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ディスクゴルフって何だろう…？
ディスクゴルフとは、
ゴルフのボールの代わりにフライングディスクを使用し、
バスケット型の専用ゴールに、何投で
投げ入れることができるかを競うスポーツです。
アメリカで生れたこのディスクゴルフは、
欧米を中心に世界の36ヶ国でプレーされています。

●ディスクゴルフの歴史
フライングディスクの発祥は1950年代から60年代にかけてアメリカで生れ、ディス
クゴルフは60年代に入りフライングディスクの遊び方のひとつとして登場しました。

1976年� 世界初の常設コースがカリフォルニア州オーク・グローブ公園に設置される。
� PDGA（国際ディスクゴルフ協会）が設立される。
1982年� PDGA�World�Disc�Golf�Championships�第1回大会が開催される。
1986年� JPDGA（日本ディスクゴルフ協会）設立される。
� 国内初の国際大会「東京オープン」が開催される。
1987年� ジャパンオープンの前身「ジャパンカップ」が開催される。
※以後、1996年まで「ジャパンオープン」として毎年開催され、数々の名勝負を生み出す。
1995年� ディスクゴルフターゲット「DISCatcher（ディスキャッチャー）」登場。
� 現在までに全米で1400コースが整備される。
1999年� �United�States�Disc�Golf�Championship（USDGC／アメリカ・サウス

カロライナ州）の第1回大会が開催される。
2001年� 秋田ワールドゲームズでディスクゴルフが公式競技として開催される。
2002年� ジャパンオープンが復活する。
2004年� ジャパンオープンが史上初のゴルフ場にて開催される。
� ※会場：「那須ハイランドゴルフクラブ」（栃木県黒磯市）
2006年� ジャパンオープン（海外6ヵ国71人が参加）
2010年� 世界36ヵ国にて実施、3,000（国内100）コース、
� 競技者40,000（4,000）人、愛好者3,000（200）万人

ディスクゴルフの魅力って？
●誰にでも簡単に楽しめます
ディスクゴルフは、フライングディスクを投げることができれば楽しめるスポーツ
です。こどもから高齢者まで、そして女性や運動の苦手な人、もちろんスポーツが
得意な人も、みんなが一緒にプレーできます。コースによっては、障害者、車椅子
の方でも一緒にプレーすることができます。

●ルールが簡単です
より少ない投数で、専用ゴールに投げ入れることを競うのが基本的なルールで
す。ルールはとても分かりやすく、初心者でもすぐにコースに出て楽しむことがで
きます。

●手軽に自然とふれあえます
ディスクゴルフのコースは、自然を破壊することなく、専用ゴールとティー（投げ出
す位置）を設置するだけでコースが作れます。ほとんどのコースは自然豊かな公
園にあり、ディスクゴルフをプレーすることにより、家族や仲間と気軽に自然にふ
れあうことができます。

●多くの道具は必要ありません
はじめは、ひとり1枚のフライングディスクがあればプレーできます。ディスクは1枚
1,000円〜1,500円程度で、人数分のディスクを用意するだけでOKです。公共公
園のコースでは、レンタルディスクが用意されているのですぐにプレーもできます。

●ディスクを使い分けるのも楽しみのひとつ
ゴルフでクラブを使い分けるように、ディスクゴルフでも地形や目前の障害物、自
然条件などに合わせて、飛行性能の異なるモデルを使い分けることがあります。
コースに出始めると、ディスクを使い分けるのも楽しみのひとつになります。
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ディスクゴルフの 基本ルールって？
●ディスクゴルフの基本ルール
1.��ディスクゴルフは、ボールのかわりにディスクを投げ、専用のゴールに何投で入
れられるかを全18ホール（または9ホール）のトータルスコアで競うスポーツです。

2.��1投目はティー・ラインの後ろから投げ、2投目以降はディスクが止まった地点
にマーカー・ディスクでマークをし、そこから投げます。

3.��ディスクは転がしてもすべらせても構いません。また何枚かのディスクを用意
し、状況に応じて１投ごとにディスクを使い分けることもできます。

■ティー・ラインからのスロー
■マーカーからのスロー

■ゴールへ向かってパッティング

●投げる順番
・�通常４人ずつ１組でラウンドします。１番ホールのティー・ショットはじゃんけんで順
番を決め、２投目以降は投数に関係なく、ゴールより遠い人から先に投げます。�
・�２番ホール以降のティー・ショットは、前のホールでスコアの良かった人から順
に投げます。もし同スコアの場合はさらにその前のホールのスコアの良い人から
順に投げます。

●ＯＢやペナルティ
・�ＯＢ区域内（道路上や川、立入禁止区域など）にディスク全体が止まった場合は�
ＯＢで、1ペナルティが課せられ、ＯＢ区域に入った地点から次のスローをします。�
・�木の上にディスクが止まった場合は真下にマークをし、ペナルティは課せられず
にそこからプレーを続けます。

●安全確認
・�ディスクを投げる時は前方に十分注意し安全を確認しましょう。�
・�他のプレーヤーがディスクを投げる時は、ディスクが当たらないように投げる人
の前方には出ないようにしましょう。

ディスクはどうやって 投げるの？（基本編）1

●バックハンド･スロー
最初にマスターしておきたい基本的な投げ方です。
ディスクゴルフで最も使用頻度が高く、
コントロールがしやすく飛距離がでます。
これさえマスターすればコースでもすぐに楽しくプレ−できます。

