
                                                                           

第１回 国営ひたち海浜公園オープン 

ディスクゴルフトーナメント（ＬＴ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２1 年 7月 11 日（日） 

会場：国営ひたち海浜公園 
 

 
 
 

主催：国営ひたち海浜公園 

協力：茨城県ディスクゴルフ協会 

公認：JPDGA 

 
 

 

 

 

 

 



ディスクゴルフトーナメント（LT） 

-開催趣旨-

本大会は、国内有数の大規模なディスクゴルフコースを設置する国営ひたち海浜公園にて、プロ・

アマ問わずプレーヤーの皆様にお楽しみいただける大会です。爽やかな潮風が吹き抜ける広々

とした大草原エリアと松林の樹林エリアに広がるコースを大会オリジナルにアレンジしております。

また、今大会が記念すべき第１回大会となりますので、是非ご参加ください。

■大会規模

■日   時

   日本ディスクゴルフ協会公認 ローカルトーナメント（ＬＴ） 

   2021年7月11日（日）10：00～16：00 （詳細はスケジュール参照） 

※前日10日（土）9：30～16：00公式練習（任意、詳細はスケジュール参照）

■会   場   国営ひたち海浜公園 大草原ディスクゴルフコース 

■募集クラス  ①プロ部門  ・オープンの部（年齢問わず誰でも可）

・オープンレディースの部（女性・年齢問わず誰でも可）

○3名以上で成立。

②アマチュア部門

・アドバンスの部（年齢問わず誰でも可）

・アドバンスレディースの部（女性・年齢問わず誰でも可）

・シニアの部（60歳以上なら誰でも可）

・シニアレディースの部（女性・60歳以上なら誰でも可）

・レジェンドの部（70歳以上なら誰でも可)

・レジェンドレディースの部（女性・70歳以上なら誰でも可)

○3名以上で成立。

※各部 2名以下の場合は上のクラスになります。

■募集人員 プロ 35名・アマチュア 55名 

※全体で 90 名募集。各部門、記載人数を超えた場合は各部成立を優先とする

先着順とします。

■参加資格  JPDGAのルールとマナーを尊守できる方なら、どなたでも参加できます。

■参 加 料   プロ部門 2,000円、アマチュア部門 2,000円 

※JPDGA会員以外の方も同額。

※入園料金・駐車料金は別途必要になります。

入園料金 駐車料金（普通車） 

大人（15歳以上） 450円 

520円 シルバー（65歳以上） 210円 

小人（中学生以下）、幼児 無料 

■申込方法  必ず⼤会募集要項の新型コロナウィルス感染症対策をご⼀読いただき、同意の

上お申込みください。エントリーフォームに必要事項を記入し、以下のいずれかの

方法で参加料と合わせてお申し込みください。 

①現金書留・・・エントリーフォームを同封のうえ下記の申し込み先宛に郵送ください。

②現金持参・・・エントリーフォームと参加料をひたち公園管理センターへご持参ください。

今回の大会は、JPDGAのポイント対象外となります。決定が遅れましたが、ご確認の上参加ください。



※エントリーフォームは、1人 1枚必要となります。

※火曜日は休園のため、現金書留の受け取り及び現金持参の受付はできません。

■申込先 〒312-0012

茨城県ひたちなか市馬渡字大沼 605－4

ひたち公園管理センター ディスクゴルフトーナメント事務局宛

TEL：029-265-9001

■申込締切 6月 30日(水)まで（必着） 
※ 締切り後の変更、取消しは出来ません。また、定員になり次第締め切ります。

※ 定員を超える場合の優先順位は、各部成立を優先します。

※申し込み後、7月 7日（水）までに JPDGAの HPにエントリー結果を掲載予定。

■中止対応  新型コロナウイルスの影響や自然災害等での主催者判断により、事前に大会が

中止となった場合、支払い済の参加費より大会準備に要した経費及び現金書留

郵送料を差し引いた額を返金いたします。 

１．スケジュール  

【7月 10日（土）公式練習】 

  9：30    公園開園・公式練習開始 

16：00  公式練習終了 

17：00    公園閉園 

※前日の設営の状況によっては公式練習開始時間が午後になる場合がございます。

変更になる際は 7 月 9 日（金）18：00 までに公園ホームページ（https://hitachikaihin.jp/）

でお知らせいたします。

【7月 11日（日）本番】 

9：30   公園開園 

9：45    受付開始 

    10：00  開会式・プレーヤーズミーティング 
   10：45  予選ラウンド（18H） 
    13：00  決勝ラウンド（18H）   
    15：30  表彰式 
   17：00   公園閉園 

