ワールドマスターズゲームズ 2021 関西ジャパンオープンディスクゴルフ
大会実施要項（2021 年 4 月改訂版）
１．大会名称
ワールドマスターズゲームズ 2021 関西ジャパンオープンディスクゴルフ
（World Masters Games 2021 Kansai Japan Open Disc Golf）
※2022 年の開催であるが、大会名称の「2021」は変更しない。
２．主催
ワールドマスターズゲームズ 2021 関西坂井市実行委員会
３．共催
日本ディスクゴルフ協会、福井県ディスクゴルフ協会
ワールドマスターズゲームズ2021関西福井県実行委員会
ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会
４．協賛
有限会社イノーバー・ジャパン
INNOVA CHAMPION DISCS, INC.（イノーバーチャンピオンディスクス株式会社）
５．新型コロナウイルス感染症に関する留意事項
（１）今後の新型コロナウイルス感染症の蔓延状況により、主催者が大会の開催を
中止する場合があります。大会の開催中止等に関する情報は、大会公式ウェブ
サイト及び参加者宛ての電子メールにより周知します。
（２）参加者は、新型コロナウイルス感染症などの感染拡大防止に努め、感染の疑
いや発熱などの症状が認められる場合、また、感染者との濃厚接触が疑われる
場合は参加を辞退してください。
（３）公式練習を含む大会期間中は、参加者自らが検温を行い、発熱や体調不良の
症状がある場合は参加を辞退してください。
（４）大会会場内における新型コロナウイルス感染症感染防止対策については、主
催者の指示に従ってください。
（５）感染防止対策に必要なマスクは参加者が必要数持参し、会場内及び移動車両
内等で着用してください。
６．大会区分
（１）ノービス大会
ディスクゴルフ競技未経験者、初心者、経験者を対象とし、国内におけるデ
ィスクゴルフ競技の普及促進を目的とします。
（２）プロ大会
１年以上の競技経験があり、競技規則等を熟知している者を対象とし、国内
外の参加者と坂井市民のディスクゴルフを通じた交流を目的とします。
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７．期日
（１）２０２２年５月１３日（金）から同年５月２０日（金）までとします。
区分

開催日

開催時間（予定）

ノ
ー
ビ
ス
大
会

5/13（金）

11:00～17:00

5/14（土）

8:30～17:00

5/15（日）

7:00～16:30

5/16（月）

8:30～17:00

大会受付、公式練習 1 日目

5/17（火）

8:30～17:00

公式練習 2 日目

5/18（水）

8:30～16:00

予選 1 日目

5/19（木）

8:30～16:00

予選 2 日目

5/20（金）

8:30～17:30

準決勝、決勝、表彰式、三国祭参加、市内観光等

プ
ロ
大
会

開催内容
大会受付、公式練習
大会受付、開始式、プロ部門 予選 1 日目
アマチュア①部門 大会受付、予選、決勝、表彰式
プロ部門 予選日 2 目、準決勝、決勝、表彰式
アマチュア②部門 大会受付、予選、決勝、表彰式

８．会場
（１）ノービス大会
坂井市海浜自然公園及び休暇村越前三国敷地
（〒913-0064 福井県坂井市三国町安島 36-72 及び崎 15-45）
（２）プロ大会
フクイカントリークラブ
（〒910-0323 福井県坂井市丸岡町野中山王 60）
９．大会参加者区分
（１）選手
競技に出場する者。
（２）同伴者
競技には出場しないが、選手を支援又は応援し、大会を盛り上げると共に、
坂井市を観光し、歴史や文化を楽しむ者。
10．参加資格
（１）ノービス大会
① 競技出場可能な健康状態であること。
② ２０２２年５月１３日現在で１２歳以上の年齢であること。
③ ２０歳未満の者の参加は、事前に親権者等の同意を得ていること。
（２）プロ大会
① 競技出場可能な健康状態であること。
② ２０２２年度の日本ディスクゴルフ協会（JPDGA）、日本フライングディ
スク協会（JFDA）またはプロフェッショナルディスクゴルフ協会（PDGA）
いずれかの会員であること。
③ ２０２２年５月１６日現在で１２歳以上の年齢であること。
④ ２０歳未満の者の参加は、事前に親権者等の同意を得ていること。
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11．募集定員
（１）大会区分及び参加者区分別の募集定員は下記表のとおりとします。
区分