ここでは、ディスクゴルフにおけるフライングディスクの基本的な投げ方
を紹介します。

握り方
1.�人差し指の第一関節をリム（ディスクのふち）の下にあてます。
2.�親指はディスクの表面に自然におきます。
3.�残りの指はリムを包み込むようにしっかり握り込みます。

投げ方
1.��目標に対して、体を横に向けて立ちます。
右利きの人ならば、右足が前になります。

2.��手首を曲げて、ディスクを巻き込むように
テイクバックします。

3.�手首のスナップを利かせ、投げ出します。

ポイント
1.�手首のスナップを利かせ、十分な回転を与えます。
2.�体の力を抜き、リラックスした状態が基本です。
3.�コントロールを重視したいときは、
　�フォロースローで目標を指差すようにします。
4.�ディスクに応じた、適度なパワーで投げます。
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ディスクはどうやって 投げるの？（基本編）2
●サイドアーム（フォアハンド）･スロー
バックハンド･スローの次は、サイドアーム･スローに挑戦しましょう。
飛距離は出ませんが、障害物などでバックハンド･スローが使えない時に有効です。

握り方
1.�親指をディスクの表面におきます。
2.�人差し指と中指はリムの内側につけます。
3.�薬指と小指は握り込みます。

投げ方
1.�目標に対して、やや斜めに向いて立ちます。
　�右利きの人は、左足が前になります。
2.�脇を締めて、小さく後方へひきます。
3.�体の横で、腕の振りを鋭く止めるようにして、
　�ディスクに回転をつけます。

ポイント

1.�ディスクに十分な回転を与えるために、腕の振りは最小限にします。
2.�投げ出す時に、ディスクを水平に保つことが大切です。
3.�脇を締めるように注意します。

●練習方法は？
手軽で、最も良い練習方法は、
“スロー＆キャッチ”です。
短い距離で向かい合い、
相手の胸を狙って
投げてみよう。慣れてきたら
距離を延ばして、より正確に
投げれるようになろう。

ディスクはどうやって投げるの？（応用編）

●カーブ･スロー
ディスクを傾けて投げることにより、左右にカーブさせることができます。
コース上の障害物などを避けてゴールを狙うときに有効なスローです。

ここからは応用編です。コースには様 な々障害物があります。
その障害物を避けてゴールを狙うときに有効なテクニックを紹介します。

投げ方
1.�カーブさせたい方向に、
　�ディスクを傾けて投げます。
2.�右カーブの場合、
　�目標に対してディスクの右側を下げます。
3.�左カーブの場合、
　�逆に目標に対してディスクの左側を下げます。

ポイント
1.�スタンス（足の向き）は、ゴールに対してではなく、
�　投げたい方向に対して向けます。
　�例えば、樹木の左側を通して、右カーブでゴールを
　�狙う場合、スタンスはゴールに対してではなく、
　�樹木の左側に対して向けます。
2.�ディスクの傾け方が重要です。
�　例えば、右利きのバックハンド･スローの場合、
�　傾けすぎると地面を転がってしまいます。

●バックハンド・ローラー
より遠くの目標を狙うときに、ある程度飛行させた後にディスクを転がして走らせ
るテクニックです。平坦なコース上で長い距離を狙うのに有効なスローです。

投げ方
1.�右カーブスローの要領で、
�　目標に対してディスクの右側を下げます。
2.�ある程度飛行した後に接地し、
�　その後走るような角度で投げます。

ポイント
1.�スタンス（足の向き）は、
�　バックハンドスローと同じように投げます。
2.�ディスクの傾け方が重要です。
�　傾ける角度が浅いとバックハンド･スローと
�　同じような飛行になり転がりません。

●サイドアーム・ローラー
ディスクを転がして投げるテクニックです。
平坦で長い距離や障害物の多い時に有効なスローです。

投げ方
1.�ディスクを縦に投げ、転がします。
2.�接地角度を計算に入れて、
�　ディスクを傾けて投げます。

ポイント
1.�接地角度によって、真っ直ぐ転がったり、
�　小さい径を描いたり、
�　大きな径を描いたりして止まります。
2.�その場で慌てて投げても
�　上手に出来ませんので、
�　投げ出しの角度を確認し、
�　良く練習しておきましょう。
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ディスクゴルフはどこでするの？
ディスクゴルフの専用コースが各地にあります。
本冊子11ページ「JPDGA公認コース一覧」をご確認ください。
お近くにコースがない場合は公園などで楽しみましょう。
各地のコース紹介はホームページでご確認下さい。

http://www.jpdga.jp

ディスクゴルフのコースってどんな形？
ディスクゴルフのコースは、自然を活かしたレイアウトになっています。

● 主なコースレイアウトは、
1.�初めての方でも楽しめるショートコース
　（ファミリー級）
　�平均距離20〜40mで設定。
2.�中級レベルの経験者にピッタリなチャレンジコース
　（レギュラー級）
�　平均距離40〜70mで設定。
3.�上級レベルで競技会などを行なうコース
　（トーナメント級）
�　平均距離70〜100m以上で設定。

