2014 CLUB JUNIOR ®

ULTIMATE
DREAM CUP in FUJI
静岡県富士市富士川緑地公園

2014. 3.14-3.16

'91年生まれ

ますます充実していくドリームカップ。

集団 の91EEMMYが勢いとノリで優勝を果たせば、
町子、大阪納豆ら往年のレジェンドもコート内外で
大暴れ! FORESTが結成 弐拾周年で見事復活すれ
ば、圭介さん のために集まった宇都宮大学、目立ち
たい一心で6レンジャーも乱入!? そんなわけでみ

No disc, No Life!

んなの想いはだたひとつ。

No disc, No life

Topics
富士山麓に
2148人が集結!

今年も各コートで白熱した好ゲームが繰り広げられたドリームカップ。
地域ネタからフレッシュ系、懐かし系、
さらには限定モノまで、今大会、話題のトピックスを厳選紹介します!
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4年生チームが快挙0
! 2
ミックスで優勝!

秋田から400キロ!
8時間!

03

参加者 2000 人を超えるのが当たり前とな

ドリームの風物詩といえば学生 4 年生チー

全国に広がるアルテの輪。なかでも北は秋

ったドリームカップ。今年も138チーム・2148

ムですが、今大会では中京大、日体大、大体

田からやってきたのが Unchain。「東北学院

人のアルテプレーヤーにご参加いただきまし

大で構成された91EEMMY（グリーミー）が、

大学、秋田大学、岩手大学とかの合同チーム。

た。ここ数年、特別企画続きだったドリーム

ミックス部門で見事、学生チームとしてドリ

きょう朝 6 時にココに着きました。きのうの

カップですが、今年は久しぶりにノーマルな

ームカップ初優勝の快挙!「所属チームは違う

夜9時に出て、8時間ぐらい運転して…。ナビ

大会となり、より生粋のドリームカップにな

けど、現役のときから仲が良くていい雰囲気。

には、富士まで 400 キロって出てました…。

ったような気がします。コート内外にあふれ

男女混合で和やかになって、いつもと違った

Unchainは何にも縛られないという意味。今

るみなさんの笑顔。今後も一層充実した大会

楽しみがありますね。もうすぐ卒業なので、

回は最北端からの出場になりますが、目標は

にできるように努めていきますので、ぜひ、

記念に楽しみながら優勝するのが目標」
（佐伯

まず 1 勝すること」（大津竣太郎選手）。目標

来年もご参加お願いします !

将選手）。最高の思い出となったようです。

は見事、達成できたようです。

後輩に教えます!
大会2日目には対戦したUkiの
提案で試合後にディスクを使
ったインベーダーゲーム!? を。
「斬新でおもしろかったです。
後輩たちに教えてあげたいな」
と佐伯将選手。ドリームを楽
しみつつも有言実行の優勝、
おめでとう!

みんな自由に楽しく!
「みんなアルテが好きなので、
自由に楽しく! きょう初めて会
ったメンバーもいますが、い
つも東北リーグでやっていて
それぞれのプレーはよく知っ
ているので、チームとしてこ
れからあがっていくと思いま
す」
（大津竣太郎選手）

2014 CLUB JUNIOR ULTIMATE DREAM CUP
2014.03.14-16 in FUJI

アルテ界でも
レジェンド集結!
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ソチ五輪で話題になった " レジェンド " です

アメニティも
ますます充実!
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この地でドリームカップをはじめた当初

06

ミニディスクプレゼント
やコラボ企画も

毎回、イベント盛りだくさんのドリームで

は、水道もなかった富士川緑地公園ですが、

すが、今回はショップで買い物をすると、先

が大集合。その筆頭が HUCK 結成時メンバー

この10年で整備が進んでますます快適に。恒

着 100 名様にミニディスクをプレゼントする

で構成された町子。
「引退した古くさい人たち

例の地元のみなさんによる豚汁、お汁粉サー

という企画も。また、あのディズニーとコラ

のなかで、愉快な仲間を寄せ集めました。町

ビスに加え、昨年に続いて、今回も富士のご

ボしたミッキー T シャツも枚数限定で販売し

子 ? 長谷川町子さんを崇拝しているから。チ

当地グルメ「富士宮やきそば」、「つけナポリ

ましたが、好評だった様子でした。ショップ

ーム状態はすごくいいですですよ。久しぶり

タン」、富士土産ショップ、さらには地元の名

のオープンと同時に店内に駆け込んでくれた

のアルテの人もいるので、目標は 2 日間、生

店「焼肉飯店 京昌園」も出店し、極上のカル

みなさん、どうもありがとうございました! 今

きて帰ること!」
（藤岡あゆみ選手）。コメント

ビ弁当を提供。アルテプレーヤーのみなさん

後もいろいろと企画を考えていますので、来

からも新しい伝説が生まれそうです。

にひとときの幸せを運んでくれました。

年のコラボネタにも乞うご期待!

