
       

          

第１回 北海道オープン ディスゴルフ トーナメント 
 

 

                 

 

  開催日：２０１２年６月２３日（土）、２４日（日） 

 

   会場：北海道立噴火湾パノラマパーク 特設コース 

 

   主催：日本ディスクゴルフ協会、北海道ディスクゴルフ協会 

 

   主管：第１回北海道オープンディスクゴルフトーナメント実行委員会 

 

   協力：八雲町、噴火湾パノラマパークＰＦ(株)、(株)小学館集英社プロダクション 

 

後援：(財)日本レクリエーション協会、日本フライングディスク協会 

      北海道、北海道新聞社（函館支社） 

 

   提携・協賛：Hero Disc, Disc Sports, Innova Champion Discs 

公認：ＰＤＧＡ（世界ディスクゴルフ協会） 

<主催者挨拶> 

北海道において初めてのＪＰＤＧＡ公式戦、北海道オープンディスクゴルフトー

ナメントがこの度 噴火湾パノラマパークでの開催の運びとなりました。このコース

は施設の整った道立公園の中にあり、山や海の美しい自然に囲まれた素晴らしい環

境の中にあります。日本トップレベルの選手たちのプレーを間近で見ることのでき

る貴重な機会です。是非その素晴らしいプレーをご堪能ください。 

日本ディスクゴルフ協会・北海道ディスクゴルフ協会 

スポーツ振興くじ助成事業 



<スケジュール> 

●６月２２日（金）  １３：００～  公式練習 

              

●６月２３日（土）    ８：００～  選手受付開始 プロ・アマ部門 

９：００～  開会式、プレーヤーズミーティング 

                  １０：００～  予選第１ラウンド（１８Ｈ） 

                   １４：００～ 予選第２ラウンド（１８Ｈ） 

                   １９：００～  プレーヤーズパーティー（会場内施設にて）  

 

●６月２４日（日）    ７：１５～ 選手受付開始  

７：３０～ノービス部門ミーティング 

８：００～  予選第３ラウンド（１８Ｈ）ノービス部門予選ラウンド 

                   １２：００～  アマ部門決勝９Ｈ（各部門上位４位タイまで） 

                                    プロ部門準決勝９Ｈ、ノービス部門決勝９Ｈ 

１３：３０～  プロ部門決勝９Ｈ（各部門上位４位タイまで） 

                   １５：３０～  表彰式   

 

 ＊参加人数・天候・進行状況等の理由によりスケジュールが変更になる事がありますので予めご了承下さい。 

＊プロ・アマチュア部門は２日間大会、ノービス部門は１日大会となります。 

  

 

<募集部門>        

●プロ部門      ：オープン（年齢性別を問わず参加可） 

（２日間大会） ：レディース（女性のみ、年齢を問わず参加可） 

   ：マスター（40歳以上、性別を問わず参加可） 

   ：グランドマスター（50歳以上、性別を問わず参加可） 

 

●アマチュア部門   ：アドバンスオープン（年齢性別を問わず参加可） 

（２日間大会） ：アドバンスレディス（女性のみ、年齢を問わず参加可） 

：マスター（40歳以上、男女別募集） 

：グランドマスター（50歳以上、男女別募集） 

：シニアグランドマスター（60歳以上、男女別募集） 

：レジェンド（70歳以上、男女別募集） 

 ：ジュニア U10/13/16/19（10/ 13/ 16/19歳以下、男女別募集） 

  

●ノービス部門（１日大会）：初級者対象（年齢・性別に関係なく共通の１部門） 

     ＊ディスクゴルフの基本的なルールに関する知識を持ち、約２年以内の経験者が対象 

     ＊ディスクゴルフ未経験者はご遠慮ください。 

 
＊各クラス共に参加者が３名以上で成立。２名以下の場合は上位クラスに統合エントリーとなります。 

 

 

<定員>   全部門合計で ８０名 
   



<コース概要（予定）> 
 １８ホール、①プロ＝全長１７３３ｍ（１ホール平均約９６ｍ）、②アマ＝全長１４３５ｍ（１ホール平

均約８０ｍ）、パー５５。オープン＆アップダウンがあるバリエーションに富んだコース 

 

