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祝ドリームカップ20回大会記念

参加者いっぱいに聞いた
ささやかな幸せの小ネタ集！

ドリームカップも20回記念大会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ささやかなハッピーストーリー教えてください！

「今回のドリームは台湾、アメリカ、日本、オールスタ
ーも来ているので、各国間のプレーの違いを体感

できる！」（NEW TAIPEI COIN・CHIA 

-CHI PENG）　「好きなアーティストはジェイ・チョウ。台
湾で15年ぐらい活動していて、彼の歌い方が好き」（

同・HSIN-CUUN YANG）　「卒業

決まりました！」（明星大学SPARKS・永井秀麿）　「コンビニに
行ってすっごいスタイルいいお姉さん見かけてド

キドキしちゃいました」（同・福井

友也）　「なんだろな、マジでさ、起きてないからさ。こ
れからハッピーなことが起こる前の溜めている時

期ということで」（同・磯間佑樹）　「昨

夜、ホテルで食べた日本食が美味しかった！ ラーメン！ ギ
ョーザ！ 唐揚げ！」（Sunken Pleasure・Anne Marie Gab

rielle Olaguer Rodil）　

「みんなでお菓子をわけるときにジャンケンに勝って2個
もらえた！」（静岡大学GLANZ・岸本なつみ）　「旅行が好きな

んですけど、今度、友だち

の家に行って、東京のコと関東方面に旅行いきま
す！」（同・仲田彩乃）　「今週、はじめて四国に行きました

。で、友だちとボートで9度の川を下

って遊んで来ました！」（同・梅村美風）　「えー、ちょと待って
、一週間を思い出そう。きょう雨が降らなくてよか

ったです！」（同・大石茜寧）　「目覚

ましが鳴る前に気持ちよく起きれたときがささや
かな幸せですね、今朝ももちろん、そうです！」（烏・木津

昌也）　「奥さんの反対押し切ってここ

に来た。子ども3人置いて来ようと思ったが、ひとりだけ連
れてきた…おもしろくないな。15年ぶりにジムに行きはじ

めた、35歳で。もいっか

い、あと20年の体力をつけようと思って。あんま、おもしろ
くないな。え？ どこを鍛えたい？ 胸（笑）」（同・園上征幸

）　「今回、大学4年のときア

ツい激闘を繰り広げたキャプテン仲間と前泊した
んですけど、アルティメットを通じて、他大の親友み

たいなヤツと知り合えて仲良くなれて、

アルティメットっていいなっていう幸せを感じてい
ます」（同・山本崇夫）

「今度、違うチームのかわいいなって思ってた女の子
と一緒にミックスに出られる♪」（帝武多夢・赤松駿

）　「石垣島のアルティメットで1日目

に財布なくしたんですよ、それが3日目にひょっと出て来
たこと、プチハッピー！」（同・岡島憧）　「きのう車でご飯食

べに行ったんですけど、回

転寿司でデザート4つ食べた。ケーキ系3つに大福」（
日本福祉大学WARRIORS・小久保颯人）　「この大会で久しぶ

りに4年生と一緒にアルティ

メットができたこと。4年生の奥村祐也さんはすごくリーダ
ーシップがあって、本当に尊敬できる先輩」（同・小

原洋輝）　「まあ、毎日健康にお酒

が呑めているということがハッピーですかね。継続
してハッピー！」（BIG BOMBERS・柳潔）　「スパイクを新し

くしたらみんながスゲー褒めてく

れた。あんまり見たことないって」（同・小松あゆみ）　「呑
み会で終電逃してしまっても、奥さんに怒られませ

んでした！」（Nomadic Tribe・古森貴

陽）　「え？ ハッピーちょうだいよ！（笑） ドリームはいろんな人
に逢える大会だから、逢えたら手当たり次第にハグ

することかな」（HUCK・藤岡

あゆみ）　「今年も健康にドリーム出場できたことがハッピ
ー！」（同・原麻衣子）　「昨日、結構ガンガン呑んで夜も遅

かったのに、みんなちゃんと

朝5時に起きて8時の試合にみんな7時からちゃんとア
ップできたこと！」（はりまや橋’s・高間一晃）　「ここでシフォン

っていうかわいい犬に出逢

えたこと。あとキャッチに顔を舐められた！」（同・坂本萌
子）　「グランドがめっちゃ乾いていたこと！」（上智大学フリ

ークス・島谷瑞希）　「（パパにな

って）そうですね、かわいいですね、娘は！」（文化シヤッ
ターBuzz Bullets・松野政宏）

「劇団四季のチケットが当たって今度
名古屋に行きます。それで、しかも、ル
イーダさんと練習できるという機会も
いただけて、とってもハッピー！」（新潟医
