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もうすぐ梅雨明けです。 

夏になると色んなイベントがあります。体調を整えて、夏のディスクライフを満喫しましょう！！ 

 

    

◆◆◆◆2010201020102010 年度年度年度年度    第第第第 1111 回回回回    宮城県フライングディスク大会宮城県フライングディスク大会宮城県フライングディスク大会宮城県フライングディスク大会結果結果結果結果◆◆◆◆    

4/17（土）、『松島自然の家』でＦＤ大会を行いました。

何故か今年も天気には恵まれず『雪』でした･･･。 

種目は D.D.C.でしたが、参加者が 6 名なので組合せを

替え、個人勝率で順位を決める方式にしました。 

結果は、横浜から参加の池田さんが優勝でした。 

D.D.C.は、瞬時の判断力、スロー技術など、アルティメ

ットにも応用が利く競技なので、次回は学生協会員にも

たくさん参加して欲しいです。  

    

◆◆◆◆第第第第 1111 回回回回    MYFDAMYFDAMYFDAMYFDA 杯杯杯杯    東北学生アルティメット東北学生アルティメット東北学生アルティメット東北学生アルティメット大会大会大会大会結果結果結果結果◆◆◆◆    

5/29（土），30（日）、『松島自然の家』で第 1 回東北学生アルティメット大会を開催しました。 

将来の東北アルティメット界を背負う学生プレーヤーのスキルアップの為、「東北リーグが始まる

前に、新入生が試合を経験出来る機会を設けよう！」と、今年から 5 月に学生大会を行うことにし

ました。そして、「東北でアルティメット大会の先駆けと言えば宮城県！」 と言うわけで、東北初の

学生大会はＭＹＦＤＡでの開催になりました。 

大会開催にあたり、㈱クラブジュニア様、㈱ディスクヴィレッジ様より協賛いただきました。 

参加チームは、東北学院大 Unchain、山形大さくらんぼーず、会津大 Dual Boot、会津大 Solaris の

4 チーム。参加者数は 46 名でした。 

第 1 回大会優勝は、山形大学さくらんぼーず。MYFDA 会員がいる東北学院大 Unchain は惜しくも

準優勝でした。来年は優勝を狙って欲しいものです。 

大会では、PICK UP チーム対抗で、ディスクゴルフのパット勝負，ディスタンス勝負も行われました。

アルティメット以外の競技にも精通し、スキルの高いプレーヤーを目指してもらいたいと思います。 

 

 

 



◆◆◆◆2009200920092009 年度年度年度年度 JFDAJFDAJFDAJFDA 総会・総会・総会・総会・2010201020102010 年度拡大理事会報告年度拡大理事会報告年度拡大理事会報告年度拡大理事会報告◆◆◆◆    

6/19（土），6/20（日）、東京で開催された JFDA 総会・拡大理事会に出席してきました。 

【【【【JFDAJFDAJFDAJFDA 通常通常通常通常総会総会総会総会】】】】    

・・・・秋田県協会長訃報秋田県協会長訃報秋田県協会長訃報秋田県協会長訃報    

4/7 に秋田県 FD 協会の田村会長がご逝去されました。2001 年の秋田県ワールドゲームズ開催

で、フライングディスク競技２種目の導入にとてもご尽力いただいたのは記憶に新しいです。

JFDA 総会では出席者一同で黙祷を捧げました。心からご冥福をお祈りしております。 

・世界大会・世界大会・世界大会・世界大会    

今年はアルティメット世界大会が 3 大会あります。日本チームのメダル獲得を応援しています！ 

チェコ・プラハチェコ・プラハチェコ・プラハチェコ・プラハ    世界アルティメットクラブチーム選手権（世界アルティメットクラブチーム選手権（世界アルティメットクラブチーム選手権（世界アルティメットクラブチーム選手権（7/47/47/47/4～～～～10101010））））    

オープン：文化シヤッターBuzz Bullets が銅獲得！！ ウィメン：壱（ウノ）が銀獲得！！ 

イタリア・フィレンチェイタリア・フィレンチェイタリア・フィレンチェイタリア・フィレンチェ    UUUU----23232323 世界アルティメット選手権（世界アルティメット選手権（世界アルティメット選手権（世界アルティメット選手権（7/197/197/197/19～～～～25252525））））    

ドイツ・ハイルブロンドイツ・ハイルブロンドイツ・ハイルブロンドイツ・ハイルブロン    世界アルティメット・ジュニ世界アルティメット・ジュニ世界アルティメット・ジュニ世界アルティメット・ジュニア選手権大会（ア選手権大会（ア選手権大会（ア選手権大会（8/28/28/28/2～～～～7777））））    

