
2021 年 JPDGA 公式戦（NT）募集要項 

 

   

 

 

 

日時：2021年（令和３年）６月１２日（土）～１３日（日） 

会場：滋賀県希望が丘文化公園スポーツゾーン 
     （滋賀県野洲市北桜 978） 

 

主催・主管：日本ディスクゴルフ協会 

共催：公益財団法人滋賀県希望が丘文化公園 

協力：滋賀県フライングディスク協会・京都府ディスクゴルフ協会 

兵庫県ディスクゴルフ協会・三重県ディスクゴルフ協会 

D.ch 

後援：（公財）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 

 滋賀県レクリエーション協会・中日新聞社・京都新聞 

協賛：セントラルホテル野洲・近江希望が丘ユースホステル 

 ビジネスホテル タカラ 

 Disc Sports・イノーバージャパン 

公認：PDGA 

 

 

 
＜Web エントリーフォームからのお申込み＞ 

https://forms.gle/Ym8V1VSEEeTyFcfD8 
 

  

https://forms.gle/Ym8V1VSEEeTyFcfD8


ごあいさつ 

滋賀県希望が丘文化公園の絶大なるご協力のもと、JPDGA２大トーナメントのひとつ「日本

オープン」を同公園スポーツゾーンで開催する運びとなりました。 

過去に公式戦を開催し、現在でもローカルディスクゴルフ大会が開催されている同公園ですが、

これらの大会とは異なるエリアでの開催となります。 

新型コロナ感染防止対策のため、選手の皆さんには大変なご不便をおかけすると予想されます

が、それ以上にこのエリアの広大な敷地を活かした変化に富んだ、工夫を凝らしたコースで皆さ

まの挑戦をお待ちしています。 

日本ディスクゴルフ協会 

参加資格 

次の１．２の両方を満たす人とします。 

1. JPDGA（A・B・ファミリー・ジュニア）会員または JFDA（A）会員 

2. JPDGA オフィシャル資格保有者（資格有効期限にご注意下さい）  

 ＊今回の大会期間中は新型コロナ感染リスク低減のため、オフィシャル試験は実施しません。 

 ＊未取得の方や有効期限切れの方は web オフィシャル試験の受験をおすすめします。 

 

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、大会主催者等はその責を負いません。 

 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。 

 

（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。 

 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。 

 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。 



（競技について） 

 エントリー費は締切日までにお支払いいただきますようお願いします。 

 大会当日のチェックインにはウェブチェックインをおすすめします。 

 グループ内でスコアカードの受渡しはせず、事前にスコアキーパーを決めてひとりが全員の

スコアを 18ホールつけてください。 

また、スコアキーパーとは別にデジタルスコアキーパーをひとり決めて全員のスコアを 18

ホールつけてください。 

ラウンド終了後にグループ内でスコア確認しデジタルスコアを送信後、本部へスコアカード

を提出してください。 

 練習ラウンドやラウンド中は、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。（熱中症にもご留意ください） 

 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、ハイタッチ・グータッチもおやめください。 

 ラウンド前後での３密回避に心掛けてください。 

 大会参加を取りやめる場合は、必ず連絡をお願いします。 

 コースマップの配布は原則行いません。公式ホーム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。（多少の準備はしますが枚数に限りがあります） 

 本大会ではキャディ帯同は禁止とします。 

 大会観戦は３密を避け、会話も慎んで観戦をいただきますようお願いします。 

 

（開会式・ミーティング・プレーヤーズパーティ・オフィシャル試験・閉会式・評議員会） 

 開会式・プレーヤーズパーティ・評議員会は行いません。 

 プレーヤーズミーティングへの参加は任意です。 

 オフィシャル試験は開催しませんので、web 試験をご利用ください。 

 閉会式はソーシャルディスタンスを確保して実施します。 

 

大会スケジュール 

６月１１日（金） 

 １３：００～１７：００ 

  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。） 

（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。） 

６月１２日（土） 

  ８：００～ チェックイン開始（ウェブチェックイン可） 

  ８：２０～ プレーヤーズミーティング 

  ９：００～ 予選第１ラウンド（１８H）（ショットガンスタート） 

 １３：３０～ 予選第２ラウンド（１８H）（ショットガンスタート） 

 



６月１３日（日） 

  ７：３０～ チェックイン開始（ウェブチェックイン可） 

  ８：００～ 予選第３ラウンド（１８H）（ショットガンスタート） 

 １２：３０～ プロ部門 準決勝ラウンド（９H）（ショットガンスタート） 

     （参加総数が 37 名以上の場合はカットラインを設定） 

  アマ部門 決勝ラウンド（９H）（ショットガンスタート） 

    （アドバンス・アドバンスレディスともに上位 12 位タイまで） 

 １４：２０～ プロ部門 決勝ラウンド（９H）（各部門上位 12 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。 

募集定員 

プロ部門・アマ部門の合計で１００名 

募集部門とエントリー費 

 プロ部門エントリー費  ￥10,000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） 

 アマチュア部門エントリー費  ￥8,000 円 

    （JPDGA ジュニア部門登録者及び JFDA 会員で 2002 年

     1 月 1 日以降に生まれた人は 4,000 円） 

 募集クラス  アドバンス（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） 

表彰 

プロ部門・アマ部門クラス毎に参加者数×0.3 の順位まで表彰します。 

また、公園より各クラスの優勝者に賞状とトロフィーが授与されます。 

JPDGAプロ登録または PDGAプロ登録がなされている選手のみがプロ部門における

賞金及び副賞授与対象となります。（当日登録可） 

 