療福祉大学Scarlet・藤枝亜弓）　「昨日食
べた晩ごはんがめっちゃキツかった
…」（同・樋口駿介）　「コメント代わろう
か、ヒグチ。きょう田村友絵さんのカー
ドもらっちゃいました！ MUDキャプテ
ンで日本代表キャプテンの。スリスリ？いや、してないです。大事に保管してま
す」（同・林将也）　「いまさっきのことなん
ですけど、ネットで1枚目のディスクを
買ったんですけど、ここで記念ディスク
を買えてうれしかった」（経堂ズ・榎本陸）「先日30歳の誕生日を迎えまして、付
きあってる人にゴージャスな下田旅行
に連れて行ってもらいました。海中水
族館に行って、あとはまったり温泉です
ね！」（同・荒井慧）
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Player’s Room ドリームカップの祝20回記念大会を彩るのにふさわしい、
コート内外を駆け抜けた個性豊かで愉しげなチームをピックアップ！

“U24”から派生したステキなユニット
帝武多夢 【MEN】

元気と勢いに自信アリマス！
静岡大学GLANZ 【WOMEN】

学生日本一目指しています！
上智大学フリークス 【WOMEN】

交流会でオールスターズにサイン攻め！
新潟医療福祉大学Scarlet 【MIX】

ドリームならではの限定ユニット。「”ティムタム”です。前
回のオーストラリアU24大会で、このメンバーでドリーム
に出ようって決めました。オーストラリアにゆかりある名
前がいいと思って。最高に愉しいです！」（赤松駿選手）。

2月の新人戦で優勝を果たした注目チーム。「先輩たちの代
も強かったんですけど、今の2年生にメンバーがたくさん
いて、勢いがあったという感じ。ドリームも1年生も含め
て元気と勢いでがんばりたいですね」（岸本なつみ選手）。

「2年生がオープン、3年生がインサイの展開がうまいので、
それを合わせて学生日本一を目指しています。いまは3年
生が就活であまりいないので、2年生の強みである勢いの
あるプレーをしたいですね」（島谷瑞希選手）。

ドリーム初参加の設立2年目チーム。「新人戦前に新潟が雪
で練習できないので合宿したいと吉田社長に相談し、クラ
ブジュニアさんの事務所に寝泊まりさせていただきました。
寝袋あったかかったぁ！ 感謝です！」（藤枝亜弓選手）。

今年も無事、出場できましたぁ！
BIG BOMBERS 【MEN】

アップ済んだので次は走れますから！
烏 【MEN】

フィリピンから2年連続参戦！ Sunken Pleasure 【MIX】

ドリーム常連といえばこちら。「世界的にもこんなにたくさ
んのチームが出る大会はないし、ほかの大会に出るのとは
少し意味合いが違って、ああ、今年もドリームカップに出
られるんだなと幸せな気持ちになりますね」（柳潔選手）。

法政大のOBチーム。「結成4年、平均年齢27歳くらい。”ア
サマックス”から”烏”への理由ですか？ チーム名は漢字一文
字がいいなっていう稚拙な理由で…。今回は結構練習重ね
てきたので、走りますよ！目標は1勝！」（木津昌也選手）。

毎年海外チームも参加するなどワールドワイドな大会に成長したドリームカップですが、今年もフィリピンからSunken 
Pleasureがミックス部門に意欲満々参戦！「僕たちはいつも一緒に過ごしていて、家族のようなところのあるチーム。ドリ
ームカップは僕たちにとっては外国での戦いになるので、違う国のチームとできるだけいっぱいプレーをして、いい経験を
積んで帰りたいですね」（Hubberth Kristian Dador Guerrero選手）。

四国は高知発の超個性派チーム
はりまや橋’s 【MIX】
「もともと高知に移住してきた外国人がつくったチーム。そ
こで日本人がアルテを教えてもらって。このチームでは初
ドリーム。四国のチームで出られて、みんな楽しめている
し、すごくいい試合できています！」（高間一晃選手）。

レジェンドに聞く
20回継続出場の
秘訣とは？

HUCK 【WOMEN】

新高2のフレッシュプレーヤー発見！ 経堂ズ 【MIX】

2日目の最終試合の後にノリノリな
HUCKのみなさん。なかでも今回の
お目当は”ドリームのレジェンド”で
ある藤岡あゆみ選手と原麻衣子選
手。20回参加し続けられた理由は
「ここまで、好きな気持ちだけでやっ
てきたから。多分、みんな仕事とか
家庭とかいろんな理由があると思う
んだけど、くじけずにそれでも続け
る」と藤岡選手が振り返れば、原選
手も「そこに大会があるからかな。
夢のまた夢ですからね」と笑顔。案
外、続ける理由はシンプルなのかも。

