
2015 JPDGA公式戦　　（ＬＴ １５０オープン）
第１１回　京都クラシックディスクゴルフトーナメント　募集要項
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主　催

共　催

主　管

協　力

後　援

協  賛

　平成27年11月7日（土）・8日（日）

日本ディスクゴルフ協会　（JPDGA)

京都府立丹波自然運動公園

　京都府立丹波自然運動公園　特設１８ホール （本部・球技場）
　　〒622-0232　（京都府船井郡京丹波町曽根崩下代１１０－７）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　0771-82-0300
　　　　　　　　　　　ＵＲＬ http://www.kyoto-tanbapark.or.jp

京都府ディスクゴルフ協会　

京都府フライングディスク協会

京都府　（予定）

京丹波町　（予定）

京都府体育協会　（予定）

京都新聞社　（予定）

NPO法人　日本フライングディスク協会　（予定）

京都府レクリエーション協会　（予定）

様に便宜を図りますので、希望者は申し出て下さい。楽しみに待ってます。　　　　　　栗山

Hero Disc・Discgolf.jp・Disc Sports

　さて、今回も丹波自然運動公園を会場に開催する事が出来、大変喜ばしい事です。

今回から１１月の開催になり、紅葉の中、野趣豊かで楽しい大会にしたいと思っています。

今年に開通した「京都縦貫道」中でも「丹波サービスエリア」は充実していて利用者には好

評を得ています。ぜひ共、覗いて見て下さい。一般道からも無料で上がれる様になっています

ので、お土産の調達などにいかがでしょうか？　コースは球技場を中心に池越え、林間など

変化に富んだコースとなり、パワー、テクニックを駆使しなければならないコースが続きます。

７日の夜にはパーティも用意して「わいわい、ガヤガヤ」絶対楽しい大会です。アマの方も

前日から来て損はないかも・・・８日の朝も宿泊棟通用口の開門にも公園のご厚意で早く入れる

DISC GOLF TOURNAMENT 



 ※宿舎棟入口は２２：００閉門

時　間

　９：００～

　９：３０～

１０：３０～

１３：００～

１４：３０～

１７：００～

１９：００～

※いつでも入れます。 ※宿泊棟入口は６：００開門

時　間

　８：３０～

　９：００～

　９：３０～

１０：００～

１１：００～

１２：００～

１２：３０～

１３：３０～

１４：３０～

１６：３０～

　朝食は７：００から

昼食　（各自でお願いします）

プロ、アマ各部門　（予選） 第１ラウンド開始　（１８ Ｈ）

受付開始　（各部門）　　プロ各部門、アマ各部門（１ｄａｙ，２ｄａｙ）

尚、天候などの状況により、スケジュール等の変更がある場合

がありますので、ご了承下さい。

１１月６日（金）１３:００～公式練習日
※いつでも入れます。　

　　　　　　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　　　容

開会式、プレーヤーズミーティング

　　　　　　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　　　容

第２ラウンド開始　（１８ Ｈ）
１日目　競技終了　（１ｄａｙ表彰式）

懇親会（宿泊棟）

プロ、アマ（２ｄａｙ）各部門（予選） 第３ラウンド開始　（１８ Ｈ）

（ご希望の方には８００円お茶付き斡旋致します）

プロ、アマ各部門　（予選）

会費　 ３,０００円 （BBQパーティー）　

アマ（１ｄａｙ）受付開始（各部門）

開会式、プレーヤーズミーティング

アマ（１ｄａｙ）各部門　（予選） 第１ラウンド開始　（１８ Ｈ）
プロ、アマ（２ｄａｙ）昼食　 （ご希望の方には８００円お茶付き斡旋致します）

プロ、アマ（２ｄａｙ）　  （準決勝） 第４ラウンド開始　（９ Ｈ）

アマ（１ｄａｙ）各部門　（決勝） ラウンド開始　（９ Ｈ）

アマ（1ｄａｙ）昼食 （ご希望の方には８００円お茶付き斡旋致します）

プロ、アマ（２ｄａｙ）  　（決勝） ラウンド開始　（９ Ｈ）
表彰式、閉会式

尚、スケジュールは余裕を持って計画していますので、前倒しの可能性があります。注意！！

※アマ部門は２ｄａｙと１ｄａｙがありますので、ご注意下さい。
　　（違う所　・　２ｄａｙは７日はプロと同じティーからのチャレンジ出来ます。
　　　　　　　　　　　　　　８日は朝からアマティーになり、準決勝があります）

