2012 CLUB JUNIOR ®

ULTIMATE
DREAM CUP in FUJI
静岡県富士市富士川緑地公園・富士川河川敷憩いの広場 2012.3.16-3.18

2012 CLUB JUNIOR ®

ULTIMATE
DREAM CUP in FUJI

対岸進出! いろんな色の日本
代表に各地でノリノリの寄せ集めチームが決起集結 !
東北からずっこけ♪あるまじろがアホ度120％で
参上すれば、現役高校生・らんちょすもフレッシュに大

ドリームもいよいよ富士川

興奮! 東京理科大学CEUがここまで来れたなんて…と感激

モードなら、25周年・MAFFIA DX-

LEGEND-は

負けねーど南
三陸 ! 想いをつなげ! NIPPONを元気に!
夜集合! と大号令 ! ふと背中をみれば

No disc, No life

オレ、 ワタシを探 せ !

ディスクと

100人展!

色っぽいポーズ? もう30だよ…（日本代表ウィメンチーム・平井絵理）
昨年お姉様方が出産ラッシュでドリームが復帰第一戦 !
（Seven color'z・三澤香織）

大会に初めて出るコ、
楽しませてあげたいな…（vahul・吉田将史）
いつもは3回生で引退なんですけど、
かき集めて最後の思い出つくろうかなと…
（Another Army・小山純平）

大会の間、その素敵なスマイル写真の撮影にご協力いただいた
数多くのみなさん、本当にありがとうございました!
というわけで、今年も
『ディスクと100人展』開催!
オレ、
ワタシはどこにいる?

チャラチャラしてるけど、
アルテはガッツある子いっぱい!
（信州大学LOOSE・住谷聡美）

"乾杯"から"盃"をかわすってことで! 協調性ないけど…（盃・土肥健大）
呑みもがんばる! っていうか呑みをがんばる!（mishmash・三坂唯）
今まで関われへんような人らとできて、
楽しかった!
（らんちょす・濱田明里）

九州まだまだマイナーなんで、
もっともっと盛り上げていきたい!
（九州女・吉森みゆき）

女のコと2回呑みにケーションしたら仲良くなりました!（N-H-S・高田正吾）
夜は現役とOB・OG集まって25周年パーティやります!
（MAFFIA DX LEGEND・正名秀行）

みんなマスクしろ! すぐしろよ! ガチ、
マスクしろよ!（上智大FREAKS・根本賢）
ゼェーット! もちろん"ももクロ! "ブリーズのZでもあるけど…
（京都大学BREEZE・小山千尋）

キャラ濃い! みんなが天然でまとまんない…（りゅある・坂田一将）
ポニョってよばれてます! 和訳すると"寄せ集め" !
（mishmash・本田梨紗）

熊本からみんなで来ましたぁ!（熊本POWERS・石原伸晃）

Final Games

2012 CLUB JUNIOR ULTIMATE DREAM CUP
2012.03.16-18 in FUJI
どこもかしこも日本代表だらけ…
夏の世界大会に向けて、今回のドリーム
では、ミックス×2、ウィメン×2、マス
ターズ男女、ジュニア男子と各部門に日
本代表チームがエントリー。会場のあち
こちで"JAPAN"のユニフォームが躍動
していました。

Open / Women / Mix
決勝

Open

文化シヤッターBuzz Bullets ホワイト 13-12 日本代表ミックスチーム

固唾をのんで見守る観客…僅差の大接戦！

オープン決勝は、準決勝で文シヤ対決を征した文化シヤッター
ホワイトと、今夏の世界大会に向けメンバー決定後初の大会とな

文化シヤッターBuzz Bulletsホワイト

阿部洋平 選手

ュートが決まり2点連取で主導権を握ろうとする代表ミックスに、

世界大会に向けて貴重な経験がで
きました。MVPは6、7年ぶりな
ので、うれしいです!

文シヤホワイトも9分、伊藤のシュートを古澤がキャッチして反

日本代表ミックスチーム

る日本代表ミックスの対戦。開始早々1分に藤澤、6分に菊池のシ

撃。小刻みに点を加えていく両者。26分に代表ミックス・川瀬の
ロングが横田へとわたり7-5とすれば、文シヤホワイトは27分に
鮫島、31分に高橋のシュート、さらに35分、阿部のシュートが
決まって8-8のイーブンに。代表ミックスは38分、ゴール前での
タイムアウトからセットプレーで加点し、9-8とリードするが、
その1分後、文シヤホワイト・伊藤のロングが阿部へとわたって
「ドリームの決勝でこんな接戦はあ
9-9。1点を争う攻防が続く。

まりない」と観客も固唾をのんで見守るが、最後は50分、ゴール
前で文シヤホワイト・高橋のシュートが阿部につながり12-11と
決勝点。そのまま逃げ切った文シヤホワイトが接戦を征した。

決勝

Women

横田玲奈 選手
思いっきりやるだけと思ってプレ
ーしました。いろんな人と話し合
ってがんばれた大会でした。
文化シヤッターBuzz Bullets ホワイト 大会スコア
2回戦

対

3回戦

対

4回戦

対

準々決勝 対
準決勝

対

MAFFIA DX Futurty 21-1
15-3

kwengooou
A.G.Funks

文化シヤッターBuzz Bulletsブルー 9-6

日本代表ウィメンチーム 17-1 JOY

最後までエンJOY! あきらめずにみんなで1点を

圧勝で勝ち上がってきた若手主体の日本代表ウィメンと、ウィ

メンマスターズを1点差で敗り勢いにのる大体大OG連合・JOYの

日本代表ウィメンチーム

池治ちあき 選手

結果は走りに走って終始、ベテランを圧倒した代表ウィメンの圧

まだ学生なのですが、この大きな
大会でMVPをいただけたことは、
すごく自信になりました!