ミックス部門の常連、経堂ズでなんと16歳の
新星を発見！「友だちと玩具のフリスビーを
投げていてそれが愉しくて、クラブチームに
入ってみたいなとネットで検索してリターン
に入りました。で、今回は経堂ズで参加して
います。高校生になってまた新しいスポーツ
が始められて愉しくなってきましたね」と榎
本陸選手。ところで経堂ズってお酒好きのベ
テラン集団だったと記憶していますが、「全然
大丈夫。優しかったですよ、賑やかで♪」。

アルティメットで新生活♪“ドリーム”20年連続参加の皆勤賞姐さん！

海外から注目される世界最大規模の大会！



MEN  FINAL

MEN部門MVPのジョージ・スタブス選
手。「ここにいられるだけでも魔法のよ
うな感じ。BuzzBulletsに勝ててうれ
しいですし、学生チームなどともいい
ゲームができ、将来の日本のアルティ
メットシーンがとても楽しみですね」。

メン決勝は順当どおり、オールスターズと文化シヤッターの対戦。
序盤からスタブス、ネザーカットらのシュートで4連取し、オー
ルスターズが優位に試合を進める。一方、文化シヤッターも17分
に菅谷のシュートが決まり4-1。そこから互角の展開のまま46分、
オールスターズ・スタブスのシュートが決まってダメ押し。8-4
でオールスターズが優勝した。

未来の日本の
アルティメットシーンに期待！World All Stars○8-4●文化シヤッターBuzzBullets

こちらが
MVP

MEN FINAL

“世界選抜”
WORLD ALL STARSが

圧巻パフォーマンス！

「僕たちにとっても一生のかけがえのな
い経験になりました。BuzzBulletsとの
決勝は、持てる限りのプレーをしないと
むずかしい試合になると思っていまし
た。みなさんのアルティメットに対する
心意気をリスペクトし、近い将来、また
対戦できることを楽しみにしています」
（ジミー・ミクル）

「見どころはエキサイティングな大きなプ
レーはもちろん、大きなプレーにはリス
クが伴うので、しっかりディスクをつな
ぐプレーをしつつ、きちんと勝っていき
たい。好きな日本食はお好み焼き！ きの
う食べに行きました！」（グランド・リン
ズリー）

「日本チームのスタイルは似ているなと
いう印象。僕らのチームはまだ会って間
もないので、実際、プレーを合わるのも
大変だけど、構造をちゃんとつくったう
えで魅力のあるプレーをしたいですね」
（ディラン・フリーチャイルド）

「今回は違うチームのプレーヤー同士で
チームを組みますが、まあ、いつも同じ
ようにアルティメットしているわけで、
プレーしながらチームをつくっていこう
かなと。好きな日本食はラーメン！ とに
かく違う種類のラーメンをたくさん食べ
たい。毎食ラーメンでもいい。いろいろ
試してみると、最終的にはラーメンの違
いが話せるかなと」（ジョナサン・ネザー
カット）

「5年前に一度来ているが、再び来られて
日本チームと対戦できるのが楽しみ。チ
ームのコミュニケーションは、普段お互
いに対戦相手として試合していると、例
えば彼ならフォアハンドで遠くまで投げ
るスローが得意とか、お互いの特長はよ
くわかっているので、そこをうまく融合
していけたらいいなと思います」（ジョー
ジ・スタブス）
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WOMEN  FINAL

ウィメン部門MVPのマヌエラ・カーデ
ナス選手。「とても驚いているし、MVP
が獲れて本当にうれしい、信じられな
いくらい。ベリーグッドトーナメン
ト！ とてもいい大会ですごく楽しめま
した。毎年のように来たいです」。

ウィメン決勝は圧勝街道まっしぐらのオールスターズと、MUD、
壱を敗って勝ちあがってきたHUCKの対戦。序盤からそれぞれ加
点し、互角の展開を見せる両者だったが、試合中盤にオールスタ
ーズ・スナイダーのシュートを契機に3連取で8-4とHUCKを突き
放す。そこから再び互角の展開が続き、そのままオールスターズ
が13-9でウィメン部門を征した。

ベリーグッドトーナメント！
World All Stars○13-9●HUCK

こちらが
MVP

WOMEN FINAL

パワーに高さ、スピード、テクニック、
ユーモア…そのすべてで魅了

こっちは背が高い、足が速いとか言われ
ますが、こちらも同じことを日本のチー
ムに思っていますよ。背は小さいけど足
は速い。小さいから見失って、逆に困っ
ちゃう（笑）。同じアルティメットという
スポーツをしながら、みなさんと仲良く
なれたことがうれしく、また参加できる
機会を楽しみにしています」（オクタビア
・ペイン）

「まずクリーンなプレー。アルティメット
で『スピリット』という言葉を使うが、マ
ナーや相手を思いやるとか、そういうと
ころを重んじてプレーすることを心がけ
ています。好きな日本食はおにぎり、お
好み焼き、I love all japaneasefoods！」
（ジョージア・ボッシャー）

