
ABT-B 公式戦 第 30回 東京オープン大会要項 

東京では数少ないディスクゴルフの常設コースを有するこの公園は、時の経過と共に緑豊かな公園にと
変貌を遂げつつあります。常設コースはファミリーコースとして、愛好者も年々増加しており、ディス
クゴルフの技術習得には格好のエリアとなっています。今年は、公園側のご尽力により 2018年より 5
年ぶりに 30 回目の開催の運びとなりました。駐車場を始め、大会開催のために数々の難題を解決して
頂いています。周囲を住宅に囲まれた、ディスクゴルフコースとしては珍しい環境の中、今年もチャレ
ンジしてみてはいかがでしょうか。
また、本大会は、日本ディスクゴルフ協会が INNOVA JAPAN 様ご協賛・ご協力の元、大会のクオリテ
ィを高めてゆくことを目的に開催される公式戦です。30回を迎える東京オープンに、是非ご参加下さ
い。スタッフ一同心よりお待ちしております。

辰巳の森ディスクゴルフクラブ   白井一夫 

主催 日本ディスクゴルフ協会 
主管  辰巳の森ディスクゴルフクラブ 
後援  辰巳の森海浜公園管理事務所 

      　　　一般社団法人日本フライングディスク協会 

協力 遊健会 / D.ch / DISC GOLF NAVI 
協賛 INNOVA JAPAN 
公認 PDGA / JPDGA



【募集クラス・人数】 
 
●プロ部門（2DAY大会）：45名 
オープン（ＯＰ） 年齢不問  
レディース（ＰＬ） 年齢不問、女性のみ 
マスター（ＰＭ）（ＰＭＬ） 40 歳以上、L は女性のみ 
グランドマスター（ＰＧＭ） 50 歳以上、性別不問 
シニアグランドマスター（ＰＳＧＭ） 60 歳以上、性別不問 

●アマチュア・ジュニア部門（2DAY大会）：36名 
アドバンスオープン（ＡＤ） 年齢性別不問 
アドバンスレディス（ＡＤＬ） 年齢不問、女性のみ 
マスター（ＡＭ）（ＡＭＬ） 40 歳以上、L は女性のみ 
グランドマスター（ＡＧＭ）（ＡＧＭＬ） 50 歳以上、L は女性のみ 
シニアグランドマスター（ＡＳＧＭ）（ＡＳＧＭＬ） 60 歳以上、L は女性のみ 
レジェンド（ＡＬＧ）（ＡＬＧＬ） 70 歳以上、L は女性のみ 
ジュニア U10（Ｕ10）（Ｕ10Ｌ） 10 歳以下、L は女性のみ 
ジュニア U13（Ｕ13）（Ｕ13Ｌ） 13 歳以下、L は女性のみ 
ジュニア U16（Ｕ16）（Ｕ16Ｌ） 16 歳以下、L は女性のみ 
ジュニア U19（Ｕ19）（Ｕ19Ｌ） 19 歳以下、L は女性のみ 

※3 名以上で成立。２名以下の場合は以下のように統合エントリーとなります。 
プロ部門：ＯＰ ← Ｍ ← ＧＭ ← ＳＧＭ （男女） Ｌ ← ＭＬ （女性） 
アマ部門：U10→U13→U16→U19→ＡＤ←ＡＭ←ＡＧＭ←ＡＳＧＭ←ＡＬＧ （L 部門も共通） 

 
※ポイントについての注意事項：参加者が少なく上位クラスになった場合の扱いとして、実際に参加した
クラスか、申込時に選択したクラスか、どちらにポイントを付けるかエントリ―時に選択ください。 

 
【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】 ※参加料は当日徴収いたします。お釣りの無いようにご用意ください。 

●2DAY プロ部門 
●2DAY アマチュア部門 
●2DAY ジュニア部門 

会員 8,000 円（会員以外 12,000 円） 
会員 6,000 円（会員以外 10,000 円） 
会員 4,000 円（会員以外も同額です）

※会員：JPDGA（C 会員を除く）＆JFDA(A)会員とクラブ会員です。 
 
【申込方法】 

①ウェブエントリー  URL https://forms.gle/QdfofM7TS43Wk86S8 
②ウェブエントリーが難しい場合は別紙フォームに必要事項を記入し、郵送にてお送りください。 

