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大会趣旨 今大会はフライングディスク競技の団体種目「アルティメット」の日本一のチーム
を決定する国内最大のメジャー大会であり、2012 年度の開催で第 37回目となりま
す。本年は 7 月に大阪府堺市で世界アルティメット＆ガッツ選手権大会を開催し、
アルティメット競技が多くの人々に注目されています。 

 
大会名称 文部科学大臣杯 第 37回全日本アルティメット選手権大会 
 
開催期間 本戦：2012 年 10月 13日（土）～14日（日） 
  決勝戦：2012年 10月 27日（土） 

 
開催場所 本戦：静岡県富士市 富士川緑地公園 

決勝戦：東京都江東区 夢の島競技場 
 
主  催 NPO法人 日本フライングディスク協会（Japan Flying Disc Association） 
 
主  管 日本アルティメット協会（Japan Ultimate） 
 
後  援 文部科学省、静岡県、静岡県教育委員会、富士市、富士市教育委員会、 

富士商工会議所、富士山観光交流ビューロー、江東区、㈱スポーツニッポン新聞社 

 
協  力 ㈱クラブジュニア、㈱毎日コムネット、㈲白石鍼灸治療院、 

静岡県フライングディスク協会、富士市ホテル旅館業組合、 
富士市フライングディスク協会、茨城県旅館組合ひたちなか支部、 
スポーツマネジメント㈱、ひたちなかスポーツ振興委員会、トップツアー㈱、 
㈳堺観光コンベンション協会、大阪府フライングディスク協会、 
愛知県フライングディスク協会 

 
協  賛 文化シヤッター㈱、㈱クラブジュニア、DISCRAFT、GAIA ULTIMATE JAPAN、 

㈳キネシオテーピング協会、LG Electronics Japan(株) 

 
競技部門 ①オープン （性別・年齢不問） 

②ウィメン （女子のみ） 
 
参加チーム数 本戦：32 チーム（オープン 16チーム、ウィメン 16チーム） 
  決勝戦：4チーム（オープン 2チーム、ウィメン 2チーム） 
 
参加選手数 約 640人 
 
◆問合せ先 NPO法人 日本フライングディスク協会 事務局 

〒124-0024 東京都葛飾区新小岩 4-20-24 
Tel：03-5678-5125  Fax：03-5678-5126 
Mail：info@jfda.or.jp URL：http://jfda.or.jp 

 
日本アルティメット協会（Japan Ultimate）事務局 

Mail：info@japanultimate.jp URL：http://japanultimate.jp 
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①エントリー方法  
＜概要＞ 

・ 各地区予選に参加登録をしているメンバーの一覧表（別添）を送らせていただきます。今大会

にエントリーを行わない選手には『取り消し』、追加をする選手は『追加』と明記してください。 

・ JFDA の A 会員ではないメンバーがいる場合、エントリーの前に JFDA 会員の入会手続きを行っ

てください。入金方法は、今回の参加料とは別に、6,000円(入会金 1,000円･年会費 5,000 円)

をお支払いください。 

・ 地区予選を他チームで参加した選手、JFDA の A 会員手続きをしていない方は追加できません。 

・ 決勝戦に進出した際のメンバー追加はできません。 

 

 

＜エントリー締め切り＞ 

１０月１日（月）必着 

・ エントリー締切日以降のメンバー追加・取消はできません。 

・ エントリー締切日までにエントリー表の受領確認ができない場合は地区予選参加メンバー全員

がエントリーしているものとみなします。 

 

 

＜エントリー方法＞ 

エントリー専用メールアドレスまでエントリーファイルをメールにてご送付ください。 

エントリー専用メールアドレス：entry@jfda.or.jp 

  

・ 件名に必ず『○○○（チーム名）・○○の部・全日本アルティメット参加申し込み』と入れてく

ださい。 

・ メールを受領後、３営業日以内に返信いたします。返信が無い場合にはご連絡ください。 

・ 電話での受付はいたしません。 

 

 

＜エントリー費振り込み方法＞ 

エントリー費を以下振込先までお振込みください。 

エントリー費：一人 5,000 円 

振込期限：10月 5 日（金）必着 

振込先：ゆうちょ銀行 00150-6-20757 日本フライングディスク協会 
 

・ ゆうちょ銀行振込用紙の通信欄に必ず振込明細（オープン／ウィメン・チーム名・参加人数）

を記入してください。 

・ 今回確定メンバー表の送付はありませんので、エントリー人数分の参加料をお振込みください。 

 

mailto:entry@jfda.jp
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②宿泊について  
 
