
 

 

 

 

開催日：2019 年 5 月 4 日（土）・5 日（日） 

場 所：ひるがの高原スキー場特設コース 

主 催：日本ディスクゴルフ協会 

主 管：岐阜ひるがのオープン実行委員会 

協 力：ひるがの高原スキー場・愛知県ディスクゴルフ協会・三重県ディスクゴルフ協会・岐阜

県フライングディスク協会・（一社）愛知県フライングディスク協会・三重県フライン

グディスク協会 

後 援：郡上市スポーツ推進委員会高鷲支部 

協 賛：とやまフライングディスクストア 

公 認：PDGA・JPDGA 公式戦 

 

ご挨拶 

昨年に引き続き今年もひるがの高原スキー場にて大会を開催します。 

今年も３００ｍ超の投げ下ろしホールは健在！ 

昨年以上のダイナミックなコースをお届けします！ 

早春の岐阜ひるがの高原で皆さまとお会いできることを楽しみにしています。 

 

岐阜ひるがのオープン実行委員会 

募集定員 全部門合計 72 名 

＜Web エントリー＞ 

下記ＵＲＬよりエントリー可能です。 

http://jpdgamie.org/gifu/send/ 

<大会情報> 

（一社）愛知県フライングディスク協会 HP 内 

ディスクゴルフ委員会掲示板 

http://www.ne.jp/asahi/flyingdisc/aifda/ 

2019 年度 JPDGA 公式戦 ABT-B 

JPDGA では、プレーヤーの個人賠償

責任保険加入を勧めています。 

http://jpdgamie.org/gifu/send/
http://www.ne.jp/asahi/flyingdisc/aifda/


スケジュール 

５月３日（金） 

  １３：００～ 公式練習 ＊公式練習時間前の特設ホールでの練習は禁止 

（全ホールの練習ができない場合もあります。リフト乗車券・入園料等は各自でお支払い下さい。） 

５月４日（土） 

   ８：３０～  プロ部門・サタデーアマ部門受付開始 

   ９：００～  開会式・プレーヤーズミーティング 

  １０：００～  プロ部門・サタデーアマ部門 予選第１ラウンド（１８H） 

  １４：００～  プロ部門 予選第２ラウンド（１８H） 

          サタデーアマ部門 決勝ラウンド（１８H） 

  １６：３０～  サタデーアマ部門 表彰式 

  １８：３０～  懇親パーティ 

５月５日（日） 

   ７：３０～  プロ部門チェックイン・サンデーアマ部門受付開始 

   ８：００～  サンデーアマ部門プレーヤーズミーティング 

          プロ部門 予選第３ラウンド（１８H） 

   ８：３０～  サンデーアマ部門 予選ラウンド（１８H） 

  １２：００～  プロ部門 準決勝ラウンド（９H） 

  １２：３０～  サンデーアマ部門 決勝ラウンド（９H）（全員ラウンド） 

  １４：３０～  プロ部門 決勝ラウンド（９H）（各部門上位４位タイまで） 

  １６：００～  閉会式・表彰式 

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

競技内容 

☆プロ部門 ・予選ラウンド １８H×３ラウンド（全員ラウンド） 

      ・準決勝ラウンド 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） 

☆サタデーアマ部門（JPDGA ポイント対象外） 

      ・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  ９H（全員ラウンド） 

☆使用ディスク  PDGA・JPDGA 公認ディスク（重量制限なし） 

☆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。 



募集部門とエントリー費及びクラス不成立時の取扱い 
 

部 門 クラス エントリー費 

プロ 

オープン（年齢・性別不問） 

会員 ￥7.000 
 

会員以外 ￥11,000 

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、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 

アドバンスオープン（年齢・性別不問） 

会員  
 

￥3,000/日 
 

会員以外  
￥7,000/日 

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） 

レジェンド（70 歳以上）（男・女） 

アンダー１０（１０歳以下）（男・女） 

￥2,000/日 
（会員の方も 

会員でない方も 
同一料金） 

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） 

※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・（一社）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・三重県フライングディスク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。 

※プロ部門エントリー費には、大会期間中の入園料とリフト乗車料金が含まれています。 

※アマ部門エントリー費には、エントリー当日の入園料とリフト乗車料金が含まれていま

す。 

※大会にエントリーされていない方の入園料・リフト代等は各自で精算をお願いします。 

※サタデーアマ部門は JPDGA ポイント対象外です。 
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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、不成立の場合は次のよう
に上位クラスに統合されます。 
 
（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 
（アマ部門） 
 U10 →U13→U16→U19→アドバンス←マスター←GM←SGM←レジェンド 
 