「私たちは普段はお互いに敵対している
相手チームなんだけど、今回一緒にプレ
ーできるのが楽しい。日本に私たちのフ
ァンがいると言われるが、私たちは実際
に日本のアルティメットのファンでもあ
るので、ドリームカップに参加して一緒
にプレーができるのがうれしい！ 好きな
日本食はお好み焼きと寿司！」（アレック
ス・スナイダー）

「今回、日本の全然プレースタイルの違う
女子チームと一緒にプレーできて楽しか
った。この後は大阪で相撲を観に行きま
す。ナマで観たことがないので、ぜひ観
たい！ 好きな日本食はたこ焼き、お好み
焼き、人形焼き！千葉に親戚がいるんで
す！」（キャロリン・フィニー）

「文化も違うし、アルティメットを練習し
ているだけでもすごく楽しいです。今回
は双子のバレリアと参加していますが、
双子は言葉とかで説明しなくてもお互い
のことがすごくわかる。通じるところが
たくさんあるのが、いいですね」（マヌエ
ラ・カーデナス）

「結婚式が1週間後なのですが、ダンナさ
んがいまウェディングの準備をやってく
れていて、ドリームに行っていいよって
言ってくれたから来られました。このト
ーナメントも大好きだし、日本の友だち
にも逢える。違う国やチームのメンバー
と一緒にプレーすることもそうそうない
なので、本当に楽しいです！」（ミシェル
・フィリップス）



今度、違うチームの可愛いなって思ってたコと
一緒にミックスに出られる♪…（帝武多夢  赤松駿）

ああ、今年もドリームカップに出られているんだなっていう
幸せな気持ち…（BIG BOMBERS  柳潔）

他大の親友みたいなヤツと知り合えて、
アルティメットっていいなって…（烏  山本崇夫）

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2018バージョン。オレ、ワタシはどこにいる!?

ほぼ



妻帯者になったんで、責任持って今後の人生を
がんばっていきます…（大阪スピリッツ  志村優太）

日本に私たちのファンがいると言われるが、私たちも日本の
アルティメットのファン！…（WORLD ALL STARS  アレックス・スナイダー）
いちばん最初にオールスターズ24人のサインを

コンプリートしたのはわ・た・し…（新潟医療福祉大学Scarlet  藤枝亜弓）

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2018バージョン。オレ、ワタシはどこにいる!?



MIX FINAL

ミックス部門MVPの河野有香選手。「記
念すべき大会でMVPが獲れたことと、
“ルイーダ”で優勝するのが目標だった
ので、チーム全体で一丸になったプレ
ーができたなかで個人としてMVPをい
ただけたのがすごいうれしいです」。

決勝はミックス2強の対戦。開始早々の2分、バイロンのシュート
でIKU!が先制すると、5分にはルイーダ・塩澤のシュートで1-1の
イーブンに。その後、1点ずつ着実に加点していく両者だったが、
試合後半、塩澤のシュート、飯島のゴールで連取したルイーダが
8-5とIKU!を突き放し、そのままゲーム終了。ルイーダが3年ぶり
のドリーム優勝を果たした。

“ルイーダ”で
優勝したかった！Café de Luida○8-5●IKU!

こちらが
MVP

MIX FINAL

“ルイーダ”が悲願の王者奪還！
“スピリット”を確認しあえた絆

「トーナメントでIKU!とは逆ヤマだった
ので、決勝ではぜひIKU!とあたりたいな
と思っていました。最後もいいゲームが
できて楽しかった。でも世界大会に向け
てはお互いにまだまだ伸ばすことがいっ
ぱいあると思うし、これからも合宿など
をやる予定でいるので、自分たちもレベ
ルアップをして、夏にまたさらにいいゲ
ームができたらなと思います」（café de 
Luida・砂畑圭助）

「こちらも決勝で”ルイーダ”とやりたいな
と思っていました。決勝らしい、これか
ら4月を迎えるチームらしい、いい試合
になりました。”スピリット”もドリーム
に向けてはあまり練習はしていませんで
したが、それでもとても”スピリット”の
ある、コールがあってもしっかりコミュ
ニケーションをとってやれたいいゲーム
だったと思います」（IKU!・木村左近）

「今年初めて”スピリット係”というのを設
けました。やはり世界大会に行って、世
界の”スピリット”に対する考え方がすご
い変わってきているなと感じて、プレー
の部分だけではなく、もっと”スピリッ
ト”のこともしっかり考えてやらなきゃい
けないなと思っています。まだ練習中で
すが、お互いに評価しあってお互いに高
めていければ。また合宿などで会うと思
いますので、よりいい”スピリット”でア
ルティメットできるようにがんばりたい
です」（café de Luida・鮫島萌）