勝に終わった。2分、代表ウィメン・米原のシュートが天明へと

JOY

対戦となったウィメン決勝。JOYの食い下がりが期待されたが、

つながり先制すると、押田、大山、稲村、池治、佐藤らのシュー
トなど猛攻でそこから一気に連続16得点。対するJOYも反撃の
糸口を探すが、パスミスなどから局面を打破することはできず、
46分、坂岡から岩本へのシュートが決まってようやく待望の1点
を挙げた。最後は48分に押田から池治へのシュートで1点を加え
た代表ウィメンが17-1でぶっちぎりの優勝に輝いたが、観客か
らは最後まであきらめずに走り抜いたJOYの健闘を讃える拍手
も。試合終了後は「ジョイ! ジョイ! ジョイ! ニッポン!」と陽気な
かけ声で会場を湧かしていた。

決勝

Mix

17-1

京都大学BREEZE 12-6

河野有香 選手

大体のOG全体で出場できて、い
ままでのいろんな世代の人とプレ
ーができて楽しかったです。

日本代表ウィメンチーム
2回戦

対

3回戦

対

大会スコア

昭和大学Light Wings 25-0

上智大学FREAKS 17-0

準々決勝 対 えびみりん
準決勝

対

MUD

15-2
10-7

日本代表ミックスチーム 16-4 SQOAL

結果は圧勝もみんなの代表だからと新たな絆

ミックス決勝はドリーム2連覇中のIKU!を準々決勝で敗ったSQOALと、準決勝で代表ウィメンを高さと 日本代表ミックスチーム
パワーで圧倒した日本代表ミックスの対戦。3分、百海のシュートが遠津に渡って代表ミックスが先制する 古森貴陽 選手
淵から安江へのシュートが決まって4-1と反撃を開始するが、17

メンバーが決まって最初の大会で
結果が出せてうれしい。金メダル
獲れるようにがんばります!

分、ミックス代表・川島のロングから再び4点連取で8-1へ。そ

SQOAL

と、13分の石井のロングまで4点連取と序盤から圧倒。対するSQOALは15分、コート左右を広く使った田

の後、SQOALも26分にゴール前で小泉から新井へのシュート、
29分、伊藤から小泉へのロングなどで加点するが、代表ミックス
も遠津のロングや川島、古森、石井らのシュートでSQOALを圧
倒。代表ミックスが16-4で栄冠をつかんだ。試合が終わって「も
うちょっとやれるつもりだったけど、噛み合なかった」と反省し
きりのSQOAL・稲垣。代表ミックス・和田は「IKU!やSQOAL
が盛り上げてきたミックスに出させてもらって、みんなの代表と
いう気持ちでがんばります!」と世界の舞台での活躍を誓った。

伊藤久晃 選手

2日間雨のなか体調的にキビシか
ったけど、こういう賞ははじめて
なので素直にうれしいです!

日本代表ミックスチーム 大会スコア
1回戦

23-2
25-0
対 日本代表ウィメンチーム 13-5
対

準々決勝 対
準決勝

letters（仮）

largo

Topics
2142人が集結！

閉会式でプレゼンターを務めてくれた第
26代かぐや姫・丹沢里紗さんも「アルテ
ィメットは初めて観ました。プレーがと
ても激しくて、熱気が伝わってきました!
これから発展しそうなスポーツですね。
楽しみです!」と大興奮。

01

被災地から…
無事ここに来れて最高の気分！

Tournament
トーナメント

Open

好カード好ゲーム連発!
見どころ満載だったオープン

今年のオープンの話題といえば、日本代表ミックスチーム
の参戦はもちろん、青・白に分かれた文シヤ同士の対決。準
決勝で激突した両者は互角の展開を見せつつ、白が3点差で
スターズに1点差で勝利した勢いそのまま、準決勝まで駆け
上り、日本代表ミックスに1点差まで詰め寄った。そのほか、
学生チームでは中京大、大体大が5位、京大が7位、東日本4
年生連合の盃が9位の大健闘。また、LOQUITOSに敗れた日
本代表マスターズも17位とおっさんの底力を見せつけた。

の終了をもって中止となってしまったドリー

あるまじろ代表・高月宏樹さんは「去年はこれ

っとドキドキ…。とりあえず無事ここに来れま

ムカップでしたが、今年は3部門合計138チ

からドリームに行くぞっていう日、最後の仕事

した。最高の気分であります!」
。佐藤優キャッ

ーム・2142名のみなさんにご参加いただき

を片づけようとしていたら地震がきて、会社の

プも「ボクらは10年連続で出るはずが、昨年は

ました。今夏に大阪・堺で開催される世界選

建物もボロボロ崩れてくる状況。とてもドリー

その1回が遠のいてしまって…。今年が記念す

手権もあり、今回のドリームでは日本代表チ

ムには行けないとクラブジュニアに連絡して、

べき10回目！気心のしれてるメンバーで雰囲気

ームが各部門に参加したほか、東北から九州

ちょっとゲッソリしたんですけど、やっと今年

いいです! アホな感じ120％!」とノリノリでし

・沖縄まで各地のアルテプレーヤーに盛り上

来れてよかったです!」と感無量。
「ただ、きの

た。

げていただきました。コートの内外にあふれ
るたくさん笑顔。会場をまわっていて感じた
のは、みんなドリームカップを楽しみにして
くれていたんだなということ。大会2日目の
雨もありましたが、なによりも無事開催でき
てホント、よかったです!

