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： 2022年7月2日（土）・3日（日）
： 北海道立噴火湾パノラマパーク 特設コース
： 北海道オープンディスクゴルフトーナメント実行委員会
日本ディスクゴルフ協会

： 八雲町　北海道ディスクゴルフ協会
： 噴火湾パノラマパークPFI（株）　（株）小学館集英社プロダクション
： Disc Sports
： PDGA

ごあいさつ

北海道オープンはコロナ過で2年間は開催中止となってしまいましたが、
今年2022年は第11回大会として開催する運びとなりました。

会場の「噴火湾パノラマパーク ディスクゴルフコース」は噴火湾を見下ろす高台に位置し、
晴れた日には羊蹄山（蝦夷富士）も望める雄大なロケーションが魅力のコースです。
　北海道オープンの開催を心待ちにしていたリピーターの選手はもちろん、

今年初めて挑戦を考えている選手もぜひ噴火湾に投げ込むようなビッグスローを体験してください。

日本ディスクゴルフ協会・北海道ディスクゴルフ協会

2022年JPDGA公式戦（ABT-A）



●募集クラス

※各クラス共に参加者が3名以上で成立し、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。　

●参加資格　 ディスクゴルフの基本的なルール及びマナーに関する知識を持ち、ディスクゴルフの基本的なスローを
 習得している人が対象。

●定員　　　 全部門合計で72名　

プロ部門

アマチュア部門

ノービス部門

・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

・アドバンス
・アドバンスレディス
・グランドマスター
・グランドマスターレディス
・U10
・U13

・ノービス

（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）

（年齢性別不問）
（年齢不問、女性のみ）
（50歳以上、性別不問）
（50歳以上、女性のみ）
（10歳以下、性別不問）
（13歳以下、性別不問）

（初級者対象の1Day大会、年齢性別不問）

第１１回 北海道オープンの特別運用について

募集クラス・参加資格・定員

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およ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、大会主催者はその責を負いません。

【 大会参加上の留意事項 】
●大会開催前後の6月24日（金）～7月10日（日）の期間、体温と健康状態の記録を義務付けます。（別紙添付）
●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等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およ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、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。
●キャディーの帯同は禁止とします。

【 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。

http://www.jpdga.jp/main/information.php?itemid=1599


●競技内容

●使用ディスク
●ルール

12：00～

8：00～
9：00～
10：00～
13：30～

7：45～
7：50～
8：30～
12：00～
13：30～
15：30～

※北海道在住者は会員料金でエントリーできます
※会員以外の方もエントリー時にJPDGAに入会（入会金1,000円＋年会費5,000円）すれば会員扱いとなります

※順位確定の発表後にトーナメントディレクターに断りなく表彰式を欠席したプレーヤーは、競技マニュアルの1.10E-2
　に従って賞金および副賞を放棄したものと見なします。（代理受領は原則不可）
※プロ部門において賞金および副賞の授与対象は、有効なJPDGAプロ部門登録者、または有効なPDGAプロ部門
　登録者で旅行や一時的な就労等で国内に在留している外国人プレーヤーが対象となります。
※JPDGAアマチュア部門登録者やJFDA会員、北海道在住の方のプロ部門へのエントリーは会員料金で参加でき
　ますが、賞金および副賞授与の対象外となりますのでご注意ください。
※賞金および副賞の授与を希望する方は、エントリーと同時にJPDGAにご入会ください。

※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場合がありますので予めご了承下さい

アマチュア部門

ノービス部門

プロ部門

プロ部門

アマチュア部門

ノービス部門

プロ部門

プロ部門 アマチュア部門 ノービス部門

アマチュア部門

ノービス部門

7,000円 （会員以外 11,000円）

5,000円 （会員以外 9,000円） ／ U10・U13のみ 3,000円 （会員以外も同額）

2,500円 （会員以外も同額）

スケジュール

参加費

表彰

競技内容

PDGA及びJPDGA公認ディスク（重量制限なし）
最新JPDGAルールを適用します。
ローカルルールについてはプレーヤーズミーティングにて説明します。

公式練習

選手受付開始

表彰式

予選第3ラウンド（18Ｈ）
準決勝（9Ｈ）
決勝（6Ｈ）

プレーヤーズミーティング
予選ラウンド（18Ｈ）

決勝（9Ｈ）

選手受付開始
開会式・プレーヤーズミーティング

予選第1ラウンド（18Ｈ）
予選第2ラウンド（18Ｈ）

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名の場合は1位のみ表彰）

1～3位 （参加者が4・5名の場合は2位まで、3名の場合は1位のみ表彰）

1～3位 （参加者が4・5名の場合は2位まで、3名の場合は1位のみ表彰）

1日（金）

2日（土）

3日（日）

・予選
・準決勝
・決勝

・予選
・準決勝
・決勝

・予選
・決勝

：
：
：

：
：
：

：
：

18Ｈ×3ラウンド（54H）
9Ｈ（進出者枠は事前に発表）
6Ｈ（各クラス上位４位タイまで進出）

18Ｈ×3ラウンド（54H）
9Ｈ（進出者枠は事前に発表）
6Ｈ（各クラス上位４位タイまで進出）

18Ｈ
9Ｈ（全員決勝）



エントリー専用Webフォーム、またはエントリー用紙に必要事項をご記入の上、メール・FAX・郵送にてお申し込み下さい。
参加費は銀行振込、郵便振替にてお願いします。（宿泊費は現地で徴収します）

