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第4回全日本ガッツクラブチーム選手権大会
埼玉県熊谷市 熊谷スポーツ文化公園



大 会 名 称 　第4回全日本ガッツクラブチーム選手権大会

開 催 期 間 　2022年12月10日（土）-11日（日）

開 催 場 所 　埼玉県熊谷市 熊谷スポーツ文化公園

主 催　 一般社団法人日本フライングディスク協会

開 催 部 門 　①オープン部門（性別不問） ②ウィメン部門（女性のみ）

  　　　　　    ※各部門 4 チーム以上の参加で部門成立となります。

　　　　　   　　ウィメン部門不成立の場合はオープン部門に統合します。

参 加 資 格 　チーム ： 2022年度登録団体でること。

                 　 　　　　※全選手が大学生の場合は、全日本大学ガッツ選手権大会

　　　　　　　　　　　へエントリーください。

                 　 競技者 ： 2022年度A会員であること。

　　　　　　　　　　　もしくは、 JPDGA会員であること。

                 　 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。

大会概要



会長挨拶greetings

　第4回全日本ガッツクラブチーム選手権
大会主催者として一言ご挨拶申し上げます。
　昨年、コロナ禍において中止を余儀なく
された本大会を今年再開できることを喜び、
開催に向けてご尽力いただいた皆様、そし
て幾多の困難を乗り越え本大会に参加して
くださった選手の皆様に感謝いたします。
未だ新たな変異ウイルスの感染拡大は収束
に至らず、制約がある中でご参加いただい
ておりますが、感染拡大防止へのご協力を
引き続きお願い申し上げます。

　フライングディスクは、2001年から国
際オリンピック委員会(IOC)が後援する非
オリンピック種目の国際総合競技大会
｢ワールドゲームズ｣公式競技となり、
2015年8月にWFDFはIOC・IPC承認競技
団体となって現在5大陸102ヵ国の協会が
加盟しています。1975年に名古屋で日本
フリスビー協会(JFA)として設立された日
本フライングディスク協会(JFDA)も、
2014年6月10日に日本オリンピック委員
会加盟団体(承認団体)、2017年6月23日
に日本スポーツ協会準加盟団体となり、現
在国立競技場前のJAPAN SPORT 
OLYMPIC SQUARE 9階に事務局を置いて
います。

　｢ガッツ(Guts)｣は、世界フライングディスク連盟(WFDF)公認11種目の中で最も古い歴史をもつ団体
種目であり、1954年にアメリカのダートマス大学にて、2人対2人形式で競う種目として誕生しました。
幅広い年齢層で楽しめることと、都市公園など限られたスペースでも楽しめるアーバンスポーツ(Urban 
Sport)として注目され始めています。競技レベルにおいても、前回の世界選手権大会で日本代表チームは
準優勝を獲得し、2019年7月23～27日に中国・上海で開催されたアジア・オセアニア選手権大会でも優
勝を収めるなど、国際的な競技力を有しています。来年2023年9月6日～10日にフィリピン・マニラで
開催されるアジア・オセアニア・アルティメット＆ガッツ選手権大会でも優勝することが期待されます。

クラブチームにおけるガッツ種目日本一を決める今大会では、日本最高峰のプレーのみならず、フライン
グディスク競技で最も大切な精神 ”Spirit of the Game” を遵守し、一戦一戦全力を尽くした魅力ある熱
戦を期待します。

　最後になりましたが、本大会を開催するにあたり、ご後援・ご協賛・ご協力を賜りましたすべての関係
各位に厚く御礼申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。

