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： 2022年5月4日（水・祝日）～5日（木・祝日）
： 南相馬市馬事公苑（福島県南相馬市） 特設コース
： 日本ディスクゴルフ協会
： Disc Sports　Innova Japan　一平商会
： 福島県ディスクゴルフ協会  南相馬市ディスクゴルフ協会  D.ch
： 南相馬市
： PDGA

ごあいさつ

　あの日から11年が経ったのですね。2011年3月11日14時46分宮城県沖でM9.0の巨大地震が発生し、激震と大
津波で東北地方は大変な被害を受けました。そして地震の数日後に起きた福島第一原発事故は福島の特に南相馬市
のような「浜通り」の人たちに大きな苦痛と苦悩を与え、11年経った現在でもまだまだ復興途上なのです。
　日本選手権は2008年から震災の前年2010年までの3年間、ここ南相馬の馬事公苑で開催されました。オープン
エリアと林間エリアがバランス良く配置されたトーナメントコースは難コースながらもプレイヤーの挑戦意欲を刺激
し、プレー後は快い充実感を与えてくれました。そして2011年5月に開催を予定されていた「第23回日本選手権」の
中止から11年、ようやくこの地に帰ってくることができました。
震災後多くの困難に遭遇しながらもこの日本一と言っても過言ではない常設27ホールの広大なディスクゴルフコース
を守り、数年後にマンスリートーナメントを復活させるなど粘り強く復活の努力を続けてこられた大村善久さんを
はじめ地元スタッフのみなさまに心より感謝申し上げるとともに最大限の敬意を表します。
さて、11年振りの馬事公苑での日本選手権。楽しい難コースが出来上がりそうです。オールドプレイヤーには懐かしい
コースも若者たちにとっては新鮮なコースとなるでしょう。
この大会が福島の皆様の活力となり、更なる復興の一助となることを願っています。

第34回日本選手権ディスクゴルフトーナメント トーナメントディレクター　江原 隆夫

2022年JPDGA公式戦（NT）



JPDGA「2022年シーズンにおける大会開催ガイドライン」を必ずご確認ください
【 大会の中止 】
●新型コロナ感染状況や気象状況により、大会が急きょ中止となる場合もあります。
●大会が中止となった場合、エントリー費は必要経費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は責を負いません。

【 大会参加上の留意事項 】
●大会への参加において、体温と健康状態の報告を義務づけます。（参加資格参照）
●大会参加前の数日において、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。
●大会当日は検温を行い、発熱がある場合や体調が思わしくない場合は参加をご遠慮ください。
●マスクは各自で準備し、プレーヤーズミーティングや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の消毒をこまめに実施してください。
●ワクチン接種済でも無症状で感染している可能性があります。自身が無症状で感染している可能性を考慮して常に行動
　してください。
●Cocoa（新型コロナウィルス接触者確認アプリ）のインストールを推奨します。

【 開会式・ミーティング・閉会式 】
●フレーヤーズミーティング及び表彰式はソーシャルディスタンスを確保の上で実施します。

【 ラウンド方法など 】
●パーティー内でスコアカードの受け渡しはせず、事前に決めたスコアキーパー1人がメインのカードに全員のスコアを記入   
　し続けます。スコアキーパー以外にもプレーヤーにはサブのスコアカードを配布しますので、ラウンド終了後にパーティー
　内でスコア確認をし、メインカードのみ提出してください。確認のサインは不要です。
●ラウンド終了後のスコア確認時はマスクを着用して感染リスクを避けてください。
●ラウンド中のマスク着用は熱中症の危険があるため推奨しませんが、ソーシャルディスタンスをとり、大声での会話は控え
　てください。
●大会期間中は自分の道具以外は触れないようにしてください。ハイタッチ・グータッチもおやめください。
●キャディーの同伴は許可しません。

【 大会終了後 】
●大会終了後、2週間以内に新型コロナウィルス感染症を発症した場合は、JPDGAまで速やかに報告してください。

参加資格

第34回日本選手権の特別運用について

国外選手の参加について
●次の条件のどちらかを満たす者
　①PDGA会員でトーナメントの参加経験がある
　②PDGAが公認する協会・団体の参加資格がある

●大会開催前後の健康状態を報告できる者
　大会1週間前から大会終了後1週間（4月26日～5月12日）までの期間、アプリ（みんなの体調
　ノート）やメールで体温等の報告を義務づけます。（別途案内）

●エントリー時の必須条件として次の①と②の両方の条件を満たす者
　①JPDGA（A・B・ファミリー・ジュニア）会員またはJFDA（A）の会員
　②JPDGAオフィシャル資格保有者 



■プロ部門
※第33回大会のプロ部門オープン及びレディスの優勝者は参加費が免除されます

■アマチュア部門

参加費
12,000円

8,000円

■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

■アマチュア部門
・アドバンスオープン
・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
・ジュニアU10
・ジュニアU13
・ジュニアU16
・ジュニアU19

※各クラス共に参加者が3名以上で成立。2名以下の場合は上位クラスに統合エントリーとなります。
※JPDGA優先出場資格適用大会となります（2019年度ランキング参照）