本戦時のご宿泊に関しては、毎日コムネット（株）でサポートさせていただきます。別途ご連
絡したとおり、参加チームは必ず毎日コムネット（株）に宿泊の申し込みをしてください。 

 

③保険・怪我について  
 

＜保険＞ 

参加者全員に競技中に発生した怪我と他の人に傷害を与えた場合の補償に適用されるスポーツ保

険に加入していただきます。ケガをして病院に行く場合は必ず、本部にいるスタッフに報告し、

保険報告書を受け取り、必要事項をご記入の上、後日 JFDA 本部事務局へ送って下さい。この手続

きをして頂かないと、保険会社への連絡が出来ず、たとえ本大会期間中のケガであっても、保険取

扱い対象外となりますので、ご注意下さい。 

 

＜怪我＞ 

怪我をされた時は、スポーツトレーナーがおりますのでご利用ください。ケガの程度により、病院

の紹介･救急車の要請等を行います。 

病院にかかる場合は、保険証が必要となります。保険証のコピーを必ず持参して下さい。病院で治

療を受ける時に保険証が無いと無保険となり、治療費が高額になってしまいます。（通常料金の約

5倍です）また、保険証が無いと、手続きが煩雑になる場合が殆どです。大会への出発前にキャプ

テンが確認するなどして、携帯を義務づけることを推奨します。 

なお、大会期間中に発生した事故その他に関して当協会は一切責任を負い兼ねますので、予めご了

承ください。 

 

④救護・各種テーピングサービス 
 

ケガの応急処置を中心に、鍼治療、テーピングサービスを本部横にて実施しています。非伸縮性テ

ープが必要なテーピングサービスについては、急なケガの処置を受ける時以外は各自テープを持参

して下さい。テープのない方は有料(500円)となります。※釣り銭のない様にお願いします。 

 

今回、㈳キネシオテーピング協会様のご協力の下、キネシオテックス（伸縮性テープ）を使用した

テーピングサービスを本部横にて実施いたします。事前のケアはもちろん、試合後のメンテナンス

においても是非ご利用ください。伸縮性テープに関しては、キネシオテーピング協会様のご協賛に

より無償提供致します。 

 

また、旅館組合のご協力の下、リフレッシュメント用の飲料を本部テントにて販売する予定です。

※緊急用の氷に限り、無償提供致します。飲料およびアイシング用等の氷は各自でご用意ください。 
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⑤ごみ処理 
各チームにゴミ袋を本部にて毎日配付しますので、可燃ゴミ（びん・缶以外）と不燃ゴミ、ペット

ボトルを分別して、各自で持ち帰って下さい。今後継続して会場を使用させて頂くためにも、選手

の皆さん一人一人が会場の美化にご協力下さる様お願いします。 

※ゴミは絶対に放置しないで下さい。 

 

⑥駐車場 

指定された場所以外は駐車しないようにして下さい。 

 

⑦大会本部電話 
大会期間中は、下記の通り本部に電話を設置します。原則として、緊急時以外は呼出し専用です。

参加者への電話は取り次ぎますので、家族等事前にご連絡をお願いします。 

◇運営本部設置携帯電話番号：０９０－４９２７－２６８９◆ 

 

⑧競技スケジュール・会場図 
別紙の競技スケジュールおよび会場図を参照してください。 

 

⑨競技ルール・システム 

本大会はＷＦＤＦ２００９制定ルールと別紙の大会ルールに基づいて行います。 

スコアラーのチームはタイムキーパーを含めて２名以上で行って下さい｡なお、オブザーバーでは

ないので試合に関する調停･判断などは一切行わないで下さい｡ 

 

⑩アンチ・ドーピング 

JFDA は、2010 年より日本アンチ・ドーピング機構（JADA）加盟団体となり、セミナー開催や資料

配布等でアンチ・ドーピング活動を推進して参りました。この度、JADAとの協議により今後の JFDA

主催の競技会でドーピング検査を実施することが決定されました。実施する大会、検体数等は非公

開とさせていただきますが、各選手は、アスリートとして当然の対応として、日々、アンチ・ドー

ピング活動の実践をお願い致します。 

意図的なドーピングはもってのほかですが『うっかりドーピング』に注意が必要です。アンチ・ド

ーピングセミナー受講やアンチ・ドーピング委員会からの注意事項を確認し実践をよろしくお願い

します。 

なお、今大会の参加にあたり、日本アンチ・ドーピング防止規程を遵守すると共に、競技会でのド

ーピング検査実施にご協力いただくため、選手全員に誓約書にご署名いただきます。１３日（土）

の大会受付時に必ず誓約書をご提出ください。誓約書は JFDA/JU のウェブサイト上でダウンロード

可能です。※大会本部でもコピーを用意しておきます。 
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＜罰則について＞ 

