
第２０回 日本オープンディスクゴルフトーナメント 

2018年 JPDGA公式戦（ナショナルトーナメント）・ディスク重量制限なし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開 催 要 項 
 
 

【開催日】２０１８年５月２６日（土）～２７日（日） 

【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、メルセデス・ベンツ福井、IT-hands@291 

【公 認】ＰＤＧＡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主催者挨拶＞ 

ＪＰＤＧＡ公式戦２大メジャートーナメントの１つ、日本オープンディスクゴルフトーナメ

ントを今回は福井県の坂井市海浜自然公園で開催する運びとなりました。毎年福井オープンで

熱戦が繰り広げられるこのコース、壮大な日本海と生えそろう芝生が皆様をお迎えします。行

く手を阻む木々、気まぐれな海風、起伏に富んだテクニカルコースをぜひ攻略してください。 

今回もプロ部門、アマチュア部門の２部門で総合順位を競う方式です。大会スタッフ一同、

多数の皆様のエントリーを心よりお待ち申し上げます。 

トー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 

電話（０７７６）８２－２７４３ 

 

【参加資格】ＪＰＤＧＡ（A・B・ファミリー・ジュニア）会員、ＪＦＤＡ（A）会員 

※エントリー時に JPDGA入会手続きも可能です。 

（ご連絡先）JPDGA事務局 

メール office@jpdga.jp  電話（０９６）２００－２３３６ 

 

【募集部門】プロ部門とアマチュア部門の２部門 

・プロ・アマチュア共２日間大会です。 

・年齢、性別でのクラス設定はありません。 

 

【参加料】  プロ部門  ８,０００円 

アマチュア部門 ６,０００円（ジュニア対象者は３,０００円） 

※ジュニア対象者 

JPDGA会員でジュニア登録の方 

または 

JFDA会員で今年度（2019年 3月 31日時点で）19才以下の方 

 

【定 員】 プロ・アマチュア合計８０名 

 

【競技内容】 

部 門 競技内容 表 彰 

 

プロ部門 

予選ラウンド：１８Ｈ×３ラウンド＝５４Ｈ 

準決勝ラウンド：９Ｈ 

パーティー数と参加人数によりカットの可能性あり。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：９Ｈ（12位タイまでが進出） 

 

・総合 1位～１２位 

・トロフィーと賞金を授与 

 

アマチュア部門 

 

 

予選ラウンド：１８Ｈ×３＝５４ホール 

決勝ラウンド：９Ｈ（12位タイまでが進出） 

 

 

・総合１位～１２位 

・トロフィーと副賞を授与 

 

コース 

プロ・アマチュアとも同一ティーでラウンド。 

使用ディスク 

PDGA及び JPDGA公認のディスク（重量制限なし）。 

ルール 

最新 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でご説明します。 

mailto:office@jpdga.jp


【スケジュール】 

５月２５日（金） 

13：00 ～ 17：00 公式練習  時間厳守でお願いします。 

 ・コースマップは 16時まで配布します。 

 ・安全のため一部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） 

16：00 ～ 18：00 ＪＰＤＧＡ評議会（会場内の海浜公園センター） 

16：00 ～ 18：00 オフィシャル資格試験（会場内の海浜公園センター） エントリー時にお申込みください 

 

  ５月２６日（土） 大会１日目 

7：00 開 場 練習ラウンドできます 

8：15 受付開始  

9：00 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]  

- --- 昼食休憩 ---  

14：00 予選第２ラウンド [18Ｈ]  
  

19：00 ～ 21：00 プレーヤーズパーティー 

（会場：バードランド） 

エントリー時にお申込みください 

 

５月２７日（日） 大会２日目 

7：00 開 場 7：50まで練習ラウンドできます 

8：00 予選第３ラウンド [18H]  

 --- 昼食休憩 ---  

12：00 アマチュア決勝 [9H]  

 プロ準決勝 [9H]  

14：00 プロ決勝 [9H]  

16：00 表彰式、閉会式 16：20解散 

 

※参加人数・天候・進行状況等によりスケジュールが変更になる場合があります。 

 



【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の上、メール、ＦＡＸ、郵送のいずれかで福井県デ

ィスクゴルフ協会までお申込みください。 

 

締 切 り 

       ５月１４日（月）  

エントリー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

らせていただきます。 

＜ご注意＞ 

・レイトエントリー（遅延申込み）は参加料に１,０００円が加算されます。 

・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。 

 

お申込み先 … 福井県ディスクゴルフ協会 

・メール discgolf291@sukima-labo.com 

・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 

 

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 

振込手数料はご負担をお願いします。 

 

お問合せ 

・メール discgolf291@sukima-labo.com 

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

 

【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。 

 

【プレーヤーズパーティーのご案内】 

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。 

 

 

 

 

 

日 時：２６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 ３,０００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合せください。 

mailto:discgolf291@sukima-labo.com
mailto:discgolf291@sukima-labo.com
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 

 

 

【ＪＰＤＧＡ評議会を開催】 

５/２５（金）16：00～18：00に会場内（海浜公園センター）で開催します。 

出席該当者の方には JPDGA事務局より事前にご連絡致します。 

 

 

【オフィシャル資格試験を実施】 

５/２５（金）16：00～18：00に会場内（海浜公園センター）で開催します。 

受験希望の方はエントリー時にお申込みください。 

受験料  初めての受験：3,000円、２回目の受験：1,500円、３回目以降の受験：無料。 

参加料等とあわせてご入金ください。 

（オフィシャル資格とは） 

JPDGAが定める認定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、公式戦におけるルールの最終判定を行う「オフィシャル」を担

うことができる資格です。今回から 2018年度の改正ルールに基づく試験内容です。 

また、試験時間内に採点後、間違った問題について時間内であれば再解答が可能と

なりました。 

 

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 芦原温泉駅からバスまたはタクシーをご利用ください。 

    芦原温泉駅から、京福バス（東尋坊線「三国海浜公園」下車）で約３５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 

大会会場：坂井市海浜自然公園 

休暇村越前三国 

プレーヤーズパーティー：バードランド 

http://www.komatsuairport.jp/access/jr.html
http://www.qkamura.or.jp/echizen/
http://www.qkamura.or.jp/echizen/camp/