大会会長　　師岡 文男
（一般社団法人日本フライングディスク協会 会長）

歴史history

　フライングディスクの起源は、1940年代にアメリカ合衆国コネチカット州にあるエール大学の学生が、キャ

ンパス近くの「フリスビー・パイ」というパイ屋のパイ皿を投げて遊んだこととされています。そして、その金

属製パイ皿を投げて遊ぶ姿を見たウォルター・フレデリック・モリソンが、1948年にプラスティック製の安全

なディスクを作った後に、製造・販売の権利をモリソンから取得したワーム・オー(Wham-O)社が1959年に

"Frisbee"の名称を登録商標として売り出したことから世界中に広まりました。

　玩具として売り出された「フリスビー」ですが、優れた飛行特性を活かした様々な種目が生み出され、プラス

ティック製ディスクとそれを使ったスポーツ競技種目を総称する一般名称の「フライングディスク」が1984年

に制定されました。材質や形状に改良が重ねられた現在のフライングディスクの飛行性能は、最長飛距離

「338.0m」、最高時速「時速152.9km」、最長滞空時間「16.72秒」とギネスブックに認定されるほど優れ

たものとなり、IOC承認スポーツとして各国で親しまれています。アルティメットの試合では、世界フライング

ディスク連盟公認国際大会や日本国内のほぼ全ての大会において、直径27cm、重さ175gの「ウルトラスター」

（ディスクラフト社製）が使用されています。

フライングディスクの起源

　アルティメットは、英語で「究極」という意味で、1968年に高校生であったジョエル・シルバーが考案し、

アメリカ合衆国ニュージャージー州メイプルウッド市のコロンビア高校で最初のゲームが行われた7人制のチー

ムスポーツです。他の球技にはないディスクの飛行特性や走力、持久力を必要とすることに加えてセルフジャッ

ジで試合を行うことから究極（Ultimate）という名前が付けられました。

　100m近くも飛ぶ「ロングシュート」や多彩なスローを使った「華麗なパスワーク」、空中に浮いているディ

スクを「ダイビングキャッチ」でつかむ瞬間や相手チームのパスを「ダイビングブロック」する瞬間など、ダイ

ナミックなプレイが魅力のスポーツです。芝生の上ではなく、砂浜で試合を行う「ビーチアルティメット（5人

制）」も正式な種目として公認されています。通常よりも小さいフィールドで行う5人制のアルティメットも日

本で普及しつつあります。

　アルティメットは2012年度から中学校学習指導要領（保健体育）にゴール型種目として採用され、フライン

グディスクの代表的な種目として小・中・高校世代への普及も進んでいます。ユース世代からマスター世代まで

が日常的にアルティメットを楽しめる環境作りが求められており、総合型地域スポーツクラブへの普及活動や、

平日の夜を活用した「ナイトアルティメット」への関心が高まっています。

アルティメットの起源
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試合情報tournament information

