
みなさんのおかげでクラブジュニア30thアニバーサリーの今年は過去最大2423人動員で規
模も中身も世界記録更新中！  オーストラリア、台湾、韓国から男女参加で祝砲をあげれば、ロ
ンドン大会に向け各部門の日本代表が力強くも華麗なアルテ美技を披露！ 交換留学生のために
つくったチームなっちゃんが想いをこめれば、4年生チーム燕（エン）は縁を大切に新ステージへ
と旅立つ！ あいかわらず元気なおっさん、姐さんの隣で、ジュニアウィメン日本代表が"ここでみん
なと会えてよかった！" そんなわけで、みんなの想いはただひとつ。 No disc, No Life!

静岡県富士市富士川緑地公園
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祝クラブジュニア30周年記念！

参加者いっぱいに聞いた
ささやかな幸せの小ネタ集！

クラブジュニアも祝30周年でとってもハッピーなので、みなさんの最近身のまわりで起きた幸せな出来事を教えてください！

「ついこの前20歳になって、いろんな人に祝福してもらっ
てハタチになったんだなと」（東京学芸大学BIGAPPLE

・木下こころ）　「昨年、姉が結婚

してうれしかったし、感動した」（同・篠田遼）　「SKEのアリ
ーナチケットが当たった！ 宮澤佐江ちゃんの卒業コンサ

ートをめっちゃ近くで観ら

れた」（愛知淑徳大学GARNET'S・中村友美）　「たまごの
黄身が2つ入っていた…」（同・鈴木友菜）　「みんなに新幹

線って呼ばれる。足が速いっ

て」（同・天野ひかり）　「野良猫を餌づけしたら家の付近
に住み着いた」（同・中根由香子）　「この春から人工芝

のグランドが使えるようになっ

て、いまでは芝で100mがとれて幸せ」（静岡県立大学Arc
obaleno・井出亮太朗）　「みんなと会えたこと」（2016W

JUCウィメン部門日本代表・石原

英里子）　「みんなとドリームの前泊で楽しめたこと」（
同・中本優香）　「牛タン食べられたこと」（同・四宮菜月）　「春

休み中に身長が2cm伸び

た！」（同・大橋佑香）　「さっき車に置き忘れたと思ったお
弁当がちゃんとテントにあった」（同・大野友愛）　「ササ

クレなくなりましたー！」（同・青

山令奈）　「きのう前泊か車中泊か迷ったが、結局健康ラン
ドに行ったら、温泉入れてリクライニングシートで

寝られて、いままでのドリーム

でいちばん快適にたどりつけた」（CLUSTER・渡島
慎也）　「自動車教習の卒検であわや人をひきかけたが、70

点ギリギリで合格した」（同・一

ツ橋伸悟）　「アルティメット。仕事以外全部アルティメットで
す！」（UltimaHolix-M.I.T・郭福鈞）　「去年の10月に娘が

生まれた」（同・趙冠豪）　

「ロスに行ってアメリカのアルティメットを見学できる
こと」（HERMOSA 福爾摩莎・鄭衣善）　「いま北京に留学

しているので、そこで一緒にア

ルテをやりたい」（同・李知芸）　「趣味は読書。最近よか
った本は半導体工学。日本的にハッピーだから」（Zi

92ag・徳岡岳海）　「いま学生で

研究生をやっているが、絵画を売ってお金をもう
けるボードゲームをやったら1位になって、オレ、結構経済

に向いてんじゃねーかな、将来

的に。オレ、こんなに稼げんじゃねーかなと、明るい
未来の話」（同・千原康太郎）　「こどもが水泳教室で進級

した！」（2016WUGUオープンマスタ

ーズ部門日本代表・川島大介）　「この間結婚式の2次会に行って
、イケメン探して来いといわれて呼ばれたこと」（同

・清水亮介）　

「キャプテンになった」（チームなっちゃん・相場健汰）　「
ガソリン安いから入れようと思ったときに値段が

高くなっちゃって、あーあと思って次の

日にガススタ行ったら、また安くなってた。98円」（同・
大崎幸子）　「警察から電話があって、なんの身に覚えもな

いのにと思ったら、1年前に

盗まれた自転車が出てきた」（燕・笠原悠希）　「卒業でき
たこと。後期フル単位48単位とった」（同・田中陽介）　「一晩

で日本酒を一合飲めたこと。

九州出身でお酒にはこだわりがあるが、翌日全然
ダメでした…」（WUGC2016ミックス部門日本代表2・

金下元紀）　「きょう、すごい痩せたねって

いわれた。あと、子どもらしい顔からちょっと大人
っぽくなったねって」（同・池治ちあき）　「就職が決まっ

た。ジャンルは教育系。第一志望」

（super-duper's・橋本直子）　「卒検受かった！」（同・蔵富や
よい）　「海外旅行で体重増えると思ったら、体調崩して体重

減りました」（同・奥田倭花）