＊男女別部門でのクラス成立確認を優先します。 



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） 

☆アマチュア部門：１～３位（４・５名の場合は２位まで、３名の場合は１位のみ表彰） 

昼食のご案内 

５月４-５日のみ弁当の注文を受け付けます。 

ご入用の方は、エントリー時にお申込み下さい。（１食１，０００円） 

（会場内に飲食施設はありますが、GW 中で混雑が予想されます） 

懇親パーティ 

５月４日（大会１日目）１８：３０～ 

ひるがの高原センターハウス２階にてバイキング形式の懇親パーティを開催します

ので奮ってご参加下さい。（飲み放題） 

パーティ代 大人 ４，０００円   ２０歳未満 ３，０００円 

申込方法及び申込先・振込先 

＜FAX・郵便・メール＞ 
エントリーフォームに必要事項を記入し、下記申込先へ送ってください。 

 （FAX） ０５９－３３１－７６６８ （ヘルシーハウス内 坂井宛） 

 （郵送） 〒512-0913 三重県四日市市西坂部町 1126 番地 ヘルシーハウス内 

         坂井 美毅宛 

 （メール）cycione2009@yahoo.co.jp 

 ＜Web エントリー＞ 

下記ＵＲＬよりエントリー可能です。 

http://jpdgamie.org/gifu/send/ 
 

＊インターネットでのお申込は誓約書に同意されたものとします。 

＊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・郵送先＞ ＊振込手数料等は各自でご負担下さい。 

☆振込先：百五銀行（ヒャクゴギンコウ） 生桑支店（イクワシテン） 

     普通預金 ４７４２６７ 

     口座名義 坂井 美毅（サカイ ヨシキ） 

☆郵便振替：口座番号 ００８２０－１－１３７６９２ 

  坂井 美毅（サカイ ヨシキ） 

☆郵送先：〒512-0913  三重県四日市市西坂部町 1126 番地 ヘルシーハウス内 

       坂井美毅 宛 

mailto:cycione2009@yahoo.co.jp
http://jpdgamie.org/gifu/send/


締め切り 

２０１９年４月２５日（木） 午後９時必着   

（レイトエントリーの締切 2019 年５月１日（水）午後５時） 

＊４月 25 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、取消及び返金はできません。 

＊エントリー用紙とエントリー費の締め切りです。 

 ＊レイトエントリーは、締切日（４月 25 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。 

またレイトエントリーの場合、エントリー費等は大会当日にお支払い下さい。 

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 内 ディスクゴルフ委員会掲示板 

http://www.ne.jp/asahi/flyingdisc/aifda/ 

 

（お問合せ先）岐阜ひるがのオープン実行委員会事務局 （担当／坂井） 

  mail    cycione2009@yahoo.co.jp   

FAX ０５９－３３１－７６６８（必ず「坂井宛」と明記して下さい。） 

（大会期間中の連絡先） 

 5 月 3 日～5 月 5 日の間のみ（この期間以外のご利用はお控え下さい） 

  坂井携帯 090-1476-3297 

  白井携帯 090-1417-0082 

宿泊情報 

＊オフシャルホテルの設定はありません。 

 周辺にはホテル・民宿・ペンション等の宿泊施設が多数ありますので、各自で手配を

お願いします。 

＊GW で宿泊施設の混雑が予想されますので、早目の準備をお勧めします。 

＊ひるがの高原宿泊情報（ひるがの高原公式 HP） 

 http://hirugano.net/staying.html 

  高鷲観光協会 TEL 0575-72-5000 

 

 

 

http://www.ne.jp/asahi/flyingdisc/aifda/
mailto:cycione2009@yahoo.co.jp
http://hirugano.net/staying.html


会場及び交通のご案内 

大会会場：ひるがの高原スキー場（花の駅ひるがの高原「コキアパーク」） 

 

（公共交通機関をご利用の方） 

大会会場までのバス・鉄道等の公共交通機関を利用しての来場は大変不便です。 

鉄道・バスともに運行本数も少ないので十分ご注意下さい。 

行き方等は、ご自身でお調べ下さいますようお願いします。 

また道中でピックアップ等をご希望の方は、事前に大会事務局までお問合せ下さい。 

 



（車等でお越しの方） 

 

下記 URL にてご確認下さい。 

https://www.hiruganokogen.com/summer/access/ 

 

https://www.hiruganokogen.com/summer/access/


  
第２回岐阜ひるがのオープン エントリーフォーム      申込日    年   月   日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

誓 約 書 

私は、【第２回岐阜ひるがのオープン】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 

それを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。 

 

 

署名                 印 

fax 059-331-7668   坂井 宛 

住
所 

〒 

e-mail 

携帯 

TEL 

FAX 

参
加
部
門 

プロ 
□オープン  □レディス  □マスター  □マスターレディス 

□グランドマスター   □シニアグランドマスター 

アマ 

サタデー部門・サンデー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：           サンデー部門： 

□ サタデー部門（5/4）      □ サンデー部門（5/5） 

この項目はチェック必須！  両日エントリーの場合は両方にチェック。 

□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  □U10  □U13  □U16  □U19 

  □←各レディスクラスにエントリーの場合のみチェックを入れる。 

所属協会 □JPDGA   □JFDA   □協力県協会（             ） 

エ
ン
ト
リ
ー
費 

プロ

サタデーアマ 

サンデーアマ 

サタデージュニア 

サンデージュニア 

□ 会員 7,000 円 

□ 会員 3,000 円 

□ 会員 3,000 円 

□ 非会員 11,000 円 

□ 非会員 7,000 円 

□ 非会員 7,000 円 

□ 2,000 円 

□ 2,000 円 

昼 食 

（＠1,000） 

5/4   食 

 

5/5   食 

パーティ 

大人   人 

（＠4,000） 

未成年  人 

（＠3,000） 

 

支払い合計：           円           入金日：    月    日 

支払い方法： □銀行振込   □郵便振替   □現金書留   □その他（        ） 

 

フリガナ 

名 前 

生年月日：    年   月    日生 

 

JPDGA＃・JFDA＃ PDGA# 

  


