2022 年度 JPDGA 公式戦

ABT-B

開催日：２０22 年 1２月１7 日（土）・１8 日（日）
場

所：愛知県豊橋市

三河臨海緑地公園特設コース

主 催：愛知県ディスクゴルフ協会
協 力：一般社団法人愛知県フライングディスク協会
岐阜県フライングディスク協会・三重県ディスクゴルフ協会
協 賛 : とやまフライングディスクストア
公 認：日本ディスクゴルフ協会（JPDGA）・PDGA

エントリーをお考えの皆さまへ
昨年は日本選手権の開催に伴い、中部オープンを開催することはできませんでしたので
中部オープンとしては、2 年ぶりの第 21 回大会となります。
今大会よりサタデーアマ部門を設立し、アマチュア部門の選手にも二日間競技していた
だければと思います。
長くタイトな林間ホールにマイナーチェンジを加え、難易度を高めて皆様のお越しをお
待ちしています。
このコースを未体験な方は、ぜひ今年！

コースにやっつけられた方はリベンジに！

全国よりこの大会に参加して貰えることを楽しみにしながら開催に向けて準備してま
いります。
愛知県ディスクゴルフ協会

大会開催に際しての留意事項
(大会の中止)
⚫ 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があります。
⚫ 中止により各種キャンセル料が発生しても大会主催者は責を負いません。
(新型コロナ感染防止にかかわる大会参加上の留意事項)
⚫ 大会参加前の数日において、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。
⚫ 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。
⚫ マスクは各自で必要枚数を準備し、プレーヤーズミーティングやテント内などでの
休憩時に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実施してください。
⚫ ワクチン接種済でも無症状で感染している可能性があります。自身が無症状で感染
している可能性を考慮して常に行動してください。
⚫ Cocoa(新型コロナウィ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ィルス感染症を発症した場合は、ＪＰＤＧ
Ａ本部まで速やかに報告してください。
(競技について)
⚫ 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。確認のサインは不要です。 また、

スコアキーパーとは別にデジタルスコアキーパーをひとり決めて全員のスコアを
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デジタ
ルスコアを送信後、本部へスコアカード を提出してください。
⚫ ラウンド終了後のスコア確認時はマスクなどを使用して感染リスクを避けてくだ
さい。
⚫ ラウンド中及び練習ラウンド中は、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心掛けていただいた上で、マスクの着用は任意とします。
⚫ 大会期間中は自分の道具以外は触れないようにしてください。ハイタッチ・グータ
ッチもおやめください。
⚫ 密を避けるためキャディーの同伴は許可しません。
(開会式・ミーティング・パーティー・閉会式)
⚫ 開会式は行いません。
⚫ プレーヤーズミーティングはソーシャルディスタンスを確保の上、本部前(屋外)で
実施します。
⚫ 表彰式はソーシャルディスタンスを確保の上で実施します。
⚫ プレーヤーズパーティーは行いません。