部門
プロ

ノービス大会

プロ大会

参加者区分

定員

選手（日本国内在住者）

２８人

選手（日本国外在住者）
選手（日本国内在住者）
アマチュア①
選手（日本国外在住者）
選手（日本国内在住者）
アマチュア②
選手（日本国外在住者）
ノービス大会合計
プロ

選手（日本国内在住者）
選手（日本国外在住者）
プロ大会合計

１２人
２５人
７人
２５人
７人
１０４人
３６人
２２８人
２６４人

（２）日本国内・国外在住は、大会参加申込時点での居住地によって区分します。
外国籍であっても、日本国内居住であれば「日本国内在住者」と区分し、在留
カード等によりこれを確認します。

プロ大会の定員増員について
改定前：合計 216 人（ショットガンスタート 27 ホール×2 コース×4 名/1 組）
改定後：定員を出来るだけ増やしたい。
・フクイカントリークラブは、ボールゴルフの場合、18 ホールで１ラウン
ド約 3 時間必要。
・18 ホール×3 コース、1 日 1 ラウンド×予選 2 日間とする。
・1 ラウンド 3 時間 30 分を想定
・TEE タイムスタートに変更し、4 人/1 組で 22 組想定（合計定員：264 人）
・輸送や宿泊施設の手配も考慮する必要あり。
・予選日は、遅くとも午後４時にはラウンド終了したい。
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12．競技上の規定
（１）原則としてプロフェッショナルディスクゴルフ協会（PDGA）及び日本ディス
クゴルフ協会（JPDGA）の最新競技規則並びに競技マニュアルを適用するととも
に、必要に応じて主催者が制定した特別規則（ローカルルール）を適用します。
（２）競技に使用するディスクは、プロフェッショナルディスクゴルフ協会（PDGA）
技術基準に定められている全ての条件を満たす物とします。
（３）前項（２）の条件を満たした重量１６０ｇ以上のディスクも使用できます。
（４）主催者指定場所以外での飲酒及び喫煙は禁止とします。特に、競技コース内
での公式練習中及び競技中の飲酒及び喫煙は厳禁とし、発見した場合は、主催
者の権限により出場停止とします。
（５）上記の他、各会場の管理者が定める施設管理規定等を遵守してください。
13．競技内容
区分

ノ
ー
ビ
ス
大
会

部門

開催日

プロ

5/13（金）
5/14（土）
5/15（日）

公式練習
予選 36Ｈ（18Ｈ×2 ラウンド）
予選 18Ｈ、準決勝 9Ｈ、決勝 9Ｈ

アマチュア①

5/14（土）

予選 18Ｈ、決勝 9Ｈ

アマチュア②

5/15（日）

予選 18Ｈ、決勝 9Ｈ

5/16（月）

大会受付、公式練習 1 日目

5/17（火）
5/18（水）
5/19（木）

大会受付、公式練習 2 日目
予選 1 日目 18Ｈ（1 ラウンド）
予選 2 日目 18Ｈ（1 ラウンド）
準決勝 18Ｈ（1 ラウンド）、決勝 9Ｈ
表彰式

プロ

プ
ロ
大
会

5/20（金）

競技内容

※準決勝進出者の選抜
5 月 18 日・19 日に開催する予選ラウンド２日間の合計スコアの各種別の上位
34％以内の者とする。
※決勝進出者の選抜
5 月 20 日開催の「準決勝」の合計スコアの各種別の上位 4 位以内（同スコアを含
む）の者とする。
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14．実施部門、種別及び条件等
（１）各大会区分における実施部門、種別及び条件等は下記表のとおりとします。
区分

