
２０１８年 JPDGA 公式戦（ABT-B） 

第１４回京都クラシックディスクゴルフトーナメント 募集要項 

 

     

 

  

 

 

 

期 日  平成３０年 11 月１７日（土）・１８日（日） 

会 場  京都府立丹波自然運動公園 特設 18ホール（本部・球技場） 

       （〒622-0232 京都府船井郡京丹波町曽根崩下代 110-7） 

                          URL http://www.kyoto-tanbapark.or.jp 

主 催  日本ディスクゴルフ協会（JPDGA） 

共 催  京都府立丹波自然運動公園 

主 管  京都府ディスクゴルフ協会 

協 力  京都府フライングディスク協会 

後 援  京都府・京丹波町・京都府体育協会・京都新聞社・日本フライングディスク協会 

     京都府レクリエーション協会（以上、予定） 

協 賛  Disc Sports（予定） 

 

JPDGA はプレーヤーの個人賠償責任保険加入を勧めています。 

 



ご挨拶 

 暑かった夏もようやく涼風の気持ちよい季節となりました。 

 今年も京都クラシックを丹波で行うこととなりました。 

 紅葉のきれいな山のコース、池越えのスリリングなホール、名物の投げ下ろしホールも皆

さんのお越しをお待ちしています。 

 とは言うものの、少し意地悪な工夫もしようかな？ なんて思っています。 

 秋の味覚とともにご参加をお待ちしています。 

京都府ディスクゴルフ協会  栗山 靖巳 

大会スケジュール  

 11 月 16 日（金） １３：００～ 公式練習（時間前の特設コースでの練習不可） 

  

 11 月 17 日（土） 

   ９：００   全部門受付開始 

   ９：２０   開会式・プレーヤーズミーティング 

  １０：００   プロ・アマ各部門  第１R（１８H） 

 １３：３０   プロ・アマ各部門  第２R（１８H） 

  １６：３０   アマ１day 部門表彰式 

  １８：３０～  懇親会（宿泊棟にて）  

 

 11 月 18 日（日） 

   ８：００   プロ部門チェックイン 

          アマ１day 部門受付・アマ２day 部門チェックイン開始 

   ８：２０   アマ１day・２day 部門開会式・プレーヤーズミーティング 

   ９：００   プロ予選第３R（１８H） 

          アマ１day 部門 第１R・アマ２day 部門第３R（１８H） 

  １３：００   プロ部門準決勝ラウンド（９H） 

          アマ１day 部門・アマ２day 部門  決勝ラウンド（９H） 

  １４：３０   プロ部門決勝ラウンド（９H） 

  １６：００   表彰式・閉会式 

＊天候などの状況によりスケジュール・競技方法等の変更がある場合があります。 

＊スケジュールは余裕を持って計画していますので、前倒しの可能性があります。注意を！！ 

 

 

 

 

 

 



募集部門 

 プロ部門  参加費 5,000 円（非会員 9,000 円） 

     オープン（年齢、性別を問わず） 

     レディス（女性に限り、年齢を問わず） 

     マスター（40 歳以上、男女別の募集） 

     グランドマスター（50 歳以上、性別を問わず） 

     シニアグランドマスター（60 歳以上、性別を問わず） 

 

 アマ２day 部門  参加費 3,500 円（非会員 7,500 円） 

     アドバンス（年齢問わず） 

     マスター（40 歳以上） 

     グランドマスター（50 歳以上）          全クラス男女別の募集 

     シニアグランドマスター（60 歳以上） 

     レジェンド（70 歳以上） 

 

 アマ１day 部門  参加費 2,500 円（非会員 6,500 円） 

    ２day 部門と同じ。（全クラス男女別の募集） 

 

 ジュニア部門（２day・１day 同じ） 参加費 1,500 円（非会員も同額） 

    U１０（10 歳以下） 

    U１３（13 歳以下） 

    U１６（16 歳以下）     全クラス男女別の募集 

    U１９（19 歳以下） 
   ＊会員とは、JPDGA 会員（C 会員を除く）・JFDA（A）会員・京都府ディスクゴルフ協会会員・ 
    京都府フライングディスク協会会員をいいます。 

