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800.
800.01

はじめに
ゲームの説明

ディスクゴルフのゲームの目的は、コースの初めから終わりまでを、より少ないスロー回数で
まわることである。
定められたラウンド数を、ペナルティースローを加えて、最も少ないスロー回数でまわること
の出来た競技者が勝者となる。

!
!

各ホールでのプレーは、ティーエリアで始まりターゲットで終わる。 プレーヤーがティーか
ら投げた後は、次のスローは、直前のスローによりディスクが安定静止した場所から行われ
る。ホールを完了したプレーヤーは、次のホールのティーエリアへと進む。
ディスクゴルフコースは、通常、ディスクの飛行を妨げるような自然の障害物がある起伏に富
む林間部に設けられる。
このような自然の障害物はコースの重要な一部分であるため、どのような方法であれホールの
難易度を減少させるために、プレーヤーが変更することはできない。ルールによって他の方法
が認められる場合を除き、どこであろうと、プレーヤーはディスクのあった場所から、あるが
ままにコースをプレーしなければならない。

!!

800.02

用語の定義

ライ
ルールに従い、プレーヤーがスタンスをとるプレー地表面上のマーカーの後方の地点。 ライ
は、マーカーディスクの後端からプレーラインに沿って後方に延長される30センチの長さの
直線である。 ホールの最初のスローのためのライはティーエリアである。 ドロップゾーンも
ライのひとつである。

おおまかなライ
マークされていないライからプレーを再開するために、プレーヤーのグループによって決めら
れたライ。

!

おおまかなポジション
できるだけディスクの元の位置に近い場所に、プレーヤーのグループによって決められたポジ
ション。

アウェイプレーヤー

!

ライがターゲットから最も遠いプレーヤー。

カジュアルウォーター
ディレクターによってラウンド開始前にアウト・オブ・バウンズ（ＯＢ）として指定されてい
ない水のエリア。

チェーン
2

バスケット・ターゲットに投げ込まれるディスクをトレイ部分に落とすように設計されている

!

部品。

チェーン・サポート
バスケット・ターゲットの上部を構成し、チェーンが接続される部品。

ポール

!
!

バスケット・ターゲットの他の部品を支えている中央のパイプ。

ディレクター
トーナメントやイベントの責任者。 トーナメントディレクター、または複数のコースでプレ
ーされるトーナメントではコースディレクターをディレクターと表現する。

ドロップゾーン
ディレクターによって指定されたコース上の領域。ライからのプレーの代わりや選択肢の一つ
としてプレーが再開される場所のこと。
ドロップゾーン内にはスローエリアがマークされ、マーキングやティーエリアからのプレーと
同様にプレーされる。ティーエリアをドロップゾーンとして使用することもできる。
ドロップゾーンはライのひとつである。

!
!
!
!
!

グループ
ラウンドを一緒にプレーするために組み合わされた競技者のグループ。互いにスコアを確認し
合い、ルールに従って適切にプレーを進行させる。

ホール
スコアをつけるための、コース上の番号で区切られた部分のこと。

ホールアウト
ホールのプレーを成功して完了すること。

イン・バウンズ
コース上のアウト・オブ・バウンズ（ＯＢ）ではない全てのエリア。

プレーライン
ターゲットの中心からマーカーディスクの中心を通って後方へ伸びるプレー地表面上にある仮

!

想のライン。

マンダトリー
3

ホールの途中にある目標物で、決められた方向からディスクを通さなければならない。 マン
ダトリーによりディスクがターゲットに向かう軌道が制限される。

!

マーカー（またはマーカーディスク）
ミニマーカーディスク、または投げられて静止したディスク。
次のスローを行うべきライを示すために、これらのいずれかを使用できる。

ミニマーカーディスク（またはミニ）

!
!
!

ライを示すために使用できる投げる事のできない小さなディスク。

障害物
プレーのいろんな局面で障害となるコース上のあらゆる物。

オフィシャル
プレー中のルールを正しく適用するため、審判判定権限を与えられている人。

アウト・オブ・バウンズ(OB)
ディレクターによって指定されたディスクを投げる事も、その中でスタンスを取ることもでき
ないエリア。 アウト・オブ・バウンズ（ＯＢ）の境界線は垂直に上と下に延びており、境界

!

線の外縁はアウト・オブ・バウンズ（ＯＢ）の一部である。

パー
ディレクターが設定し、上級者がそのホールで標準的に獲得すると予想されるスコア結果。
パーは通常の天候下でミスのないプレーを意味し、パー３をホールアウトするためには、ティ
ースローに加えて、アプローチとパットの２投を行うことができる。

!

ペナルティースロー
ルールに違反したり、ライを移動する場合に、ルールによって求められるプレーヤーのスコア

!

に加算されるスロー。

プレーヤーズ・ミーティング
トーナメントの前のディレクターと選手達によるミーティング。
プレーヤーは、トーナメントの進行方法、コース設定、トーナメント中に適用される特殊なコ
ンディションについて指示を与えられる。

!

プレー地表面
プレーヤーの体を支え、合理的にスタンスを取ることができる面。一般的には地面。プレー地
表面は、プレー地表面の上方または下方に取ってもよい。 その面がプレー地表面であるかど
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!
!
!
!

うかは不明の場合は、ディレクター又はオフィシャルによって決定されなければならない。

ポジション
投げられたディスクが最初に安定静止した場所。

練習スロー
競技中に行われた、ライの移動しない、２m以上ディスクを投げた場合のスロー。 スタンス
違反は練習スローとはならない。

直前のライ
マーカーディスクによって示された直近のスローによるライ。 マーカーディスクが移動された
場合は、それに相当するおおまかなライ。

暫定スロー（または暫定）（Previsional Throw）
判決がつかない場合や、時間を節約するために採用することができる代替のスロー。プレーヤ
ーのグループやオフィシャルによって認可される追加のスロー。 最終的な判決がされた後に、
このうちの１組のスローだけがプレーヤーのスコアにカウントされる。

!
!

パット
ターゲットのベースからマーカーディスクまでの距離が１０メートル以内からのいかなるスロ
ーもパットと見なす。

救済措置
プレーヤーのライ又は周囲への変更
ルール上移動可能な障害物を除去するか、それが不可能な場合、障害物から離してライを置き
替えることができる。

!
!
!

再スロー
前のスローの代わりに、同じライから行われる追加のスロー。

サポーティングポイント
リリース時に、プレー地表面又は体を支える他の物体と接触しているプレーヤーの体の部分。

ターゲット
ホールの完了を明確に判断する目的で設けられた装置。 バスケット・ターゲットはディスク
をキャッチするために設計されており、一般的にカゴ、チェーンとポールに取り付けられたチ
ェーンのサポートで構成されている。 オブジェクト·ターゲットは、一般的にマークされた標
的エリアがある。
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ティーライン

!
!
!
!
!!

ティーエリアの前方の線、または2つのティーマーカーの外側の縁の間の線。

ティーエリア（またはティー）
ティーパッドの縁で囲まれたエリア。 または、ティーラインの後方に直角に3メートルの延長
されたエリア。 ティーエリアもライのひとつである。

スロー
プレーヤーがディスクを前へ投げる事。 これにより新たなライが生じる。

トレー（またはバスケット）
その中にディスクが落下したり、スローされる上の開いたカゴ。

警告
プレーヤーが最初にルール違反をした場合、ルールに従って警告が与えられ、同一ラウンドで
２度目にルール違反した時にペナルティが課せられる。

800.03

距離換算と用具

A. ルールに記載されているすべての寸法は、メートル単位で表記されている。メートル法の
用具がない場合は、次のヤードポンド法を用いる. いかなる状況においても、プレーヤーや
オフィシャルが独自の換算法を用いてはならない。
メートル法
10メートル
5メートル
3メートル
2メートル
1メートル

!

30cm

ヤードポンド法
32フィート10インチ
16フィート5インチ
9フィート10インチ
6フィート6インチ
3フィート3インチ
11と3/4インチ

B. ゴルフディスクのガイドラインは、”PDGA 公式テクニカル基準書”に定められており、以
下の条件をみたしていなければならない。
1. 表面又は裏面が平らで穴の空いていない円盤状であり、インナーリムの深さが外径
の 5% 以上あること。
2. 膨らむ成分を含まない、非磁性プラスチック材料で作られたものであること。
3. 外径が 21cm 以上、40cm以下であること。
4. 外径 1cm につき 8.3g 以下であること。
5. ディスク重量が 200g 以下であること。
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【ディスク重量に関する JPDGA ローカルルール】
ディスク重量は 159.9g 以下であること。
ただし、ラウンドノーズディスクは 200g 以下であること。

!

!

6. 本質的に、製造された時のままの状態であること。製造後に重量や飛行特性の改造
を加えていないこと。
7. 商品として市販されており、新しいモールドの場合は 1,500 枚以上製造されてい
るもの、既に公認されているモールドの場合は 500枚以上製造されているもの。
8. プレーヤーや観客に常識を逸した危険を生じないこと。
9. リム・コンフィギュレーション（リム外計率）が 26.0 以上であること。
10. 先鋭度テストに、1.6mm (1/16inch)ゲージでパスしていること。
11. 柔軟度が、12.25kg (27lb) 以下であること。
12. PDGAテクニカル基準委員会によって競技大会向けに保証されていること。

801.
801.01
A.

B.

C.

D.

E.

F.

一般的事項
ルールの適用

このルールは、すべてのディスクゴルファーがフェアプレーを推進するように設計され
ている。
このルールの適用にあたっては、プレーヤーは最も近い状況に対処するルールを適用
しなければならない。
係争中の点がルールに記載されていない場合には、判断は公平性に従って行わなけれ
ばならない。
多くの場合、最も近いルールもしくはルールに包含される原則の論理的な拡張は、公
平性を判定するための指針を提供することになる。

!
!
!
!
!

プレーヤーは、明らかに違反をした場合に警告を受ける。 警告は速やかに行わなけれ
ばならない。
疑わしい場合は、プレーヤーはオフィシャルに協議を申し出ることができる。近くに
オフィシャルがいない場合、プレーヤーは、 804.06で説明する暫定スローを行なっ
て競技を進めるオプションがある。
ルール違反に対する警告を与えることがルールに明記されていない限り、プレーヤー
は警告を受けることはない。警告は1つのラウンドから他のラウンドに、またはプレー
オフに持ち越されることはない。
警告となるルール違反は、グループ内の任意のプレーヤーによって警告される。また
はオフィシャルによって警告される。グループ内のすべての選手が警告を知らされなけ
ればならない。警告はスコアカードに記載されなければならない。
一投以上のペナルティースローを課せられるルール違反は、グループ内の任意のプレー
ヤーによって、またはオフィシャルによってコールすることができる。プレーヤーに
よってコールされた場合は、グループ内の別のプレーヤーによって追認されなければ
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!
!

ならない。
G.

H.

特に明記しない限り、全体としてのグループによって行われたすべての決定は、グルー
プの過半数によるか、またはオフィシャルによって行われなければならない。
1つのスローが、2つ以上の違反行為に抵触する場合、最も厳しいペナルティーが適用
される。
1つのスローが、2つ以上の違反行為に抵触する場合で、同一レベルのペナルティーの
場合、早く起きたペナルティーが適用される。

!
!

801.02
A.

B.

C.
D.

E.

F.

製造販売されたディスクを、形状加工により飛行特性を変更することは、プレーでの
使用による摩耗の場合や、成形欠陥や擦り傷を滑らかにするための適度な研磨を行う
場合を除いて違反である。過度な研磨のし過ぎや、検出可能な厚さの材料での塗装等
は違反である。

!
!
!
!

ひび割れたり穴の空いたディスクは違反である。
他のプレーヤーまたはオフィシャルによって疑問視されるディスクは、その後ディレク
ターによって承認されない限り違反である。
プレー中に違反ディスクを投げたプレーヤーは、警告なしで2投のペナルティースロー
が加算される。ラウンド中に更に繰り返し違反ディスクを投げたプレーヤーは、
PDGA競技マニュアルのセクション3.3に従って失格対象となることがある。
ミニマーカーディスクを除いて、プレーで使用するすべてのディスクは、自分のものと
わかる印をつける必要がある。印を付けられていないディスクを投げたプレーヤーは
一度目に警告を受ける。続けて印を付けられていないディスク投げた場合は、１回に
つき１投のペナルティースローが加算される。

! !

801.03
A.

プレｰで使用されるディスク

プレーで使用されるディスクはPDGA技術基準に定めるすべての条件を満たす必要があ
る。

人工的なデバイス（装置）

ラウンド中、プレーヤーは直接スローを助けることができる人工的なデバイス（装
置）を使用してはならない。
ただし、皮膚の擦り傷を減らしたり調整したりするための物（手袋、テープ、包帯、
またはガーゼなど）や、医療器具（膝や足首のブレース）などを除く。
方向を定めるために物を置くことは許されない。
タオルやパッドなどのようなものをライに敷くことは、それが圧縮されたときに、厚
さが1センチメートル以下であれば認められる。
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B.

他のプレーヤーまたはオフィシャルによって疑問視されるデバイスは、その後ディレ
クターによって承認されない限り違反である。

C.

ラウンド中の任意の時点で、違反する人工的なデバイスの使用が確認された場合、プ
レーヤーは警告なしに、２投のペナルティースローが加算される。繰り返し違反デバ
イスを使用するプレーヤーはPDGAコンクールマニュアルのセクション3.3に従って失
格対象となることがある。

!

! !

801.04
A.

B.

C.

D.

!
E.
F.

礼儀・マナー

プレーヤーは、投げようとするディスクが他のプレーヤーのじゃまにならず、かつ周辺
にいる人を傷つける可能性がないことが確認できるまでディスクを投げてはならな
い。

!
!

プレーヤーは失敗したスローの行方を追ったり、ルールの遵守を確認するため、グル
ープの他のメンバーのスローをよく見ておく必要がある。
他のプレーヤーがスローをする際、他のプレーヤーは気が散るような騒音を発した
り、視界のじゃまにならないように注意する必要がある。
気が散る動作としては、叫ぶ、フリースタイルをする、コース上の備品に危害や損傷を
与える、順番を無視してスローする、ゴルフバッグを投げたり蹴ったりする、ミニマー
カーを投げる、これから投げるアウェイプレーヤーよりも前方に出る等が含まれる。
ディスクが誰かに当たる危険を警告するために、適時に叫ぶことはマナー違反ではな
い。

!
!

ロストディスクの探索を手伝うことや、必要な状況下でディスクや備品を移動するこ
と、正しくスコアをつけること等、ルールによって期待される行動の拒否はマナー違
反である。
ポイ捨てはマナー違反ある。（JPDGAでは、ラウンド中の喫煙を禁じている）
喫煙者であるプレーヤーは煙が他のプレーヤーを邪魔する場合は、マナーを重んじて
控えるべきである。たばこの吸い殻を地面に落とすことは、ポイ捨てマナー違反であ
る。（JPDGAでは、ラウンド中の喫煙を禁じている）
【喫煙に関する JPDGA ローカルルール】
JPDGA の公式戦・公認戦・公認イベント会場での喫煙については下記の通りとしま
す。
‣ ラウンド中、本部・選手テント内・近辺では禁煙とします。
‣ 大会中の喫煙場所は会場運営・管理者の指示に従い、大会運営者が都度指定し参
加者へ案内することとします。もし、案内が無い場合喫煙希望者は事前に大会運
営者に喫煙場所を確認してください。

G.

!

マナー違反に該当するプレーヤーに対しては、同一パーティーや別のパーティー内の
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!!

影響を受けたすべてのプレーヤーまたはオフィシャルが警告を行うことができる。同
じラウンド内で再度行われた類似のマナー違反に対して、プレーヤーは1投のペナルテ
ィースローが課せられる。度重なるマナー違反は競技マニュアルのセクション3.3に従
って、失格の対象となりうる。

801.05

プレーの順番

A.

ラウンド開始時のティースローは、スコアカードに記載されている順序に従って行
う。

B.

それ以降のティースローは、前ホールのスコアが良いプレーヤーから順に行う。前ホ
ールのスコアが同じ場合は、さらに一つ前のホールにさかのぼり同じ方法でプレーの
順番を決定する。

C.

D.

E.

!!
!!
F.

!
!
!
!
!

グループ内のすべての選手がティースローを終えた後は、アウェイプレーヤーが次にス
ローを行う。その後も引き続きグループ内のすべての選手がホールアウトするまで、ア
ウェイプレーヤーから次のスローを行う。
プレーの進行を円滑にするため、アウェイプレーヤーではない選手がアウェイプレー
ヤーの同意を得た場合は、先にスローすることができる。
トーナメント中は、ルールに則って許可された場合または、オフィシャルの指示がな
い限り前のグループを追い越してはならない。
プレーの順番を守らずに投げることはマナー違反である。

801.06
A.

802.
802.01
A.

B.

練習スロー

ラウンド中に行われた練習スローは1投のペナルティースローがスコアに追加される。

プレーの基本ルール
ティーオフ

各ホールのティーエリアからスローを始めることでプレーは開始される。
ディスクをリリースする（手放す）瞬間にプレーヤーはティーエリアの表面と接触する
少なくとも1つの支持点を持っている必要があり、すべての支持点は、ティーエリアの
表面に接触していなければならない。
ディスクをリリースする瞬間の前か後であれば、ティーエリア外の支持点への接触が認
められる。

!

リリース時のティーエリア外の任意の支持点に接触していた場合は、スタンスの違反
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!

とみなされ、セクション802.04 EおよびFに従って処理されなければならない。

802.02

!

ポジションの確定

A.

スローされたディスクが最初に安定静止状態となった地点にポジションを確定する。

B.

ディスクは、スローによって与えられた運動量の結果としての動きを既にしていない
とみなされれば、静止状態であると考えられる。水または葉の中のディスクは、それ
が水の流れや、葉の動き、又は風の動きの結果として移動しているだけの場合は、静
止状態にあると考えてよい。

!
!
!!
C.

ディスクが最初に静止状態になった時、プレー地表面の上方または下方にある場合、
その位置はディスクの真上や真下のプレー地表面上であるとみなす。

D.

ディスクが破損して割れた場合、最大のピースがスローされたディスクとみなされる。

802.03

ライのマーク

A.

イン・バウンズのプレー地表面上にある、投げられたディスクのポジションがそのラ
イのマークである。

B.

あるいは、マーカーミニディスクをプレーライン上の投げられたディスクの前面に触れ
るように、プレー地表面上に置くことで、ライをマークするために使用することがで
きる。

C.

プレーヤーは、次のような状況では、ミニマーカーディスクでライをマークする必要
がある：

!
!
1.
2.
3.
4.
D.

!
E.

!

おおよそのライをマークする場合
プレー地表面より、上または下にあるディスク（802.02.C参照）をマークする
場合
アウト・オブ・バウンズ（ＯＢ）（802.03.Dを参照）の1メートル以内にライを
再設定する場合
救済措置を受ける場合（803.01を参照）

!