部門

プロ
【5/13～5/15】

ノ
ー
ビ
ス
大
会

アマチュア①
【5/14 のみ】

アマチュア②
【5/15 のみ】

プ
ロ
大
会

プロ
【5/16～5/20】

種別

条件等

オープン

年齢・性別不問

オープンウーマン

年齢不問、女性のみ

プロマスター40＋

40 歳以上、性別不問

プロマスター50＋

50 歳以上、性別不問

プロマスター60＋

60 歳以上、性別不問

アドバンス

年齢・性別不問、

アドバンスウーマン

年齢不問、女性のみ

アドバンスマスター40＋

40 歳以上、性別不問

アドバンスマスター50＋

50 歳以上、性別不問

アドバンスマスター60＋

60 歳以上、性別不問

アドバンスマスター70＋

70 歳以上、性別不問

ジュニア

19 歳未満（性別不問）

アドバンス

年齢・性別不問、

アドバンスウーマン

年齢不問、女性のみ

アドバンスマスター40＋

40 歳以上、性別不問

アドバンスマスター50＋

50 歳以上、性別不問

アドバンスマスター60＋

60 歳以上、性別不問

アドバンスマスター70＋

70 歳以上、性別不問

ジュニア

19 歳未満（性別不問）

オープン

年齢・性別不問

オープンウーマン

年齢不問、女性のみ

プロマスター40＋

40 歳以上、性別不問

プロマスターウーマン 40＋

40 歳以上、女性のみ

プロマスター50＋

50 歳以上、性別不問

プロマスターウーマン 50＋

50 歳以上、女性のみ

プロマスター60＋

60 歳以上、性別不問

プロマスターウーマン 60＋

60 歳以上、女性のみ

（２）ノービス大会とプロ大会の両方に参加することもできます。
（３）ノービス大会のアマチュア部門①とアマチュア部門②の両方に参加すること
もできます。
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15．表彰
各大会区分、部門及び種別において１位から３位を表彰します。
16．参加申込方法
（１）ノービス大会
パソコン又はスマートフォン等で、「ワールドマスターズゲームズ 2021 関
西坂井市実行委員会公式ウェブサイト」内の専用参加申込システムから申し込
んでください。【URL https://www.jo-discgolf-fukui-sakai.jp】
（２）プロ大会
① 日本国内在住者
日本ディスクゴルフ協会（JPDGA）にて選考するので、直接同協会に問い
合わせてください。【URL http://www.jpdga.jp】
② 日本国外在住者
パソコン又はスマートフォン等で、「ワールドマスターズゲームズ 2021
関西坂井市実行委員会公式ウェブサイト」内の専用参加申込システムか
ら申し込んでください。【URL https://www.jo-discgolf-fukui-sakai.jp】
（３）大会参加申込は、各大会区分の先着順で募集定員の上限に達した時点で募集
受付締切りとします。
（４）募集受付締切り後に主催者の権限で募集定員を拡大して追加募集を行う場合
があり、追加募集による参加を希望される場合は、「ワールドマスターズゲー
ムズ 2021 関西坂井市実行委員会公式ウェブサイト」内の専用参加申込システ
ム「ウェイティングリスト」に登録してください。
17．参加申込受付期間
（１）ノービス大会
２０２１年１０月１日（金）から２０２２年３月３１日（木）まで
（２）プロ大会
２０２１年１０月１日（金）から２０２２年２月２８日（月）まで
18．参加上の注意事項
（１）競技用具
原則として、競技用具の貸し出し等は行いません。参加者は競技規則等に即
した必要な競技用具等を自ら持参してください。
（２）保険
主催者側で傷害保険に加入しますが、選手、同伴者及び競技関係者が競技会
場内において競技中に負った傷害のみを対象とするものであり、大会参加中の
あらゆるリスクをカバーするものではありません。その他の大会参加に必要な
保険については、自らの責任と負担において加入してください。
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19．大会参加料金
（１）大会参加料金は下記表のとおりとします。
区分

参加者区分

対象者
JPDGA、JFDA、PDGA 会員

６，０００円

会員以外

７，０００円

アマチュア部門① 選手

JPDGA、JFDA、PDGA 会員

３，０００円

※5/14（土）出場選手

会員以外

４，０００円

アマチュア部門② 選手

JPDGA、JFDA、PDGA 会員

３，０００円

※5/15（日）出場選手

会員以外

４，０００円

プロ部門 選手

ノ
ー
ビ
ス
大
会

参加料金

※日本国内・国外在住者共通。
※参加料金には、宿泊料及び公共交通機関の運賃等は含まれない。
※参加料金には、競技出場権、参加賞、無料飲料水が含まれる。

プロ部門 選手
同伴者

プ
ロ
大
会

※競技に出場しない者

日本国内・国外在住者共通

３０，０００円

日本国内・国外在住者共通

５，０００円

※参加料金には、宿泊料及び公共交通機関の運賃等は含まれない。
※選手の参加料金には、競技出場権、参加賞、無料送迎バス利用権、全オプショ
ナルツアー参加権、競技会場内での昼食費、懇親会参加費が含まれる。
※同伴者の参加料金には、無料送迎バス利用権、無料オプショナルツアー参加
権、記念品、競技会場内での昼食費、懇親会参加費が含まれる。