申込先 ※郵送は 3 月 14 日以降の消印で、申し込み開始 3 日以内の到着順 7 名を優先します。  
〒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 宛て TEL: 03－3648－0568   
E-mail: nkazu@sepia.ocn.ne.jp ※メール、電話による申し込みは受け付けておりません 

 
【エントリー期間】令和 5年 3月 14日(火) AM7:00～3月 31日（金）24：00 
 

・エントリー期間内に定員になった場合、キャンセル待ちを募集します。キャンセルがあった場合、【各部
門の成立】→【キャンセル待ち登録順】の順番でプレーヤーを補填します 
・エントリー期間終了時に定員に満たない場合はレイトエントリーを実施します。「6．その他の注意事
項」を参照下さい。 
・4 月 1 日以後の部門変更は不可、またキャンセルする場合は費用が発生します。 

https://forms.gle/QdfofM7TS43Wk86S8
mailto:nkazu@sepia.ocn.ne.jp


 
1. 日程 
4月 15日(土) 4月 16日(日） 
8：40 受付 8：40 受付 
9：10 開会式 

プレーヤーズミーティング 
9：00 プロ部門予選 3 ラウンド（18H） 

アマ部門決勝（18H） 
9：40 予選 1 ラウンド（18H） 12:30 プロ部門準決勝スタート（9H） 
13:00 予選 2 ラウンド（18H） 14:00 プロ部門決勝スタート（6H） 
16:30 予選 3 ラウンド組み合せ発表 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。 
※公式練習日は、前日（4/14 金）、13：30～16：30 まで行なう予定です。（安全上、全ホールではあり
ません） 

 
2. 競技方法  

プロ部門：18Ｈ×3Ｒ＋準決 9Ｈ＋決勝 6Ｈ＝69Ｈ 
アマ部門：18H×3R＝54H ※3R 目が全員決勝となります 
 
パーティ分けは、1 ラウンド目は本部組合せによるプロ・アマミックス。 
 2，3 ラウンド目は原則として成績順によるクラス別でラウンドします。 
準決勝は、9 名以下のクラスの場合は実施しない予定です。 
決勝は各クラスとも上位 4 位タイまでの選手で実施します。（6 名以上場合主催者指定の方法で、5 名まで
とします。） 

 
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。 

 
4. ルール 

最新 JPDGA ルールの適用となります。ローカルルールはプレイ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 公認ディスクが使用できます。 
 
6. その他注意事項 
 

・レイトエントリーが実施された場合、可能かどうかお問合わせの上お申し込み下さい。 
可能な場合はレイトエントリー代として、1,000 円が加算されます。 
＜問合わせ先＞東京オープン事務局(ディスクゴルフナビ内)  discgolfnavi@gmail.com 

・ホテルへのお申し込みは各自で行って下さい。 
・4 月 14 日(金)～16 日(日)は、常設コースが使用できなくなります。 
・大会期間中、水泳の大会と重なる場合があります。車での来園は、出来るだけご遠慮下さい。 

利用される場合は第二駐車場をご利用下さい。８時半過ぎに開きます。 
 
7. イベント 大会期間中、本部テント前で初心者の無料講習会を実施します。 



《会場及び交通情報》

☆会場 
都立辰巳の森海浜公園 
〒135-0053 東京都江東区辰巳２丁目１番３５号 
TEL:03-5569-8672 
 

 
☆会場までの交通 

・営団地下鉄有楽町線｢辰巳駅｣（出口 2 番）より徒歩 7～8 分 
・JR 京葉線、武蔵野線「新木場駅」下車徒歩 15 分 
・都バスでは、ＪＲ「錦糸町駅」より錦 13 系統、地下鉄東西線｢門前仲町駅｣より門 19 系統｢辰巳団
地｣下車、徒歩 5 分 
・車では、首都高湾岸線新木場出口より 5 分 