「毎日ハッピー。いつでもハッピー」（同・大内キャロ
ライン遥）　「ドリームできょう明日の2日間家にいないことを妻

にいったら、5歳と3歳の子ど

もが残念がってくれたこと」（積水化学工業・木之下浩
介）　「結婚しました、韓国人の方と。新婚旅行の代わりに

ココに来た。でもダンナさんはい

まお留守番」（Assibang・Walford Allison）　「もうすぐ
社会人になるが2年前に留学していた当時のメンバーと

久しぶりに会えたのがとても

うれしい。ここで、やっと逢えた！」（同・林ちひろ）　「6年間大
学にいて、同期が5人いて全員無事卒業が確定した」

（多磨ペイトリオッツ・浅川奈美）

「この前、練習中に大学のグラウンドで
タヌキがひょこっと出てきて癒された」
（筑波大学INVERHOUSE・永柳裕次）　
「体脂肪率が一桁になった！ 9%！」（秋
田大学BLITZ・佐々木洸太）　「いま大学
3年生で、卒論研究の先生にあまりモ
ノをバレンタインに義理チョコで渡し
たら、お返しがねんりん屋のバームク
ーヘンだった。倍返し以上でやった
ぁ！」（同・加藤夕海）　「妹が受験に合格
した」（岩手大学RASIS・櫻井健人）　「昨
日の夜にやったウノで1位になった！」
（同・益子佳苗）　「台湾旅行がハッピー
だった」（R&B・仲野隼人）　「就職がタ
イにきまりました！ タイで日本人学校
の先生をします！」（同・上間葉月）　
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Team 参加するプレーヤーの想いそれぞれのドリームカップ。
今年もコート内外を駆け抜けた素敵すぎる注目チームを厳選紹介します！

最高の思い出づくりに！
super-duper's 【WOMEN】

発展途上ですけどヨロシク！
静岡県立大学Arcobaleno 【OPEN】

楽しい感じのチームになってますね
岩手大学RASIS 【MIX】

みんなで1年生育てマス！
愛知淑徳大学GARNET'S 【WOMEN】

「関東の4年生連合のチームです。チームのスローガンはズ
バリ"祭り"。さっきはサドンデスで勝利できて最高でした。
でも最終日は7人になっちゃうんです…」（橋本直子選手）
といいつつ、5位ランクインはお見事！

「2年生を主体に1年生を加えたチームでまだまだ発展途上。
ドリームでははじめて1年生に明確な役割を与えたので、2
年生ももっともっとチームの力を高めるための大会にして
いきたいですね」（井出亮太朗選手）

「今回のドリームカップの目標はとにかく楽しもうというこ
と。チームはまぁ、毎年そうなんですけど、選手それぞれ
の個性がものすごく強くて、夜もにぎやか。楽しい感じの
チームに仕上がっていますね」（櫻井健人選手）

「1年生がほとんどで先輩が少ないんですけど、人数が多い
ので明るく声出してがんばります。今回の目標は楽しんで
みんなで1年生を育てること。試合の経験をふんで、アル
テを楽しむのが一番！」（中村友美選手）

女子チームの多さにビックリ！
Assibang 【WOMEN】

エゴでチーム結成!?
CLUSTER 【OPEN】

きのうの夜から雰囲気イイです♪
R&B 【MIX】

韓国人を中心に韓国に住んでいる外国人、留学していた日
本人が集結したチーム。「韓国は女子チームが少ないけど、
日本は女子チームがいっぱいあってレベルが高くて刺激を
受けました」（Walford Allison選手）

「OBになって自分たちの大学で出場できないので、佛教、
畿央、立命館、滋賀大学OBで集まって自分たちのエゴでチ
ームつくっちゃいました！ 目標は2勝くらい。少しでもい
いところに行きたいですね」（渡島慎也選手）

「大学もそれぞれ違うメンバーで初めての人が多いけど、自
慢のコンビ力を活かしていつも以上にいいチーム！ 雰囲気
はきのうの夜からイイです。近くのホテルにみんなで泊ま
りました。全力でアルテ楽しみます！」（仲野隼人選手）

東北リーグにお土産持ち帰ります！
秋田大学BLITZ 【MIX】
「ひとりひとりが個性豊かでつまらないギャグが多いチー
ム。初戦で日本代表と当たって、そこから得るものが多か
ったので、それをしっかり練習からやって、東北リーグで
も活かしていきたいですね」（佐々木洸太選手）

ドリームはワクワクする大会！
WUGC2016ミックス部門 日本代表2 【MIX】
「"自覚"をテーマに中堅組が集まりました」（金下元紀選
手）、　「ロンドン大会まで時間がないなか、こんなに人数の
集まる大会で、観客もいるなかでプレーできるので、自分
のなかではワクワクしますね」（池治ちあき選手）

