
ASO　ディスタンス記録会　２０１６

LALA LILAS杯

大会報告書

平成28年３月12日(土)

名古屋市立苗代小学校PTA　ASO部

名古屋市立守山東中学校PTA ディスクドッチ部



＜開　催　要　項＞

名　称　　　　　　ASO ディスタンス記録会　２０１６

　　　　　　　　　　　　LALA LILAS杯

日　時　　　　　　平成28年３月12日(土)　１０：００～１８：００

場　所　　　　　　全トヨタ労連　つどいの丘　メインアリーナ

主　催　　　　　　名古屋市立苗代小学校PTA　ASO部

　　　　　　　　　　名古屋市立守山東中学校PTA ディスクドッチ部

協　賛　　　　　　LALA LILAS

後　援　　　　　敷島電気㈲/中日信用金庫守山支店/伊藤製作所/FPバンク

　　　　　　　　　リペアホーム岡田/岐阜信用金庫守山支店/コープ小幡店

     　　  　　　　㈱ヨコロ/H27守山東中PTA会長　幾波氏/ダイナゴン㈱

　　　　　　　　　オウンタイム・フジオカ/大島食品工業㈱/雪印メグミルク㈱

　　　　　　　　　坪井中日新聞販売店/内田中日新聞販売店/㈱石川マテリアル

　　　　　　　　　山田中日新聞販売店/芝田中日新聞販売店

　　　　　　　　　スポーツクラブ＆スパ・ルネサンス小幡/V-drug守山小幡店

　　　　　　　　　ドラッグストアスギヤマ千代田店/ザ.ビッグエクスプレス花ノ木店

(順不同)

種　目　　　　協会公認ディスクによるドッチディスタンス公認記録大会

大会趣旨　　従来のディスクドッチでのディスタンス競技会では、参加人数

　　　　　　　　の制限があり希望者全員の参加が困難であった為、部として

　　　　　　　　記録大会を行う事となりました。

部門/資格  各年齢、性別の部門となり、部員である事。



協賛頂いた参加賞＜１例＞→

スケジュール

9：30 集合 （体育館外に集合）

10：00～ 開会式 体操

10：30～ １回目ディスタンス

12：00～12：50 昼食

ゴールドッヂの準備 (ゴール)

13：00～13：50 ゴールドッヂ

14：00～14：50 ２回目ディスタンス

15：00～15：50 ディスクドッチ （表彰式準備）

16：00～16：50 ３回目ディスタンス

17：00～ 閉会式 表彰式 （表彰・参加賞・各賞）

＊清掃を行い18：00までに会場を出る。

朝に渡すもの
１． チームカラーのリストバンド

2. 名札2枚（エコバック ・ Tシャツ）

3. エコバック

4. ごみ袋

分かれて同時進行

昼に渡すもの
１． ワッペン（景品交換用 無くさないよう伝える）

2. 弁当

3. お茶

4. おやつ

閉会式に渡すもの
１． 各賞

2. 参加賞

受
付

荷物置場

ロビー階段の下

受付準備

・チーム票を貼る

・小学生にユニホームを配布

ス
テ
ー
ジ

机 ×1

イス×5

ディスタンス
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レッド ブルー イエロー オレンジ パープル ピンク
1試合
２試合
合計