トーナメント

Women

04

壱、MUD、HUCKの3強の主力メンバーが各種代表チーム
に吸収され、チーム解体、再編が進んだ今回のドリームカッ
プ・ウィメン。混戦のなか、大体大のOG連合ともいうべき
JOYや、昨年の出産ラッシュから復活したSeven Color'z、
ウィメンマスターズらベテラン勢が大躍進。存在感を十二分
に見せつけた。学生チームでは先輩に負けじと大体大が5位、
mishmashも13位と健闘が光った。また、九州の学生、社会
人で構成された九州女も11位と旋風を巻き起こした。

トーナメント

あちこちで世代を超えたOB、OGで構成され

Mix

たオールスターチームが参戦した今回。その極
FFIA。現役チームに加え、
「DX LEGEND」
「DX

部門開設から5年、今年は24チームと着実に参加チーム数

Futurty」のOB・OGチームが出場。なかでも

を伸ばしているミックス。毎回、個性派チームがそろうが、
かった人が大半。途中で足つったとかひとりひ

今回は笑いとユーモアで暴走する常連チームに加え、日本代

参加者2000人超えでますます盛り上がる

ォーマンスはまさに伝説!「現役のときはもっと

とり減っていきますが、想定内」と正名秀行さ

表ミックスや、ミックス部門に参戦した日本代表ウィメンの

ドリームカップ。そこで、最近課題となって

走っていたと思うんですが、今回はその貯金だ

んはやる気満々。2日目夜には、現役を含めた

実力派から、設立10ヶ月のフレッシュな現役高校生チーム・

いたのが、各チームの試合数。今回はドリー

けで。10何年ぶりにアルテやったっていう人も

メンバー全員で盛大な25周年パーティも開催

らんちょすまで、いつもに増して多目的な趣。2009年、2010

ム初の試みとして、大会2日目、3日目に対岸

いるし、久しぶりで思ったよりカラダが動かな

されたようです。

年連覇のIKU!がベスト8で姿を消す波乱あり、代表ウィメン

の富士川河川敷憩いの広場（第3会場）も使

が果敢に代表ミックスに挑む姿が見られたりと、例年以上に

用。富士川緑地公園と合わせ、過去最大の26

見ごたえのある多くのドラマが生まれた。

を図りました。第1会場と第3会場の移動では

LOQUITOS

12

大阪体育大学BOUHSEARS

10

日本代表ミックスチーム

9

θ

7

9
10
11

12

日本代表ウィメンチーム
えびみりん
MUD

15
2
14

和歌山大学NAKED Brothers

7

日本代表ウィメンマスターズチーム

10

大阪体育大学BOUHSEARS

7

JOY
Seven Color'z

11
7

10

17

7
7
1

8

IKU!

6

SQOAL

7

河童隊

7

N-H-S

10

日本代表ミックスチーム

25

largo
日本代表ウィメンチーム
武蔵野ぴーち

0
11
7

13

4

6
13
5

16

コートを颯爽と駆け回るフレッシュなプレー
ヤーたち。今回、その筆頭は滋賀県・近江兄弟
社高校の男子5人、女子5人で結成された現役高

フ一同、みなさんがより楽しめるようなドリ

校生チーム・らんちょす。
「学校にある部活はど

ームカップにできるよう努めてまいります!

れもやる気になれなくて…そんなときに調べて

オマケ

Pick up Team

ご迷惑をおかけしましたが、今後ともスタッ

05

アルテ界の新ホープ！
現役高校生チーム出現！

6

13

例年に増して多目的!
ミックスがおもしろい!

33才から50才で構成される"LEGEND”のパフ

コートで開催させていただき、試合数の充実

12

6

日本代表ミックスチーム

02

第3会場も開幕！
ついに富士川対岸進出！

めつけは、創部 25 周年を迎えた近畿大学 MA

11

混戦のなかでいぶし銀の活躍!
ベテラン勢、健在!

8 位の和歌山大、1 2 位の上智大、東日本 4 年生チームの

創部25周年！
ここから新たな伝説を！

14

日本代表ウィメンチーム

うの夕方も地震がくるんじゃないかって、ちょ

文化シヤッターBuzz Bullets
ブルー
中京大学FLIPPERS
文化シヤッターBuzz Bullets
ホワイト
京都大学BREEZE

ホワイト
Buzz Bullets

逃げ切った。社会人の上位常連・LOQUITOSは日本代表マ

今回は被災地の東北からも参戦! ずっこけ♪

迷彩柄にグラサンと見るからにコワそう
な男、発見。なんと、今回初アルテ!「試
合中、興奮して、
（ディスクを）とった瞬
間アドレナリンで過ぎて…来年も来たい
ですね」
（鮪・田形圭介）と試合後のマッ
スルパフォーマンスもお見事!