巣立ちと"えにし"の想いをこめて
燕 【OPEN】

交換留学生のために結成
チームなっちゃん 【MIX】

「学生たちのなかで特に仲のいい立教、成蹊、国学院、日大、文
教大の4年生連合チーム。燕と書いて"エン"と読むのは、学生か
ら社会人に巣立っていくこと、旅立ち、渡り鳥としての"燕"と、
自分たちの代の"縁"の2つの想いをこめて。一緒にアルテができ
るご縁を大切にってことで」（笠原悠希選手）

「もともともこのチームには交換留学生の台湾人がいて、一緒に
アルテをやっていて、帰国するというので、その子のためのチ
ームをつくろうというのがきっかけ。彼女の日本語の名前は"な
つみ"。今回が結成して2回目の大会参加。ユニホームの"加油

（ジャヨ）"は中国語で"頑張れ"の意味」（相場健汰選手）
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Topics

　ドリームの風物詩といえば大学生4年チー
ムですが、関東の燕、super-duper'sの現役
4年生チーム（詳しくは"Team"ページ参照）
に加え、今回はなんとなく聞いたことのある
ようなチームが出現。その名もZi92ag（ジグ
ザグ）。実は昨年の17回大会で4年生チームと
して参戦し5位の好成績を残したのですが、今
年もチームは継続！こういうチームってあり
そうでなかった!?  アルテを通じて出逢ったご
縁を今後も大切にしてくださいね！

　海外勢の参戦が話題の今回ですが、東京学
芸大学は男女でオーストラリアチームと、筑
波大学も男女で台湾チームと対戦するとい
う、ドリームなゲーム体験。「背も高いし技術
も高いし歯が立たなかったけど、ドリームな
らではの経験、楽しませてもらいました！」（東
京学芸大学BIGAPPLEオープン・篠田遼選手）、
「滅多にない機会。すごくいい経験だった、こ
れが世界なんだと」（同ウィメン・木下こころ
選手）と、大きな収穫があったようです。

「練習まったくしてない
ですね。メンバーは150
人とか15人ぐらいとか??
去年の段階で今年もやり
ましょうってコンセンサ
スとれていましたから
ね」（Zi92ag・徳岡岳海
選手）。

「台湾とやりたいと思っ
てクジ選びました。プレ
ーがダイナミックだっ
た！」（筑波大学INVER 
HOUSE・永柳裕次選手）。
試合後に周囲に「どんだ
け台湾好き?」とツッコま
れていました。

開会式で挨拶する2人。日本
で食べたいものは「ラーメン
と寿司はもう食べちゃったよ
…あとは日本酒かな」（Mark
選手）、「日本食が大好きなの
で体も絶好調！」（Michell 選
手）とか。

おふざけキャラ健在！台湾大好きです！日本食はオキニイリデス！

恒例の4年生チームに
まさかの復活チームも？

偶然か必然か、男女で
オーストラリアと台湾対決！

オーストラリア、
台湾、韓国から参戦！

クラブジュニア30周年記念にして、18回目となる今年は152チーム、2423名と、
過去最大の参加チーム数、人数を達成！  3日間の夢大会の会場で湧きに湧いた注目トピックスを厳選紹介！

　今大会最大のトピックスは、オーストラリ
アからDingoes、Firetails、台湾からUltima 
Holix-M.I.T、HERMOSA  福爾摩莎、韓国から
Orabang、Assibangと3カ国から男女で参加
してくれたこと。「ドリームはオーストラリア
でも知られているし、楽しみにしていたよ」

（Dingoes・Mark Evans選手）、「日本の速い
プレースタイルは尊敬しているし、一緒にや
ることで高められる」（Firetails・Michell 
Phillips選手）など、楽しんでくれたようです。
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　6月にロンドンで開催される世界大会に向
けて、今回のドリームでは各カテゴリの日本
代表チームが登場。メンバーを2つに分けて
参戦したウィメン、ミックスでは、準決勝で
日本代表同士が激突し、ビブス姿のJAPAN戦
士というレアな姿も。なかでも注目は7月に
ポーランドで行われる世界ジュニア大会に出
場する元気いっぱいのジュニアウィメン日本
代表。19歳以下で構成されていますが、最年
少はなんと、中学1年生のお二方でした！

　今年も北は北海道、南は沖縄と全国各地か
らご参加いただきました。なかでも熱気ムン
ムンだったのが東北と沖縄。詳しくは"Team"
ページを熟読いただくとして、ミックスで参
戦の秋田大学BLITZ、岩手大学RASIS、R＆B
などが個性的なキャラを展開してくれていま
した。ドリームは、ふだんなかなか対戦する
機会のないチームとアルテできる貴重な大会。
ここで得た経験を持ち帰って、各地のアルテ
普及発展につなげてくださいね！

　日本代表の最年少が中1ってことで気になる
最年長は…「あれ、トカさん何歳だっけ？」と
オープンマスター代表の面々から聞こえてき
ましたが、スタッフ・トカちゃんの44歳でし
た。会場ではオープン、ウィメンともレジェ
ンドをそろえたマスター日本代表が元気いっ
ぱい、おっさん、姐さんたちが走る走る！ オ
ーストラリアチーム相手にオープンは5点差、
ウィメンは2点差まで食らいつくナイスプレ
ー！ 世界で勝てるニッポンに期待してマス！