スローされたディスクのポジションが、イン・バウンズ内のOBラインから1メートル
以内の場所にある場合は、ライを境界線からプレー地表面上に垂直方向に延びる1メー
トルの線上の任意の点のミニディスクマーカーを配置することによってマークし直して
もよい。垂直方向とはOBライン上の最も近い点からスローディスクの中心を通る直線
上で、ターゲットに近づく位置にライをとってもよい。ライをマーキングする際に
は、OBラインは地面に垂直な面とする。
大きな立体の障害物がマーカーディスクの後ろの合法的なライを取った選手を妨害す
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!
!
!!

る場合は、プレーヤーは、代わりにプレーライン上でその障害物のすぐ背後のプレー
地表面にミニマーカーディスクを置くことによってライをマークすることができる。

A.

プレーヤーはコース上の恒久的または、必要不可欠な障害物に対しては、最小の移動
で済むスタンスを選ばなければならない。プレーヤーは一旦正しいスタンスをとった
ら、投げやすくするためにスペースを作る等前方の障害物を動かしてはならない。プ
レーヤーのスロー動作が障害物の偶発的な動きを起こすことは認められる。

F.

スローを完了する前にマーカーディスクが移動された場合は、おおよそのライをマー
クするために元の位置に置きなおすこと。

G.

プレーヤーは、マーキングルールの最初の違反では、警告を受ける。 同一ラウンド中
の２度目以降のマーキングルール違反の場合に１投のペナルティースローが課せられ
る。

802.04

!
!
B.

!
!

スタンスからのスロー

ディスクがリリースされる瞬間、プレーヤーは、以下の全てを満たす必要がある。
1.
2.
3.

少なくとも1箇所がライと接触している支持点があること。
マーカーディスクや、マーカーディスクの後端よりターゲットに近い任意の場所
（プレー地表面を含む）に接触していないこと。
すべての支持点がイン・バウンズ内にあること。

!

C.

パットの場合を除き、ディスクが投げられた後は支持点がマーカーディスクやマーカー
ディスクより前に触れてもよい。

D.

パッティング：ターゲットのベースからマーカーディスクの後端まで測定して10メー
トル以内におけるスローはパットである。
ディスクがリリースされた後に、マーカーディスクの後端よりもターゲットに近い側に
支持点が接触した場合は、スタンス違反である。プレーヤーは、ターゲットに向かっ
て歩き出す前に、完全なバランスの制御を示して見せなければならない。

E.

プレーヤーはラウンドの最初のスタンス違反の場合、警告を受ける。同じラウンド
で、その後のスタンス違反があれば1投のペナルティースローを課せられる。スタンス
違反については自分自身による警告や追認はできない。

!
!
F.

ルール違反のスタンスから行われたスローがされた場合は無効とされる。再スロー
は、元のライから行われなければならない。
元のライはグループ内の他の人が認定しなければならない。
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802.05
A.

!
!!
B.

ホールアウト

バスケット・ターゲット：
ホールアウトのためには、スローワーが投げたディスクがトレイのチェーンおよび／
または内壁（底と壁の内側）で支持されて安定していなければならない。ポールによ
って支持されてもよい。
トレイの上の縁より下側から、または、チェーンサポートの上側から入ったディスク
はホールアウトとはみなされない。
オブジェクトターゲット：
ホールアウトのためには、スローワーが投げたディスクが、ディレクターによって指定
されたオブジェクトのはっきりマークされたターゲットエリアに当たる必要がある。

803.

ライ

803.01障害物と救済措置
A.

!
B.

!
!
!

スタンスまたはスローイング動作時の常設障害物：
次項に示すようなスタンスに対する非恒久的障害物を除いて、プレーヤーはコース上
にある障害物を移動することはできない。救済措置は当然その一部とみなされている
公園の施設（または設備）（例えば看板、ゴミ箱、または、ピクニックテーブルな
ど）については付与されない。プレーヤーは他の人がプレーヤーのスタンスやプレー
ラインから身体、およびまたは彼らの持ち物をどかすよう要求することが認められ
る。
スタンスに対する非恒久的障害物：
プレーヤーは、以下の障害物がライの上や後方にある場合のみ救済措置を受けること
ができる：カジュアル・ウォーター、落ち葉やゴミ、折れた木の枝、自動車、有害な
昆虫や動物、プレーヤーの道具、人、または特にラウンド前にディレクターが指定し
た任意の物や領域。
救済措置を受ける前には、プレーヤーはそうすることが現実的であれば、障害物を除
去する必要がある。
障害物を移動することが非現実的である場合は、プレーヤーのライは、ターゲットに
近づかないプレーライン上にある、元のライから5メートル以内の最寄りのライに移動
できる。（ディレクターによってそれ以上の非恒久的障害物への救済措置が認められ
ていない場合）

C.

コースの施設（または設備）は、常に障害物の除去を含めて、その適切な動作状態に
復元すること。

D.

プレーヤーは障害物や救済措置ルールに違反した場合、警告なしで1投のペナルティー
スローが課せられる。
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E.

!!

コース上の物に、故意に危害を加えたプレーヤーは、警告なしで2投のペナルティース
ローが課せられる。また、競技マニュアルのセクション3.3に従って、大会から失格も
ありうる。

803.02 オプションの救済措置とオプションの再スロー
A.

!
B.

!!

オプションの救済措置
プレーヤーがいつでも選択することができる任意の救済措置。ライは、ターゲットに
近づかず、プレーライン上にある新たなライに移転することができる。
１投のペナルティースローがプレーヤーのスコアに加算される。
オプションの再スロー
プレーヤーは、直前のライから再スローすることをいつでも選択することができる。
オリジナルスローに加え１投のペナルティースローがプレーヤーのスコアに加算され
る。

803.03 ミスプレー
A.

!
!
!

正しくコースをプレーすることはプレーヤーの責任である。プレーヤーはプレーヤー
ズ・ミーティングに出席し、余分なホール、代替ティーエリア、代替ホールの配置、ア
ウト・オブ・バウンズ（ＯＢ）エリア、マンダトリー、ドロップゾーン等のコースに存
在する可能性のある特別な条件をプレー開始前に理解する必要がある。

B.

ミスプレーは、次のような場合に発生する。
プレーヤーが正しく、適切な順番でコース上のすべてのホールを完了できなかった場
合。または誤ったライからスローが行われた場合。

C.

ミスプレールールがグループ内のプレーヤーに異なる影響を与えるような状況下で
は、グループのうちの数名にとってはホールが完了していたとしても、スコアリングお
よび規則への準拠を確認するため、グループは一緒にその場に残るものとする。

D.

プレーヤーがスコアカードを提出した後にミスが発見された場合は、再プレーは行わ
れず、プレーヤーはミスプレーに対して2投のペナルティースローが課せられる。

!
!
!
E.

!

スタンス違反や練習スローはミスプレーではない。

F.

競争に優利になるように、意図的にコースをミスプレーしたプレーヤーは競技マニュ
アルのセクション3.3に従って処罰される。

G.

ミスプレーの種類：
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!

1.

間違ったライ
プレーヤーが行う以下のプレー：
a.

現在のホールの正しいティーエリアではないティーエリアからティーオフし
た場合、または、
スローしたディスク以外のディスクによって確立されたライからスローした
場合、または、
アウト・オブ・バウンズ（ＯＢ）のディスクをイン・バウンズにあるように
プレーした場合、または、
マンダトリー不通過にも関わらず、その結果のライからスローした場合

b.
c.

!

d.

!

ミスプレー後に次のスローが行われていない場合、プレーヤーは正しいライか
らプレーを継続しなければならない。この場合１投のペナルティースローが課
せられる。ミスプレー後に誤って次のスローが行われている場合には、プレー
ヤーは継続してそのホールを終了しなければならない。この場合2投のペナル
ティースローが課せられる。
2.

3.

4.

5.

間違ったターゲット.
プレーヤーがプレーしているホールのターゲットではないターゲットでホールア
ウトした場合、もし次のスローが行われていない場合はそのライ（間違ったター
ゲットの場所）からプレーを続行する。ターゲットがバスケット・ターゲットの
場合、ディスクは802.02.C.に係るプレー地表面上にあるものと見なす。プレー
が進み、プレーヤーが次のホールでティーオフした後の場合は、2投のペナルテ
ィースローがミスプレーしたホールのスコアに加算される。

!

ホールアウトの失敗.
プレーヤーが、前のホールでホールアウトせずに次のホールでティーオフした場
合、ミスプレーしたホールのスコアは、行われたスローの数に加え、ホールアウ
トのために１投を加え、2投のペナルティースローをミスのために（合計３投
が）加算される。プレーヤーは前のホールにおいて実際にホールアウトしてはな
らない。意図的にホールアウトしない場合は、競技からの離脱と見なされる。
非連続的プレー.
プレーヤーがホールの順序を間違ってプレー完了した場合。プレーヤーは、適切
な順序でコースをプレーしなければならない。ホールをいくつスキップしたかや
ラウンド中に間違った順序でプレーしたかに関係なく、2投のペナルティースロ
ーがミスプレーとしてプレーヤーの総スコアに加算される。ホールアウトした全
てのホールで得たスコアが成立するものとし、完了したホールを再度プレーして
はならない。

!

遅刻のためホールをプレーしなかった場合.
プレーヤーが遅刻したためにホールをプレーしなかった場合. プレーヤーはその
ホールのパーのスコアに加え4投のペナルティースローが課せられる。競技マニ
ュアルのセクション1.5 Bを参照すること。
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6.

ホールをスキップした場合
ラウンドは完了しており、プレーヤーが、ホールをプレーしそこなった場合、そ
のホールには遅刻によってプレーしなかったホールと同じようにペナルティース
ローが課される。

7.

!

8.

!

間違ったホール
プレーヤーがラウンドのためのコースの一部であるホールの代わりに、そのラウ
ンドのためのコースの一部ではないホールでプレーを完了した場合. ホールはプ
レーされたものとし、2投のペナルティースローがプレーヤーの総得点に加算さ
れる。
余分なホール
プレーヤーがそのラウンドのためのコースの一部ではないホールでプレー完了し
た場合、2投のペナルティースローがプレーヤーの総得点に加算される。余分な
ホールで行われたスロー数はカウントされない。

!!

804.

スロー

804.01

タイム・オーバー

A.

!

!

次の事項が確立した後、最大30秒がスローをするために各プレーヤーに認められる：
1.
2.
3.

B.

プレーヤーは１回目のタイム・オーバー違反の場合、警告を受ける。同一のラウンド
において再度のタイム・オーバー違反の場合、プレーヤーは1投のペナルティースロー
が課せられる。

!

804.02
A.

!

前のプレーヤーが投げ終え、かつ
プレーヤーがディスクに到達する十分な時間があり、かつ
プレーエリアが明らかであり邪魔するものがない状態である。

マンダトリー

マンダトリーはディスクがターゲットに向かう軌跡を制限する。ホールを完了する以
前にディスクはマンダトリーの正しい側を通す必要がある。ディスクがマンダトリー
ラインを越え、ポジションが確定した場合、ディスクはマンダトリーを通過したとみ
なされる。
1.
2.

マンダトリーラインは、ディスクがマンダトリーを通過したり、失敗したことを
示すためにディレクターやコース設計者が表示しているラインである。
ラインが引かれていない場合、マンダトリーラインはマンダトリーを通り、マン
ダトリーと手前のマンダトリーとを結ぶ線に直角となる直線と定義される。
もし、手前のマンダトリーがない場合は、ティーとマンダトリーを結ぶ線に直角
となる直線である。
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3.

!
!
!
!

ラインが引かれていないダブルマンダトリーの場合には、マンダトリーライン
は、2つのマンダトリーを結ぶ直線であり、外側の両方向に延長して延びてい
る。

B.

ティーの方向からマンダトリーの誤った側を通過して、完全にマンダトリーのライン
を越えたポジションが確定した場合、そのスローはマンダトリーを失敗したことにな
る。

C.

そのマンダトリーを失敗したスローは、１投のペナルティスローが課せられ、次のス
ローは、指定されたドロップゾーンから行わなければならない。

D.

ドロップゾーンが指定されていない場合、プレーヤーは、直前のライからプレーしな
ければならない。

E.

もし、マンダトリー通過後に、後のスローがマンダトリーラインの正しいサイドを逆
方向に横切って通過した場合、マンダトリー通過とはみなされない。
プレーヤーはさらに、マンダトリーの正しいサイドを通過させなければならない。ラ
イを結ぶ線が、ホールにある全てのマンダトリーの正しいサイドを通るように繋がる
必要がある。

!
!!
F.

まだ通過していないマンダトリーがある場合は、プレーラインは、そのマンダトリー
の正しい側に接して伸びており、ライ、スタンス、障害物、および救済措置のマーキ
ングに関連するすべてのルールの対象であるとみなされる。

804.03

妨害

A.

投げたディスクが人や動物にぶつかった場合、最初に安定静止した場所からプレーが
行われる。

B.

意図的に飛行をそらされたり、キャッチされたり、動かされたディスクは接触があっ
た場所をおおよそのポジションとみなされる。

C.

安定静止後に動かされたディスクは、そのおおよそのポジション（802.02.Eを参照）
に置き換えるものとする。マーカーディスクが移動された場合は、（802.03.F参照）
おおまかなライをマークするために置き換えられなければならない。

!
!

!

D.

!

意図的に、次のいずれかの方法で他のプレーヤーのディスクに干渉した選手は2投のペ
ナルティースローが課せられる。
1.
2.

（人への傷害を防ぐ以外での）スローされたディスクのコース変更、または、
（識別や捜索、マーキングのプロセス以外での）スローされたディスクやミニマ
ーカーディスクの移動、または、
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!

3.

スローされたディスクやミニマーカーディスクを隠す行為

E.

804.03.D.1に記載されているとおり、スローされたディスクが意図的に他のプレーヤ
ーの干渉によって動かされたプレーヤーは、再スローするオプションがある。

F.

プレーヤーはプレー中のディスクを妨げる可能性がある場所に立ったり、道具を置い
てはならない。
プレーヤーはスローに干渉する可能性があれば他のプレーヤー自身やその道具を移動
させるよう要求することができる。これを拒否することはマナー違反である。

!
!
!!
G.

ロストしそうなディスクを防ぐため、スローワーの同意を得てスローされたディスク
の飛行コースを変えることは、干渉による罰の対象とはならない。このような理由で
コース変更されたディスクはロストディスクとみなされる

804.04
A.

アウト・オブ・バウンズ（ＯＢ）

はっきりと完全にアウト・オブ・バウンズ（ＯＢ）エリアに囲まれるポジションに静
止状態になったディスクはアウト・オブ・バウンズ（ＯＢ）である。水中や葉の中に
ディスクが静止状態になったことを判定する場合は、802.02.Bを参照すること。

!
!
B.

外側の境界線はアウト・オブ・バウンズ（OB）エリアの一部である。

C.

見つけることができなくても、ディスクがアウト・オブ・バウンズ（ＯＢ）エリアに
静止したという合理的な証拠がある場合、アウト・オブ・バウンズ（ＯＢ）とみなさ
れる。そのような証拠が存在しない場合には、ロストディスクとみなされ、804.05に
従ってプレーを続行すること。

!
!
D.

ディスクがアウト・オブ・バウンズ（ＯＢ）となったプレーヤーは、1投のペナルティ
ースローが課せられる。プレーヤーは以下の中から、次のスローをプレーすることを
選択することができる：
1.
2.
3.

!
E.

直前のライ、または、
ディスクが最後にアウト・オブ・バウンズ（ＯＢ）の境界ラインを横切った点か
ら境界ラインと直角の線上１ｍ以内に取られたライ、または、
ドロップゾーンが指定されている場合はドロップゾーン
これらのオプションは、PDGAツアーマネージャーの事前承認による特殊なコン
ディションとしてディレクターによって限定される場合がある。

!

アウト・オブ・バウンズ（ＯＢ）は垂直な面である。プレーヤーのライがアウト・オ
ブ・バウンズ（ＯＢ）ラインの1メートル以内の特定の点からマークされる場合には、
1メートルの救済措置は、垂直面に沿って上方または下方のポイントから取得されても
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!
F.

よい。
スローワーが、アウト・オブ・バウンズ（ＯＢ）の状態であると判定される前にディ
スクを移動した場合、ディスクは、アウト・オブ・バウンズ（ＯＢ）とみなされる。

!

804.05
A.

!
!

ロストディスク

プレーヤーは、ディスクが最後に見られた地点に到着してから、3分以内にそれを見つ
けることができない場合、ディスクのロストを申告しなければならない。グループのど
のプレーヤーでも、オフィシャルでも探索の3分の計時を開始することができ、計時が
開始されたことをグループに通知する必要がある。グループ内のすべてのプレーヤーは
ディスクの探索を手伝わなければならない。ディスク探索の3分が満了した場合、ロス
トを申告しなければならない。

B.

自分のディスクをロスト申告したプレーヤーは1投のペナルティースローが課せられ
る。次のスローは、直前のライから行わなければならない。

C.

ディレクターは、特定のホールでロストディスクのドロップゾーンを指定することがで
きる。ドロップゾーンが指定されている場合、プレーヤーはそこからではなく、直前
のライからスローすることも出来る。 すべての場合において、オリジナルのスロー、
プラス１投のペナルティースローがプレーヤーのスコアに加算されなければならな
い。

!
!
!!
D.

ロスト申告したプレーヤーのディスクが実際には取り除かれたり盗まれていたこと
が、大会の終了以前に発見された場合、プレーヤーはそのホールのスコアから２投を
削除されなければならない。

E.

マーカーディスクが紛失した場合はペナルティーなしでおおまかなライをマークするた
めに置き直される。

804.06
A.

!
B.

暫定スロー

暫定スローとは、最終的にホールの完了に使用されていない場合、プレーヤーのスコ
アに加算されない余分なスローである。
暫定的なスローの使用は、プレーヤーのライに疑問がある場合、暫定スローがプレー
を早める場合やスローの疑問点の判決に疑問がある場合などすべての状況で推奨され
ている。
採用されなかったスローは、プレーヤーがそのような追加スローを行う前に、暫定ス
ローであることを宣言している場合に限り、スローワーのスコアに加算されない。ま
た、練習スローともみなされない。
暫定スローは、次のような状況に適している。
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!
!

1.

時間を節約する場合
プレーヤーは以下の場合は、いつでも暫定スロー宣言することができる：
a.
b.
c.

!
!
C.

ディスクの状態を容易に判定することができない場合で、かつ、
グループの大半が暫定スローを行う方がプレー時間を節約する可能性がある
ことに同意する場合で、かつ、
オリジナルのスローが、アウト・オブ・バウンズ（ＯＢ）かロストの可能性
があり、またはマンダトリー不通過かもしれない場合

!

スローワーは、2つのスローのうち、グループまたはオフィシャルから正しいと判
断された方のライからホールを完了しなければならない。
2.