Open / Women / Mix

03

昨年は東日本震災のため、初日プログラム

初アルテにニンマリ!

文化シヤッター

今年は無事開催
できました！

かぐや姫も大興奮！

2012 CLUB JUNIOR ULTIMATE DREAM CUP
2012.03.16-18 in FUJI

いたらアルティメットというスポーツがあるこ
とを知った。昨年5月に設立して、いま10ヶ月
目。大学生に手伝ってもらって練習しながら、
大きな大会は今回が2回目」と濱田明里さん。試
合後には「うまい人とやれて、いままで関われ
へんような人らとやれて、楽しかったし、自分
らのできひんかったことがわかって、これから
がんばっていきたい!」と決意を新たに。こうや
って、どんどんアルティメットが広まっていく
とうれしいな。

ダ〜イブ! でもソコは
ただの水たまり…

試合後も興奮覚めやらず、ノリノリすぎ
たりゅあるの面々。仲間にノセられ勢い
にのって、水たまりにむかってダ〜イブ!
ディスクはナイスキャッチ!!まったく意
味不明だけど、そういうノリ、嫌いじゃ
ないです。っていうか、むしろ好き!

協調性ないけど、仲いいからいっか!
盃-sakazuki-

その場で躍動を見せてくれた東日本大学4年生チーム・盃。
「最初、乾
杯っていうチーム名が出たんですけど、そこから盃をかわすってこと
で。楽しくやれればいいかな。今夜?いやいや昨日も盃やって二日酔
い…。協調性ないんですよね…練習やろうっていってからはじまるの
が10分後。でも仲いいから、いっか。
」
（土肥健大）
。

呑みをがんばる"寄せ集め"集団!

mishmash

華麗にディスクが舞うパフォーマンスでキメてくれた東日本大学4年
生チーム・mishmash。
「ミッシュマッシュは和訳すると"寄せ集め"っ
ていう意味。いろんな4年生がチラホラ集まってきた。練習も週2回マ
ジメにやってたんですよ、優勝目指して!スローガンは個々にがんば
る。呑みもがんばる、っていうか呑みをがんばる!」
（三坂唯）
。

Team

2012 CLUB JUNIOR ULTIMATE DREAM CUP
2012.03.16-18 in FUJI

スクープ連発!

2 0 1 2 ド リ ー ム カ ッ プ

勝手にベストドレッサー賞!

!

衝（笑）撃的チーム大集合

コートの内外で存在感を主張していたユニフォームたち。
というわけで、
今回、
本誌女性カメラマン厳選、
勝手にベストドレッサー賞！

ベスト
ドレッサー賞は
コチラ!

夏に向けて準備するゾ!
首都大学東京BUTTERFLY

「今年は4年生が抜けて、1、2年主体のすごい幼い、若々し
いフレッシュなチーム。自信はあります! まだ絶好調ではな
いけど、目標は夏に向けての準備!スローガンはダークホース
です!」
（牧本未央）
。

シュート打ってどんどん点とりたい!
日本大学Hummingbirds

「去年もそうでしたが、身長があるので、シュートを打ってど
んどん点をとっていけるようなチームにしたい。チームの雰
囲気はずっといいので、それを維持して勝ちをどんどん増や
していけたら」
（川井卓也）
。

みんなが天然でまとまんない…
りゅある

「琉球大学として初ドリーム! 内地のとの力の差が出て…みん
なうまいなと思いました。このチームはキャラが濃いです! み
んなが天然でまとまんない感じ…。ちょっとまとめるのが大
変!」
（坂田一将）
。

ドリームがサークルとして初の大会!
東京理科大学CEU

「いままで下積みしてきて、今年この大会がサークルとして
の初の大会。この場所にこのメンバーで来れたっていうの
がうれしい。最初はただディスク投げてるサークルだった
のに…」
（伊藤洸洋）
、
「素晴らしい先輩で…。みんなでだん
だん強くなっていければいい。スローガンはみんなのディ
スク!」
（深津裕貴）と新旧キャプテンでバトンタッチ!

審査員：本誌撮影担当

クラモチ

大会中は私の向けるレンズ
に、みなさん、ナイスな笑顔
で応えてくれて、本当にあり
がとうございました!

呑みにケーションがツボ!

N-H-S

「私、ノマディックトライブで女のコはHUCKなんですけど、
代表に行ってないメンバーで。呑みにケーションを2回した
ら仲良くなりました。ミックスは女のコの力が大事だなと思
いました。その辺は呑みにケーションで!」
（高田正吾）
。

1年生、ホントうまいなって感じ
東京学芸大学BIG APPLE

「今年はパワーのある1年生が結構入ってくれて、ホント、う
まいなって感じ。4年生と引っぱっていってくれてます。目
標は雰囲気よく。あんまり勝ったことがないので、雰囲気よ
く勝ちたいですね!」
（玉城晋平）
。

かき集めて最後の思い出づくり

Another Army

「佛教大の3、4回生チーム。3回生になったら引退するんで
すけど、かき集めて最後の思い出をつくろうかと。一丸とな
って先輩後輩の壁をなくして楽しく!でも勝つことも大事、負
けたくないですね!」
（小山純平）
。

明日もダイブします!