毎年キャラの濃いチーム
が集結するミックス部門
ですが、今回は昨年から
3チーム増えた過去最多
の32チームにご参加いた
だきました！ 男女でやる
ミックスならではの楽し
みを堪能して！

「いま中1。アルテのきっかけ
は、友だちに誘われてやって
みてとても愉しかったから。
最近ハッピーなことは、みん
なに会えたこと」（2016WJUC
ウィメン部門日本代表・倉鹿
野南鼓音＆松崎海李選手）。

「チーム結成が1月でまだでき
たばかりですが、海外対策を
はじめ、今回ホントにいい大
会を用意していただきまし
た」（2016WUGUオープンマ
スターズ部門日本代表・川島
大介選手）。

だからミックスは面白い最近ハッピーなことは… 平均年齢は35、6歳！

東北も沖縄も
アルテが熱いゼ！

姐さん、おっさん激走！
ベテラン勢大躍動！

各コートに日本代表出現！
最年少は中1！



いつでもハッピー…（super-duper's・大内キャロライン遥）
2年前当時の留学メンバーと、

ここでやっと逢えた…（Assibang・林ちひろ）
どんなディスクが来てもダイブ！…（2016WJUCウィメン部門 日本代表・青山令奈）

100人展!
ディスクと

今年も本誌カメラマンの向けるレンズに笑顔とポーズで応えてくれた
素敵なアルテプレーヤーのみなさん、ご協力ありがとうございました！

というわけで2016バージョン。
オレ、ワタシはどこにいる!?

ほぼ



好きな音楽はベートーベン♪…（Dingoes・Mark Evans）
刺身食べたいです。

あと、北海道でスノボしたい…（Firetails・Ashleigh Martens）
仕事以外全部アルティメット！…（UltimaHolix-M.I.T・郭福鈞）

100人展!
ディスクと

今年も本誌カメラマンの向けるレンズに笑顔とポーズで応えてくれた
素敵なアルテプレーヤーのみなさん、ご協力ありがとうございました！

というわけで2016バージョン。
オレ、ワタシはどこにいる!?

ドリームはいろんな意味でワクワクっ！
（WUGC2016ミックス部門 日本代表2・池治ちあき）

スローガンは燕と書いてエン（＝縁）…（燕・笠原悠希）
チームのいいところは先輩後輩の仲がいいこと

（東京学芸大学 BIGAPPLE・木下こころ）



OPEN  FINAL WOMEN  FINAL MIX  FINAL

オープン決勝は文化シヤッターとDingoesの対戦。序盤からDingoes
が高いフィジカルを活かして試合を優位に進めるが、45分に文化シ
ヤッターが11-10とこの試合で初めてリード。47分、Dingoesがロ
ングシュートで得点し追いつき、そのままサドンデスへ。延長1分、
文化シヤッターがゴール前で決勝点をもぎとり、粘り勝ちした。

MIX決勝は2年連続決勝進出のCafé de Luidaと、準決で日本代表対
決を制した2016WUGCミックス部門 日本代表1の対戦。Café de 
Luidaが先制し、序盤は主導権を握るも、19分に日本代表1が4-4に
追いつくと、そこから2点連取で一気に逆転。後半も無尽蔵な運動
量を誇った日本代表1が着実に加点し、ミックス部門を征した。

ウィメン決勝はFiretailsと2016WUGCウィメン部門 日本代表Aが
対戦。序盤から速攻と多彩なパスワークで日本代表Aが優位に進め
るも、後半に速攻でいい形をつくりながら加点できない時間が続き、
流れをつかんだFiretailsが4点連取で36分、6-6の同点へ。47分に
ロングシュートで9-8としたFiretailがそのまま逃げ切った。

文化シヤッターBuzzBullets○12-11●Dingoes-Team Australia Open Firetails○9-8●2016WUGCウィメン部門 日本代表A 2016WUGCミックス部門 日本代表1○13-7●café de Luida
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ミックス部門MVPは今回がドリームカッ
プ初出場の國枝アンディ選手。試合では
攻守に活躍したが、「MVPをいただけて
素直にうれしいです。僕にとっては初め
てのドリームカップなので、最高の思い
出になりました」。

ウィメン部門MVPのMichelle Phillips選
手。「日本代表チームもオーストリアチー
ムもたくさんよい選手がいるなかで、私
がこの賞をもらえたことが光栄。ひたす
ら必死に試合をやった結果なので、とて
もうれしいです」。

オープン部門MVPの吉川洋平選手。相変
わらずの芸術的なスローで存在感を示し
たが、「オフェンスがしっかり点をとれた
ので、オフェンスの誰がMVPになっても
よかったなかでのMVPのひとりだったと
思います」。

