイト内の大会ページより 

エントリー締切 チームエントリー： 2022 年 8月 22 日（月） 

各チーム出場日程・会場の確定：  2022 年 8月 29 日（月） ※シード順確定 

メンバーエントリー： 2022 年 9月 5日（月） 

※チームエントリー締切後にご案内 
 

備考 ・チームスタッフ：1大会における「複数チームへの登録」について、登録チーム毎にエントリー

完了（申込・支払い完了）により、参加を認める扱いとします。 

・チームスタッフ：1大会における「競技者とチームスタッフの重複登録」について、両方のエン

トリー完了（申込・支払い完了）により、参加を認める扱いとします。 

 

お問い合わせ先 

一般社団法人日本フライングディスク協会 

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町 4番 2号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 901 

メール：event-alljapan@jfda.or.jp    電話番号：03-6434-0721 

  



宿泊について 

以下地区予選の会場は、単一日程開催の場合を除き、指定施設への宿泊を前提として手配をしております。エントリー締

切後にご案内する手続きでの宿泊登録が【必須】となっておりますので、ご留意ください。ただし、新型コロナウイルス

感染症に伴う所属先（大学・企業等）からの制限によって宿泊参加が難しいチーム・個人に限り、「1day 料金（×日数分）」

のお支払いにより日帰り参加が可能となる特例制度が適用できる場合があります。詳細については、宿泊申し込み手続き

時に、旅行会社に特例申請の旨をお伝えいただき、料金及び人数について直接ご確認ください。 

 

地区 宿泊区分 

関東 A： 必須 

関東 B： 必須 

関東 C： 必須 

中部： 必須 

関西・中四国 A： 必須 

関西・中四国 B： 必須 

九州・沖縄： 任意（宿泊する場合は下記の旅行会社へお問い合わせください。） 

 

宿泊に関するお問い合わせ先 

＜関東地区・関西中四国地区＞ 

京王観光株式会社 八王子支店 

電話番号： 042-631-4721 

メール： kitos-hac@keio-kanko.co.jp 

営業時間：平日 10：00-17：00（土・日・祝日休み） 

 

＜中部地区＞ 

株式会社毎日コムネット 

電話番号： 03-5322-6080 

メール： ultimate@maicom.co.jp 

営業時間：平日 10：00-18：00（土・日・祝日休み） 

 

＜九州沖縄地区＞ 

名鉄観光サービス株式会社 熊本支店 

電話番号： 096-354-4351 

メール： kenichi.konishi@mwt.co.jp 

営業時間：平日 9：30-17：00（土・日・祝日休み） 

 

 

チームエントリー完了について 

期日までに「会員向け専用サイト」からチームエントリー手続きを行っていることでチームエントリー完了とします。な

お、チームエントリー締切よりも前に協会宛に連絡をいただいた場合に限り、該当チームのキャンセルを可能としますの

で、特に費用は掛かりません。 

 

 

 



日程確定による辞退申告について 

複数日程が設定されている該当地区については、出場できない日程に割り当てられた場合、費用が掛からず辞退できる仕

組みを設けております。辞退申告締切日迄に申告があった場合、エントリー費の支払いは不要です。期日内に申告がなく、

メンバーエントリー費支払いがない場合は、自己都合によるキャンセルとして扱います（最低人数分のエントリー費を請

求）。 

チームエントリー締切 2022 年 8月 22 日（月） 

確定日程公開 2022 年 8月 29 日（月）迄 

辞退申告締切 2022 年 9月 1日（木） 

 

 

メンバーエントリー完了について 

期日までに「会員向け専用サイト」からメンバーエントリー手続きを行い、参加費の支払いがされたことをもってメンバ

ーエントリーが完了し、大会への出場権利が発生します。会員向け専用サイト内からの申込手続き後は、可能な限り速や

かにお支払いをお願いいたします。なお、メンバーエントリー締切よりも前に協会宛に連絡をいただいた場合に限り、該

当者のキャンセルを可能とし、振込手数料を差し引いて、参加費（システム利用料除く）を返金します。 

 

エントリー不成立時の対処について 

エントリー判断及びシード順の公平性を担保するため、チームエントリー締切後にキャンセルされる場合やメンバーエン

トリー手続きに不備があった場合、最低参加人数分の参加費を後日ご請求させていただき、チームとしては出場扱い（全

試合不成立）とします。 

 

 

観客の受け入れについて 

事前登録制による観客の受け入れを致します。指定された手順にて、登録期間内にお手続きをお願い致します。 

 

 

最終案内 

大会初日の 3日前を目安に大会特設ページへ公開します。各チーム内にて展開をお願い致します。 

 

 

大会当日の受付 

当日の受付開始時刻以降、自チームが出場する最初の試合の開始時間から 1.5 時間前を目安にお越しいただくようお願い

いたします。 

 

 

ルールテスト 

ルールテストの受験にご協力をお願いいたします。 

ルールテスト URL：https://forms.gle/4swMxdFbaZ7V9ryRA  
 