・・・・2009200920092009 年事業報告年事業報告年事業報告年事業報告    

事務局からはワールドゲームズ２００９高雄大会への選手派遣、競技本部からは各大会の活動

報告、普及本部からはディスクアドバイザー3 級認定講習会開催、広報企画本部からは HP のリ

ニューアル報告・11 競技紹介 DVD 製作・FDT（FLYING DISC TIMES）の HP 掲載化の報告があり

ました。また、会計報告では 2009 年度で赤字脱却し会計正常化された旨報告がありました。 

講習会開催は魅力的ですが、宮城県の普及状況では参加人数が少ないことが予想され、遠方

から講師を招いての開催は難しいです。まずは県内や東北ブロックでの開催を検討したいです。 

・・・・2010201020102010 年事業計画年事業計画年事業計画年事業計画    

社会人リーグ東西統合、全日アルティメット会場の富士市への変更、公認指導者認定試験を

東・中・西日本 3 拠点化、学生大会決勝の大阪堺市開催などの事業計画が報告されました。 

・アンチドーピング委員会・アンチドーピング委員会・アンチドーピング委員会・アンチドーピング委員会    

昨年総会でも紹介がありましたが、6/18 に JFDA の加盟が認められました。福島県協会の角田

氏が推進委員として活動されています。来年度以降の大会から取り組むことになります。 

・・・・質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答①①①①    

JPDGA（日本ディスクゴルフ協会）などとの連携について質問がありました。最近、ディスクゴル

フの公式大会に JFDA の個人種目などをイベントとして行っていますが、その扱いに対して公式

記録にするのか？講師派遣扱いなのか？などの質問でした。JFDA としては普及活動の一環と

して今後も継続していくが、あくまでお邪魔させてもらっている認識。講師費用等は期待できず、

公認資格者がいなければ公認記録にもならない。また、本来の目的であるディスクゴルフの時

間を削るような開催の仕方は不可と考えているそうです。 

・・・・質疑応答②質疑応答②質疑応答②質疑応答②    

JFDA 入会時のルールブック配布制度を廃止し、HP 掲載のみにしてはどうか？の提案がありま

した。これには反対の声が多く、「ルールブック配布により競技への意識付けになる」という意見

など制度継続を求める声がありました。一方で、誰でもすぐに最新のルールが確認出来るように、

HP に全種目のルール掲載を求める声が多く、JFDA で検討することになりました。 

・・・・質疑応答③質疑応答③質疑応答③質疑応答③    

JFDA の C 会員制度廃止（購読会員）に対し、慎重に検討すべきとの声がありました。これは、

FDT の HP 掲載化で冊子送付を廃止すると言うものです（MYFDA 総会でも同様の議論がありま

した）。対象者のネット環境を十分調査した後に制度改正すべきとなりました。  



【拡大理事【拡大理事【拡大理事【拡大理事会会会会】】】】    

・・・・JFDA HPJFDA HPJFDA HPJFDA HP    

現在アルティメットのルールは HP に掲載されていますが、他の競技のルールも掲載して欲しい

旨、各県協会から強い要望がありました。また、アルティメットのルールも誤訳が多いことから、

日本で活動している外国人プレーヤーの方に翻訳を依頼することを検討することになりました。 

その他、ルールに対する問合せや回答が閲覧出来るように、Q&A の掲載を依頼しました。 

・普及活動取組み・普及活動取組み・普及活動取組み・普及活動取組み    

各県でどのように普及しているか？など議論が行われました。県協会の中では動画で競技紹介

をしている県もありました。MYFDA でも動画へのリンクなどを検討していきたいです。 

その他、子供会を介して普及をしては？の案もありました。こちらはドッヂビーが主体です。子供

会連合会から市町村連合にドッヂビーが支給されています。これはドッジボールで突き指のケガ

報告が多いことに対し、代替の安全競技として推奨されているといった背景があるようです。 

・ドッヂビー・ドッヂビー・ドッヂビー・ドッヂビー    

各県独自のルール紹介がありました。セルフジャッジやオブザーバー制度を導入している県、当

たって自陣に落ちた場合のみ OUT になるとしている県などがあります。 

「各地域での独自ルール開催は構わないが、主ルールは一本化すべき」の議論が盛上りました。

現在、JFDA とDBGA（日本ドッヂビー協会）で公式ルールが別々に存在している為で、JFDA とし

て一本化する意思があるか？が議題でした。2 日に渡る議論の末、JFDA も DBGA ルールに準

ずることで決定。JFDA ルールからの変更点，変更の背景などを明確にし、普及に支障を来たさ

ないよう配慮することになりました。また、専門性を求める公認資格は DBGA の認定制度（年内

制定）に基づくとし、JFDA は他競技同様に基本指導力のみ求めることが明確になりました。 

・・・・JFDFJFDFJFDFJFDF 構想構想構想構想    

JAPAN ULTIMATE 立上げの報告がありました。これはアルティメット競技に特化し競技課題の

処理などを加速させる為、JFDA 直下の下部組織として活動を行っていくという構想です。将来

的には、他の競技も独立化していく構想の説明がありました（下図参照）。 

 

