
                                                                           

 

2022 年公式戦ＪＰＤＧＡツアートーナメント（ABT-B） 

兼第６回美浦オープントーナメント（LT） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年６月２５日（土）・２６日（日） 

会場：美浦村光と風の丘公園ＤＧＣ 
 

 
 

主催・主管：日本ディスクゴルフ協会 

協力：茨城県ディスクゴルフ協会 
Disc Golf Navi 

後援：日本フライングディスク協会 
美浦村  
美浦村教育委員会 
辰巳の森ディスクゴルフクラブ 

協賛：イノーバ―・ジャパン 
公認：JPDGA・PDGA 

  
   



兼第６回美浦オープントーナメント（LT） 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

マスタークラスの日本一を決める大会を美浦村光と風の丘公園にて開催します。一昨年は、各クラスとも、

とても緊迫した戦いが繰り広げられました。今年は、昨年中止となった分も合わせて、楽しめるコースで、

皆さんを待ちしています！！誰が今年の栄冠を獲得するか、興味の尽きないところです。決勝は、総合で

争われることになります。各クラス優勝および総合優勝を目指して、腕を磨いてお越しください。若手の選

手、一日しか都合の付かない選手で、同じコースを回ってみたい方は、一昨年同様１DAY（美浦オープン）

を設けましたので、ぜひ、参加下さい。スタッフ一同皆様の参加お待ちしております。 

日本ディスクゴルフ協会   TD  白井 一夫 
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☆募集クラス    プロ部門 

 マスター：40歳以上なら誰でも可 

 グランドマスター(GM)：50歳以上なら誰でも可 

 シニアグランドマスター(SGM)：60歳以上なら誰でも可 

 レジェンド：70歳以上なら誰でも可        ＜各部門男女＞ 

※3名以上で成立。準決勝は、全体で実施。 

※決勝は全体で12位タイまで。（レディースは4位タイまで） 

アマチュア部門 

 マスター：40歳以上なら誰でも可 

 グランドマスター(GM)：50歳以上なら誰でも可 

 シニアグランドマスター（SGM)：60歳以上なら誰でも可 

 レジェンド：70歳以上なら誰でも可         ＜各部門男女＞ 

※3ラウンド目が準決勝となります。 

※決勝は全体で4位タイまで。（レディースも4位タイまで） 

１DAY オープン部門 （男・女の 2 部門）年齢問わず参加可能。（18H*2）LT 大会 

※3 名以上で成立。 2 名以下の場合は上のクラスになります。 

※対象部門外、下位部門参加の場合、ＪＰＤＧＡ順位ポイント対象外です。 

 

☆募集人員      ●2DAY 部門：プロ 35 名・アマ 25 名 

●1DAY 部門：12 名 ※全体で 72 名募集。各部門、記載人数を超えた場合は各部門成

立を優先とする先着順とします。 

☆参加資格      JPDGA会員（C会員を除く）及びJFDA(A)会員と茨城県ディスクゴル協会、県協会協力会 

員以外の方は、下記のカッコ内料金となります。※海外在住の選手は会員価格です。 

美浦オープンは、JPDGAルールとマナーを尊守できる方を、参加基準とします。 

☆参加料      ●2DAY プロ部門                会員 8,000 円（非会員 12,000 円） 

●2DAY アマチュア部門         会員 6,000 円（非会員 10,000 円） 

●１DAY オープン部門            会員 4,000 円（非会員 6,000 円） 

☆申込方法     エントリーフォームに必要事項を記入し、郵送・FAX またはＥ-mail で下記申込み先まで 

お申し込み下さい。ウェブエントリーもディスクゴルフナビ内下記ページで受付けます。

https://discgolf-navi.com/tournament/nt-abt-lt/masters-miho/  

同時に参加料を、銀行振込、郵便振替、または現金書留でお送り下さい。 

☆申込先       

〒136－0076 東京都江東区南砂 7－2－6－313  辰巳の森ﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 白井一夫 

TEL/FAX: 03－3648－0568  E-mail: nkazu@sepia.ocn.ne.jp 

銀行振込：りそな銀行九段支店（普通）口座番号 274-976645 ｼﾗｲｶｽﾞｵ 

郵便振替：記号 10120 番号 18690921  氏名 白井 一夫 

☆申込期間 

6 月 1 日(水)AM9 時～6 月 14 日(火)PM9 時（エントリーと入金の締切り） 

※ 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、各部門成立を優先します。 

※ レイトエントリーはありません。 

mailto:nkazu@sepia.ocn.ne.jp


 

１． 日程 

6 月 24 日（金） 12:30 受付でプロアマトーナメント実施（参加費無料・13:00 より） 

※但し、プロアマトーナメントのみの参加は、500 円の参加費要。 

6 月 25 日（土） 

8：30 2DAY 部門受付 

9：15 2DAY 部門プレーヤーズミーティング（1DAY 共） 

10:00  2DAY 部門予選 1 ラウンド（18H）（1DAY 共） 

13：45 2DAY 部門予選 2 ラウンド（18H）（１DAY 決勝） 

17：30 予選 3 ラウンド組み合せ発表（１DAY 表彰） 

6 月 26 日(日） 

8:00 2DAY チェック  

9：15 2DAY プロ予選 3 ラウンド（18H） 
2DAY アマ部門準決勝（18H） 

13：00 2DAY プロ部門準決勝・アマ部門決勝（9H） 

14：30 2DAY プロ部門決勝スタート（9H） 

16：30 表彰式 

※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。 
※公式練習ありません。（プロアマトーナメント実施）※プロアマトーナメントのみ参加は 500 円要 
なお、6 月 24 日の 13：00 より、プロアマトーナメントを実施します。12:30 までに、本部にて受付をお済ま
せください。※事前の連絡はありません。当日、簡易なコースマップを配布付し競技会を行います。各地
域マンスリー等参加経験があれば、誰でも参加できます。 

