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15回大会！ついにやってきたぜ、世界最高峰USA

みなさんのおかげでドリームも

オールスターチーム！! ありえない高さと跳躍力に観客大興奮！ 負けじと4
年生チーム・我武者羅もガムシャラなダイビ〜ング！ 微力ですけど…と久しぶりに
北陸ブラックスが参戦すれば、多磨PATORIOTSが初OGチ
ーム結成で同窓会みたい…とキャピキャピ！ 開会式全力宣言の劇団アルティメ
ットに、CHICKEN HEART は深イイ新ユニフォーム！ 疾風
JAPANにU-23の日の丸チームも大暴れ！ 地元グルメつけナポリ
タンもドリームを盛り上げる！そんなわけでみんなの想いはだたひとつ。

No disc, No life

Tournament
Open / Women / Mix
決勝

Open

今年のMVP三人衆！

「大事な1点のところでディフェンスがしっかりできてよかった。
全日に向け自分もチームもつくり直していきたい」
（鮫島萌選手
＝左）
、
「いつもどおりのプレーでチームに貢献できてよかった。
WGで世界一を目指してがんばってきたい」
（遠津絵理選手＝中
央）
、
「今年もMVPをとれるとは思ってなかった。それよりも
USAに勝てたことがうれしい」
（阿部洋平選手＝右）
。

多彩なパスワークで超越的な高さに勝利！
文化シヤッターBuzz Bullets 15 -12 USAオールスターズ

オープン決勝はシナリオ通りの文化シヤッター、USAオールスター
ズの対戦。開始早々1分、USAがサイドを広く使ったブローディーの
から鮫島へのシュートを皮切りに、松野、阿部のシュートで主導権を
握ろうとするが、13分にはバートのロングをブローディーが自慢の長
身と跳躍力を活かした圧倒的な高さで競り勝ち、小細工無用の3-3。
26分にはブローディーの特大ロングをジミーがキャッチしUSAが7-6
とリード。パワーのUSAに対し、精度の高いパスワークで対抗する文
シヤは、29分に鮫島のシュートが松野に決まって7-7、さらに32分に
は阿部の特大ロングを古澤がキャッチして2点連取で8-7と再リード。

U-23日本代表
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USAを相手に若手、社会人が大奮
闘。我武者羅、U-23日本代表は
試合前半では1点を争う好ゲーム
を展開。ベスト4ではNomadic
Tribeがあわや…と思わせる1点差
の惜敗。準決勝のもう一組でも大
体大が文シヤにサドンデスまでも
つれる大接戦を繰り広げた。

勝利の女神は壱に…終了間際の大逆転！

壱 8-7 MUD

ウィメン決勝は予想通り、壱、MUDの2強の対戦。1点を争う白熱した接戦のなか、最後にドラマが
待ち受けていた。先制したのは壱。開始早々の1分、ゴール前の混戦から鮫島から水上へとわたって先
制。4分にはMUDも若田部のシュートが中村へと決まり1-1のイーブン。序盤から風でディスクが流れ
村のシュートを石津がキャッチすると、そこか
らまたもや中村、押田、石津のシュートが決ま
って6-3と壱を一気に引き離す。壱も直後の31
分、鮫島のシュートが伊藤にわたって6-4とす
ると、続けて金井、水上、そして46分には藤川
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のロングを伊藤がナイスキャッチで7-7と土壇 P o i n t
場で同点。そのまま勢いに乗った壱が終了直前
の49分、ゴール前の混戦から鮫島のシュートを
水上がキャッチして8-7。最後の最後にゲーム
をひっくり返した壱が栄冠を勝ち取った。
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壱

るなかで、両チームともスピードのあるプレーを展開していたのが印象的だったが、14分にMUD・中

決勝
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大阪体育大学

するが、52分、文シヤ・田中のシュートで13-12とすると、そこか

Mix
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文化シヤッター

ら55分に古澤のシュート、56分には仲本から張替へとわたって15-

Women
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SaC

その後USAもディラン、バート、ブローディーのシュートなどで応戦

決勝
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文化シヤッター

シュートがジョージにわたって先制。文シヤも4分、ゴール前で田中

USAオールスターズ
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HUCKはベスト4で壱に1点差の
惜敗。もう一組の準決勝でMUD
に抑え込まれたU-23日本代表だ
が、順位決定戦ではHUCKを9-8
で敗って3位入賞。そのほか、い
くつになっても元気いっぱいえび
みりん、7color'sが5位、学生で
は中京大、日体大が7位の健闘。

