
日本ディスクゴルフ協会 公認戦 

第 ２ 回 舞 子 オ ー プ ン 

ディスクゴルフ トーナメント 

２０１３年６月１６日（日） 

会場：舞子ディスクゴルフパーク（新潟県 南魚沼市） 

共催：舞子ディスクゴルフクラブ、新潟県ディスクゴルフ協会 

提携・協賛：Hero Disc 舞子高原ホテル



主催者挨拶 
2013 年 6 月 16 日第 2 回 舞子オープンディスクゴルフトーナメント開催をご案内いたし 

ます。昨年 10 月に開催された第 1 回舞子オープンには多くのプレーヤーからご参加いた 

だきありがとうございました。第 2 回の今年は初夏新緑萌える 6 月に開催するはこびとな 

りました。今年 9 月には日本選手権開催も控えており、舞子ディスクゴルフパークを攻略 

する絶好の機会です。オープンで景観の素晴らしいコース。またスキー場ならではのビッ 

グスケールなアップダウン。ビギナー9 ホール、レギュラー9 ホール、エキスパート 9 ホ 

ールの計 27 ホールからなるコースをご堪能ください。 

今大会では常設レギュラー、エキスパートコース (一部特設 )を使用して、前回同様、舞子 

ディスクゴルフクラブが主催、新潟県ディスクゴルフ協会の全面バックアップにより開催 

いたします。 

国内最大級コースでの第 2 回舞子オープンに、ぜひご参加ください！ 

舞子オープンディスクゴルフトーナメントディレクター 鈴木 民夫 

舞子ディスクゴルフクラブ代表 小幡 剛久 

スケジュール 

6月15日 （土） 全日 練習日(プレーフィーが必要です) 

