第 29 回 九州オープン
２０15 年 ＪＰＤＧＡ公 式 戦 （ABT）
150 オープンクラス大 会

2015 年１2 月 19 日（土）～12 月 20 日（日）
国営海の中道海浜公園(福岡県福岡市東区)
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ごあいさつ
第 29 回九州オープンディスクゴルフトーナメントを 12 月 19 日、12 月 20 日に海の中
道海浜公園にて開催致します。
年々、宿泊先の確保が困難となり、皆様には大変ご迷惑をお掛けしています。
そこで、少しでもお役に立てればと思い『宿情報』を福岡県ディスクゴルフ協会のＨＰ
に掲載していますので、是非ご活用頂き九州オープンにお越しください。
http://www.jpdgafukuoka.com/blog/
沢山の参加をスタッフ一同心よりお待ちしております。
福岡県ディスクゴルフ協会 事務局長 長岡 弘

募集内容
募集人数

●プロ部門

プロ部門、アマ部門の合計で 先着・７２名

：オープン（年齢性別を問わず参加可）
：レディス（年齢を問わず参加可）
：マスター（40 歳以上）
：マスターレディース（40 歳以上の女性）
：グランドマスター（50 歳以上）
：グランドマスターレディース（50 歳以上の女性）
：シニアグランドマスター（60 歳以上）

※グランドマスターレディースはＪＰＤＧＡポイントランキングの対象とはなりません。

●アマチュア部門

：アドバンスオープン（年齢性別を問わず参加可）
：アドバンスレディス（年齢を問わず参加可）
：マスター（40 歳以上、男女クラス募集）
：グランドマスター（50 歳以上、男女クラス募集）
：シニアグランドマスター（60 歳以上、男女クラス募集）
：レジェンド（70 歳以上、男女クラス募集）
：ジュニア U10（10 歳以下、男女クラス募集）
：ジュニア U13（13 歳以下、男女クラス募集）
：ジュニア U16（16 歳以下、男女クラス募集）
：ジュニア U19（19 歳以下、男女クラス募集）

＊各クラス共に参加者が 3 名未満の場合は上位クラスにエントリーとなります。

競技内容
●プロ部門

2DAY

・予選ラウンド：１８Ｈ×３ラウンド＝５４Ｈ
・準決ラウンド：９Ｈ （プロ部門の参加者数が 36 名以下の場合は全員で準決勝を行い、
37 名以上の場合は参加者の 50%までが準決勝進出。但し、参加
者数が 9 名以下のクラスだけは、準決勝は行いません。
）

・決勝ラウンド：９Ｈ （各部門上位４位タイまで）

●アマチュア部門

1DAY

・予選ラウンド：１８Ｈ
・決勝ラウンド：９Ｈ （全員決勝）

●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･ラウンドノーズ
ディスク(水に浮くディスク)

表彰
●プロ部門 ： 各クラス 1 位～4 位を表彰
但し、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
のみの表彰となります。

●アマチュア部門 ： 各クラス 1 位～3 位を表彰
但し、参加者が 4～5 名の場合は 2 位まで、3 名の場合は 1 位のみの表彰となります。

スケジュール
●１２月１８日（金）
９：３０～
１３：００～

海の中道海浜公園開園、福岡県協会にてコース設営
公式練習

※９：３０～１３：００までは、常設コースでの練習は可能です。

●１２月１９日（土）
９：３０～

プロ部門受付開始

１０：００～

開会式（プロ部門プレイヤーズミーティング）

１０：３０～

プロ部門予選第１ラウンド（18Ｈ）

１４：００～

プロ部門予選第２ラウンド（18Ｈ）

●１２月２０日（日）
９：３０～

アマチュア部門受付開始

９：５０～

アマチュア部門プレイヤーズミーティング

１０:１５～

プロ部門予選第３ラウンド（１８H）
アマチュア部門予選ラウンド（１８Ｈ）

１３：３０～

プロ部門準決勝ラウンド（９Ｈ）
アマチュア部門決勝ラウンド（９Ｈ）

１４：４５～

プロ部門決勝ラウンド（９Ｈ）

１６：００～

閉会式、表彰式、記念撮影

※天候や進行状況によりスケジュールを変更する場合がありますので
ご了承ください。
※公園は 9：30 開園～17：00 閉園で時間制限がある為、進行遅れの場合はラウ
ンド数の削減、もしくはコース変更の可能性もありますのでご了承ください。
※昼食は各人でご用意ください。公園内に売店はありますが、うどん等の軽食し
かございません。

参加費
●プロ部門

6，０００円（非会員 8，０００円）

●アマチュア部門

3，０００円（非会員 5，０００円）

※JPDGA 会員（C 会員を除く）及び JFDA（A）会員と福岡県ディスクゴルフ協会、協
力県協会の会員以外の方は、上記のカッコ内料金となりますのでご了承下さい。
※２０１２年、事務局長賞を獲得された 【Steele Thom Mudock さん（カナダ）】は無
料で受付します。

申し込み方法
●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（ホーム
ページからもエントリーできます。）にて福岡県ディスクゴルフ協会までお申し込み
下さい。参加料は現金書留、銀行振込にてお願いします。
振込・郵送先
・銀行振込：福岡銀行 福間支店 普通 1058656 長岡 弘
・現金書留：〒811-3208 福岡県福津市福間駅東1-7-24-701 長岡 弘
事務局連絡先
・TEL、FAX（長岡自宅）0940-43-8392 ・TEL（長岡携帯） 080-1770-1293
・E メール(長岡 PC)

bl-ely@nifty.com

締め切り
●1２月１１日(金)必着
・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。
・レイトエントリー（遅延申込）締め切りは、１２月１７日（木）迄
遅延金１,０００円が加算されます。
・締め切り後の登録部門変更、取り消し、返金は出来ません。
また、定員になり次第締め切ります。

大会情報
●福岡県ディスクゴルフ協会では、ホームページで大会情報を公開しています。
●九州オープンでは，コース情報や交通情報などを公開していますので、是非ご覧
下さい。
《福岡県ディスクゴルフ協会ホームページアドレス》 http://www.jpdgafukuoka.com/
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6,000円（非会員8,000円）
：

□オープン

□レディス

□マスター

□マスターレディース

□グランドマスター

□グランドマスターレディース
参加部門

）

アマチュア部門
（男・女）

□シニアグランドマスター

3,000円（非会員5,000円）
□アドバンス

□ジュニアU10

□マスター

□ジュニアU13

□グランドマスター

□ジュニアU16

□シニアグランドマスター

□ジュニア U19

□レジェンド･

誓 約 書
私は，第 29 回九州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，大会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。
●私は大会期間中に発生した事故など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。また大会が成立した場合，参加料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込全ての返金の請求は致しません。

署名

