
  第３０回 日本選手権                  

  ディスクゴルフ トーナメント  

  ２０１８年ＪＰＤＧＡ公式戦（ﾅｼｮﾅﾙﾄｰﾅﾒﾝﾄ） 

                              

 

           

                              

   開催日：２０１８年９月２３日（日）、２４日（月） 

 

      会場：舞子ディスクゴルフパーク（新潟県 南魚沼市）特設コース 

 

主催・主管：日本ディスクゴルフ協会 

 

協力：新潟県ディスクゴルフ協会、十日町ディスクゴルフクラブ 

 

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 

         南魚沼市、南魚沼市教育委員会 

 

   提携・協賛：Disc Sports, Innova Japan, 舞子高原ホテル,ＺＵＣＡ 

公認：ＰＤＧＡ 

 

<主催者挨拶> 

ＪＰＤＧＡ公式戦の最高峰、日本選手権ディスクゴルフトーナメントが、今年も

新潟県南魚沼市 舞子ディスクゴルフパークにて開催されます。 

舞子ディスクゴルフパークは、舞子高原スキー場の無雪期に開設されたディスク

ゴルフ専用コースで、日本最大スケールのエキスパートコースを含む計２７ホール

がディスクゴルフファンを待ち構えています。 

今回も日本選手権に相応しい特設コースを設計中です。日本トップレベルの選手

たちが難コースの連続をどう攻略するのか今からとても楽しみにしています。 

是非、ディスクゴルファーのプライドをもって挑戦してください。 
 



<スケジュール> 

●９月２２日（土）  １２：００～  公式練習 

  １６：００～  オフィシャル資格試験          

           

●９月２３日（日）    ８：００～  選手受付開始 

８：３０～  開会式、プレーヤーズミーティング 

                   ９：３０～  予選第１ラウンド（１８Ｈ）ショットガン方式 

                   １３：３０～ 予選第２ラウンド（１８Ｈ）ショットガン方式 

                   １８：３０～  プレーヤーズパーティー（舞子高原ホテルにて） 

 

●９月２４日（月）    ７：１５～ 選手受付開始 

８：００～  予選第３ラウンド（１８Ｈ）ショットガン方式 

                   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（繰り上げ決勝の可能性あり） 

１４：００～  プロ部門決勝９Ｈ（各部門上位４位タイまで） 

                   １６：００～  表彰式 閉会式 

  

＊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・アマチュア全部門共２日間大会となります。 

 

<参加資格>  JPDGA（A・B・F・J）会員及び JFDA（A）会員の方 
        ※エントリーと同時に JPDGA入会手続きも可能です。 

 

<募集部門>        

 
●プロ部門      ：オープン（年齢性別を問わず参加可） 

    ：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、男女別募集） 

   ：グランドマスター（50歳以上、性別を問わず参加可） 

          ：シニアグランドマスター（60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） 

：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（10歳以下、男女別募集） 

   ：ジュニア U13（13歳以下、男女別募集） 

           ：ジュニア U16（16歳以下、男女別募集） 

           ：ジュニア U19（19歳以下、男女別募集） 
  

＊ 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 １００名 

<競技内容>＝全部門２日間大会となります 
●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） 

 

 ●使用ディスク：PDGA公認ディスク（重量制限なし）及び水に浮くラウンドノーズディスク。 

 

 ●ルール：最新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>   
●プロ部門  ９，０００円 

           ●アマチュア部門 ７，０００円 

●ジュニア部門      ３，０００円 

※参加費にはコース使用料＝２０００円が含まれています。   

 

９月２２日１２時まではＤＧコースは一般営業となり大会特設コースでの練習はできません。 

同１２時以降～大会終了までは大会参加選手のみが大会コースでの練習が可能となります。 

大会参加者以外の方・応援・見学・キャディーの方は大会コースでの練習は不可となりますので

一般営業の常設ビギナーコースをご利用ください。 

 

<昼食> 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。 

   事前申し込みによりお弁当（９００円、お茶付き）の注文を受け付けます。 

エントリー用紙にてお申し込み下さい。 

 

