
2017 年 JPDGA 公式戦 ABT-A 使用ディスク重量制限なし 

第６回福井オープン ディスクゴルフトーナメント 

 
 
 

開 催 要 項 
 
 

平成２９年５月２７日(土) … プロ部門１日目 

ノービス部門（初級者対象１day ※JPDGAポイント対象外） 

２８日(日) … プロ部門２日目 

アマチュア部門（１day） 

坂井市海浜自然公園ディスクゴルフコースにて（特設含む 18 ホール） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         主 催  日本ディスクゴルフ協会 

         主 管  福井県ディスクゴルフ協会 

         協 力  福井県フライングディスク協会、坂井市スポーツ推進委員会 

         後 援  坂井市、坂井市教育委員会、坂井市体育協会、 

              公益財団法人日本レクリエーション協会、日本フライングディスク協会 

         協 賛  Hero Disc、Disc Sports、Innova Champion Discs、 

              休暇村越前三国、オフィスウチヤマ、カナヅスポーツ、てんつる、バードランド、 

              平野写真館、POSSE COFFEE、メルセデス・ベンツ福井、IT-hands@291 

 
 

【ご挨拶】 

新緑の季節を迎え、今年も当大会を開催させていただきます。皆様のご支援のもと 6 回目となる今回はよりバ

ージョンアップした大会を企画しております。来年の福井国体を控え、県内での更なる普及も視野に入れ大会

を運営いたします。協会スタッフ一同、皆様のエントリーを心よりお待ち申し上げます。 

ト－ナメントディレクター 久野 真 



【会 場】 坂井市海浜自然公園 海浜公園センターに集合 

          福井県坂井市三国町安島３６-７２  １８０台分の駐車場有り 

 ℡(０７７６)８２－２７４３ 

 

【募集・参加料】 

  ※会員＝JPDGA 会員(A・B・ﾌｧﾐﾘｰ・ｼﾞｭﾆｱ)、JFDA 会員(A)、福井県ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会会員 

部 門 クラス 参加料 

 

 

プロ部門 

5/27(土)～28(日) 

オープン(どなたでも・性別問わず)  

会 員 6,000 円 

非会員 10,000 円 

レディス(女性ならどなたでも) 

マスター(40 歳以上・性別問わず) 

マスターレディス(40 歳以上・女性) 

グランドマスター(50 歳以上・性別問わず) 

シニアグランドマスター(60 歳以上・性別問わず) 

 

ノービス部門 

5/27(土) 

※JPDGA ポイント対象外 

初級者対象(年齢・性別に関係しない共通クラス) 

＜参加対象＞ 

ディスクゴルフの基本的なルールに関する知識を持ち、

約２年以内の経験者。ディスクゴルフ未経験者はご遠慮

ください。 

 

会員、非会員とも 

1,500 円 

 

 

 

 

アマチュア部門 

5/28(日) 

 

アドバンス(年齢制限なし)(男・女)  

会 員 3,000 円 

非会員 7,000 円 

マスター(40 歳以上)(男・女) 

グランドマスター(50 歳以上)(男・女) 

シニアグランドマスター(60 歳以上)(男・女) 

レジェンド(70 歳以上)(男・女) 

ジュニア U10(10 歳以下)(男・女)  

会員、非会員とも 

2,000 円 

“  U13(13 歳以下)(男・女) 

“  U16(16 歳以下)(男・女) 

“  U19(19 歳以下)(男・女) 

 

【募集人数】 

プロ部門、ノービス部門、アマチュア部門の合計１０８名（土日それぞれ７２名以内） 

【クラス成立条件】 

各クラスの参加者が３名以上にて成立とし、不成立の場合は上位クラスでのエントリーとなります。 

【ルール】 ・最新の JPDGA ルールを適用。ローカルルールはプレーヤーズミーティング時にご説明します。 

・PDGA 及び JPDGA 公認のディスクで重量制限なし、及び水に浮くラウンドノーズのディスク。 

・オフィシャル  久野 真、中田 誠一郎、新家 秀一 

【表 彰】＜プロ部門＞    各クラス１～４位を表彰 

※成立クラスの参加者が３名以下の場合は１位のみ表彰、４～５人の場合は２位まで表彰、

６～７人の場合は３位まで表彰。 

＜ノービス部門＞  １～３位を表彰 

＜アマチュア部門＞ 各クラス１～３位を表彰 

※成立クラスの参加者が３名以下の場合は１位のみ表彰、４～５人の場合は２位まで表彰。 



【日 程】 

５月２６日（金） 公式練習 13：00 ～ 17：00 

公式練習時間の厳守をお願いします。 

・コースマップは 16時までにご来場の方に配布します。 

・安全のため一部のホールはラウンド制限させていただきます。（対象ホールは当日ご案内） 

 