「”スピリット”に関連して一言。お互い認
めて当事者同士の話で解決したのに、外
で『ファールだ』と大きな声があがって
いたシーンがありましたが、そういう発
言は相手に不快感を与える行為だし、焦
っている試合ではつい言ってしまう気持
ちはわかるけど、みんなが見ている舞台
だからこそクリーンにできるといいと思
うので、お互い気をつけて高めあってい
きたいですね」（IKU!・水野好崇）
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1999年

HISTORY
ここにたどり着くまでにいろんなことがありました。大会レポートとその年の流行語で振り返るドリームカップの歴史。

記念すべき第1回大会。茨城県波崎で開催。843名が参加。
当時の記念ディスクと記念Tシャツも現存。
大会レポートは吉田社長自ら制作。誌面のキャッチコピーが懐かしい。
【流行語】「ブッチホン」「リベンジ」「雑草魂」

第2回大会から会場が静岡県富士市・
富士川緑地公園に。
参加者1000人到達。
【流行語】「おっはー」「IT革命」

ドリームカップ青春グラフティ！
おかげさまで祝20回！

第5回大会。海外から北米UPAチャンピオン・
Furious George（men）を初めて招待。
【流行語】「毒まんじゅう」「なんでだろ～」

【流行語】

「チョー気持ちいい」
【流行語】

「小泉劇場」「想定内」

【流行語】

「インスタ映え」「忖度」
【流行語】

「爆買い」「トリプルスリー」
【流行語】

「神ってる」

【流行語】

「イナバウアー」「品格」

2004年 2005年

2017年2015年 2016年

2006年

2018年

第20回大会。”世界選抜”ワールド
オールスターズ（men・women）招待。

【流行語】

「なでしこジャパン」
【流行語】

「ワイルドだろぉ」

【流行語】

「今でしょ！」「お・も・て・な・し」
「じぇじぇじぇ」「倍返し」

2011年 2012年

2013年

2000年

2003年

【流行語】

「どげんかせんといかん」「ハニカミ王子」
【流行語】

「グ～」「アラフォー」

2008年2007年

第10回大会。
北米UPA
チャンピオンの
Sockey（men）、
Fury（women）
を招待。参加者が
2000人突破！

ミックス部門開設。

【流行語】「政権交代」
2009年

【流行語】

「ゲゲゲの～」

2010年

大会レポートで
『ほぼ100人展』
スタート。大好評
につき、以降定番
コーナーに。

第15回大会。
USAオールスターチーム（men）
招待。アルティメット界では世界初
ともいえる革新的な企画だった。

大会レポートがフルカラー化。
【流行語】「ダメよ～ダメダメ」

2014年

クラブジュニア
創立30周年。

レポートで参
加者に聞く

『ハッピー小ネ
タ集』がスタート

。



記念すべき20回大会のはじまりのはずが、初
日は前日降り続いた強雨のため、朝6時半の
時点で中止が決定。雨は小降りになってはい
たものの、2日目、3日目のグラウンドコンデ
ィションを考えての決断でした。

小雨が完全にあがり、しっとり心地よい天気
になったと思ったら、体を動かしたくてウズ
ウズしていたワールドオールスターズの面々
がテント内から外に飛び出し大行進。なんだ
か、あすのトーナメントがホント、楽しみ！

限定ユニットやユニークなチーム名が集結す
るのもドリームカップの醍醐味ですが、こち
らは夢所属、セブンカラーズ、麦酒大王、チ
ーム倫子で構成される「夢所属」。それにして
も”夢”に”所属”とはよく考えましたね！

試合の合間にエネルギー補給もお忘れなくっ
てことで、身体の急速充電に便利なバナナが
会場でも大活躍！ これで次の試合もいいパフ
ォーマンスができますね！それにしても、バ
ナナポーズ、キマリすぎじゃない！？

試合中の真剣なまなざしから一転、コートの
外ではホントにたくさんの笑顔に出逢ってこ
ちらも和まされます。これもドリームカップ
ならではの光景。仲間と過ごしたかけがえの
ない時間を大切にしてくださいね！

会場内に設けた託児所の外では、たこあげ大
会開催！？ 写真の女の子のイキイキとしたキ
ュートな表情、見てやってくださいよ！ まぁ、
楽しそううなこと。パパママプレーヤーも安
心してアルティメットに集中できますね！

20回大会だからこその英断

ウズウズしてます！

これがチーム名ですけどなにか？

バナナオトコデス

笑顔がいいね！

密かにたこあげ大会開催！

この日は昼すぎからワールドオールスターズ
の歓迎交流懇親会を行いましたが、その少し
前から大会の受付をスタート。20回大会の受
付第1号ということで、記念に明星大学
SPARKSのメンズ3人を1枚パシャりと。