が、今大会にはアルテ界も往年のレジェンド

ハッスルプレー連発!
「アルテが 5 年、10 年ぶりと、
久しぶりにディスクを触った
人のハッスルプレーも見られ
たし、いまでも目をつぶって
もパスがつながる。夜は子ど
もたちもいるからほどほどに
ね」と健在ぶりの藤岡あゆみ
選手＆橋本真紀選手。

肉の旨味しっかり!
「50 年間続く秘伝のタレが自
慢で、オススメは手切りにこ
だわったカルビ。ドリームカ
ップに参加したみなさんに少
しでも味わってもらえれば。
冷めても肉の旨味がしっかり
と残っているのが特長です
ね」
（京昌園・阿部哲也さん）

みんな大好き!
毎年充実していくアルテグッ
ズですが、なかでもディズニ
ーとコラボした枚数限定発売
のミッキー T シャツは大好評 !
せっかくなので、 T シャツと
一緒に記念写真を 1 枚。やっ
ぱり、みんなディズニーが大
好きなんですね!

Tournament

決勝の特等席はココ!
強風のなか激闘が続いたミックス→ウ
ィメン→オープンの決勝3連発ですが、
観戦の一番人気スポットは堤防の上。
俯瞰して見ることで、両チーム全体の
動きがよく分析できるってワケです。

Open / Women / Mix

強風のなかの決勝3連発!
強烈な春一番のなかで、勝敗を分けたのは、精密なパスワークと熱いハート!?

決勝

Open

強風のなかでも光る緻密なパスワーク!
文化シヤッターBuzz Bullets ○ 9-7 ● Nomadic Tribe

オープン決勝はシナリオ通り、文化シヤッターと Nomadic Tribe の対戦。3 分、ゴール前で文化シヤッタ
も16分にゴール前で石井から堀とわたり4-2と食らいつく。21分に文化シヤッター・能勢のロングが決まる
と、Nomadicも直後に菊地のロングのお返しで6-3。そ

分で Nomadic が反撃スタート。41 分、堀のシュートが

サムライ

LOQUITOS

中から倉持へのスーパーシュートで 2 点差に詰め寄るも

Heat Haze

タイムアップ。文化シヤッターがドリームカップ 9 連覇
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今年のトーナメントでは文化シヤッター、Nomadic
Tribe のほか、LOQUITOS、θら強豪社会人チームが
順当に勝ち上がった。学生チームでは近大 MAFFIA が
ベスト 8 進出で 7 位ランクイン。そのほか、京都大
BREEZE、日体大が 9 位の好成績。LOQUITOS の OB で
結成し、活動をスタートしたばかりのBeAも13位と大
健闘を見せた。

試合後、文化シヤッター・田中は「きょうはミスが多
かったが、基本的なところができていないとダメ。日本
全体のレベルを上げたい」と決意を新たにすれば、

Nomadic・西中も「プレーの引き出しを増やしたり、細
かいところをつめていきたい」と今後の成長を誓った。

大接戦の末、延長サドンデス突入も決着つかず…
壱 ○ 5-5 ● MUD

※フリップで壱の勝利

ウィメン決勝は壱、MUDの2強の対戦。4分、ゴール前での壱のパスミスから、中村、押田とわたってMUD
が先制。壱も 10 分、細かくパスをつなぎ堀、木村へとわたって 1-1。12 分、MUD が両サイドを広く使った

パスワークから田澤のシュートが小野原に決まって決まって 2 点目。壱も 20 分、ロングパスを起点にした速
分、MUD・鈴木のシュートが中嶋へわたって5-4
と引き離すも、終了前ギリギリの49分にはゴール

前で壱・藤川のシュートが鮫島に決まり 5-5 の同
点。試合は延長サドンデスに突入するも決着はつ
かずタイムアップ。フリップにより勝利した壱が
ドリームカップを連覇した。
試合後、壱・藤川は「MUDのほうがパスをつな
いでいた。実力でMUDに勝てるようにがんばりた
い」。MUD・田澤も「久しぶりに楽しい試合だっ
た。フリップ負けは悔しいので、家でフリップの
練習をします」と和やかに讃えあっていた。