グループまたはオフィシャルの判定にアピール（抗議）する場合
プレーヤーは、オフィシャルが容易に見つからず、グループの判定に同意できな
い場合のアピールのため、暫定スローのセットでホールを完成させることができ
る。
この場合、スローの両方のセットからのスコアを記録しなければならない。その
後、ラウンドの終了時にディレクターによって適切な判定とスコアが決定され
る。
暫定スローを、後から、オプションの再スローであると宣言することはできない。

! !
805.

トーナメント手順

以下にカバーされていないトーナメントの手順に関する情報については、競技マニュアルを参
照すること。
（例えばプレーの開始、雨や危険なコンディション、中止や延長、グルーピングやセクション
別け、タイ・スコアの場合の取り扱い、プレーヤーのクラス分け、またはオフィシャルに関し
てなど）

!

805.01

アピール（抗議）

グループがルールに基づき、判定に至らない場合は、疑問点の判定はスローワーに有利になる
ように解釈することが出来る。しかし、パーティー内の他のプレーヤーがオフィシャルに判定
を求めることも出来る。オフィシャルの判定はグループの判定より優位である。
グループの判定にアピール（抗議）を行いたいプレーヤーは、その意志をグループ全員に明確
に伝えなければならない。

!
!

オフィシャルが容易に利用可能である場合、オフィシャルの判定を求める間、コースの脇に立
っていること。 グループは他のグループに追い越してプレーしてもらうことができる。
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オフィシャルが容易に見つからない場合、グループは次のいずれかの方法で進行しなければな
らない。
グループはスローワーに有利に判定をしてプレーを継続する。
あるいは、グループの意思決定の下でプレーを続けることを希望しない場合、スローワーは、
804.06 Bに記載された暫定スローを宣言することができる。暫定スローの使用はスローワー
がグループの判定またはオフィシャルの判定に疑問がある場合には、すべての状況で推奨され
ている。

!

プレーヤーはオフィシャルの判定をディレクターにアピール（抗議）することができる。
ディレクターは、そばにいる場合には、アピール（抗議）を直接聞かなければならない。グル
ープは、アピール（抗議）に対する判定を待って待機しなければならない。ディレクターがそ
ばにいない場合、グループはオフィシャルの判定に従ってプレーを続行しなければならない。
アピール（抗議）は、できる限りすみやかに実行されなければならない。ディレクターの判定
は最終的なものである。

!

グループまたはオフィシャルの判定が、アピール（抗議）で覆された場合には、オフィシャル
またはディレクターは、公平の利益のために、スローのスコアを同じままにするか、またはル
ールの正しい解釈を反映させるためにスローのスコアを調整することができる場合がある。デ
ィレクターの判断でリプレーが最も公平な解決策である場合にのみ、１ホールまたは、数ホー
ルをリプレーしなければならない。

!!

805.02

スコア

A.

スコアカードに最初に記載されているプレーヤーは、グループのスコアカードを持っ
てくる第一義的な責任を負う。

B.

グループ内の全てのプレーヤーは、ラウンド中にホール数が均等になるように交代し

!
!
C.

!
D.

!

ながら、スコアを付け合うものとする。
スコアキーパーは、各ホール終了のたびに、各プレーヤーの名前を呼びあげる。呼ば
れた選手は、グループのすべてのプレーヤーとスコアキーパーにはっきりと聞き取れる
ように自分のスコアを伝える。スコアキーパーはそのスコアを記録し、グループのすべ
てのプレーヤーに聞き取れるように読み返さなければならない。申告されたスコアに
ついて異義がある場合は、グループ全員でそのホールを振り返り、正しいスコアを導
き出す努力をしなければならない。グループはプレーヤーのスコアについて合意に達
することができない場合は、 805.01に従う。
スコアキーパーは、各ホール終了の度に各プレーヤーのペナルティースローを含めた
スローの総数を記録しなければならない。
ラウンドの合計スコアは、追加のペナルティースローを含むすべてのホールのスコアの
合計として計上しなければならない。スコアの記入漏れを含む各ホールのスコアや合
計に誤りがあった場合は、以下に示すペナルティーの対象となる。
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E.

プレーヤーに与えられたルール違反に対する警告およびペナルティーはスコアカード
に補足し明記しておかなければならない。

F.

ラウンドの終了後に各プレーヤーは、各ホールのスコアと合計スコアが正しいことを
証明するため、スコアカードに署名しなければならない。グループのすべての選手に
よって合計スコアが誤って記録されていると確認されたスコアは、スコアカードの提
出前に変更することができる。なお、署名のないスコアカードが提出されても、正し
いスコアカードと見なされる。

!
!
G.

すべてのプレーヤーは、ラウンドの終了後30分以内に自分のスコアカードを提出しな
ければならない。公式に競技ラウンドが終了されたと見なされる場合とは、正式コー
スで最後のグループが彼らの最終的なホールを完了して最後のホールから大会本部に
移動するために合理的な時間を経過したとディレクターが判断した時点で、彼らのす
べての試合は完了したと見なされる。スコアカードを時間内に提出しなかった場合
は、スコアカードに記載されている各プレーヤーに、警告なしに、2投のペナルティー
スローが課せられる。

!
! !
H.

スコアカードの提出後は、次のような状況を除いて、記録された合計スコアに関する
アピール（抗議）は受け付けられない。

1.

!

2.

!!

ラウンドの合計スコアが計算間違い、またはあるホールのスコアを誤って記録し
ている事が判明した場合、ディレクターは、正しい合計スコアに２投のペナルテ
ィースローを加算する。
このペナルティースローは、正しいスコアカードを提出したにもかかわらず、他
の違反行為の発覚によってディレクターが訂正したスコアに対して加えられるこ
とはない。

805.03
A.

!
B.

ディレクターが公式にトーナメントの終了を宣言するまでに、あるいは全ての表
彰が終了するまでに、違反行為が発覚した場合はペナルティースローが課せられ
る。

特殊なコンディション

コースに存在する可能性がある特殊なコンディションに対するルールは明確に定義さ
れ、大会の開始前に全てのプレーヤーに伝達されなければならない。
全ての特殊なコンディションはプレーヤーズ・ミーティングで説明されなければなら
ない。 各プレーヤーは、プレーヤーズ・ミーティングで説明されたすべての点を遵守
する責任がある。
ドロップゾーンは、特殊なコンディションで利用することができる。ディレクターは、
ドロップゾーンを使用する方法と、ペナルティースローの適用の方法を大会開始前に周
知しなければならない。
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!
!!
C.

ツアーマネージャーが承認しない限り、これらのルールに抵触したルールを設定する
ことはできない。

806.

自由裁量ルール

自由裁量ルールはPDGAからの事前の承認なしにディレクターによって採用することができる
ルールである。採用される自由裁量ルールはディレクターがトーナメント前にプレーヤーズ・
ミーティングで発表する必要がある。

!

806.01
A.

!
!
!
!
!!

２ｍ ルール

ディスクの最下点から測って、プレー地表面まで2メートル以上の場所にディスクが載
っている場合、そのプレーヤーは1投のペナルティースローが課せられる。 プレーヤ
ーはその後802.02.C.に従ってプレーを続行する。

B.

ディスクの真下のプレー地表面上のライがアウト・オブ・バウンズ（ＯＢ）である場
合は、プレー地表面からの高さに関係なく、そのディスクはアウト・オブ・バウンズ
（ＯＢ）としてプレーを行う。

C.

ターゲットで支持されているディスクは、2ｍ ルールの対象にならない。

D.

判定がなされる前にディスクを移動した場合、ディスクは2メートル以上の場所に載っ
ていたとみなされる。

E.

ディレクターは、特定のホールにおいて、および/または個々のオブジェクトに関連づ
けて、コース全体で有効となる２ｍ ルールを宣言することができる。

807.

実験的なルール

実験的なルールはPDGAから事前の承認を得て初めてディレクターによって採用することがで
きるルールのバリエーションである。
実験的なルールを採用するには、大会前にディレクターが、プレーヤーズ・ミーティングで公
表しておく必要がある。

!!

808.

ルールＱ＆Ａ

ＱＡ１：保護植物やその他の保護地域
Ｑ：保護されるべき繊細な絶滅危惧種や貴重な葉を持つエリアに私のディスクがある
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!

場合、私はどのようにライをマークすればよいですか。

!

Ａ：トーナメントディレクターはＯＢ或いは非恒久的障害物とすべきエリアを宣言出
来ます。この場合、関連するルールに従ってライをマークします。ドロップゾーンが用
意されている場合、あなたのライはドロップゾーンになります。
エリアがＯＢ或いは非恒久的障害物として宣言されていない場合、あなたは標準的な
方法でライをマークすることが出来ます。唯一の例外は、法律で立ち入ることを禁止
されているエリアの場合で、この場合、ペナルティーなしで非恒久的障害物の救済措
置を受けることが出来ます。
注）あなたは常に追加のペナルティースローを犠牲にしてオプションの救済措置（プ
レーライン上に沿って後方に移動）或いはオプションの再スロー（前のライに戻っ
て）を利用することが出来ます。
▶適用ルール：
803.01障害物と救済措置
803.02オプションの救済措置とオプションの再スロー
804.04 アウト・オブ・バウンズ（ＯＢ）
805.03 特殊なコンディション

ＱＡ２：ＯＢ上の橋
Ｑ：私のスローはＯＢである小川にまたがる橋に着地しました。私は橋からプレー出
来ますか。それとも、小川の上なので私のディスクはＯＢですか。私が地上に架かる
橋の上にいたらどうなりますか。

!

!

Ａ：橋はプレー地表面が他のプレー地表面の上に垂直に積み重なったものの一例で
す。各々のプレー地表面は独立して扱われます。橋はＴＤがＯＢと明示しない限り、
プレー地表面の上にあろうが下にあろうが、イン・バウンズです。２ｍルールが適用
されている場合であっても、あなたのディスクがプレー地表面の上空ではなく、地表
面に接しているためにＯＢは適用されません。あなたは橋の上にペナルティーなしで
ライをマークします。
▶適用ルール：
802.02 ポジションの確定
804.04 アウト・オブ・バウンズ（OB）
800.02 用語の定義（プレー地表面）

ＱＡ３：ライの確定
Ｑ：私のディスクがカジュアル・ウォーターに指定された小川に着地しました。マー
クの後ろに足を濡らさずに立つために、岩や折れた木の枝を置いてもいいですか。

!

Ａ：もし、非恒久的障害物による救済措置をライの５ｍ以内の後方にとらないことを
選択した場合は、他のコース上と同じように、あなたのスタンスを取る必要がありま
す。あなたは非恒久的障害物以外の理由によって、あなたのライやコース上の障害物
を移動することは出来ません。あなたがそのライからプレーしたくなかったり、非恒
久的障害物による救済措置をとりたくない場合は、１投のペナルティースローを加え
ることでオプションの救済措置またはオプションの再スローを宣言することが出来ま
す。
▶適用ルール：
802.04 スタンスからのスロー
803.01 障害物と救済措置
803.02 オプションの救済措置とオプションの再スロー
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!
!

ＱＡ４：氷と雪
Ｑ：非恒久的障害による救済ルールにおける用語の“水のある場所”には氷と雪のある場
所も含まれますか。

!

Ａ：いいえ。“カジュアルウォーター”は液体の形の水としてルールに記載されていま
す。それが発生した場合、ルールでは、雪、氷、或いは上記の場合は非恒久的障害物
による救済措置を受けられません。
▶適用ルール：
803.01 障害物と救済措置

ＱＡ５：マーキング方法の変更
Ｑ：ミニでライをマークした後になって、元々のディスクをポジションに戻し、ミニ
を拾い上げてもよいですか。

!

!
!

Ａ：いいえ。投げられたディスクは、それが移動されていない場合のみライをマーク
するために使用できます。一度移動されたなら、それはもはやライをマークするため
には使用することは出来ません。そのような状況を避けるために、投げられたディス
クを移動させることなくミニを置くべきです。あなたは今ライをマークするための２
枚のディスクのどちらかを選択することが出来ます。そして、決定したらもう一枚のデ
ィスクを単純に拾い上げることが出来ます。
▶適用ルール：
802.03 ライのマーク

ＱＡ６：プレー地表面の下にあるディスク
Ｑ：プレー地表面下の裂け目のような手の届かない場所にあるディスクをどのように
マークすればよいですか。ペナルティーはありますか。

!

Ａ：プレー地表面上のディスクに適用されるルールは、プレー地表面下のディスクに
も適用されます。あなたが隙間にディスクを見つけることが出来た場合は、ペナルティ
ーなしでプレー地表面の上に直接ライをマークすることが出来ます。ディスクの真上の
ポイントが空気中または固形の障害物内である場合は、プレーラインに沿って後方に
ライをマークします。
▶適用ルール：
802.02 ポジションの確定

ＱＡ７：ゴールの頂上で静止したディスク（ＤＲＯＴ）
Ｑ：私がパットをしたら、ディスクがゴールの上に静止しました。さあ、どうしたら
いいですか。

!

!

Ａ：あなたはホールアウトしていません。ディスクの真下にライをマークしてプレーを
続行します。
▶適用ルール：
802.05 ホールアウト
802.02 ポジションの確定

ＱＡ８：木からはじき出されたディスク
Ｑ：私のディスクが木の２ｍ以上（２ｍルールが適用されている場合）に立ち往生し
ましたが、他のプレーヤーのスローがそのディスクをたたき落としました。この場
合、私のライはどこになりますか。そして、私は２ｍのペナルティースローを受けま
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!

すか。

!

Ａ：ディスクは、それが最初に静止状態になった場所からプレーされます。それが明
らかに２ｍを越えていたなら、ディスクが木に滞在したとおりにスローペナルティの
対象となります。そのディスクをたたき落としたプレーヤーに関しては、妨害ルールは
適用されません。
▶適用ルール：
804.03 妨害
802.02 ポジションの確定
806.01 ２ｍルール

ＱＡ９：カジュアルウォーターでのロストディスク
Ｑ：グループが私のディスクがカジュアルウォーターの濁った水の中に着地したことに
同意しており、我々がそれを見つけることが出来ませんでした。私はロストディスク
としてプレーしますか。それとも、非恒久的障害物の救済措置をとりますか。

!

!

Ａ：あなたのグループが、ディスクが水たまりにあることに説得力のある証拠がある
と同意した場合、その後、あなたはそれが実際に水たまりにあると仮定し、ペナルテ
ィーなしで非恒久的障害物の救済措置を適用されます。救済措置を得るために、あな
たのグループは、おおよそのポジションに同意する必要があります。あなたのグループ
が、ディスクが水たまりにあることを確信していない場合は、ロストディスクとしてプ
レーされます。
▶適用ルール：
804.04 アウト・オブ・バウンズ（ＯＢ）
803.01 障害物と救済措置

ＱＡ１０：ラインとしてのフェンス
Ｑ：私のディスクがＯＢ側から柔らかいフェンスに当たりました。おそらくフェンス
が曲がって、たぶんフェンス側の穴から僅かに突き出たことにより、ディスクがイ
ン・バウンズ側に入っている時、ディスクはイン・バウンズ側にあると言えますか。

!

Ａ：いいえ。フェンスは、フェンスが曲がった屈曲に沿ってＯＢ面を構成します。ディ
スクがフェンスを通り抜けてフェンス内に完全に入っていない限り、フェンスは依然
として通過不能な面であると考えられます。あなたのディスクがフェンスに当たった瞬
間、あなたのディスクはイン・バウンズ側になかったと見なされます。
▶適用ルール：
804.04 アウト・オブ・バウンズ（ＯＢ）

!
!

ＱＡ１１：グリップ補助剤
Ｑ：よりよいグリップを得るために、私の手に何かを塗ることが出来ますか。

!

Ａ：はい。ルールでは特に何も使用を禁止していないので、グリップ補助剤の使用が
一般的に許容されます。あなたが使用したグリップ補助剤により、ディスクに厚みや
重量加えることを防ぐために、定期的にディスクをきれいにする必要があります。
▶適用ルール：
801.03 人工的なデバイス（装置）
801.02 プレーで使用されるディスク

ＱＡ１２：ドロップはスローになりますか。
Ｑ：私の投げようとした手がバックスイングの途中で、木の枝にぶつかってディスクが
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地面に落ちました。そして、ディスクが私のライの前方に転がりました。これはスロ
ーとみなされますか。

!

Ａ：いいえ。スローは意図された方向へのディスクの移動が開始されたときに開始さ
れます。バックスイングの前または最中にたたき落とされたディスクは、スローとして
はカウントされません。
▶適用ルール：
800.02 用語の定義（“スロー”）

!
!

ＱＡ１３：タオルの上に膝をつくこと
Ｑ：私のディスクが非常に厳しい岩だらけの地面の場所に着地しました。私は自分の
膝を保護するために、タオルやパッドを下に置くことが出来ますか。

!!

Ａ：はい。あなたは、１㎝以下の厚さに圧縮されるタオルや小さなパッドをライに敷
くことが出来ます。ドロップゾーンやティーエリアも含みます。
▶適用ルール：
801.03 人工的なデバイス（装置）

ＱＡ１４：ロストかＯＢか。
Ｑ：私のスローは、それが見えなくなった時点でＯＢである湖に向かっており、私達
はそれを発見出来ませんでした。私はロストとしてそれをプレーすべきですか。それ
とも、ＯＢとすべきですか。

!

!

Ａ：あなたのグループが、ディスクがＯＢである湖に入ったことに説得力のある証拠
があると同意する場合は、そうであったと仮定して、ＯＢとしてそれをプレーしま
す。それが湖に行ったかどうかについて不確実な場合は、ロストとしてプレーしま
す。
▶適用ルール：
804.04 アウト・オブ・バウンズ（ＯＢ）

ＱＡ１５：ロスト後に発見
Ｑ：私のディスクが、３分の探索後にロスト宣言されました。私は直前のライに戻ろ
うとしましたが、私達はディスクを見つけました。どうすればよいですか。

!

!

Ａ：それはロストディスクのままとなります。そして、あなたは直前のライに戻りプレ
ーを続行します。
▶適用ルール：
804.05 ロストディスク

ＱＡ１６：支持点としてライの背後の物体を利用する
Ｑ：私がパットしている間、ライの背後の木の枝或いは物体を掴むことは出来ます
か。

!

Ａ：あなたのライの背後にあるイン・バウンズ内の何かの物体に掴まっていること
は、ルールで禁止されていません。 あなたがコース上の障害物の最小の移動の結果
としてスタンスをとるように要求されているので、それらを移動してはなりません。
人間はコース上の一部ではないため、支持点として他人を利用することは当然認めら
れません。
▶適用ルール：
802.04 スタンスからのスロー
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!

803.01

障害物と救済措置

ＱＡ１７：木の中にあるディスクのライのマーク
Ｑ：ルール８０３.０８は、もしディスク直下のプレー地表面が、“木の内側”ならばど
うすべきか記述されていますが、 私はそれがどういう意味かわかりません。それは
地上レベルの支持点或いは単なる茂みによって囲まれたエリアに属するものと考えて
いいのですか。

!