2日目の朝は雨が完全にあがり、少々肌寒か
ったけど、グラウンドはほどよくしっとりい
い感じ♪ 今年の夢大会、いよいよ本格始動っ
てことで、早朝からこの笑顔ですよ！ いよい
よ長い楽しい熱い1日のスタートです。

こちらはいつでも元気いっぱいな壱の面々。
フレッシュからベテラン（おっと、失礼！）ま
で楽しいメンバー構成のようですが、後ろか
ら次々とメンバーが記念写真に参戦し、前が
もみくちゃに…そういうノリも大好きです！

記念すべき受付第1号は？

早朝からフレッシュスマイル

そうゆうノリがうれしいね！

10時半に台湾からNEW TAIPEI COINが到着。
夢大会を前にテンション高めな選手たちにさ
っそくムービーが直撃取材。ちなみに、お土
産にいただいたパイナップルケーキ、ほどよ
い甘さでとっても美味しかったです！

というわけで、全21面の各コートで早々から
熱戦激戦が展開。目標は優勝、まずは1勝、笑
顔で楽しくなどなどチームそれぞれだけど、
最後まで年に一度のアルティメットの祭典を
存分に味わい尽くしてくださいね！

2日目のトーナメントが無事終わり、ほっとし
ていたら、試合を終え、会場を後にするウィ
メンが元気いっぱい、とっても素敵な笑顔で
カメラにポーズをキメてくれました。あした
こそ、晴れて富士山が見られますように！

2日間の豚汁無料サービスをはじめ、年々充
実するフードコートですが、富士のグルメを
手にご満悦な3人衆。天気もいいし、晴れた
外で仲間と一緒に食べるのってホント、美味
しいですね！ お腹もすいているし。

夢大会、やる気満々です！

すでに各コートで熱気ムンムン

最後まで元気いっぱい♪

富士のグルメを堪能せよ！

Snap コート内外で魅せてくれた参加者の
出逢い、発見、笑い、再会、絆…

こぼれネタの最後にはとってお
きのネタを。この春、神戸に嫁
ぐことになり円満退社するスタ
ッフ・キヌエが会場で照れなが
らもダンナさまとディスクを持
ってツーショット！ お幸せに！

今年も”つけナポリタン”の伝道師・
ボンジョルノ小川さんを直撃！「僕
らのやっていることは町おこし。た
くさんの人が富士市に来てくれて、
町が賑やかに活性化されたらうれし
いですね」。

終始ノリノリだった”ワールドオ
ールスターズ”。初日夜には鉄板焼
きの店でお好み焼きを食べてご満
悦。オニオン火山（？）やニンニ
クゲーム（？）などクリエイティ
ビティを発揮していたとか。

ハッピースマイル！町が賑やかになってうれしい！お好み焼きがお気に入り！

年に一度のアルテのお祭り！
今年もいよいよ開幕！

2018.03.09（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！

2018.03.10（Sat）

大会2日目

いよいよ最終日
今年も最高のフィナーレを

2018.03.11（Sun）

大会3日目
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みなさんそれぞれの“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

この日は残念ながら終日、富士山の姿を拝む
ことはできなかったが、熱気ムンムンの各コ
ートではプレーに激しさが増していく一方。
薄暮に突入するまで夢中になってディスクを
追いかけていた選手たちでありました。

というわけで、交流会の会場となった本部テ
ント内はあっという間に賑やかに。さっそく、
ワールドオールスターズと仲良く交流&サイ
ン攻めする選手たち。アルティメットはあっ
という間に国境を越えさせてくれるね！

閉会式がはじまる前にカメラを向けたら、富
士山バックにハイジャンプで応じてくれた
ROC-4-LIFEの面々。ミックス部門3位入賞お
めでとうございます！ それにしても最後まで
元気ね。あともう1試合ぐらい余裕かも。

手前ミソで恐縮ですが、気づけば本部テント
内のショップも大賑わい！ 毎度ですが、好評
の大会記念ディスクはもちろん、ウェア、ソ
ックス、シューズなど隙間漏らさぬ気の利い
たラインナップ、取りそろえております！

そうこうしているうちにワールドオールスタ
ーズが到着。ちなみに、ノリノリVサインの
彼女、6歳まで日本に住んでいたそうで日本
語ペラペラ！ 行きたい所&食べたいものは鎌
倉、築地、刺身、銀だこ、スカイツリーとか。

大会3日目の朝は晴れてあたたかく穏やかな
天気！ が然、やる気がみなぎってきますが、
まずはその前にUVケアもしっかりね。この会
場、結構日焼けします。というわけで、きょ
うこそ1日中この天気が続きますように！

その横ではお子さんを持ってブンブン振り回
しているパパプレーヤーの姿が。お子さん大
はしゃぎ！ これもドリームならではの情景で
すが、ドリームカップやアルティメットの楽
しさが次世代に受け継がれていくといいな。

1日中ディスクに夢中！

大盛りあがりの交流会

やっぱ、ハイジャンプでしょ!?

