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IFAF フラッグフットボール世界選手権 2021 大会要項 

 

1 大会名称：IFAF Flag Football World Championship 2021 

2 主 催：国際アメリカンフットボール連盟（IFAF） 

IFAF（International Federation of American Football）  

3 日 程：【大会日程】2021 年 12 月 6 日（月）～8 日（水） 

【遠征日程】2021 年 12 月 3 日（金）～10 日（金） 

4 開 催 地：イスラエル エルサレム市 クラフト・ファミリー・スポーツ・キャンパス 

5 カテゴリー：シニア男子：（18 歳以上）・シニア女子：（16 歳以上） 

6 ル ー ル：IFAF フラッグフットボールルール（5 人制） 

7 大会形式：各組総当たりのリーグ戦、各組上位２チームが決勝トーナメントへ進む 

8 出 場 国：23 か国、男子 21 チーム、女子 18 チーム 合計：41 チーム 

9 公式 HP：https://flagworld21.com/ 

 

◇結果報告 

2021 年 12 月 6 日（月）から 8 日（水）にイスラエルのエルサレムで開催された、IFAF フラッグフットボール

世界選手権 2021（FFWC2021）は、男子日本代表は 21 カ国中 11 位、女子日本代表は 18 カ国中 6

位という成績で大会を終了した。 

欧州の強豪、デンマーク、イタリアと同じグループ C の男子はどちらかに

勝利してグループ上位に食い込みたかったが、初戦のイタリア戦で残り 10

秒から逆転負けを喫し、その後、ブラジル、スイスには快勝したものの、2

勝 2 敗でグループ 3 位となり決勝トーナメント進出は至らなかった。順位

決定戦では総合 9-12 位決定戦に出場し、スペインに 25-26 で惜敗

したが、チーム・ニュートラルに 52-19 で快勝し、11 位で日程を終了す

る。指揮を執った岩井監督は「スピードやサイズに恵まれた選手を発掘し、現代表の熱量にまで引き上げることが

強化の課題」と語った。  

一方、女子日本代表はブラジルとの初戦を惜しくも落としたものの、開催国イスラエルとデンマークに快勝し、2

勝 1 敗でグループ 2 位となって優勝の可能性を残し決勝トーナメントに進出する。決勝トーナメント準々決勝の

相手、前回パナマ大会覇者の米国に対して前半は一進一退の展開となり 18-27 で前半を終了したが、地力に

勝る女子アメリカ代表が後半に追加点をあげ 24-40 で惜敗。女子日本代表の準決勝進出は果たせなかった。

しかし、その後 5 位～8 位決定戦でイタリア代表に 34-28 で勝利し、5

位～6 位決定戦では B ブロック全勝だったパナマ代表に 25-32 で敗れる

ものの 6 位入賞を果たしたことで、女子日本代表は、国際アメリカンフット

ボール連盟から、アラバマ州バーミンガムで開催される 2022 年ワールドゲ

ームズに出場するための暫定的な招待を受けた。 

兼安監督は「ワールドゲームズに向けてパス捕球、ロングパス守備などと共

https://flagworld21.com/


 

 

に、人材発掘を含めて強化を継続して臨みたい」と語った。  

 男子決勝は前回王者のアメリカ代表とメキシコ代表が対戦し、アメリカ代表がラスト 2 分で逆転し 44-41 で勝

利し優勝、メキシコ代表が準優勝という結果となった。 

 女子決勝も、男子同様アメリカ代表とメキシコ代表の対戦となり、アメリカ代表が 31-21 で勝利し優勝、メキシ

コ代表が準優勝となり、男女ともアメリカ代表が優勝という結果で、FFWC2021 は閉幕した。 

 

◇日本代表（男子） 

 

 

1974 年 7 月生まれ 47 歳 ワセダクラブコーチ 

1998 年フラッグフットボールチーム「中野バグース」を創設。主将として 2001 年以降関東オープントーナメント、シニア

日本選手権優勝など数々の栄冠に輝く。 

国際試合では、2004 年 IFAF 世界選手権、2009 年チャンピオンズボウル欧州選手権、など欧州・アジアの各国大

会に出場、2013 年第 1 回世界クラブ招待選手権では優勝を果たす。 

指導者としては 2003 年女子日本選手権優勝、2019 年には U16 選抜チームを率いてメキシコ・カンクンボウルで優

勝。IFAF 世界選手権では 2006 年、2008 年、2018 年、2021 年に男子チーム監督を務める。 

明治大学卒 現在中高校教諭 

 

 

 