!
!

Ａ：それは茂みを表します。或いは、マーカーディスクを置くのに物理的に不可能な他
の大きな固形物を指しています。もし、あなたのディスクの直下にマークするための余
地があるならばあなたはそうすべきです。もし、余地がないならば、あなたはプレー
ラインに沿う後方の直近の位置にマークします。
▶適用ルール：
802.02 ポジションの確定
802.03 ライのマーク

ＱＡ１８：マンダトリー不通過

!

Ｑ：私はマンダトリーを不通過しましたが、次のスローをした後まで、私達はそれを
把握していませんでした。どうすればいいですか。

!

Ａ：あなたがそのホールを終えていて、マンダトリーを完遂していない場合、２投の
ペナルティースローが課せられます。
▶適用ルール：
803.03 ミスプレー

ＱＡ１９：スコアのミス
Ｑ：合計が正しい場合であっても、特定のホールのスコアの記録を書き漏らした場
合、ペナルティーが課せられますか。

!

!

Ａ：１つのホールに対してスコア記載なしで提出されたスコアカードは誤りであり、
正しい合計のスコアに２投のペナルティースローを追加したものになります。
▶適用ルール：
805.02 スコア

ＱＡ２０：マンダトリーにドロップゾーンがない場合
Ｑ：私はマンダトリーを失敗しました。しかし、ドロップゾーンがマークされていま
せん。私のライはどこになりますか。

!

!

Ａ：あなたの直前のライに戻るべきです。
▶適用ルール：
804.02 マンダトリー

ＱＡ２１：スタンスや飛行経路に対する障害
Ｑ：私のディスクが、落下している大きな木の枝の下に静止状態になりました。その
枝は明らかに枯れていて木につながっていません。そして、私のディスクの背後から正
面に延びています。その枝を移動出来ますか。

!

Ａ：はい。もし、枝の一部があなたのスタンス内或いは助走路内にあれば、他の部分
があなたのライとホールの間にあってもそれを移動することが出来ます。
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!

▶適用ルール：

803.01

障害と救済措置

ＱＡ２２：公式コースの一部ではないホールをプレー
Ｑ：私のグループは、トーナメントコースの一部ではないホールをプレーしました。ペ
ナルティーは何かありますか。

!

!

Ａ：コースの一部であるホールが、正しいホールの代わりにプレーされた場合、２投
のペナルティースローが正しいホールのスコアに追加されます。コースを構成するホー
ル以外のホールをプレーした場合、２投のペナルティースローが各プレーヤーの合計
スコアに加算されます。
▶適用ルール：
803.03 ミスプレー

ＱＡ２３：間違ったホールから開始
Ｑ：私のグループが間違ったホールから開始しました。どうすればいいですか。

!

!

Ａ：各プレーヤーによって、いくつスローされたかに依ります。１投のみスローが行
われた場合１投のペナルティーで、プレーヤーはディスクを拾い上げ正しいホールに行
かなければなりません。２投以上のスローが行われた場合プレーヤーはそのホールを
終了し、２投のペナルティーを受けます。
▶適用ルール：
803.03 ミスプレー

ＱＡ２４：不完全に定義されたマンダトリー
Ｑ：マンダトリーが左側矢印によって記された木の幹にマークされていました。その
木の幹は２つの大きな幹に分割されています。私のディスクは２つの幹の間の上側を
通過しました。マンダトリーを通過したことになりますか。

!

!

Ａ：マンダトリーは不完全に定義されているので、それは簡単なコールではありませ
ん。あなたのグループは、マンダトリーの対象物が何なのか、言い換えれば２つの上
部の幹のうちの一本が低い方の幹の続きであるということを初めに決定する必要があ
ります。一度それが決定されたら、マンダトリーの対象物の幹の先端から垂直に上空
に延びていると仮定してマンダトリーラインを中心に描きます。あなたのグループは、
あなたのディスクが通過したラインがそのどちら側であるかを決定しなければなりま
せん。
▶適用ルール：
804.02 マンダトリー

ＱＡ２５：暫定スロー
Ｑ：暫定スローはどのような場合に使用されるべきですか。

!

A：プレーヤーがグループの判定に同意せず、オフィシャルがそばにいない場合、また
は、ディスクが紛失またはOBの可能性がある場合には時間を節約するため、暫定スロ
ーを使用できます。 暫定スローは、問題のディスクの状態が決定されるまで、または
オフィシャルが問題を解決するまで判定を延期することにより継続してプレーするた
めのものです。 判定が係争中または不確かな場合には、プレーヤーは基本的に2つの
プレーを完成させます。オリジナルと暫定スローの両方から２通りのプレーをする必
要があります。 適切な判定がなされた場合、暫定スローは練習スローとしてはカウン
トされません。 暫定スローを後からオプションの再スローであると宣言することはで
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!

きません。
▶適用ルール：

804.06 暫定スロー
805.01 アピール（抗議）

ＱＡ２６：売れ残ったディスク
Ｑ：ＰＤＧＡ公認のモデルのディスクの２級品（X-outディスク、ファクトリーセカン
ド、ホットスタンプなしなど）は、ＰＤＧＡの競技で使用する場合に合法ですか。

!

!

Ａ：はい。ＰＤＧＡ技術基準文書で概説されているとおり、それらが、全体的な制限
（重量、リムの鋭さ、柔軟性など）を満たしている場合は合法であります。プレーヤ
ーは常に競技の中で使用されるディスクの合法性を疑問視する権利を有します。この
ような場合には、ＴＤが最終判断を行います。
▶適用ルール：
801.02 プレーで使用されるディスク

ＱＡ２７：ＯＢドライブ後のリティー
Ｑ：私のドライブは背の高い葦に囲まれたＯＢの池に入りました。ディスクが最後の
イン・バウンズだったところから１ｍのところは、その葦の真ん中にあります。私は
ティーの位置に戻ることは出来ますか。

!

Ａ：はい。あなたは、ＯＢ後にライをマークする場所には、いつでも２つのオプショ
ンがあります。：（１）あなたのディスクがＯＢラインを最後に横切った場所の１ｍ
以内のライ、または（２）直前のライ。ＴＤがドロップゾーンを指定している場合は、
第３の選択肢があるかも知れません。あなたがオプションを選んでも、ＯＢに出た１
投には、ペナルティーが発生します。
▶適用ルール：
804.04 アウト・オブ・バウンズ（ＯＢ）

! !

ＱＡ２８：揺さぶり落とし
Ｑ：オフィシャルは、私がディスクを見るためにそこに着く前にプレー地表面上２ｍ
以上の所にディスクがあると判定を下しました。私がライをマークする前に、他のプ
レーヤーが私のディスクを揺さぶり落としました。２ｍルールは有効です。判定はど
うなりますか。

!

!

Ａ：オフィシャルがすでに判定しているので、２ｍのペナルティーが適用され、オフィ
シャルやあなたのグループによって決定することが出来るライは、ディスクが静止した
場所の真下に配置されます。
▶適用ルール：
804.03 妨害
806.01 ２ｍルール
806.02 ポジションの確定

ＱＡ２９：合法的なスローのスタイル
Ｑ：ディスクを投げる方法に何か制限はありますか。例えば、オーバーハンドショッ
トを投げることは出来ないですか。

!

Ａ：ディスクを投げる方法に制限はありません。あなたは、バックハンド、サイドア
ーム、サマー、オーバーハンド、またはあなたが思いつく他の方法でスローすること
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!
!

が出来ます。それが有利となる場合は、足で投げることも出来ます。注：練習スロー
としてディスクを蹴ることもまたペナルティースローを課せられることを意味します。
▶適用ルール：
800 定義（スロー）

ＱＡ３０：プレー出来ない、または安全でないティー
Ｑ：プレー出来ないティー、または安全でないティー、または、印が消えかかったテ
ィーがある場合、どうすればいいですか。

!

Ａ：ティーに問題がある場合は、簡単に移動出来ない（水たまりのような）非恒久的
障害物として扱い、ティーの後方５ｍ以内に非恒久的障害物の救済措置としてライを
とることが可能です。ティーが滑りやすいなどのコンディションに問題がある場合
は、救済措置は与えられておらず、滑らないようタオルを敷くことが出来ます。それが
嫌な場合は、オプションの救済措置ルールを使うことが可能であり、１投のペナルテ
ィーを払えば、プレーラインに沿って好きなだけ後方に移動することが出来ます。テ
ィーの印が消えかかっている場合は、ティーエリアの境界を識別しやすくするため
に、可能であれば他のグループの地元プレーヤーかオフィッシャルを探すことです。
▶適用ルール：
803.01 障害物と救済措置
801.03 人工的なデバイス（装置）

ＱＡ３１：２ｍルール
Ｑ：２ｍルールの効果はまだありますか。

!

Ａ：原則として、２ｍルールは有効ではありません。ＴＤは、主催するトーナメント
において特別な障害物の採用を含むこれらのルールの採用を選択することが出来ま
す。その場合、プレーヤーズミーティングで説明されます。
▶適用ルール：
806.01 ２ｍルール

!

ＱＡ３２：ディスクがＯＢの場合のオプションの救済措置
Ｑ：私のディスクがＯＢに出ました。私はＯＢラインから１ｍ以内の代わりに、プレ
ーラインに沿って後方にライをマークするようにオプションの救済ルールを使用出来
ますか。

!

!

Ａ：いいえ。オプションの救済ルールは、ライからの救済措置をとることだけに限定
されており、ＯＢであるディスクはまだライが定まっていません。一度、あなたのラ
イを確立して、あなたは追加のペナルティースローを払って、プレーラインに沿って後
方にあなたのライを再配置するオプションの救済措置ルールを使用することが出来ま
す。
▶適用ルール：
803.01 障害物と救済措置
804.04 アウト・オブ・バウンズ（ＯＢ）

ＱＡ３３：ペナルティールールの優先順位
Ｑ：１つ以上の違反に該当する場合、ペナルティールールが適用される優先順位はあ
りますか。

!

Ａ：最も厳しいペナルティー違反が適用されます。結びつきは、最初に何が起こった
かによって切り離されます。１回のスローによって、複数の違反について罰せられる
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!

ことはありません。
▶適用ルール：

801.01

ルールの適用

ＱＡ３４：ターゲットに適切に入らなかったパット
Ｑ：私のグループの全員が、私の柔らかいパターがバスケットの横を通り抜けて、縁
ではなく完璧にバスケット内部に着地したのを見ました。彼らは、このパットは成功
していないと言いました。彼らは正しいですか。

!

!

Ａ：２０１１年版のルールから初めて、トレイの上の縁より下側からや、チェーンサ
ポートの上側から入ったディスクは、そのスローがグループやオフィシャルから確認さ
れた場合、たとえバスケットやチェーンにきれいに収まったとしても成功とはみなさ
れなくなりました。もし、遮蔽物に囲まれたホールにおいて、ターゲットが遙か遠く
にあって、誰も入った様子を見ていなければ、疑問のある場合はプレーヤーに有利に
解釈することが出来ます。
▶適用ルール：
802.05 ホールアウト

ＱＡ３５：誰がオフィシャルですか。
Ｑ：私のプレーするグループ内の全員が、認定されたオフィシャルの資格保持者です。
一定のルールでは、グループのうちの2人のプレーヤーまたは１人のオフィシャルのい
ずれかが、コールを行う必要があります。私達はすべてオフィシャル資格者なので、私
達のうち１人でも、これらのコールを行うことは出来ますか。

!

!

Ａ：いいえ。オフィシャル資格者は、彼らがプレーしているかいないかどうかでコー
ルする上で制限があります。プレーしているオフィシャル資格者（ＴＤを含む）は、
自分の部門の選手に影響を及ぼすルールをコールする１人のオフィシャルとして行動
することは出来ません。プレーしているオフィシャルは、いずれかの部門の他のグルー
プのプレーヤーに対してコールしても構いません。プレーしていないオフィシャル資
格者は、ルールが認める１人のオフィシャルとしてコールが出来、任意のグループ内で
コールを行うための唯一の人であることが出来ます。トーナメントのスタッフやボラ
ンティアの一部ではない観客がオフィシャル資格者である場合は、要求されない限
り、彼らがコールすると言うことは、あまりいい形とは考えられないが、オフィシャ
ルになり得ます。スポッターはオフィシャル資格者ではないにしても、ディスクの位置
（例えば最後にイン・バウンズ内であった場所）に関するコールを行うことがあり、
これらのコールは、公式裁定として認められます。
▶適用ルール：
801.01 ルールの適用
1.11 当局（競技マニュアル）

ＱＡ３６：ビデオの証拠はルールの適用に用いられますか。
Ｑ：観客が、あるプレーヤーによるののしりやラウンド中の飲酒のようないくつかの
マナー違反や、スタンス違反の証拠となるビデオを撮影しました。オフィシャルによ
りその後、警告や罰則を実施するために、これらのビデオクリップまたはスナップシ
ョットのいずれかを再確認することが出来ますか。

!

Ａ：いいえ。現時点では、ビデオ、写真やオーディオクリップなどのメディアの証拠
は、オフィシャルまたはＴＤが、ルールを適用するためには使用することは出来ませ
ん。選手や、観客や、オフィシャルによって直接見ることが出来るような、ルール違
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!!

反の唯一の直接的な視覚的証拠のみが、ＴＤがルールを適用するために使用可能で
す。

ＱＡ３７：パットにおける“バランスを実証する”とは何ですか。
Ｑ：私はパットをリリースする時、後ろ足から押し出すようにします。そのため、リ
リースの後私は前足でバランスをとります。２秒間そこで典型的に固定し、その後、
後ろ足を前方に振り下ろしホールに向かって行きます。これはフットファウルです
か。

!

!

Ａ：それはどちらとも言い難いです。あなたのグループで判定のコールをしなければな
らないでしょう。“バランスの完全コントロール”を実証するために、プレーヤーは目標
に向かって進む前に、リリースの後目標に向かっての動きの流れを分断するというい
くつかのアクションを実行しなければなりません。バランスを実証するいくつかのア
クションの例は次の通りです。（１）明確なポーズとバランスの表示、（２）マークの
後ろの地面に足裏の接地、或いは、（３）マーカーディスクの拾い上げです。それら
全ての鍵は、バランスと前方への移動の前に、マークの後ろの体のコントロールを示
すことです。アクションの最善の行程は、疑いの余地を残さないことです。それは、
あなたがパットのリリースをした後にあなたの体のコントロールを本当に管理してい
ると言うことを容易にすることです。

ＱＡ３８：丘の中腹にある暗渠からの救済
Ｑ：私達のコースには、丘の中腹からフェアウェイに出口のある２本の水平な雨水排
水暗渠があります。それは直径約２フィートで、上にディスクが入るには十分ではある
が、プレーヤーは通れない大きさの隙間を持つ金属グリルが付いています。ディスク
が暗渠に入った場合、プレーヤーは、「地表面の下のディスク」ルールに従い、ペナ
ルティーなしで暗渠内のディスクの場所から垂直に真上にある丘の中腹にマークする
ことが出来ますか。

!

!

Ａ：はい。暗渠の内部はプレー地表面ではないが、丘の中腹面にプレー地表面があり
ます。ＴＤがこれらの暗渠に入ったディスクを処理する方法に関するガイダンスを提供
していない場合、そのプレーヤーはペナルティーなしでディスクの場所の直上の丘の上
の中腹にマークすることが出来ます。
▶適用ルール：
802.02 ポジションの確定

ＱＡ３９：女性に利用可能な部門
Ｑ：女性はどんな部門でもプレー出来ますか。

!

!

Ａ：女性は、その部門に対し資格基準を満たしている限りはどの部門に於いてもプレ
ー出来ます。男性のみに限定されている部門というものはありません。
▶適用ルール：
2.1 一般（競技マニュアル）

ＱＡ４０：フライングスタート
Ｑ：公式の信号音が鳴らされる前に、グループがプレーを開始した場合どうなります
か。

!
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Ａ：グループが誤って早期にプレーを開始した後、公式のスタートの信号音を聞いた
場合は、ティーに戻ってスタートからやり直します。例え、２分前の警告音の後に行
われた場合でも、それらのスローは練習スローとしてカウントされません。グループ
が実際に早期にプレーを開始したが、公式の開始信号音が聞こえなかった場合は、そ
のスコアは投げられたスローで成立し、ペナルティースローは加算されません。
▶適用ルール：
1.5 練習ラウンドとプレーの開始
（コンペティションマニュアル）

ＱＡ４１：パットがコブに止まった。
Ｑ：私がパットをした時、ディスクがトレイの上にある、２つの水平のこぶにまたが
って静止しました。これはホールアウトとしてカウントされますか。

!

!

Ａ：いいえ。ディスクは、トレイの底か、その内壁か、チェーンか、ポールかのいくつ
かの組み合わせで支持され静止している必要があります。あなたのパットはコブに引
っ掛かっているのと同様に、トレイの頂部にのみ支持されています。/ﬁles/u5379/
Hole̲Outs.jpgの画像で、赤と白のディスクのみがＯＫです。コブにまたがった左側の
オレンジ色のディスクはホールアウト前です。
▶適用ルール：
802.05 ホールアウト

ＱＡ４２：足がティーの縁を越えて宙に浮いている場合
Ｑ：私はコンクリートで盛り上げられたティーパッドからドライバーを投げました。
私がディスクを手放す瞬間に、私の前足の先がパッドの前面の端を越えて宙に浮いて
いました。これはスタンス違反ですか。

!
!

Ａ：いいえ。規則には全ての支持点は、リリースの瞬間ティーエリア内になければな
らないと明確に述べられています。“支持点”とは、足のような全身の一部分というより
むしろプレー地表面（この場合、ティーパッド）に接触しているいずれかの点を示し
ます。ティーパッドの端から宙に浮いている足の部分は、プレー地表面に接触してい
ないので支持点ではありません。そのため、違反はしていません。

ＱＡ４３：蜘蛛の巣
Ｑ：巨大な蜘蛛の巣が、ちょうど私が投げたい前方にあります。私はそれを払い落と
すことは出来ますか。

!

Ａ：もし、それがあなたのスタンス内にあった場合、それは一般的事項の中の“破
片”とみなされ、非恒久的障害物として除去することが出来ます。それがあなたの飛行
経路にあるだけなら、それを移動することは出来ません。
▶適用ルール：
803.01 障害物と救済措置

!