MUD
上智大
町子
早稲田大

HUCK
國學院大
壱
えびみりん
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壱

攻で最後はゴール前で稲村から水上とわたって2-2と緊迫したゲーム展開が続く。試合が膠着するなか、46

決勝

15
2

Point

を達成した。

Mix

BOMBERS
Nomadic Tribe

決まって 4 点差とすると、ゴール前で菊地から伊藤、西

Women

近畿大学MAFFIA

θ

の後も、着実に加点していく文化シヤッターに、残り10

決勝

文化シヤッター

文化シヤッター

ーが高橋のシュートで先制。その後も細かいパスをつないぎ松野、吉川らのシュートで加点。一方のNomadic

6
7

Point

3強のほか、HUCK結成時のレジェンドが集結した町子
が見事、ベスト4進出。一方、現役HUCKは準決勝で壱
に1点差に迫る惜敗。現役 VSレジェンドとなった注目
の 3 決は現役に軍配があがった。そのほか、学生チー
ムでは早稲田大、國學院大、上智大がベスト 8に進出。
9 位の中京大、11 位の ICU、びわこ成蹊スポーツ大も
健闘を見せた。

劇的なクライマックス! 4年生チームが大金星!
91EEMMY ○ 6-5 ● SQOAL

ミックス決勝は 4 年生チームの 91EEMMY と、上位常連・SQOAL の対戦。開始早々 1 分、91EEMMY が福
岡のシュートで先制すると、SQOAL も 5 分、ゴール前で百海から森井のシュートが決まって 1-1。20 分に

同点へ。
このまま延長サドンデスに突入かと思われたが、終了
直前に 91EEMMY・川中のシュートをゴールエリアに走
り込んだ磯辺がキャッチして 6-5 とし、直後にタイムア

ップ。91EEMMY が学生チームとしてドリームカップ初
優勝を果たした。歓喜の声をあげる4年生軍団にSQOAL
・森井は「卒業おめでとう。いい思い出になったね。社
会人になってまたやろう!」と祝福していた。

博多ハッカーズ

UKI
91EEMMY
SQOAL
河童隊
ガジャン
大阪納豆
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91EEMMY・河野のロングシュートを磯辺がスーパーキャッチすれば、直後にSQOALも多彩なパスワークか
ら、最後は竹内、森井とわたって3-3。1点を取り合う緊
迫したゲームが続くが、ラスト 5 分で劇的な展開に。45
分、ゴール前での 91EEMMY・磯辺のシュートで 5-4 と
抜け出せば、47 分、SQOAL も稲垣のシュートで 5-5 の

IKU!

毎年、地域、多国籍、意味不明 !? など、個性派チーム
が集結するミックス部門では、'90 年代のレジェンド、
大阪納豆に注目。SQOAL に 1 点差の惜敗するも、3 位
入賞と実力は健在。そのほか、上位常連のIKU!もベス
ト4進出。学生チームでは、91EEMMYのほか沖縄の大
学4年生チーム・ガジャンが7位ランクインの大健闘を
見せた。
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こちらが

MVP!

受賞を今後の糧に
オープン MVP の松野政宏選手。「チーム
としては序盤はよかったが、最後はもた
ついたので、修正していかないといけな
い。個人としては賞をいただくのはうれ
しいこと。今後もこれを糧にやっていき
たいと思います」

チーム全員で勝ち取った優勝!

ウィメン MVP の木村友紀選手。「ドリー
ムカップで MVP をいただくのははじめ
て。チーム全員で勝ち取った優勝でもあ
るので、素直にうれしい。今後もこれに
満足せずに、もっと上を目指してがんば
っていきたいと思います」

学生最後に最高の思い出
ミックス MVP の小池裕子選手。「学生の
最後にみんなで優勝できたのはすごいう
れしいこと。いい思い出になって本当に
よかったです。MVPをいただけたのもチ
ームのみんなのおかげなので、うれしく
思います」

全員アルティー！全員、必ず1回はディスクを触る！…
（DISPA・渡部紗季）

正義のヒーロー・エンジェルズ！…（ROCK-4-LIFE・岡松有香）
ボクは常識人なので変身しません！…（ROCK-4-LIFE・矢田 望）

ディス
100人
ほぼ

今年も本誌カメラマンの向けるレン
素敵なアルテプレーヤーのみなさん

というわけで、恒例、ディスクと
オレ、
ワタシは

"本田圭佑"がいちばんの褒め言葉…
（慶應義塾大学HUSKIES・神谷優太朗）

小さなサポーターがいると元気でますね！…（大阪納豆・川瀬絢士郎）
年齢層高いッス！…（ぴーち・大西宏照）

勝ったら応援してくださった方とハイタッチ！ウフフ♪…
（ICU WINDS・上瀧ゆり）

目標は2日間生きて帰ること…（町子・藤岡あゆみ）
卒業記念、思い出いっぱい！…（EST・伊勢山結子）

スクと
人展!