（２）参加料金は参加者１名あたりの料金で、日本円固定、税・手数料込とします。
（３）ノービス大会とプロ大会の両方に参加する場合は、両大会の所要参加料を支
払ってください。
20．支払方法
参加料の支払い方法は、
「クレジットカード決済」又は「コンビニエンスストアで
の支払い」とします。
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21．参加申込取消時等の参加料金の取り扱い（キャンセルポリシー）
（１）大会参加申込について、氏名、年齢、性別、参加資格および記録等の虚偽申
告（意図的ではない誤りも含む）、本人以外の出場及び権利譲渡は認めません。
（２）個人もしくは団体での不正が判明した場合は出場を取り消し、その場合、主
催者はいかなる補償も大会参加料金等の返金も行いません。
（３）大会参加申込後（エントリーシステムによる手続き終了後）、参加者自身の
都合により大会参加を取りやめる場合の参加料金の取扱いは下記表のとおり
とします。（すべて日本時間・日本円固定）
区分

返金する場合

ノービス大会
選手参加料

２０２２年３月３１日(木)
午後１１時５９分５９秒までに大会参加
取消手続きがあった場合は、下記のとお
り返金します。
【日本国内在住者】
参加者によって指定された金融機関口座
へ所定の振込手数料を差し引いた額を
「銀行振込み」により返金します。
【日本国外在住者】
参加者によって指定された金融機関口座
へ、所定の送金手数料等を差し引いた額
を「海外送金」により返金します。
なお、送金手数料以外に、返金時に振込
先の銀行側で、別途、受取手数料や為替
手数料が必要になる場合があります。

同年４月１日(金)
以降に取消手続きが
あった場合。

プロ大会
選手参加料

２０２２年２月２８日(月)
午後１１時５９分５９秒までに大会参加
取消手続きがあった場合は、下記のとお
り返金します。
【日本国内在住者】
参加者によって指定された金融機関口座
へ、所定の振込手数料を差し引いた額を
「銀行振込み」により返金します。
【日本国外在住者】
参加者によって指定された金融機関口座
へ、所定の送金手数料等を差し引いた額
を「海外送金」により返金します。
なお、送金手数料以外に、返金時に振込
先の銀行側で、別途、受取手数料や為替
手数料が必要になる場合があります。

同年３月１日(火)
以降に取消手続きが
あった場合。

同伴者
参加料

返金しない場合

申込時期に関わらず
全額返金しません。
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（４）自然災害、テロ、疫病（新型コロナウイルス感染症を含む）等の理由により
主催者が大会を中止した場合は、大会参加者によって指定された金融機関口座
へ納付済みの参加料金から所定の手数料等を差し引いた額を返金します。
（５）大会が中止されることによって発生する参加者が個人的に手配した交通手段
や宿泊等に関するキャンセル料等は、主催者は一切補償しません。
（６）大会参加者が大会参加申込後（エントリーシステムによる手続き終了後）に
死亡した場合は、死亡が確認できる書類等の提示を条件として、大会参加者に
よって指定された金融機関口座へ納付済みの参加料金を全額返金します。
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22．宿泊
（１）公式提携宿泊施設（以下、
「提携宿泊施設」という。）として下記の宿泊施設
を斡旋し、参加者からワールドマスターズゲームズ 2021 関西坂井市実行委員
会公式ウェブサイト上で申請のあった宿泊施設に関する希望内容を基に、主催
者が配宿します。
客室概要

提携宿泊施設名

三国観光ホテル
〒913-0048
坂井市三国町緑ヶ丘四丁目 4-8
℡0776-81-3111
http://www.mikuni-hotel.com
客室合計 95 室・収容人員 384 名
（フクイカントリークラブまでの
移動時間：約 40 分）

区分

室数 定員

宿泊料金等

和室 10 畳

６室

５名

和室 12.5 畳

27 室

６名

和室 15 畳

２室

７名

和室 10＋6 畳

２室

８名

和室 12.5＋6 畳

３室

９名

12,250 円

和室 20 畳

２室

10 名

３名以上：11,150 円

和室 15＋7.5 畳

１室

10 名

洋室ツイン

44 室

２名

洋室Ｄツイン

８室

３名

２名以下１室：

※宿泊料金は１名あたりの料金
※全室１泊２食付き（税込み）

休暇村越前三国
〒913-0065
坂井市三国町崎 15-45
℡0776-82-7400
http://www.qkamura.or.jp/echizen
客室合計 70 室・収容人員 293 名
（フクイカントリークラブまでの
移動時間：約 50 分）