募集クラス

（年齢性別不問）
（年齢不問、女性のみ）
（40歳以上、性別不問）
（40歳以上、女性のみ）
（50歳以上、性別不問）
（60歳以上、性別不問）

※参加人数・天候・進行状況等の理由によりスケジュールが変更になる事がありますので予めご了承下さい。

スケジュール

12：00～

7：30～
8：00～
8：30～
9：15～
13：30～
18：00　

7：30～
8：00～
8：30～
12：30～

14：30～
16：30～
18：00　

18：00 公式練習3日（火・祝日）

4日（水・祝日）

5日（木・祝日）

（年齢性別不問、男女別）
（40歳以上、男女別）
（50歳以上、男女別）
（60歳以上、男女別）
（70歳以上、男女別）
（10歳以下、男女別）
（13歳以下、男女別）
（16歳以下、男女別）
（19歳以下、男女別） 

開門
受付
プレーヤーズミーティング
プロ部門　アマチュア部門　予選第1ラウンド（18H） 
プロ部門　アマチュア部門　予選第2ラウンド（18H）
閉門

開門
チェックイン
プロ部門　アマチュア部門　予選第3ラウンド（18H） 
プロ部門　準決勝（9H）
アマチュア部門　決勝（9H） 
プロ部門　決勝（9H）
表彰式
閉門

定 員 100名（両部門合計）

（ジュニアクラス 5,000円）



競技内容

お申込み方法

JPDGAオフィシャル試験
4月2日（土）に南相馬市馬事公苑で実施します。事前にJPDGAまたは南相馬市ディスクゴルフ協会へお申し込
みください。オフィシャル資格の詳細はJPDGAホームページで確認してください。
●会場
●時間
●持参するもの
●受験料（筆記）
●申込先

申込専用Webフォーム、またはエントリーフォームに必要事項をご記入の上、Eメール、FAX、郵送にてお申し込み
下さい。参加料は銀行振込、郵便振替にてお願いします。

●Webエントリー
https://forms.gle/uKMtvGGPAiT6gXt78

●住所・Eメール・FAX
〒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　　Eメール　office@jpdga.jp

●振込先
・銀行振込
・郵便振替

※レイトエントリー（遅延申込）は、1,000円が加算されます。
※締め切り時点で部門は確定といたします。
※締め切り後の登録部門変更・取り消し・返金は出来ません。
※締め切り日前に定員に達した場合はその時点で締め切りといたします。

エントリー開始 3月20日（日） 9：00～ エントリー締切 4月25日（月） 必着

南相馬市馬事公苑 管理棟内会議室
12：30集合 （13：00開始）
筆記用具・ルールブック
3,000円（再試 1,500円） ※受験料は受験当日ご持参ください
日本ディスクゴルフ協会　上記記載の電話またはメール
南相馬市ディスクゴルフ協会 （担当：大村）　y-ohmura@agate.plala.or.jp

■プロ部門
・予選
・準決勝
・決勝

■アマチュア部門
・予選
・決勝

【 使用ディスク 】
PDGA及びJPDGA公認ディスク（重量制限なし）

【 ルール 】
最新JPDGAルールを適用（ローカルルールはコースマップに記載します）

【 表彰対象者 】
■プロ部門　1～4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
※プロ部門の賞金はクラスごとの参加人数に関わらず、上位部門ほど多く配分されます。
※JPDGAまたはPDGAのプロ部門に登録されていない選手は賞金や副賞を受け取ることはできません。
　（競技マニュアル 1.10）

■アマチュア部門　1～３位
※参加者が4・5名の時は2位まで、3名の時は1位のみ表彰

：
：
：

18H
9H
9H

×3ラウンド＝54H
（進出者数はプレイヤーズミーティングにて発表します）
（オープン→上位8位タイまで、他クラス→上位４位タイまで）

：
：
18H
9H
×3ラウンド＝54H
（進出者数はプレイヤーズミーティングにて発表します）

：みずほ銀行熊本支店  （普通）1069675  日本ディスクゴルフ協会
：01700－8－132856  日本ディスクゴルフ協会

Webエントリー
QRコード



オフィシャル資格 健康観察国外選手

□ JPDGA#
□PDGA#
□ JFDA#

□所属なし

（　　　　　）
（　　　　　）
（　　　　　）

□有資格

□無資格

□①に該当
□②に該当

□該当しない

□報告する

□報告できない

振込日 月　　　日□銀行振込　 □郵便振替　 □その他（　　　　　　　　　　　）

上記事項すべてに □同意します
□同意しません
理由

メールアドレス
（毎日確認できるアドレス）

携帯番号

※必須

※必須

第34回 日本選手権  エントリーフォーム

フリガナ

氏　名

申込日 2022年　　　月　　　日

住　所

参加クラス

プロ部門

アマチュア
部門

支払方法

〒

備考欄（連絡事項等ありましたらご記入ください）

私は、「第34回 日本選手権」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。
●私は、締め切り後にこの大会に関する事前振込全ての返金の請求は致しません。
●私は、大会が急遽中止となりトーナメントが成立しなかった場合、支払済の参加費から大会準備に要した経費及び振込手数料が差し引かれた額が返金
　されることに同意します。

［ PDGAからの誓約事項 ］
私は、トーナメントの参加には怪我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34回日本選手権ディスクゴルフトーナメント、
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およびJPDGAが施したCOVID-19への安全対策を尊守します。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しては以前からの指針について再確認します。

誓  約  書

署 名 印

※□チェックしてください

□オープン
□レディス

□マスター
□マスターレディス

□アドバンス
□マスター

□レジェンド□グランドマスター
□シニアグランドマスター

□U10
□U13

□U16
□U19

□各クラスレディス希望

□グランドマスター □シニアグランドマスター

参加資格
※要項参照

会員資格

生年月日 西 暦　　　　　　年　　　月　　　日

年 齢 性 別歳 男  ・  女