ンズに笑顔とポーズで応えてくれた
ん。
ご協力ありがとうございました！

と100人展2014バージョン。
はどこにいる!?

ある意味、
ドリームチーム！…（中部連合・深沢秀士）
3月28日に入籍します！新妻のことはノーコメント…
（圭介。
・近藤 淳）

現役時代から"カツカツ"が代名詞…
（幸 光子〜MITSUKO〜・林 実可子）

Team

ガッツリ勝負するもよし、久しぶりの同窓会で楽しむもよし、
参加するプレーヤーそれぞれの楽しみ方があるドリームカップ。
今年もコートを駆け抜けた素敵すぎる笑（衝）撃的チームをご紹介!

若い力でがんばります!

ICU WINDS【WOMEN】

「1 年生から 3 年生までのチームですが、若い力でがんばり
ます。試合に勝ったら応援してくださった方とハイタッチ
するんですよ。ウフフ♪ 3 年生が就活で万全ではないです
けど、夏に向けてがんばります !」
（上瀧ゆり選手）

オレたち宇宙の微粒子!?

9 one /utrino boyz【OPEN】

一緒にやってきたメンバーと!
ガジャン【MIX】

「沖縄の各大学の4年生が集まって参加しました。いままで
一緒にやってきたメンバーなんで、仲良く楽しくアルティ
メットできてます。ケガ人を出さずに全員で最後まで目の
前の試合をがんばっていきたいですね」（戒能智哉選手）

自分たちのアルテで勝ちたい!
静岡大学GLANZ【OPEN】

「東日本の4年生チーム。91年生まれなのでチーム名に"91"
を入れました。ユニホームは宇宙の微粒子をイメージ。気
心知れた仲なので楽しいです。目標は優勝ですね。スロー
ガンはノーディスクバリューライフ!?」（水崎航海選手）

「"GLANZ"はドイツ語で輝きの意味。イチからのチームです
が、だんだんと自分たちが思うようなアルテに近づいてき
たかなと。いままで負け癖が強かったので、自分たちのア
ルテができて、勝ちきるっていうのが大事」
（杉山貴志選手）

見事に復活したで賞!

ベストネーム賞!

目指せ、全員アルティー!

DISPA【MIX】

「1 年生が多くて 3 年生は私ひとり。経験が浅いのでドリー
ムカップを今後につなげられたら。ノリはきのうもカラオ
ケしてみんな寝不足ですね。スローガンは全員アルティー!
全員、必ず1回はディスクを触ろうって」（渡部紗季選手）

アノ本田圭佑、出現!?
慶應義塾大学HUSKIES【OPEN】

「泥臭いのが持ち味。ハスキーズは古豪に思われているので、
もう一回黄金世代つくってやろうかなと思ってます。ちな
みに、本田圭佑、意識してます! 生き方がカッコいい! 似て
いるって言われるのいちばんの褒め言葉 !（
」神谷優太朗選手）

活動スタートしたばかりです!

BeA【OPEN】

去年の秋から同窓会を企画!
フォレスト【MIX】

「近畿大学生物理工学部フォレストの設立20周年記念し
たチーム。試合をやりつつ、きょう（大会2日目）の夜
に同窓会みたいな記念パーティやります ! 去年の秋ぐら
いからみんなに呼びかけました。意義ありましたね。い
ろんな形で参加できるのがドリームカップ。久しぶりに
みんなとやるアルテは最高ですね」（内海則之選手）

"弐拾"にこめられた想い
20周年を記念して、記念ユニフォ
ーム & ディスクもつくっちゃいま
した! ディスクに刻まれた "弐拾周
年"がいい感じですね! このまま30
周年、40周年と永遠に続きますよ
うに!