●Webエントリーフォーム
　https://forms.gle/ebT4VtX3sAL8L84H9

●住所・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

※締め切り日はエントリーと参加料入金の両方の締め切りとなります。
※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し、その後の登録部門変更・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。

会場アクセス

参加お申し込み方法

詳しくは噴火湾パノラマパークHPの「施設案内・利用案内」「アクセス」各ページよりご確認ください。
▼噴火湾パノラマパーク
　http://panorama.town.yakumo.hokkaido.jp/
　〒049-3124 北海道二海郡八雲町浜松368-8　TEL：0137－65－6030
●アクセス（お車の場合）
　北海道縦貫自動車道 札幌方面 八雲ICより国道5号線経由で約10分／函館方面 落部ICより国道5号線経由で約15分
●駐車場・大会本部
　「パークゴルフ場」と「ふれあい館」近くの駐車場をご利用ください。大会本部はふれあい館となります。
※隣接する八雲PAからパーク内への車両の出入りは出来ません

申込開始 5月31日（火） 21時～ 申込締切 6月24日（金） 必着

：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

八雲IC
落部IC

八雲IC
落部IC

P
ふれあい館（大会本部）

パーク
ゴルフ場
パーク
ゴルフ場

至 札幌・八雲市街八雲IC

至 森・函館落部IC

北海道縦貫
自動車道
北海道縦貫
自動車道

噴火湾パノラマパーク

ふれあい館（大会本部）

https://forms.gle/ebT4VtX3sAL8L84H9
http://www.jpdga.jp/main/
http://panorama.town.yakumo.hokkaido.jp/


会場内の「オートリゾート八雲」にあるロッジを、施設のご厚意により特別料金で確保いたしました。
数に限りがございますので、ご希望の方はお早めにお申込みください。

▼オートリゾート八雲
　https://forms.gle/2TdaqoZEb4jcoobT9
■利用料金
　ロッジ（定員5名） 
■入場料
　1人1回  中学生以上大人：1,000円 ／ 小学生：500円 ／ 幼児：無料
　※ロッジ使用料とは別に入場料が必要です
　※連泊でも1回のみ
■チェックイン 15：00 ／ チェックアウト 11：00
■キャンセル料
　規定によりキャンセル料が発生します
・前々日～前日のキャンセル
・当日不泊

●お申し込み方法
　施設では直接予約を受け付けいたしません。宿泊申込専用Webフォーム、または
　エントリー用紙でメール・FAX・郵送にてお申し込み下さい。
　ご利用料金は現地にてスタッフ（江原）が徴収します。
●宿泊申込み専用Webフォーム
　https://forms.gle/bwWqhH8TE7umajfE7
※今回はコロナ対策により相部屋の希望は受け付けません。
※ロッジ1棟につき車両は2台まで駐車可能です。
　3台目以降はキャンプ場指定の場外駐車場をご利用ください。
※洗面用具などアメニティのご用意はございませんので各自ご持参ください。
※ご就寝は寝袋をご利用いただきます。
※キッチンや調理器具・食器類はご用意しておりますので、ご自由に食材を
　お持ちいただき調理できます。（箸・ふきんはありません）
※自動販売機は園内各所ございます。
※食品・ドリンク類は園内の「パノラマカフェハーベスター」に売店がございます。
※満室の場合は会場周辺にホテルがございますので、各自でお申し込みください。

▼八雲町HP ー 八雲町内の宿泊施設一覧
　https://www.town.yakumo.lg.jp/soshiki/syoukou/content1118.html

宿泊情報

大会・宿泊に関するお問い合わせ
大会や宿泊に関する情報やお問い合わせはこちらから

●大会運営事務局
　hokkaido.op@gmail.com

　Facebookページ「北海道オープン ディスクゴルフトーナメント」
　（アカウントをお持ちでない方も閲覧できます）
　https://www.facebook.com/hokkaido.op

