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主 催：日本ディスクゴルフ協会 

主 管：PWBF カップ実行委員会 

協 力：株式会社ピカ・静岡県ディスクゴルフ協会 

三重県ディスクゴルフ協会・愛知県ディスクゴルフ協会 

協 賛：イノーバジャパン 

公 認：PDGA・JPDGA 公式戦 

JPDGA では、プレーヤーの個人賠償責任保険への加入を勧めています。 

2019 年度 JPDGA 公式戦 ABT-B 

開催日：２０１９年４月１３日（土）・１４日（日） 

場 所：PICA WILD BASE fujisan 特設コース
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エントリーをお考えの皆さまへ 

富士山麓にある PICA WILD BASE fujisan で公式戦を開催します。 

ゴルフ場の跡地を利用した特設ホールを作って皆さまのお越しをお待ちしてい

ます。 

運がよければ、綺麗な富士山の望みながらのプレーが楽しめるはずです！ 

皆さまのエントリーをお待ちしています。 

 

 PWBF カップ実行委員会 

 

スケジュール 

４月１２日（金） 

  １３：３０～ 公式練習  

（準備の都合上、全ホールの練習ができない場合もあります。予めご承知おき下さい。） 

 

４月１３日（土） 

   ７：３０～  受付開始 

   ８：２０～  開会式・プレーヤーズミーティング 

   ９：００～  プロ部門・アマ部門 予選第１ラウンド（１８H）ティタイム方式 

  １３：００～  プロ部門・アマ部門 予選第２ラウンド（１８H）ティタイム方式 

 

４月１４日（日） 

   ＊本部チェックイン後、ご自身のスタート時間に間に合うようにスタートホールへお越しください。 

   ８：００～  プロ部門・アマ部門 予選第３ラウンド（１８H）ティタイム方式 

  １２：２０～  プロ部門 準決勝ラウンド（９H）ショットガン方式 

          アマ部門 決勝ラウンド（９H）（全員ラウンド）ショットガン方式 

１４：００～  プロ部門 決勝ラウンド（９H）（各部門上位４位タイまで） 

  １６：００～  閉会式・表彰式 

＊天候や参加人数、進行状況等により、スケジュール・競技方法が変更になる場合もあります。 

＊大会会場は地形上、濃霧の発生率が非常に高いところです。濃霧の発生等によりラウンド数が大幅に削

減されることも予想されます、予めご承知おきください。 
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募集クラスとエントリー費 

部 門 クラス エントリー費 

プロ 

オープン（年齢・性別不問） 

会員 ￥8,000 
 

会員以外 ￥12,000 

レディス（女性のみ、年齢不問） 

マスター（40 歳以上）（男・女） 

グランドマスター（50歳以上、性別不問） 

シニアグランドマスター（６０歳以上、性別不問） 

アマチュア 

アドバンスオープン（年齢・性別不問） 

会員 ￥6,000 
 
会員以外 ￥10,000 

アドバンスレディス（女性のみ、年齢不問） 

マスター（４０歳以上）（男・女） 

グランドマスター（50歳以上）（男・女） 

シニアグランドマスター（60 歳以上）（男・女） 

レジェンド（70 歳以上）（男・女） 

アンダー１０（１０歳以下）（男・女） 

￥3,000 
（会員の方も 
会員でない方も 
同一料金） 

アンダー１３（１３歳以下）（男・女） 

アンダー１６（１６歳以下）（男・女） 

アンダー１９（１９歳以下）（男・女） 

※会員とは、JPDGA 会員（C 会員を除く）・JFDA（A）会員・静岡県ディスクゴルフ協会会員・
三重県ディスクゴルフ協会会員・愛知県ディスクゴルフ協会会員をいいます。 

※Web エントリーにてエントリーいただく場合は、エントリー費５００円割引となります。 

＊エントリー費には、特設コース使用料が含まれています。 

 大会エントリーをされていない方の特設コースでのプレー（練習を含む）はお断りさ

せていただきます。 

＊常設コースをご利用の場合は別途利用料が必要です、各自で精算をお願いします。 

募集定員及び募集クラス不成立時の取扱い 

全部門合計で 72 名 
 

クラス成立 

可否の取扱い 

各部門・クラスとも締切期日をもって３名以上で成立となり、ク
ラス不成立の場合は上位クラスへ統合されます。 

オープン←マスター←グランドマスター←SGM 

レディス←マスターレディス 

U10→U13→U16→U19→アドバンス←マスター← 

←GM←SGM←レジェンド 
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競技内容 

☆プロ部門 ・予選ラウンド １８H×３ラウンド（全員ラウンド） 

      ・準決勝ラウンド ９H（参加人数等によりカットの可能性があります。 

進出人数は、プレーヤーズミーティングにてご案内します。） 

      ・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ラウンド（全員ラウンド） 

      ・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 

☆ルール 

＊ 最新 JPDGAルールを適用します。 

＊ 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。 

 