スケジュール
1２月１6 日（金）
１３：0０～

公式練習

（準備の都合上、全ホールの練習ができない場合もあります。予めご承知おき下さい。）

*大会前日の練習は一般公園利用者の方を優先でお願い致します。
1２月１7 日（土）
7：３０～

プロ部門・サタデーアマ部門受付開始

8：3０～

開会式・プレーヤーズミーティング

９：00～

プロ部門・サタデーアマ部門
（１８H）

１３：00～

プロ部門

予選第１ラウンド

ショットガン方式（主催者によるランダムな組み合わせ）

予選第２ラウンド（１８H） ショットガン方式
（クラスに関係なく、第１ラウンドの成績順による組み合わせ）

サタデーアマ部門

決勝ラウンド（18H）
（全員ラウンド）

1２月１8 日（日）
７：１５～

プロ部門チェックイン・アマ部門受付開始

８：００～

サンデーアマ部門プレーヤーズミーティング

８：３０～

プロ部門

予選第３ラウンド（１８H）ショットガン方式

サンデーアマ部門
１２：３０～

プロ部門

予選ラウンド（１８H）ショットガン方式

準決勝ラウンド（９H）

サンデーアマ部門
１４：００～

プロ部門

１５：３０～

閉会式・表彰式

決勝ラウンド（９H）
（全員ラウンド）

決勝ラウンド（９H）
（各部門上位４位タイまで）

＊天候や参加人数、進行状況等により、スケジュール・競技方法が変更になる場合もあります。

募集クラスとエントリー費
部

門

クラス

エントリー費

オープン（年齢・性別不問）
レディス（女性のみ、年齢不問）
プロ

会員

￥7,000

マスター（40 歳以上）（男・女）
グランドマスター（50 歳以上、性別不問）

会員以外 ￥11,000

シニアグランドマスター（６０歳以上、性別不問）
アドバンスオープン（年齢・性別不問）
アドバンスレディス（女性のみ、年齢不問）
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）
アマチュア

会員

￥2,500

会員以外 ￥6,500
サタデーアマ部門
￥2,500 円
（会員/非会員
同一料金）

レジェンド（70 歳以上）
（男・女）
アンダー１０（１０歳以下）（男・女）
アンダー１３（１３歳以下）（男・女）
アンダー１６（１６歳以下）（男・女）
アンダー１９（１９歳以下）（男・女）

サタデー/サンデー
両日とも
￥2,000
（会員/会員
同一料金）

※会員とは、JPDGA 会員（C 会員を除く）・JFDA（A）会員・愛知県ディスクゴルフ協会会員・
愛知県フライングディスク協会会員・岐阜県フライングディスク協会・三重県ディスクゴルフ協会
会員をいいます。

※上記記載のアマ・ジュニア部門のエントリー費は 1 日分です。
サタデー部門とサンデー部門の両方にエントリーする場合は、それぞれにエントリー費
が発生します。
※サタデーアマ部門は JPDGA ポイント対象外です。

募集定員及び募集クラス不成立時の取扱い
全部門合計で 72 名
クラス成立
各部門・クラスとも締切期日をもって３名以上で成立となり、
可否の取扱
クラス不成立の場合は上位クラスへ統合されます。
い

競技内容
☆プロ部門

・予選ラウンド
・準決勝ラウンド

１８H×３ラウンド（全員ラウンド）
９H（参加人数等によりカットの可能性があります）

進出人数は、プレーヤーズミーティングにてご案内します。

・決勝ラウンド

９H（各部門上位４位タイまでが進出）

参加人数が 3 名未満の部門については準決勝ラウンドを実施しません。
この場合の決勝ラウンド使用ホール・スタート時間等は
プレーヤーズミーティング時にご案内します。

☆サタデーアマチュア部門
・予選ラウンド

１８H×１ラウンド（全員ラウンド）

・決勝ラウンド

１８H（全員ラウンド）

☆サンデーアマチュア部門
・予選ラウンド
・決勝ラウンド

１８H×１ラウンド（全員ラウンド）
９H（全員ラウンド）

☆使用ディスク
PDGA 公認ディスク
☆ルール
＊

最新 JPDGA ルールを適用します。

＊

ローカルルールは、プレーヤーズミーティング時に説明します。

＊

今大会にはプロオープン専用ティを設置するホールがあります。
プロオープンティはプロオープンでの出場者のみが
使用するティになります。

表

彰

☆プロ部門：１～４位（参加者が６名の場合は３位まで、４名の場合は２位まで、
３名の場合は１位のみ表彰）

☆アマチュア部門：１～３位（４名の場合は２位まで、３名の場合は１位のみ表彰）

申込方法及び申込先・振込先
＜FAX・郵便・メール＞
最終ページのエントリーフォームに必要事項の漏れがないように記入し、
下記申込先へ送ってください。
※所属協会の記入がない場合、会員価格の適用はいたしかねます。