隙のないディフェンスで世界へ！

ワールドゲームズ2013日本代表
『疾風JAPAN』15-4 SQOAL

ミックス決勝はここまで圧倒的な強さで勝ち上がってきた『疾風JAPAN』と、ミックス上位常連の
SQOALの対戦。1分に黒野、3分に玄島のシュートが決まって開始早々から勢いにのる『疾風JAPAN』
垣のシュートが小泉へとわたって3-2と食い下がるが、ここから『疾風JAPAN』が本領発揮。ディフ
ェンスでSQOALに早めのプレッシャーをかけ、SQOAL陣内へと追いつめる。13分、ゴール前での
SQOALのパスミスから『疾風JAPAN』吉川のシ
ュートが水上へとわたって5-2と引き離すと、そ
こから芝、鈴木、玄島、大津のシュートで加点、
『疾風JAPAN』の堅いデ
9-2と差を広げていく。

ィフェンスの前になかなかディスクを進めること

ができないSQOAL。27分にようやく山崎のシュ
ートが石山に決まって9-3と反撃するも、気をと
りなおした『疾風JAPAN』が玄島、猪俣、遠津
らのシュートで着実に点を加え、15-4と圧勝した。
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に対し、SQOALも4分、稲垣のロングパスを受けた山田のシュートが鈴木に決まって2-1。9分にも稲

疾風JAPAN
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オープン、ウィメンとは違った趣
で盛り上がるミックス部門は'09、
'10連覇のIKUがベスト4進出。そ
のIKUにチャオズが1点差で競り
勝ち勝ち3位ランクイン。そのほ
か、経堂ズや過去に「天晴」でド
リーム準優勝経験のあるLAKERS
改などがベスト8入り。
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あの人の

この一言

未来のアルテ界のために

世界一になって日本の強さを

疾風JAPAN・齊藤貴敏監督＆森友紀コ
ーチ。
「若手にはもっとディスクと遊ぶと
いうか、イメージをふくらませてほしい。
アルテ界全般的に器用な人が多い気がす
るので、スローのスペシャリストとか専
門性を高めていってほしいですね」
。

決勝でも大活躍の文化シヤッター・松
野政宏選手。
「5年ぶりでこの地でアメ
リカチームに勝てたのでうれしい。夏
のWGで世界一を獲って、この競技を
普及させるとともに、日本が強いこと
を証明したいですね」
。

またここに戻ってきます！

USAオールスターズ・キャプテンのバ
ート・ワトソン選手。
「みなさん、あた
たかく迎えてくれてありがとう！また、
ぜひ、日本に戻ってきて対戦したい。
今後も、この大会で知り合ったみなさ
んと仲良く交流していきたいです」
。

Topics

信じられなくて疑ったよ！

開会式であいさつしたマーティン・コク
ラン選手。
「招待状をメールでもらったと
きは信じられなくて疑ったよ! この場所
に来られたことに興奮している。アメリ
カ代表に選ばれたことも光栄。みなさん
といっぱい対戦、交流したい!」
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世界最高峰、
USAオールスターズが来日！

15回記念大会となった今年のドリーム最大の目玉とい

えば、アメリカでも実現したことがないという、アルティ
メットのUSA選抜チームがこの富士にやってきたこと。平
均身長185cmの精鋭12名が、やってくれました! 魅せて
くれました! コートのエンドからエンドまで届いてしまい
そうなパワフルで正確なロングスロー、ここまで跳ぶかと
いう高いジャンプにただただ驚愕するばかり。試合が終わ
ると、とってもフレンドリーなメンバー。本部テント内で
は、学生たちのサインおねだり攻めにも、気さくに応じて
くれました。世界最強チームと一戦交えられたアナタ、と
ってもラッキーでしたね! 今後も目玉企画を考えていきま
すので、お楽しみに!

今年も140チーム・2149名が集結！

参加者2000人を越えてからますます盛り上がるドリームカップ。ガチ勝負、実力

試し、同窓会、ただ楽しみたい、ただ夜呑みたい…などなど、参加者それぞれ、目的
もさまざまですが、オープン、ウィメン、ミックスの3部門合計で、今年も北海道か
ら九州、沖縄まで全国から140チーム・2149名のみなさんにご参加いただきました。
加えて、今回は3日間を通じて、これまで記憶がないほどの晴天に恵まれ続けました。
あたたかな気候のなか、全22面のグラウンドそれぞれで繰り広げられた熱戦。コート
の内外にあふれるみなさんの笑顔。今後もさらに充実した楽しい大会にできるように
努めていきますので、来年もぜひ、ご参加お願いします!