<プレーヤーズパーティー>   

   オフィシャルホテル（舞子高原ホテル）にてプレーヤーズパーティーを開催いたします。 

パーティーにおいて２０１７年度年間ランキング表彰を実施致します。 

９／２３（日）１８：３０～  ４０００円（２０歳以上、ビール・焼酎付き） 

                 ２５００円（１９歳以下、ソフトドリンク付き） 

舞子高原ホテル・ロッジに宿泊の方はホテルへ直接お申込みください（１泊２食付プラン+

１０００円でパーティーに参加できます。現地精算）。舞子高原ホテル・ロッジに宿泊され

ない方はエントリー用紙にてお申込みください（ＪＰＤＧＡへ事前振り込み）。 



<宿泊案内> 
 オフィシャルホテル＝舞子高原ホテル・ロッジ：会場でもある舞子高原ホテル・ロッジを是非

ご利用ください。 

料金につきましては別紙を参照してください。長期連休のため本館は定価となります。ロッジ 

は昨年同様の特別料金を設定していただきました＝別紙参照。 

 連休で込み合っている上に部屋数に限りがあります。お早目にお申込みください。満室になり

次第、締め切りとさせていただきます。 

予約・お問い合わせは直接、舞子高原ホテルの方へお願いいたします。電話 or e-mailにて。 

予約時に「日本選手権 特別プラン」ということをお伝え下さい 

 舞子高原ホテル・ロッジ http://www.maiko-resort.com/summer/ 

         e-mail：info-maiko@maiko-snowresort.com 

 〒949-6423 新潟県南魚沼市舞子 2056-108 TEL：025-783-3511  

        

<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>  ●９月１０日(月)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。 

・締め切り時点で部門は確定と致します。 

・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。 
・ＪＰＤＧＡ優先出場資格適用大会となります。 

 

<オフィシャル資格試験実施について> 

 ・オフィシャル資格とはＪＰＤＧＡが定める認定試験に合格することでディスクゴルフのルー  

  ルに精通していることが証明され、公式戦におけるルールの最終判定を行う「オフィシャル」 

  を担うことが出来る資格です。 

 ・大会中以下の予定にて会場内（オフィシャルホテル）においてオフィシャル資格試験を実施

します。受験をご希望の方はエントリー用紙にて申込みください。 

 ・初回の受験料は 3,000円、2回目以降の受験料は 1,500円となります。 

９月２２日（土）１６：００～１７：４０ 

 ※来年度よりＮＴ大会への出場はオフィシャル資格が必要となります。 

http://www.maiko-resort.com/summer/
mailto:info-maiko@maiko-snowresort.com
mailto:office@jpdga.jp


<会場までのアクセス> 

関越自動車道「塩沢石打Ｉ．Ｃ」より車で約５分 

 

越後湯沢駅よりバスで約２０分。 

 

＊送迎バス 
越後湯沢駅～舞子高原ホテル間に送迎バスが運行されます。ご利用希望の方は舞子高原ホテル

へ事前予約をお願いします。 

予約者が無い便は運行されませんのでご注意ください。 

詳細時刻表は宿泊プラン案内の別紙（チラシ）をご覧ください。 

 

舞子高原ホテル 舞子ディスクゴルフパーク 

〒949-6423 新潟県南魚沼市舞子 2056-108 

http://www.maiko-resort.com/ 

TEL：025-783-4100 FAX：025-783-3219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会会場 



第 30回 日本選手権エントリーフォーム 

     申込日 2018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  □ マスター・レディース 

 

□ グランドマスター       □ シニアグランドマスター 

  

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 

 

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 ＝9000円 

アマ部門 ＝7000円、U10/13/16/19＝3000円 
       円 

昼食（お弁当） 23 日(日) 900円  食、 24日（月）900円  食 
        

円 

パーティー 

２３日（日） 

１８：３０～ 

① 舞子高原ホテル・ロッジ以外に宿泊の方でパーティーへ参加される方はご記入
の上に事前振り込みをお願いします。出席者名をご記入ください。 

4000円（20歳以上＝アルコール込み）× 人 出席者名            

 

2500円（19歳以下＝ソフトドリンク込み）× 人 出席者名          

 

② 舞子高原ホテル・ロッジに宿泊の方はホテルへ直接お申込みください。 

宿泊プラン（夕食付きプラン）+１０００円でパーティーに参加可能となります。
詳細は別紙参照。舞子高原ホテル・ロッジに宿泊の方のみ現地精算となります。 

舞子高原ホテルに宿泊の方も下記にパーティー出席者名を記入お願いします。 

出席者名                                

       円 

オフィシャル   

試験 

・受験料＝3000円（初回）、  1500円（2回目以降） 

 

    ２２日（土）16：00～ 

       
円 

 合計入金額  円 

誓 約 書 

私は、【第３０回日本選手権】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。 
●私は大会においてインターネット、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等が私を撮影、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。 

●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。 

●私は締め切り後に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 




