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TSIグルーヴ アンド スポーツ カップ
2019 ゴルフトライアスロン in 三重

 
⼤大会概要・規約・竸技ルール

(更更新⽇日：2019年年10⽉月03⽇日付）

津カントリー倶楽部
2019年年10⽉月14⽇日(⽉月/祝) 
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⼤大会実施概要–1

◇　⼤大 会 名 

◇　主　　催 

◇　特別協賛

◇　協　　賛 

◇　協　　⼒力力

◇　後　　援　　

◇　運　　営 

◇　会　　場 

◇　開催⽇日程

◇　参加費

◇　プレーフィー

◇　参加カテゴリ/参加⼈人数

◇　競技⽅方法＆競技規則

◇　参加条件

◇　当⽇日必要なもの

TSI グルーヴ アンド スポーツ カップ　2019 ゴルフトライアスロン in 三重

⽇日本ゴルフトライアスロン協会   アイ・ケイ・アイ株式会社

株式会社 TSIグルーヴ アンド スポーツ

サイクルヨーロッパジャパン株式会社・カシオ計算機株式会社・ブリヂストンスポーツ株式会社
⼭山内株式会社・⾼高砂⾦金金属⼯工業株式会社・株式会社スポーツライフスタイルラボ・フェリアデザイン
エーアンドイーネットワークスジャパン合同会社・MOTTO・株式会社Mar United・
株式会社 三陽・株式会社B2マツモト
　　
津カントリー倶楽部

津市観光協会

アウタートップ株式会社　株式会社アスレック（競技計測）　

津カントリー倶楽部
〒514-0077　三重県津市⽚片⽥田⻑⾧長⾕谷町30番地　電話 059-237-3580　FAX 059-237-3612

2019年年10⽉月14⽇日(⽉月/祝)  

チャレンジの部　¥15,000/⼈人
鉄⼈人の部　¥15,000/⼈人 
リレーの部　¥21,000/チーム

ゴルフプレーフイー　鉄⼈人の部 / チャレンジの部 / リレーの部ともに12,000円
税別 / 消費税 + ゴルフ利利⽤用税（650円）+ 振興基⾦金金（30円) 
リレーの部についてはラン及びバイクパートの参加者はプレーフィーはかからない

鉄⼈人の部　　　　男⼦子54名　⼥女女⼦子2名　計56名
チャレンジの部　男⼦子54名　⼥女女⼦子6名　計60名
リレーの部　　    13チーム（36名）　⼤大会参加数計152名

別項記載

・健康な中学⽣生以上の男⼥女女。保険の関係上「20歳未満は保護者の同意が必要」 
・競技としてのゴルフができる⼈人
　（鉄⼈人の部では平均スコアが100以下、チャレンジの部では115以下） 
・⾃自転⾞車車で30kmを⾛走れる⼈人、またランニングで10kmを⾛走れる⼈人 
※リレーの部に参加する⼈人は各種⽬目の参加条件を満たしていること（ゴルフは平均スコア115以下）

・バイク（できればマウンテンバイクなどオフロード系をお勧めします。電動アシストは今回は不不
可
　レンタルのマウンテンバイクをご希望の⽅方は申し込みの備考欄欄にレンタル希望とご記⼊入ください 
・ゴルフクラブ（レンタルをご希望の場合、クラブステーションをご利利⽤用ください
・健康保険証と本⼈人確認ができるもの（運転免許証など） 
・各競技に合わせたウェアおよびシューズ特にバイクではヘルメットの着⽤用をお願いします 
・⼿手引ゴルフカートが必要な⽅方はご持参ください。レンタル⼿手引カートは要予約
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⼤大会実施概要–2

◇　プレイヤーズミーティング

◇　試合当⽇日の受付（レジスト）

◇　ギャラリー

◇　記念品（ノベルティ）

◇　表彰式及び表彰対象

◇　備考

◇　注意事項

⼤大会前⽇日10⽉月13⽇日(⽇日)にプレイヤーズミーティングを開催します。会場は津カントリー倶楽部で
す。
競技についての説明をしますので選⼿手は必ず参加してください。
プレーヤーズミーティングは17:30～です。
受付は14:00からクラブハウス内の⼤大会受付にて⾏行行います。
当⽇日は⼀一般の⽅方がゴルフをなさっています。
試⾛走は⼀一般の⽅方のゴルフが終了了してからとなりますので、予めご了了承ください。
受付で選⼿手登録をされた際に選⼿手が装着するゼッケン３枚（RUN・BIKE・GOLF⽤用）、BIKEに装着
するゼッケン２枚（左右）、ヘルメット⽤用ゼッケン１枚とロッカーキーをお渡しします。

16:00〜17:00でプロサイクリスト先導によるBIKE試⾛走会を⾏行行います。
試⾛走をしていない⽅方、レンタルバイク利利⽤用者は必ず参加してください。
コースはアップダウンとカーブが多いため安全に競技して頂くためにも必ず試⾛走をお願いします。
それまではコース下⾒見見、練習ラウンドにご利利⽤用ください。

受付は5:00 - 6:00  クラブハウス内の⼤大会受付にて
当⽇日、クラブハウス内の⼤大会受付にて計測チップをお渡します。
受付が終わりましたらトランジットにご⾃自分のゼッケンと⼀一致するBIKEラックに
BIKE、GOLFBAGのセットアップを⾏行行ってください。
トランジットの解放時間は 5:30からです。
トランジットの閉鎖時間は6:50になります。
競技開始時間までは⼗十分なストレッチ、準備体操をしっかりと⾏行行ってください。
第１競技開始はチャレンジの部から7:00スタートになります。
第2競技開始は鉄⼈人の部、リレーの部です。7:15スタートになります。