<競技内容>  
●プロ部門 ・予選ラウンド：１８Ｈ×３ラウンド＝５４Ｈ 

・準決勝ラウンド：９Ｈ （パーティー数と参加人数の関係でカットの可能性あ 

り。準決勝進出人数はﾌﾟﾚｰﾔｰｽﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞで案内します） 

・決勝ラウンド：９Ｈ（各部門上位４位タイまでが進出） 

 ●アマチュア部門 ・予選ラウンド：１８Ｈ×３＝５４ホール 

          ・決勝ラウンド：９Ｈ（各部門上位４位タイまでが進出） 

  ●ノービス部門・予選ラウンド＝１８Ｈ、決勝ラウンド＝９Ｈ（上位４位まで） 

 

●使用ディスク：PDGA公認 150 オープンクラス＆水に浮くラウンドノーズディスク。 

 

 ●ルール：２０１２年版ＪＰＤＧＡルールを適用します。ローカルルールについてはプレーヤ

ーズミーティングにて説明します。 

 

<参加費>  ※特例により本大会の参加費は一律と致します。   

●プロ部門  ５，０００円 

           ●アマチュア部門 ３，０００円（ジュニア部門   ２，０００円） 

●ノービス部門     １，５００円 

 

<表彰>●プロ部門：1位～４位（参加者が６・７名の場合は３位まで、４・５名の場合は２ 

位まで、３名の場合は１位のみ表彰） 

        ●アマチュア部門：１位～３位（参加者が４・５名の場合は２位まで、３名の場合は１

位のみ表彰） 

        ●ノービス部門表彰：１～３位 

 

 

<参加者特典> ●参加日のプレーと公式練習日・時間における練習＆プレーヤーズキット 

 

 

＊この大会はスポーツ振興くじ助成金を受けて実施しています。 

     

  
 

スポーツ振興くじ助成事業 



<プレーヤーズパーティー> エントリー用紙にてお申し込みください。 

日時：６月２３日（土）１９時～２１時 

会場：オフィシャルホテル（大会会場内）＝オートリゾート八雲にて。 

会費：２０歳以上＝３，０００円（アルコール込み）、２０歳未満＝２，０００円  

オフィシャルホテルに宿泊していない方もお申し込みいただけます。 

オフィシャルホテルに宿泊している方は当日の夕食を兼ねています。 

（メニュー＝予定）焼肉（ジンギスカン、牛肉、豚肉、ホルモン、野菜、焼きそば 等） 

            キャンプ場オリジナルほうとう汁、いかめし、ホタテ焼き、山菜づくし 等 

 

<朝食・昼食・夕食（パーティー以外）について>  

大会会場並びにその周辺にはｺﾝﾋﾞﾆ・ﾚｽﾄﾗﾝ等はありません。飲料自販機のみあり。 

事前予約にて大会中（前後日程中を含む）お食事の注文を受け付けします。 

エントリー用紙にてお申し込み下さい。 

     昼食は大会本部＝選手控え場所にてご用意。朝食・夕食は大会会場内のオフィシャルホ

テル＝オートリゾート八雲＝キャンプ場内にてご提供致します。 

     オフィシャルホテルに宿泊していない方もお申し込みいただけます。 

     昼食のみ事前振り込み、朝食・夕食は当日精算となります。 

    （メニュー＝予定）八雲特選カレー、野菜サラダ、てんぷら、焼き魚（鮭）、納豆、焼き海苔、 

              筋子、ホタテ甘露煮、キャンプ場オリジナルぎょうざ、ホタテ串焼き、山 

菜各種、カニめし、鮭いくらの二色丼 その他 より。 

■朝食＝800円 (弁当+旬の山菜類+お茶） 

■昼食＝1200円 （弁当+旬の山菜類+お茶） 

■夕食（パーティーを除く）＝ 1500円 （弁当 orバイキング） 

      

<申し込み方法> 
●エントリーフォームに必要事項をご記入の上，ＦＡＸ、郵便またはＥメールにて 

ＪＰＤＧＡ本部事務局までお申し込み下さい。参加料は銀行振込、郵便振替にてお願いします。 

振込・郵送先 

・銀行振込：みずほ銀行熊本支店 普通１０６９６７５日本ディスクゴルフ協会 

・郵便振替：０１７００－８－１３２８５６ 日本ディスクゴルフ協会 

〒８６０－００８８ 熊本県熊本市北区津浦町１３－４７ 日本ディスクゴルフ協会 

TEL,FAX 096-200-2336 ・Eメール    office@jpdga.jp 

    

