
 
 
 
 

2012年 6月25日 
 
報道関係各位     

 フライングディスク世界一を懸けて、23ヶ国1,500名の強豪選手が日本で激突！ 

2012年度ミス日本グランプリ 新井貴子さんも応援にかけつけます！ 
 

「ＷＦＤＦ2012世界アルティメット＆ガッツ選手権大会」 

        ご取材のお願い         

【7/7（土）～14（土）＠大阪府堺市/Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺】 
 
 
 
謹啓 新緑の候、貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
フライングディスク競技の2大メジャー種目である「アルティメット」と「ガッツ」の世界一を決定する「WFDF2012世界 

アルティメット＆ガッツ選手権大会」が来る 7月7日（土）から 14日（土）まで、大阪府堺市のＪ－ＧＲＥＥＮ堺にて開催 
されます。 

 同選手権大会は、4 年に一度開催されるフライングディスク界最高峰の国別対抗戦であり、日本での開催は、20
年ぶり（1992年に栃木県宇都宮市で開催）。13回目を数える本年度は、23 ヶ国から約1,500名のトッププレーヤーが 
大集結します。日本代表は、競技の全 6部門に出場し（競技部門詳細は下記参照）、全ての部門において金メダルが
期待される強豪チームです。 
  また、本大会ＰＲ大使である 2012年度ミス日本グランプリ受賞の新井貴子さんも大会初日と最終日に応援に駆け 
付けて、大会を盛り上げる予定です。 
つきましては、本大会へのご取材を賜りたく、日本代表メンバーリストと併せて下記のとおりご案内を申し上げます。

皆様にはご多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご来場賜りますようお願い申し上げます。 

謹白  

－記－ 
 
開催期間： 2012年7月7日（土）～14日（土）  
開催場所： J-GREEN堺 堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター  
報道受付： J-GREEN 堺 Dream Camp（宿泊施設） 1 階 ＜7 日（土） 12：30 開始 / 8 日（日）以降 08：00 開始＞  
報道駐車場： 施設内の駐車場をご利用ください。原則として有料ですが、事前にご連絡を頂いた方には来場日の 

 無料券を会場にてお渡しいたします。  
主 催： 日本フライングディスク協会（JFDA）  
主 管： WFDF2012世界アルティメット＆ガッツ選手権大会 組織委員会  
公 認： 世界フライングディスク連盟（WFDF） 
 
後 援： 文部科学省、外務省、観光庁、大阪府、大阪府教育委員会、堺市、堺観光コンベンション協会、 
 堺商工会議所、日本レクリエーション協会、日本ワールドゲームズ協会、スポーツニッポン新聞社     
協 力： 大阪府サッカー協会、堺ホテル協会、日本ディスクゴルフ協会（JPDGA）、日本ドッヂビー協会 
 （DBJA）   
テレビ放送： BS-TBSにてダイジェスト放送 （7月22日（日） 14：00～14：54） 
 
競技部門： アルティメット オープン（性別・年齢不問）、ウィメン（女子のみ）、ミックス（男女混合）、 オープン 

   マスターズ（性別不問・満33歳以上）、ウィメンマスターズ（女子のみ・満30歳以上） 

    ガッツ  オープン（性別・年齢不問）  
参 加 国： 日本・韓国・香港・中国・インド・フィリピン・シンガポール・オーストラリア・ニュージーランド・ 
 オーストリア・フィンランド・フランス・イギリス・ドイツ・イタリア・オランダ・スウェーデン・ロシア・ 
 南アフリカ・アメリカ・カナダ・メキシコ・コロンビア （計23ヶ国・約1,500名を予定）  
大会サイト： http://wugc2012.org/ 
 

WFDF2012世界アルティメット＆ガッツ選手権大会組織委員会 

http://wugc2012.org/


 

 

 

アルティメット（日本）スケジュール： スケジュール詳細につきましては上記大会サイトにてご確認ください。 

 

 
    

日時 部門 対戦 

7/7(土) 

13：30 ＊＊＊ 開会式 

14：30 オープン 対 ニュージーランド 

16：30 ウィメン 対 オーストラリア 

7/8(日) 

10：30 
オープン 対 オーストリア 

ウィメン 対 フィンランド 

12：30 ミックス 対 ロシア 

18：30 オープンＭ 対 フランス 

7/9(月) 

09：00 

オープン 対 香港 

ウィメン 対 コロンビア 

ミックス 対 オランダ 

11：30 オープンＭ 対 アメリカ 

13：00 ウィメン 対 ニュージーランド 

14：00 ミックス 対 フランス 

16：30 
オープン 対 イギリス 

オープンＭ 対 ドイツ 

7/10(火) 

09：00 

ウィメン 対 アメリカ 

ミックス 対 フィリピン 

オープンＭ 対 ニュージーランド 

11：30 ウィメンＭ 対 ドイツ 

14：00 

ウィメン 対 イギリス 

ミックス 対 香港 

オープンＭ 対 オーストラリア 

16：30 
ウィメンＭ 対 イギリス 

オープン 戦績に準ずる 

7/11(水) 

09：00 

ウィメン 対 ドイツ 

ミックス 対 南アフリカ 

ウィメンＭ 対 オーストラリア 

11：30 オープンＭ 対 カナダ 

14：00 

ウィメン 対 メキシコ 

ミックス 対 アメリカ 

ウィメンＭ 対 カナダ 

未定 オープン 戦績に準ずる 

16：30 オープンＭ 対 イギリス 

7/12(木) 

09：00 

オープン 

準々決勝 1 

09：30 準々決勝 2 

11：00 準々決勝 3 

11：30 準々決勝 4 

09：00 ウィメンＭ 対 アメリカ 



7/12(木) 