 ＊アマ部門は２day と１day がありますので、ご注意下さい。 
  （違うところ･･･２day の 17 日はプロティからチャレンジできます。 

18 日はアマティになります。） 

＊アマ部門は、少し複雑になっていますが、表彰部門を増やすこと、選択肢を多くするこ

とを目的としています。 ご理解下さい。 

＊アマ部門の JPDGA ポイント等について 

   ・17日（土）の１day は、ポイント対象外です。 

   ・18 日（日）の１day は、ポイント対象ですが、２day との統合によりポイント付

与の順位付けを行います。 

   ・２day は、第３ラウンドと決勝ラウンドの成績のみを集計し、18 日の１day と統

合した結果で順位付けを行い、ポイントを付与します。 
      （２day アマの表彰は、2 日間の全ラウンドの成績を集計して 2day アマ部門として表彰します。 また、

18 日１day アマの表彰は、第１R と決勝ラウンドの成績を集計して１day アマ部門として表彰します。） 

   ・このことにより 18 日１day アマと２day アマは、実際の順位とポイント付与の順

位が異なる場合もありますので、予めご承知おき下さい。 

 



募集人数 

 プロ部門・アマ全部門の合計で７２名 

  ＊各部門・各クラスとも締切期日を以って 3 名以上で成立、クラス不成立の場合は上位クラスへ統合。 

 

準決勝・決勝進出について 

 ＊プロ部門の準決勝は参加者全員、決勝は各クラス上位４位タイまでが進出。 

 ＊アマ２day・アマ１day の決勝は、参加者全員 

 

表彰 

 ☆プロ部門：１～４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） 

☆アマ部門：１～３位（４・５名の場合は２位まで、３名の場合は１位のみ表彰） 

   ２day と１day は賞品が異なります。（１day 部門は各日の表彰になります） 

 

使用ディスク・ルール 

 使用ディスクは、PDGA・JPDGA 公認のディスクとします。（重量制限なし） 

ルールは、最新 JPDGA ルールを適用し、ローカルルールは、プレーヤーズミーティン

グ時に説明します。 

 

昼食・懇親会 

 付近にコンビニ等はありませんので、各自でお願いいたします。 

 ＊昼食については、希望者のみ弁当を手配しますので、お知らせください 

  （斡旋弁当６００円 税込・お茶付き） 

 ＊17 日夜に懇親会を開催いたしますので奮ってご参加下さい。 

 （宿泊棟にて 参加費 3,000 円／人） 

20 歳未満は 2,000 円／人） 

 

ご留意いただきたいこと 

 ＊会場宿泊施設は禁煙です。指定場所以外での喫煙はご遠慮下さい。 

特に宿泊部屋内での喫煙は、電子タバコも含めて絶対におやめください。 

  宿泊部屋内での喫煙が判明した場合は、同部屋者も含めて今大会以後の同地で開催され

る大会へのエントリーをお断りさせていただくこともあります。 

 ＊コースマップの事前公開はございません。公式練習日以降の配布となりますので悪しか

らずご承知おき下さい。 



申込締め切り  

11 月６日（火）午後５時 

＊遅れるとレイトエントリー費 1,000 円が発生します。レイトエントリー締切：11 月 14 日正午 

＊締め切り時点で成立部門を確定し、以降のキャンセル、部門変更はできません。 

＊郵送の場合、締切日必着ですので、余裕を持って投函してください。 

 

申込方法と振込先 

（郵便） 

   〒512-0913  三重県四日市市西坂部町 1126 番地 ヘルシーハウス事務所内 

             坂井 美毅 宛 

（FAX） 

   059-331-7668 （枠外に必ず「坂井 宛」と明記のうえ、送信下さい） 

（Web エントリー） 

   http://jpdgamie.org/kyoto/send/ 

      ＊Web エントリーでのお申込みは誓約書に同意されたものとします。 

      ＊ネット環境のある方は、Web エントリーでの申し込みにご協力ください。 

（振込先） 

   京都銀行 上堀川支店 

     普通預金 ３１５６７５５ 

     口座名義人  京都府フライングディスク協会  

会長 栗山靖巳（クリヤマ ヤスミ） 

   ゆうちょ銀行 一〇九支店 

     当座預金 ００７５０７５ 

     口座名義人  京都府フライングディスク協会 

 