圭介さんを男にしたい!
【OPEN】
圭介。

「ロキートスの OB チームで新しくつくろうかなと、活動を
はじめたばかりです。練習はあまりできていなかっけど、
やりはじめるとみんな熱くなって。目標はけがなく楽しく
終わること。年配の方も多いんで」（三好林太郎選手）

「宇都宮大学OBで、チームをこれだけ大きくした功労者
・圭介さんの 30 歳を記念してつくったチーム。この人
を男にしたいですね。みんな社会人で運動不足が垣間見
えますが、月曜から仕事なので、目標はケガをしないこ
と。スローガンはオールフォー圭介。すべては圭介のた
めに!」
（近藤 淳選手）

ボクが圭介です!
こちらが、ユニホームのモチーフ
になったチームの功労者・中村圭
介さんご当人。ユニホームには「30
歳ハッピーバースデー」の文字も。
照れながらも、
「似てますか ?」と
ユニホームと同じ顔でポージング
してくれました。

カツカツに慣れてます!
幸 光子〜MITSUKO〜【WOMEN】

「昭和大学の OG と 4 年生チーム。現役時代からカツカツが
代名詞で、今回もこの人数でがんばってみようかなと。卒
業して機会が減ったんですけど、またみんなで集まってア
ルテの楽しさを再確認できたらいいです!」
（林 実可子選手）

2014 CLUB JUNIOR ULTIMATE DREAM CUP
2014.03.14-16 in FUJI

2 0 1 4 ド リ ー ム カ ッ プ

ベスト・パフォーマンス賞！

コート内外で異色のパフォーマンスで存在感を
主張していた素敵なアルテプレーヤーたち。
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!

猫背直して笑顔で楽しむ!
会津大学キャットバックス【WOMEN】

「東北大、山形大、埼玉大とかいろいろの合同チーム。合同
練習ができなくて、きょう会って試合をやりつつ合わせて
いくって感じ。スローガンは " キャットバックス "。猫背直
そう、笑顔で楽しもう ! って感じです」（伊東優希選手）

みんな豚になっちゃったんで…

EST【WOMEN】

「学生のイーストシニアチームです。ユニホームのブタは4
年生になってみんな練習していなくて豚になっちゃったん
で。仕上がりは満足です。大会の目標は楽しく。スローガ
ンは卒業記念、思い出いっぱい!」（伊勢山結子選手）

"6レンジャー"見参 !
大会最終日の朝、会場に突如現れた"6
レンジャー"。この日は諸事情により4
人しか変身できなかったとか。チーム
結成10周年に目立ちまくってやろうと
考えたそうで、鮮烈なカラフルツナギ
とアフロヘアでダントツのベストパフ
ォーマンス賞!

エンジェルって
呼ばれてます!?

「正義のヒーローのエンジ
ェルズです。着た甲斐があ
りましたね。実はサングラ
スはハートのカタチ。愛と
平和を守るために ! レッド
の体調がイマイチで、ひと
りで着れないカラダになっ
ちゃったので、やせたら全
員集合します !」（岡松有香
選手）

創立10周年記念に大集合!

ROCK-4-LIFE【MIX】

中部を盛りあげたいです!
中部連合【OPEN】

「中部の3つの社会人チームに声をかけて参加しました。ド
リームは実力を知るうえでも重要。ある意味ドリームチー
ムだと思っているので、今回限りと言わずに、社会人チー
ムとして中部を盛りあげていきたいですね」
（深沢秀士選手）

平均年齢は30代前半ぐらい…
ぴーち【MIX】

「1992 年にできた成蹊大の創立初代メンバーを中心に、成
蹊OBだけで40歳から22歳までいて平均年齢30前半ぐらい。
そのわりには走れていたかな。日本代表の凄腕メンバーと
かもいるしね。目標はまず 1勝!」（大西宏照選手）

「チーム創立10周年ということで、龍谷大学の創立当時
からのOB、OGが集まって結成。アルテから離れていた
選手も多いので、体力面的には例年よりキツい部分もあ
りますが、お互いに当時を思い出し、動ける人間がフォ
ローして楽しく元気よく、ノリだけはどのチームにも負
けないようにがんばってます」
（矢田 望選手）

西のレジェンドが復活!
大阪納豆【MIX】

「'99 年につくって世界大会に行ったときのチームで、久し
ぶりにやろうって集めたのがコレ。目標は一番最初に確認
したんですけど、優勝。小さなサポーターがたくさんいる
と元気がでますね」（川瀬絢士郎選手）

地元に根ざしてはや5年
富士龍神【OPEN】

「龍神は富士に根づくチームをということで、メンバーを集
めて5年ぐらい。今年は若い人たちを育てて、新しくステッ
プアップしていきたいですね。自分たちの完成度を高めて、
全日本に出られるようがんばりたいです」（原 聖哉選手）

Snap
大会

笑いあり、涙あり、想いあり、絆あり…
ちょっぴり笑えて泣ける

1日 目

2014.03.14（Fri）

年に一度のアルテのお祭り!
今年もいよいよ開幕!