お買い物はショップでどうぞ

ワールドオールスターズ登場！

お肌の手入れも入念に!?

未来のアルテプレーヤーに

毎年、お子さん連れのパパママプレーヤーに
もたくさんご参加いただき、会場を和ませて
いただいておりますが、こちらは子どもと遊
んでいるうちに、自分が本気になってしまっ
たケース！？ それにしても楽しそう。

その横ではあす2日目のトーナメント戦に備
えて、メン、ウィメンの各部門で選択会がス
タート。どこのヤマを選んでどのチームと対
戦し、最終的にどんな結果を目標にするか…
結構、悩みどころでもあります。

こちらは試合に備えて、入念にアップを開始す
るメン選手たち。”はしご”を使って、軽いフッ
トワークかなにかの練習でしょうか？ 練習に
も工夫や遊び心をとりいれると、アルティメッ
トがもっともっと楽しくなりますね！

お待ちしておりました！ きょうは午前中から
見事な富士晴れっ！ やっぱり、日本人は富士
山が大好きなんだなということを再確認する
瞬間でもあります。富士山見ながら夢大会、
今年はどんな結末が待っているのか？

今年も大会の合間に撮影したスタッフの集合
写真で〆ますが、やっぱ、ワールドオールス
ターズと一緒がいいでしょ。今年も3日間お
疲れさまでした。来年もたくさんのご参加、
おまちしております！ またね～。

子どもと一緒に!?

選択会で初日が終了

アップから楽しいね！ 富士山、拝めたぁ！

来年もご参加お願いします！

おっと、忘れちゃいないぜ、毎年恒例の豚汁
無料サービスも開始早々から長蛇の列と大好
評！ この日は少し肌寒かったから、ホント、
身体があたたまって美味しかったぁ！ 富士市
のみなさんのおもてなしに大感謝です！

「どう？ 似合っているかしら？」と言わんばか
りに、今回のドリームカップで使用するワー
ルドオールスターズのオリジナルユニフォー
ムを前に素敵な笑顔の彼女たち。もちろん、
青、白、どちらもとってもお似合いですよ！

毎年、選手たちの疲労がピークに達するのが
最終日。ご存知のとおり、アルティメットは
激しいスポーツなので体のケアも入念に。と
いうわけで、アップの前にマッサージをしあ
う選手たち。リラックスタイムも超重要！

プレゼンターの第32代かぐや姫・熊王千絵さ
んから個人賞を贈呈され、笑顔のかわいいジ
ョージ・スタブス選手とマヌエラ・カーデナ
ス選手。世界最高峰のプレーを拝見できて、こ
ちらもホントにサイコーでした！

恒例豚汁大盛況！

オリジナルユニフォームです！

身体のケアもお忘れなく

かぐや姫さま登場！



 37 流
  シータ
  Elephants' MOW
 41 ボンバーズ
  愛知学院大学Batman
  サンシャイン
  東京ベジグリフォンズ
 45 成蹊大学LIBEROS
  東洋大学JAVELINAUTS
  ステイシス
  慶應義塾大学HUSKIES
 49 A.G.Funks
  大阪成蹊大学PlumBonds
  チベッツ
  crews
 53 SORA
  BLAKISTONZ
  BeA
  流山どんぐりーず
 57 ビアーズ
  Vortex
  Condor
  BIG BOMBERS
 61 府中PATRIOTS
  烏
  HIRSCH
  千葉大学MISTRAL
 65 筑波大学INVERHOUSE
 66 富士 龍神
 67 静岡県立大学Arcobaleno
 68 熊本大学mixnuts
 69 山形大学さくらんぼーず
 70 秋田大学BLITZ

2018 CLUB JUNIOR® ULTIMATE DREAM CUP　Total Ranking
MEN

 優勝 World All Stars
 2 文化シヤッターBuzz Bullets
 3 大阪スピリッツ
 4 Nomadic Tribe
 5 帝武多夢
  HEATHAZE
 7 早稲田大学ソニックス
  テクニカラー
 9 ロキートス
  Snap
 11 中京大学FLIPPERS
  同志社大学マジック
 13 フリーフライヤーズ
  首都大学東京BUTTERFLY
 15 POM
  劇団アルティメット富士川緑地公演
 17 大阪体育大学ボーシャーズ
  武蔵野ピーチ
  上智大学フリークス
  日本大学Hummingbirds
 21 佛教大学Sallian∞Joseph
  文教RAIS
  GLANZ
  HOT SCREAM
 25 近畿大学
  慶應義塾大学ホワイトホーンズ
  びわこ成蹊スポーツ大学レイカーズ
  信州大学LOOSE
 29 BIGAPPLE
  日本福祉大学WARRIORS
  愛知淑徳大学GARNET'S
  静岡大学うわの空
 33 信州Roots
  龍谷大学ROC-A-AIR
  SAMURAI
  國學院大學TRIUMPH
 37 日本体育大学BARBARIANS