  ５月２７日（土） 

プロ部門１日目 ノービス部門 

7：00 開場（練習ラウンド可） 

8：30 受付開始 

9：15 開会式･プレーヤーズミーティング 

10：00 予選第１ラウンド [18Ｈ] 10：00 予選ラウンド [18Ｈ] 

- --- 昼食休憩 ---  --- 昼食休憩 --- 

14：00 予選第２ラウンド [18Ｈ] 14：00 決勝ラウンド [9Ｈ] 

  16：00 表彰式・閉会式 
  

19：00 ～ 21：00 懇親会 ※エントリー時にお申込みください。 

（日曜のアマチュア部門にエントリーされる方も大歓迎です） 

 

５月２８日（日） 

プロ部門２日目 アマチュア部門 

7：00 開場（7：50まで練習ラウンド可） 

  7：30 受付開始 

8：00 予選第３ラウンド [18H] 8：00 開会式･プレーヤーズミーティング 

 --- 昼食休憩 --- 8：45 予選ラウンド [18Ｈ] 

12：00 準決勝ラウンド [9Ｈ] (*1)  --- 昼食休憩 --- 

 12：45 決勝ラウンド [9Ｈ] (*2) 

14：00 決勝ラウンド [9Ｈ]   

16：00 表彰式・閉会式 

 

プロ部門について 

・準決勝ラウンド(*1) 

プロ参加者が 37名以上の場合の準決勝進出人数はプレーヤーズミーティングでご説明します。 

・決勝ラウンド 

準決勝までのトータルスコア上位 4 位タイまで決勝進出。（ショットガン方式） 

アマチュア部門について 

・決勝ラウンド(*2) 

アマチュア参加者が 37名以上の場合の決勝進出人数はプレーヤーズミーティングでご説明します。 

 

 

【昼食弁当のご注文】 

幕の内弁当（７５０円）を斡旋しますので、エントリー時に注文をお願いします。 

※近隣には飲食店やコンビニエンスストア、自動販売機がございません。 

※会場でペットボトル飲料を販売します。 

 



【懇親会のご案内】 エントリー時にお申込みください 

６年間ナポリで修業を重ねたマスターが焼く、真のピザをお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

【エントリーお申込み】 

エントリーフォームに必要事項を記入（入力）の上、メール、ＦＡＸ、郵送のいずれかでお申

込みください。エントリーフォームの提出と参加料等（参加料、昼食弁当代、懇親会参加料の合

計額）のお振込みの両方が確認できた時点でエントリー受理といたします。 

申し訳ございませんが、振込手数料はご負担をお願いします。 

 

エントリーフォームに自己ＰＲ（ニックネーム、一言コメント）もご記入いただきます。 

選手紹介等で活用させていただきます。皆様がより交流できるきっかけづくりにしたく考えて

おりますのでご協力をお願いします。 

 

締 切 り 

       ５月１１日（木）２３時  

参加申込みと参加料等入金の両方の締切りです。定員に達しますとその時点で締切ります。 

＜ご注意＞ 

・締切り時点で成立クラスを確定します。以後エントリーの変更はできません。 

・締切り日以前にキャンセルされる場合は参加料等をご返金しますが、振込手数料を除く金額の

返金となりますのでご了承ください。 

・レイトエントリーを受け付ける場合は、福井県ディスクゴルフ協会ホームページにてご案内し

ます。遅延参加料として１,０００円が加算されますのでご了承ください。 

 

お申込み方法 

・メール discgolf291@sukima-labo.com ← 従来とは異なりますのでご注意ください 

・ＦＡＸ （０７７６）２７－３６３０ 

・郵 送 〒910-0001 福井市大願寺 2 丁目 9-1 福井開発ビル 1 階管理人室 気付 久野宛 

 

お振込み先 ･･･ ゆうちょ銀行 

・ゆうちょ銀行口座から 

[記号]１３３９０ [番号]１５２７４００１ [名義]フクイケンディスクゴルフキョウカイ 

・他金融機関から 

[店名]三三八（サンサンハチ） ※店番 ３３８ 

[種目]普通預金 [口座番号]１５２７４００ [名義] フクイケンディスクゴルフキョウカイ 

お問合せ先 

・メール discgolf291@sukima-labo.com 

・電話  [久野] ０９０－１３９１－０１８７、[中田] ０９０－１６３７－７８８３ 

日 時：２７日（土） １９：００～２１：００ 

会 場：バードランド ☎（０７７６）８２-５７７８ http://www.birdland1989.com/ 

会 費：大人 ４,０００円  未成年 ２,８００円 

住 所：坂井市三国緑ヶ丘４-１９-２１ 大会会場から車５分（地図後記） 

お願い：飲酒運転は厳禁です。バードランドから徒歩 10 分圏内にビジネスホテル等の宿泊施設が

ございますので、お店までお問い合わせください。 

http://www.birdland1989.com/


【情報発信】 エントリー状況、コースマップ、ご連絡事項を公開します。 

福井県ディスクゴルフ協会ホームページ ⇒ http://www.sukima-labo.com/dg291 

 