<締め切り>  ●６月１２日(火)必着 
・エントリーフォームと参加料入金の両方の締め切りとなります。 

・レイトエントリー（遅延申込）は，１,０００円が加算されます。 

 また、プレーヤーズキットの手配が間に合わない場合があります。 

・締め切り後の登録部門変更・取り消し・返金は出来ません。 

・締め切り日前に定員に達した場合はその時点で締め切りといたします。 
 
＜ヒーローディスクのプロショップ出店あり！＞  

mailto:office@jpdga.jp


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ご利用料金（1泊あたり） 

ロッジ 1 棟あたり 

（定員 5 名） 

平日宿泊（団体割引適用） 土曜日宿泊（団体割引適用） 

8,000 円（入場料別途） 9,600円（入場料別途） 

●入場料が別途必要となります。入場料=500円(中学生以上)/250円(中学生未満)/1人/1回、連泊でも 1回のみ。 

●チェックイン 14：00～   ●チェックアウト 11：00まで 

※上記ご利用料金は団体割引が適用されています。 ※ご就寝は寝袋（5名分まで）をご利用いただきます。 

※ロッジ 1棟につき車両は 2台まで駐車可です。3台目以降はキャンプ場指定の場外駐車場をご利用ください。 

※当ロッジは洗面用具などアメニティのご用意はございませんので、お忘れなくご持参ください。 

※キッチンや調理器具、食器類はご用意しております。ご自由に食材をお持ちいただき調理できます。 

※食品、ドリンク、酒類などは場内の売店にて販売しております。どうぞご利用ください。 

■エントリー用紙にてご予約ください。相部屋希望の方は主催者側にて部屋割りを調整いたします。 

■大会に出場しない同伴・観戦者で宿泊を希望する方もエントリー用紙にてお申し込みください。 

■キャンプ場では直接予約を受け付けいたしません。全て JPDGA本部にて予約を承ります。 

■部屋数に限りがありますので、お早めにお申し込みください。満室になりました場合は、会場周辺にホテルがございますので  

各人でお申し込みください。 

■ご利用料金は現地にて直接キャンプ場にお支払ください。尚、規定によりキャンセル料が発生いたしますのでご了承ください。 

  ・前々日から前日のキャンセル 宿泊料金の 50％  ・当日不泊 宿泊料金の 100％ 

 
 オートリゾート八雲   〒049-3124 北海道二海郡八雲町浜松町 368-1 

                  TEL.0120-415-992 （10：00～17：00） 

＜宿泊案内①＞  オフィシャルホテル 

★プレイヤーズパーティー(6/23 夜)も 

本キャンプ場内で実施されますので、 

ゆっくりと お過ごしいただけます。 

★本キャンプ場は大会コースに隣接して

おり、練習や移動にとても便利です。 

★宿泊利用の方には、近接の八雲温泉割引

チケットを販売しています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ご利用料金（1泊・１サイトあたり） 

 平日宿泊（団体割引適用） 土曜日宿泊（団体割引適用） 

カーサイト ABD 

（電源有・シンク有・野外炉有） 
1,500 円（入場料別途） 1,750 円（入場料別途） 

カーサイト C 

（電源有・シンク無・野外炉有） 
1,000 円（入場料別途） 1,250 円（入場料別途） 

フリーテントサイト 

（電源無・シンク無・野外炉無） 
250円（入場料別途） 500円（入場料別途） 

●入場料が別途必要となります。入場料=500円(中学生以上)/250円(中学生未満)/1人/1回、連泊でも 1回のみ。 

●チェックイン 13：00～   ●チェックアウト 11：00まで 

※上記ご利用料金は団体割引が適用されています。  

※テントや寝袋は、別途、有料レンタルをご利用ください。料金など詳しくはホームページをご覧ください。 

※カーサイト ABCDは 1サイトにつき車両は 2台まで駐車可です。3台目以降はキャンプ場指定の場外駐車場をご利用ください。 

※フリーテントサイトはご予約状況により車両を指定の場外駐車場に駐車いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。 