WR 1 中垣　佑太 なかがき ゆうた 京都ジュペナイルズ 関西学院大学

WR 2 六川　永一 ろくかわ えいいち 中野バグース 法政大学

WR 3 伊藤　耕世 いとう こうせい 京都ジュペナイルズ 北海道大学

LB 4 池辺　悟 いけべ さとる 上ヶ原Warriors 関西学院大学（在学中）

DB 7 磯野　元浩 いその もとひろ 京都ジュペナイルズ 関西学院大学

CB 9 竹並　快 たけなみ かい 北大阪ハスキーズ 関西学院大学

QB 11 深澤　晴 ふかさわ はる BOOZERS 早稲田大学

WR 13 福田　倫大 ふくだ ともひろ 京都ジュペナイルズ 山口大学

LB 15 植松　遼平 うえまつ りょうへい 千里山ブラックジャガーズ 関西大学

WR 17 中山　勲 なかやま いさお リバーサイドギャンブラーズ市川 立教大学

DB 19 榊原　俊亮 さかきばら としあき リバーサイドギャンブラーズ市川 昭和大学

DB 23 篠原　彰太 しのはら しょうた 中野バグース 法政大学

DB 32 三井　健史郎 みつい けんしろう FFFC川崎フロンティアーズ 神奈川大学

C 39 鈴木　啓太 すずき けいた BOOZERS 國學院大學

DB 40 粟谷　健礼 あわたに たけのり 京都ジュペナイルズ 大阪体育大学

監督 - 岩井　歩 いわい あゆむ ワセダクラブ

OC - 西岡　幸哉 にしおか よしや 中野バグース

DC - 種井　健太 たねい　けんた 中野バグース

FFWC2021 JPN Roster

POS 出身校氏　　名NO. よみがな 所属チーム

よみがなPOS NO. 氏　　名

Staff

所属チーム 出身校

〔監督:岩井 歩〕 



 

 

◇日本代表（女子） 

 

 

1963 年 2 月生まれ 58 歳 FFFC 川崎マロンティアーズ ヘッドコーチ 

大学、社会人でアメリカンフットボールをプレイ。 

2002 年から FFFC 川崎フロンティアーズでフラッグフットボールをプレイ、2013 年度日本選手権優勝。国際大会で

は 2014 年 IFAF 世界選手権に出場している。 

指導者として 1999 年より FFFC 川崎マロンティアーズ（女子チーム）を指導、2005 年よりヘッドコーチを務め、そ

の年から 2016 年まで日本選手権を 10 連覇している 

IFAF 世界選手権では監督として 2006 年～2021 年、8 大会連続で女子チームを率いる。 

日本体育大学卒  フィットネストレーナー 

 

 

◇大会関係者 

 

C/LB 1 佐藤　由樹 さとう ゆき Z、アイリス 慶應義塾大学

C/LB 2 森永　瑚雪 もりなが こゆき 熊本リトルマーベリックス ルーテル学院高等学校（在学中）

WR/DB 5 金谷　明咲妃 かなたに あさひ 関西大学Tailers 関西大学（在学中）

WR/LB 7 近江　佑璃夏 おうみ ゆりか Z、アイリス 立命館大学（在学中）

WR/DB 9 中畑　友里 なかはた ゆり 宝塚ポラリス 大阪医科薬科大学（在学中）

QB/DB 10 磐田　千紘 いわた ちひろ HYPERION東京 慶應義塾女子高等学校（在学中）

QB/WR/DB 11 上松　あかり うえまつ あかり HYPERION東京 慶應義塾女子高等学校（在学中）

QB/DB 12 目黒　七星 めぐろ ななせ FFFC川崎マロンティアーズ 神奈川県立横浜栄高等学校

WR/DB 13 橋本　唯菜 はしもと ゆいな 武庫川女子大学GeNTLeBReeZe 武庫川女子大学（在学中）

WR/DB 17 中澤　奏子 なかざわ かなこ FFFC川崎マロンティアーズ 成城大学

WR/DB 18 三宅　萌 みやけ もえ 虹翔∞（にじかけるえいと） 武庫川女子大学（在学中）

WR/DB 19 佐藤　和子 さとう かずこ FFFC川崎マロンティアーズ 同志社大学

WR/LB 24 高澤　愛実 たかさわ あいみ FFFC川崎マロンティアーズ 玉川大学

WR/DB 26 阿部　優子 あべ ゆうこ FFFC川崎マロンティアーズ 神戸大学

C/LB 71 加藤　純奈 かとう じゅんな HYPERION東京 慶應義塾大学

監督 - 兼安 祥二 かねやす しょうじ FFFC川崎マロンティアーズ

OC - 杉田 英司 すぎた えいじ FFFC川崎マロンティアーズ

AC - 津金 智子 つがね ともこ FFFC川崎マロンティアーズ

Staff - 杉田 澄名 つがね ともこ FFFC川崎マロンティアーズ

氏　　名 出身校NO. よみがな

NO.