レッド ブルー イエロー オレンジ パープル ピンク
レッド オレンジ

ブルー パープル
イエロー ピンク

協会審判のお二人

大会を盛り上げて
くれた仲間

ありがとでした

ゴールドッヂ （１３:００～１３:５０）

試合時間 ６分前半のみ 総得点数で順位を決定

ゴール得点 小学生・・・・・・・・・・１ゴール３点

女性（中学生以上）・・・１ゴール２点

中学生以上男性・・・・・１ゴール１点

１試合目 レッド × オレンジ ４試合目 オレンジ × ブルー
２試合目 ブルー × パープル ５試合目 ピンク × レッド

３試合目 イエロー × ピンク ６試合目 パープル × イエロー

ディスタンス

投げる見本を見せてから低学年から順に投げて距離を測定します

協会ルールに伴い、1分間に３投。ディスクはミカサディスクを使用。

ディスクドッヂ （１５：００～１５：５０）

試合時間 １試合3分30秒前後半

Ａ コート Ｂ コート

１試合目 パープル × オレンジ

２試合目 パープル × ピンク

３試合目 ピンク × オレンジ

１試合目 レッド × ブルー

２試合目 ブルー × イエロー

３試合目 イエロー × レッド



氏　名 部　門 性　別 記　録 更　新

岩本　妃奈乃 ４歳 女 ３m５４cm

臼井　大翔 ４歳 男 １１m２１cm new record

岩本　勘汰 5歳 男 １４m２３cm new record

余頃　麗奈 ５歳 女 １１m４３cm

定行　希紘 ６歳 女 ９m１２cm

伊藤　胡汎 ６歳 女 １２m９５cm

宮城　ひなた 小１ 女 １７m４６cm new record

定行　美和 小２ 女 １５m９９cm

臼井　美咲希 小２ 女 １６m２５cm

岩本　泰河 小２ 男 １７m８３cm

夫馬　健一朗 小３ 男 １９m１９cm

近藤　大河 小３ 男 １９m８１cm

佐藤　果帆 小４ 女 ２０m８１cm

宮城　さくら 小４ 女 ２３m９９cm new record

余頃　未来 小４ 女 １９m３５cm

近藤　凌河 小４ 男 ２０m２９cm

関谷　晃平 小５ 男 ２１m８１cm

宮城　芳紘 小５ 男 ２３m９７cm

伊藤　結哉 小５ 男 ２２m０４cm

青山　隼大 小５ 男 ２１m６８cm

瀧本　紗己 小５ 女 ２０m３０cm

奥西　夏季 小５ 女 １４m８３cm

高木　隆雅 小６ 男 ２０m９５cm

服部　颯華 小６ 女 ２０m３１cm

服部　楓世 中２ 男 ２７m７８cm

吉村　優 高２ 男 ２５m３０cm new record

関本　志龍 高３ 男 ２８m４９cm

福西　友子 アダルト 女 １９m１２cm

宮林　美咲 アダルト 女 １６m４４cm

斎藤　百合 アダルト 女 ２１m６６cm

斎藤　亘佑 アダルト 男 ２２m４５cm

林　敬吾 アダルト 男 ２６m２４cm

水間　雄太 アダルト 男 ２４m８２cm

安藤　涼太 アダルト 男 ２４m１３cm

瀧本　有汰 アダルト 男 ２２m７５cm

小島　誉史 アダルト 男 ２５m６７cm

臼井　安紀子 シニア 女 ２２m５３cm new record

近藤　二三 シニア 女 １９m３５cm

定行　里美 シニアアダルト 女 １６m３８cm

宮城　純子 シニアアダルト 女 １４m５０cm

岩本　紗華 シニアアダルト 女 ２１m６９cm new record

余頃　あゆみ シニアアダルト 女 ２１m６０cm

服部　真紀 シニアアダルト 女 １９m０７cm

夫馬　恵 シニアアダルト 女 １９m２２cm

田渕　真紀 シニアアダルト 女 １７m５７cm

臼井　友章 シニアアダルト 男 ２２m１６cm

参　加　者　部　門　記　録　一　覧



宮城　佑輔 シニアアダルト 男 ２５m９８cm

有田　隆 シニアアダルト 男 １７m５４cm

余頃　智 シニアアダルト 男 １７m３４cm

服部　剛之 マスター 男 ２４m９４cm

奥西　勲 マスター 男 ２２m４１cm

佐藤　昌子 マスター 女 １０m９４cm

吉村　みず穂 マスター 女 １５m８１cm

佐藤　美佐 マスター 女 １３m６４cm

伊藤　加余子 シニアマスター 女 ２１m７０cm new record

村瀬　みどり シニアマスター 女 １５m６２cm

関谷　信人 グランドマスター 男 １９m９１cm

関本　裕美 グランドマスター 女 １７m４４cm

渡辺　るり子 グランドマスター 女 １８m６７cm

加藤　豊 シニアグランドマスター 男 ２１m５０cm

斎藤　真澄 シニアグランドマスター 女 １３m５８cm

カメラを向けると、集まってきます(^O^)

