
2020 年 JPDGA 公式戦（ABT-B）募集要項 

 

   

 

 

 

日時：令和２年９月５日（土）・９月６日（日） 

会場：京都府南丹市・スチールの森 京都 
（府民の森 ひよし） 

           （京都府南丹市日吉町天若上ノ所２５） 

 

主催/主管：関西オープン実行委員会 

協力：D.ch・京都府ディスクゴルフ協会・京都府フライングディスク協会 

兵庫県ディスクゴルフ協会・滋賀県フライングディスク協会 

三重県ディスクゴルフ協会 

後援：京都府（予定） 南丹市（予定） 京都府体育協会（予定） 

   京都新聞社（予定） 

   京都府レクリエーション協会（予定） 

公認：JPDGA・PDGA 

協賛：DIGGIN DISCGOLF  

とやまフライングディスクストア （順不同） 

 

9/5-6 両日、とやまフライングディスクストア出店決定 

 

＜Web エントリーフォームからのお申込み＞ 

https://forms.gle/uBnaS15VMQ4njXp68 
＊このフォームでエントリーすると、他の方法よりもエントリー費がお得になります。 

 

https://forms.gle/uBnaS15VMQ4njXp68


ごあいさつ 

スチールの森京都にて関西オープンを開催いたします。 

 今年は残暑に加えて新型コロナ禍も重なっていますが、できる限りの対策を講じて開催さ

せていただきますので皆さまのお越しをお待ちしております。 

                           関西オープン実行委員会 

 

ご留意いただきたいこと 

（全般について） 

＊新型コロナ感染状況や気象状況によって、大会が急きょ中止となる場合もあります。 

 ＊大会中止となった場合のエントリー費は、大会準備に要した経費及び振込手数料を差し引い

て返金いたします。 

 ＊中止により各種キャンセル料が発生しても、大会主催者・主管者はその責を負いません。 

 ＊エントリー費は必ず締切日までにお支払いください。（大会当日支払い不可） 

 ＊今大会期間中には JPDGA新規入会・更新・登録変更等の手続きを一切行いません。 

  特にプロ部門にエントリーをお考えの方は、本要項「表彰」を確認のうえ、必要な場合は事

前に JPDGA で手続きをお済ませください。 

 ＊本大会は３密回避の観点から、ほとんどのラウンドでティタイムスタート方式を採用予定

で、次ラウンドまでの待機時間が長くなる場合もあります。 

 ＊ご自身のスタート時間１０分前までにはスタートホール付近にご参集ください。 

 ＊大会参加を取りやめる場合は、必ず連絡をお願いします。 

＊懇親会は開催しません。 

 ＊大会会場内の宿泊施設を含めて宿泊手配は、各自でお願いします。 

 ＊コースマップの配布は原則行いません。公式 Facebook ページで公開したものを各自で印

刷のうえ、ご持参いただきますようお願いします。 

  （印刷環境がない方のために、多少の準備はしますが枚数に限りがあります） 

 ＊管理事務所棟のトイレを利用する場合は、必ず靴を脱いで利用して下さい。 

 

（新型コロナについて） 

 ＊大会参加前日において、同居家族や身近な知人に感染が疑われる人がいる方、過去 14日以

内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航または当

該在住者との濃厚接触がある方は大会参加をご遠慮ください。 

  （この場合、エントリー費の返還は致しかねます、ご理解ください） 

 ＊大会参加当日は、検温を行い発熱がある場合や体調が思わしくない場合は大会参加をご遠慮

ください。     （この場合、エントリー費の返還は致しかねます、ご理解ください） 

 ＊マスクは各自で必要枚数をご持参のうえ、プレーヤーズミーティングや閉会式時はマスクの

着用をお願いします。 

練習ラウンドやラウンド中を含めて、それ以外の場合はソーシャルディスタンスを確保する



等の工夫を各自で行っていただくことでマスク着用は各自の判断にお任せします。 

 ＊こまめな手洗いとアルコール等による手指の消毒を実施してください。 

 ＊ラウンド中を含めてソーシャルディスタンスをとる・大声で会話しない等の感染予防対策を

お願いします。 

 ＊大会中は自分の道具以外は触れないようにしてください。 

 ＊ハイタッチ・グータッチはおやめください。 

 ＊ラウンド前後での３密回避に心がけてください。 

＊大会終了後、2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者まで速やか

に報告してください。 

 