POS 所属チーム

Staff

FFWC2021 JPN Roster

POS 氏　　名 出身校よみがな 所属チーム

CDM - 輿　亮 こし　まこと 公益社団法人日本アメリカンフットボール協会

審判員 - 根岸　作力 ねぎし　つとむ 関東審判部（FOA-E）

審判員 - 平澤　幸一郎 ひらさわ　こういちろう 関東審判部（FOA-E）

# NO. 氏　　名 よみがな 所属

大会関係者

〔監督:兼安 祥二〕 



 

 

◇〔MEN GROUP〕●男子グループ分け 

 

◇男子：グループ戦（戦績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group 参加国 

A Chile France Spain USA India  

B Austria Belarus  Korea Panama Team Neutral  

C Brazil Denmark Italy Japan Switzerland  

D Finland Germany Israel Mexico Slovakia  Thailand 



 

 

◇男子：決勝トーナメント 順位決定戦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

◇〔WOMEN GROUP〕●女子グループ分け 

 

Group 参加国 

A Finland France Spain Team Neutral USA 

B Belarus Chile Czech Italy Panama 

C Austria Germany Mexico Switzerland  

D Brazil Denmark Israel Japan  

 

◇女子グループ戦（戦績） 

 

 



 

 

◇女子：決勝トーナメント 順位決定戦 

 

大会の行われているクラフトファミリー・スポーツキャン

パスに在イスラエル日本国大使館、水嶋光一大使

と奥様、大使館関係者の方々にお越し頂き、日本

代表チームの試合を観戦、熱い声援を送って頂き、

大使からは選手に直接激励を頂きました。 

水嶋大使は大学時代アメリカンフットボールの選手

だった経験があり、フラッグフットボールにも大変詳しく、

長時間会場にいてくださり、大変熱心に観戦頂きま

した。 

大会関係者にとっても大使の来場はビッグニュースで、

大変喜ばれました。 〔水嶋大使 奥様 を囲む日本代表チーム〕 



 

 

The World Games 2022 について 

 ワールドゲームズ 2022 バーミンガム大会組織委員会（アメリカ合衆国、アラバマ州）は、2022 年 7 月に開

催される「ワールドゲームズ 2022」に、アメリカンフットボールの NFL（National Football League)、国際ワー

ルドゲームズ協会(IWGA)、国際アメリカンフットボール連盟(IFAF)とのパートナーシップのもと、フラッグフットボール

が追加種目として予定し、2020 年 11 月 6 日に開催した国際ワールドゲームズ協会（IWGA）の総会で正

式決定されました。アメリカ国内でワールドゲームズが開催されるのは 1981 年以来、アメリカで絶大な人気を誇る

アメリカンフットボール競技「フラッグフットボール」が 33 番目の競技として追加されます。 

また、招待競技は五つまでが認められており、フラッグフットボールは車椅子ラグビー、ラクロス、デュアスロン（※１）

に続く四つ目として選ばれました。（※1) デュアスロンは、ランと自転車の競技。 

 尚、出場チームについては、男女八カ国の出場が認められ、アメリカの男女チーム以外は、今回の IFAF Flag 

Football World Championship 2021 により、上位 8 チームが暫定的に決定（※2）しました。また、ワールド

ゲームズ 2022 のプレミアパートナーである NFL は、フラッグフットボールのスポンサーとして、この先の二年間、国

際場面でのプロモーションを強化していくことになります。 

（※２）暫定的な決定とは、ドーピング検査の結果を受けて、正式決定します。 

尚、ワールドゲームズ 2022 バーミンガム大会は、世界中のエリートアスリートが 33 種類のスポーツで金メダルを

競う、オリンピックスタイルのスポーツ大会で、100 か国以上から 3,600 人のアスリートが参加するこの国際イベン

トでは、大都市圏の 25 以上の会場で、世界中のファンとバーミンガムコミュニティを結びつけます。 

 大会 40 周年を迎えるワールドゲームズ 2022、バーミンガムは、2022 年 7 月 7 日から 17 日まで開催され、

2 億 5600 万ドルの経済効果を生み出すと見込まれています。ワールドゲームズは、国際オリンピック委員会によ

って承認された組織である国際ワールドゲームズ協会（IWGA）によって開催されます。 

・World Games web site：https://twg2022.com/ 

・Flag FootBall 競技について：https://twg2022.com/2020/flagfootball-nfl/ 

※ワールドゲームズは、IOC 後援で夏季オリンピックの翌年に開催される非オリンピック種目の国際総合競技大

会で、バドミントン、トライアスロン、ビーチバレーボールなどはワールドゲームズからオリンピック正式競技に採用され

ています。2021 年の東京オリンピックの追加５競技はすべてワールドゲームズの競技です。 

https://twg2022.com/
https://twg2022.com/2020/flagfootball-nfl/


 

 

 

ご声援、ありがとうございました。 

 

公益社団法人 日本アメリカンフットボール協会 

 