ガムシャラなダイビング…
4年生チーム大健闘！
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ドリームの風物詩といえば学生4年生チーム。東日本7大学の4年生で結成された我

おひさ〜♪
北陸から6年ぶりに参上！
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毎年、個性派がそろうミックス部門では、北陸ブラック

武者羅は、大会2日目のベスト16でUSAオールスターズと対戦。その名のとおり、ガ

スが北陸からの久々となるドリームカップ出場で意気

ムシャラなダイビングキャッチ

揚々。
「北陸のチームとしてドリームカップは6、7年ぶり。

で食らいつくナイスファイトを

北陸の人のほか、むかし住んでいたことがあるとか北陸に

見せてくれました。
「身体能力で

ゆかりのある楽しい人に協力してもらって、微力ですけど、

戦ってみようと、楽しめました。

ようやく出ることができました!」と一瀬敦史選手はしみじ

ボクたちはこれで解散するの

み。
「ミックスは誰でも楽しめる感じがいいです。15周年

で、最後まで自分たちらしく楽

だけといわず、20周年、30周年と続けてください。ボク

しみたいです」
（広田哲之選手）
。

らも微力ながらドリームに出られるようにがんばります!」

一方のウィメンでは同じく東日

となんともうれしいエール。ミックス部門もどんどん盛り

本の4年生チーム・7人の小人が

上げていきますので、今後ともよろしくお願いします!

コート内外でキュートな笑顔と
ファイトあふれるナイスプレ
ー。
「練習は2回しかしてないけ
ど、みんな上手なのでチームワ
ークはバッチリ！マックス8人
なので、ケガしないで乗り越え
たい」
」
（中山千明選手）と9位
ランクインはお見事!

あの人の

この一言

小人ってかわいいでしょ！

7人の小人・中山千明選手。チーム名に
ついて「アルテは7人でやるのと、小人
ってかわいいなと思って…」とキュート
な笑顔。
「学生とやるとおばさんだなって
…」って言ってましたけど、まだまだ全
然大丈夫ですからっ!

楽しく騒いでガムシャラに！

見るからに強くてガムシャラそうな我武
者羅・広田哲之選手。ベスト16でUSA
オールスターズに善戦し、
「思ってたより
も実際に試合をやってみてUSAの強さ
が実感できました」と貴重な経験になっ
た様子でした。

初めて集合なのにイイ感じ！

北陸ブラックス・一瀬敦史選手は「メン
バーは下が学生で、上が40歳前後。アル
テをやるのが十何年ぶりという人もい
て、それでも楽しんでやってくれていて
よかった! はじめて集まったわりにまと
まってていい感じ」とご満悦。
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ありえない高さと跳躍力で魅了！

"ほこたて"でおなじみブローディー・スミス選手は、あ
りえないくらい高いジャンプを披露。
「テレビに出て、と
てもよかったよという周りの声を聞いていて、これまで
アルティメットを知らなかった人も番組を観てくれたの
がよかった。最終的にそういう人たちがディスクに興味
をもって、アルティメットをやってくれたらいいな」
。

あのご当地グルメも参戦！

今年はご当地グルメで有名な「つけナポリタン」も登場。
特命全権大志・ボンジョルノ小川さんは「麺がオリジナ
ルの中華麺でラーメンに近いですね。ナポリタンという
名前だけど、トマトソースをベースにしたWスープのつ
け麺スタイル。店によってスープに特長があるので、富
士の町で食べ歩いても楽しいよ!」と熱血PR。

ビールと今晩の焼肉のために…（麦酒大王・鶴田進一郎）
ヨイヨヨイヨ〜♪ ヨイヨヨイヨ〜♪…（うわの空・芝絢加）
"シューカツ"の身なんで合宿でしか寝られない…
（U-23オープン日本代表・根本賢）

それぞれの2013

ディス

100人

笑顔あり、変顔あり、ユニークなポ
撮影リクエストに応えてくれた素敵
ご協力ありがとうござい
今年もディスクと

無茶ぶりの久しぶりな感じがイイ！…（日大35周年記念チーム・芳村謙作）
男女で喧嘩するわけでもなく話し合いながら…
（ピーチ・杉野悠貴）

同窓会みたいな感じ！…（多磨PATORIOTS・冷泉美嘉）

会社休んでシブシブの人もいるけど今年は3日間！…
（Loquitos・三好林太郎）

全員でフル出場！…（静岡大学FLY・杉山貴志）
人数増えてうれしいな♪…（LIGHT WINGS・大崎幸子）

3ドリームカップ！

スクと

人展!