（暑さ等について） 

＊前日の過度な飲酒を慎む等の体調管理を行っていただき、十分な水分をご持参ください。 

＊補給用に給水所を数カ所設置し「水」の準備をしますが、紙コップ等の準備はありません。 

＊熱中症が疑われる場合、大会本部が定めたマニュアルに基づき競技を中断していただく場合

もあります。（この場合、エントリー費の返還は致しかねます、ご理解ください） 

 ＊２ｍ以上の対人距離が取れるときは、マスクを外して熱中症予防に心掛けましょう。 

大会スケジュール 

９月４日（金） 

  １３：００～ 公式練習 （公式練習時間前の特設コースでの練習はおやめください。） 

（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。） 

９月５日（土） 

   ８：００～  プロ部門受付開始 

８：２０～  プロ部門プレーヤーズミーティング 

   ９：００～  プロ部門 予選第１ラウンド（１８H）（ティタイムスタート） 

  １３：３０～  プロ部門 予選第２ラウンド（１８H）（ティタイムスタート） 

９月６日（日） 

   ８：００～  プロ部門 予選第３ラウンド（１８H）（ティタイムスタート） 

   ９：００～  アマ部門受付開始 

９：４０～  アマ部門プレーヤーズミーティング 

  １０：１０～  アマ部門 予選ラウンド（１８H）（ティタイムスタート） 

  １２：３０～  プロ部門 準決勝ラウンド（９H）（ティタイムスタート） 

  １３：４０～  アマ部門 決勝ラウンド（９H）（全員ラウンド・ショットガンスタート） 

  １４：２０～  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。 

＊会場には７時より入場できます。（閉門 23 時） 

＊プロ部門の二日目のチェックインはありません。ご自身のスタート時刻 10 分前までにはスタートホール付近 

 にご参集ください。 



募集定員  

プロ部門・アマ部門・ジュニア部門の合計で７２名 

 

募集部門とエントリー費 

＊プロ部門エントリー費  

（専用 web エントリー） ￥6,000 円（非会員￥10,000円） 

（その他のエントリー）  ￥6,500 円（非会員￥10,500円） 

  募集クラス 

   オープン（年齢・性別を問わず） 

レディス（女性のみ、年齢を問わず） 

マスター（40 歳以上、性別を問わず） 

レディスマスター（40歳以上、女性のみ） 

   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） 

 

＊アマチュア部門エントリー費 

（専用 web エントリー） ￥2,500 円（非会員￥6,500 円） 

    （その他のエントリー）  ￥3,000 円（非会員￥7,000 円） 

  募集クラス 

   アドバンスオープン（年齢・性別を問わず） 

   アドバンスレディス（女性のみ、年齢を問わず） 

   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） 

＊ジュニア部門エントリー費 

（専用 web エントリー） ￥2,000 円（非会員も同額） 

    （その他のエントリー）  ￥2,500 円（非会員も同額） 

  募集クラス 

   U10（10 歳以下、男女別募集） 

   U13（13 歳以下、男女別募集） 

   U16（16 歳以下、男女別募集） 

   U19（19 歳以下、男女別募集） 

＊各クラスとも参加者が 3 名以上で成立、２名以下の場合は上位クラスに統合となります。 

＊会員とは、JPDGA 会員（C 会員を除く）及び JFDA（A）会員及び京都府 DG 協会・京都府 FD 協会兵庫県

DG 協会・滋賀県 FD 協会・三重県 DG 協会の正会員とします。 

＊申込方法によりエントリー費が異なりますので、ご注意下さい。 



表彰 

＊プロ部門 ： １位～４位 

＊参加者が 6・7 名の時は３位まで、４・５名の時は２位まで、３名の時は１位のみ表彰 

＊JPDGA または PDGA のプロ部門に有効に登録されている選手のみが表彰対象となります。 

JPDGA または PDGA のアマ部門登録選手や未登録の選手、プロ部門登録であっても有効期限 

の切れている選手は表彰対象から除外されます。（当日入会・当日変更不可） 

＊アマチュア部門・ジュニア部門 ： １位～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 

 

競技内容及びルール 

＊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 （プロ参加総数が 37 名以上の場合はカットラインを設定） 

  決勝ラウンド   ９H（各部門上位４位タイまで） 

     参加者が４名未満のクラスは、準決勝ラウンドを行いません（合計最大 63H） 

     この場合、他クラス準決勝と同時刻に準決勝使用ホールを使って決勝ラウンドを行います。 

＊アマチュア部門及びジュニア部門 

  予選ラウンド  １８H×１ラウンド（全員ラウンド） 

  決勝ラウンド   ９H（全員ラウンド） 

＊使用ディスク 

  PDGA 及び JPDGA 公認のディスク（重量制限なし） 

＊ルール 

  ＊最新の JPDGAルールを適用し、ローカルルールはコースマップに明記します。 

  ＊全員にスコアカードを配布しますので、全員が自パーティ内のスコア確認をお願いします。 

 