ＱＡ４４：恐らくＯＢであるディスクに他のプレーヤーが触った。
Ｑ：私の投げたディスクが、ＯＢである小川の近くに着地しました。小川の縁が泥や
草の所まで達しているので、ディスクが小川の中にあるのかないのか見分けることが
難しいです。他のプレーヤーが私のディスクの所に行き、水の中にあるか確認するた
めにディスクを押し下げました。私のディスクは、他のプレーヤーが触ったので自動
的に今イン・バウンズにあるということになりますか。

!
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Ａ：いいえ。妨害とポジションのルールは、単に触れられただけでなく、移動された
ディスクという観点で書かれていることに注意しなければなりません。他のプレーヤ
ーはあなたのディスクの場所を変更しませんでした。実際には、ディスクは、誰のもの
かを決定するために時々触らざるを得ません。あなたがおおかたＯＢであるディスク
を移動した場合は、自動的にＯＢです。しかし、他の誰かがそれを移動した場合、そ
のルールの範囲外になり、該当するルールがありません。その場合は、おおよその位
置にディスクを置き直します。
▶適用ルール：
804.04 アウト・オブ・バウンズ（ＯＢ）
804.03 妨害

ＱＡ４５：斜めに構えたストラドル（パット）
Ｑ：私のグループ内のプレーヤーが、ディスクをマークしてから、ミニマーカーの後ろ
２５ｃｍの場所に右足を置き、それから、右足よりターゲットに近い場所に左足を置
いたが、ミニマーカーよりもターゲットに近い場所ではありません。これは合法的な
スタンスですか。

!

!!

Ａ：はい。彼は彼のマーカーよりターゲットに近い支持点を持っておらず、かつ、マー
カーの後ろのライ上に１つの支点を持っています。それは少し奇妙に見えるかも知れ
ませんが、完全に合法です。
▶適用ルール：
802.04 スタンスからのスロー

＜ルール変更の概要＞
ＰＤＧＡルールの２０１３年版は、２０１１年版の重要な書き替えとなっている。殆どの著し
い変更が自ずと構造的であるため、実際のルールへの適度に小さい変更と同様に、いくつかの
新しい概念が導入されている。

!
!

プレーのルールへの大きな変更は行っていない。
＜再構成＞
フロー改善するため、かつ初心者から上級者までの両方にとって捜しているものを見つけるこ
とを簡単にするために、ルールは基本的なものから複雑なものへと進むように再構成され、最
初にプレーのルールはすべて集めて単一セクション（８０３）に入れられた。

!

今回、それらのルールは、（特に新しい選手を対象とした）「プレーの基礎的なルール」、次
に、「ライ」、そして、より包括的かつ、殆どの問題のシナリオを取り扱う「スロー」に分割
された一般的に、ルールはプレーしている間に起こることに基づき、時系列順に示される。
再構成に伴って、ルールは再び番号が振り直された。

!
!

＜新しい材料＞
ルールの施行と関係する手続きを集める「ルールの適用」と呼ばれる新しいセクションがあ
る。それらの手続きは、以前は各ルールの一部として詳述された。
ポジションとライ：
ディスクのポジション（プレー地表面でディスクが占領するスポット）の概念は、ライ（ポジ
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ションに関連づけてマークされる）から分離された。
以前に、それらは単一の用語「ライ」の２つの別個の意味であった。
以前、「規定されたコースでのプレー」と呼ばれたセクションは、拡大、再構成され、そし
て、「ミスプレー」と改称された。

!

自由裁量ルール・実験的ルールのために新しいセクションが加えられた。
自由裁量ルールは、ＰＤＧＡからの免除なしでＴＤによって採用することが出来る。
これまでのところ、２ｍルールは唯一の自由裁量ルールである。
実験的ルールは、まだＰＤＧＡからの免除が必要な示唆された変化である。

!

＜変更点＞
定義に次のものを付け加えた。
大まかなポジション、落ちるパット、イン・バウンズ、ポジション、直前のライ、再スロー、
ティーライン

!
!

定義から次のものを削除した：
ラウンドの完成、フェアウェイ、スローワー、２ｍルール
１人の目撃者だけが、警告となる違反行為に必要である。
第二の人からの確認は、ペナルティースローとなる違反行為に必要である。
１つのスローが２つ以上の違反行為に抵触する場合、最も厳しい罰を課されるものが適用され
る。
例えば、不法なスタンスからのスローがＯＢに出た場合、罰はＯＢに課せられる。

!

結びつきは、違反行為の時間順によって切り離される。
例えば、スローがＯＢに出て、次に、マンダトリーの反対側を通過した場合はＯＢである。
（時間経過のための）30秒計時は、ディスクがマークされないかも知れないので、（ルール
の）変更後は、それをマークした後ではなく、あなたがディスクに到達した時点でスタートす
る。
もはや、あなたがディスクのところでミニを手に持ったまま、漫然と時間稼ぎをすることは出
来ない。
不法なディスクを運ぶことは、もはや、単独で懲罰可能ではない。
罰を受けるのは、それを投げた場合のみである。
同じことは不法な装置にも適用する。

!
!

ライにタオル或いは詰め物を使用することは認められる。
ＧＰＳ装置は、今後認められる。
「投げられたディスクは、それが最初に停止した場所にポジションを確定する。」それは、多
くのルールに基礎を提供する重要な概念である。
一旦、ポジションが確定されたならば、ディスクが移動しようがどんなことが起こってもそれ
は残る。
次のルールが今では、ポジションの確立と関係がある：
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!
!

地面の上や下にあるディスク、水または葉の中のディスク、壊れたディスク。
プレー地表面上にあるディスクは、今ライをマークする主要な方法である。
ミニの使用は選択肢として示される。
スローワーは、スタンス違反行為をコールしたり支持したりすることが出来ない。
それは、自己主張による落ちるパットの抜け穴を埋めます。
スタンス違反行為の後に、ディスクを取って来ることが認められる。
（もちろん、時間超過ルールはまだ適用される。）
スタンス違反行為をコールする上で、３秒の時間制限はなくなりました。
「ルールの適用」で示されたように、コールはすべて速やかに行わなければならない。

!
!
!
!
!
!

少数の免除事項が、妨害ルールに加えられた：
傷害を防ぐためか、或いはディスクがロストするのを（投げる人の同意の上で）防ぐための妨
害は認められる。
２ｍルールは、「自由裁量のルール」に移動された。
「他のプレーヤーのライからプレーする」ことは、「間違ったライ」のミスプレーである。２
投ではなく１投のみのペナルティ・スローを意味する。
ディスクが移動されたプレーヤーは、それを他の理由で移動されているディスクと同様に扱
い、大まかなポジションへ置き直す。
グループ全員は、失われたディスクの探索を手伝わなければならない。
計時を始める人は誰でも、それがスタートしたとグループに伝えなければならない。
マンダトリーを通過した後に（正しい側の）マンダトリーライン（の正しい側）を横切って後
ろに投げることはもはや出来ない。（その場合はマンダトリー不通過の状態に戻る。）標準的
なドロップゾーンはもはや存在しない。
もし、ディレクターがドロップゾーンを指定していない場合は、直前のライから投げる。

!

スコアカード提出の遅刻は、２５分ではなく３０分になった。
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Introduction

イントロダクション

The PDGA Competition Manual outlines

PDGA 競技マニュアルは、PDGA のイベント

procedures and guidelines for PDGA events, and

のための手順およびガイドラインを概説し、

is to be used in conjunction with the Official Rules

プレーの公式ルールブックおよびツアー標準

of Play and Tour Standards document. These

文書と共に使用されるものである。

procedures and guidelines are required for all

特別な指定がなされない限り、これらの手順

PDGA sanctioned events unless specified

とガイドラインはすべての PDGA に認可され

otherwise. If a Tournament Director finds any

たイベントに必要である。

provision in the document unacceptable, a waiver

もしトーナメント・ディレクターが上記の文

may be requested by contacting the PDGA Tour

書に承諾しがたい規定がある場合、その規定

Manager at tourmgr@pdga.com or calling

を放棄するためには、tourmgr@pdga.com で

706.261.6342.

PDGA ツアー・マネージャーと連絡をとるか
706.261.6342 に電話することによって放棄の
要求をしてもよい。

The Spirit of the Game

ゲームの
ゲームの精神
ディスク・ゴルフは、レフェリーや審判の監

Disc golf is played, for the most part, without the

視なしで、大部分はプレーされる。

supervision of a referee or umpire. The game

ゲームは、他の選手に対する思いやりを示し、

relies on the integrity of the individual to show

かつルールに従う個人の正直さに依存する。

consideration for other players and to abide by the

選手はみな、どれほど競いあっているかに関

Rules. All players should conduct themselves in a

係なく、いつでも礼儀とスポーツマンシップ

disciplined manner, demonstrating courtesy and

を実証して、規律ある行動をする必要がある。
1

sportsmanship at all times, irrespective of how

これはディスク・ゴルフのゲームの精神であ

competitive they may be. This is the spirit of the

る。

game of disc golf.

Section 1: Tournament

セクション 1:トーナメント
トーナメントの
トーナメントの手

Procedures

順
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________________________________________
A. PDGA に有効な登録がなされている

A.

B.

All members in good standing of the

すべてのメンバーは、PDGA ツア

PDGA are eligible to compete in any

ー・マネージャーによる事前承認が

division for which they qualify based

ある場合を除いて、クラス(プロフェ

upon class (Professional or Amateur),

ショナルまたはアマチュア)、年齢、

age, sex, and player rating unless

性別および選手レイティングに基づ

approved in advance by the PDGA Tour

いて、出場資格を有するあらゆる部

Manager. Please see Section 2: Division

門の中で競技する資格を有する。部

Qualification for more specific information

門の出場資格に関するより詳細な情

on division eligibility.

報についてはセクション 2: を参照

Current PDGA Membership is required to

のこと。

compete in any Major, Elite

C.

B. 有効な PDGA 会員であることが、す

Series/National Tour, or SuperTour (A

べてのメジャー、エリート・シリー

Tier) event.

ズ/ナショナルツアーあるいはスーパ

In all other PDGA sanctioned events,

ー・ツアー(階級 A)のイベントで、競

players who are not current members

技するために求められる。

may compete by paying a non-member

C. それ以外のすべての PDGA に認可さ

fee. This fee is required for all players

れ たイベン トにお いては 、有効 な

except players competing in a Junior

PDGA 会員でない選手は非会員料金

division.

を払うことにより競技してもよい。
この料金はジュニア部門の選手以外

1.2 Tournament Registration
Last updated: Wednesday, December 26, 2012 -

のすべての選手に必要である。

1.2 トーナメント登録
トーナメント登録
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A.

Pre-registration is required for PDGA
Major & Elite Series/National Tour events

B.

________________________________________
A. PDGA のメジャー＆エリート・シリ

and strongly suggested for all other tier

ーズ及びナショナルツアーのイベン

events.

トにおいては、事前登録が必須であ

A player is not officially “entered” in the

り、他のすべての階級のイベントに

event until their entry fee is received at

おいても強く推奨される。

3

the tournament address.
C.

D.

E.

All openings in the field of play will be

メ ント事務 局にて 受領さ れるま で

filled on a first come-first serve basis,

は、そのイベントへの公式な「エン

until the allocated places have been

トリー」が完了したとは、認められ

filled.

ない。

The order of entries received will be

C. 割り当てられているすべての選手枠

according to the postmark of the package

については、枠が埋まるまで、基本

containing the entry fee payment.

的にすべて先着順で埋められる。

Entries received via an on-line entry

D. エントリーの受付順序は、エントリ

method shall be date and time-stamped

ーフィーの支払いが同封された送付

based on the actual time the entry fee is

物の消印による。

received at the on-line entry point.
F.

B. 選手は、エントリーフィーがトーナ

E. オンライン受付によって受領された

In the event that multiple entries are

エントリーについては、オンライン

received simultaneously, the player with

受付にてエントリーフィーが受領さ

the lowest PDGA number shall have

れた、日付と時刻のタイムスタンプ

priority.

に基づく実時間による。

G. Posting of the pre-registration list on

F.

複数エントリーが同時に受領された

pdga.com is required for Major & Elite

場合、最も若い PDGA 番号を持った

Series/National Tour events and A-Tier

選手が優先される。

events and strongly suggested for all tier
events.

G. pdga.com の上への事前登録リスト
の掲載は、メジャー＆エリート・シ
リーズ及びナショナルツアーのイベ

1.3 Withdraws and Refunds

ントおよびＡ階級のイベントにおい

Last updated: Wednesday, December 26, 2012 -

のイベントにおいても強く推奨され

13:36

る。

ては必須であり、他のすべての階級

1.3 取消しと
取消しと払
しと払い戻し
A.

B.

A player may officially withdraw only by
contacting the Tournament Director.

最終更新：:

Players must email or phone their

2012 年 12 月 26 日水曜日 - 13:36

withdrawals to the Tournament Director

________________________________________

only at the contact information posted.
C.

A. 選手は、トーナメント・ディレクタ

Discussions with persons other than the

ーと連絡をとることによりのみ公式

Tournament Director, including other

に取消しを行うことができる。

tournament staff, shall not be considered

B. 選手は、トーナメント・ディレクタ

4

D.

official.

ーに対して、掲示された連絡先へ自

No refunds will be issued after the 7th

らの取消しに関する電子メールを送

day prior to the start of the event, but the

信するか、電話をかけなければなら

player shall be sent a player’s package if

ない。

one was provided to event competitors.
E.

F.

C. 他のトーナメント・スタッフを含む

Withdrawals made before the 7th day

トーナメント・ディレクター以外の

prior to the start of the event shall receive

者との談義は、公式とは認められな

a 50% refund.

い。

Withdrawals made 14 days prior to the

D. イベントスタート日の 7 日前以降は、

start of the event shall be refunded

返金は行われない。しかし、選手用

100 %, less postage and handling, which

の参加賞が提供される場合には、そ

shall not exceed 10% of the entry fee.

の選手にも送られるものとする。

G. These criteria may be relaxed at the

E. イベントスタート日の 7 日前よりも
前になされた取消しは、50%の返金

discretion of the Tournament Director.

を受け取るものとする。
F.

イベントスタート日の 14 日前以前に
なされた取消しは、郵便料金および

1.4 Event Check-In

取り扱い手数料を除いて（但し、エ
ントリーフィーの 10%を超過しない

Last updated: Wednesday, December 26, 2012 -

ものとする）、100%払い戻されるも

13:36

のとする。
G. これらの基準はトーナメント・ディ
レクターの裁量で緩和することがで

A.

Pre tournament check-in is required for

きる。

Major & Elite Series/National Tour events
and suggested for all other tier events.
B.

1.4 イベントチェックイン:
イベントチェックイン

Any player who does not check-in by the
time specified by the Tournament

最終更新：

Director shall forfeit their official place

2012 年 12 月 26 日水曜日 - 13:36

and entry fee. Exceptions will be made

________________________________________

only at the sole discretion of the
Tournament Director.

A. トーナメントの事前チェックインは
メジャー＆エリート・シリーズ及び
ナショナルツアーのイベントには必

1.5 Practice Rounds and

須であり、他のすべての階級のイベ
ントにおいても強く推奨される。
B. トーナメント・ディレクターが指定

5

した時間までにチェックインしない

Beginning Play

あらゆる選手は、公式な参加権およ
びエントリーフィーを失うものとす

Last updated: Thursday, October 31, 2013 - 20:36

る。例外については、トーナメント・
ディレクターの単独の裁量によって
A.

their practice rounds prior to the event.
Availability of the course and its
tournament set-up for practice rounds
may vary (see Tour Standards for
details). The course or courses are
closed to practice during the tournament
and all other times designated by the
Tournament Director.
B.

認めることができる。

A player is responsible for scheduling

Two types of starts will be used to begin
competitive play:
1.

Shotgun Starts (rounds where
several groups start
simultaneously): At a scheduled
time, scorecard(s) shall be
distributed to the players at
Tournament Central. After the
cards have been distributed,
groups shall be given adequate
time to reach their assigned
teeing areas. A loud
noisemaker, such as an air
horn, shall be used to indicate
that there are two minutes
remaining until tee off. This
signal shall be a series of two
short blasts. At this time,
players are to end practice and
all practice shots and move
promptly to their teeing areas. A
throw by a player between the

1.5 練習ラウン
練習ラウンド
ラウンドとプレーの
プレーの
開始
最終更新：:
2013 年 10 月 31 日木曜日 - 20:36
________________________________________
A. 選手はイベントに先立つ自身の練習
ラウンドに関して、スケジューリン
グする責任を負う。練習ラウンドの
ためのコースの利用可否、および、
トーナメント準備に関しては、変更
される可能性がある(詳細に関しては
ツアー基準を参照)。単一のコース、
または、複数のコースは、トーナメ
ント中、及び、トーナメント・ディ
レクターによって指定されたその他
のすべての時間において、練習を行
うことはできない。
B. 2 種類のスタート方法が競技プレー
の開始に使用される:
1.ショットガンスタート(複数
のグループが同時にスタ
ートする方式):予定され
た時間に、スコアカードが
トーナメント本部で選手
に配布される。カードが分
配された後、グループはそ
れらの割り当てられたテ

6

two minute signal and the start

ィーエリアに到着する適

of the round shall receive a

切な時間を与えられる。エ

warning if observed by two or

ア・ホーンのような大きな

more players or an official. After

鳴り物がティーオフまで

being warned, subsequent

2 分が残っていることを

throws by the player during this

示すために使用される。こ

period, if observed by two or

の合図は、2 回の短い音の

more players or an official, shall

連続からなる。この時に、

result in one penalty throw

選手は、練習およびすべて

added to the player's score,

の練習スローを終了し、か

regardless of the number of

つティーエリアに速やか

throws. An extended blast of the

に移動しなければならな

noisemaker begins the round

い。2 分前の合図とラウン

and signals the scorekeepers to

ドのスタートの間におけ

call the throwing orders.

る選手によるスローは、2
人以上の選手あるいは 1

If a player is not present to

人のオフィシャルによっ

throw when it is his or her turn,

て認められた場合、警告を

the scorekeeper shall allow 30

受ける。警告された後に、

seconds. If the player has not

さらにこの間に選手が行

thrown after the 30 seconds has

ったスローは、2 人以上の

elapsed, a score of par plus four

選手あるいは 1 人のオフ

is to be entered for that hole.

ィシャルによって認めら

This procedure continues on

れた場合、スローの数にか

any subsequent holes for which

かわらず選手のスコアに

a player is absent. No holes

1 投のペナルティー・スロ

shall be replayed. If a complete

ーが与えられる。鳴り物に

round is missed, or if a player

よる長い音によってラウ

does not finish a round, the

ンドが開始され、この合図

player may, at the discretion of

によってスコア記入者が

the Tournament Director, be

投げる順番を告げる。

disqualified.

選手が自身の投げる順番
2.