08：30～ 選手受付開始 

09：00～ 開会式、プレーヤーズミーティング 

09：30～ 予選第１ラウンド（常設18H）ショットガン方式 

13：30～ 予選第２ラウンド（常設 9H）ショットガン方式 

6月16日 （日） 

15：30～ 決勝ラウンド（3H）ﾌﾟﾛｵｰﾌﾟﾝ・ｱﾏｱﾄﾞﾊﾞﾝｽのみ 

16：30～ 表彰式 閉会式 

※参加人数・天候・進行状況等の理由によりスケジュールが変更になる事がありますの 

で予めご了承下さい。 

※プロ・アマチュア全部門共 1 日間大会となります。 

※前日プレーフィー JPDGA 会員 2000 円 舞子高原ホテル宿泊の方 1000 円 

募集部門 

プロ部門 

オープン（ＯＰ） ：年齢性別を問わず参加可 

レディース（Ｌ） ：女性のみ、年齢を問わず参加可 

マスター（Ｍ） ：40 歳以上、性別を問わず参加可 

レディースマスター（LM） ：女性のみ、40 歳以上 

グランドマスター（ＧＭ） ：50 歳以上、性別を問わず参加可 

シニアグランドマスター（ＳＧＭ） ：60 歳以上、性別を問わず参加可 

マチュア部門 

アドバンスオープン（ＡＤ） ：年齢性別を問わず参加可 

アドバンスレディス（ＡＤＬ） ：女性のみ、年齢を問わず参加可 

マスター（ＡＭ）（ＡＭＬ） ：40 歳以上、男女別募集 

グランドマスター（ＡＧＭ）（ＡＧＭＬ） ：50 歳以上、男女別募集 

シニアグランドマスター（ＡＳＧＭ）（ＡＳＧＭＬ） ：60 歳以上、男女別募集



レジェンド（ＡＬＧ）（ＡＬＧＬ） ：70 歳以上、男女別募集 

ジュニア U10（Ｕ10）（Ｕ10Ｌ） ：10 歳以下、男女別募集 

ジュニア U13（Ｕ13）（Ｕ13Ｌ） ：13 歳以下、男女別募集 

ジュニア U16（Ｕ16）（Ｕ16Ｌ） ：16 歳以下、男女別募集 

ジュニア U19（Ｕ19）（Ｕ19Ｌ） ：19 歳以下、男女別募集 

※各クラス共に参加者が３名以上で成立します。２名以下の場合は以下のように統合エ 

ントリーとなります。 

プロ部門：レディース → オープン ← マスター ← グランドマスター 

アマ部門：Ｕ10→Ｕ13→Ｕ16→Ｕ19→ＡＤ←ＡＭ←ＡＧＭ←ＡＳＧＭ←ＡＬＧ 

定員 
全部門合計で プロ ３６、アマ ３６ 合計７２名（予定） 

競技内容 ＝全部門１日間大会となります 

プロ部門 ・予選ラウンド：常設 18H＋9H=27H 

・決勝ラウンド：3H（オープン上位 4 位タイまでが進出） 

アマ部門 ・予選ラウンド：常設 18H＋9H=27H 

・決勝ラウンド：3H（アドバンスオープン上位 4 位タイまでが進出） 

使用ディスク 
ＰＤＧＡ及びＪＰＤＧＡ公認の 150 オープンクラス及びライトディスク及び水に 

浮くラウンドノーズディスク。 

ルール 
2013 年版ＪＰＤＧＡルールを適用します。 

ローカルルールについてはプレーヤーズミーティングにて説明します。 

参加料 
部 門 ＪＰＤＧＡ会員・非会員共通 

プ ロ ３，０００円 

ア マ チ ュ ア ３，０００円 

ジ ュ ニ ア １，５００円 

昼食 

ホテル内のレストランは昼食時の営業はありません。売店での昼食販売はありません。 

ホテル内に飲料自販機があります。 

希望者は昼食（弁当）の手配が可能です。800 円（飲み物付） 

エントリー時に併せてお申し込みください。 

宿泊案内 

舞子高原ホテル 会場でもある舞子高原ホテルをご利用ください。 

大会参加者向けの特別料金を設定していただきました。 

予約などは直接、舞子高原ホテルにお願いいたします。 

舞子高原ホテル http://www.maiko-resort.com/summer/ 

〒949-6423 新潟県南魚沼市舞子 2056-108 TEL：025-783-4100 FAX：025-783-3219



申し込み方法 

エントリーフォーム 
エントリーフォームに必要事項をご記入の上，ＦＡＸ、郵便またはＥメールにて 

下記大会事務局までお申し込み下さい。 

参加料は銀行振込・郵便振替にてお願いします。 

FAX 025-780-5029 

〒949-7111 新潟県南魚沼市麓 430 メール mita-ani@discplayer.jp 

又は maiko.discgolf@gmail.com 

申し込み締め切り 

◆ 6 月 10 日（月） 
エントリーフォームと参加料入金の両方の締め切りとなります。 

振込手数料は振込み人負担でお願いいたします。 

締め切り前の申込キャンセルに伴う返金時は振込手数料を受取人負担で行います。 

締め切り後の登録部門変更・取り消し・返金は出来ません。 

締め切り日前（6 月 10 日時点）に定員に達した場合は JPDGA 公式戦優先出場資格を 

適用するものとします。 

締切日時点で定員に余裕のある場合は、レイトエントリーを募集する場合があります。 

レイトエントリーの参加料は 500 円増しとなります。 

会場までのアクセス 

関越自動車道「塩沢石打Ｉ．Ｃ」より 

車で約５分 

越後湯沢駅よりバスで約２０分 

舞子高原ホテル 舞子ディスクゴルフパーク 

〒949-6423 新潟県南魚沼市舞子 2056-108 

http://www.maiko-resort.com/ 

銀行振込 郵貯銀行 ０５９支店 当座 ０１０８９８２ 舞子ディスクゴルフクラブ 

郵便振替 記号番号 ００５８０－１－１０８９８２ 舞子ディスクゴルフクラブ



第２回舞子オープン・エントリーフォーム 
2013 年 月 日 

ＰＤＧＡ＃ フリガナ 生年月日 年 月 

日生 

氏 名 □ 男 ／ □ 女 

〈 歳〉 

ＪＰＤＧＡ＃ 

JFDA＃ 

住 所 〒 

ＴＥＬ （ ） 

ＦＡＸ （ ） 

■参加希望部門にチェックをし てください。 

【プロ部門】 □オープン □マスター（40 歳以 上） 

□グランドマス ター（50 歳以上 ） □シニアグランドマスター（60 歳以上 ） 

□レディース □レディースマ スター（40 歳以上） 