ドーピング検査で陽性となった場合や、ドーピング検査を拒否した場合は、日本ドーピング防

止規程（Version 2.0）に従い制裁措置が決定されます。制裁の例としては、資格停止（数か

月～永久の期間、JFDA 主催大会及び自分の所属するチーム練習に参加出来ない）や大会成績の

取り消し等があります。 

＜治療目的使用に関わる除外処置（TUE）について＞ 

事前に所定の手続きによって TUE申請が認められれば、禁止物質や禁止方法を例外的に使用す

ることが可能です。医療上の理由で禁止物質・禁止方法を使用する場合でも、TUE 申請の承認

なしに禁止物質・禁止方法を使用すれば「ドーピング防止規則違反」と判断されることがあり

ます。TUEの申請にあたっては、下記 URLを参照し各自対応を開始下さい。 

http://www.playtruejapan.org/testing_tue.php 

同時に、アンチ・ドーピング委員会（ anti-doping@jfda.or.jp ）に連絡願います。 

※医師に作成して頂いた申請書は、直接 JADAに送付ください。 

ご不明な点は、以下までお問い合わせください。 

アンチ・ドーピング委員会専用メールアドレス： anti-doping@jfda.or.jp 

 

⑪セレモニー 
各種セレモニーを実施いたしますので、選手の方は参加して下さい。 

＜開会式＞ 

１０月１３日（土）朝７時３０分より、大会本部前にて開会式を行います。 

＜表彰式（3位）＞ 

１０月１４日（日）最終試合終了後、大会本部前にて３位の表彰式を行います。 

＜表彰式（優勝・準優勝・SOTG賞）・閉会式＞ 

 １０月２７日（土）１６時より、大会会場にて表彰式および閉会式を行います。 

 

⑫大会受付 

１０月１３日（土）開会式終了後、８時３０分まで、大会本部にて受付及び参加賞（プレーヤーズ

キット）の配布を行います。各チーム２名以上でご対応をお願いします。 

 

⑬公式記念グッズ販売 

大会公式記念グッズは、オフィシャルマーチャンダイザーである㈱クラブジュニア様のご協力によ

り、大会本部で販売致します。是非お立ち寄りください。 

 

⑭大会結果速報 

大会の結果については Japan Ultimate 公式ウェブサイトに掲載いたします。 

http://japanultimate.jp/ 
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⑮写真・映像撮影 

今大会において日本フライングディスク協会および Japan Ultimate が撮影した写真・映像は、各

種メディア（テレビ・新聞・雑誌・インターネット）の報道目的で掲載することがありますので、

ご了承ください。 

 

⑯注意事項 

富士市で大会を実施する際は、富士市内にある健康ランド「ゆらぎの里」を多くの選手・関係者の

皆様にご利用いただいておりましたが、先般アルティメットプレーヤーのマナーについてクレーム

をいただき、大変残念な事ですが、今後アルティメットプレーヤーの皆さんは「ゆらぎの里」が

利用できなくなりました。 

 

今後このようなことが起きると、富士のグラウンドも同様に使えなくなる可能性が出てきます。皆

さんにはグラウンドだけではなく、バス、ホテル、旅館、食事をするところ全てにおいて、マナー

を守り大切にご利用いただけますよう、よろしくお願いいたします。 

 

今後、どの大会においても皆さん一人一人が自覚を持っていただき、有意義な大会をつくり上げて

いきましょう。ご協力いただけますよう、何卒宜しくお願いいたします。 

 

⑰お問い合わせ 

◆ 大会全般に関するお問い合わせ ◆ 

日本フライングディスク協会（JFDA）事務局 

電話番号： ０３－５６７８－５１２５ 

メールアドレス： info@jfda.or.jp 
 

◆ 競技内容およびルールに関するお問い合わせ ◆ 

アルティメットのルールや競技内容に関してご不明な点等ある場合は、メールにてお問い合わ

せください。 

日本アルティメット協会（Japan Ultimate）事務局 

メールアドレス： info@japanultimate.jp 
 

◆ アンチ・ドーピングに関するお問い合わせ ◆ 

日本フライングディスク協会（JFDA）アンチ・ドーピング委員会 

メールアドレス： anti-doping@jfda.or.jp 
 