申込方法及び申込先とエントリー費支払い 

＜Webエントリーフォームからのお申込み＞ 

https://forms.gle/uBnaS15VMQ4njXp68 

＊このフォームでエントリーすると、他の方法よりもエントリー費がお得になります。 

＜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を記入し、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 宛 

 TEL ０５９－３３１－７３５０  FAX ０５９－３３１－７６６８ 

       メールアドレス discgolf.register@gmail.com 

 

https://forms.gle/uBnaS15VMQ4njXp68
mailto:discgolf.register@gmail.com


＜エントリー費等の振込先＞ ＊振込手数料等は各自でご負担下さい。 

☆百五（ヒャクゴ）銀行  生桑（イクワ）支店 

   普通預金 ４７４２６７    口座名義 サカイ ヨシキ 

☆ゆうちょ銀行 〇八九（ゼロハチキュウ）支店 

   当座預金 ０１３７６９２   口座名義 サカイ ヨシキ 

☆郵便振替 

   記号番号 ００８２０－１－１３７６９２ 

   口座名称  坂井 美毅（サカイ ヨシキ） 

エントリー締め切り 

締 切  ２０２０年８月３１日（月） 午後５時必着  

＊８月３１日午後５時 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。 

＊エントリーフォーム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ありません 

 

問合せ 

大会情報やエントリー状況等は、Facebookページで公開します。 

https://www.facebook.com/kansaiopen.discgolf 

会場までの交通手段等のお問い合せは・・・ 栗山靖巳 090-3728-7494 

エントリー・大会運営に関するお問い合せは・・・ 

 坂井美毅 090-1476-3297 メールアドレス discgolf.register@gmail.com 

 

食事について 

会場付近にコンビニ等はありませんし、今年は主催者による昼食手配も行いません。 

 

宿泊手配と懇親会について 

新型コロナ感染拡大防止の観点から懇親会は実施しません。 

また、宿泊手配についても開催会場の宿泊施設も含めて、主催者では宿泊手配を行いませ

ん。各自での手配をお願いします。 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/kansaiopen.discgolf
mailto:discgolf.register@gmail.com


（参考）会場近くの宿泊施設   

必ず各自で確認のうえ、予約等をお願いします。 

 

 ＊「ひよしフォレストリゾート山の家」TEL 0771-72-3535   

会場より車で約 15分 

 ＊「ひよし天若の家」TEL 0771-72-0373 会場より車で約 10分 

 ＊「ビジネスホテル リーズナブル」TEL 0771-63-5881  

会場より車で約 20分 

 

 

会場・交通のご案内 

                          電車でお越しの場合 

                           JR 山陰本線・嵯峨野線 

                           「園部駅」下車 

                           タクシーにて約 20 分 

                          （京都～園部は普通列車で約４０分） 

                           

 

                          お車でお越しの場合 

                           京都縦貫自動車道 

                           「園部 IC」から約１０km 

 

 

 

 

スチールの森 京都 ＵＲＬ  http://forest-hiyoshi.jp/about/transit/ 

 

 

 

 

 

 

http://forest-hiyoshi.jp/about/transit/


第２３回 関西オープン エントリーフォーム 

申込日 令和２年  月  日   Web エントリーだとエントリー費がお得に！ 
フリガナ JPDGA# 

PDGA# 

JFDA# 

その他 
名 前 

    〒 

 
住 所 
                          生年月日    年  月  日 

電話  アドレス 
 

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 

アマ及び
ジュニア
部門 

  □ アドバンス  □ マスター  □ Gマスター 
  □ シニアG マスター  □ レジェンド 
  □ U10  □ U13  □ U16  □ U19 

□ アマ・ジュニアの各部門でレディスクラスにエントリー希望の方は、この欄にもチ

ェックして下さい。 

大会中止時
のエントリ
ー費返還先 

金融機関名  

支店名  

口座種別 普通預金  ・  当座預金 

口座名義  フリガナ  

入金方法 □ 振込  □ 郵便振替 入金日：   月   日 

 
誓約書 

私は、第２３回関西オープンディスクゴルフトーナメントへの参加に際し、下記のことを誓約します。 

●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、 

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り込みにかかるすべての返金の請求をしません。 

 ●私は大会が急きょ中止となりトーナメントが成立しなかった場合、支払い済の参加費より大会準

備に要した経費及び振込手数料を差し引いた額が返金されることに同意します。 

 ●私がトーナメント要項に記載の留意事項に該当した場合、トーナメントへの参加は見送り、参加

費の返金を請求しません。 

 

署名                 印 