初ドリームで大躍動！まさか自分がもらえるなんて…オフェンスみんながMVP！

「Dingoesと戦えるのが楽しみでした。序
盤はシュートや高さで押されましたが、
後半に必ず流れがくるから粘ろうと声を
かけあいました。ベテランの力に頼るシ
ーンも多かったので、もっと力をつけて
いきたい。海外の強豪チームを倒すこと
を見据える意味で、この試合は貴重な経
験。世界大会では金メダルしか狙ってい
ないし、アルティメットをもっと広めた
いし、自分たちも喜びたいですね」（文化
シヤッターBuzzBullets・芝圭一郎選手）

「心が折れました…。文化シヤッターのみ
なさんが凄くて、一緒に試合をすること
が喜びでした。ここで一緒にプレーでき
たことが、自分たちにもみなさんたちに
もいい経験であることを願います。ロン
ドンでまた会いましょう」（Dingoes・
Mark Evans選手）

「お互いを尊敬しあっていいと思う。対戦
することをすごく楽しみにしていたし、
このゲームでお互いに学ぶことがあった
と思う。それがスポーツのいいところで
す」（Firetails・Michelle Phillips選手）

「Café de Luidaはチーム結成2年目でロ
ングパスも上手く、いいチームだったと
思う。5-5のスコアの時点でもう一歩速
くブレークしないと世界には通用しな
い。世界大会では金メダルを獲ります！」
（2016WUGCミックス部門日本代表1・
和田貢一選手）

「日本代表と試合ができて自信が持てま
した。いいプレーも多くでたし、5-6の
スコアぐらいまでよい展開ができました。
日本代表にはロンドンでぜひ、金メダル
をとってほしいですね」（Café de Luida
・遠津英美選手）

一枚のディスクを
追いかけて
ドリームカップ
決勝に想う

こちらが
MVP3!

OPEN / WOMEN / MIX
FINAL GAMES



今年は前日の天候にも恵まれ、会場の設営も
順調に進みましたが、毎年好例、初日の早朝
からやる気満々の選手たち。朝7時前だとい
うのに早々に受付を済ませてスタンバイ。今
年のドリームカップに胸ふくらませます。

早朝からの参加に加え、10時半から初戦とす
っかり充実モードだったfromオーストラリア
のDingoesの面々も、午後になるとストレッ
チ&お昼寝のりラックタイムに。ほどほどの
休息は大事。それにしても気持ち良さそう。

でもって、こちらはママさんズ見参！ いやぁ、
いい記念写真ですね。毎年お子さん連れでご
参加いただく選手が増えていますが（もち、
熱烈大歓迎！）、アルティメットの楽しさが次
世代に受け継がれていくことを願って。

カメラを向けたら意味深なポージングで寝転
んでくれた地元・静岡大GLANZの選手。なん
だか、コンセンサスのとれていない各々自由
でごった煮な感じがそれはそれでイイです
ね！ まあ、これもいい思い出ってことで。

毎年、会場を和ます小さな天使たち。なんて
河川唯（かわゆい…古っ！）んでしょう。そ
の表情、仕草をみていると、あたたかな気持
ちになってきます。いろんな出逢いがあるの
もドリームカップならではの醍醐味です。

おっと、ここまで忘れてた…スタッフ・遠ち
ゃん、登場！ ネックウォーマーで口元を隠し
たその姿はマフィアかギャングにも見えます
が、「今年はホントに天気に恵まれて順調！」
と上機嫌。毎年、こうだといいんだけどね。

初日から秘めた想い

ちょいとひと休み

アルテの楽しさを次世代に

ポーズに秘めた想いって!?

これぞ、ドリームカップな風景！

なにかいいたい事でも…??

ポツポツ雨もやみ、予定どおり8時から無事、
開会式が行われました。みなさん、やる気に
満ちたいい表情なさっていますね。今年はど
んなドラマと出逢いが待ち受けているのか? 
3日間の夢大会、いよいよ開幕です！

富士山が顔を見せなかったのは残念でした
が、初日プログラムも無事終了。選択会で真
剣なまなざしのオープン選手たち。どこのヤ
マに入るかで今大会の命運が決まる!?  ほど
よい緊張感に包まれた充実なひととき。

年に一度のお祭りということで、会場各地で記
念写真を撮る選手たちの姿が。いまやスマホ
で簡単に自撮りできる時代。世の中、便利にな
ったもんです。あれこれポーズを変えていろい
ろ撮っておくのも楽しいですね！

大会2日目と最終日の2日間にわたって好例
の託児所も設置させていただきました。部屋
のなかでノリノリな天使たち。鬼（？）の居ぬ
間の自由なひとときをどうぞ。パパ＆ママプ
レーヤーも存分にご活用くださいませ！