Staggered Starts or Tee Times
(rounds where groups start one
after another on a certain hole):

であるにも関わらず現れ
ない場合には、スコア記入
者が 30 秒を計測する。30
7

The player shall start at the time

秒が経過した後、その選手

announced by the Tournament

が投げ終えていなければ、

Director. Players may practice

そのホールのパーに 4 投

until their group prepares to tee

加えたスコアが、そのホー

off provided their practice does

ルのスコアとして記入さ

not distract players on the

れる。この手順は、選手が

course. If a player is not present

不在のあらゆるその後の

to throw when it is his or her

ホールにおいても継続す

turn, the scorekeeper shall allow

る。ホールは再プレーされ

30 seconds. If the player has

ないものとする。ラウンド

not thrown by then, a score of

が誤って終了された場合、

par plus four is to be entered for

あるいは選手がラウンド

that hole. This procedure

を終了しなかった場合、ト

continues on any subsequent

ーナメント・ディレクター

tee offs for which a player is

の裁量によって選手は失

absent. No holes shall be

格とされることがある。

replayed. If a complete round is

C.

2.時間差スタートあるいはテ

missed, or if a player does not

ィータイムスタート(グル

finish a round, the player may,

ープがあるホールから

at the discretion of the

次々にスタートする方

Tournament Director, be

式)：選手はトーナメン

disqualified.

ト・ディレクターによって

It is the sole responsibility of the player to

発表された時間からスタ

be at the course, ready to play in time for

ートする。自分たちのグル

the start of their round.

ープがティーオフする準
備ができるまで、選手はコ
ース上の選手の気をそら
さない場合に限り練習し
てもよい。選手が自身の投
げる順番にも関わらず現

1.6 Grouping and

れなければ、スコア記入者
は 30 秒を計測する。30

Sectioning

秒が経過した後、その選手
が投げ終えていなければ、

Last updated: Wednesday, December 26, 2012 -

そのホールのパーに 4 投

13:37

加えたスコアが、そのホー
8

ルのスコアとして記入さ
れる。この手順は、選手が
A.

B.

Professional and Amateur players should

不在のあらゆるその後の

not be grouped together, and players

ホールにおいても継続す

competing in different divisions should be

る。ホールは再プレーされ

segregated from each other during play

ないものとする。ラウンド

as much as practicable.

が誤って終了された場合、

All players within a division for the first

あるいは選手がラウンド

round should be grouped via two

を終了しなかった場合、ト

methods:

ーナメント・ディレクター

1.

Random grouping; players

の裁量によって選手は失

within a division may be

格とされることがある。

randomly grouped for the first

2.

C. 自身のラウンドのスタート時間にプ

round.

レーできるように準備してコースに

Player Rating grouping; players

いることは、選手の責任である。

within a division may use player
rating to set first round groups.
Highest rated player starting on

1.6 組分けおよび
組分けおよび部門
けおよび部門

the lowest number hole, the
second highest rated player

最終更新：:

starting on the following hole,

2012 年 12 月 26 日水曜日 - 13:37

etc. This process would

________________________________________

continue until all starting holes
have been filled.
C.

選手とは、一緒に組分けされてはな

For subsequent rounds, players should

らない。また、異なる部門で競技す

be grouped by division, as much as

る選手は、プレー中に可能な限り、

practicable, then by total score from all

互いに分けられなければならない。

previous rounds.
D.

A. プロフェショナル選手とアマチュア

B. 第一ラウンドにおける同一部門内の

To promote fairness, groups shall not be

全ての選手は、2 つの方法によって組

less than three players, except under

分けされる:

extenuating circumstances, as deemed

1.

ランダムな組分け：同一部

necessary by the Tournament Director.

門内の選手は、第一ラウン

In cases where fewer than three players

ドのためにランダムに組分

are required to play together, an official is

けされても良い。

required to accompany the group and
may play as long as this does not

2.

選手のレイティングによる
組分け：同一部門内の選手

9

E.

F.

interfere with the competing players.

は、第一ラウンドの組を決

Groups shall not be more than five

定するために選手のレイテ

players and should be limited to four

ィングを使用してもよい。

players whenever possible.

例えば、最も高いレイティ

When there are more entrants than can

ングの選手は、最も番号の

play together in one round, the field of

若いホールからスタート

competitors may be split into sections or

し、2 番目にレイティングが

pools.

高い選手は、その次のホー
ルからスタートする等。こ

G. If conditions differently affect play among
sections, the Tournament Director may

の手順を、全てのスタート

consider using a sectioning procedure to

するホールが満たされるま

determine advancement. Under this

で、継続する。

procedure, a proportionate number of

C. その後のラウンドについては、選手

advancing players would be taken from

は可能な限り部門ごとによって組分

each section by score and their scores

けされ、それまでの全ラウンドの合

would not be carried forward.

計スコアに基づいて組分けされる。
D. 公 平を期す るため に、ト ーナメ ン
ト・ディレクターによって参酌され
るべき事情があると判断された場合
を除いて、3 人未満の選手で一つの組
を構成してはならない。3 人未満の選
手がともにプレーすることを要求さ
れる時に、オフィシャルが、グルー
プに同伴することが必要であり、競
技中の選手の邪魔にならない限りプ
レーをしてもよい。
E. １グループは、5 人を超える選手であ
ってはならず、可能な場合は常に、4
人の選手に制限される。
F.

1 つのラウンドの中で同時にプレー
することができる人数以上の参加者
がいる場合、競技者のフィールドは
セクションまたはプールに分割され
てもよい。

G. 各セクションの条件が違なってプレ
ーに影響する場合、トーナメント・
10

ディレクターは進出者を決定するた
めにセクショニング手順（sectioning

1.7 Suspension of Play

procedure）を使用することを考慮し
てもよい。この手順では、各セクシ

Last updated: Wednesday, December 26, 2012 -

ョンから相応の数の進出者がスコア

13:57

によって決定される。このスコアに
ついては、その後に競技に持ち越さ
れない。

A.

If, in the opinion of the Tournament
Director, lightning, excessive rain or

1.7 プレーの
プレーの中断

hazardous conditions exist that make it

B.

C.

D.

impractical or dangerous to continue

最終更新：:

play, the tournament shall be suspended.

2012 年 12 月 26 日水曜日 - 13:57

The signal to suspend play shall be made

________________________________________

in the same fashion as the signal to start,

A. トーナメント・ディレクターの見解

but using three short blasts. These blasts

で、稲妻、過度の雨あるいは危険な

should be repeated at least once within a

条件が存在する場合、競技に不適で

minute time-frame and the Tournament

あるか、プレーを継続するのに危険

Director should make any necessary

な場合、トーナメントが中断される。

efforts to ensure all groups could hear

プレーを中断する信号はスタートす

the signal.

る信号と同じ方法で行われるものと

Players shall immediately stop play and

するものの、この場合には 3 つの短

mark the lie of each member of the

いホーンが使用される。

group. A natural object is sufficient to

これらのホーンは、少なくとも１分

mark the approximate lie from which the

間に一度繰り返されなければならな

player shall resume play. Players shall

い。また、トーナメント・ディレク

then return to the first teeing area,

ターは、すべてのグループが信号を

clubhouse, tournament central or area

確実に聞くことができるよう、あら

designated by the Tournament Director.

ゆる努力を行わなければならない。

Players shall resume play from their

B. 選手は直ちにプレーを止めて、グル

approximate lies as established when the

ープの各メンバーのライをマークす

round was halted. The approximate lie is

る。

determined by a majority of the group.

選手がプレーを再開するためのおお

The Tournament Director may allow

まかなライをマークするのに、自然

players to take a break while waiting for

物を使用してもよい。

weather to improve, but may require

その後、選手は、最初のティーエリ

11

E.

players to return at a time assigned by

ア、クラブハウス、トーナメントセ

the Tournament Director until play

ンターあるいはトーナメント・ディ

resumes or until the round is postponed.

レクターによって指定されたエリア

Play shall be resumed using the same

へ戻る。

signals to the players as at the start of

F.

C. 選手は、ラウンドが中断された時の

the round - a two-minute warning

おおまかなライからプレーを再開す

consisting of two short blasts, then a

る。

single extended blast to indicate the

おおまかなライはグループの大多数

round restarting two minutes later.

によって決定される。

The Tournament Director may postpone

D. トーナメント・ディレクターは、天

the incomplete portion of the round for a

候が改善するのを待つ間に、選手が

later date if, in the Tournament Director's

休憩をとることを認めてもよい。た

opinion, the conditions will not improve or

だし、プレー再開の決定、またはラ

if darkness will fall prior to the projected

ウ ンド延期 の決定 がなさ れるま で

finish time.

は、トーナメント・ディレクターが
指定した時間までに戻ることを選手

G. Partial round scores shall be carried

に要求することができる。

forward to the completion of the round
whenever the round is resumed.
H.

E. プレーの再開は、ラウンドの最初の

A player who stops playing before a

よ うな選手 への同 じ信号 を使用 し

signal to stop has been given shall

て、再開される。すなわち、2 つの短

receive two penalty throws if, in the

いホーンから成る２分前のウォーニ

opinion of the Tournament Director, the

ング、次に 2 分後に再開するラウン

player stopped playing prematurely.

ドを示す、単一の長いホーン。
F.

トーナメント・ディレクターの見解
では、条件が改善しない場合、ある
いは計画された終了時刻に先立って
日没になる場合、トーナメント・デ
ィレクターは、その日のラウンドの
未完了の部分を部分的に延期しても
よい。

G. ラウンドが再開された場合は、部分
I.

The Tournament Director will make every

的なラウンドのスコアは、ラウンド

effort to complete all rounds of the

の完成まで持ち越される。

tournament as scheduled.
1.

H. トーナメント・ディレクターの見解

If a total of 54 holes or fewer

で、選手が時期尚早にプレーを中断

holes are scheduled. All players

したと判断した場合は、中断の信号
12

2.

must complete a minimum of 18

が鳴らされる前にプレーをやめた選

holes for the event to be

手に 2 つのペナルティー・スローが

considered official.

与えられる。

If a total of 72 holes are

I.

scheduled. All players must

定されているトーナメントのラウン

complete a minimum of 36

ドをすべて完了するためにあらゆる

holes for the event to be

努力をすること。
1.

considered official.
3.

トーナメント・ディレクターは、予

合計 54 ホール、あるいはそ

If these criteria are not met, all

れ以下のホールが予定され

efforts will be made to

ている場合。

reschedule the event. If

その競技が公式に成立した

rescheduling is impossible, a full

と考量されるためには、す

refund will be issued minus

べての選手が最低 18 ホール

player’s package, PDGA, and

を完了しなければならな

other associated event fees.

い。
2.

合計 72 ホールが予定される
場合。
競技が公式に成立したと考
量されるためには、すべて
の選手が最低 36 ホールを完
了しなければならない。

J.

これらの基準が満たされな

less than one half of the field needs to

い場合には、イベントの日

complete a round necessary to declare

程変更を行うための最善の

the event official, the tournament may be

努力をすること。

completed the day after the final round

もし日程変更が不可能な場

was scheduled. All suspended rounds

合、選手パッケージ、PDGA

shall be completed, unless conditions

および他の関連するイベン

exist that make it impossible. If such

ト費用を除いた全額が返金

conditions exist, the results shall be final

される。

as of the last completed round as long as

K.

3.

Based upon course availability, and if

J.

コースを利用でき、かつ、公式な競

the necessary hole requirements are

技として成立させるために必要なラ

met.

ウンドの残りのラウンドが、フィー

The completion of a suspended round is

ルドの 2 分の 1 未満である場合、ト

a higher priority than a future round and

ーナメントは最終ラウンドが予定さ

thus future rounds shall be canceled in

れていた翌日に完了されてもよい。
13

不可能な条件がない限り、中断され

order to complete a suspended round.

たラウンドはすべて完了させなけれ
ばならない。不可能にする条件が存
在する場合、必要なホール必要条件
が満たされる限り、最後に終了され
たラウンドの時点での結果を最終の
ものとする。
K. 中断されたラウンドを完了させるこ

1.8 Reduction of Field Size

とは、その後のラウンドよりも優先

Last updated: Wednesday, December 26, 2012 -

ウンドを完了させるためには、その

14:17

後のラウンドは取り消される。

A.

The field may be cut for a semi-finals or

度が高く、そのため、中断されたラ

1.8 フィールド・
フィールド・サイズの
サイズの縮

finals at the discretion of the Tournament
Director, provided this is announced well

小

in advance of the event.
B.

Unless announced in advance by the

最後更新：

Tournament Director all ties for a

2012 年 12 月 26 日水曜日 - 14:17

semi-final or final cut will be broken by

________________________________________

the use of a tiebreaker. (See Section 1.9)
C.

D.

A. フィールドはトーナメント・ディレ

Making the cut line at or above the

クターの裁量で準決勝か決勝戦のた

payout line is highly recommended so

めにカットされてもよい。競技前に

that all players who make the cut get

十分に告知されていなければならな

paid.

い。

Any eligible player who chooses not to

B. もしトーナメント・ディレクターに

participate in a semi-final or final shall

よって前もって発表されていない場

receive cash or prizes equal to finishing

合、準決勝または決勝へのタイは、

last in the appropriate cut.

すべてタイ・ブレイクによって解か
れる。(セクション 1.9 を参照)

1.9 Tie Breakers

C. カットをクリアした選手全員に賞金
が支払われるように、賞金の支払ラ

Last updated: Wednesday, December 26, 2012 -

インは、カット・ライン上またはカ

14:24

ット・ラインよりも上に設定するこ
とが、高く推奨される。
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D. 準決勝または決勝に参加する資格を
A.

Between rounds when the groups are

有するすべての選手が準決勝または

being reset, tied positions shall be

決勝への参加を辞退した場合には、

broken. The player with the lowest score

適切なカットにおいて最後に終了す

in the most recent round shall have the

ることと等しい賞金あるいは賞を受

highest ranking when the

け取るものとする。

scorecards/positions are reset. In the
event of ties for lowest score across all

1.9 タイ・
タイ・ブレイク

previous rounds, the ties shall be broken
by the Tournament Director through a

最終更新：

consistently applied manner such as

2012 年 12 月 26 日水曜日 - 14:24

lowest PDGA number or alphabetical by

________________________________________

last name.
B.

C.

Final ties for first place in any division or

れている場合、タイの順位は、ブレ

for the reduction of field size must be

ークされるものとする。スコアカー

broken by sudden death play. Sudden

ド/順位が組み直される場合、最も直

death play shall begin with hole number

近のラウンドで最も少ないスコアの

one unless a different hole or series of

選手が、最も高いランキングを持つ

holes is designated by the Tournament

ものとする。過去のラウンドにおけ

Director prior to the start of the

る最も少ないスコアがすべてタイの

tournament.

場合には、最も若い PDGA 番号や名

First place cash/prize must be awarded

前のアルファベット順など、一義的

to the division winner and listed in the

な方法でトーナメント・ディレクタ

event results. Cash or prizes may not be

ーによってタイを解くものとする。

evenly split between any players tied for

D.

A. ラウンド間で、グループが組み直さ

B. すべての部門の 1 位、または、フィ

first place.

ールド・サイズの縮小における最終

Final ties for other ranks shall be officially

タイは、サドンデスによってタイ・

recorded as ties. Prize money distribution

ブレイクされる。異なるホールある

to tied players (other than for first place)

いは一連のホールがトーナメントの

shall be determined by adding the total

スタートに先立ってトーナメント・

money allocated to the number of

ディレクターによって指定されなけ

positions represented by the tied players

れば、サドンデスは第１ホールから

and dividing that by the number of

始まるものとする。

players tied. Trophy distribution for ties

C. 1 位の賞金/賞は、その部門の勝者に

may be determined by sudden death play

与えられ、競技結果にリストされな

or by any related disc golf skill event

ければならない。賞金または賞は、1

15

determined by the Tournament Director,

位タイのすべての選手間で均等に分

but only for the purpose of awarding

けられなくてもよい。

trophies, the players must remain
officially recorded as tied in the results.

D. 他の順位の最終タイは、タイとして
公式に記録されるものとする。
タイの選手(1 位以外)への賞金分配

1.10 Distribution of Prizes

は、タイの選手同士の順位に割り付
けられた合計の現金を加えて、それ

Last updated: Wednesday, December 26, 2012 -

をタイの選手同士の数で割ったもの

14:25

とする。
タイのためのトロフィー分配は、サ
ドンデスあるいはトーナメント・デ

A.

Any prizes (money or merchandise)

ィレクターによって決定された、任

declined by a player must pass down to

意の関連するディスク・ゴルフ技術

the next finishing position. (Example: If a

競技によって決定されてもよい。し

player placing third declines his prize, the

かし、トロフィーを与える目的での

player in fourth place will receive third

み行われ、公式な結果としてはタイ

place prize, the player in fifth will receive

のまま記録されなければならない。

fourth place prize, etc.) Tournaments are
allowed to retain prizes that have been

1.10 賞の分配

declined by all players within a division
only after the declined prizes have been

最終更新：

passed through all finishing positions.

2012 年 12 月 26 日水曜日 - 14:25

This does not include an Amateur player

________________________________________

requesting merchandise in lieu of cash in

B.

C.

A. 選手によって辞退されたすべての賞

a Professional division.

(賞金または商品)は、次の順位の終了

The usage of skins (and other similar

者まで回されなければならない。

formats) is permitted at PDGA events but

(例:3 位になる選手が彼の賞を辞退す

those scores are not allowed to

る場合、4 位の選手が 3 位を受賞し、

determine a player's overall standing in

5 位の選手は 4 位を受賞する、等)。

the event and prizes are not credited

トーナメントは、部門内のすべての

towards a player's winnings.

選手によって辞退された賞が、すべ

Any prizes that a player has earned will

ての終了された順位を通して渡され

be distributed at the completion of the

た後にのみ、辞退された賞を保持す

event once the results have been

ることを許される。ただし、プロ部

tabulated and verified.

門における現金の代わりとして、商

1.

Tournament Directors may

品を要求するアマチュア選手は、含

16

award prizes earlier at their
discretion.
2.

まれない。
B. スキンズ(また他の同様の競技形式)

Players who leave before the

の使用は PDGA のイベントで許され

official distribution of prizes do

る。しかし、それらのスコアは、選

not relinquish their winnings but

手の競技での最終順位を決定するこ

are responsible for any

とに用いることは許されず、賞が優

associated shipping costs.

勝選手への賞に繰り越されることも
許されない。
C. 一旦結果が作表され確認されたなら
ば、競技の終了をもって、選手が得
たすべての賞が分配される。
1.

トーナメント・ディレクタ
ーは、裁量で賞を事前に与
えてもよい。

2.

賞の公式な分配の前に去る
選手は、獲得した賞を放棄

1.11 Officials

することにはならないが、

Last updated: Wednesday, December 26, 2012 -

すべての関連する輸送費に

14:28

ついて責任を負う。

A.

To be eligible to serve as an official, an
individual must be a current PDGA
member and have demonstrated
knowledge of the rules by passing the

1.11 オフィシャル

PDGA Official's Exam. Upon significant
changes to the Rules of Play, the PDGA

最終更新：

Board of Directors may require officials to

2012 年 12 月 26 日水曜日 - 14:28

pass an updated Official's Exam to retain

________________________________________

certification as an official.
B.

C.