vahul

「お調子者が多いのでチームの雰囲気はいいです。今大会初め
て出ているメンバーもいるので、そういうコを楽しませてあ
げたい。この天気が続かないことを祈りつつ、明日もダイブ
していければと思います!」
（吉田将史）
。

楽しんでやれれば十分!
熊本POWERS

「熊本からみんなで来ました!オープンとしては昨年、1日目参
加して帰りました。今年はみんな練習不足で、急きょ集まっ
たので体力に自信がないですが、楽しんでやれれば十分です!」
（石原伸晃）

九州をもっともっと盛り上げる!
九州女

「学生と社会人で九州を拠点にした幅広いチーム。試合するご
とに1歩ずつ前進。個人的には昨年サポート選手に選んでい
ただいて1年がんばりました。九州はまだまだマイナーなの
で、もっともっと盛り上げていきたいですネ!」
（吉森みゆき）
。

インフルに負けねーゾ!
上智大学FREAKS

「新チームになってからまだ半年なんですけど、今回はインフ
ルエンザで半分以上いないので、それを乗り越えてがんばり
たい。今回は10人くらいしかいないけど、先輩たちが残して
くれた笑いの風が残っていていい雰囲気」
（根本賢）
。

子どもたちは元気の源!
Seven Colorʼz

「去年お姉さま方が出産ラッシュで、このドリームが復帰第一
戦!チームとしてあまり練習もできなかったけど、楽しくでき
たのでいい思い出になりました。若手もお姉さま方も和気あ
いあい! 小さなサポーターたちは元気の源です!」
（三澤香織）
。

チャラチャラしてます!
信州大学LOOSE

「今年はとても笑いのセンスのある人がいっぱいいて、ちょっ
とチャラチャラしていますね。でもアルティメットにはガッ
ツのある子がいっぱいいる。スローガン? チャラ…笑顔と気
合い!」
（住谷聡美）
。

謎のササヤキ…しおかぜのマーメイド♡
京都大学BREEZE

「個々がそれぞれの役割を果たそうとがんばっているチーム!（かけ声の）Zは
もちろん"ももクロ"!目標は1勝!雰囲気のいい戦いしたいです!」
（小山千尋）
。
その隣で「しおかぜのマーメイド♡大石真梨子♡ブリーズ17番!」とアイド
ルっぽい色っぽいササヤキも…。

ミックス部門に緊急参戦!
日本代表ウィメンチーム

「1月から本格的に合宿がスタート。今年はウィメン代表で2チーム出場して
いますが、ウィメン部門には若手主体、こちらは主力メンバーで。世界大会
を考えると、相手は背の高いプレーヤーだし、大きなプレーをしてくるので、
そういう対策を考えてミックスで出場させていただきました」
（平井絵理）
。

誰も理解不能な
デザイン?
独断と偏見で今年の
ベストドレッサー賞
は東京エロスクラブ
Vegegriffons! 雨の
中、堂道健太さん
のなんともいえな
い存在感にやられ
た…。
「75年後の
最先端ユニフォー
ム ! いまのアルテ
界じゃ誰も理解で
きないよ !」だっ
て。

ショートパンツのプレゼントも!

今回、勝手にベストドレッサー賞を受賞した東
京エロスクラブVegegriffonsの堂道健太さんに
はなんと、
クラブジュニアからGAIA ULTIMATE
昇華転写ショートパンツ1枚をプレゼント! 次の
大会で吉田社長に声をかけてください!

西と東の文化融合で世界へ!
日本代表オープンジュニアチーム

「西と東で文化が違うので、意識を共有してやって、
もっと上目指せると思う!」
（池上純平）
、
「世界でも
通用するチームになるんじゃないかな。応援よろし
くお願いします!」
（高田陽平）
、
「大会の前日に彼女
と別れました…（涙）
。その分、アルテに全力注ぎま
す!」
（白神典欣）
。

Snap
大会
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笑顔にあふれとっても アットホームだった3日間
みんなドリームカップを楽しみに してくれていたんだって実感！

2012 CLUB JUNIOR ULTIMATE DREAM CUP
2012.03.16-18 in FUJI

日目

2012.03.16（Fri）

天気良好！
今年は3日間、
開催できるように
がんばります！

大会
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早朝からやる気満々!

今年は雨にも風にも邪魔されず、設営も順調!
毎年 のことですが 早朝 7:00 前 からさっそく
受付をすませ、やる気満々の選手たち。そん
な姿を見ていると、スタッフも気合いが入り
ます。今年は無事3日間が終わりますように !

富士山見ながら夢大会!

グラウンドでは早朝だというのに、試合を待
ちきれずに 大 はしゃぎ 。5 人 そろって 富士山
ポーズ ! そう 、富士山見 ながら 夢大会 ですか
ら ! そういうノリのいいとこ、大好き ! 今年こ
そ、思いっきりアルテ楽しんでくださいネ !

全国のアルテプレーヤー集結!

予定通り am8:00 から開会式。会場に学生を
中心 に 3 日間参加 チームが 集結。毎年 のこと
ですが、グラウンドにみなさんが並ぶ姿は壮
観!今年は対岸の第3会場も設置。ますます規
模が大きくなるドリームカップであります。

試合の合間にお買いもの

試合までの時間を使って、選手たちでにぎわ
うテント内のショップ。こんなのどう ? と新
作パンツを持ってノリノリだったのは、今回ド
リーム初出場の東京理科大学CEU の面々。大
会記念ディスクもあるので忘れず見ていって!