センチュリオンホテル
リゾート＆スパ
テクノポート福井
〒913-0038
坂井市三国町黒目 22-51-2
℡0776-81-7000
http://www.centurion-hotel.com
客室合計 20 室・収容人員 50 名
（フクイカントリークラブまでの
移動時間：約 40 分）

上記以外の民宿

和室 10 畳

31 室

５名

１名１室：12,250 円

洋室

14 室

３名

２名以上：11,150 円

和室 10 畳（バス付）

６室

５名

洋室 10 畳（バス付）

５室

２名

和洋室

14 室

４名

１名１室：12,800 円
２名以上：11,700 円

※宿泊料金は１名あたりの料金
※全室１泊２食付き（税込み）

和室シングル
（禁煙）

10 室

1名

和室ツイン
（禁煙）

10 室

4名

１名１室：11,610 円

１名１室：12,610 円
２名以上：11,610 円

※宿泊料金は１名あたりの料金
※全室１泊２食付き（税込み）
今後、各宿泊施設と協議し決定する。

（２）各提携宿泊施設の宿泊料金等は、参加者自らが支払ってください。
（３）提携宿泊施設以外の宿泊施設への宿泊も可としますが、その場合は、宿泊施
設の予約及び宿泊施設と競技会場間の移動手段の確保を参加者自らが行って
ください。
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23．主催者が提供する参加者等の輸送
（１）
「石川県小松空港」を拠点空港とし、小松空港を利用しかつ提携宿泊施設に宿
泊する参加選手及びその同伴者等の輸送については、主催者が小松空港と各宿
泊施設間ならびに各宿泊施設と競技会場およびイベント会場等間の無料送迎
バスを運行します。なお、運航時刻、便数等については別途お知らせします。
（２）主催者が用意する無料送迎バスの利用を希望する者は、必ず、大会参加申込
時に送迎バスを利用する旨を申告してください。
（３）無料送迎バスは、２０２２年５月１２日（木）から同年５月２１日（土）ま
で運行します。
24．懇親会（プレーヤーズパーティー）
（１）プロ大会に出場する選手及びその同伴者を対象に懇親会を開催します。参加
希望者は、大会参加申込時に申告してください。
① 日時：２０２２年５月１６日（月）午後７時３０分から午後１０時まで
② 場所：三国観光ホテル 西館 １階 「越前の間」
（２）三国観光ホテル以外の提携宿泊施設に宿泊している懇親会参加者は、各宿泊
施設から三国観光ホテルまで主催者が手配する無料バスにて送迎するので、指
定する時刻・場所に集合してください。
【懇親会用送迎バス運行時刻表】
宿泊施設