順位決定方法

　①リーグ内順位決定方法（予選リーグ・敗者リーグ）

1. 該当するチームにおける勝利数

2. 棄権した試合数の少なさ

3. 該当するチーム間における試合の得失点差

4. 共通する相手チーム全てにおける全試合の得失点差

5. 該当するチーム間における試合の失点数の少なさ

6. 共通する相手チーム全てにおける全試合の失点数の少なさ

7. 上記のいずれの方法でも決定できない場合、代表者によるフリップ又はくじ引きで決定

※上記項番5,6において、一試合における失点数の上限は15点とし、デュースにより決着した試合においても

　失点数は15点とする。

　②他リーグ同順位間の順位決定方法（予選リーグ）

1. 該当するチームにおける勝利数

2. 棄権した試合数の少なさ

3. 予選リーグ内全試合の得失点差

4. 予選リーグ内全試合の失点数の少なさ

5. 上記のいずれの方法でも決定できない場合、代表者によるフリップ又はくじ引きで決定

※上記項番4において、一試合における失点数の上限は15点とし、デュースにより決着した試合においても

　失点数は15点とする。

　③その他（予選最終順位決定での優先すべき特記事項）

1.OAリーグの順位決定特別規定

今大会の全チーム数は、11チームであり、予選リーグでは、OAリーグ以外は3チーム、OAリーグは2チーム

となり、OAリーグ内のチームに対して、特別な考慮が必要となる。

直近の同大会の順位を反映させた結果から、OAリーグ1位チームを予選全体の1位とし、OAリーグ2位チーム

を予選全体の8位とする。

2.予選順位の最終決定方法（OAリーグ2チーム以外）

1)項番①で決定した各リーグ1位チームの中から、項番②での順位を決定。予選2位～4位を設定する。

2)項番①で決定した各リーグ2位チームの中から、項番②での順位を決定。予選5位～7位を設定する。

3)項番①で決定した各リーグ3位チームの中から、項番②での順位を決定。予選9位～11位を設定する。

試合不成立について

決勝点

デュース上限

チェンジコート

メンバー交代

スコアラー

ゲーム開始時刻に規定人数が揃っていない場合は状況に応じてスクラッチ負け
とし、当該ゲームのスコアは0-0とする。

15点 1ゲーム先取

21点

1ゲーム内でのチェンジコートは行わない

両チームの得点の合計が8点以上から可能とする

配置しないため、タイムテーブルの下段記載チームが得点管理を行う

・ 予選リーグ

・ トーナメント（ダブルエリミネーション方式）

スロー又はコートの選択権

決勝点

デュース上限

チェンジコート

メンバー交代

2ゲーム目の開始時には前セットを失ったチームがスロー又はコートの選択権を
得る。3ゲーム目はフリップにて決定する。

15点 2ゲーム先取

18点

1ゲーム内でのチェンジコートは行わない

両チームの得点の合計が8点以上から可能とする

試合不成立について

スコアラー

ゲーム開始時刻に規定人数が揃っていない場合は状況に応じてスクラッチ負け
とし、当該ゲームのスコアは0-0×2とする。

配置しないため、競技スケジュールに記載された対象チームが得点管理を行う

熱中症対策 セット間に熱中症対策としてゲーム間に10分間の時間を設ける

 1) 勝者トーナメント

決勝点 15点 2ゲーム先取
※但し、勝者トーナメント勝ち上がりチームには、1ゲーム取得済のアドバンテージを与える

スロー又はコートの選択権

デュース上限

チェンジコート

メンバー交代

2ゲーム目はフリップにて決定する

上限なし

1ゲーム内でのチェンジコートは行わない

両チームの得点の合計が8点以上から可能とする

試合不成立について
ゲーム開始時刻に規定人数が揃っていない場合は状況に応じてスクラッチ負け
とし、当該ゲームのスコアは0-0×2とする
勝者トーナメント勝ち残りチームが棄権負けの場合も、当規定を優先する

オブザーバー ガッツ委員会が選定した最大5名までのオブザーバーを配置する

 2) 勝者トーナメント（決勝のみ）

試合不成立について

決勝点

デュース上限

チェンジコート

メンバー交代

スコアラー

※本来、トーナメントで2敗すると、全試合終了となるが、今大会は全順位決定のため、2敗後も試合を設定

ゲーム開始時刻に規定人数が揃っていない場合は状況に応じてスクラッチ負け
とし、当該ゲームのスコアは0-0とする。

15点 1ゲーム先取

21点

1ゲーム内でのチェンジコートは行わない

両チームの得点の合計が8点以上から可能とする

配置しないため、タイムテーブルの下段記載チームが得点管理を行う

 3) 敗者トーナメント・敗者リーグ







フライングディスクアカデミー 
メンバー募集のお知らせ

日本中の教育現場に携わる方と一緒にフライングディスクの教育的価値を創っていくプロジェクトとして、
フライングディスクアカデミー（FDアカデミー）を開始します。教育現場におけるフライングディスクの 
活用事例をまとめていき、新しい知見に出会える仕組みの構築を進めていきます。 

メンバー限定の資料閲覧だけでなく、最新事例を共有するオンライン意見交換会も毎月開催しますので、 
長年授業でフライングディスクに取り組まれている方も、新しく取り入れてみようと考えている方も、 
是非ご登録ください。日本中の授業でフライングディスクが実践され、より良い授業が広がることを 
目指して、新しい知見に出会える場を一緒に創っていきましょう。 