●�条件付のコースレイアウトには下記のようなものがあります。

1. マンダトリー・ホール  
� 矢印表示に従い、一定方向より
� ディスクを通過させてゴールを狙います。

2. ドッグレッグ・ホール  
� �鍵型に設定されているホールで
通常、ティーからゴールは見え
ません。

基本は楽しむこと
ディスクゴルフは、家族や仲間と気軽にできるスポーツだから、基本は“楽しむ”こ
と。楽しみ方は創造次第。自由に遊び方を工夫してみましょう。
楽しむ仲間が多人数の時は、1組を2人から3人として（それ以上でもOK）1枚の
ディスクを順番に投げ、他の組みと競うダブルスやチーム戦にするのもおもしろ
いでしょう。経験者が居る場合はハンデキャップなどをつけると、さらに盛り上り
ます。

みんなで参加しよう！
ワールドビゲスト�ディスクゴルフ�ウィークエンド
毎年5月の第1週末に世界一斉にディスクゴルフをプレーしよう！という国際的な
イベントです。
みんなでディスクゴルフにチャレンジしよう！
詳しくは→ワールドビゲスト事務局0422-55-7877　�
http://www.herodisc.com

コースがなくても

●オリジナルコース
コースレイアウトは自然を生かして作りましょう。
木や小さな植樹を障害物に見立てて作ると、
より楽しいコースレイアウトになります。

身近ににコースがないときは公園などに仮設コースを作って
楽しみましょう。
※フライングディスクは人に当たると危険です。周囲の人達に十分注意しましょう。

●持ち運びができるゴール
［ ディスキャッチャー・トラベラー ］￥19,950（税込）
人数が揃ったら、少し本格的なゴールを設置すれば、
さらに盛り上ります。ディスキャッチャー・トラベラーは、
INNOVA社とヒーローディスクが共同で開発したポータ
ブルゴール。ワンアクションでセッティングと収納がで
きる優れモノ。バスケットは５角形に変化し、脚も４本
から５本になり安定感 good！（※屋外使用時には、付
属品の固定用ペグを使用して下さい。）総重量も6kgと
超軽量で持ち運びもラクラクです。
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●ディスクゴルフ用具レンタルサービス
気軽にディスクゴルフに触れていただけるように
日本ディスクゴルフ協会では用具のレンタルもしています。

利用料金　　１セット　1,000円/１ヶ月（送料別）
ディスクゴルフ簡易ゴール１台とフライングディスク10枚
協会ホームページ（データ→各種申請書類）から申込用紙をダウンロードし、必要事項を記入
してＦＡＸかメールにて送付してください。���
遊び方は、レンタル用具と一緒にお送りする「ディスクゴルフガイドブック」をご覧ください。

コースへ行ってみよう！ＪＰＤＧＡ公認コース一覧

TOWAピュアコテージコース

南相馬市馬事公苑コース

辰巳の森海浜公園コース

「日本ディスクゴルフ協会の公認コースリストに掲載し告知」
「公認コースレーティング（コース難易度設定値）値を取得」
「オフィシャルハンデ取得対象コースとして認定」

コース設置をお考えの方に JPDGA公認常設コース設置のメリット

ディスクゴルフコース設置をお考えの際はご相談ください！
ディスクゴルフコース設置における設計・見積をいたします。
コースは山間、林間、公園内、常設ゴルフコースとの併設などあらゆる場所に設営が可能です。
ゴール、ホール看板、ティーサイン、ティーパットの設置や、器具の耐久性、環境への配慮などを考慮した
コース設計をご提案いたします。
また、コースの維持・管理や整備体制など、あらゆる疑問にお答えいたしますので、ぜひご相談ください。

ディスクゴルフを学んでみよう！
ディスクゴルフをやってみたいけど何から始めればいいのか。
そんな疑問をお持ちの方に、当協会にて指導員の派遣あるいは講習会の開
催をいたします。
ルールの説明、用具の種類・使用方法、ラウンドマナーなどをレクチャーします。
個人、企業、地域のスポーツクラブ、各種サークルなど、人数や年齢に関係なく誰
でも気軽にお申込み頂けます。ご希望の場合は日本ディスクゴルフ協会へご依
頼ください。

JPDGA レーティング（オフィシャルハンディキャップ）

JPDGA�レーティング（オフィシャルハンディキャップ）は、子供からお年寄り、競
技者までそれぞれの技量に基づいた数値を算出して公表しています。
このオフィシャルハンディキャップを導入している大会では、初心者の方でもそ
の日のスコア次第では上級者を上回る成績を収めることが可能です。このオフィ
シャルハンディキャップは各地の小規模な大会にも導入されているため、誰でも
気軽に参加して楽しむことができます。

対象大会
①�自動的にレーティングが計算される大会＝ＪＰＤＧＡ公式戦、ＪＰＤＧＡ公認戦��
②��主催者もしくは申請者本人によりスコア・コース条件が提出された大会＝特設
コースでの大会、マンスリー、クラブコンペ、常設公認コースでのラウンド（３人以
上のスコアを提出）。

レーティング（オフィシャルハンデ）取得方法
対象大会にスコアが入っていて、ＪＰＤＧＡ・Ａ会員もしくは、レーティング会員に登録

公認指導員制度
1 . 公認指導員制度について 
� �　普段からディスクゴルフに親しまれている方や、より多くの人達にディスク
ゴルフの魅力を伝えたいという方は、ＪＰＤＧＡ公認指導員資格を取得して
一緒に普及活動をしませんか。

� �　近年、ディスクゴルフ愛好家の増加に伴い、全国各地でディスクゴルフ講
習会の依頼が急増しております。日本ディスクゴルフ協会では、指導員の養
成を行い、より一層の普及促進を目指しています。