※参加人数や天候、進行状況等の都合によりホール数やタイムスケジュール等
が変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

２．競技方法 プロ部門（予選 18Ｈ＋決勝 18H＝36H)
アマチュア部門（予選 18Ｈ＋決勝 18H＝36H)
パーティー分けは、1 ラウンド目は本部組合せによるプロ・アマミックス。
決勝ラウンドは成績順によるプロ、アマチュア別でラウンドします。

３．表彰 プロ部門・アマチュア部門は 1～3位表彰予定。

４．ルール 最新の JPDGAルールの適用となります。 
ローカルルールはプレーヤーズミーティングで説明します。必ずご参加下さい。

５．使用ディスク： PDGA 及び JPDGA 公認のディスク、ライトディスク及び水に浮くラウンドノーズ
ディスクが使用できます。 

＜問合わせ先＞ ①ディスクゴルフ大会・競技ルールに関するお問い合わせ 

茨城県ディスクゴルフ協会(根本)TEＬ：080-5453-3055 

※公園 HP 大会案内ページの問い合わせフォームからもお問い合わせいた

だけます。 【URL】https://hitachikaihin.jp/post-78220/

②公園に関するお問い合わせ

ひたち公園管理センター（担当：企画係）TEL：029-265-9001

https://hitachikaihin.jp/


大会当日について 

■入園方法

★入園・大会参加受付時間

9：45～10：00  左記時間内に大会参加受付を済ませてください。

＜入園前＞ 

南駐車場に駐車後、中央ゲートから入園ください。 

＜入園後＞ 

プレジャーガーデンエリアの「そよかぜドーム」にお越しいただき、受付手続きをお願いいたしま 

す。 

※再入園をご希望される場合は、当日のみ有効な「再入園券」をお渡ししますので、ゲートスタ

ッフにお声かけください。

■荒天中止の判断

荒天時の大会開催決定は、大会当日７：30 までに決定いたします。中止の際は、ひたち海浜公

園ホームページ（https://hitachikaihin.jp/）にてご案内いたしますので、当日の天気予報が悪い場

合等は必ずご確認ください。 

大会実施後に中止となった場合、大会参加費や入園後の入園料金・駐車料金の返金はいたし

かねますので、ご了承ください。 

https://hitachikaihin.jp/


第 1回 国営ひたち海浜公園オープン エントリーフォーム 

2021年  月  日 

  フリガナ                       

 

   氏名                           年齢     年   月   日生（    歳） 

 

                   会員登録番号：ＪＰＤＧＡ＃（ＪＦＤＡ＃）         ＰＤＧＡ＃            

 

住所（〒   -    ）・      都道府県                          

 

携帯    （     ）      ＴＥＬ     （     ）        ＦＡＸ     （    ）        

 

    ＜支払方法＞ 

  □ 現金書留     □ 公園管理センター持参 

 

   ＜部門＞参加希望部門に☑をして下さい。 

     ●プロ部門     □オープンの部   □オープンレディースの部 

      

●アマチュア部門 □アドバンスの部  □アドバンスレディースの部 

                    □シニアの部     □シニアレディースの部 

                  □レジェンドの部   □レジェンドレディースの部 

 

誓 約 書 

私は、第 1回 国営ひたち海浜公園オープン ディスクゴルフトーナメント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。 
●私は主催者が定める別紙「イベント参加時における新型コロナウイルス感染症対策につい
て」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、雑誌等の報道機関が私を撮影、
取材し、それをディスクゴルフ及び大会の報道の目的で放送（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・運営者に問いま
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支払い全ての返金の請求は致しません。 
●私は大会が主催者判断で中止となり、支払い済みの参加費から大会準備に要した経費及び
現金書留郵送料が差し引かれた額が返金されることに同意します。 

●私は個人情報を大会運営に必要な範囲で主催者・協力団体に提供することに同意します。 
 

                                     署名                  

ご記入いただきました個人情報につきましては、お申込に関する確認・ご連絡のみに利用し、許可なく本人の同意なく目的外での利用、及び第三者に提供する事はありま

せん。但し、個人情報を判別できない統計的なデータ（数値的なデータ）として利用する場合、法的な情報開示が求められた場合は、この限りではございません。 



イベント参加時における新型コロナウイルス感染症対策について 

 