〒470-1211

愛知県豊田市畝部東町宗定 397 番地
（一社）愛知県フライングディスク協会

TEL ０５６５－３０－７０６５
メールアドレス

前田尚希

宛

FAX ０５６５－２１－５３６２

info@aifda.or.jp

＜Web エントリー＞
下記ＵＲＬよりエントリー可能です。

https://forms.gle/evTwhmEUk5VuRESy9
＊インターネット環境のある方は、Web エントリーからのお申込みにご協力下さい。

＜振込先＞

＊振込手数料等は各自でご負担下さい。

☆振込先：豊田信用金庫
普通預金

上郷（カミゴウ）支店
８９３８９７７

（口座名義）

愛知県ディスクゴルフ協会
理事長

竹内 博行（タケウチ

ヒロユキ）

エントリー開始と締め切り
エントリー開始

：

2022 年 11 月７日（月）午前 9 時

エントリー締切

：

2022 年 12 月 5 日（月）午後 9 時必着

（レイトエントリーの締切

2022 年 12 月 12 日（月）午後 5 時）

＊12 月 5 日午後 9 時の時点で成立部門・クラスを確定します。
＊締め切り後のエントリークラスの変更はできません。
＊エントリー用紙の締め切りです。
＊レイトエントリーは、締切日（12 月 5 日）において成立したクラスへの
エントリーのみとさせていただきます。

問合せ
エントリー状況等は、
（一社）愛知県フライングディスク協会 HP にて随時更新してい
きますので参考になさってください。
また、大会にかかるお問い合せも同 HP にて受け付けております。
（一社）愛知県フライングディスク協会 HP
http://aifda.or.jp/

宿泊情報
オフィシャルホテル等を設定しておりませんが、会場から車で３０分圏内の宿泊施設を
以下に記載します。ご参考にしてください。
コンフォートホテル豊川

愛知県豊川市諏訪 3 丁目 301
TEL

0533-80-5111

http://www.choice-hotels.jp/toyokawa/
ホテルクラウンヒルズ豊川

愛知県豊川市豊川町仁保通り 79-1
TEL

豊川ビジネスホテル

0533-86-3001

愛知県豊川市緑町 28 番地
TEL

0533-85-6611

http://www.toyokawabusinesshotel.com/
豊橋ビジネスホテル

愛知県豊橋市花園町 12
TEL 0532-55-9222

http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/109436/109436.html
豊橋ステーションホテル

愛知県豊橋市西小田原町 103
TEL

0532-56-1919

http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/15249/15249.html
豊橋グリーンホテル

愛知県豊橋市広小路 1-1（JR 豊橋駅東口前）
TEL : 0532-55-1155
http://www.t-green.co.jp/

ジャストインプレミアム豊橋駅新幹線口

豊橋市白河町 31-2

TEL : 0532-35-0003

会場及び交通のご案内

目的地

第 21 回中部オープン

エントリーフォーム

申込日

フリガナ
名

年

月

日

JPDGA＃・JFDA＃

PDGA#

前

〒

携帯

TEL
プロ

オープン

アマ

・

□

e-mail

レディス ・

マスター

アドバンス
U10 ・

・

マスターレディス

サタデー部門（12/17）

この項目はチェック必須！

参
加
部
門

・

マスター

U13 ・

U16

・

GM

・

・

GM ・

SGM

□サンデー部門（12/18）
両日エントリーの場合は両方にチェック。

・

SGM ・

レジェンド

U19

□←アマ部門の各クラスでレディスクラスにエントリー希望の場合はチェック
月曜日部門・火曜日部門の両方にエントリーの方で、エントリークラスが異なる場合は、
この下にエントリークラスを明記して下さい。
サタデー部門：
所属協会
入金予定日：

□JPDGA
月

サンデー部門：
□JFDA

□きょうり
日
支払い方法：

□協力県協会（

）

銀行振込

誓 約 書
私は、
【第 21 回中部オープン】への参加にあたり、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、雑誌等が私を撮影・取材し、ディスクゴ
ルフ及び大会の報道目的で放送（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事前振り込みにかかるすべての返金の請求をしません。
●私は大会が急きょ中止となりトーナメントが成立しなかった場合、支払い済の参加費より大会準備に
要した経費及び振込手数料を差し引いた額が返金されることに同意します。
●私がトーナメント要項に記載の留意事項に該当した場合、トーナメントへの参加は見送り、参加費の
返金を請求しません。
（PDGA からの誓約事項）
私は、トーナメントの参加にはけが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、私
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連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 4
回岐阜ひるがのオープン、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 及び JPDGA が施した COVID-19 への安全対策を遵守し
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連しては以前から指針について再確認します。
上記事項すべてに
□同意します。
□同意しません。（理由：
）
署名
印