ダイビングキャ〜チッ!

アルテっぽい 感 じで … とリクエストしたら 、
ダイビングキャッチのポーズで応えてくれた
中京大学FLIPPERS。そのノリのよさと笑顔
を見ていたら、みんなドリームに来たかった
んだなと感じて、つい、しみじみ…なんてね。

選択会で初日が無事終了

今年 の 初日 は 天気 に 恵 ま れ て サ イ コ ー で し
た! この日最後のオープンの試合を終え、あす
2 日目 のトーナメントの 組 み 合 わせを 決 める
選択会 も 無事終了。明日 もきょうみたいな 1
日になるといいな…天気予報は雨だけど…。

これぞ、激スクープ!?

選手とチョコで遊ぶスタッフ・遠ちゃん。ス
タッフもつかの 間 のブレイクタイム ?? あえ
て、詳しいディテールの状況説明はしないの
で 、 おおいにツッコんでやってください ! ち
なみに、言い訳を聞きたい方はぜひ当社まで。

日目

2012.03.17（Sat）

雨にも負けず、
風にも負けず…
各コートで大熱戦！

降りしきる雨のなか…

祈 りむなしく 、大会 2 日目 は 朝 から 雨…。天
気 を 味方 に つ け る の も 実力 の う ち っ て こ と
で ! 降 りしきる 雨 も 関係 なく 、 カッパ 姿 でア
ップをする選手たち。アルテは激しいスポー
ツだからケガしないように気をつけてネ !

ノープロブレムですってば!

スタッフ的には雨か…と少し落ち込んでいた
のですが、それを吹き飛ばすかのようなノリ
ノリの 一座 に 遭遇 ! そういうたくさんの 笑顔
に出会えるからドリームカップはたまらない
んですよね。雨なんかに負けないんだから !

豚汁で身も心もあたたまる!

2 日目 は 恒例、富士市観光交流 ビューローの
みなさんによるあったかい 豚汁 サービスも 。
冷 えたカラダがあったまる 〜 ! 第 1 会場 のほ
か 対岸 の 第 3 会場 でもふるまっていただきま
した ! 心身ともにあたたまるご厚意に感謝!

大会
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"DISC×農業"って選択も

豚汁の隣ではディスクヴィレッジさんによる
ナイスなおにぎりサービスも。豚汁の相棒と
いえば 、 やっぱ 、 おにぎりでしょ ! テント 内
には 「DISC ×農業」 なんてコピーも 掲出 さ
れていましたが、そういう人生…ありですね !

第3会場も盛り上がってマス!

第 3 会場本部 にてトカちゃんはじめ 、 スタッ
フと 選手 で 1 枚。 しっかり 働 いてますからっ
て ! 毎回、僻地 だな … なんて 思 ったことあり
ませんから ! ちなみに、8 コートを擁した第3
会場でも熱戦が繰り広げられていました。

なんともいえない存在感

第 3 会場 にて 鋭 い 目 をしたド 派手 なユニフォ
ーム姿の一団に遭遇したかと思えば、東京エ
ロスクラブ Vegegriffons のみなさん。一度
見たら、なかなか頭のなかから離れないなん
ともいえない存在感がス・テ・キ !

雨のなかでも元気いっぱい!

雨 に 向 かって 走 れ ! な 〜 んか 、青春 って 感 じ
だなぁ〜。降りの激しさを増す雨のなか、元
気いっぱいのプレーヤーたち。キビシいグラ
ウンドコンディションのなかで躍動していた
みなさんのファイトに感動しました !

日目

2012.03.18（Sun）

ただいま集計中

こちらはスタッフルームで、黙々と大会結果
の入力作業に励むスタッフ・吾妻。こういう
地味な作業のおかげで、大会の結果をケータ
イ、スマホなどでリアルタイムに見られると
いうわけ。とっても大事なポジションです !

バナナ、美味だよっ!

ミックス準決勝をじっくり観戦中だったIKU!
の選手。左手にバナナの皮を持っていたので
思わず、ハイポーズって声をかけたら、笑顔
で応えてくれました。そういうノリのよさに
大感謝! ちなみに、バナナ、栄養補給に最適!

想いのつまったドリーム

細かい説明は必要ないでしょう。ふと背中を
見れば、熱い想いに思わずカラダが奮い立ち
ます 。今後 も 引 き 続 き 、東北 でのイベント 、
大会への企画、協力などを行っていきたいと
思います。ディスクで NIPPON を元気に !

甘みがちょうどイイ!

きのうの 豚汁 に 続 き 、3 日目 は 富士市 ホテル
旅館業組合のみなさんによるお汁粉がふるま
われました。甘味をとってご満悦の彼女たち。
ここで食べるお汁粉、ホント美味しいんだっ
てば ! いっぷく後に決勝3連発、観よっかな。

水たまりで半ケツ入浴!