今年もやってやるゼ！

無事、初日プログラムが終了！

記念写真もお忘れなく！

安心してください、今年もありますよ！

初日の朝はあいにくの小雨まじりで、残念な
がら富士山も顔見せず。例年に比べて肌寒か
ったのですが、見てやってくださいよ、この
ノリノリなポーズ！ そんなみなさんの笑顔に
救われているスタッフなのでありました。

試合を終えてコートの外で真剣に反省の井戸
端会議中かと思いきゃ、みんなでおせんべい
食べてました…。そうね、いい汗をかいた後
は塩分が欲しくなるものね。ほんわかムード
につい、こちらも癒されちゃいました。

2日目は初日とはうってかわって穏やかな天
気。雲の合間に富士山もその姿を見せてくれ
ましたが、この日に開幕したミックス部門で
はさっそく白熱したゲームを展開。男女で一
緒にプレーし、絆を深めあっていました。

この日は、大会好例の富士市ホテル旅館業組
合のみなさんによる、お汁粉サービスがふる
まわれましたが、きのうの豚汁同様、長蛇の
列で大好評！ 甘味処で心身ともにリフレッシ
ュして、最後まで突っ走れ！ なんてね。

早朝からテンションMAX!

井戸端会議の目的は!?

ミックス部門も開幕！

甘味処でちょいと一服

Snap コート内外で魅せてくれた参加者の
笑い、涙、再会、出逢い、絆…

クラブジュニア30周年という
ことで、ディスクも30thアニ
バーサリーモデルを4種類も
つくっちゃいました！ 来年も
コラボ企画など満載でお届け
しますのでお楽しみに！

「来年、B1グランプリの中部北
陸支部のイベントが富士市で開
催されることが決まりました！
富士市のよさをもっと広めてい
きたいですね」とボンジョルノ
小川さん。

ふと、富士山を見上げれば、昨
年の本誌2015年版の表紙カッ
トとおんなじポーズで応えてく
れたナイスなウィメンの姿が。
みさなんのそゆとこ、だ～い好
き！

30th記念ディスクも富士のグルメが熱い！あのポーズはもしや…

年に一度のアルテのお祭り！
今年もいよいよ開幕！

2016.03.11（Fri）

大会1日目

はみだし
ネタ!

各コートで白熱好ゲーム！
トーナメント・スタート！

2016.03.12（Sat）

大会2日目
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想いそれぞれの"夢大会"
ドリームカップ3日間のサイドストーリー

No disc , No life

きのうの白熱した激戦のせいか、慌ただしい
2日目の朝を迎えた救護室。あまりに人気な
のもうれしいことではないのだけれど、いざ
というときホント、助かってます。存分にア
ルテを楽しむために、入念なボディケアを！

この日の初戦は9時半からスタートしました
が、試合開始を前にチームメイトと談笑しな
がら、入念なストレッチを行う選手たち。ア
ルテはカラダを酷使する激しいスポーツ。3
日間、無事夢大会を乗り切れますように。

30代目かぐや姫クイーンに選ばれた鈴木由
貴さんが閉会式で本大会のプレゼンターに。
ステージ上でその美しい所作で大役を果たし
てくれましたが、ミックス部門敢闘賞の飯島
加奈選手と一緒にナイスな笑顔ですね！　

この日は韓国のOrabang、Assibangと男女
で参戦！オーストラリア、台湾も含め、ワー
ルドワイドな大会となりましたが、合流早々
の朝から気合い十分なOrabangの面々。ドリ
ームカップ、楽しんでいただけましたか!?

開会式後にオープンしたショップも大好評！
盛りだくさんのグッズに興味津々な面々でし
たが、Tシャツを持ったメンズを一枚パシャ
リ。アルテのことはもちろん、人生のことま
でご用命はぜひ、当社まで！…なんてね。

カメラを向けると、ノリノリポーズで本誌カ
メラマンの視線に応えてくれる素晴らしきア
ルテプレーヤーが続出！ そのお姿とっても素
敵！ 笑い、涙、出逢いいっぱいのドリームで
仲間との絆を最高に深めちゃってください！

そんなわけで楽しかった3日間もあっという
間のフィナーレ。閉会式ではステージの上り
下りに難儀していたかぐや姫様を、こぞって
エスコートするメンズたちが続々出現。そう
いう優しさって男の鏡ですね！

救護室もフル回転！

ストレッチも忘れずに！

かぐや姫にウットリ

韓国チームも参戦！

お買い物も楽しい時間

ノリノリなのがイイネ！

姫のエスコート合戦勃発！

毎年2日目好例の富士山観光交流ビューロー
のみなさんによる豚汁サービス。開始前から
すでに行列ができ、サービススタートからわ
ずか5分で大行列という大盛況ぶり。ここで
食べる豚汁ってホントに美味いですね！

こちらは、向かってこい！ といわんばかりな
力士ポーズでキメてくれた日体大バーバリア
ンズ・ウィメン。いつも以上に気合い入って
ますね。そうい体育会系的なノリ大歓迎っ
ス！ 勢いにのって9位ランクインはお見事！

3日間でイチバンの天気が最終日に来るとは、
なんてツいてるんでしょう！ 朝からくっきり
と姿を表した見事な富士晴れに加えて風もな
く、最高のアルテ日和。今年はどんなフィナ
ーレが待ち受けているのでしょうか!?