【アマ部門】 □アドバンス オ ープン □アドバンス レディース 

□ジュニア U10(10 歳以下 ) □ジュニア U13(13 歳以下) 

□ジュニア U16(16 歳以下 ) □ジュニア U19(19 歳以下) 

□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 

■男女別クラスの希望 □希望する □希望しな い 

■支払方法 □銀 行振込 □郵 便振替 □その他 （ ） 

入 金日（ 月 日付） 

入 金金額総額 円 

支払項目 部 門 支払金額 記入欄 

参加料 プ ロ 部 門 ３，０００円 ￥ 

アマチュア部門 ３，０００円 ￥ 

アマチュアジュニア １，５００円 ￥ 

昼食 ６/１５昼 ８００ 円 ￥ 

合計 ￥ 

誓約書 

私は第２ 回舞子 オープ ンディ スクゴ ルフトー ナメン トへの参 加にあ たり、 下記の 事を誓 約いたしま 

す。 

・私は大会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（生放送含む）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 の一切の責任を持 ち、大会主催 者に対しての 紛失 

破損等の責任を一切問いません。 

・私は大会期間中に発生した事故等の責任を一切大会主催者に問いません。 

・私は気象状態の 悪化及び競技 環境の不良に 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。 

・私はこの大会に関する事前振込全ての返金について、締め切り後は請求しません。 

署 名 印



2nd MAIKO OPEN DISCGOLF TOURNAMENT ENTRY FORM 

2013/ / 
ＰＤＧＡ＃ Birth date: year month day 

name 

□male／□female 〈Age 〉 

ＪＰＤＧＡ＃ 

JFDA＃ 

Address 〒 

ＴＥＬ （ ） 

ＦＡＸ （ ） 

Email address: 

■Please check into a participating section. 

【Pro】 □Open □Master(40+) 

□Grand Master(50+) □Senior Grand Master(60+) 

□Ladies □Ladies Master（40+） 

【Ama】 □Advanced Open □Advanced Ladies 

□Junior U10(under 10) □Junior U13(under 13) 

□Junior U16(under 16) □Junior U19(under 19) 

□Master(40+) □Grand Master(50+) □Senior Grand Master(60+) 

□Regend(70+) 

■Payment Method □Cache Only 

*Please pay there. Payment serves as only Japanese YEN cash. 

ITEM Division Amount 

ENTRY FEE Pro 3,000 YEN ￥ 

Ama 3,000 YEN ￥ 

Ama Junior 1,500 YEN ￥ 

LUNCH BENTO 10/28 ８００YEN ￥ 

TOTAL AMOUNT ￥ 

Recognizance 

I  vow the following in the participation in the 1st Maiko open disc golf tournament. 

- I agree to follow all the tournament agreements by a tournament sponsor, a rule, and 

directions. 

- In a tournament, I photo me, and the Internet, television, radio, a newspaper, a magazine, 

etc. collect materials from me, and agree to broadcast or (a l ive broadcast is included) 

publish it for disc golf and the purpose of reporting a tournament. 

- me -- me -- it has all the responsibil ity about management of an individual possession 

article and game tools, and demand no responsibil ity, such as loss breakage to a 

tournament sponsor. 

- I do not demand any responsibil ity, such as an accident which occurred during the 

tournament, from a tournament sponsor. 

- Even if there is change to a competition schedule or the contents of a game according to 

aggravation of a meteorologic situation, and the defect of game environment for me, I do 

not say an objection. 

- About the refund of all prior transfer about this convention, I do not charge after a 

deadline. 

Signature 印