 
☆駐車場 
第二駐車場をご利用下さい(８時半過ぎに開きます) 
料金 : 1 時間 200 円、以降 1 時間毎 200 円 最大料金入庫後 6 時間 1,200 円 
※大会期間中、水泳の大会と重なる場合があります。車での来園は、出来るだけご遠慮下さい。 

 
☆宿泊紹介 

「ルートイン東京東陽町」（℡03-3649-1211）営団地下鉄東西線東陽町駅下車 4 分   
「ホテルｲｰｽﾄ 21 東京」（℡03-5683-5683）営団地下鉄東西線東陽町駅下車 7 分 
「東横ＩＮＮ東西線木場駅」（℡03-5621-1045） 東京メトロ東西線木場駅より徒歩 4 分   

tel:03-5569-8672


ご留意いただきたいこと ※状況により内容が変更となる場合がございます。 
＜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。 
 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＞ 
 大会参加前日において、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。（この場合でも、エントリー費の支払いをお願いします。後日、支払い請求
を行います。ご理解ください） 
 大会参加当日は、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大会参加をご遠慮ください。
（この場合でも、エントリー費の支払いをお願いします。後日、支払い請求を行います。ご理解ください） 
 マスクは各自で必要枚数をご持参のうえ、プレーヤーズミーティングや閉会式時はマスクの着用をお願い
します。 
 こまめな手洗いとアルコール等による手指の消毒を実施してください。 
 大会終了後、2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者まで速やかに報告してく
ださい。 
※《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［第 30 回東京オ
ープン］、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。 
＜競技について＞ 
 エントリー費は、試合当日、受付にてお支払いいただきますようお願いします。（この場合、釣銭の無い
ようお願いします。） 
 グループ内でスコアカードの受渡しはせず、事前にスコアキーパーを決めてひとりが全員のスコアを 18
ホールつけてください。ラウンド終了後にグループ内でスコア確認した後、本部へスコアカードを提出して
ください。 
 練習ラウンドやラウンド中は、ソーシャルディスタンスを確保する等の工夫を各自で行っていただくこと
でマスク着用は各自の判断にお任せします。 
 ラウンド中を含めてソーシャルディスタンスをとる・大声で会話しない等の感染予防対策をお願いしま
す。 
 大会中は自分の道具以外は触れないようにし、ハイタッチ・グータッチもおやめください。 
 ラウンド前後での３密回避に心掛けてください。 
 大会参加を取りやめる場合は、必ず連絡をお願いします。 
 本大会ではキャディ帯同は禁止とします。 
 大会観戦は３密を避け、会話も慎んで観戦をいただきますようお願いします。 
＜開会式・ミーティング・閉会式・＞ 
 開会式・プレーヤーズミーティング・閉会式では、マスクの着用及び、ソーシャルディスタンスを確保願
います。 



フリガナ

氏名

英字名

生年月日

TEL

FAX

メール 携帯

部門統合された場合ポイントをどちらに付与するか □参加クラス　 □申込クラス

※会員以外も同額ですジュニア部門

会員 非会員

□6,000円

□8,000円 □12,000円

□10,000円

□4,000円

□オープン　□レディース 　 □マスター　□マスターレディース 

□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 レディース

□マスター 　□マスター レディース

【プロ部門】 

【アマ部門】

□ジュニアU19 　□ジュニアU16　 □ジュニアU13　 □ジュニアU10

□グランドマスター　□グランドマスター レディース

JPDGA#

PDGA#

JFDA#

□男／□女

住所

　上記誓約書に同意します　　□はい　　□いいえ　　　　　ご署名

参加部門にチェックをしてください。

【誓約書】私は，第30回東京オープン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。

※本大会は下記URLのウェブエントリーで受け付けています。
ウェブエントリーが出来ない場合は要項を必ずお読みになり本申込書をご送付ください

https://forms.gle/QdfofM7TS43Wk86S8

申込クラスは本エントリーフォームの参加部門でチェックしたクラス、
参加クラスは実際にプレーをしたクラスとなります。

支払項目

プロ部門

アマチュア部門

□シニアグランドマスター　□シニアグランドマスター レディース

□レジェンド　 □レジェンド レディース

第30回東京オープン・エントリー
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