
主催 ： 日本ディスクゴルフ協会 後援 ： 栃木県教育委員会

主管 ： 栃木県ディスクゴルフ協会 公園 ： 宇都宮市教育委員会

公認 ： PDGA（国際ディスクゴルフ協会） 公園 ： 一般社団法人日本フライングディスク協会

協力 ： 宇都宮観光コンベンション協会 公園 ： 栃木県レクリエーション協会

公園 ： 栃木県フライングディスク協会

公園 ： 栃木県障害者フライングディスク協会

COMPLIMENTSCOMPLIMENTSCOMPLIMENTSCOMPLIMENTS あいさつあいさつあいさつあいさつ

　　　今年も宇都宮市清原緑地でプロ部門・2日間、アマ部門・1日、計３日間の熱い大会が行われます。　

　　コースデザインは昨年同様の予定で若干のマイナーチェンジを考えていますが、今年も清原特有の

　　テクニカルな林間コース、アンハイコースの洗礼が皆様を待ち受けていますのでご注意を。

　　　そして大会スタッフ一同は、今年もオモテナシの心で多くの皆様のチャレンジをお待ち申し上げます。

栃木県ディスクゴルフ協会　スタッフ一同　　

SCHEDULESCHEDULESCHEDULESCHEDULE 日日日日　　　　　　　　程程程程

　　７／13（金）

１３：００～ ● 公式練習 　　全部門（プロ・アマ・ジュニア）

　　７／14（土）

１７：４０～ ● 受　　付 ：　プロ部門

１８：１０～ ● 開  会  式 ：　プレイヤーズミーティング

１９：００～ ● 競　　技 ：　プロ部門 予選第１ラウンド（18H）

１３：００～ ● 競　　技 ：　プロ部門 予選第２ラウンド（18H）

　　７／15（日）

０７：２０～ ● 受　　付 ：　プロ部門

０８：００～ ● 競　　技 ：　プロ部門 予選第３ラウンド（18H）

１２：００～ ● 競　　技 ：　プロ部門 準決勝（9H）　 ・ 　■プレイ フォー レヴュー（9H）

１４：００～ ● 競　　技 ：　プロ部門 決   勝（9H）　 ・ 　■公式練習（指定ホール）：アマ部門、ジュニア部門

１６：００～ ● 表  彰  式

　　７／16（月）

０７：４０～ ● 受　　付 ：　アマ部門　・　ジュニア部門

０８：１０～ ● 開  会  式 ：　プレイヤーズミーティング

０９：００～ ● 競　　技 ：　アマ部門、ジュニア部門 予選（18H）

１２：３０～ ● 競　　技 ：　アマ部門、ジュニア部門 決勝（18H）

１５：３０～ ● 表  彰  式

　　　　　開始時間が前後する場合あります。大会本部で
あああああ確認してくださるようお願いします。

2018年　JPDGA公式戦　ABT-A：Area Block Tournament

平成30年 7月 14日(土) ～ 16日(月)

栃木県宇都宮市清原工業団地3号緑地　特設コース

第22回 関東オープン ディスクゴルフトーナメント



CATEGORYCATEGORYCATEGORYCATEGORY 募集募集募集募集クラスクラスクラスクラス

● オープン ：年齢、性別、プロ、アマを問わず参加可

● レディス ：年齢、プロ、アマを問わず女性のみ参加可

● マスター ：性別、プロ、アマを問わず40才以上が参加可

● レディスマスター ：プロ、アマを問わず40才以上の女性のみ参加可

● グランドマスター　　 ：性別、プロ、アマを問わず50才以上が参加可

● シニアグランドマスター ：性別、プロ、アマを問わず60才以上が参加可

予選ラウンド １８H×３ラウンド

準　決　勝 １９H

決　　　勝 １９H

　　　○ スタート方式 予選、準決勝、決勝、すべてショットガン方式

　　　○ 組分け 予選1・2Ｒはミックスパーティ、予選3Ｒ・準決勝はクラス別パーティの予
定ですが、競技の円滑な進行のため一部のパーティがミックスになることも
あります。

● アドバンス ：年齢問わず

● マスター ：４０才以上

● グランドマスター ：５０才以上

● シニアグランドマスター　 ：６０才以上

● レジェンド ：７０才以上

　　　＜ジュニア部門＞ ● ジュニア（U10 / U13 / U16 / U19）：１0才以下、13才以下、16才以下、19才以下

予選ラウンド １８H 　予選・決勝ともショットガン方式スタート

決勝ラウンド １８H 　アマの決勝は全員

● 募集人数 プロ部門　72名　、　アマ部門・ジュニア部門　72名

● クラス成立条件 参加者が３名以上にて成立。不成立の場合は上位クラスに統合となります。

ジュニア部門は不成立の場合でもアマ部門への統合をいたしません。実施せず

といたします。

ENTRY-FEEENTRY-FEEENTRY-FEEENTRY-FEE 参加料参加料参加料参加料

● 会員＝６,０００円 （非会員＝10,０００円） 《会員内訳》  ○ JPDGA会員（Ａ・Ｂ・F・J）

● 会員＝３,０００円 （非会員＝07,０００円）  ○ JFDA会員（Ａ）

● 会員＝２,０００円 ○ JPDGA栃木会員

OFFICIALOFFICIALOFFICIALOFFICIAL・・・・RULERULERULERULE オフィシャルオフィシャルオフィシャルオフィシャル・・・・ルールルールルールルール

