
２０２１年 JPDGA 公式戦（ABT-B） 

第１７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  令和３年１２月４日（土）・５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  京都府ディスクゴルフ協会 

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） 

公 認  日本ディスクゴルフ協会（JPDGA）・PDGA 

 

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 

朝晩の冷え込みが、紅葉の季節を早めます。 コロナ禍で予定していた大会・イベントが

中止や延期となり、さびしい日々をすごしていませんか？ 

今年は 12 月になってしまいしたが、京都クラシックを開催させていただきます。 

諸事情により栗山が独断で好きなようにさせて貰っていた大会は今回を以て終わりにさせ

ていただきます、ファイナルです。 来年どうなるか？まだ分かりません。 

長い間ご協力いただき、誠にありがとうございました。 

最後なので特に工夫をしたコースができれば、と考えています。 

今後、たぶん無いであろう「クリヤマワールド」をお楽しみいただけたら幸いです。 

紅葉を楽しみながら、ディスクゴルフに浸っていただけるように頑張ってみます。 

ぜひともたくさんのご参加をお願いします、お待ちしています。 

 

京都府ディスクゴルフ協会  栗山 靖巳 

京都クラシック開催に際しての留意事項 

（大会の中止） 

⚫ 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がります。 

⚫ 2021 年 11 月 20 日時点またはそれ以降に政府から緊急事態宣言や京都府や会場施設

から独自の要請等が出された場合は、大会は中止します。 

⚫ これらの理由により大会が中止になった場合は、エントリー費は必要経費を差し引いて

返金します。 

⚫ 大会中止により、宿泊料等でキャンセル料等が発生した場合でも、大会主催者及び大会

主管はその責を負いません。 

（新型コロナ感染防止にかかる大会参加時の留意事項） 

⚫ 大会参加前の数日間に同居家族や身近な知人に感染が疑われる方、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下さい。（返金は致しかねます） 

⚫ 大会参加当日は各自で検温を行い、発熱がある場合や体調が思わしくない場合は大会参

加をご遠慮下さい。（返金は致しかねます） 

⚫ マスクは各自で必要枚数を準備し、プレーヤーズミーティングや室内での休憩時などに

は原則マスクの着用をお願いします。 

⚫ 手洗いとアルコール等による手指消毒をこまめに実施してください。 

⚫ Cocoa（新型コロナウイルス接触者確認アプリ）のインストールを推奨します。 

⚫ 特にラウンド間の昼食時や休憩時は適切な距離を保ち、できる限り会話を少なくする等

の配慮をお願いします。 

⚫ 大会終了後、２週間以内に新型コロナが陽性となった場合は、大会主催者まで速やかに

報告してください。 

⚫ ラウンド中のマスク着用は任意ですが、ソーシャルディスタンスを確保する・大声で会

話しないなどの感染予防を心がけて下さい。 



⚫ 大会期間中は自分の道具以外は触れないようにして下さい、ハイタッチ・グータッチも

おやめ下さい。 

⚫ 開会式・閉会式時等はマスクを着用のうえ、ソーシャルディスタンスを確保いただき、

極力会話をしないようにご注意下さい。 

⚫ 大会事務局及び大会当日の受付では、JPDGA・PDGA 新規会員登録や更新手続き等を

お受けすることはできません。 

大会スケジュール  

 １２月３日（金） １３：００～ 公式練習（時間前の特設コースでの練習不可） 

 

 １２月４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 

 

 １２月５日（日） 

   ７：４０   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 

   ８：００   アマ１day・２day 部門開会式・プレーヤーズミーティング 

   ８：４０   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） 

    U12（12 歳以下） 

    U15（15 歳以下） 

    U18（18 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４日はプロティからチャレンジできます。 

５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。 

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。 

  （プロオープン・プロレディス部門で 3 名未満の場合は、準決勝ラウンドを決勝ラウンドとします。） 

 ＊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名以下の場合は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） 

 

プロ部門で賞金・副賞を受け取るには JPDGA または PDGA の有効なプロ登録が必要です。 

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。 

全クラス男女別の募集 



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。 

 ＊今年は昼食弁当の斡旋は行いません。 

 ＊毎年恒例の懇親会も今年は開催しませんのでご了承下さい。 

ご留意いただきたいこと 

 ＊会場宿泊施設をご利用の場合は、ご自身で宿泊予約等を行ってください。 

主催者では手配しません。 

 ＊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。 

 ＊主催者または共催者が認めた団体や個人が大会風景やプレー等を撮影し、インターネッ

ト等を通じで公開することがありますので、予めご承知おきください。 

申込締め切り  

１１月２６日（金）午後５時 

＊レイトエントリーはありません。申込書提出とエントリー費の払込両方の締切期限です。 

    エントリー費の入金が期限までに確認できない場合は、大会参加をお断りする場合もあります。 

＊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 できるかぎり、Web エントリーをご利用下さい。 

（Webエントリー） https://forms.gle/S1m5gaDPrKd5Xevu5 

 ＊エントリー確認メールが届きますので、discgolf.register@gmail.com からのメールが 

  受信できるように各自で設定をお願いします。 

（FAX） 

   ０５９４－８７－７７３１ 

（職場の FAX になるので、枠外に必ず「坂井 宛」と明記のうえ、送信下さい） 

（メール） 

   discgolf.register@gmail.com 

（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 

        （記号 01030 番号 75075） 

     口座名義人  京都府フライングディスク協会 

https://forms.gle/S1m5gaDPrKd5Xevu5


お問い合わせ等 

 ＊京都府ディスクゴルフ協会  栗山 靖巳 

携  帯 090-3728-7494 

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

 

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 

  

 車の場合   京都縦貫自動車道「丹波 IC」より約５分 

電車の場合  JR 山陰本線（嵯峨野線）「園部駅」下車  バスにて公園センター下車 

 ＊電車・バス等の公共交通機関を利用してのアクセスは運行本数も少なく不便です。 

  必ずご自身でご確認下さい。  

駐車場は７時まで開門しません。 

 

本部には、公園内の球技場を目指

してお越し下さい。 

mailto:dan.guri-kyfda222@docomo.ne.jp


                                                

                                                

Web エントリーURL https://forms.gle/S1m5gaDPrKd5Xevu5     申込日  年   月    日 

誓 約 書 

私は、【第 17 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、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。 

 

（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、第１７回京都クラシック、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 

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（４日）ワンデー 

          □ 日曜（５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   □U12   □U15   □U18 

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 

第１７回京都クラシック エントリーフォーム 