競技内容及びルール 全部門２日間大会になります。 

 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（プロ部門参加総数が 37 名以上の場合はカットラインを設定） 

 決勝ラウンド ９H（12 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 

 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（12 位タイまで） 

 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。 

また、デジタルスコアカードの利用促進にご協力ください。 

 

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/Ym8V1VSEEeTyFcfD8 
＜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。 

〒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  Email office@jpdga.jp 

 

＜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。 

☆みずほ銀行 熊本支店 

 普通預金 １０６９６７５ 口座名義 日本ディスクゴルフ協会 

☆郵便振替 

 記号番号 ０１７００－８－１３２８５６ 日本ディスクゴルフ協会 

 

エントリー締め切り 

締 切  ２０２１年５月３１日（月） 午後５時必着 

 ５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。 

 レイトエントリーは募集しません、 

 締切前に定員に達した場合は、その時点で締切とします。 

 JPDGA 優先出場資格適用大会となります。 

  

https://forms.gle/Ym8V1VSEEeTyFcfD8


アクセス 

希望が丘文化公園 HPをご参照ください。https://www.kiboupark-shiga.or.jp/access 

（車の場合） 

西ゲートより園内へお入りください。 

大阪方面からは、名神高速道路栗東インターチェンジより国道 8 号を経由して約 20分 

東京方面からは、名神高速道路竜王インターチェンジより国道８号を経由して約 20 分 

駐車場は「西ゲート駐車場」をご利用ください。 

 選手は練習日～大会終了日まで普通車 1 台 500 円で駐車可能です。（途中出入庫可） 

昼食について 

各自で準備をお願いします。公園内の飲食施設は改修工事のため利用できません。 

なお、公園内には飲物の自販機は複数個所あります。 

宿泊手配とプレーヤーズパーティについて 

新型コロナ感染拡大防止の観点からプレーヤーズパーティは実施しません。 

また、宿泊手配は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。 

 セントラルホテル野洲（滋賀県野洲市市三宅 948-1） 

予約時に「日本オープン参加」とお申し出いただくと 500 円 off になります。 

 近江希望が丘ユースホステル（滋賀県野洲市北櫻９７８） 

予約時に「日本オープン参加」とお申し出いただくと団体料金で宿泊できます。 

 ビジネスホテル タカラ（滋賀県野洲市小篠原 855） 

選手控えテント等について 

選手控えテントや椅子等の設置はありませんので、予めご承知おきください。 

本部横に荷物置き場を準備しますが、できる限り利用は控えてください。 

本大会における JPDGA ポイントの取扱いについて 

2021/6/13 時点での JPDGA 部門登録に基づいて再集計のうえ順位付け・ポイント付与

を行います。 

ウェブチェックインについて 

大会 1 日目・2 日目にウェブチェックインを利用いただくと、大会本部へ立ち寄ることな

くラウンド準備をしていただけます。 

ウェブチェックインのご利用ができない方は、従来通り本部でチェックインをお済ませの

うえラウンド準備をお願いします。 

ウェブチェックイン  https://forms.gle/zgaFTmfPRcX5ZwFFA 

（ウェブチェックイン受付時間：6/12 午前 7 時～午前８時 50 分  

  6/13 午前 6 時～午前 7 時 50 分） 

https://www.kiboupark-shiga.or.jp/access
https://forms.gle/zgaFTmfPRcX5ZwFFA


第２３回 日本オープン エントリーフォーム 

申込日 令和３年  月  日    ウェブエントリー  https://forms.gle/Ym8V1VSEEeTyFcfD8 

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 
 

JPDGA 会員のみ記入 登録部門 プロ・アマ 登録クラス  

参加 
クラス 

プロ部門 □オープン    □レディス  

アマ部門 □ アドバンス  □アドバンスレディス 

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 ・ 当座 口座番号  

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 回日本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、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等に対してその紛失、破損等の責

任を一切問いません。 

●私は公式練習及び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。 

（PDGA からの誓約事項） 

私は、トーナメントの参加にはけがや死亡のリスクが伴うことを理解しています。それについて、私は私の相続人、相続管理

者、遺言執行者らに対しても明確に伝えます。 

このトーナメントへの参加に関連するすべての人身傷害・損失・物的損害または死亡について、大会主催者、大会共催者、協

力協会、JPDGA（会長・江原隆夫）、PDGA（参加解除者）への責任を問いません。 

また、現在 COVID-19 に関連する世界的なパンデミックが存在していることを認め、私が自身の責任でこのトーナメントに

参加しており、PDGA 及び JPDGA が施した COVID-19 への安全対策を遵守します。 

さらに、このトーナメントへの参加に関連して COVID-19 で発生する可能性のある人身傷害、損失、物的損害または死亡に

関連しては以前から指針について再確認します。 

 

上記事項すべてに 

□同意します。   □同意しません。（理由：                          ） 

署名            印 

 

＊未成年の方は保護者様の署名をお願いします。 

https://forms.gle/Ym8V1VSEEeTyFcfD8