1棟1泊：8,500円（入場料別途）

ビジネスホテル フレスコ

温泉ホテル 遊楽亭

旅館 二海（ふたみ）

住所 電話番号

宿泊申込み
QRコード

八雲町内の宿泊施設（一部）

二海郡八雲町本町125

二海郡八雲町本町207

二海郡八雲町浜松152

二海郡八雲町本町212

本館

別館

0137-62-2100

0137-62-4111

0137-63-4126

0137-63-2021

：宿泊料金の50％
：宿泊料金の100％

https://forms.gle/2TdaqoZEb4jcoobT9
https://forms.gle/bwWqhH8TE7umajfE7
https://www.town.yakumo.lg.jp/soshiki/syoukou/content1118.html
http://www3.plala.or.jp/fresco-yakumo/
https://ryokan-futami.jp/
https://www.yurakutei.co.jp/


メールアドレス

TEL

第11回北海道オープンディスクゴルフトーナメント エントリーフォーム

ふりがな

氏　名

所属協会

2022年　　　月　　　日

住　所

参加クラス

参加費

FAX

備考欄（連絡事項等ありましたらご記入ください）

※未成年の方は保護者の署名をお願いします　※記入していただいた個人情報は大会運営以外の用途には使用しません

※□チェックしてください

2・3日

□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

□JPDGA#（　　　　　 　）  □ PDGA#（　　　　　 　）  □ JFDA#（　　　　　 　）  □所属なし

代表者氏名 同室者氏名

プロ部門

アマチュア部門
□アドバンス
□アドバンスレディス
□ノービス

□グランドマスター
□グランドマスターレディス

□U10
□U13

ノービス部門3日

生年月日

年  齢

西暦　　　　　　年　　　月　　　日

性  別歳 男  ・  女

1日（金）

2日（土）

宿泊日

宿泊予約

●プロ部門
●アマチュア部門

●アマチュア部門 U10・13
●ノービス部門

□会員
□会員

□会員以外
□会員以外

□
□

7,000円
5,000円

11,000円
9,000円

3,000円
2,500円

上記事項すべてに □同意します
□同意しません

理由

私は「第11回 北海道オープン 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、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。
●私は公式練習及びトーナメント中に発生した事故等の責任を、トーナメント主催者に対して一切問いません。
●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トーナメントに関する事前振込に関する全ての返金の請求はしません。
●私はトーナメントが急遽中止となり大会が成立しなかった場合、支払済の参加費より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。
●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11回 北海道オープン
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

お支払い方法 入金日 月　　　　日□郵便   □銀行   □その他（　　　　　　　　　　）



体温・体調 記録表

6月24日（金）

6月25日（土）

6月26日（日）

6月27日（月）

6月28日（火）

6月29日（水）

6月30日（木）

7月1日（金）

7月2日（土）

7月3日（日）

7月4日（月）

7月5日（火）

7月6日（水）

7月7日（木）

7月8日（金）

7月9日（土）

7月10日（日）

度

度

度

度

度

度

度

度

度

度

度

度

度

度

度

度

度

□喉の痛み  □咳  □頭痛  □倦怠感  □味覚・嗅覚異常  □その他（                ）

□喉の痛み  □咳  □頭痛  □倦怠感  □味覚・嗅覚異常  □その他（                ）

□喉の痛み  □咳  □頭痛  □倦怠感  □味覚・嗅覚異常  □その他（                ）

□喉の痛み  □咳  □頭痛  □倦怠感  □味覚・嗅覚異常  □その他（                ）

□喉の痛み  □咳  □頭痛  □倦怠感  □味覚・嗅覚異常  □その他（                ）

□喉の痛み  □咳  □頭痛  □倦怠感  □味覚・嗅覚異常  □その他（                ）

□喉の痛み  □咳  □頭痛  □倦怠感  □味覚・嗅覚異常  □その他（                ）

□喉の痛み  □咳  □頭痛  □倦怠感  □味覚・嗅覚異常  □その他（                ）

□喉の痛み  □咳  □頭痛  □倦怠感  □味覚・嗅覚異常  □その他（                ）

□喉の痛み  □咳  □頭痛  □倦怠感  □味覚・嗅覚異常  □その他（                ）

□喉の痛み  □咳  □頭痛  □倦怠感  □味覚・嗅覚異常  □その他（                ）

□喉の痛み  □咳  □頭痛  □倦怠感  □味覚・嗅覚異常  □その他（                ）

□喉の痛み  □咳  □頭痛  □倦怠感  □味覚・嗅覚異常  □その他（                ）

□喉の痛み  □咳  □頭痛  □倦怠感  □味覚・嗅覚異常  □その他（                ）

□喉の痛み  □咳  □頭痛  □倦怠感  □味覚・嗅覚異常  □その他（                ）

□喉の痛み  □咳  □頭痛  □倦怠感  □味覚・嗅覚異常  □その他（                ）

□喉の痛み  □咳  □頭痛  □倦怠感  □味覚・嗅覚異常  □その他（                ）

月 日 体 温 体 調 （該当する症状に□）

大会初日または練習日に受付までご持参ください

※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。