ポージングありと、
さまざまな個性で
敵なアルテプレーヤーのみなさん、
いました！というわけで、
と100人展開催！

下級生の下克上がすごいんです！…
（甲南大学CHICKEN HEART・長須慎也）

ケガをせずに社会人！…（偽・熊代悟志）
夜もスタンド・スティックス！…（Stand StickS・橋口巴瑠研）

Team

今年も"笑
（衝）
撃的"チーム大集合！

ご宴会、バッチリ！
麦酒大王

「今年は北海道から神戸まで日本全国から集まって、きょう初
顔合わせ。ビールと今晩の焼肉のために集まりました! しば
らくアルテから離れていた人とか、初めてという人たちに広
く参加してもらって、夜も楽しみます!」
（鶴田進一郎選手）

ひとつひとつステップアップ！
びわこ成蹊スポーツ大学LAKERS

「ドリームは夏の大会に向けての1つのステップ。成長と課題
を見つけられる大会にしたい。目標はトーナメントで1回勝
って上に行けるように。目標は小さいけど、ひとつずつステ
ップアップしていきたい」
（松村優輝選手）

ドリームは通過点！
U-23ウィメン日本代表

「みんな仲がよくて、元気で楽しいです。まだプレーが合わな
いこともあるけど、これから。ドリームは通過点だと思って
るので、いまから新しい発見ができればいいな。夜は遠くか
ら来ているコもいるので、すぐに寝ます…」
（菅沼紗季選手）

ディスクを妻と思って？
日大35周年記念チーム

「ハミングバーズができて35周年。その記念チームです。個
人的には昨年12月に結婚して、新婚生活楽しいです♪（撮影
で周りに無茶ぶりされ）ディスクを妻と思って? 無茶ぶりの
久しぶりな感じが気持ちよかったです!」
（芳村謙作選手）

目標はヨヨイヨヨイヨ♪…？？
うわの空

「今年は日本福祉大学と静岡大学で合同で出させてもらって、
練習も全然できてないけど、大会があるごとにいつもご一緒
させてもらっているので、とっても仲いいです! 一本一本つ
ないで、点につなげてヨヨイヨヨイヨ〜♪」
（芝絢加選手）

くまモンパワーでかき乱すゼ！

Stand StickS

「九州の学生の4年生が主体のチーム。九州の学生だけでドリ
ームに出るのは初めて! くまモンパワーでかき乱してやろう
と思ってマス! やるときはやる、ふざけるときはふざける! メ
リハリついているかわからないけど…」
（高田崇幸選手）

今年は人数多くてにぎやか！

LIGHT WINGS

「今回は1年生が結構入って、4年生、OGも参加してくれて、
フルで交代できるメンバーがいてありがたいです。ドリーム
はふだん当たることのないチームと戦える唯一の機会。いろ
んな経験、交流ができる貴重な場所です」
（大崎幸子選手）

マネージャー、OBヨメも参加！
LAKERS改

「今年はびわこ10周年で、OB、OGでチームを組んで、やっ
ぱりこのメンバーでやるのは楽しいですね! 学生時代にマネ
ージャーやっていたコとか、OBの嫁さんでアルテ始めたば
かりのコもいるので、楽しみながらミックス!」
（太田明選手）

夜、寝られて幸せです!?
U-23オープン日本代表

「チームとしてスタートして3、4カ月。すごい雰囲気よくて、
日本代表として盛り上がれるチームになりそう。ドリームの
夜? ボク、いま就活の身なんで合宿でしか寝られない…。だ
から合宿がいちばん楽しい! 夜寝られて幸せ!」
（根本賢選手）

"新星"にご注目を…
静岡大学FLY

「3日目は7人しかいないので、全員でフル出場。今年は活動
1年目で、何にもわからない状態のままスタートしましたが、
笑顔のたえないチームでがんばります！勝ち負けを気にせず
楽しんで! スローガン? 新星ですね!」
（杉山貴志選手）

今年は3日間参加！
Loquitos

「いつもは2日間参加ですが、自分たちでトーナメントを選び
たかったので、人数集めて初日から参上！会社休んでいる人
もいて、みんなシブシブですけど…。ドリームで弾みをつけ
て夏に向けいいカタチにしたいです!」
（三好林太郎選手）

女性には優しく
！
ピーチ

「下はハタチから最年長35歳ぐらいまで、OB、OGで各代が
集まって持ち味を出しながら明るい雰囲気で楽しんでマス!
ミックスなので女性への優しさとか、普段考えないようなと
ころをみんなで意識しながらやってます」
（杉野悠貴選手）
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勝手にベスト・パフォーマンス賞！

コート内外でパフォーマンスやユニフォームで存在感を主張していたプレーヤーたち。
というわけで、今年も本誌記者、カメラマンの独断と偏見で、勝手にベストパフォーマンス賞！

