
2022 年 JPDGA 公式戦 ABT-A ディスク重量制限なし 

第７回福井オープン ディスクゴルフトーナメント 
 
 
 
 

開 催 要 項 
 
 

令和４年１０月１５日(土) … プロ部門 １日目 

アマチュア部門サタデー（１day） ※非公式大会 

１６日(日) … プロ部門２日目 

アマチュア部門サンデー（１day） 

坂井市海浜自然公園、休暇村越前三国にて（特設含む 18 ホール） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主 催  福井県ディスクゴルフ協会 

共 催  ワールドマスターズゲームズ 2021 関西坂井市実行委員会 

公 認  ＰＤＧＡ、日本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、公益財団法人坂井市スポーツ協会、 

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  有限会社イノーバー・ジャパン、Disc Sports、休暇村越前三国、オフィスウチヤマ、 

有限会社カナヅスポーツ、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 

 

【ご挨拶】 

暑かった夏が過ぎ、ディスクを投げるのが心地よい季節を迎えました。5 年ぶり 7 回目となる今大会は会

場の地形をより活かしたコースレイアウトで開催します。 

雄大な秋の日本海を目前に望み、起伏に富んだテクニカルコースをチャレンジしていただきたく、県協

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。 

福井県ディスクゴルフ協会 



【新型コロナウイルス対策に伴い、ご留意いただきたいこと】 

 

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。 

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

 

＜大会の中止＞> 

・新型コロナ感染状況や気象状況により、本大会を急遽中止とする場合があります。福井県ディスク

ゴルフ協会ウェブサイトでお知らせします。 

・中止となった場合の参加料は、大会準備に要した経費及び振込手数料を差し引いてご返金します。 

・中止により各種キャンセル料が発生しても、大会主催者等はその責を負いません。 

 

＜大会参加上の留意事項＞ 

・大会の前日、当日において、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、参加料の返金はいたしかねます。

ご了承ください。） 

・大会当日は検温を行い、発熱がある場合や体調がおもわしくない場合は大会参加をご遠慮ください。

（この場合、参加料の返金はいたしかねます。ご了承ください。） 

・マスクは必要枚数をご持参の上、開会式、プレーヤーズミーティング、室内での休憩時、閉会式時

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行ってください。 

・大会本部で金銭のやりとりは行いません。参加料は必ず締切日までに振込みにてお支払いください。 

・ゴミの収集はいたしませんので各自お持ち帰りいただきますようご協力をお願いします。 

・Cocoa（新型コロナウイルス接触者確認アプリ）のインストールを推奨します。 

・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（陽性判明）した場合は、福井県ディ

スクゴルフ協会事務局まで速やかに報告してください。 

 

＜競技について＞ 

・スコアカードの記録について、事前に決めたスコアキーパーがメインカードに全員のスコアを記録

し続けてください。同パーティの他の方にはサブのスコアカードをお渡ししますので自分のスコア

のみ記録してください。ラウンド終了後にパーティ内でスコアを読合せ確認し、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。 

・ラウンド中（練習ラウンド含む）のマスク着用は任意ですが、ソーシャルディスタンスの確保・大

声を出さないなどの感染予防を心がけてください。 

・他者の道具には触れないようにし、ハイタッチ・グータッチもお止めください。 

・ラウンド間の昼食時や休憩時は適切な距離を保ち、できる限り会話を少なくする等の配慮をお願い

します。 

・ラウンド前後も密回避に心掛けてください。 

・密を避けるため、キャディ帯同を禁止とします。 

・観戦される場合は、密を避け、会話も謹んでいただきますようお願いします。 

 

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


【募集部門・参加料】 

部 門 ク ラ ス 参加料 

 

プ  ロ 

10/15(土)～16(日)  

2day 

オープン 年齢不問・性別不問  

 

会 員  8,000 円 

会員以外 12,000 円 

レディス 年齢不問・女性のみ 

マスター 40 歳以上・性別不問 

マスターレディス 40 歳以上・女性のみ 

グランドマスター  50 歳以上・性別不問 

シニアグランドマスター 60 歳以上・性別不問 

 