一方、降りしきる雨で川と化してしまった道
で 入浴
（?）を 楽 しむ 面々。寒 さなんてヘッチ
ャラ ! とばかりに 、上半身 ハダカに 半 ケツ 姿
でカメラに 向 かって 熱 いまなざし ! そういう
オバカなとこ、大好き!でも風邪ひかないでね。

新たな絆も…

ミックス準決勝で代表ミックスチームに挑ん
だ代表ウィメン。試合中、コートの外では同
じ 日本代表 として 、代表 ミックスの 選手 が 、
代表ウィメンのプレーヤーにアドバイスを送
るひと幕も。新しい絆がうまれたようです。

特別な想いで臨んだ今回。
みなさん、
3日間、
本当にナイスファイトでした！

特等席いちばん乗り!

もう、席キープしちゃったからね、とばかり
に 決勝 3 連発 の 前 にすでに 、土手 に 陣取 って
いた面々も。ここからはコート全体が見渡せ
て 、 ゲームが 観 やすいんだってば ! イスもポ
ットもご用意されて、なんだか準備万端です。

最終日は晴!

一日中降り続いた雨もやみ、スタッフをホッ
とさせてくれた 3 日目、早朝 から 試合 を 待 ち
きれずにアップをはじめる 選手 たち 。 ほら 、
お 子 さんもかなり 楽 しそうでしょ ! ドリーム
も今日が最後。存分に楽しんでください !

ナイスファイト!

グラウンドと足もとからその激しい戦いの跡
が…。きのうの雨のおかげで、グラウンドの
コンディションも万全とはいいがたい状態で
したが、各コートのみなさんの熱気で、今年
のドリームカップは最高に盛り上がりました!

シャボン玉が舞う!

託児所の前で無邪気に遊ぶ子どもたち。今年
も例年同様、お子さん連れでもたくさんご参
加いただきました。こんなアットホームなシ
ーンもまさにドリームカップならではの光景
ですね。将来、アルテやってくれるかな ?

かぐや姫さまから表彰

閉会式ではかぐや姫さまからのトロフィー贈
呈も。決勝を「キビシい戦いだった」と振り
返っていたオープン・MVP の阿部洋平さんも
このときばかりは照れ気味。試合ではキレの
ある動きで観客を魅了してくれました。

NIPPONを元気に!

会場一の人気者

吉田社長の新しい家族、犬のキャッチくんは
そんな子どもたちの人気者。初日こそ、大が
かりなイベントに緊張気味でしたが、徐々に
慣れ、最終日には子どもやプレーヤーたちと
一緒に本部前を楽しげに駆け回っていました。

ジャンプ! ジャンプ! ジャンプ!

あまりに意外すぎたのか、特別賞の受賞に飛
び上がって喜ぶ日本代表ウィメンマスターズ
の原麻衣子 さん 。 ウィメン 4 位 と 十二分 な 存
在感でしたね。もとの位置に戻る際にも再び
飛び上がって場を盛り上げてくれました。

人生、いろいろ…

泣かないで ! 泣かないで ! 大会中、会場を和ま
せてくれた気まぐれな天使。こうやって、い
ろいろ経験して、一歩ずつ大人の階段をのぼ
っていくんだなぁ…。アルテから人生のこと
まで、ご相談、ご用命はぜひ、当社まで。

来年もよろしくお願いします！

雨もありましたが3日間、開催できました! 来
年 もまた 富士 でお 会 いしましょう ! ただ 、 グ
ラウンドは大荒れで、大会の翌日、翌々日に
富士市旅館業組合のみなさんと、富士常葉大
学の学生さんが整備してくれました。感謝!!

No disc , No life

2012 CLUB JUNIOR ULTIMATE DREAM CUP Total Ranking
®

▼
▼
▼

Open

73位
74位
75位
76位

近畿大学MAFFIA
Happy Campers
東京タニシ
ずっこけ♪あるまじろ

Women
優勝
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位
13位
14位
15位
16位
17位
18位
19位
20位
21位
22位
23位
24位
25位
26位
27位
28位
29位
30位

日本代表ウィメンチーム
JOY
MUD
日本代表ウィメンマスターズチーム
大阪体育大学BOUHSEARS
えびみりん
Seven Color’z
和歌山大学NAKED Brothers
TRIGO
SUPER☆CHIHUAHUAS
九州女
上智大学FREAKS
mish mash
びわこ成蹊スポーツ大学LAKERS
筑波大学INVERHOUSE
WAFT!
日本体育大学BARBARIANS
日本大学Hummingbirds
愛知学院大学Roly-Poly
楓
信州大学LOOSE
ICU WINDS
Happy Campers
うわの空
早稲田大学SONICS
慶應義塾大学HUSKIES
関西学院大学ARROWS
京都大学BREEZE
ASA-MAC’S
昭和大学Light Wings

Letter to All ULTIMATE Player
代表取締役社長

吉田昭彦

昨年の東日本大震災か

㈱ディスクヴィレッジさんからのおにぎり差し入れ

ら1年、今年のドリーム

など、数々のご協力をいただきました。今回も富士

カップが無事に終わるこ

市のみなさんの心あたたまるおもてなしに感謝いた

とを祈りつつ運営をさせ

します。大会で出会ったみなさんの笑顔や歓声、デ

ていただきました。ただ、

ィスクに夢中になっている選手、託児所内での子ど

願いとは裏腹に大会2日目が終日雨、その影響で最

もたちの笑い声、シャボン玉に夢中になっている子

終日はぬかるんだグラウンドでの競技となり、選手

どもたち…。雨もありましたが、何とか３日間無事

のみなさんはたいへんだったと思います。運営はも

に開催できて本当によかったと思います。いよいよ

ちろんのこと、大会終了後もたいへんで、富士市ホ

来年は記念の15回大会、何かが起こると思いますの

テル旅館業組合の方々が率先して、荒れたグラウン

で、楽しみにしていてください。

ドを整備してくださいました。毎年のことですが、
富士市の方々には心から感謝いたします。

東京学芸大学BIG APPLE
東京外国語大学MAX
國學院大学TRIUMPH
中京大学Naughty Kids
首都大学東京BUTTERFLY
Sallian∞Joseph
成蹊大学LIBEROS
まふぃあえあー