一般社団法人日本フライングディスク協会 指導普及委員会

詳細はこちらから！ 

メンバー特典
1. 学習資料の閲覧（映像・文章） 
2. オンライン意見交換会への参加（聴講ok） 
3. オンライン意見交換会のまとめ資料・映像の閲覧 
4. メンバー限定特別企画の紹介（ディスク寄贈等） 
5. 専用お問い合わせフォームの利用

オンライン意見交換会
1. 開催日程：毎月第3木曜日 20～21時 
2. 会議方法：Zoom（オンライン会議） 
3. タイミングが合う人が参加（聴講ok）

対象
1. 教育現場に携わっている方 
2. 教育現場を目指している方 
3. フライングディスクの教育的価値に関心がある方 
※登録費は無料。活動地域はどこでもokです。

参加スタイル
1. 毎月更新される資料を閲覧して、新しい発見をする 
2. オンライン意見交換会に参加して、意見交換をする
（任意参加 / 聴講ok）

オリンピックと連携する国際総合競技大会
ワールドゲームズは、

オリンピックに採用されていない競技種目の国際総合競技大会です。
国際ワールドゲームズ協会（IWGA）主催、

国際オリンピック委員会（IOC）後援で、4年に一度、
夏季オリンピック・パラリンピック競技大会の翌年に開催されます。
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特定非営利活動法人
日本ワールドゲームズ協会
東京都港区赤坂1-2-2 日本財団ビル3階 笹川スポーツ財団内ファイテンはワールドゲームズを応援しています

日本ワールドゲームズ協会会員団体  43団体（2022年1月現在）
［ 正 会 員 ］

［ 準 会 員 ］

［支援会員］

合気会／全日本アーチェリー連盟／全日本空手道連盟／日本キャスティング協会／日本サーフィン連盟／
日本山岳・スポーツクライミング協会／全日本柔術連盟／日本水上スキー・ウエイクボード連盟／日本水中スポーツ連盟／
日本スカッシュ協会／日本相撲連盟／日本ソフトボール協会／日本ダンススポーツ連盟／日本パワーリフティング協会／
日本ハンドボール協会／日本ビリヤード協会／日本武術太極拳連盟／日本フライングディスク協会／
日本フロアボール連盟／日本ペタンク・ブール連盟／全日本ボウリング協会／日本ボディビル・フィットネス連盟／
日本ライフセービング協会／日本ラクロス協会／ワールドスケートジャパン／笹川スポーツ財団

日本アメリカンフットボール協会／日本アームレスリング連盟／日本エアロビック連盟／日本オーケーゴルフ協会／
全日本空道連盟／日本ゲートボール連合／日本健康麻将協会／国際スポーツチャンバラ協会／日本ソフトテニス連盟／
日本ダーツ協会／日本ドラゴンボート協会／日本マウンテンバイク協会／日本モーターサイクルスポーツ協会

東京スカイダイビングクラブ／日本スポーツカイロプラクティック連盟／全日本フルコンタクト空手道連盟／日本レクリエーション協会

合気道／エアースポーツ／アーチェリー／ビリヤード／ボディビルディング／ブールスポーツ／ボウリング／カヌー／キャスティング／ダンススポーツ／
フィストボール／フロアボール／フライングディスク／体操／ハンドボール／ホッケー／柔術／空手／キックボクシング／コーフボール／ラクロス／
ライフセービング／ムエタイ／ネットボール／オリエンテーリング／パワーリフティング／ラケットボール／ローラースポーツ／ラグビー／サンボ／
ソフトボール／スポーツクライミング／スカッシュ／相撲／サーフィン／綱引／水中スポーツ／水上スキー・ウエイクボード／武術

国際ワールドゲームズ協会
加盟団体競技（39競技）
アルファベット順

t w g 2 0 2 2 . c o m

『第11回 ワールドゲームズ』

 アメリカ合衆国 / バーミングハム市
2022年 7月7日ー17日
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