A. オフィシャルを務めるための適性と

Tournament Directors are required to

して、個人は現在の PDGA メンバー

pass the Official's Exam before they may

でなければならず、PDGA オフィシ

sanction an event.

ャル試験への合格によりルールにつ

Each official must pass the PDGA

いての知識を実証しなければならな

Officials Exam, and must carry a copy of

い。プレーのルールへの著しい変更

the rules.

に際して、PDGA 理事会は、オフィ

17

D.

Non-playing certified officials appointed

シ ャルとし て証明 を保持 するた め

by the Tournament Director may actively

に、最新のオフィシャル試験に合格

make rulings during any tournament play

することをオフィシャルに要求して

that they witness. If an appointed official

もよい。

competes in the tournament, he or she

B. トーナメント・ディレクターは、認

may not officiate for any ruling within his

可競技を実施する前に、オフィシャ

or her own division. The official's ruling

ル 試験に合 格する ことを 要求さ れ

supersedes the ruling of the group, but

る。

an appeal may be made to the

C. オフィシャルはそれぞれ PDGA オフ

Tournament Director. The Tournament

ィシャル試験に合格しなければなら

Director may empower non-certified

ず、ルールのコピーを携行しなけれ

officials to act as spotters for a specific

ばならない。

spotting purpose. The ruling of such a

D. トーナメント・ディレクターによっ

spotter supersedes the ruling of the

て任命された不出場の公認オフィシ

group.

ャルは、目撃するあらゆるトーナメ
ント・プレーに積極的に裁決を行っ
てもよい。任命されたオフィシャル
が トーナメ ントで 競技す る場合 に
は、彼または彼女は自分の部門内の
いかなるルール判定のためにもオフ
ィシャルをつとめてはならない。オ
フィシャルのルール判定は、グルー
プによるルール判定に取って代わる
ものであるが、トーナメント・ディ
レクターに対して抗議を行うことが

Section 2: Division
Qualifications
Last updated: Monday, December 24,
2012 - 10:49
.
---------------------------------------------------------

できる。トーナメント・ディレクタ
ーは、公認でないオフィシャルを、
特定のスポッティングのためにスポ
ッターとして働く権限を与えてもよ
い。
そのようなスポッターによるルール
判定は、グループによるルール判定
に取って代わる。

-----------------------
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------------------------------------------------------------------------------Outline of Contents
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2.2 Exceptions
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セクション 2:部門資格
部門資格
最終更新：
2012 年 12 月 24 日月曜日 - 10:49
．
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------内容の概要

2.1 General

2.1 一般
2.2 例外

Last updated: Wednesday, December 26, 2012 -

2.3 部門の組替え

14:32

2.4 アマ部門でプレーするプロ
2.5 トロフィーのみの場合

A.

Players are not allowed to enter a
division for which they are ineligible.
Please see the online Divisions, Ratings,
and Point Factors table for specifics.

B.

A player is solely responsible for knowing
what division(s) they are eligible to
compete in. Entry into an ineligible

2.1 一般

division may result in disqualification

C.

from the event and/or suspension from

最終更新：

PDGA events.

2012 年 12 月 26 日水曜日 - 14:32

Players are allowed to compete in only

________________________________________

one division per event unless the event

D.

A. 選手は、資格のない部門にエントリ

has divisions competing on a different

ーすることは認められない。

day or weekend and is listed as two

より詳細は、オンラインで部門、レ

distinct entries in the PDGA calendar.

イティング、ポイント・ファクター・

A player must properly identify

テーブルを参照のこと。

themselves when competing in a PDGA

B. 選手は、自身が参加資格を有する部

sanctioned event. Players who wish to

門を把握することに対して、全ての

remain anonymous or who assume a

責任を負う。資格のない部門へのエ

false identity will be disqualified from the

ントリーは、そのイベントにおける
19

E.

F.

event and face potential suspension from

失格や PDGA のイベントへの出場停

the PDGA tour.

止になる可能性がある。

Professional players entering into a
Professional division compete for money

たは、別の週末に開催される複数の

and Amateur players entering into a

部門が設定され、かつ、PDGA カレ

Professional division may accept

ンダー中に 2 つの別個のエントリー

merchandise in lieu of cash.

としてリストされない限り、選手は、

Players entering into an Amateur division

１イベントにつき１部門にしか参加

compete for trophies and/or prizes.

が認められない。

G. Female players may compete in male

H.

I.

J.

D. PDGA に認可されたイベントで競技

divisions if they wish, but male players

する場合、選手は適切に自身につい

may not compete in female divisions.

て申告しなければなりません。匿名

A player registered as an Amateur may

を使用したり、偽名を使用した選手

compete in any Professional division for

は、そのイベントから失格になり、

which they are eligible based on age and

PDGA ツアーへの出場停止になる可

sex.

能性がある。

A player registered as a Professional

E. プロフェショナル部門にエントリー

may only compete in Amateur divisions in

したプロ選手は賞金を競い、プロフ

select cases. (See Section 2.4 for

ェショナル部門にエントリーしたア

specifics)

マチュア選手は、現金の代わりの商

A Tournament Director may, by giving

品を受理してもよい。

adequate public notice, restrict the

F.

アマチュア部門にエントリーした選

divisions offered. Absent such notice, the

手は、トロフィーおよび(または)賞を

Tournament Director shall offer for

競う。

competition any division which has four

K.

C. そのイベントにおいて、別の日、ま

G. 女子選手は、自身が望む場合には男

or more players that are eligible and

性部門で競技しても良い。しかし、

wishing to compete. Tournament

男性選手は、女性部門で競技しては

Directors may offer divisions with less

ならない。

than four players at their discretion.

H. ア マチュア として 登録さ れた選 手

All "Bump" rules are invalid and not

は、年齢と性別に基づいて資格を有

allowed at PDGA sanctioned events.

する、あらゆるプロフェショナル部

Players shall be allowed to play in any

門で競技してもよい。

divisions they might be eligible for, if

I.

プロフェショナルとして登録された

those divisions are offered by the

選手は、特別な場合にアマチュア部

Tournament Director.

門で競技してもよい。(より詳細は、
セクション 2.4 を参照。)
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J.

トーナメント・ディレクターは、は
っきりとした告知を行ったうえで、
提示された部門を制限してもよい。
そのような告知がない場合、トーナ
メント・ディレクターは、適格な資
格を有し、競技を希望する 4 人以上
の選手が集まったすべての部門を提

2.2 Exceptions
Last updated: Wednesday, December 26, 2012 -

示 するもの としま す。ト ーナメ ン
ト・ディレクターは、その裁量にお
いて、4 人未満の選手で部門を提示し
てもよい。

14:35

K. PDGA に認可されたイベントにおい
ては、トーナメント・ディレクター
A.

Players are allowed to enter a ratings

が勝手に出場部門を決める「Bump」

based division they would otherwise be

ルールはすべて無効で、許可されな

ineligible to participate only under the

い。トーナメント・ディレクターに

following circumstances

よって提示される場合においても、

1.

2.

If approved before the event by

選手は自身が資格を有する、あらゆ

the PDGA Tour Manager.

る部門でプレーすることが認められ

Players who have become

る。

ineligible for a division due to a
ratings update may participate
for two weeks following the
update, provided they are
pre-registered for the event in
question, at the discretion of the
Tournament Director.
3.

If competing in an applicable
points series (see Section 2.2 B
for specifics)

B.

Players may be allowed to enter a ratings

2.2 例外
最終更新：
2012 年 12 月 26 日水曜日 - 14:35
________________________________________
A. 選手は、そのままでは資格を有さな
い部門に対して、以下の場合に限り、
レイティングに基づいて部門で競技
することが認められる。
1.

ーによって、そのイベント

based division they would otherwise be

の前に承認されている場

ineligible to participate in as part of a
points Series provided that:
1.

The Series Director has
contacted the PDGA prior to

PDGA ツアー・マネージャ

合。
2.

レイティングの更新によっ
てその部門に対して資格を
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2.

3.

4.

and received approval from the

有さなくなった選手につい

PDGA Tour Manager.

ても、レイティング更新後

The Series allows players to

の 2 週間の間に関してはそ

stay in the division for the entire

の部門に参加してもよい。

Series.

また、レイティング更新に

The player has not competed in

よって参加資格を得る可能

a higher division at any time

性がある選手に関しては、

during the Series.

トーナメント・ディレクタ

The player's rating does not

ーの裁量で、事前登録する

exceed 20 points above the

ことができる。

rating ceiling for the division

3.

適用されるポイント・シリ
ーズ(セクション 2.2 を参照)

they wish to compete in.

で競技する場合
B. 選手は、そのままでは資格を有さな
い部門に対して、以下のようなポイ
ントシリーズの一部として、レイテ
ィングに基づいて部門で競技するこ
とが認められる:
1.

シリーズ・ディレクターが
あらかじめ、PDGA と連
絡をとり、また PDGA ツ
アー・マネージャーから承
認を得られた場合。

2.

そのシリーズにおいて、選
手がシリーズ全区間中に

2.3 Reclassification

その部門にとどまること
を認めた場合。

Last updated: Wednesday, December 26, 2012 -

3.

14:39

選手は、そのシリーズ中に
おいて、より高い部門で一
度も競争していない場合。

4.
A.

Professional to Amateur
1.

Players registered with the
PDGA as Professionals may
petition the Tour Manager for

選手のレイティングが、競
技したい部門におけるレ
イティングの上限を 20 ポ
イント以上超過しない場
合。

reclassification back to
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Amateur.
B.

Amateur to Professional
1.

An Amateur wishing to change
their classification to
Professional may do so by
contacting the PDGA office.

2.

2.3 部門の
部門の組替え
組替え

An Amateur player is
automatically re-classified as

最終更新：
2012 年 12 月 26 日水曜日 - 14:39
________________________________________
A. プロからアマへ
1.

PDGA で 登 録 さ れ た 選 手

Professional when the player

は、再度アマチュア部門へ

has accepted cash while

の組替えをツアー・マネー

competing in a Professional

ジャーに請願してもよい。

division. Accepting prizes in lieu
of cash payout or accepting
money for winning an ancillary

B. アマチュアからプロへ
1.

スと連絡をとることにより

top-of-the-card round prize, or

そうしてもよい。

CTP contest does not cause a

amateur status.

プロに部門を変更したいア
マチュアは、PDGA オフィ

contest such as an ace pool,

player to relinquish his or her

プロフェショナルとして

2.

アマチュア選手がプロ部門
で競技する間に賞金を受理
した場合、アマチュア選手
はプロとして自動的に部門
が組替えされます。賞金の
代わりの賞を貰ったり、付
属的なコンテストにおい

2.4 Pros Playing Am

て、エース・プール（ace
pool）
、トップ・オブ・ザ・

Last updated: Wednesday, December 26, 2012 -

カ ー ド 賞 （ top-of-the-card

14:41

prize）や CTP コンテストな
どに勝ったりして賞金を受
け取っても、アマチュアの

A.

Professionals may compete in Amateur

ステータスを放棄すること

divisions offered at PDGA A, B, and C

にはならない。

Tier events, for which they qualify based
on player rating, age, and sex as detailed
in the PROS PLAYING AM section of the

2.4 アマ部門
アマ部門で
部門でプレーする
プレーするプ
するプ

Divisions, Ratings, Points Factors table.
B.

Players are awarded Amateur points for

23

their performance but these points are
not eligible for year-end awards or
Worlds invitations.

ロ
最終更新：
2012 年 12 月 26 日水曜日 - 14:41
________________________________________
A. プロ部門の選手は、PDGA の A、B
および C 階級のイベントにおいて、
自身が資格を有する、選手レイティ

2.5 Trophy Only
Last updated: Wednesday, December 26, 2012 14:43

ング、年齢および性別など、PROS
PLAYING AM セクションにおける、
部門、レイティング、ポイント・フ
ァクター・テーブルで詳述されるよ
うな内容に基づいて、提示されたア
マチュア部門で競技してもよい。

A.

B.

At the option of the Tournament Director,
Amateur players are allowed to play in

ポイントを与えられます。しかし、

Professional divisions for which they are

これらのポイントは年間の賞、また

eligible according to age and sex at a

は、ワールド選手権への招待に適用

reduced entry fee.

されない。

At the option of the Tournament Director,
Professional or Amateur players may
compete for trophies only in any Amateur
division offered by an event that their
player rating, age and sex qualifies them
for, by paying a reduced entry fee.

C.

Players competing under "Trophy Only"
are not allowed to accept cash or prizes
based upon finish but are allowed to
accept trophies.

D.

B. 選手は、成績に応じてアマチュア・

Players paying full price should have
priority over players paying the reduced
rate. If an event or division is full, a
Tournament Director may require trophy
only players to pay the full price in order
to maintain their position in the

2.5 トロフィーのみ
トロフィーのみ
最終更新：
2012 年 12 月 26 日水曜日 - 14:43
________________________________________
A. トーナメント・ディレクターの随意
で、アマチュア選手は、割引された
エントリーフィーで、年齢および性
別によって資格を有するプロフェシ
ョナル部門でプレーすることが認め
られる。
B. トーナメント・ディレクターの随意
で、プロフェショナルまたはアマチ
ュア選手は、割引されたエントリー
フィーを払って、年齢および性別に
24

よって資格を有する任意のアマチュ

tournament.

ア部門でトロフィーのみを競っても
良い。

Section 3: Player Code of

C. 「トロフィーのみ」の下で競技する

Conduct

選手は、終了後に賞金または賞を受

Last updated: Monday, December 24,

ーを貰うことが認められる。

理することは認められず、トロフィ
D. 全額料金を払う選手は、割引料金を

2012 - 10:49
.

払う選手に対して優先される。

---------------------------------------------------------

イベントまたは部門の定員が一杯の

-----------------------

場合、トーナメント・ディレクター
は、トーナメントにおける出場枠を
維持するためにトロフィーのみの選
手から全額料金を要求してもよい。

------------------------------------------------------------------------------Outline of Contents
3.1 General
3.2 Pace of Play
3.3 Player Misconduct
3.4 Dress Code
3.5 Carts and Caddies
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Relations
3.7 Tour Vendor Policies
3.8 Tournament Director Rights and
Responsibilities

セクション 3：
：選手の
選手の行動規
範
最終更新：
2012 年 12 月 24 日月曜日 - 10:49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------内容のアウトライン
3.1 一般
3.2 プレーのペース

3.1 General

3.3 選手不品行

Last updated: Wednesday, December 26, 2012 -

3.5 カートおよびキャディー

14:44

3.6 ツアー選手のメディアおよびスポンサー

3.4 服装規定

関係
3.7 ツアーのベンダー方針
A.

All PDGA members should refrain from

3.8 トーナメント・ディレクターの権限および
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any conduct which is detrimental to the

責任

game of disc golf and to the PDGA, both
on and off of the course.
B.

All players must abide by the PDGA
Official Rules of Disc Golf and the PDGA

3.1 一般

Competition Manual.
C.

Players are not permitted to have audible
mobile phones or audible pagers on the
course during any competitive round. In
addition, personal music players and
other devices must be used exclusively
with personal headphones and the
volume must be kept at a level so as not
to be heard by other players, prevent the
player from effectively interacting with his
group during scorekeeping tasks, or
provide a safety hazard for the player by
not hearing "Fore!" calls from other
players or warning blasts by the
Tournament Director.

最終更新：
2012 年 12 月 26 日水曜日 - 14:44
________________________________________
A. すべての PDGA メンバーは、コース
の中でも外でも、ディスク・ゴルフ
のゲーム、および PDGA に有害なあ
ら ゆる行為 を差し 控える べきで あ
る。
B. すべての選手は、ディスク・ゴルフ
の PDGA 公式ルールおよび PDGA 競
技マニュアルを遵守しなければなら
ない。
C. 選手は、すべての競技ラウンド中に
おいて、音が聞こえるような携帯電
話やポケットベルを携帯してはなら
ない。
D. さらに、個人用の音楽プレーヤーお

D.

E.

F.

Animals, with the exception of accredited

よびその他の機器は、もっぱら個人

service animals, may not accompany

用のヘッドホーンと共に使用される

players during competition.

べきである。また、ボリュームは他

All players will be required to take and

の選手によって聞かれないか、その

pass an online tournament rules

選手がスコア記入中に自身のグルー

assessment test before being able to

プとの対話が妨げられない、あるい

compete in any Elite Series/National

は、
「フォア」の声が聞こえない、ま

Tour or Major PDGA sanctioned event.

たはトーナメント・ディレクターに

This test will be based upon the PDGA

よるホーンが聞こえないことによっ

Official Rules of Disc Golf and the PDGA

て、その選手に安全上の問題が発生

Competition Manual.

しないレベルに維持されなければな

The PDGA reserves the right to

らない。動物は、公認の介助動物を

determine and enforce further

例外として、競技の間に選手に伴わ
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せることはできない。

disciplinary action upon its players and
members, which may result in probation

E. 任意のエリート・シリーズ/ナショナ

or suspension from PDGA sanctioned

ルツアーあるいはメジャーPDGA 公

events or permanent loss of PDGA

認イベントで競技するためには、選

membership. For more information see

手はみな、オンライン・トーナメン

the PDGA disciplinary policies and

トルール・テストにパスすることを

procedures.

要求される。
このテストは、ディスク・ゴルフの
PDGA 公式ルールおよび PDGA 競技

3.2 Pace of Play
Last updated: Friday, March 14, 2014 - 13:03

マニュアルに基づき行われる。
F.

PDGA は、その選手とメンバーに対
し、PDGA 公認イベントへの謹慎や
出場停止、または、PDGA メンバー

A.

All competitors shall play without undue

資格の永久喪失などを含む更なる懲

delay and will make every effort to keep

戒処分を決定して実施する権利を留

up with the group in front of them.

保する。

Players are required to quickly move

より詳細には、PDGA 懲戒方針およ

from the completion of one hole to the tee

び手続きを参照のこと。

area of the next hole. Also, while
advancing down the fairway, the player
shall not unduly delay play by his or her

3.2 プレーの
プレーのペース

actions.
B.

A player causing undue delays may be

最終更新：

issued an excessive time violation by

2014 年 3 月 14 日金曜日 - 13:03

tournament officials. Please see PDGA

________________________________________

Rules of Play 804.01B Excessive Time
regarding specific penalties.

A. すべての競技者は不適当な遅れなし
に、すぐにプレーするものとし、前
のグループに遅れずについていくた
め にあらゆ る努力 をする べきで あ
る。選手は、1 つのホールアウトから
次のホールのティーエリアへ素早く
移動することが要求される。さらに、

3.3 Player Misconduct

フェアウェーを進んでいる間、選手
は自身の行為によって、不当にプレ

Last updated: Monday, December 24, 2012 18:05

ーを遅らせてはならない。
B. 不適当な遅れを引き起こす選手は、

27

トーナメントオフィシャルから過度
の時間妨害として警告を受ける可能
A.