ベスト
きゃわうぃ〜ね
賞

ヘロヘロだけど、足つってない！
関西学院ARROWS

「人数ギリギリでヘロヘロになりますが、まだ足つった人いな
いし。もっともっと力をあげていきたい! 目標はひとつでも
多く勝つこと。そうそう、アメリカ人、めっちゃうまいです
ね。スローの飛ぶ距離、全然違いますよっ!」
（下川未早希選手）

ベスト
深イイ〜で
賞

キュートな
ユニフォーム
に注目！

二重丸の意味は？

ディスクを右手にポーズをキメ
てくれた甲南大学 CHICKEN
HEART・長須慎也選手。OBと
一緒に出場するということでユ
ニフォームを新調。
「"二重丸"は
OBが持っているチーム名なの
で、そこに僕らが入っていく感
じのイメージ。ニワトリがくち
ばしでディスク持っちゃってま
すけどね」
。想いのつまったユニ
フォームにベスト深イイ〜で賞!

富士山バックに、ユニフォ
ームに入ったキュートなウ
サギのキャラクターと同じ
ポーズでカメラに応えてく
れた多磨PATORIOTS・冷
泉美嘉選手。本誌の独断と
偏見でベストきゃわうぃ〜
ね賞に決定!

目標はケガせず社会人！
偽

「ボクたちは学生の大会で準優勝させてもらった世代なんで
すけど、
（後輩に）おんぶにだっこだったので、それが偽。チ
ームの雰囲気は最高で、夜も存分に楽しみたい。目標はケガ
をせずに社会人になろう! ですね」
（熊代悟志選手）

公演のはじまりはじまり〜
大会初日の開会式で
は、ヒョットコ姿で大
きな旗を振って、アル
ティメットの富士川緑
地"公演"を告げてくれ
たその名も「劇団アル
ティメット 第三回富
士川緑地公演〜 0805546-6446〜」
（チー
ム名が長いなっ!）
。本
誌の独断と偏見で見
事、今年のベストパフ
オーマンス賞です！

アルテやってるだけで
うれしいなっ！
多磨PATORIOTS

「東京外大初のOGチーム! みんな普段、アルテをや
っていない人たちばっかりで、忙しいなか、全国各
地から集まってくれた。アルテから長い間離れてい
ても、アルテをできる場があるっていうのがすごく
イイ! 卒業以来、ディスク触ってない人もいるので、
スローがとれなくても責めずに、アルテやってるだ
けでうれしいなって気持ちを大切にしたいですね」
（冷泉美嘉選手）

ベスト
パフォーマンス賞は
コチラ!
開会式全力宣言！
劇団アルティメット 第三回富士川
緑地公演〜080-5546-6446〜

「今年のチームは新旧融合、世代交代です! まさかの
代表が肋骨折れているという事態にも見舞われ、7
人の最終日をどうカバーしていくか。でも、開会式
に照準を合わせてきたので、試合は何にも考えてま
せん! 開会式全力宣言です! 目標は今年はケガしない
こと。安全第一…」
（山田恭裕選手）

今夜がいちばんのがんばりどころ！
甲南大学CHICKEN HEART

「久しぶりにOBのみなさんと一緒にアルテができる
ということで、レベルの高いところでできることを
楽しんでやりたいですね。ドリームといえば甲南大
学は夜が熱い! ボクはそんなに呑めないので、がん
ばって回避。きょうの夜がいちばんのがんばりどこ
ろですね!」
（長須慎也選手）

天気がよければ
驚きあり、発見あり、笑いあり、

Snap
大会
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日目

2013.03.15（Fri）

年に一度のアルテのお祭り、
今年もいよいよ開幕！

いざ出陣！試合スタート！

というわけで、初日の第一試合がスタート! 今
年はどんなパフォーマンスを見せてくれるの
か ? 遠くから来てくれた人も久しぶりにディ
スクを 持 った 人 も 、楽 しんでいって ! みなさ
んのガッツ＆笑いに期待しております !

いつも心にコネタを…

そんなミックスでカメラを向けるとコネタを
披露しなきゃ気が済まない IKU が今年もやっ
てくれました。ディスクで頭を抑えられなが
らもV サイン! 意味不明だけど、そういうノリ
大好き〜! 来年も期待してますからねっ !