お問い合わせ 

 ＊京都府ディスクゴルフ協会 栗山   携  帯０９０－３７２８－７４９４ 

                    メール dan.guri-kyfda222@docomo.ne.jp 

 ＊京都クラシック大会事務局 坂井   メール cycione2009@yahoo.co.jp 

  

  

 

 

 

 

  ＊三重県ディスクゴルフ協会公式ブログでエントリー状況等を更新予定です。（http://blog.jpdgamie/org/） 

 

11 月 16 日～11 月 18 日までの連絡先（この期間以外のお問合せは上記まで） 

 京都クラシック大会事務局・坂井携帯メール 

 b-20-mongol-14-b@docomo.ne.jp 

              坂井携帯 090-1476-3297 

 

http://jpdgamie.org/kyoto/send/
mailto:dan.guri-kyfda222@docomo.ne.jp
mailto:cycione2009@yahoo.co.jp
http://blog.jpdgamie/org/
mailto:b-20-mongol-14-b@docomo.ne.jp


宿泊案内 

 開催会場敷地内に宿泊施設があります。（８人部屋） 

 宿泊希望の方は、エントリー時に一緒に申し込んでください。 

 

 一般 大学生 高校生 小・中学生 

１人１泊 2900 2500 1100 600 

  

  朝食・・・一般、大学、高校生 ６００円／食 

       小・中学生以下 ４７０円／食 

 

開催会場の駐車場は、無料で本部近くにたくさんあります。 

 

会場・交通のご案内 

 大会会場：京都府立丹波自然運動公園 （京都府船井郡京丹波町曽根崩下代 110-7） 

                       TEL ０７７１－８２－０３００ 

  

 電車の場合  JR 山陰本線（嵯峨野線） 「園部駅」下車 バスにて自然運動公園 

 車の場合   京都縦貫自動車道「丹波 IC」より約５分 

  

 

気をつけてお越し下さい。 

お待ちしております

歩道橋を通過し、左側に 

本部があります。 

なお、駐車場は７時まで 

開門しません。 

 



                                                

                                                

申込日     年    月    日 

誓 約 書 

私は、【第１４回京都クラシック】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 

フリガナ 
 
名 前 

生年月日 
 
     年   月   日生 

□男  □女 
JPDGA＃ 
PDGA# 
JFDA# 

住 所  〒 
         都 道 府 県 
 

TEL／携帯 Fax Mail  

 
参加部門 

プロ部門 
□ オープン  □ レディス   □ マスター  □ マスターレディス 
 
□ グランドマスター   □ シニアグランドマスター 

アマ部門 

この２項目
は、チェッ
ク必須！ 

□ オープン       □ レディス 

□ ２day          □ 土曜（１７日）ワンデー 

          □ 日曜（１８日）ワンデー 

□ 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 
 
□ U10   □U13   □U16   □U19 

支払方法 □銀行振込  □郵便振替  □その他（       ） 入金日   月   日 

参加費 

プロ部門 ＝5000 円(非会員９000 円) 
アマ部門２day＝3500 円(同７500 円） 
アマ部門１day＝2500 円（同６500 円） 
U10/13/16/19＝1500 円(会員・非会員共) 

円 

昼食 17 日    食   18 日    食  （＠￥６００） 円 

懇親会 

17 日 18 時半

～ 

□参加  大人   名×3000 円   20 歳未満   名×2000 円 
 
□不参加 

円 

会場宿泊 

□ 希望する（一般 2,900 円、大学生 2,500 円、高校生 1,100 円、中学生以下 600 円） 

       （朝食 高校生以上 600 円、中学生以下 470 円） 

 

16 日泊   人 17 日朝食   食 17 日泊   人 18 日朝食   食 
□ 希望しない 

円 

 合計入金額 円 

第１４回京都クラシック エントリーフォーム 