◆アマ部門は少し複雑になっていますが、表彰部門を増す、選択肢を多くする事を
　目的としています。ご理解下さい。

・ アマ（１ｄａｙ）アマ（２ｄａｙ）決勝（全員 : 原則として成立クラス別順位でパーティ分け）

★準決勝、決勝進出について
・ プロ、アマ（２ｄａｙ）準決勝（原則参加者全員）

・ プロ決勝（各クラス上位４位タイまで進出）

★アマ部門のポイントについて
・ １ｄａｙ　（土曜日）はアマティから１８ホールと決勝９ホールとし、ポイント対象外となります。
・ ２ｄａｙ　（土、日）は８日の第３Ｒと決勝の成績を１ｄａｙと統合した順位に付きます。
・ ポイントはJPDGA会員すべての方（土曜日以外）に付きます。

　　　◆プロ部門　
　　　◇アマ部門　

　　　◆その他　　

２dayは１dayと商品が異なります。

：ファッション賞、ニヤピン賞、etc
       注、今回はオフィシャルハンデの採用は致しません。

（１day部門は各日の表彰になります。）

：成立のクラス（３名のとき１位、４名のとき１位、２位、５名以上３位まで）
：成立のクラス（３名のとき１位、４名のとき１位、２位、５名以上３位まで）

大会スケジュール 

１１月７日（土） 

１１月８日（日） 

表  彰 



●○マスター　　　　　　　　
●○グランドマスター　　　
●○シニアグランドマスター

　☆ジュニア部門（２ｄａｙ，１ｄａｙ同じ　）　

（６０歳以上の男性、女性）
（７０歳以上の男性、女性）

参加料 ： ◇１,５００円（非会員も同額）

●○レジェンド

●○ジュニアＵ１０ レディース （１０歳以下の男性、女性）

●（全クラス男女 ・ 下記１ｄａｙと同じ）

　☆アマ部門（１ｄａｙ）
参加料 ： ◇２,５００円（非会員 ４,５００円）

参加料 ： ◇３,５００円（非会員 ：５,５００円）

●○アドバンスオープン レディース
〃

　◆ディスクゴルフ公式ルールブック2013年度版に基づく、変更等JPDGA最新年度公式ルールに準じます。
　◆使用ディスクは、PDGA及びJPDGA公認の１５０オープンクラス及び水に浮くラウンドノーズディスクとします。

　◇ローカルルールに付いては、プレーヤーズミーティングで説明します。

　★付近にコンビニ等はありませんので、各自でお願い致します。

●オープン （年齢、性別を問わず）
●マスター （４０歳以上で男女別の募集）
●グランドマスター （５０歳以上で性別を問わず）

○レディース （女性に限り、年齢を問わず）
●シニアグランドマスター （６０歳以上で性別を問わず）

　☆アマ部門（２ｄａｙ）

〃
〃

〃
●○ジュニアＵ１６ 〃

　★ プロ部門、☆アマ部門の合計で　先着　１００名

　　 （昼食については、弁当の希望者のみ手配致しますので、お知らせ下さい。）
　　 （斡旋弁当 ・ 大人用（８００円）　・　子供用（６００円）いづれも税込み、お茶付き）

　 各クラス３名以上の参加で成立とします。
　 ２名以下の場合は上位クラスでのプレーとします。
　　　会員とは、JPDGA会員（C会員は除く）及びJFDAのA会員、協力県協会の正会員とする。

　★プロ部門
　参加料 ： ◇ ５０００円　（非会員 ： ７０００円）

〃

（年齢を問わず男性、女性）
（４０歳以上の男性、女性）
（５０歳以上の男性、女性）

（１３歳以下の男性、女性）
（１６歳以下の男性、女性）

●○ジュニアＵ１９　 〃

　　　ただし、定員になり次第に締め切りますので、ご了承下さい。

（１９歳以下の男性、女性）

　　　１０月３０日（金）（日付有効）遅れるとレインエントリー（１,０００円付加）が発生します。

●○ジュニアＵ１３

　★締め切り時点で成立部門は確定し、以降キャンセル、部門変更は出来ません。

募集人数 

使用ディスク ・ ルール 

募集部門 

食事について 

締め切り 



http://jpdgamie.org/kyoto/send/

振込み先　　　

　　　　　　　　
　　　　　　　　 京都府フライングディスク協会

http://blog.jpdgamie.org/

一般 大学生
１人１日 ９００円８００円

電車 ・ JR山陰本線　（嵯峨野線）

　　おこしをお待ち致しております。

　　　　　中学生以下　４７０円

R９（２７交差点の一つ手前交差点を左折れ

　　　　　　　　 京都府フライングディスク協会   　会長　栗山靖巳（ｸﾘﾔﾏ ﾔｽﾐ）    

４００円

090-3728-7494　（栗山携帯）　dan.guri-kyfda222@docomo.ne.jp （栗山携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ）