2 . 公認指導員
� 準指導員３級�　【資格条件】公認指導員認定試験合格�
� 【公認指導員講習会】�学科：ルール、マナー、基本的なテク

ニックについて講習�
� 実技：基本的スローの講習�
� �ラウンド：ファミリー級の６ホールを

ラウンド
� 【申請料】５００円　　【認定料】５００円
� ＊公認指導員の種類はスキルや経験に応じて６段階設けています。
� 個人のスキルや活動内容に応じた取得を目指してください。

３. 公認指導員になると
� 独自に公認準指導員認定講習会を実施できます。
� 公認準指導員に合格するとJPDGA公認認定証が送られます。
� �また、JPDGAの依頼で講習及び、デモンストレーションを行なう場合、規定
の謝金をお支払いたします。

北海道 北海道 ニセコビレッジ�ピュア�ディスクゴルフコース
北海道 噴火湾パノラマパーク�ディスクゴルフコース

東北 秋田県 北欧の杜公園ディスクゴルフコース
宮城県 国営みちのく杜の湖畔公園南地区コース
宮城県 国営みちのく杜の湖畔公園北地区コース
福島県 羽鳥湖高原レジーナの森コース
福島県 大川ふるさと公園ディスクゴルフコース
福島県 南相馬市馬事公苑コース

関東 茨城県 国営ひたち海浜公園コース
群馬県 横浜市少年自然の家赤城林間学園コース
栃木県 日光だいや川公園コース
栃木県 TOWAピュアコテージ�ディスクゴルフコース
栃木県 戸田ディスクゴルフコース
栃木県 清原3号緑地ディスクゴルフコース
東京都 国営昭和記念公園コース
東京都 辰巳の森海浜公園ファミリーコース
東京都 上柚木公園ディスクゴルフコース
神奈川県 愛川ふれあいの村コース
神奈川県 横浜市こどもの国コース
埼玉県 国営武蔵丘陵森林公園コース
埼玉県 しらこばと水上公園ディスクゴルフコース

信越 新潟県 国営越後丘陵公園コース
新潟県 清津川フレッシュパークコース
長野県 鳥居平やまびこ公園ファミリーコース
長野県 東急リゾートタウン蓼科ディスクゴルフコース

北陸 富山県 立山山麓家族旅行村ディスクゴルフコース
東海 静岡県 富士山こどもの国コース

静岡県 御殿場市国立中央青少年交流の家コース
岐阜県 ディスクゴルフ　ひるがの高原

近畿 三重県 鈴鹿青少年の森ディスクゴルフコース
大阪府 国営淀川河川公園仁和寺コース

中国 岡山県 大佐山風の聖域コース
島根県 加茂中央公園ふれあいの丘コース
広島県 国営備北丘陵公園コース
広島県 備北オートビレッジコース
山口県 美味海（うまみ）共和国ディスクゴルフコース

四国 香川県 小豆島ホテルオリビアン�ディスクゴルフコース
九州 福岡県 国営海の中道海浜公園コース

福岡県 国営海の中道海浜公園ショートコース
佐賀県 国営吉野ヶ里歴史公園コース
熊本県 立神峡公園火の国コース
宮崎県 フェニックス・シーガイア・リゾート�ディスクゴルフコース

沖縄 沖縄県 沖縄今帰仁村ハイビスカス�ディスクゴルフコース
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公認クラブ
ＪＰＤＧＡ公認クラブでは、定期的に大会や講習会を開催しています。
他の会員と一緒にプレーすることでルールの説明やスコア上達のアドバイスも受
けられ、ラウンドマナーも知ることができます。大勢で楽しみながらプレーできる
のもクラブの魅力のひとつです。積極的に参加してみましょう！

●公認クラブ登録制度
あなたもＪＰＤＧＡ公認のクラブチームを作りませんか？
クラブチーム同士の交流を深めながら、競技の普及・促進活動を行い、全国で
開催されるJPDGA公式戦の大会協力・スタッフとしての参画やJPDGA公認の
競技大会を主催することができます。

登録方法・規定
協会ホームページ（データ→公認クラブ）より公認クラブチーム登録申請用紙を
ダウンロードし、記入しご登録ください。※代表者はJPDGA会員であること。
登録料無料

●公認クラブチーム一覧
信越 新潟県 十日町ディスクゴルフクラブ 

代表者：高橋　敏昭
TEL：025-763-2152　FAX：025-763-2152　E-mail：ja0tosi@poplar.ocn.ne.jp

北陸 石川県 Par  Free 
代表者：宮森　理
E-mail：parfree2007@yahoo.co.jp

福井県 ディスクゴルフクラブ I. F. O.
代表者：久野　真
TEL：0776-26-4666　E-mail：hisano@wine.ocn.ne.jp

関東 東京都 辰巳の森ディスクゴルフクラブ
代表者：白井　一夫
TEL：03-3648-0568　E-mail：tatsumi_disc@yahoo.co.jp

東京都 気まぐれディスクゴルフ倶楽部
代表者：小泉　義隆
E-mail：takadaikiti@yahoo.co.jp

東京都 ヒーローディスクゴルフクラブ （HDGC）
代表者：新保　孝三
TEL：0422-55-7888　FAX：0422-55-7880　E-mail：club@herodisc.com

栃木県 那須ディスクゴルフクラブ
代表者：河内　秀夫
TEL：0287-36-6131��FAX：0287-36-6131��E-mail：nasudiscgolf2000@yahoo.co.jp