 43 静岡大学うわの空 4 大阪体育大学BOUHSEARS
 5 ZUKU
  MUD
 7 メテオ
  SWAMPY BARG
 9 日本体育大学BARBARIANS
  夢所属
 11 North Pinions
  ぞにっくす
 13 博多ハッカーズ
  上智大学フリークス
 15 信州大学LOOSE
  愛知淑徳大学GARNET'S
 17 mishmash
  中京大学Naughty Kids
 19 獨協大学ワフト!
  BUTTERFLY
 21 NEW TAIPEI COIN
  Buddy's
 23 成蹊大学LIBEROS
  東京学芸大学BIG APPLE
 25 びわこ成蹊スポーツ大学LAKERS
  えびみりん
 27 多磨ペイトリオッツ
  早稲田大学ソニックス
 29 MISTRAL
  北里大学DISPA
 31 昭和大学LightWings
  JAVELINAUTS
 33 國學院大學TRIUMPH
 34 静岡大学GLANZ
 35 龍谷大学ROC-A-AIR
 36 佛教大学Sallian∞Joseph
 37 Chaoz☆
 38 大阪成蹊大学PlumBonds
 39 筑波大学INVERHOUSE
 40 日本福祉大学TALKYS
 41 日本大学ハミングバーズ
 42 静岡県立大学Arcobaleno

 優勝 Café de Luida
 2 IKU!
 3 ROC-4-LIFE
 4 NAMPARS
 5 Kuru
 6 六秋
 7 鯖の味噌煮
 8 vahul
 9 スーパー大納言
 10 ふかひれ
 11 サンサーラ
 12 東北学院大学Unchain
 13 はりまや橋’s
 14 squalo
 15 WASABI
 16 中央大学クラン
 17 Sunken Pleasure 
  マトリョーシカ
 19 リユニオン
  Light Wings20th
 21 フライングソーサーズ
  経堂ズ
 23 明星大学SPARKS
  レッドペンギン
 25 岩手大学RASIS
  東北大学ALBATROSS
 27 King Of Citrus
  新潟医療福祉大学Scarlet
 29 あぶりかぶりあるびかるびあぶりかるびwithこじこじーず
  いもべいびー
 31 MFD
  Gazelles

▼▼▼
Mix

▼▼▼
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　今年で20回目を迎える今大会
は、節目の記念大会として10回大
会同様、男女のトップ選手を海外
から招待し例年以上に盛り上がっ

Letter to All ULTIMATE Player

忙のなか、富士市の小長井市長もお見えになりました。
託児所もいつものように賑わい、恒例のフードコートで
は、毎年出店していただいている「富士宮焼きそば」や

「つけナポリタン」など、選手にとってはたいへんありが
たいサービスだったようです。そして、毎年お世話にな
っている富士山観光交流ビューロー、富士市ホテル旅館
業組合からの恒例の豚汁無料サービスが2日間もあり、ま
た今年も富士市のみなさんには、たいへんお世話になり
ました。
　来年もまた、みなさんに楽しんでいただけるような
DreamCupにしたいと思いますので、是非、ご参加い
ただければと思います。参加された選手のみなさん、そ
して2018Dream 
Cupにたずさわっ
たすべてのみなさ
んに心から感謝し
たいと思います。
ありがとうござい
ました。

た大会となりました。ただ、大会設営日の夜から大会初
日の深夜にかけて豪雨となり、残念ながら初日は中止と
なりましたが、グラウンド等のことを考えるといい判断
だったのではないかと思います。大会の会場である富士
川緑地公園はたいへん水はけのよいグラウンドですが、
今回の豪雨は予想をはるかに超えていたので心配してい
ました。2日目以降のゲームについては、天候が回復し
た初日の午後から、スタッフの懸命な復旧作業のお陰で
なんとか支障なく大会の運営を行うことができました。
スタッフに感謝するとともに、選手のみなさんのご理解
に感謝したいと思います。
　大会期間中の販売テント内では、「World All Stars」
のレプリカユニフォームやチャムスさんの商品、ホラゾ
ンアスリートクラブさんのスパイクやランニングシュー
ズが販売され、ショップ内も常時大賑わいでした。ご多

（株）クラブジュニア 代表取締役社長　　吉田昭彦

Women
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 優勝 World All Stars
 2 HUCK
 3 壱