 
２． 競技方法  

2DAY 部門 ： 2DAY 
プロ部門(18Ｈ×3Ｒ＋準決 9＋決勝 9Ｈ＝72H) 
アマ部門は 3R 目が準決勝となります。（18H×2R+準決 18H+決勝 9H=63H） 
パーティー分けは、1、2 ラウンド目は本部組合せによるプロ・アマミックス。 
3 ラウンド目は成績順によるプロ、アマ別でラウンドします。 
プロ決勝は全体で 12 位タイまで。（レディースは 4 位タイまで） 
アマ決勝は全体で 4 位タイまで。（レディースも 4 位タイまで） 

１DAY 部門 ： 2 ラウンド目が決勝となります。 
（いずれも本部組み合わせによるパーティー分けとなります。） 

３． 表彰      ： プロ部門は 1～4 位表彰予定、副賞は参加者数の上位 10%の選手が獲得予定。 
※９名以下のクラスは 3 位まで、5 名以下のクラスは 2 位までの表彰とします。 
アマ部門は 1～3 位表彰予定、副賞は参加者数の上位 10%の選手が獲得予定。 
※参加者が 9 名以下のクラスは 2 位まで、5 名以下の場合は 1 位までの表彰とします。 
※１DAY オープン部門も、上位入賞者は表彰します。 

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 公認のディスクが使用できます。 
６． その他注意事項 

●締切り日以降のエントリーについては、お問合わせの上お申し込み下さい。 
＜問合わせ先＞ 
JPDGA 白井：nkazu@sepia.ocn.ne.jp  090-9832-5044 

●ホテルへのお申し込みは各自で行って下さい。 
但し、大会会場内のコテージが利用可能です。10 名程度の相部屋になりますが利用ご希望の
方は、下記まで連絡下さい。部屋数に限りがありますので、予めご承知おきください。（1 泊素泊
まりで 3,000 円程度） 
茨城県ディスクゴルフ協会(根本)TEＬ080-5453-3055 
メールで質問も可能です。 E-mail: nemoto-wk.dg@hotmail.com 

●アクセス 
＜車をご利用の場合＞ 
・常磐道 桜土浦ＩＣ⇒阿見美浦バイパス 国道 125 号線⇒会場 約 30 分 
・圏央道 阿見東ＩＣ⇒美浦栄線 68 号線⇒国道 125 号バイパス⇒会場 約 15 分 
＜バスをご利用の場合＞ 
・ＪＲ常磐線土浦駅⇒江戸崎駅行（約 30 分）⇒美浦中学校前下車（徒歩約 10 分）⇒会場  

●なお、コロナ感染防止に関して、最後のページ記載の「ご留意いただきたいこと」をよくお読みく
ださい。ご協力の程よろしくお願いいたします。 

mailto:nkazu@sepia.ocn.ne.jp
mailto:nemoto-wk.dg@hotmail.com


第 17 回 Masters 日本選手権エントリーフォーム 

兼第 6 回美浦オープントーナメント（LT） 

 

令和   年  月  日 

   フリガナ 

     氏名                          年齢     年  月  日生 年齢   歳 

 

                         ＪＰＤＧＡ＃（ＪＦＤＡ＃）         ＰＤＧＡ ＃         

 

住所〒   -    ・   都道府県                              

 

                 ＴＥＬ     （     ）        ＦＡＸ     （    ）         

 

    ＜支払方法＞ 

           □ 銀行振込  □ 現金書留  □ その他(           

           □ 郵便振込 

入金額         円    入金日      月   日付 

 

   ＜部門＞ 

     ●プロ部門   □マスター □G マスター □シニア GM □レジェンド 

     ●アマ部門   □マスター □G マスター □シニア GM □レジェンド 

     ●１DAY オープン部門  □ 

※□レディースクラス希望者はチェック下さい。 

 

 

誓 約 書 

私は第 17 回マスターズ日本選手権ディスクゴルフトーナメント(兼第 6 回美浦オープントーナメント)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。 
●私は大会において、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。 
●コロナ感染防止に関して、要項記載の「ご留意いただきたいこと」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及び「ディスクゴルフナビ」HP への参加者、リザルト
掲載に提供することに同意します。 

 
署名               印



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＞ 

 〈COVID-19 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。 

  

 ●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。 

  

 ●マスク（※不織布マスクをご使用ください。）は各自で準備し、・プレイヤーズミーティング・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下さい。 

  

 ●特にラウンド間の昼食時や休憩時は適切な距離(2m 以上）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 COVID-19 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下さい。行政機関の

調査に協力することに予めご同意願います。 

  

 ●マスクは、他の人と 2m 以上の距離が保てる場合を除き着用下さい。また、大声で会話をしないなどの感染予防を心が

けて下さい。 

  

 〈競技についての留意事項〉 

 ●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・グータッチもご遠慮下さい。 

  

 ●開会式・閉会式時等はマスク着用のうえ、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。 

  

 ●大会当日の受付は、適切なソーシャルディスタンスを確保し、一方通行の流れでチェックインを行って下さい。 

 ●スコアカードは、事前にパーティー内でスコアキーパーを決めその選手が携帯し、全てのホールのスコアを記載して下

さい。スコアカードの確認後のサインは不要です。 

  

 ●本大会はキャディ帯同は禁止とします。 

  

 ●ラウンド中は、自分がプレーする時以外マスクを着用し、大声で会話をしないなどの感染予防を心がけて下さい。 

 

 《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 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。 


	＜支払方法＞