栃木県 OYAMA DISC GOLF CLUB
代表者：篠崎　義之
E-mail：oyamadiscgolf2010@yahoo.co.jp

近畿 大阪府 ワン・デイ・クラブ
代表者：永田　良行
TEL：070-5047-5566　E-mail：yqi01237@nifty.ne.jp

体験したい、教えて 欲しい…そんな方へ

国際大会� ………… �2年に1度日本国内で開催されるディスクゴルフの国際大会
「ジャパンオープンディスクゴルフ」。世界各国からスタープ
レーヤーが集まり、最高峰のプレーを観戦できます。

 http://www.herodisc.com/japanopen

日本選手権� ……… �国内で最も栄誉ある大会です。もちろん世界で活躍する日
本人選手も参加しますし、エントリーは自由なので、腕に自
信がある方は是非チャレンジしてみてください。

公式・公認大会�…… �年間を通して多くの競技会が開催されています。プロとアマ
チュアの部門分けのほか、年齢ごとにもカテゴリーが分かれて
いるので、自分の力を試してみたい方は是非ご参加ください。

ローカル大会� …… �全国にあるＪＰＤＧＡ公認クラブや地方協会等が定期的
に開催しています。運動不足の解消やコミュニケーション
の場として最も参加しやすい大会です。

公式戦 LT 高知オープン 高知県高知工科大学
公式戦 LT 佐賀オープン 佐賀県国営吉野ヶ里歴史公園
公式戦 ABT 東京オープン 東京都立辰巳の森海浜公園
公式戦 NT 日本選手権 福島県南相馬市馬事公苑
公式戦 LT 清里の森オープン 山梨県清里の森

公認大会 ＮＡ－ＺＵスペシャル
（JAPAN OPEN　プレ大会）

TOWAピュアコテージ・
大川ふるさと公園

国際大会 JAPAN OPEN　２０１０
（ＵＳＤＧＣ日本代表選手選考会）那須ハイランドゴルフクラブ

国際大会 PDGA アマチュア世界選手権 Marion,�OH,�U.S.A.
公式戦 ABT 石川オープン 石川県金沢市奥卯辰山健民公園
公式戦 ABT 阿蘇オープン 熊本県阿蘇みんなの森
公式戦 LT みちのくオープン 岩手県北上総合運動公園
公式戦 ABT 関東オープン 栃木県宇都宮市清原緑地公園コース
国際大会 PDGA プロ世界選手権 Crown�Point,�IN,�U.S.A.
公式戦 LT 中部オープン 愛知県三河臨海緑地公園
公式戦 LT 日本オープン 京都�府民の森ひよし
公認大会 障がい者ディスクゴルフ日本選手権 新潟県国営越後丘陵公園
国際大会 USDGC（全米選手権） South�Carolina,U.S.A.
公式戦 ABT 東北オープン 北欧の杜
公式戦 ABT 中四国オープン 岡山県風の聖域ディスクゴルフコース

公式戦 LT 東海オープン
（兼全国レク大会） 静岡県富士山こどもの国

公認大会 昭和記念公園オープン 東京都国営昭和記念公園
公式戦 ABT 九州オープン 福岡県国営海の中道海浜公園
公式戦 LT マスターズ選手権 茨城県国営ひたち海浜公園
公式戦 LT 神奈川オープン 神奈川県愛川ふれあいの村
公式戦 ABT 関西オープン 兵庫県浜の宮公園ディスクゴルフコース
公式戦 LT ダブルス日本選手権 茨城県国営ひたち海浜公園
公式戦 LT 近畿オープン 三重県三雲河川敷公園

○全国大会���NT�:�National�Tournament�
○エリアブロック大会���ABT�:�Area�Block�Tournament
○ローカル大会���LT :�Local�Tournament

●まずは身近な講習会へ
全国各地で行なわれている無料の体験会や講習会、月例大会の情報を始め、各
地の活動内容がご覧いただけます。� http://www.jpdga.jp

●トップクラスのプレーが見れます。

公認審判員制度
日本ディスクゴルフ協会が実施する認定試験（筆記試験）に合格することでディス
クゴルフのルールに精通していることが証明される資格です。
資格保持者は日本ディスクゴルフ協会の公式戦の審判員を務める事が出来ます。

受験料＝３０００円、試験時間＝１００分（３０問）ルールブック持ち込み可
試験の実施時期・場所については日本ディスクゴルフ協会本部までお問い合わせ
ください。
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協 会 概 要
名称：日本ディスクゴルフ協会
� （Japan�Disc�Golf�Association）
発足：1986年10月1日��
目的：�ディスクゴルフ競技の組織として、その普及および振興を図

り心身の健全な発達に寄与することを目的とする
事業：・機関紙の発行
� ・講習会の開催
� ・競技規則の制定
� ・用具の検定及び公認�
� ・指導員の養成と派遣�
� ・ディスクゴルフの愛好者育成�
� ・日本選手権等競技大会の開催�
� ・ディスクゴルフコースの開設推進と公認�
� ・国際競技大会に対する代表者の選定と派遣�
� ・ＰＤＧＡ（世界ディスクゴルフ協会）との国際交流�
� ・その他、本協会の目的に必要な事業

本部事務局：〒860-0088�
� 熊本県熊本市津浦町13-47������
� TEL,FAX：096-200-2336�����
� E-mail：office@jpdga.jp
加 盟 団 体：世界ディスクゴルフ協会
� （ＰＤＧＡ：Professional�Disc�Golf�Association）
� 公益財団法人　日本レクリエーション協会
� ＳＳＦ笹川スポーツ財団