初日朝は富士山見えず…

今年はスロースタートで

1 日中降り続いた雨のため、前日に設営がま

10：00 すぎからようやく受付がスタート。選

ったくできずに、初日当日朝になってようや
く設営がスタート。そのため今大会は開会式
を中止にして、正午から試合開始に。ヒヤヒ
ヤしましたが、無事、開催できてよかった!

大会

手たちが続々と本部前に集まり、大会備品を
受け取っていきました。前日の雨とはうって
かわり、心地のよい気温にのんびりモード。た
まにはこういう年があったっていいかもね。

朝からノリノリ! テンションMAX!
スタッフの冷や汗をよそに、会場ではノリノ
リの面々が、カメラに向かって最高のスマイ
ルを提供。こっちもがんばらなきゃって身が
引き締まります。ドリームはみんなでつくり
あげていくものですね!

2日目

2014.03.15（Sat）

各コートで大熱戦!
トーナメント・スタート!

待ってました!

大会2日目は早朝から見事な富士晴れ! ココに
来たらまずはその美しくも雄大な姿を拝まな
いとね。スタッフたちもホッとした表情でし
た。このままいい天気が続きますように…そ
れと、風も弱めだともっとうれしいな!

クロウト好みでしょ…

仲間とリラックス

お〜っと出た! スタッフ・遠ちゃん、チャリン
コ出動 ! 広大な会場内の行き来には自転車が
大活躍! ちなみに、この日のトーナメント結果
を見て、あす最終日の組み合わせにニンマリ。
「どう、今年はクロウト好みな感じでしょ !?」

ポカポカ陽気のなかで、テント前でくつろぐ
一団を発見。完全に油断モードですな。なん
か、バーベキューにでも来ているみたいです
ね。アルテは激しいスポーツなので休息も重
要。仲間と過ごす濃密な時間を大切にね!

入念なケアも忘れずに!

試合を前に入念にテーピングを行うプレーヤ
ー。とくにカラダの疲労がたまる最終日は要
注意。入念なケアが必要です。アルテは激し
いスポーツなので、くれぐれもケガには気を
つけて。いざというときには救護室まで。

はみだし

ネタ!

●●レンジャー登場!?

今年は本部前に 2 カ所、ステージを設置しま
したが、飲食テナント側のミニステージは、い
つの間にか、記念写真の撮影スポットに。な
んとかレンジャーばりのポージングでキメて
くれたチームが続出し、賑わせてくれました。

やきそば男出現!

知的にやきそばを食べる男を発見!「麺が
ただのやきそばとは違うんです! まるでラ
ーメン ! つけナポリタンもつけ麺を食べ
ている感覚。なかなか食べる機会があり
ませんからね!」と東京学芸大学ビッグア
ップル・小渕健太選手。

小さな天使、発見!

毎年、コート内外を和ませてくれる小さな天
使たちも、爽やかな天気にご満悦。トロッコ
に引かれてとっても気持ちよさそう。これも、
ドリームカップならではの光景ですね。ご成
長、あたたかく見守らせていただきます !

元気とノリが大事!

いつでも元気ですな〜! コートの外でもカメラ
マンの向けるレンズにノリノリの笑顔で応え
てくれたみなさん。そのパワーにこっちも力
がわいてきます。これだからドリームは楽し
いんですよね。元気があればなんでもできる!

富士山ポーズを極めよ!

一方、富士山をからめた個性あふれるポージ
ングも続々誕生。年に一度のお祭りですから
ね。その象徴との写真はしっかり押さえてお
かなきゃね。今度、富士山ポーズ集で勝手に
コンテストやるか?新企画も生まれる!?

恐怖の生クリーム攻撃!?

毎年必ずコネタをふりまいてくれる IKU! の
面々ですが、やっぱり今年もやってくれまし
た。試合で対戦したDISPA の選手とジャンケ
ンをして、負けたらディスクで顔に生クリー
ムを…なんだか、バラエティ番組みたい。

秘技、カメラ返し!

おっと、こちらはスナイパー出現か !? レンズ
を向けたら、なんとカメラを向け返すという
好レスポンス。新たな戦いのはじまりなのか
…。毎年、確実にレベルアップされるみなさ
んのリアクションに感謝いっぱいっス !

お汁粉大行列大盛況!