というわけで、今年の〆は大会の間に時間を
見つけて撮ったスタッフの集合写真にて。3
日間、ホントにお疲れさまでした！ 今年も楽
しんでいただけましたか!?  また来年のたくさ
んのご参加、心よりお待ちしております！

美味い豚汁大盛況！

今年も気合い十分デス！

待ってました！ 富士晴れっ！

来年もよろしくね！

本部テントでは、愛犬キャッチが、ディスク
と戯れるシーンも。人なつこく無邪気な仕草
でみんなのハートを虜にしてしまうドリーム
カップの人気者です。本人いはく「キャッチ
ングもかなりうまくなったよ！」とか（笑）。

試合の合間にちょいリラックスモードなウィ
メンを激写っ！ 地元名産の富士宮やきそばを
食べながらご満悦の表情。みなさん、いい笑
顔してますね。大会3日間を通じて、仲間と
過ごす貴重な時間も大切にしてくださいね。

ドリーム3日間でいちばん1日の長いのがこの
日。16時スタートの最終戦では、空がピンク
色に包まれる美しい夕暮れどきまで各コート
で熱戦を繰り広げていた選手たち。ホントに
お疲れさまでした。いよいよあすが最終日！

オープン敢闘賞に輝いたMark Evans選手をあ
たたかく迎え入れるDingoesの選手たち。初
日から3日間、日本のチームと気さくに触れ合
い、試合では高いフィジカルによるパワフル
パフォーマンスで魅了してくれました。

ドリーム一番の人気者

仲間とリラックスタイム！

薄暮の空が美しい！

最後までノリノリ♪

いよいよ最終日
今年も最高のフィナーレを

2016.03.13（Sun）

大会3日目



 37位 バルチックス
  京都大学 BREEZE
 41位 愛知淑徳大学 GARNET'S
  静大ブランク
  烏
  富士 龍神
 45位 成蹊大学 LIBEROS
  北海道大学 PADDY
  10th Anniversary
  CLUSTER
 49位 佛教大学 Sallian∞Joseph
  FACKREW
  東京学芸大学 BIG APPLE
  びわこ成蹊スポーツ大学 LAKERS
 53位 オーランズ
  Lush
  府中ペイトリオッツ
  BIG BOMBERS
 57位 東海自動車工業会
  静岡県立大学 Arcobaleno
  関西学院大学 ARROWS
  ROC-A-AIR
 61位 Graviti
  中央大学 CLAN
  新潟大学アイビス with 北陸連合
  近畿大学 MAFFIA
 65位 Orabang
 66位 愛知学院大学 Batman
 67位 千葉大学 MISTRAL
 68位 獨協大学 WAFT!
 69位 筑波大学 INVERHOUSE
 70位 日本福祉大学 warriors
 71位 明星大学 SPARKS
 72位 名古屋大学 BLOOMS

2016 CLUB JUNIOR® ULTIMATE DREAM CUP　Total Ranking
Open

 優勝 文化シヤッター BuzzBullets
 2位 Dingoes-Team Australia Open
 3位 Nomadic Tribe
 4位 大阪スピリッツ
 5位 Cram-Frees
  信州Roots
 7位 LOQUITOS
  2016WUGCオープンマスターズ部門 日本代表
 9位 SAMURAI
  大阪体育大学 BOUHSEARS
 11位 和歌山大学 NAKED Brothers
  BOMBERS
 13位 同志社マジック
  宇都宮大学 HOT SCREAM
 15位 SaC
  θ
 17位 中京大学 FLIPPERS
  tibets
  上智大学 フリークス
  CREWS
 21位 SPLASH
  BeA
  SORA
  日本大学 ハミングバーズ
 25位 フライングソーサーズ
  セカンドクラス
  日本体育大学 バーバリアンズ 
  燕
 29位 WHITE HORNS
  静岡大学 うわの空
  静岡大学 GLANZ
  Zi92ag
 33位 UltimaHolix-M.I.T
  早稲田大学 ソニックス
  明治大学 FREE FLYERS
  首都大学 東京BUTTERFLY
 37位 慶應義塾大学 HUSKIES
  大阪大学 ENN