集合場所

発車時刻

休暇村越前三国

１階ロビー

１８：３０

センチュリオンホテル

１階ロビー

１８：３０

上記以外の旅館
上記以外の民宿

今後、各宿泊施設と協議し決定する。

（３）提携宿泊施設以外に宿泊している懇親会参加者は、各自で移動手段を確保し
てください。なお、飲酒運転は絶対にしないでください。
25．大会会場での参加受付
参加者は各大会会場で大会参加受付を行ってください。なお、大会参加受付は、
各大会区分の開始式開始時刻までに、競技出場者（選手）、競技関係者（役員、係
員、補助員）及び同伴者等全ての参加区分で行うこととします。
（１）ノービス大会
受付期間：２０２２年５月１３日（金）正午から午後５時まで
２０２２年５月１４日（土）午前６時から午前８時まで
２０２２年５月１５日（日）午前６時から午前８時まで
受付場所：坂井市海浜自然公園 芝生広場内競技本部テント
（２）プロ大会
受付期間：２０２２年５月１６日（月）午前８時３０分から午後５時まで
２０２２年５月１７日（火）午前８時３０分から午後５時まで
受付場所：フクイカントリークラブ クラブハウス内競技本部
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26．主催者の免責
（１）主催者は本大会の運営において、管理者としての善管注意義務を尽くし、安
全な大会運営を行います。万が一、事故があった場合においても、主催者にお
いて、故意又は重大な過失がない場合には、すべての法的責任、損害及び損失
につき免責されるものとします。
（２）氏名、年齢、性別、参加資格及び記録等の虚偽申告（意図的ではない誤りも
含む）、申し込み本人以外の出場、権利譲渡は認めません。それらが判明した場
合、又は規則等や主催者からの合理的な指示及び決定に従わない場合、出場・
表彰の取り消しなど主催者が決定するいかなる処分にも従うこととします。そ
の場合、主催者はいかなる補償も、大会参加料金等の返金もしません。
（３）航空券や宿泊先、大会参加に必要な保険（傷害保険、旅行保険、医療保険等）
への加入、本大会への参加に伴い発生した医療費の支払い・弁済、その他必要
なサービスの手続は、参加者自身の責任において行うこととします。
（４）本大会と連携している第三者からサービスを受ける場合（競技用具レンタル、
保険、宿泊、観光ツアー等）、参加者はご自身の判断でサービス選択し、利用し
てください。主催者は、それらのサービスに対する責任及び利用することによ
って生じるいかなる損失、損害に対して、一切の責任を負いません。
（５）インターネット機器・回線の不具合等による申し込みの遅れや、大会当日の
公共交通機関、道路事情等による遅刻について、主催者は一切の責任を負いま
せん。
（６）主催者の責によらない事由（地震、風水害、降雪、事件、事故、疫病、労使・
民事上紛争、戦争、暴動、火災、天候状況、テロ（テロの脅迫）等）で大会が
中止となった場合、いかなる補償も一切行いません。その他、申し込み手続き
後のキャンセルの取り扱いは、前条 21 の「キャンセルポリシー」によります。
（７）通常の範囲で行われた競技において生じた接触等により身体に傷害等を受け
た場合など、適切な管理が行われている環境下で発生した傷害や疾病、紛失、
その他の事故について、故意又は重大な過失がない場合には、主催者は一切の
責任を負いません。また、競技中の事故についての応急処置は主催者側にて行
いますが、それ以外は一切責任を負いません。
（８）主催者側で傷害保険に加入しますが、その保険対象は、
「競技出場者及び競技
関係者」の「競技会場内において競技中に負った傷害」のみで、大会参加中の
あらゆるリスクをカバーするものではありません。
（９）主催者は、大会運営上の必要性がある場合、又は合理的理由がある場合にお
いて競技日程及び会場の変更、競技種目（種別及び年齢区分等のカテゴリーを
含む）の取止め、統合又は再調整等を行うことができるものとします（例えば、
申し込み数が少なく、一つのカテゴリーを実施する事が出来ない場合等。）。そ
れによって起こりうる、いかなる損害及び損失（旅行、宿泊代金を含む）につ
いて、主催者は一切責任を負いません。ただし、参加料にかかる取扱いは「キ
ャンセルポリシー」によります。
（10） 本大会にて提供される全ての情報（本大会に関連して送信される電子メール
等により提供される情報等を含む。）については、本会は正確な情報提供に努
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め、万が一誤りがあった場合には直ちに訂正するものとします。
（11）参加者が大会実施要項等に違反したことによって生じた損害については、当
該参加者が責任を負うものとし、主催者は一切責任を負いません。
（12）本大会に関連して、参加者と他の参加者又は第三者との間において生じた取
引、連絡、トラブル・紛争等については、当該参加者の責任において処理及び
解決するものとします。
27．分離可能性
大会実施要項等のいずれか又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により
無効又は執行不能と判断された場合であっても、大会実施要項等の残りの規定及び
一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して効力を有する
ものとします。
28．大会実施要項等の変更
（１）主催者は、主催者の裁量により、いつでも大会実施要項等の内容を変更する
こと（新たな内容を追加することを含む。）ができるものとします。
（２）大会実施要項等の内容を変更する場合、変更後の施行時期及び内容を公式ホ
ームページ上で掲載した時点よりその効力を生じるものとし、変更の効力が生
じた後も、引き続き大会参加を継続した場合には、当該変更に関する同意があ
ったものとみなします。
（３）規約等の内容を変更する場合で、参加者の権利に重大な影響を及ぼす変更を
行う場合には、その変更内容を電子メールにより通知します。
29．準拠法、合意管轄
準拠法、合意管轄本大会に関する一切の事項は、日本法に準拠し、日本法にした
がって解釈されるものとします。また、本大会に関連する紛争については、福井地
方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
30．大会に関する連絡先等
ワールドマスターズゲームズ 2021 関西坂井市実行委員会事務局
〒919-0592 福井県坂井市坂井町下新庄 1-1
Tel 0776-50-3162
Fax 0776-66-2935
E-Mail contact@jo-discgolf-fukui-sakai.jp
URL https：//www.jo-discgolf-fukui-sakai.jp
（附則）
2020年 4月27日 制定
2021年 4月19日 改定
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