Mix
優勝
2位
3位
4位
5位
		
7位
		
9位
		
11位
		
13位
		
15位
		
17位
18位
19位
20位
21位
22位
23位
24位

日本代表ミックスチーム
SQOAL
日本代表ウィメンチーム
N-H-S
河童隊
largo
IKU!
武蔵野ぴーち
AMASUNS+
vahul
80's
Re：turn
経堂ズ
letters
（仮）
文教大学AIRS
T’da Sinca
麦酒大王
りゅある
ウランバートルズ
SOMETIMES
ベッカムに恋して
MFD BABYS
HORIPA
らんちょす

■個人賞
・MVP
Open／阿部洋平
Women／池治ちあき
Mix／古森貴陽
・敢闘賞
Open／横田玲奈
Women／河野有香
Mix／伊藤久晃
■特別賞
日本代表ウィメンマスターズチーム
■2012サポートチーム
2012WUGC日本代表チーム
2012WJUC日本代表チーム

最後になりましたがドリームカップには、多くの
方々が携わっています。その多くの方々に心から感

さて、今年のドリームカップは、夏に日本で20年

謝の気持ちをこめ、ありがとうの言葉を贈りたいと

ぶりに世界大会が開催されることもあり、各ディビ

思います。また2013年3月、富士でお会いしましょ

ジョンに日本代表選手が参加。たいへんな盛り上が

う。

りを見せた大会となりました。参加者は2142名、コ

Club Junior Ultimate Club Vol.14

2012.04.25
● ● ●

ート数が26コート。民間主催の大会としては、今年
も世界一の大会となりました。昨年同様、グラウン

31位
32位
33位
34位
35位
36位
37位
		

▼
▼
▼

文化シヤッターBuzzBullets ホワイト
日本代表ミックスチーム
文化シヤッターBuzzBullets ブルー
LOQUITOS
中京大学FLIPPERS
大阪体育大学BOUHSEARS
京都大学BREEZE
θ
マジシャン
盃-sakazuki東京エロスクラブVegegriffons
博多ハッカーズ
A.G.Funks
BOMBERS
信州Roots
サムライ
日本代表オープンマスターズチーム
kwengooou
國學院大学TRIUMPH
宇都宮大学HOT SCREAM
日本体育大学BARBARIANS
早稲田大学SONICS
ジェネシス
劇団アルティメット第二回公演〜セクシーアルティメットの真髄〜
CREWS
FACKREW
甲南大学CHIKEN HEART
FREE FLYERS
千葉大学MISTRAL
ふかひれ
上智大学FREAKS
ギアーズ
和歌山大学NAKED Brothers
TIBETS
筑波大学INVERHOUSE

府中Patriots
T.K.Kingdom
成蹊大学リベロス
熊本POWERS
るどるふ
立教大学MANEUVERS
うわの空
信州大学LOOSE
慶應義塾大学HUSKIES
龍谷大学ROC-A-AIR
横浜国立大学COUGARS
ICU WINDS
東京外国語大学MAX
富士 龍神
MAFFIA DX Futurty
SKBeeeeeeeS
法政大学ASA-MAC'S
首都大学東京BUTTERFLY
MAFFIA DX-LEGENDぷらうにーず
板倉オールブラックス
日本大学Hummingbirds
日本福祉大学WARRIORS
BIG BOMBERS
FE
東京学芸大学BIG APPLE
Another Army
東京理科大学CEU
佛教大学Sallian∞Joseph
LAKERSびわこ成蹊スポーツ大学
獨協大学WAFT!
レイカーズ改
関西学院大学ARROWS
Batman
鮪
日本代表オープンジュニアチーム
昭和大学Light Wings
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＊お願い

ド内には託児所を設置。大会2日目の雨も託児所が

富士市で営業されている「ゆらぎの里」さんから

あることで、子ども連れの選手のみなさんも安心し

のお願いです。雨天時の場合、必ず泥を落とし、着

てプレーできたのではないかと思います。今後もク

替えてから「ゆらぎの里」に行くようにしてくださ

ラブJrはドリームカップを中心に、地方大会や各地

い。一部、富士市民からアルティメットプレーヤー

のイベントに協力し、新しいことにもチャレンジし

の使用について苦情が出ています。今の状態が続く

ていきたい思います。

ようであれば、今後、使用不可となります。市民の

例年同様、大会期間中、会場内では富士市観光交

方々と、みなさんが気持ち良く使用するために、ル

流ビューローのみなさんからの豚汁サービス、富士

ール守ってご利用ください。よろしくお願いいたし

市ホテル旅館業組合の方々からのお汁粉サービス、

ます。
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