年齢は関係ありません（笑）

ピクニック気分で昼食♪



　それでも、１分間に３投。計測も合わせて約３分。

不安ばかりで、始まりました。

　最初の内は、計測も慣れておらず、手間取りまし

たが、進めていく内にスムーズになりました。

　問題としては、ディスタンスという事なので、とに

かく広い会場の確保、又、協会認定の有資格者を

2名確保と、認定測定器準備、この3点はとても大

変で、一クラブでは、最大の難関と思われます。

愛知県フライングディスク協会との相談、協力の元

開催へと繋ぐ事になりました。

ました。ディスタンス単体競技だけでは大変な為、

一時間毎にゴールドッチ、ディスクドッチを、チーム

対戦し、盛り上がっていました。

　勿論、勝利にはこだわりますが、小学生が年上の

人達とチームとなり、試合をする事はあまり無い為、

笑顔が飛び交う貴重な体験となりました。

　競技計測が進み、記録が計測される時は、ドキドキ

仲間が投げる時は、ハラハラと、自然と応援も増えて

行きました。数センチで、飛び上がって喜び、悔しむ

姿は、スポーツの良さが実感できました。

小学1年　女子の部　宮城ひなたさんは、「練習の時

は不安だったけれど、本番で思い切り投げられて良

かったです」と、照れ笑いでした。

小学４年　女子の部　宮城さくらさんは、「１５センチだ

けの記録更新だったけど、すっごく嬉しいです」と笑顔

とまって行動してもらった事で、進行もスムーズになり

　1名の競技という運営の難しさ。

してもらい、最初に6チームに分けてチームごとにま

　参加者は部員という事で希望者全員！

部員総勢１１７名の中から、土曜日というのもあり、

62名の参加になりました。

　競技中の競技者以外の方には、ストラックアウトを

朝早くからというのもあり。眠たい顔が目立ちました

が、しっかり準備もしてくれました。

＜まとめ＞

　本大会は、PTA活動の部としては初の冠大会という

記念になる大会でした。



守山ホームニュース掲載

　開催するにあたって心配事ばかりでしたが、感想としては、みんなでやれば

楽しいと言う事と、それだけディスク競技が好きなんだなって、次回は未定で

すあが、記録更新した方は、他の事にも自信を持ってこれからも頑張れると

思いますし、みんなにとって、とてもいい一生の思い出となりました。

中日新聞掲載

後援のLALA LILAS様

　チーム発足より１６ねんという歴史あるASO部を、みんあで一致団結して

更に盛り上げ、いろいろな競技に挑戦したいと思います。

「もう一回投げさせて」と笑いを誘っていました。

　シニアマスター部門　岩本　紗華さんは、「更なる上

を目指します」と次回もやる気まんまん！又、シニア

部門の臼井　安紀子さんも４歳の大翔君と、記録更

新出来て、喜びも人一倍でした。

　嬉しい思いとは逆に勿論、悔しい方も見えました。

　９cm足りず、岩本さんに届かなかった余頃あゆみさ

んは「悔しいっ」と一言。中学生の服部　楓世君は、



↑
こ
こ
は
親
子
で
更
新
！
↓

こちらも親子更新。いい思い出になりました。⇒

←この二人は姉妹で更新→
集合写真にはいませんが、、

得意げにポーズ

おめでとう日本記録８名更新