　　　○ オフィシャル　　　　：　阿久津英隆　　　五味渕一彦

　　　○ ルール 　　　　　  　：　最新のJPDGAルールの適用

　　　○ ローカル・ルール　　：　プレイヤーズミーティングにて説明します。またコースマップにも記載します。

　　　○ 使用ディスク　　　　：　PDGA及びJPDGA公認ディスクとします。

ＰＲＩＺＥＰＲＩＺＥＰＲＩＺＥＰＲＩＺＥ 表表表表　　　　　　　　彰彰彰彰

● 各部門１位～４位を表彰 副賞は参加人数の上位10％まで授与

成立部門の参加者が３名以下の場合は１位のみ表彰

　　　　　同様に４名～５名の場合は２位まで表彰

　　　　　　　　６名～７名の場合は３位まで表彰

　　　　　　　　　　　８名以上にて４位まで表彰

● 各部門１位～３位まで表彰 成立部門の参加者が３名以下の場合は１位のみ表彰

　　　　　同様に４名～５名の場合は２位まで表彰

　　　　　　　　　　　６名以上にて３位まで表彰

  予選スコア、上位50％までが準決勝へ進出

　　■「プレイ フォー レヴュー」
あ　　 予選敗退者は準決勝と同時に「プレイ フォー レヴュー」として
あ　 　９Hプレイしていただけます。ただし、本プレイは非公式プレイ
あ　　 のため決勝には進めません。またスコアは公式記録として残りま
あ　　 せん。なお本プレイは希望者のみのプレイとなります。参加希望
あ　　 の方はエントリーフォームの所定の欄にチェックを入れてお申し
あ　 　込みください。（当日申込不可）

　　　＜プロ部門＞

  準決勝までのトータルスコア上位４位タイまで決勝進出

　　　＜アマ部門＞　 各部門とも男女別

＜募集人数・他＞　

　　ただし、参加人数が９名以下のクラスは準決勝を行わない
ああプロ6部門の参加人数合計が３６人以下の場合は全員準決勝進出

　　　＜プロ部門＞

　　　＜アマ部門＞

※ 定員に達した場合はJPDGA公式戦優先出場資格を適用するものとします。

　　　＜プロ部門＞

　　　＜アマ部門＞

　　　＜ジュニア部門＞ （会員・非会員同額）

　　　＜ジュニア部門＞



APPLICATIONAPPLICATIONAPPLICATIONAPPLICATION 申込申込申込申込みみみみ・・・・問合問合問合問合せせせせ

　　　　● エントリーフォームに必要事項を記入の上、FAX、郵送またはE-mailにてお申し込み下さい。エントリー

フォーム提出後1週間以内に参加料を銀行振込、郵便振替または現金書留にて納入して下さい。エントリー

フォームのご提出で「受付」とさせていただきますが、入金が確認できない場合、エントリーの取り消しと

させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。なお、必必必必ずずずずエントリーフォームエントリーフォームエントリーフォームエントリーフォームをごをごをごをご提出提出提出提出くくくく

ださいださいださいださい。。。。フォームの使用のないエントリーは受付いたしませんので、ご協力をお願いいたします。

● 締め切り時点で部門は確定し、以後エントリーの変更はできません。

● エントリーリストは当協会ホームページ上に掲載していきます。運営上の事情を除き、定員を超える受付は

いたしませんので、定員間際でのお申込みの際は事前に電話もしくはメールにて確認の上、エントリーされ

ますようご協力ください。

● 6月9日（土）時点で定員に達した部門は募集終了となりますが、キャンセル待ちを受け付けますので電話

もしくはメールにてお問い合わせ下さい。

● 締め切り日以前のキャンセルにつきましてはエントリーフィを返金いたしますが、振込手数料を除く金額の

返金となりますので、あらかじめご了承ください。

　　　　● 申込み 栃木県ディスクゴルフ協会・関東オープン受付事務局（担当：花園）

問合せ先 　住所 〒320-0043　栃木県宇都宮市桜2-5-30　福田ビル2F

　Tel 028-622-8612　もしくは　090-9958-6031　　　 

　Fax　 028-622-8612　　　

　E-mail waft_kh@ybb.ne.jp
　銀行振込 足利銀行　一条町支店　 （普）3056345　　栃木県ディスクゴルフ協会

　郵便振替 00140-2-187500 〃

Application periodApplication periodApplication periodApplication period 申込期間申込期間申込期間申込期間