大会
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今年は最高の予感…

大会初日 は 見事 な 快晴 ! 透 きとおるような 富
士山の表情にご満悦。前日の夕方まで雨が降
り続き、不安げだったスタッフの表情も明る
い ! とっても気持ちのよい朝でした。3日間、
穏やかな天気で開催できますように…。

もう食べましたか？ 名物やきそば
10:30 を回って、そろそろお腹が…と思って
いたら、本部裏の屋台からいいニオイ〜♪地
元・富士宮名物の"富士宮やきそば"出現! 独特
の 太 い 麺 がたまらなく 美味 いんだってば ! み
なさんもご賞味いただけましたか ?

"ゆるカワ"のキャラ登場！

早朝からやる気満々！

まだ早朝7:00少し前だというのに、元気いっ
ぱい＆やる気満々なプレーヤーたち。さっそ
く受付をすませ、いざ、夢の舞台へ! これも毎
年恒例の風景です。年に一度のお祭り、あま
りにはりきりすぎてケガなどしませんように。

富士土産もお忘れなく

お隣では地元・富士市の観光お土産コーナー
も。よくよくのぞいてみると、
「日●本」の文
字の入ったハチマキやら、カエルのマスコッ
トやら 、 ゆるキャラグッズも 満載 ! さっそく
ハチマキを購入していた選手も…。

食べてみました！

第1会場に戻ってみると、本部前で異変が…。
初日 から 3 日間、本部裏 の 屋台 に 出店 してく
れている地元・富士名物の「つけナポリタン」
がなんと、ゆるカワなマスコットを連れて参
上! くまモンなんかに負けませんってば !

というわけで、
「つけナポリタン」を堪能中の
ウィメンをフォーカス。出店が決まってから
というもの、スタッフの間でも「一度は食べ
てみたいよね」と気になる存在だった「つけ
ナポリタン」
。お味のほうはいかがでしたか？

今大会最大の裏トピックス

オレだってベストパフォーマンス？

あふれんばかりの笑顔でピース！
まあ 、朝 からお 元気 ですねぇ 〜 ! 本誌 カメラ
マンにあふれんばかりの笑顔をむけてくれた
ウィメンの 面々。 とってもステキです ! 勝敗
も大事だけど、ドリームで過ごす仲間との大
切な時間を思いっきり楽しんでくださいね !

初日、お疲れさまでした！

2 日目 のトーナメント 選択会 で 初日 のプログ
ラムも無事、終了。毎年、恒例のことですが、
組み合わせによってあす以降の運命が大きく
左右 される 緊張 の 一瞬 でもあります 。 まあ 、
なにはともあれ、1日目、お疲れさまでした !

今年はすいとんサービス！

大会 2 日目 にふるまわれた 富士山観光交流 ビ
ューローのみなさんによる、あったかい「すい
とん」サービスにむさぼりつく男たち。うんま
いっ! と味をかみしめていました。会場で食べ
るとなんでこんなに美味しいんでしょうね？

日目

2013.03.17（Sun）

あっという間の3日間。
別れが名残惜しいですが
また来年！

あの人の

この一言

USA オールスターズの来訪をはじめ、話題い
っぱいの15回記念大会でしたが、実は今大会
最大 の 裏 トピックスは 3 日間、見事 な 快晴 に
恵 まれ 続 けたこと ! 最高 の 記念大会 になりま
した ! 富士山ありがとう ! 来年もよろしく !

悔しいけど、次につながる大会
ミックス敢闘賞の森井健太選手。
「WGチ
ームに自分たちの力が通じるか楽しみに
していたけど、やっぱりいい経験。力の
差はあったけど、悔しいという思いもあ
ったので、次につながる大会になったか
なと思います」
。

天気にスタッフがほっとしていると、パンダ
の着ぐるみをかぶって、朝からノリノリすぎ
な IKU の面々が。ほんとにいつもカマしてく
れますね! 意外にも…と言っては失礼ですが、
笑顔がとってもチャーミングでしたよ !

すばらしい体験！

オープン敢闘賞のディラン・テュンネル
選手。試合では驚愕のロングスローを披
露してくれましたが、
「敢闘賞をとれてす
ごいうれしい。大会はすばらしい体験で、
いままでの人生のなかでも忘れられない
経験になりました」とニンマリ。

決勝前の恒例、甘味処

きのうのすいとんに続き、大会3日目には富士
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 。午後 の 決勝 3 連発 の 前
に甘味でちょっと一服。激しいプレーで消耗
したカラダを甘味がやさしく包んでくれます。

手応え感じました！

ウィメン敢闘賞の石津安沙実選手。
「チー
ムで自分がやることが決まっていて、キ
ャッチをしようと意識して試合に臨み、
自分のなかでもで手応えを感じました。
それを見てもらえて賞をもらえたのかな
とうれしいです」
。