 

 

アマチュア・サタデー 

10/15(土) 1day 

 

※非公式大会 

（JPDGA ポイント対象外） 

アドバンスオープン 年齢不問・性別不問  

 

会 員  3,000 円 

会員以外 5,000 円 

アドバンスレディス 年齢不問・女性のみ 

マスター 40 歳以上・男女別 

グランドマスター 50 歳以上・男女別 

シニアグランドマスター 60 歳以上・男女別 

レジェンド 70 歳以上・男女別 

ジュニア アンダー10 10 歳以下・男女別  

会員、会員以外とも 

2,000 円 

“  アンダー13 13 歳以下・男女別 

“  アンダー16 16 歳以下・男女別 

“  アンダー19 19 歳以下・男女別 

 

 

アマチュア・サンデー 

10/16(日) 1day 

 

 

 

アマチュア・サタデーと同じクラス設定 

 

アマチュア・サタデー

と同じ参加料 

(サタデー、サンデーと

も参加の場合、サンデ

ーは 500 円減額) 

※会 員 ＝ JPDGA 会員(A・B・ファミリー・ジュニア)、PDGA 会員(国内に居住していない)、JFDA

会員(A) 

※アマチュア・サタデーとアマチュア・サンデーの競技内容は同じです。アマチュア・サタデーは非

公式大会（JPDGA ポイント対象外）ですのでご注意ください。 

 

【定 員】 土曜・日曜ともプロ・アマチュア合計７２名まで 

 

【クラス成立条件】 

締切日時点で各クラス３名以上で成立。不成立の場合は上位クラスで統合。（男女別優先） 

プロ部門 

オープン ← マスター ← GM ← SGM 

 レディス ← マスターレディス 

アマチュア部門 

 U10 → U13 → U16 → U19 → ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ ← ﾏｽﾀｰ ← GM ← SGM ← ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ 

 



【日程・競技内容】 

１０月１３日（木） コースマップを福井県ディスクゴルフ協会ウェブサイトに公開します。 

 

１０月１４日（金） 公式練習 １３時 ～ １７時（時間厳守） 

・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いたします。（対象ホールは当日ご案内） 

 

１０月１５日（土）  

プロ １日目 アマチュア・サタデー（1day） 

7：00 開 場（練習ラウンドできます） 

8：30 受付開始 

9：15 開会式･プレイヤーズミーティング 

10：00 予選第１Ｒ [18Ｈ]（全員） 10：00 予選Ｒ [18Ｈ]（全員） 

- --- 昼食休憩 ---  --- 昼食休憩 --- 

14：00 予選第２Ｒ [18Ｈ]（全員） 14：00 決勝Ｒ [9Ｈ]（全員） 

  16：00 表彰式・閉会式 
 

１０月１６日（日） 

プロ ２日目 アマチュア・サンデー（1day） 

7：00 開 場（7：50まで練習ラウンドできます） 

  7：30 受付開始 

8：00 予選第３Ｒ [18Ｈ]（全員） 8：00 開会式･プレイヤーズミーティング 

 --- 昼食休憩 --- 8：45 予選Ｒ [18Ｈ]（全員） 

12：00 準決勝Ｒ [9Ｈ]（*下記）  --- 昼食休憩 --- 

 12：45 決勝Ｒ [9Ｈ]（*下記） 

14：00 決勝Ｒ [9Ｈ]（各ｸﾗｽ 4位ﾀｲまで）   

16：00 表彰式・閉会式 
 

天候や参加人数、進行状況等により、スケジュール・競技方法を変更する場合があります。 

 

(*)プロ部門参加者が 37名以上の場合の準決勝進出人数 及び アマチュア部門参加者が 37名以上の

場合の決勝進出人数はプレイヤーズミーティングでご説明します。 

 

 