本協会は１９８６年１０月にＰＤＧＡ（世界ディスクゴルフ協会）の
公式な日本支部として、ディスクゴルフの普及および振興をはか
り国民の心身の健全な発達に寄与することを目的として設立さ
れて以来、競技規則の制定、日本選手権の開催、世界選手権
への選手派遣、指導員の育成。講習会の開催、用具の検定・公
認、ディスクゴルフコースの開設・公認等を中心に活動を行って
参りました。�

近年、北米を中心とした爆発的な普及に伴い、日本国内でもそ
の普及の気運が一気に高まっている中、前述の活動を大きな三
つの柱＝競技・普及・事業として再認識すると共に、新たな目で
見直し、よりスピードを上げて対応して参る所存です。

沿 　 　 革

●都道府県協会一覧
北海道 北海道 北海道ディスクゴルフ協会（設立準備室）　E-mail：takadaikiti@yahoo.co.jp

〒059-0465��北海道登別市登別本町1−12−11
TEL/FAX：0143-83-1608���

東北 秋田県 秋田県ディスクゴルフ協会　E-mail：locodisc21@dream.ocn.ne.jp
〒014-0047��秋田県大仙市大曲須和町１−３−５
TEL：0187-62-1909　FAX：0187-62-1880�

福島県 福島県ディスクゴルフ協会　E-mail：y-ohmura@agate.plala.or.jp
〒975-0041��福島県南相馬市原町区下太田字中ノ内50
TEL/FAX：0244-22-7978

岩手県 岩手県ディスクゴルフ協会　E-mail：info@iwfda.com
〒024-0032��岩手県北上市川岸1丁目3−37　201号
TEL/FAX：0197-62-5037

関東 東京都 東京都ディスクゴルフ協会　E-mail：�takashib@lares.dti.ne.jp
〒183-0005��東京都府中市若松町1−14−54
TEL：042-360-5899

神奈川県 神奈川県ディスクゴルフ協会　E-mail：yorokusso@hotmail.com
〒246-0008��神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町10−1−210�メゾンB
TEL：080-5172-2233　FAX：045-921-3543

茨城県 茨城県ディスクゴルフ協会　E-mail：sho.sakai@jcom.home.ne.jp
〒300-0836��茨城県土浦市烏山3丁目1204
TEL：090-3108-1199　�FAX：029-801-7733

栃木県 栃木県ディスクゴルフ協会　E-mail：okayasu@ucatv.ne.jp
〒320-0861��栃木県宇都宮市西2−4−22　
TEL：028-634-8070　FAX：028-635-9568

山梨県 山梨県ディスクゴルフ協会（設立準備室）
〒407-0301��山梨県北杜市高根町清里3545−3034
TEL：0551-48-3113

信越 新潟県 新潟県ディスクゴルフ協会　E-mail：jpdga_niigata@livedoor.com　
〒954-0051��新潟県見附市本所1−25−19
TEL/FAX：0258-62-9071

北陸 石川県 石川県ディスクゴルフ協会　E-mail：office@jpdgaishikawa.info
〒921-8171�石川県金沢市富樫2丁目6−30
TEL/FAX：076-245-9584　

富山県 富山県ディスクゴルフ協会（設立準備室）　E-mail：office@jpdgatoyama.net
〒939-2716�富山県富山市婦中町下轡田675−1−A101
TEL/FAX：076-465-1468

東海 静岡県 静岡県ディスクゴルフ協会　E-mail：dgolfer1@tokai.or.jp
〒422-8021��静岡県静岡市駿河区小鹿903−6
TEL/FAX：054-287-4789

愛知県 愛知県ディスクゴルフ協会　E-mail：takeuchi@hm3.aitai.ne.jp
〒470-1211��愛知県豊田市畝部東町宗定198−1
TEL/FAX：0565-21-9084

近畿 三重県 三重県ディスクゴルフ協会　E-mail：jpdgamie@cty-net.ne.jp
〒510-1246��三重県三重郡菰野町大羽根園青葉町7−12
TEL/FAX：059-393-3130

大阪府 大阪府ディスクゴルフ協会　E-mail：soloc@takechiyo.net
〒574-0033��大阪府大東市扇町14−46�ラフォーレ101号
TEL：072-870-3630

京都府 京都府ディスクゴルフ協会　E-mail：dan.guri-kyfda-222@docomo.ne.jp
〒603-8246��京都府京都市北区紫野西泉堂町48
TEL：075-491-9565　FAX：075-491-1554�

兵庫県 兵庫県ディスクゴルフ協会　E-mail：tsukasaki1122@nifty.com
〒695-0160��兵庫県加古郡播磨町西野添5丁目10−5
TEL：079-436-0245

中国 岡山県 岡山県ディスクゴルフ協会　E-mail：okayama_dga@yahoo.co.jp
〒719-3503��岡山県新見市大佐小阪部1509　新見市大佐支局内
TEL：0867-98-2111　FAX：0867-98-2000

四国 高知県 高知県ディスクゴルフ協会　E-mail：naka8@f2.dion.ne.jp
〒780-0915��高知県高知市小津町9−7　Ｋビル1Ｆ
TEL/FAX：088-872-1015

香川県 香川県ディスクゴルフ協会　E-mail：star-world@wing.ocn.ne.jp
〒761-4100�香川県小豆郡土庄町1313−1
TEL：0879-62-1189