00075075

普通預金

　〒603-8246　　京都市 北区 紫野 西泉堂町４８　　京都府フライングディスク協会

　　　　　　　　　　　　　（ＴＥＬ ・０７７１－８２－０３００）

高校生 小、中学生 朝食料金　高校生以上　６００円

※開催会場の駐車場は無料で本部近くにたくさん有ます。

★会場宿泊は主管に申し込んで下さい。他に関しては各自でお願い致します。　

お車 ・ 京都縦貫自動車道　

京都府立丹波自然運動公園　（京丹波町　曽根　崩下代１１０－７）

「丹波IC」右折　

※お気を付けておいで下さい。

７００円

「園部駅」　下車
バス・丹波自然運動公園

　会場宿泊のみ主管に申し込んで下さい。　（８人部屋）
★開催会場

☆ゆうちょ銀行　一○九店 当座預金

　エントリー状況は、三重県ディスクゴルフ協会公式ブログにて随時更新予定です。

3156755★京都銀行 ・ 上堀川支店

Webエントリー

三重県ディスクゴルフ協会公式ブログ

　　　　　　　　 FAX　075-491-1554

●目印は左側に交番

※歩道橋を通過し左側に本部が見えます。
尚、駐車場は７：００まで開門しません。

★宿泊棟へはR27交差点を左方向R9へ
　正面入り口を通過し、そのままR9を進み
　左側に看板あり（左折し左側に入口あり

申し込み方法 

問い合わせ先 

宿泊案内 

表 彰 

会場、交通の案内 

http://jpdgamie.org/kyoto/send/
http://blog.jpdgamie.org/


フリガナ

氏　名

住　所

右記の料金表で

2□とあるものは

2dayです。

大人 子供

そ の 他

　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しません。

　11月６日（金）　　　個×８００円　　　　　 ７日（土）　　　個×８０0円　　 　 　　　８日（日）　　　個×８００円　　

□ジュニアU１０

◇U１６レディース

◇U１３レディース

◇Gマスターレディース

○Gマスター

○シニアGM

○レジェンド

◇シニアGMレディース

○Gマスター

合計　　　  　　　円　
□希望する

署名　　　　　　　　　　　　㊞

入金日 　　月　　 日

合計　　　  　　　円　

★私は大会開催中に於ける私物の管理は自己責任とし、また発生した場合も主催者にその責任を一切問いません。

★私は受付順等により参加出来なくなった時、振込手数料を差し引いての参加料金等の返金を受けることに異議を申しません。

□現金書留

★私は大会主催中に於けるマスコミ等の取材による発生した肖像権などは、フライングディスク普及に限り

　 使用されることに異議申しません。

□その他　（　　　　　　　　　）

総合計　　　  　　　円　

私は、第11回京都クラシックへの参加するにあたり、下記のように誓約致します。

□レイトエントリー （１,０００円）
□銀行振込

入金方法

★私は大会開催中した事故等について、大会主催者に一切責任を問いません。

★私は天気状況、会場の事情等により、日程及び内容に変更があっても異議を申しません。

　６日泊　　　７日朝食 　　7日泊　　　８日朝食□希望しない

　 また大会が成立した場合、参加料の返金を請求は致しません。

（　　 人）　（　　　人）（　　　人）　　（　　　人）

□会員・非会員

（男 ・ 女）（　　　　 才）

□参加する
□参加しない

名×３,０００円 名×２,０００円

４，５００円

ジュニア部門

２，５００円

◇U１０レディース

□ジュニアU１３

○シニアGM

○レジェンド

○アドバンス

７，０００円

TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

弁当注文

懇 親 会

会場宿泊

１，０００円

５，０００円

３，５００円
５，５００円

◇レディース

□シニアＧＭ
◇アドバンスレディース

◇マスターレディース □非会員

◇U１９レディース

◇マスターレディース

◇Gマスターレディース

◇シニアGMレディース

　　　　　　　　　　　　　個×６００円　　　　　　　　　　　　　　　個×６００円　　　　　　　　　　　　　　　個×６００円　　

FAX　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◇レジェンドレディース

参加部門

プロ部門
□オープン

□グランドマスター

○アドバンス

□ジュニアU１９

○マスター

○マスター

ＰDGA

◇マスターレディース

◇レジェンドレディース

◇アドバンスレディース □会員

□非会員

★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

第11回京都クラシック エントリーフォーム 平成　　　年　　　月　　　日

JPDGA

個人情報管理に付いては、充分注意いたします。　会員証はお持ち下さい。

★私は大会主催者による大会規約、規則、指示に従う事に同意致します。

□マスター

アマ１ｄａｙ部門

生年月日 ・ １９　 　　年　 　 月 　 　日

□会員

  2□会員

  2□非会員

〒

□ジュニアU１６

アマ2ｄａｙ部門

JFDA

その他

誓  約  書 