すべてよし！
絆あり…3日間のショートストーリー

スターご一行のお出まし

そうこうしているうちにUSA オールスターズ
の 登場 ! バスから 降 り 富士 の 台地 をかみしめ
る面々。まずは、そのあり得ない巨人ぶりに
驚愕。コワっと思っていたら、話しかけると
フレンドリーでお茶目な方々なのでした。

サイン攻めでホットな交流

なかでもテレビ番組「ほこたて」にも出演し
たブローディー ・ スミス 選手 は 大人気 ! ショ
ップでみんなのサイン攻めにあっていました
が 、笑顔 で 気 さくに 応 じてくれていました 。
さっそく交流を楽しんでくれたようです。

大会
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ディスクに15年の想いが…

今回 は 3 種類 の 大会記念 ディスク 、 つくっち
ゃいました ! 一番人気 は 、 これまでの 大会 パ
ン フ レ ッ ト な ど を 張 り 合 わ せ た 「T h e 1 5
Th」バージョン。昔のパンフレットを見てい
ると、当時の想いがよみがえってきます。

頼れるショップへようこそ！

開会式を終え、テント内ショップで買い物を
楽しむ面々。ウェア、シューズ、キャップな
ど、みなさんのアルテライフをサポートする
グッズを取りそろえております。アルテから
人生のことまで、ご用命はぜひ当社まで !

日目

2013.03.16（Sat）

みなさんとの交流大歓迎デス！

初日ももう終了だよ〜って言ってんのに、本
部前の第1 コートで無邪気に遊ぶ USA オール
スターズと日本のプレーヤーたち。こんな機
会、メッタにないんだから、いっぱい交流し
てちょうだい ! それにしても楽しそう。

託児所も準備万全！

こちら託児所で鬼（？）の居ぬ間に自由気ま
まに楽しいひとときを過ごす子どもたち。パ
パ、ママプレーヤーが安心してアルテを楽し
めるように、今後も託児所を設置していきま
すので、ぜひ、存分にご活用くださいませ !

マジで全速力ダッシュ！

本部テント前ではダッシュガントレーニング
も。やるごとにマジになってダッシュを競う
プレーヤーたち。大会の合間に、モチベーシ
ョンを高めるプチイベントも今後、随時やっ
ていきたいと思いますので、乞うご期待!

いよいよトーナメントスタート！
各コートで大熱戦！

アイドル発見！

毎年のドリームで、コートを和ませてくれる
天使たち。よき母親たちに見守られスマイル!
と思いきゃ、なかなかキリリとしたお顔。こ
りゃ、大物になりますゾ！見守るママプレー
ヤーの視線が愛情たっぷりでイイです !

穴場スポットは？

ミックス→ウイメン→オープンとファイナル
ゲームが続くなかで、試合を終えたプレーヤ
ーたちが堤防の上に陣取り試合観戦。俯瞰し
てなかなか見やすいです。観戦の穴場スポッ
ト…ってもうすでに人いっぱいだけど…。

気分爽快富士快晴！

大会 2 日目 も 爽快 すぎる 晴天 なり ! きょうか
らはじまるトーナメント戦に向け、早朝から
入念なアップをする選手たちの表情も明るい
はず。毎年、3日間のどこかで 1回は雨に泣か
されるドリームだけど、今年こそは…。

風にも土ぼこりにも負けず…

天気 がいいのは 最高だけど、時間が 経 つにつ
れて 少しずつ 風 が 強くなってきましたが 、そ
んなのも気にせずに、プレーに 集中する選手
たち。コート内に立ち上る土ぼこりが、プレー
の激しさを如実に物語っていますね。

エビぞり具合に注目！

ミックス決勝で疾風JAPAN を相手に奮戦す
る SQOAL選手。華麗にダイビングキャ〜ッ
チ ! ちなみに 、 ダイビングキャッチのすごさ
を論じる目安としては、両足のエビぞり具合
がポイント…。ナイスファイトでした !

ミックス部門も開幕！

本部から少し（笑…いつもスイマセン !）離れ
た 第 3 会場 では 毎年、個性 の 強 すぎるチーム
が集結するミックス部門が開幕。男女入り交
じって 和気 あいあい ! オープンやウイメンと
は違った楽しさにあふれていました。

富士山ポーズで縁起かつぎ？

今後、記念写真で流行りそうな富士山ポーズ。
縁起よさそうですね。指した指のごとく、頂
点めざしてくださいね。ノリノリな笑顔に感
謝 ! これも 晴 れて 富士山 がくっきり 見 えてこ
そ。2日目もおだやかな天気でよかった !