2 日目の豚汁に続いて、この日も恒例、富士

市ホテル旅館業組合のみなさんによる甘味
処、お汁粉サービスがふるまわれました。写
真を見てのとおり、開始早々から大人気! あっ
という間の完売となる盛況ぶりでした。

富士のよさを知ってほしい!

姫も大興奮!

今年も精力的にご当地グルメ「つけナポ
リタン」を提供してくれたボンジョルノ
小川さんが熱血コメント!「つけナポリタ
ンを売るのが目的じゃないんですよ! つけ
ナポリタンを通じて、富士市のよさを知
ってもらいたいんですよ!」

第28代富士市かぐや姫の吉川明穂さんか
らもコメントが。
「強風で何度も飛ばされ
そうになりましたが、試合もしっかり拝
見しました♥ 初めてのアルティメット!!!
とっても興奮しました。選手の皆さん本
当にかっこよかったです☆」
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参加者それぞれのドリームカップ
3日間のサイドストーリー

早くゲームがしたい!

試合を待ちきれずに、ディスクを持ってアッ
プをはじめる選手たち。それにしても、富士
川緑地公園ってなんて水はけいいんでしょ !
今年はもともと硬めだったので、土が適度に
やわらかくなってちょうどよかったかも。

大きくなったら…!?

こちらはドッヂビーを持って記念写真に応じ
てくれたキッズ3人衆。キリリと引き締まった
表情、ただものではございませぬな。大きく
なったらアルテやってくれるかな ? いいとも !
なんてね。そういうの大歓迎です!

強力サポートします!

オープンするやいなや、大盛況のショップ。
アルテグッズ、盛りだくさんでとりそろえて
おりますが、サングラスをかけて写真に応じ
てくれたウィメン。素敵です! アルテはもちろ
ん、人生のことまでご用命はぜひ、当社まで!

託児所、ご活用ください!

大会 2 日目と最終日は恒例の託児所サービス
も。室内で鬼（?）
のいぬ間に無邪気に遊ぶ子ど
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、存分に活用くださいませ!

大会

いつでもどこでも人気者
急ピッチで進む会場の設営に、さっきまで不
安そうな表情を見せていた愛犬キャッチもど
ことなく和やかに。ショップを訪れたプレー
ヤーたちとホットな交流を深めていました。そ
れにしても、アンタ、どこにいても人気者ね!

カラダと心があったまる〜!

この日は、毎年恒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も。まだ
お昼前だというのに、提供がはじまるやいな
や、あっという間に大行列。会場でたべる豚
汁はホント、最高に美味しいですね!

初日、お疲れさまでした!

正午からはじまったリーグ戦では、ときおり、
小雨のまじるなか、各コートで選手たちがナ
イスファイトを見せてくれました。初日もな
んとか無事終了。選択会で組み合わせを確認
し、あすからいよいよトーナメントです !

ここにもレジェンドが…
こちらは、アルティメットの普及及びドリー
ムカップに大きく貢献されてきたレジェンド
が集合したということで、記念写真を一枚。偉
大な先輩たちのおかげで、この地でアルティ
メットが楽しめているというワケです。感謝!

3日目

2014.03.16（Sun）

ノーコメントで…
久しぶりの大スクーーーーープ !!!! もはや詳解
な説明は必要ないでしょう。当社は人生のご
相談にもおのりいたしておりますが、個人的
な趣味には干渉いたしませんので、どうぞ、2
人だけの時間をお楽しみくださいませ。

こだわりのメダルをどうぞ!

入賞チームのスタッフを含め全員に授与する
オリジナルのメダルつくっちゃいました。富
士山と桜とアルテをモチーフにした精巧デザ
イン、なかなかでしょ! こういうところにこだ
わるのがクラブジュニアです !

いよいよ最終日
今年も最高のフィナーレを

ステージ大活躍!

新設されたメーンステージは閉会式でも大活
躍。ステージ上で入賞者ひとりひとりにオリ
ジナルメダルの贈呈が行われました。やっぱ
ステージあるといいよね ! ディテールも着実
に進化していくドリームカップなのでした。

スタッフで記念に1枚!

いよいよ最終日だとしみじみと想いながら会
場に到着すると、遠ちゃんから激オファーが。
ステージの上でスタッフの集合写真を1枚。そ
うそう、なにかと運営に忙しいスタッフ。撮
れるときに撮っておかなきゃね!

来年こそは優勝!

かぐや姫さまから記念品を贈呈されてニンマ
リの敢闘賞受賞者。大会中は本当にナイスプ
レー＆お疲れさまでした。惜しくも優勝は逃
しましたが、アナタたちのファイトはしっか
りとみんなの脳裏に焼きついているはずです。

強風にも負ケズ!