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） 

☆アマチュア部門：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） 

 

申込方法及び申込先・振込先 

＜Web エントリー＞ 

下記ＵＲＬよりエントリー可能です。 

Web エントリーにて申込いただくとエントリー費 500 円割引となります。 

（プロ会員7,500円 プロ非会員11,500円 アマ会員5,500円 アマ非会員9,500円 ジュニア2,500円） 

 
 https://goo.gl/forms/pimye3t7zEmPKdZu1 
 

＜FAX・郵便・メール＞ 
最終ページのエントリーフォームに必要事項の漏れがないように記入し、 

下記申込先へ送ってください。 

〒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 

 TEL 059-331-7350  FAX 059-331-7668 

       メールアドレス cycione2009@yahoo.co.jp 

  

https://goo.gl/forms/pimye3t7zEmPKdZu1
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＜振込先・郵送先＞ ＊振込手数料等は各自でご負担下さい。 

☆振込先：百五（ヒャクゴ）銀行  生桑（イクワ）支店 

      普通預金 ４７４２６７ 

       口座名  坂井 美毅（サカイ ヨシキ） 

☆郵便振替：００８２０－１－１３７６９２ 

       坂井 美毅（サカイ ヨシキ） 

☆郵送先：〒512-0901 

 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 

 

締め切り 

2019 年 4 月８日（月） 午後５時必着 

＊４月８日午後５時の時点で成立部門・クラスを確定します。 

＊締め切り後のエントリークラスの変更、取消及び返金はできません。 

＊エントリー用紙とエントリー費の締め切りです。 

＊レイトエントリーの募集はございません。 

 

お問い合わせ 

 ＊PWBF カップ実行委員会事務局  坂井美毅 宛 

                          Email  cycione2009@yahoo.co.jp 

                                FAX 059-331-7668 

  

  

 

 

 

 

 

  ＊大会 facebookページにて情報を随時更新していきます。 

https://www.facebook.com/PWBFcup-%E3%83%87%E3%82%A

3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%8

3%95%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%A1%E

3%83%B3%E3%83%88-311772449483182/?modal=admin_to

do_tour 

大会前日及び大会当日の連絡先（この期間以外のお問合せは上記まで） 

 PWBF カップ実行委員会事務局・坂井携帯メール 

 

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

                  坂井携帯 090-1476-3297 

 

mailto:cycione2009@yahoo.co.jp
https://www.facebook.com/PWBFcup-%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88-311772449483182/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/PWBFcup-%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88-311772449483182/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/PWBFcup-%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88-311772449483182/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/PWBFcup-%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88-311772449483182/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/PWBFcup-%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88-311772449483182/?modal=admin_todo_tour
mailto:b-20-mongol-14-b@docomo.ne.jp
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宿泊 

会場隣接の「キャンピカ富士ぐりんば」で、大会特別価格にて宿泊予約を受

けつけます。 

ご希望の方は、エントリーと同時にお申込み下さい。（料金は下表のとおり） 

なお、お部屋割については大会本部にお任せ下さい。 

 

タイプ 宿泊日数 
料金 

（ひとりあたり） 
備考 

トレーラーコテージ

（4 名定員） 

12-13 日 ２泊 \14,700 
２泊分 

13 日 BBQ と 14 日朝食含む 

13 日 １泊 \10,500 13 日 BBQ と 14 日朝食含む 

トレーラーコテージ

（6 名定員） 

12-13 日 ２泊 \12,400 
２泊分 

13 日 BBQ と 14 日朝食含む 

13 日 １泊 \9,000 13 日 BBQ と 14 日朝食含む 

＊12 日１泊のみの設定はありません。 

＊12 日夕食及び 13 日朝食は各自でご準備下さい。 

 キャンプ場ですので、施設内に飲食施設等はありませんのでご注意下さい。 

＊ご家族だけで宿泊されたい方やおひとりで宿泊されたい方は、キャンピカ

富士ぐりんぱへ直接宿泊をお申込みいただいても構いません。 

 「ディスクゴルフ大会の宿泊」とおっしゃっていただくと、割引料金にて

ご利用可能です。（料金は宿泊施設によって異なります） 

 