当公園では、「内閣官房新型コロナウイルス感染症対策」等の各種ガイドラインに従ってイベントを

開催しております。 

つきましては、新型コロナウイルスの感染状況などにより、内容は変更・追加となる場合がございま

すが、参加者および同伴される保護者等も含め、以下の対応へのご協力をお願いするとともに、当日会

場にて「参加同意書」の記入をお願いいたします。ご協力いただけない場合は、イベントへの参加をお

断りさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。 

また、イベント参加中に体調がすぐれない場合は、遠慮なくスタッフまでお申し出ください。 

 

１．新型コロナウイルス感染症対策を講じても、感染リスクが生じることにご承諾ください。 

２．以下に該当する場合、イベントにはご参加いただけません。 

・当日会場での検温時に 37.5 度以上の発熱、または体調がすぐれない、もしくは風邪のような諸

症状がある場合。 

・新型コロナウイルス感染症検査で陽性と診断された方との濃厚接触がある場合。 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。 

・過去 14 日以内に、政府から入国制限や入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への

渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合。 

３．不要不急の外出自粛要請が発出された場合、対象地域からの参加・不参加は参加者の判断とさ

せていただきます。よって、自粛要請対象地域の方が一緒に参加する可能性があることをご承

知おきください。 

４. 屋内イベントでは、密集・密接を防ぐため、会場内への同伴者の入場を原則お断りさせていた

だきます。但し、参加者が中学生以下の場合や介助が必要な場合は、保護者や介助者 1 名が必

ず同伴ください。 

５．屋内イベントでは、密接を防ぐためのアクリル板越しに、他の参加者が同席する場合があるこ

とをご承知おきください。 

６．参加料が発生するイベントでは、つり銭が生じないように事前準備にご協力ください。 

７. イベント参加前後、ならびに参加中は、会場に設置してあるアルコール消毒液によるこまめな

手指の消毒、または石鹸による手洗い、うがいをお願いいたします。 

  ８．イベント参加当日は、茨城県の接触通知システム「いばらきアマビエちゃん」の QR コードを

会場内に掲示しているので、携帯電話よりご登録いただくとともに、国の接触確認アプリ

「COCOA」もあわせてご利用ください。 

９．イベント参加中は他の参加者との社会的距離の確保を心がけ、大声を発すること、至近距離で

の会話はお控えください。 

 



10. イベント参加中はマスクを常時着用ください。マスクを外す場合は屋外で十分な距離（2ｍ以

上）を保ち、息苦しい場合や体調が悪化した際は、速やかにスタッフにお申し出ください。 

11．スポーツイベントにおける運動中のマスク着用は、参加者の判断とさせていただきます。よっ

て、運動中はマスクを着用していない方と一緒に参加する可能性があることをご承知おきくだ

さい。但し、マスクを着用して運動やスポーツを行った場合、人体に悪影響を及ぼす可能性が

あることや、熱中症のリスクが高くなることを踏まえたうえでご判断いただくとともに、息苦

しさを感じた時はマスクを外すことや休憩を取る等、無理をしないようご注意ください。 

12．イベントでは、マスクおよびフェイス・マウスシールドを着用した講師が、近くでお話するこ

とや作品・身体等に触れる場合があることをご承知おきください。 

13．原則、イベント会場では飲食禁止とさせていただきます。なお、午前から午後まで続くイベン

ト時の昼食やイベント終了後の飲食時は、他の方との社会的距離を保ち、飛沫感染防止対策を

講じてください。 

14．感染をはじめとするあらゆるリスク、その他の経済的損失等について、主催者は一切責任を負

いかねますので、予めご了承ください。 

15．万が一、自身の感染を確認した場合、公園への連絡、及び行政機関による調査にご協力くださ

い。 



公園管理
センター

ひたち公園管理センター案内MAP

エントリーフォームと参加料（2,000円）を公園管理センターにご持参の場合は、下図のとおり「公園事務所
入口」から入場いただき、公園管理センターの駐車場にお車をお停めください。

※入口に守衛がおりますので、「公園管理センターに7月11日（日）開催のディスクゴルフ大会の申し込みに
来た」旨お伝えください。

その後、公園管理センター1Fの事務所までお越しください。

【受付時間】9：00～17：00
※火曜日は休園日のため、受付できません。