The PDGA adopts a strict policy of

性がある。特定のペナルティーに関

appropriate behavior during events, as

しては、PDGA のプレー・ルール

well as appropriate comments to the

804.01B「過度な時間」を参照のこと。

media. Any conduct deemed to be
unprofessional is subject to

3.3 選手不品行

disqualification by the Tournament

B.

Director, and may also be subject to

最終更新：

further disciplinary actions from the

2012 年 12 月 24 日月曜日 - 18:05

PDGA.

________________________________________

Players are expected to behave in a

A. PDGA は、競技中における適正な振

professional and sportsmanlike manner

る舞いと同様に、メディアへの適正

while participating in a PDGA sanctioned

なコメントにも厳しいポリシーを採

event. Actions that are in violation of this

用している。プロフェッショナルで

conduct include but are not limited to:

ないと考えられるいかなる行為も、

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Repeated and overt use of

トーナメント・ディレクターによる

abusive or profane language

失格の対象であり、PDGA からの更

Throwing items in anger (other

なる懲戒処分の対象となる可能性が

than discs in play)

ある。

Overt rudeness to anyone

B. PDGA 公認イベントに参加する間、

present

プロフェッショナルでスポーツマン

Willful and overt destruction,

にふさわしい振る舞いを行うことが

abuse or vandalism of property,

選手に求められる。このような行為

including animal and plant life

には、以下のような振る舞いの例は

Cheating: a willful attempt to

含まれるが、これらの例に制限され

circumvent the rules of play

るわけではない:

Physical attacks or threatening

1.

汚いまたは冒涜的な言語を

behavior to anyone present

繰り返し公然で使用するこ

Activities which are in violation

と

of Federal, State or Local laws

2.

怒り(プレーでのディスク以

or ordinances, park regulation

外の)でアイテムを投げるこ

or disc golf course rule.

と

Tournament Directors are

3.

人への公然での粗暴

granted the discretion to
disqualify a player based on the

その場におけるいかなる個

4.

故意・公然の破壊、動物と
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severity of the offending

植物を含む、財産物への乱

conduct. An official warning

暴な行為あるいは破壊行為

prior to disqualification may be

8.

不正をおこなうこと:

issued by a Tournament

プレーの規則を出し抜こう

Director where appropriate.

とする、故意の試み。

The possession of illegal

6.

その場にいるすべての人に

substances in violation of

対する、物理的な攻撃ある

Federal, State or Local laws.

いは脅すような行為を行う

The use of marijuana is not

こと。

permitted at PDGA events,

9.

5.

7.

連邦法、州法あるいは地域

regardless of the possession of

法、公園の規則、ディスク・

a medical marijuana card.

ゴルフ場のルールなどに違

Excessive use of alcohol at the

反する行為。トーナメン

tournament site.

ト・ディレクターは、選手
が行った行為の重大さに基

10. Possession of alcohol from the
start of play until the player's

づいて選手を失格させる裁

scorecard is submitted is not

量権を与えられている。

allowed. Such possession shall

適切だと判断される場合、

result in immediate

失格に先立って公式な警告

disqualification at PDGA events

がトーナメント・ディレク

sanctioned at B-Tier or higher.

ターによって与えられる。

The Tournament Director may,

8.

連邦法、州法あるいは地域

at his sole discretion, elect to

法に違反した不法物の所

issue a warning to the offending

有。マリファナの使用は医

player in lieu of disqualification

療マリファナ・カードの所

solely at PDGA events

有にかかわらず PDGA のイ

sanctioned at C-tier and below.

ベントで許されない。

If a player has been previously
issued a warning for alcohol

9.

トーナメントサイトでの過
剰なアルコールの使用。

possession at the same event,

10. プレーのスタートからスコ

all subsequent violations shall

アカードが提出されるま

result in immediate

で、選手によるアルコール

disqualification.

の所持は認められない。そ

11. Overt failure or refusal to

のような所持は B 階級以上

enforce the rules of disc golf

の PDGA 公認イベントにお

during competition.

いて、即刻失格となる。
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12. Failure or refusal to cooperate

トーナメント・ディレクタ

with, or obstruction of any

ーは、彼の唯一の裁量で、

investigation by an official into

もっぱら C 階級以下の

the competitor's conduct or the

PDGA 公認イベントで、失

conduct of another competitor.

格にする代わりに、違反し

13. Deliberately seeking to

た選手に警告を出すことに

manipulate ones player rating

決定してもよい。同一のイ

through intentional misplay or

ベントにおいて、選手がす

withdrawal.

でにアルコールの所持に対
して警告を出されている場
合、即刻失格となる。
11. ディスク・ゴルフのルール

C.

Tournament Directors are required to
report any disqualifications to the PDGA
as quickly as possible.

D.

Disqualified players shall forfeit any prize
money or merchandise and shall not
receive a refund of entry fees.

E.

Players who commit Player Misconduct
may also be subject to disciplinary
actions. To find out more information, see
the PDGA Disciplinary Process

の遵守に対する、あからさ
まな怠慢あるいは拒否。
12. 競技者の行為または他の競
技者の行為に関する、オフ
ィシャルの調査に対して協
力することへの怠慢または
拒否、あるいは妨害。
13. 故意のミスプレーあるいは
棄権によって、ある選手の
レイティングを操作しよう
と故意に試みること。

3.4 Dress Code

C. ト ーナメン ト・デ ィレク ターは 、
PDGA にどんな失格理由もできるだ

Last updated: Wednesday, December 18, 2013 16:27

け速く報告することを要求される。
D. 失格した選手はどんな賞金あるいは
賞品も没収するものとし、参加金の

A.

All violations of the Dress Code Policy
shall be considered a Courtesy Violation
under Section 801.04 of the PDGA
Official Rules of Play.

B.

All competitors and staff are required to
wear a shirt.

C.

All competitors and staff are required to

返済も受けられない。
E. 選手不正行為を犯す選手は、さらに
懲戒処分の対象になり得る。
よ り 詳 細 の 情 報 は 、 PDGA
Disciplinary Process を参照のこと。

3.4 服装規定

wear shoes or other foot coverings.
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D.

Players will not be allowed to play in bare

最終更新：

feet. Sandals or slides are allowed.

2013 年 12 月 18 日水曜日 - 16:27

The following dress code for all

________________________________________

competitors will be enforced at all PDGA

A. 服装規定ポリシーの違反はすべて、

Elite Series/ National Tour and Major

PDGA 公式プレー・ルールのセクシ

Events. The PDGA also recommends

ョン 801.04 の下の礼儀バイオレーシ

that this dress code be enforced at Super

ョンと考えられるものとする。

Tour and lower tier events, but this
decision lies solely with the Tournament

All players in PDGA sanctioned

るいは他の履物を履いていることを

competition and tournament

要求される。

staff are expected to dress

選手は、裸足でプレーすることを認

appropriately and to maintain a

められない。

clean and well-groomed

サンダル等は認められる。

appearance at all event sites

2.

D. すべての競技者のための次の服装規

and associated functions.

定は、すべての PDGA のエリート・

All players must wear a shirt

シリーズ/ナショナルツアーおよびメ

covering their upper chest area.

ジャー・イベントで遵守を求められ

A well-tailored shirt with a collar

る。

and sleeves covering the upper

PDGA は、さらにこの服装規定がス

arm shall be considered

ーパー・ツアーおよびそれより低い

acceptable. Tank tops are not

階級の競技でも遵守されることを推

allowed for any competitor, but

奨する。ただし、この決定はもっぱ

women may wear sleeveless

らトーナメント・ディレクターによ

shirts with collars.

る:

a.

3.

ツを着ていることを要求される。
C. 競技者およびスタッフはみな、靴あ

Director:
1.

B. 競技者およびスタッフはみな、シャ

Women may also wear

1.

PDGA 公認イベントにおける

well-tailored one-piece

選手およびトーナメント・ス

tennis dresses with

タッフは、みな適切に服を着

minimum 1 inch wide

て、すべてのイベント会場お

shoulder straps.

よび関連する場所で、清潔で

(added 12/17/2013)

手入れが行き届いている外観

No tee shirts will be allowed,

を維持する、ことが期待され

except for competitors in the

る。

Junior and Amateur divisions
during preliminary rounds only.

2.

選手は、胸郭上部エリアをカ
バーするシャツを着ていなけ
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4.

5.

Juniors and Amateurs shall not

ればなりません。

wear tee shirts during semifinal

上腕をカバーする袖と襟のつ

or final rounds. Crew neck or

いた仕立ての良いシャツが、

v-neck shirts made of

認められる。

high-performance or high-tech

タンクトップはどんな競技者

materials, such as Dry-Fit,

のためにも認められない。し

Cool-Max, and others will be

かし、女性は、襟のついた袖

allowed.

なしシャツを着てもよい。
a. 女性は、さらに最小

Shirts that hang down lower
than the bottom hemline on the

1 インチ幅の肩スト

player's shorts shall be tucked

ラップが付いた仕立

in.

ての良いワンピース

No ripped shirts, shorts, or

のテニス服を着ても

pants will be allowed on the

よい。
(追加の 12/17/2013)

course. This includes
unhemmed, torn or cut "vents"

6.

7.

8.

3.

T シャツは、予選中のジュニ

at the shirt collar.

アおよびアマチュア部門の競

No offensive, profane, or

技者を除いて、認められない。

obscene slogans or logos shall

ジュニアとアマチュア部門の

be allowed on any clothing.

競技者は、準決勝および決勝

Junior players may not wear

には T シャツを着てはいけな

slogans or logos referring to

い。

alcohol, tobacco, or drugs.

高機能あるいは先端材料、た

This dress code will be in effect

とえば、Dry-Fit、Cool-Max

from start to finish at each

などで作られたクルーネック

event, including all tournament

あるいは V ネックシャツなど

rounds.

のシャツは認められる。

Players who do not make a cut,

4.

選手の臀部よりも裾が下に垂

but wish to remain on site

れ下がるシャツは、ズボンの

through the duration of the

中にタックインされるものと

tournament, will be considered

する。

spectators and will not be

5.

裂かれたシャツ、半ズボン、

required to conform to the

あるいはズボンは、コース上

Tour's dress code.

で認められない。
これは、縁無しか、裂かれた
か、カットされた「穴」のあ
32

るシャツの襟を含む。
6.

攻撃的なスローガン、冒涜的
なスローガン、あるいはわい
せつなスローガン、あるいは
ロゴは、いかなるの衣類上で
も認められない。
年少の選手は、アルコール、
タバコあるいはドラッグを指

3.5 Carts and Caddies
Last updated: Wednesday, December 26, 2012 14:52

すスローガンまたはロゴを着
用してはいけない。
7.

この服装規定は各競技の始め
からトーナメントラウンドの
すべて含む終わりまで有効で

A.

tournament rounds at all PDGA events

B.

ある。

Players are required to walk during their

8.

予選を通過できなかったが、

unless alternate transportation such as

トーナメントの期間を通じて

golf carts are provided to all competitors.

サイトに残りたい場合は、観

Players will have the option to bring a

客とみなされ、ツアーの服装

caddie or carrying device during their

規定に一致することは要求さ

round of play. A player's caddie is subject

れない。

to all items within the PDGA Rules of
Play and the PDGA Competition Manual
including all applicable dress codes.
C.

Players choosing to use a caddie will be
solely responsible for their caddie's
conduct from the two minute warning
until the players cards are turned in.
Misconduct by a caddie may subject both
the player and caddie to disqualification
and/or suspension.

D.

Players must instruct their caddies to
maintain a reasonable distance and not
interfere with a competitor attempting his
or her shot.

E.

For those players wishing to use a

3.5 カートおよび
カートおよびキャディー
およびキャディー
最終更新：
2012 年 12 月 26 日水曜日 - 14:52
________________________________________
A. 選手は、もしゴルフカートのような輸送
手段がすべての競争者に提供される場合
でなければ、すべての PDGA のイベント
でトーナメントラウンド中に歩くことを
求められる。
B. 選手は、プレーのラウンド中にキャディ
ーを連れて来たり、運搬機器を持ち歩い
たりする選択肢を有する。
選手のキャディーは、PDGA のプレー・

carrying device, approved carrying
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devices include disc golf bags, foldable

ルール、および適用可能な服装規定をす

chairs and push cart companions. No

べて含む PDGA 競技マニュアルに従うも

animals, motor driven or bicycle type

のとする。

devices shall be allowed at all PDGA
events.

C. キャディーを同伴させることにした選手
は、２分前の警告から、スコアカードの
返却までの間、キャディーの行為につい

3.6 Tour Player Media and
Sponsor Relations
Last updated: Wednesday, December 26, 2012 -

て単独で責任を負う。
キャディーによる不正行為は、選手とキ
ャディーの両方を失格および(または)出
場停止の対象になり得る。
D. 選手は、ショットを試みようとする競技
者に対して、適切な距離を維持し、かつ

14:53

妨げないようにキャディーに命じなけれ
ばならない。
A.

B.

All participants agree that the PDGA and

E. 運搬機器を使用したい選手のために、認

its agents may publish photographs and

められている運搬機器はディスク・ゴル

other kinds of images of their

フ・バッグ、折り畳み式の椅子、手押し

participation at PDGA sanctioned events.

カートなどを含む。

All players at PDGA Elite Series/National

動物、モータ駆動、あるいは、自転車タ

Tour and Major events are requested to

イプの機器は、すべての PDGA のイベン

be available to any and all media while

トで認められない。

on site except during or within 30 minutes
of the start of a competitive round.

3.7 Tour Vendor Policies
Last updated: Wednesday, December 26, 2012 -

3.6 ツアー選手
ツアー選手メディア
選手メディアおよ
メディアおよ
びスポンサー関係
スポンサー関係
最終更新：
2012 年 12 月 26 日水曜日 - 14:53

14:54

________________________________________
A. 参加者はみな、PDGA 公認イベントにお
A.

The Tournament Director may refuse to

いて、PDGA とその代理人が参加者の写

allow any vendor access to the

真やその他の画像を公表することに合意

tournament venue and its environs at

する。

their discretion.
B.

B. PDGA のエリート・シリーズ/ナショナル

If applicable, sponsors/vendors are

ツアーおよびメジャー・イベントの選手

responsible for obtaining the required

はみな、競技ラウンド中、あるいは、競
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C.

permits from the appropriate

技ラウンドのスタート 30 分以内の時間以

agencies/jurisdictions and must make

外は、サイトにいる間すべてのメディア

permits available to the Tournament

に対して対応可能であることが要求され

Director upon request.

る。

Failure to comply with this policy by a
vendor may result in further disciplinary

3.7 ツアー・
ツアー・ベンダー方針
ベンダー方針

actions by the PDGA.

最終更新：
2012 年 12 月 26 日水曜日 - 14:54
________________________________________
A. トーナメント・ディレクターは、トー
ナメント開催地およびその近郊へ、ベ
ンダーがアクセスすることを拒否す
る権限を有する。
B. 可能な限り、スポンサー/ベンダーは、
適切な機関/管轄から必要な許可を得
ることに責任を負い、取得した許可を
トーナメント・ディレクターの求めら
れた場合に提示しなければならない。
C.

ベンダーによってこの方針が守られ
ない場合には、PDGA による更なる懲
戒処分を受ける可能性がある。
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3.8 Tournament Director

3.8 トーナメント・
トーナメント・ディレクタ

Rights and Responsibilities ーの権利と
権利と責任
Last updated: Wednesday, December 26, 2012 -

最終更新：

14:54

2012 年 12 月 26 日水曜日 - 14:54
________________________________________
PDGA は、トーナメント・ディスク・ゴルフ

The PDGA recognizes that the strength of the

の構成および持続性の強さが PDGA とトーナ

organization and sustainability of tournament disc

メント・ディレクターの間の協力に頼ってい

golf is reliant on the partnership between the

ることを認識している。トーナメント・ディ

PDGA and the Tournament Director. In order to

レクターがより良い仕事を行なうのを助ける

help the Tournament Director to better perform

ために、PDGA は特定の権限を与えている。

their job, the PDGA has endowed them with

また、トーナメント・ディレクターは、下記

certain rights. The Tournament Director also has

の内容を含むが、これらに限定されない責任

responsibilities to the PDGA and its players,

を、PDGA とその選手に対して負っている:

including but not limited to the following:

A. PDGA 公認イベントの開催に興味を持っ
A.

Any qualified PDGA member interested
in running a PDGA sanctioned event may
be required to take and pass an online
tournament procedures assessment test
before being able to direct that event.
This test will be based upon the PDGA
Rules of Play and Competition Manual.

B.

All Tournament Directors may be
required to sign a statement
acknowledging that they have read the
PDGA Rules of Play and Competition
Manual, and agree to abide by and
enforce its contents before being able to
direct any PDGA sanctioned event.

C.

Tournament Directors must disclose the
financial information on their tournaments
as listed in the PDGA Sanctioning

ている、有効な PDGA メンバーは、その
イベントを運営する前に、オンライン・
トーナメント手順評価テストを受験し
て、合格するように要求される可能性が
ある。このテストは PDGA プレー・ルー
ルおよび競技マニュアルに基づくものに
なる。
B. トーナメント・ディレクターはみな、自
身が PDGA プレー・ルールおよび競技マ
ニュアルを読んでおり、その内容を遵守
し実施することに同意することに合意し
た宣誓書に署名することを、いかなる
PDGA 公認イベントの開催前に要求され
得る。
C. トーナメント・ディレクターは、PDGA
Sanctioning Agreement（PDGA 認可協
約）に掲載されるように、開催するトー

Agreement. However, beyond the PDGA
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D.

required disclosures, any additional

ナメントに関する財務情報を開示しなけ

release of tournament related financial

ればならない。しかしながら、PDGA に

information is solely at the discretion of

要求される開示を越える、トーナメント

the Tournament Director.

に関連する更なる財務情報の公表につい

Tournament Directors may not refuse

ては、トーナメント・ディレクターの裁

service to anyone on the basis of

量のみに委ねられている。

discrimination reflecting race, creed,

E.

national origin, gender, sexual orientation

信条、国籍、性別、性的指向、あるいは

and or religion.

宗教などに基づいて、サービスの提供を

Tournament Directors must abide by

拒否してはならない。

active PDGA player disciplinary actions.
F.

D. トーナメント・ディレクターは、人種、

E. トーナメント・ディレクターは、現行の

Any issues that may arise during a

PDGA

tournament, whether or not covered in

（PDGA 選手規律行為）を遵守しなけれ

any existing PDGA document, including

ばならない。

allegations of abuse of responsibilities by

F.

player

disciplinary

actions

トーナメント中に論争になりそうな事案

a Tournament Director, may be brought

は、既存の PDGA 書類への記載の如何に

to the attention of the PDGA through the

関わらず、またトーナメント・ディレク

PDGA Disciplinary Process.

ターの責任の乱用であるという主張など
も 含 め 、 PDGA Disciplinary Process
（PDGA 規律手順）を通じて PDGA に通
知されるべきである。
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