パーティ 

 大会 1 日目（４月１３日）キャンピカ富士ぐりんぱにて BBQ パーティを行います。 

  おひとり様 ￥2,400 円 （飲み物別途） 

エントリー用紙にて宿泊予約された方は、宿泊料にパーティ代（飲み物別途）が含まれています。 

昼食斡旋 

13 日・14 日の昼食をご希望の方はエントリー時にお申込み下さい。 

 13 日 カレーライス+サラダバー+お茶  ￥1,000 

 14 日 お弁当+お茶 ￥1,000 

 

 



7 

 

会場・交通のご案内 

 大会会場：キャンピカ富士ぐりんぱ PICA WILD BASE fujisan 

（静岡県裾野市須山字藤原 2428） TEL 055-965-1331 

      （スノータウン イエティ駐車場を目指してお越し下さい） 

 

アクセス：東名高速・裾野 IC より南外周道路経由 約 20 分 

          御殿場 IC より富士山スカイライン経由 約 30 分 

     新東名高速・新富士 IC より十里木経由 約 30 分 

     中央道・河口湖 IC より東富士五湖道路経由 約 60 分 

     東海道新幹線・新富士駅より約５０分（約３０ｋｍ） 

     東海道新幹線・三島駅より約５０分（約３０ｋｍ） 

 

   電車・バス等の公共交通機関を利用してのアクセスは不便です。 

   公共交通機関を利用してのアクセス方法はご自身でお調べください。 

   また大会事務局では、道中でのピックアップサービス等は行いません。

スタッフ業務負担軽減の取り組みにご理解とご協力をお願いします。 
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ご留意いただきたいこと 

 ＊会場付近には、コンビニ・飲食施設はありません。 

（一番近いコンビニまで車で 30分程かかります） 

 ＊駐車場・本部はイエティスキー場近くになります。 

イエティスキー場の駐車場を目指してお越し下さい。 

遊園地ぐりんぱ駐車場（有料ゲート有）とは違いますのでご注意下さい。 

 ＊特設コースは標高約 1300ｍのところです。 

高度１００ｍにつき 0.6℃気温が下がるといわれています、天候の急変や

気温が相当低くなる可能性もありますので、防寒・雨天対策を整えてお越

しいただくことを強くおすすめします。 
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第１回 PWDF カップ エントリーフォーム       申込日    年   月   日 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＊この用紙を使わずに、web エントリーをご利用いただくと、エントリー費￥500 円割引となります。 

（プロ会員 7,500 円・プロ非会員 11,500 円・アマ会員￥5,500・アマ非会員￥9,500・ジュニア￥2,500） 

https://goo.gl/forms/pimye3t7zEmPKdZu1 

誓 約 書 

私は、【第１回 PWBF カップ】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。 

 

署名                 印 

JPDGA＃・JFDA＃ 

プロ 

 

アマ 

支払い合計：           円           入金日：    月    日 

支払い方法： □銀行振込   □郵便振替   □現金書留   □その他（        ） 

 

パーティ（＠2,400） 不参加・    名参加（大会事務局を通じて宿泊予約の場合は記入不要） 

所属協会 □JPDGA   □JFDA   □協力県協会（             ） 

□きょうり 

 

住
所 

〒 

e-mail 

携帯 

TEL 

FAX 

 

フリガナ 

名 前 

生年月日：    年   月    日生 

  

参
加
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 

  □←各レディスクラスにエントリーの場合のみチェックを入れる。 

 

エ
ン
ト
リ
ー
費 

プロ 

アマ 

ジュニア 

□ 非会員 12,000 円 

□ 非会員 10,000 円 

□ 会員 8,000 円 

□ 会員 6,000 円 

□ 一律 3,000 円 

昼食（＠￥1,000） 13 日    食  ・  14 日    食 

宿
泊
等 

12 日（金）・13 日（土）連泊    名  ４名定員部屋希望 ・ ６名定員部屋希望 

13 日（土）１泊のみ     名  ４名定員部屋希望 ・ ６名定員部屋希望 

https://goo.gl/forms/pimye3t7zEmPKdZu1