13：00 ウィメン 対 シンガポール 

12：30 

ミックス 

準々決勝 1 

13：00 準々決勝 2 

14：30 準々決勝 3 

15：00 準々決勝 4 

16：00 
ウィメンＭ 

プレセミファイナル 

16：30 プレセミファイナル 

16：00 
オープンＭ 

準決勝 1 

16：30 準決勝 2 

17：00 ウィメン 対 カナダ 

7/13(金) 

09：00 ウィメンＭ 
準決勝 1 

準決勝 2 

09：30 
オープン 

準決勝 1 

10：30 準決勝 2 

11：00 
ウィメン 

準決勝 1 

12：00 準決勝 2 

11：00 
ミックス 

準決勝 1 

12：00 準決勝 2 

17：00 ウィメンＭ 決勝  

19：00 オープンＭ 決勝 

7/14(土) 

10：30 ウィメン 決勝 

12：45 ミックス 決勝 

15：00 オープン 決勝 

17：15 ＊＊＊ 閉会式 
 

 ※スケジュールは変更になる場合もございます。 

 

ガッツスケジュール： スケジュールは、現在調整中ですので、上記大会サイトにてご確認ください。 

 

試合方式： オープン 予選4グループによるリーグ戦をまずは実施。各グループ上位3チーム（計12 

チーム）が、2グループからなる第2予選へ進出する。そして、各グループ上位 

4チーム（計8チーム）が決勝トーナメントで戦う。 

 

   その他  総当たりリーグ戦をまずは実施。上位チームが決勝トーナメントへ進出。 

 

アルティメット参加国： 
 
＜オープン＞  グループＡ：カナダ、コロンビア、フィンランド、メキシコ、フィリピン 
  グループＢ：アメリカ、ドイツ、イタリア、南アフリカ、シンガポール 
  グループＣ：日本、イギリス、ニュージーランド、オーストリア、香港 
  グループＤ：スウェーデン、オーストラリア、フランス、オランダ 
  （計19ヶ国） 
  
＜ウィメン＞  オーストラリア、カナダ、コロンピア、フィンランド、イギリス、ドイツ、日本、メキシコ、 
  ニュージーランド、シンガポール、アメリカ （計11ヶ国） 
  
＜ミックス＞  オーストラリア、カナダ、コロンビア、フィンランド、フランス、イギリス、ドイツ、香港、 
  日本、オランダ、フィリピン、南アフリカ、アメリカ、中国、ロシア （計15ヶ国） 
 
 



 
 
  
＜オープンマスターズ＞ オーストラリア、カナダ、フランス、イギリス、ドイツ、日本、ニュージーランド、アメリカ 
  （計8ヶ国） 

 

＜ウィメンマスターズ＞ オーストラリア、カナダ、イギリス、ドイツ、日本、アメリカ （計6ヶ国） 

 

ガッツ参加国（チーム）： 

 

＜オープン＞  オーストラリア、インド、日本Ａ、日本Ｂ、韓国、アメリカ  （計5か国6チーム） 

  

出場選手コメント： 

 

＜オープン代表 松野政宏 選手 ＞ 

目標は金メダル。自国開催であり、自分にとっては地元開催でもあります。自分のキャリアで唯一達成できていない

国別世界選手権世界一の称号を獲りにいきます！  

 

＜ウィメン代表 猪俣紗奈子 選手＞ 

金メダルしか見えていませんが、目の前の試合を一つずつしっかり戦い、チームが最高のコンディションで 

決勝を迎えられるようにしたいです。 

 

 

※アルティメットが 7人対 7人でプレーされることから、7月 7日を「アルティメットの日」と日本記念日協会より承認を

されています。 

 
※台湾とナイジェリアも当初参加する予定でしたが、諸事情により不参加となりましたので、本日現在で 23カ国の 
参加となっております。 

 
 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

■□■本件に関するお問い合わせ先■□■ 

WFDF2012世界アルティメット＆ガッツ選手権大会広報事務局 （㈱ユース・プラニングセンター内） 

Tel：03-5467-3379 （平日：10：00～18：00）  担当：竹下 

 

 

 

 



 

 

 

大会広報事務局 行                                      2012年  月  日 
 

 取材申請書 【締切：7月5日（木）18：00必着】 ＦＡＸ ０３-５４６７-３４８３ 
  

※締め切りを過ぎての申請につきましてもご相談ください。 
 

御社名    ：                                                   

申請者名：                                                

ＴＥＬ：                          ＦＡＸ： 

住所：  〒                                                 

媒体名／番組名：                    掲載／放送予定日：                

E-MAIL：                           ＵＲＬ：                        
 

下記欄に【○】をお付けください。 

 東京運動記者クラブ  関西写真記者協会  関西写真記者協会（テレビ） 

 
外国通信社 

 その他の媒体（新聞・雑誌・ 

編集プロダクション） 

 その他の媒体（スポーツ報道以外の 

ﾃﾚﾋ ･゙ﾗｼﾞｵ番組） 

 
フリーランス（記者） 

 
フリーランス（記者･ﾌｫﾄｸﾞﾗﾌｧｰ） 

 その他

（                       ） 

   
＜取材者氏名…記者、フォト、ＥＮＧのいずれかに○の上、取材日をお知らせください。＞ 
 

                                                        
 
  

 
 
  

 
 

                                                        
 
  

 

         

取材日： 記者/フォト/ＥＮＧ 

取材日： 記者/フォト/ＥＮＧ 

取材日： 記者/フォト/ＥＮＧ 

取材日： 記者/フォト/ＥＮＧ 

取材日： 記者/フォト/ＥＮＧ 