九州 福岡県 福岡県ディスクゴルフ協会　E-mail：bl-ely@nifty.com
〒819-0042��福岡県福岡市西区姪浜駅南1−6−13　藤井第一ビル3B
TEL：092-407-4561　FAX：050-3488-4499

佐賀県 佐賀県ディスクゴルフ協会　E-mail：jpdga_saga_mutoh@yahoo.co.jp
〒840-0023��佐賀県佐賀市本庄町袋280−25
TEL/FAX：0952-26-4360

熊本県 熊本県ディスクゴルフ協会　E-mail：info@frisbee.jp
〒860-0088��熊本県熊本市津浦町13−47
TEL：096-312-1353　FAX：096-312-1354

沖縄 沖縄県 沖縄県ディスクゴルフ協会　E-mail：okinawadga@gmail.com
〒905-0401��沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根851−1　今帰仁村運動公園内
TEL：0980-56-5955　FAX：0980-56-2831

都道府県協会
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JPDGA会員になろう
日本ディスクゴルフ協会ではJPDGA会員を随時募集しています。

新たに�JPDGA会員に登録される方は、新規入会としてお申込み下さい。
また、昨年度更新されていない方も必要となります。

JPDGA会員の年会費として更新していただきます。

※�メール会員と郵便会員があります。メール会員にはいち早くJPDGA�NEWS�
や大会情報がメールにて届きます。会費はどちらも同じですのでパソコンの
メールアドレスをお持ちの方にはお薦めです。
※�09年度からＡ・Ｆ会員にJPDGAレーティングの特典が加わりました。
�（Ａ・Ｆ会員もJPDGAレーティング（オフィシャルハンディキャップ）が得られます。）�

会員有効期限
翌年3月31日まで（但し、1月〜3月の間に新規入会された方は翌3月31日
まで有効）

入会方法
10ページにある本申し込み用紙に必要事項を記入し、コピーを事務局へ
送付（ＦＡＸ可）してください。
または、協会ホームページ（会員の方へ→ＪＰＤＧＡ会員更新手続き）か
ら入会申込書をダウンロードしていただき、申込みフォームにご記入頂き、
郵送またはファックスで入会手続きが可能です。�

入会金　￥１，０００

年会費　Ａ会員（一般会員）　￥５，０００

1.  公式ルールブックの更新にあわせて最新版が 
送られます。 

2. JPDGA NEWSが発行ごとにお手元に届きます。 
3. JPDGA公式戦等トーナメントの情報が得られます。 
4. JPDGA公認資格の認定の申請ができます。
5.  JPDGA公式戦等トーナメントに参加費の会員割引が

適用されます。 
6. JPDGA公認ディスク等が会員価格で購入できます。
7.  JPDGAレーティング（オフィシャルハンディキャップ）

が得られます。

JPDGA会員特典

［入金先］銀行振込   みずほ銀行　熊本支店
 普通　1069675 日本ディスクゴルフ協会 
 郵便振替   01700-8-132856 日本ディスクゴルフ協会 
 現金書留   〒860-0088 熊本県熊本市津浦町13-47
 日本ディスクゴルフ協会 本部事務局 

JPDGA 新規入会申込書
私は下記の記入内容にてJPDGA会員に申し込みます。
＊印は必須記入項目となっておりますので必ずご記入ください。

ご記入日　　��　��年�　月�　日

申込区分＊ 新規入会申込み金（￥1,000）

氏　名＊

ローマ字＊ ローマ字＊

ふりがな＊ ふりがな＊

姓＊ 名＊

生年月日＊ 西暦�　　　　　年��　�月　���日 性別＊ □�男　　□�女

住　所＊
郵便番号＊ ─ 都道府県＊ 　�都�道�府�県

電話番号＊ ＦＡＸ番号

パソコンメールアドレス @

申込内容 申込内容を下記より選択し、関連する項目をご記入ください。

JPDGA会員区分＊

□�Ａ会員（￥5,000-）：大会参加料割引等 ヘッド会員名

□�Ｂ会員（￥3,000-）：日レク資格保有者 ファミリー会員名

□�Ｃ会員（￥3,000-）：会報・指導員資格 ファミリー会員名

□�ファミリー会員（F会員）（￥2,500-/１人）ファミリー会員名
　　※ヘッド会員はＡ・Ｂ会員である必要があります。ファミリー会員名

□�レーティング会員（R会員）（￥2,000-/１人）ファミリー会員名
　　※レーティング会員はオフィシャルハンデ取得のみ対象です。入会金無料です。

メール会員＊
□�希望する　　□�希望しない（郵便会員）
※�メール会員にはいち早くJPDGA�NEWSや大会情報がメールにて届
きますので、パソコン・メールアドレスをお持ちの方にはお薦めです。