 43位 東邦大学 HEROZ
 45位 ROC-A-AIR
  多磨ペイトリオッツ
 47位 ICU WINDS
  佛教大学 Salliian∞Joseph

 4位 MUD
 5位 super-duper’s
  TRIGO
 7位 2016WUGCウィメンマスターズ部門 日本代表
  えびバーグ
 9位 TRIUMPH
  日本体育大学 バーバリアンズ
 11位 中京大学 Naughty Kids
  愛知学院大学 Roly Poly
 13位 上智大学 FREAKS
  Retro
 15位 近畿大学 MAFFIA
  ZUKU
 17位 早稲田大学 ソニックス
  大阪体育大学 BOUHSEARS
 19位 愛知淑徳大学 GARNET'S
  京都大学 BREEZE
 21位 HERMOSA 福爾摩莎
  成蹊大学 LIBEROS
 23位 東京学芸大学 BIGAPPLE
  日本大学 ハミングバーズ
 25位 獨協大学 WAFT!
  帝京平成大学 FREEGARS
 27位 宇都宮大学 Chaoz☆
  びわこ成蹊スポーツ大学 LAKERS
 29位 首都大学 東京BUTTERFLY
  明星大学 SPARKS
 31位 千葉大学  MISTRAL
  2016WJUCウィメン部門 日本代表
 33位 GLANZ
  Buddy's
 35位 筑波大学 INVERHOUSE
  立教大学 MANEUVERS
 37位 慶應義塾大学 ホワイトホーンズ
  東京理科大学 CEU
 39位 BOMBERS
  静岡県立大学 Arcobaleno
 41位 名古屋大学 Blooms
  Assibang
 43位 日本福祉大学 TALKYS

 優勝 2016WUGCミックス部門 日本代表1
 2位 Café de Luida
 3位 2016WUGCミックス部門 日本代表2
 4位 河童隊
 5位 IKU!
 6位 SQOAL
 7位 スーパー大納言
 8位 squalo
 ９位 ホグワーツオールスターズ
 10位 東北学院大学 Unchain
 11位 ふかひれ
 12位 vahul
 13位 まつりびとドリーム
 14位 がちまやー
 15位 経堂ズ
 16位 麦酒大王
 17位 秋田大学 BLITZ
  レイカーズ改
 19位 DECOPON
  TOMSTORT
 21位 岩手大学 RASIS
  JAVELINAUTS
 23位 劇団てふてふ
  FOXYS
 25位 kuru!
  R&B
 27位 北里大学 DISPA
  昭和大学 LightWings
 29位 MFD
  チームなっちゃん
 31位 常葉大学 富士キャンパスINDIES
  北里大学 10Vit-garlits

▼▼▼
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▼▼▼
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■MVP■   OPEN／吉川洋平
WOMEN／Michelle Phillips
MIX／國枝アンディ

■敢闘賞■ OPEN／Mark Evans
WOMEN／藤井優里
MIX／飯島加奈

■社長賞■ Dingoes-Team Australia Open
UltimaHolix-M.I.T
Orabang
Firetails
HERMOSA 福爾摩莎
Assibang

本誌に掲載されている写真、イラストレーション、ロゴ、記事などの無断転載及び複写を禁じます。

　今年で18回目を迎える今大会
は、クラブJr30周年の記念すべき
大会でもありました。毎年のこと
ですが、設営からグラウンド整備

Letter to All ULTIMATE Player

品の販売、さらには会場内ではフードコートも大盛況で
した。昨年好評をいただいたつけナポリタン、富士宮焼
きそば、ガンモイッチなどが販売され、売り切れの商品
もあったようです。そして毎年恒例となっている、富士
山観光交流ビューローさんからの豚汁、富士市ホテル旅
館業組合さんからのお汁粉の無料サービス、今回も富士
市のみなさんの心温まるおもてなしに感謝です。
　また、最終日には海外から参加いただいたオーストラ
リア、韓国、台湾チームのみなさんのためにサヨナラパ
ーティーを開催し、3カ国の選手との交流、親睦など大
変有意義な時間を過ごせました。今後もクラブジュニア
は、この大会を柱とし日本の大会のみならず世界中の大
会に協力し、アルティメットの普及発展に貢献できれば
と思っています。
　最後になりましたが、ドリームカップに多くの方々が
携わっています。その多くの方々に心から感謝の気持ち
をこめ、ありがとう、謝謝、 、thank youの
言葉を贈りたいと思います。2017年3月、また、ここ富
士の地でお会いしましょう！

日を含めると5日間富士に滞在。5日もいれば雨も降れ
ば、風も吹きます。ただ、今回のDreamは3月にしては
少し寒かったですが、雨が降ることなく、風もそれほど
吹くことなくベストなコンディションで大会を運営する
ことができました。毎年、この大会期間中はなかなか眠
れない日々が続くのですが、今年は本当に良かったです。
　参加者は例年同様日本のみならず、昨年に引き続きオ
ーストラリアチームのウイメン、今回はオーストラリア
のオープンチームも参加。ほかにも韓国、台湾から男女
のチームが参戦してくれました。　チーム数は152チー
ム、参加者は過去最多の2,423名。今回も民間が主催す
る大会では世界一の大会となりました。
　一昨年からはじめた大会期間中の動画配信や写真のア
ップもおかげさまで定番化となり、選手のみなさんたち
にも大好評。チャムスやBoon、新たにVCとのコラボ商

（株）クラブジュニア 代表取締役社長　　吉田昭彦

Women
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