JFDFJFDFJFDFJFDF 構想図構想図構想図構想図    

・分科会・分科会・分科会・分科会    

北海道・東北ブロックで話し合いを行いました。各県の情報交換量を増やし、参加できなくとも活

動状況などを把握しやすい環境にしようという目標が出来ました。また、北海道の大会に東北か

ら選手を派遣できないか？なども検討することになりました。 

・・・・来年の総会・理事会日程来年の総会・理事会日程来年の総会・理事会日程来年の総会・理事会日程    

2011 年 6/18（土）、19（日）の開催となりました。来年も参加する予定です。 

来年はドッヂビーの新種目の体験会も検討するようです。 

学連JSFF
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事務局

理事会

企画本部 普及



◆◆◆◆障害者障害者障害者障害者 FDFDFDFD 競技強化練習競技強化練習競技強化練習競技強化練習◆◆◆◆    

今年も「宮城県手をつなぐ育成会」の依頼により、障害者の宮城県代表選手に対する強化練習会

講師を、8月～10月の期間で全４日間実施します。本強化練習は受講者の競技意識が高いことも

あり、スロー力 UP の指導を行える人材を派遣する予定です。このような事例からも、県協会員自

身の個人スキル UP が必要であると思われます。県協会員に対する講習会も必要ですね。 

【開催予定日】【開催予定日】【開催予定日】【開催予定日】    

第 1 回：8/14（土），第 2 回：8/28（土），第 3 回：9/18（土），第 4 回：10/11（月） 

【開催予定場所】【開催予定場所】【開催予定場所】【開催予定場所】    

 幸町グランド，グランディ２１ 

 

◆◆◆◆みちのく杜の湖畔公園みちのく杜の湖畔公園みちのく杜の湖畔公園みちのく杜の湖畔公園    ディスクゴルフ体験教室ディスクゴルフ体験教室ディスクゴルフ体験教室ディスクゴルフ体験教室◆◆◆◆    

国営みちのく杜の湖畔公園の依頼で、8/15（日）にディスクゴルフ体験教室の講師を行います。当

日は 5～6 組の家族相手にディスクゴルフの講習を行う予定です。コースは昨年新しく出来た北地

区・風の草原になります。少しでもディスクの普及に繋がるよう頑張ります。 

 

◆◆◆◆2010201020102010 年度年度年度年度    第第第第 2222 回回回回    宮城県フライングディスク大会◆宮城県フライングディスク大会◆宮城県フライングディスク大会◆宮城県フライングディスク大会◆    

今年２回目の県協会主催大会を行います。今回の種目はディスクゴルフです。 

【【【【事業事業事業事業名】名】名】名】 2010 年度 第 2 回 MYFDA 杯 FD 大会 （ディスクゴルフ） 

【日時【日時【日時【日時・場所・場所・場所・場所】】】】    8/21（土）・みちのく杜の湖畔公園 北地区・風の草原 （※荒天中止の場合あり） 

【【【【参加費】参加費】参加費】参加費】    MYFDA 会員：\500／一般：\600    （※大会当日の受付時に徴収します） 

    ※※※※別途公園入別途公園入別途公園入別途公園入場料（大人場料（大人場料（大人場料（大人\\\\400/400/400/400/小人小人小人小人\\\\80808080）と駐車料金（普通車）と駐車料金（普通車）と駐車料金（普通車）と駐車料金（普通車\\\\300300300300）必要です。）必要です。）必要です。）必要です。    

【参加申込み】【参加申込み】【参加申込み】【参加申込み】 Mail／TEL で事務局へ連絡 

連絡先：連絡先：連絡先：連絡先：MYFDA 事務局 高月（0229-24-8176/090-4639-5336/myfda.takatsuki@gmail.com ）    

【概略スケジュール】【概略スケジュール】【概略スケジュール】【概略スケジュール】    

8/218/218/218/21（土）（土）（土）（土）        

10：00 

10：30 

11：00 

12：30 

13：30 

15：00 

15：30 

受付開始 

開会式・競技説明 

競技開始 

昼休み 

競技再開 

表彰式・閉会式 

解散 

 

◆◆◆◆県協会費県協会費県協会費県協会費納金のお願い納金のお願い納金のお願い納金のお願い◆◆◆◆    

今年度の県協会費を未納の方は、下記の口座に入金下さい。（※入金後に一報ください。） 

「来年度も同時に！」 という方は、一報いただければ問題ありません。よろしくお願いします。 

【振込先】【振込先】【振込先】【振込先】    

東北銀行 古川支店 普通預金 口座番号：３１７１４００ 名義：宮城県フライングディスク協会 

【振込み金額】【振込み金額】【振込み金額】【振込み金額】    

年会費 \1,000 

以上 