【ルール】 最新の JPDGA ルールを適用。ローカルルールあり。 

【使用ディスク】PDGA 及び JPDGA 公認ディスク。重量制限なし。 

【コース】 プロ、アマチュア共通ティーを予定。 

【表 彰】 

プロ部門：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） 

（賞金及び副賞授与対象者は JPDGA プロ登録選手または PDGA プロ登録選手のみです） 

アマチュア部門：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） 



【エントリーお申込み】 

エントリーフォームにご記入の上、メール、ＦＡＸ、郵送のいずれかでお申込みください。 

 

締 切 り 

       １０月３日（月）１８時  

・締切り日までにエントリーフォームの到着と参加料のお振込みをお願いします。 

（上記日付必着ですので、郵送の場合は余裕を持って投函してください） 

・定員に達しますとその時点で締切ります。 

・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。 

・レイトエントリーは受付けません。 

・締切り日以前にキャンセルされる場合は参加料等を（振込手数料を差し引いて）ご返金します。 

 

お申込み先 … 福井県ディスクゴルフ協会 事務局 

・メール discgolf291@sukima-labo.com 

・ＦＡＸ （０７７６）２７－３６３０ 

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

 

振込み先 … 福井県ディスクゴルフ協会のゆうちょ銀行口座 

・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 … 福井県ディスクゴルフ協会 事務局 

・メール discgolf291@sukima-labo.com 

・電話  [久野] ０９０－１３９１－０１８７、[新家] ０９０－１３９０－５４９６ 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

【昼食、飲み物について】 

昼食、飲み物は各自でご準備をお願いします。 

最後のページにコンビニ、スーパー、ドラッグストアの地図がございます。 

※新型コロナ感染防止のため今回は販売いたしません。 

※会場内に飲料の自動販売機はございません。 

 

【懇親パーティ】 

新型コロナ感染防止のため今回は開催いたしません。 

 

【情報発信】 

福井県ディスクゴルフ協会ウェブサイト ⇒ http://www.sukima-labo.com/dg291 

コースマップ、エントリー状況、ご連絡事項など公開します。 

重要なご連絡を含む場合がありますので、ご来場の前に必ずご確認ください。 

mailto:discgolf291@sukima-labo.com
mailto:discgolf291@sukima-labo.com
http://www.sukima-labo.com/dg291


【大会会場】 坂井市海浜自然公園（海浜公園センター前の芝生広場に集合） 

福井県坂井市三国町安島３６-７２  駐車場１８０台 

電話（０７７６）８２－２７４３ 

・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】 

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

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

坂井市三国町崎１５-４５  電話（０７７６）８２－７４００ 

・三国観光ホテル      https://www.mikuni-hotel.com/ 

坂井市三国町緑ヶ丘４-４-８  電話（０７７６）８１－３１１１ 

・センチュリオンホテルリゾート＆スパ テクノポート福井  https://www.centurion-hotel.com/fukui/ 

坂井市三国町黒目２２-５１-２  電話（０７７６）８１－７０００ 

その他の宿泊施設は三国観光協会までお問合せ下さい。 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 

オートキャンプ場 

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ坂井三国東尋坊店 

坂井市三国町宿 48-14-1 

ローソン三国覚善店 

坂井市三国町覚善 11-84 

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ三国駅北口店 

坂井市三国町北本町 1-1-20 

(ｽｰﾊﾟｰ) ハニー食彩館三国 

坂井市三国町三国東 7-513 

(ｽｰﾊﾟｰ) Ａコープ ｲｰｻﾞ店 

坂井市三国町三国東 5-1-20 

(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ) ｹﾞﾝｷｰ 三国東店 

坂井市三国町三国東 6-811-1 

(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ) ｹﾞﾝｷｰ 覚善店 

坂井市三国町覚善 10-83-13 

 

(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ) ｸｽﾘのｱｵｷ 三国店 

坂井市三国町覚善 2-31-1 

 

ローソン 三国山王店 

坂井市三国町山王 5-1-28 

三国観光ホテル 

http://www.komatsuairport.jp/access/jr.html
http://www.qkamura.or.jp/echizen/
http://www.qkamura.or.jp/echizen/camp/
https://www.mikuni-hotel.com/
https://www.centurion-hotel.com/fukui/