※食品、ドリンク、酒類などは場内の売店にて販売しております。どうぞご利用ください。 

■エントリー用紙にてご予約ください。 

■大会に出場しない同伴・観戦者で宿泊を希望する方もエントリー用紙にてお申し込みください。 

■キャンプ場では直接予約を受け付けいたしません。全て JPDGA本部にて予約を承ります。 

■サイト数に限りがありますので、お早めにお申し込みください。満室になりました場合は、会場周辺にホテルがございますので

各人でお申し込みください。 

■ご利用料金は現地にて直接キャンプ場にお支払ください。尚、規定によりキャンセル料が発生いたしますのでご了承ください。 

  ・前日のキャンセル 宿泊料金の 50％  ・当日不泊 宿泊料金の 100％ 

 
 

オートリゾート八雲   〒049-3124 北海道二海郡八雲町浜松町 368-1 

                  TEL.0120-415-992 （10：00～17：00） 

＜宿泊案内②＞  オフィシャルホテル 

★プレイヤーズパーティー(6/23夜)も 本キャンプ場内で実施されますので、 ゆっくりとお過ごしいただけます。 

★本キャンプ場は大会コースに隣接しており、練習や移動にとても便利です。 

★宿泊利用の方には、近接の八雲温泉割引チケットを販売しています。 

 



＜アクセス＞ （会場）北海道立噴火湾パノラマパーク   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オフィシャルホテルは 

パノラマパーク内にあります。 

オフィシャルホテル 

オートリゾート八雲 

大会コースエリア 

大会本部 



 
第１回 北海道オープン エントリーフォーム 

     申込日 2012年  月  日  

フリガナ 

 

氏 名 

生年月日 

 

    年   月   日生 

 

□男  □女 

 

JPDGA# 

PDGA# 

JFDA# 

住 所        都 道  〒 

 

府 県 

TEL/携帯番号 FAX e-mail 

 

プロ部門     □ オープン  □ レディース  □ マスター  □ グランドマスター 

  

アマチュア部門  □ オープン    □ レディース  ←必須 

参加部門             □ U10   □ U13   □ U16   □ U19  □ アドバンス   □ マスター           

□グランドマスター   □ シニアグランドマスター   □ レジェンド 

 

ノービス部門    □ ノービス部門  

支払方法     □銀行振込  □郵便振替  □その他 振込日  月  日 

参加費 
プロ部門 ＝5000円、アマチュア部門 ＝3000円（ジュニア U10/13/16/19＝2000円） 

ノービス部門＝1500円 
       円 

チ              昼食（お弁当） ①22日(金)＝  食,②23日(土)＝  食,③24日(日)＝  食 計1200円×  食             
       

円 

パーティー 

（23 日夕食） 

 

（２０歳以上＝３０００円）×  人、   （２０歳未満＝２０００円）×  人 

 

       
円 

宿泊予約 

オフィシャル 

    ホテル 

         同室者名（決まっている場合）  □ 相部屋希望 or OK 

 

□ ２１日（木）                              

 

□ ２２日（金）                              

 

□ ２３日（土）                              

 

□ ２４日（日）                              

 

□コテージ  □フリーテントサイト  □カーサイト ABD  □カーサイト C                         

 

事前予約 

 

(現地精算) 

 朝食（予約） 

   800 円 
①22日(金)＝  食、②23日(土)＝  食、③24日(日)＝  食、④25日（月）×  食 

事前予約  

（現地精算） 

 夕食（予約） 

1500 円 
①21日(木)＝  食、②22日(金)＝  食、③24日(日)＝  食、(23日はパーティー) 

事前予約 

（現地精算） 

 合計入金額  円 

誓 約 書 

私は、【第１回北海道オープン】への参加にあたり、下記のことを誓約いたします。 

 

●私はトーナメント主催者による全ての大会規約、規則、指示に従うことに同意します。 
●私は大会において、私は大会において、インターネット、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等の報道機関が私を
撮影、取材し、それをディスクゴルフ及び大会の報道の目的で放送（生中継を含む）又は掲載することに同
意します。 

●私は私個人の所有品及び競技用具の管理について、一切の責任を持ち、トーナメント主催者に対してその紛
失、破損等の責任を一切問いません。 

●私はトーナメント中に発生した事故などの責任を一切トーナメント主催者に問いません。 
●私は気象条件の悪化及び競技環境の不良等により競技日程あるいは競技内容に変更があっても異議を申し
ません。またトーナメントが成立した場合、参加費の返金を請求しません。 

●私はこの大会に関する事前振込全ての返金の請求は致しません。 
 署名                 印 