（注）年齢は今年度中になる年齢が基準ですが、実年齢より上位クラスに登録は可能です。

登録クラス＊ □�アマチュア □�ジュニア

登録部門＊

□�アドバンス □�Ｕ１9（17歳以上19歳以下）

□�アドバンスレディース □�Ｕ１6（14歳以上16歳以下）

□�マスター（40歳以上） □�Ｕ１3（11歳以上13歳以下）

□�マスターレディース（40歳以上）□�Ｕ１0（10歳以下）

□�グランドマスター（50歳以上）

□�グランドマスターレディース（50歳以上）

□�シニアグランドマスター（60歳以上）

□�シニアグランドマスターレディース（60歳以上）

□�レジェンド（70歳以上）

□�レジェンドレディース（70歳以上）

会費支払方法＊ □�銀行振込　　　　□�郵便振替　　　　□�現金書留

【現金書留送付先】〒860-0088�熊本県熊本市津浦町13-47
� 日本ディスクゴルフ協会　TEL：096-200-2336�FAX：096-200-2336
【銀 行 振 込】みずほ銀行�熊本支店�普通口座�1069675�日本ディスクゴルフ協会
【郵 便 振 替】01700-8-132856�日本ディスクゴルフ協会
本申込み用紙に必要事項を記入し、コピーを事務局へ送付（ＦＡＸ可）してください。
申込みは協会ホームページからオンラインでも受付中。 http://www.jpdga.jp/

合計金額　￥
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障害者スポーツの推進
　障害者ディスクゴルフの普及および振興
をはかり、障害者の方々の心身の健全な発
達に寄与することを目的として日本障害者
ディスクグルフ協会が設立されました。
　競技規則の制定、指導員の育成。講習
会の開催、用具の検定・公認、ディスクゴ
ルフコースの開設・公認等を中心に活動を
行っています。

どんな道具があるの？
ディスクゴルフ用のディスクにはたくさんの種類があります。
ティーショットで遠くへ飛ばすためのドライバー用、ゴール近くから投げるパット＆
アプローチ用などが代表的ですが、それぞれにも右や左に曲がったり、距離もよ
り遠くへ飛ぶものなど、実に奥深く色 な々種類があります。
ここでは代表的なものを紹介します。もっと詳しいディスクの紹介はホームページ
をご覧下さい。

http://www.discgolf.jp
http://www.herodisc.com/

または

●入門編ディスク
　�各地の講習会やコースのレンタル用と
して広く使用されています。コントロー
ルがしやすい万能モデルです。

●用途別に揃えたい方に

［ ドライバー ］
ティー・ショットなど遠く
へ飛ばしたいときに使用
します。

［ パット ］
パットなどゴールを狙うと
きに使用します。

●常設コースで多く
　使われているゴール  
　［ ディスキャッチャー・プロ ］￥84,000
　�ディスクゴルフのワールドブランド、�
U.S.A.INNOVA（イノーバ）社製。ディスキャッ
チャー・プロは、世界中のディスクゴルフコース
で使用されている本格派仕様のゴールポスト｡

●移動ができる本格ゴール
［ディスキャッチャー・スポーツ ］￥47,250
ディスキャッチャー・スポーツ・USモデルは、ジャパン
モデルをINNOVA社がリニューアルリリースした移動
式の簡易ゴールポストだ。分解して収納することも勿
論可能。講習会・特設コース・体育館内などでの�ポー
タブルユースに適している。

（株）ヒーロー　〒180-0013 東京都武蔵野市西久保1-1-9 T’sロフト5F（オフィス）
Tel：0422-55-7888 Fax：0422-55-7880 HP（online shop） http://www.herodisc.com

（有）ディスクスポーツ　〒860-0088 熊本県熊本市津浦町13-47（ショップ）
Tel：096-312-1353 Fax：096-312-1354 HP（online shop） http://www.discsports.jp

D.D.Jam　 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-25-1  ステーションガーデンタワー１Ｆ（ショップ）
Tel・Ｆａｘ：03-6806-9119 HP（online shop） http://www.ddjam.jp

豊富な種類を取り揃える主な販売先

［ アプローチ ］
アプローチショットなどゴールを
狙うときに使用します。

ディスクゴルフ入門ＤＶＤ販売中
商品名：ディスクゴルフ入門（ルール＆テクニック紹介）
メーカー：（株）アドメディア
素　材：DVD
時　間：96分
定　価：3,570円（ＪＰＤＧＡ会員特典１０％ＯＦＦ有り）

「チャレンジド ディスクゴルフ」とは、
年齢や性別に関わらずプレーできるディスクゴルフ、障がいを持った方も
楽しんでいるディスクゴルフ、このディスクゴルフを楽しむ輪をもう少し広
げることを目的とし開催しています。
http://challenged-discgolf.jp

※素材（耐久性）により価格が
異なります。

価格 ￥1,575〜￥2,100

●バッグ
［ INNOVA スターター
バッグ ］￥2,940
8枚〜10枚収納。これ
から始める方に最適な
コンパクト＆リーズナ
ブルプライスモデル。

［ Hero Discbag　
Type10］￥7,140
ディスクが増えたら専用
のバッグを持とう！コー
スレイアウトによって
ディスクを使い分けるの
も楽しみのひとつ。

●アクセサリー
［ Huk lub チェア ］￥3,675
展開がワンアクションでできる
ポータブルチェアー！シートの高
さも約50cm
あり、立つ・
座るの動作
がが非常に
しやすい。
重量も650g
で持ち運び
もらくらく。

［ INNOVA I-Dry タオル ］
￥1,575
ハイテク素材で、雨天時に威
力を発揮します。濡れたディ
スクはプレーの大敵。確実に
拭い去りたい。

［ ミニマーカーディスク ］￥315
ディスクゴルフのマーカー用ミニディス
クの定番！「ミニ・エビア・ドライバー」

日本障害者ディスクゴルフ協会
（ＪＤＤＧＡ／Japan�Disabled�Disc�Golf�Association�）

　〒103-0025�東京都中央区日本橋茅場町2-14-1-6階
　TEL&FAX�050-7550-0456　HP:http://www.jddga.jp