　　　　● 受付開始 2018年　5月　14日（月）

　　　　● 受付終了 2018年　6月　29日（金）　※ 必着ですので郵送の場合、余裕を持って投函してください。

レイトエントリーレイトエントリーレイトエントリーレイトエントリーのののの受付受付受付受付はありませんのでごはありませんのでごはありませんのでごはありませんのでご注意下注意下注意下注意下さいさいさいさい。。。。

ETCETCETCETC．．．． そのそのそのその他他他他

● 本年度よりごみの収集はいたしませんので各自お持ちかえりくださるようご協力をお願いいたします。

　　　　● 大会は雨天決行ですが、天候や災害、その他やむを得ない事情により競技内容を変更する場合があります。

　　　　● 大会当日の連絡先　　　090-1506-5788（阿久津）　または　090-1252-6522（釜井）

ACCESSACCESSACCESSACCESS 会会会会　　　　　　　　場場場場

6666月月月月8888日日日日（（（（金金金金））））までにまでにまでにまでに定員定員定員定員にににに達達達達したしたしたした場合場合場合場合ははははJPDGAJPDGAJPDGAJPDGA公式戦優先出場資格公式戦優先出場資格公式戦優先出場資格公式戦優先出場資格をををを適用適用適用適用するものとしますするものとしますするものとしますするものとします。。。。

大会会場

東北自動車道
鹿沼インターより50分

東北自動車道
宇都宮インターより40分

JR宇都宮駅

大会会場は県道408号
線より1本東側の道路
（清原学園通り）沿い
です。

カーナビでは以下で検
索してください。

①「清原中央小学校」
　TEL：028-667-0106

②「清原３号緑地」
　宇都宮市道場宿町
　530番地

北関東自動車道
上三川インターより20分

北関東自動車道
真岡インターより15分



関東オープン会場および駐車場のご案内

清原中央小学校
（028-667-0106）

水洗トイレ

駐車場

大会本部大会本部大会本部大会本部こちらのこちらのこちらのこちらの駐車場駐車場駐車場駐車場はははは
使用使用使用使用できませんのできませんのできませんのできませんの
でごでごでごでご注意注意注意注意くださいくださいくださいください。。。。

大会会場大会会場大会会場大会会場
北北北北コースコースコースコース

大会会場大会会場大会会場大会会場
南南南南コースコースコースコース



〒　　　- 携帯

TEL

FAX

　                  　　

  

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 私はトーナメント期間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。

(5) 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。

(6) 私はエントリー締め切り後にトーナメント参加に関する事前振込全ての返金請求は致しません。

署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　※ 未成年者の場合は保護者の方の署名をお願いします。

-　　　　　-  

（　　　　）

□ ２,０００円

□　参　加

ア　　マ

プ　　ロ □ 6,０００円

□グランドマスター　　 □シニアグランドマスター 　　 □レジェンド

（　　　　）

支 払 項 目 会　　員

　□アドバンス　　　　□レディス　　　　□マスター

□男　□女 ジュニア　　　□U10　　　　□U13　　　　□U16　　　　□U19　　　　1

部　門

参 加 部 門

プ　ロ

ア　マ

非　会　員 

支払方法 □ 銀行振込　□ 郵便振替　□ 現金書留　□ その他(　　　　)

□ 17,０００円

プレイ フォー レヴュー

参   加   料

ジュニア

□ ３,０００円

□ 10,０００円

２０２０２０２０18年18年18年18年　　　　　　　　月月月月　　　　　　　　日日日日第22回 関東第22回 関東第22回 関東第22回 関東オープン エントリーフォームオープン エントリーフォームオープン エントリーフォームオープン エントリーフォーム

フリガナ　　　　　

　　　　　　氏　
　名

PDGA#

（　　　才）

［□男／□女］

ＪＰＤＧＡ＃又はＪＦＤＡ＃生年月日：  昭 ・ 平　　　　年　　　　月　　　　日 生

記

               □ＪＰＤＧＡ  　　 □ＪＰＤＧＡ栃木 　　   □ＪＦＤＡ

住　　所

所　属　協　会

　□グランドマスター　　　□シニアグランドマスター

　□オープン　　　□レディス　　　□マスター　　　□レディスマスター

私は第22回 関東オープン・ディスクゴルフ・トーナメントへの参加にあたり、下記のことを誓約致します。

　※参加の場合のみチェックを入れてください。

－　誓　約　書　－

 入金日 ：　　　月　　　日付

＜通信欄＞