お持ち帰りはNG！

閉会式でかぐや姫様から記念品を贈呈されご
満悦のディラン・テュンネル選手。断ってお
きますが、姫のお持ち帰りはダメですからね !
というわけで今年のドリームカップも無事終
了。来年また、ここでお会いしましょう !

No disc , No life
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壱
MUD
U-23ウィメン日本代表
HUCK
えびみりん
7color'z
中京大学Naughty Kids
日本体育大学BARBARIANS
7人のこびと
獨協大学WAFT!
首都大学東京BUTTERFLY
筑波大学INVERHOUSE
狼煙
BOMBERS
信州大学LOOSE
まふぃあえあー
上智大学FREAKS
Buddy’ｓ
九州女
ICU WINDS
京都大学BREEZE
びわこ成蹊大学LAKERS
國學院大學TRIUMPH
千葉大学MISTRAL
多磨PATRIOTS
うわの空
東京学芸大学BIG APPLE
LIGHT WINGS
愛知学院大学Roly-Poly
LIBEROS
佛教大学Sallian∞Joseph

Letter to All ULTIMATE Player
代表取締役社長

吉田昭彦

今年の 1 5 回記念大会
は、3 日間ともに天候に

に負けはしましたが、USAオールスターチームの存
在感を十分に示せたかのではないかと思います。

恵まれ最高の大会となり

また、会場内の初の試みとしては、富士市ホテル

ました。選手のみなさん

旅館業組合の協力のもと、
「つけナポリタン」や「富

はもちろんのこと、応援

士宮焼きそば」
、観光グッズの販売。そして毎年恒例

に来られたご家族の方々も大いに楽しんでいただけ

となっている、すいとんやお汁粉の無料サービスな

たのではないかと思います。今年のドリームカップ

ど、フィールド外でも富士市のみなさんの心あたた

も例年同様、たくさんの選手が全国各地から富士の

まるおもてなしに感謝いたします。そのほか、新し

地に集いました。チーム数は140、参加者は2149名、

い試みとして日本アルティメット協会の協力のも

コート数は22。今年も民間が主催する大会では世界

と、スコアシステム導入のお陰で大会がスムーズに

一の大会となりました。クラブジュニアは今後もこ

進行しました。どれもこれも今回はすばらしい試み

の大会を柱とし、地方大会や各地のイベントに協力

だったと思います。クラブジュニアは今後もチャレ

させていただくつもりでいます。
今年の記念大会は、いろんなことにチャレンジし

ンジ精神を忘れず、新しいことに挑戦し続け、アル
ティメットの普及発展に貢献していきたいと思います。

た大会でもありました。アメリカからUSAオールス

最後になりましたが、ドリームカップには多くの

ターチームを招待。これはまだアメリカでも実現し

方々が携わっています。その多くの方々に心から感

ていない初の試みです。12名の少数精鋭で若干の不

謝の気持ちをこめ、ありがとうの言葉を贈りたいと

安もありましたが、見事実力を発揮しファイナル進

思います。2014年3月、また、ここ富士の地でお会

出。
決勝戦では惜しくも文化シヤッターBuzz Bullets

いしましょう!
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東京学芸大学BIG APPLE
信州Roots
名古屋大学BLOOMS
57位 富士  龍神
鮪
SPARKS
爺めん
61位 FE
ずっこけ♪あるまじろ
DISPA
横浜国立大学COUGARS
65位 θ
66位 Stand StickS
67位 成蹊大学LIBEROS
68位 佛教大学Sallian∞Joseph
69位 SKBeeeeeeeS
70位 関西学院大学ARROWS
71位 静岡大学ＦLY
72位 日本福祉大学WARRIORS

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

ワールドゲームズ2013日本代表『疾風JAPAN』
SQOAL
チャオズ
IKU
北海道大学PADDY
経堂ズ
ふかひれ
LAKERS改
SQUALO
ぴーち
UNCHAIN
AMASUNS＋
くまパワ
（仮）
北陸ブラックス
河童隊
日大35周年記念チーム
Tapiracas
Re:turn
80's
麦酒大王
largo
りゅある
MFD BABYS
愛知淑徳大学

▪個人賞
MVP Open／阿部洋平
Women／鮫島萌
Mix／遠津絵理
▪敢闘賞
Open／ディラン・テュンネル
Women／石津安沙実
Mix／森井健太
▪社長賞
Open／富士 龍神
Women／中京大学Naughty Kids
Mix／愛知淑徳大学
▪2013ultimateサポートチーム
ワールドゲームズ2013日本代表『疾風JAPAN』
U-23日本代表（オープン・ウィメン・ミックス）
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