最終日も気分爽快富士山快晴でしたが、プレ
ーヤーたちの頭をなやませたのが、会場に吹
き荒れた強風。フラッグの曲がり具合にその
状況が見てとれます。ただ、それもある種、
アルテの宿命。風にも負けず ! といきますか!

また来てくれるかな!?

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! と締
めようと思ったら、帰りがけに堤防の上から
手を振ってくれたノリノリすぎる面々。また
来年も来てくれるかな ?いいとも!! なんてね。

No disc , No life
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昨年の 15 回記念大会は、

天候にも恵まれ最高の大会
となりましたが、最高の翌

年は や は り ジ ン ク ス 通 り
か、蓋を開けてみると16回

大会は設営から波乱含みでした。設営日の午前中は小雨。
なんとかコートのマーキングまではできましたが、午後

からの豪雨、強風でその他の設営ができませんでした。
そのため、大会初日は開会式を中止。グラウンドを考慮
し、ゲームは午後からのスタートとし、その間、スタッ
フは早朝から午後のゲーム開始に間に合わせるため、テ
ント、コート、本部、ショップ、テント周りの装飾、決
勝コートを準備。なんとか12時からのゲーム開始に間に

合わせることができました。早朝より食事もせずに設営
を頑張ってくれた全てのスタッフに感謝!

さて、今年のドリームカップも例年同様、日本のみで

はなく、世界中からたくさんの方々にご参加いただきま

本及び世界の大会に協力させていただきます。そして今
年も新しいことにチャレンジした大会となりました。大
会本部とショップの併設、大会期間中の動画配信、画像

91EEMMY
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大阪納豆
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UKI
河童隊〜よっしーに送る愛の河童巻〜
ガジャン
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FOREST〜祝20年
largo
FOXYS!!
DISPA
80ʼs
ぼるたん
ぴーち
経堂ズ
麦酒大王

24位 kuru!
25位 MFD

個人賞

MVP OPEN／松野政宏

WOMEN／木村友紀
MIX／小池裕子

敢闘賞

OPEN／山口崇行
WOMEN／鈴木優子
MIX／遠津英美
社長賞

FOREST〜祝20年

のアップ、オリジナルメダルの製作、パンフレットの小

型化、Dream Newsのカラー化、世界のブランドとの
コラボ商品……まだまだやりたいことがたくさんありま

す。今後の大会も楽しみにしていてください。その他、
昨年好評をいただいた地元推薦のつけナポリタン、富士
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宮焼きそば、お土産品の販売、今回ご協賛いただいてい

2014.04.25

ただきました。毎年恒例の富士市ホテル旅館業組合さん
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る京昌園さんの焼肉弁当、がんもいっちも販売させてい
からの豚汁やお汁粉の無料サービスもあり、今回も富士
市のみなさんの心温まるおもてなしに、心から感謝した
いと思います。今後もクラブジュニアはチャレンジ精神
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。
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最後になりましたが、ドリームカップには多くの方々

した。チーム数は138、参加者2,148名、コート数19。

が携わっています。その多くの方々に心から感謝の気持

た。今後もクラブジュニアはドリームカップを柱に、日

2015年3月、また、ここ富士の地でお会いしましょう!

今年も民間が主催する大会では世界一の大会となりまし
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多磨ペイトリオッツ
33位 獨協大学WAFT!
34位 東京学芸大学ビッグアップル
35位 Happy Campers

吉田昭彦

信州大学LOOSE
ヘイホー
会津大学キャットバックス
東京外国語大学MAX
CHAOZ☆

Mix

MANEUVERS
大阪体育大学BOUHSEARS
Pity's
TRIGO
GARNET'S
EST
京都大学BREEZE
幸 光子〜MITSUKO〜
千葉大学MISTRAL
日本大学Hummingbirds
Pooooo!
愛知学院大学Roly-Poly
Light Wings
BOMBERS
筑波大学INVERHOUSE
ASA-MAC'S

Letter to All ULTIMATE Player
代表取締役社長
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優勝
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33位 美技
37位 大阪大学ENN
獨協大学WAFT!
信州大学LOOSE
愛知淑徳大学GARNET'S
41位 佛教大学sallian∞joseph
國學院大學TRIUMPH
BIG BOMBERS
中京大学FLIPPERS
45位 龍谷大学ロッカエア
筑波大学INVERHOUSE
JUNK
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Open

ちをこめ、ありがとうの言葉を贈りたいと思います。
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。