【大会会場へのアクセス】 

・お車  北陸自動車道 金津ＩＣより「三国」「東尋坊」方面へ 約１５分 

・ＪＲ  ＪＲ北陸本線 芦原温泉駅から京福バスまたはタクシーをご利用ください。 

 （芦原温泉駅から会場へ、バスで約３０分、タクシーで約１５分) 

・飛行機 小松空港 → ＪＲ小松駅 → ＪＲ芦原温泉駅（※以降の経路は上記） 

詳しくは http://www.komatsuairport.jp/access/jr.html をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【宿泊のご案内】 会場に隣接する宿泊施設をご紹介します。 

・休暇村越前三国 本館  http://www.qkamura.or.jp/echizen/ 

福井県坂井市三国町崎１５－４５  電話（０７７６）８２－７４００ 

大会会場に隣接、懇親会場へ車で 10分。 

・休暇村越前三国 オートキャンプ場  http://www.qkamura.or.jp/echizen/camp/ 

福井県坂井市三国町崎１５－４５  電話（０７７６）８２－７４００ 

大会会場に隣接。 

・その他の宿泊施設については下記まで直接お問い合わせ下さい。 

三国観光協会  電話（０７７６）８２－５５１５ 

http://www.sukima-labo.com/dg291
http://www.komatsuairport.jp/access/jr.html
http://www.qkamura.or.jp/echizen/
http://www.qkamura.or.jp/echizen/camp/


 第６回 福井オープン エントリーフォーム

□男／□女

ニックネーム（12文字以内） 一言コメント

メール

TEL

FAX

　                  　　

該当欄に金額を記入してください。該当しない欄は「０円」と記入してください。

・参 加 料： プロ部門  ⇒ ⇒ ⇒

ノービス部門  ⇒ ⇒ ⇒

アマチュア部門  ⇒ ⇒ ⇒

・昼食弁当：750円  ⇒ ⇒ ⇒

・28日(土)夜の懇親会：大人4,000円、未成年2,800円　⇒ ⇒ ⇒

  

(1)

(2)

ディスクゴルフ広報の目的で放送（生中継を含む）又は掲載することに同意します。

(3)

の責任を一切問いません。

(4)

(5)

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。

(6)

 署　名 印 　※未成年の方は保護者様のご署名をお願いします。

　＜ご注意＞

メールでのエントリーの場合、上記内容に同意の上、誓約いただいたもの（署名と捺印されたもの）とさせていただきます。

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

　　　　　　　　　@

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。

私は第６回福井オープンディスクゴルフトーナメントへの参加に当たり、下記のことを誓約致します。

参加部門

所属協会

27日(土) 円

　　□ＪＰＤＧＡ(A,B,ﾌｧﾐﾘｰ)　　□ＪＦＤＡ(A)　　□福井県フライングディスク協会

月　　　　日付 振込日 ：　　　　

円円

円

　□グランドマスター　　　□シニアグランドマスター

総額

生年月日：  昭 ・ 平　　　年　　月　　日生（　　　　才） ※参加当日・プロは27日

ノービス部門 27日(土)
　　　※ディスクゴルフの基本的なルールに関する知識を持ち、約2年以内の経験者に限ります。

JPDGA# JFDA#

（フリガナ）　

27日(土)～28日(日)

PDGA#

プ ロ 部 門

（　　　　　　　）

２０1７年　　　月　　　日

　□アドバンス　□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

氏　　名

アマチュア部門 28日(日)

□男　□女

27日(土)

　□ノービス

円

28日(日)

← 会員価格適用の確認用

円
28日(日)

27日(土)～28日(日)

〒

自己ＰＲ

[必須] 選手紹介等で活用させていただきます。

住　　所
連絡先

（　　　　　　　）

私は公式練習及び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。

　□オープン　　　□レディス　　　□マスター　　　□マスターレディス

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

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、それを大会の報道及び

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

支払項目

円

－　誓　約　書　－

※参加料 会員＝JPDGA(A・B・ﾌｧﾐﾘｰ・ｼﾞｭﾆｱ)、JFDA(A)、福井県ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会の会員。 

 ＜プ  ロ部門＞  会員＝6,000円（非会員＝10,000円） 

 ＜アマチュア部門＞ 会員＝3,000円（非会員＝7,000円） 

 ＜ジュニア部門＞  会員、非会員とも2,000円 

 ＜ノービス部門＞  会員、非会員とも1,500円 

 