スタートホール 1番、10番のティーグランド付近及び9番、18番グリーン付近、またクラブハウス前
練習グリーン付近を観戦エリアとして開放します。クラブハウス内にてギャラリー受付を⾏行行い、観
戦、レストラン使⽤用に関する同意書をご記⼊入の上、ギャラリーバッジを受け取って下さい。

※TSIグルーヴ アンド スポーツ協賛　
MASTER BUNNY EDITIONコラボTシャツ
トラベルバック 
ドリンクボトル
スポーツタオル
GOLF TRIATHLONオリジナルステッカー

表彰式 & Burger Party　
各カテゴリーの成績が確定次第に始めます。開始時間については場内アナウンスをいたします。

表彰対象
チャレンジの部　　上位1位～3位の男⼦子及び⼥女女⼦子、 及び60歳以上の完⾛走者１位
チャレンジの部　　RUN1位、BIKE１位、GOLF1位
鉄⼈人の部　　　　　上位1位～3位の男⼦子及び⼥女女⼦子、及び60歳以上の完⾛走者１位
鉄⼈人の部　　　　　RUN1位、BIKE１位、GOLF1位
リレーの部　　　　上位1位～3位のチーム　　　

ゴルフプレーフィーの精算は、トランジットエリアからBIKEを搬出する前にご精算をお願いしま
す。
ゴルフ競技が終わりトランジットを解放する時間はチャレンジの部13:00から鉄⼈人の部・リレーの部
は14:00からになります。

BIKEは竸技中または試⾛走以外のゴルフ場内の移動は⼿手押しで移動してください。乗⾞車車禁⽌止です。
BIKEの試⾛走も必ずヘルメットの着⽤用をお願いします。
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コース全体マップ

凡例 高度
OUT （RUN コース）１－９hole IN （BIKE コース）10－18hole
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スタート/ゴール/トランジット付近マップ

＃18 Green

＃1 Tee

＃9 Green

スタートゲート

トランジットエリア

GATE１
RUN IN

＃10 Tee

GATE３
FINISH OUT

GATE２
BIKE IN/OUT

RUN

BIKE

スタート前
選⼿手招集エリア
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⼤大会スケジュール

⼤大会スケジュール
10⽉月13⽇日(⽇日) プレーヤーズミーティング＠津カントリー倶楽部

 14:00〜受付開始:　受付時にゼッケンとロッカーキーをお渡しします。

 16:00〜17:00:        BIKE試⾛走会（プロのサイクリストによる試⾛走会）
　　　　　　　　　＊試⾛走の経験がない⼈人,レンタルバイク利利⽤用者のための試⾛走です。
　　　　　　　　　＊試合当⽇日は試⾛走できませんので、試⾛走していない⽅方は必ず試⾛走をお願いします。

 17:30〜19:00:       プレイヤーズ・ミーティング（競技についての説明）
　　　　　　　　　@津CCレストランに集合です。

　　　                     競技の説明とコースの説明および注意していただきたいことについての案内を⾏行行います。
　　　                     競技参加者は必ず出席してください。代理理出席はできません。
　　                        ＊ミーティング終了了後、希望者はレストランで⻝⾷食事ができます。
　　                        ＊お⻝⾷食事は100名分ほどご⽤用意しております。応援の⽅方もご参加頂けます。
　　                        ＊ビュッフェ＋ドリンク＠2,750円（税込）
　　                        ＊レストラン⼊入り⼝口で⻝⾷食券をお求めください。

10⽉月14⽇日（⽉月）：   競技⽇日   会場：津カントリー倶楽部

 5:00〜6:00:             受付（レジストレーション）、BIKE、GOLFBAGのセットアップ
 5:30〜　　　　　　トランジット解放
       〜6:50 :              トランジット閉鎖

 7:00: 　　               第１競技開始（チャレンジの部）RUNスタート
　　　　　　　　　　　　　　　　RUNゲートより⼀一⻫斉スタートで競技開始

 7:15:                        第２競技開始（鉄⼈人の部・リレーの部）RUNスタート
　　　　　　　　　　　　　　　　RUNゲートより⼀一⻫斉スタートで競技開始

　　　　　　
 15:30:    　              表彰式とBurger Party（競技の進⾏行行状況によって開始が遅れる可能性も有り）
　　　　　　　　　各カテゴリーの成績が確定次第、順次開始します。

　　　                      ＊ギャラリーの⽅方も表彰式とBurger Partyにご参加頂けます。
　　　                      ＊ギャラリー⽤用( 松坂⽜牛特別ハンバーガープレート＋ドリンク）＠2,800円（税込）
　　　                      ＊レストラン⼊入り⼝口で⻝⾷食券をお求めください。

 17:30:　                  解散、来年年また会いましょう！
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競技の説明・流れ・ポイント⽅方式について -1

■  競技の流れ
第１競技：RUN （ゴルフ場のアウトコース/カート道路路を使⽤用）タイムレース
第２競技：BIKE（ゴルフ場のインコース/カート道路路を使⽤用）タイムレース
第３競技：GOLF　18Hストロークプレイ (18Hスルー＆セルフプレイ)

各競技間はトランジットタイム（RUN→BIKE 5分、BIKE→GOLF 15分）を設け、指定された場所（RUNからBIKEはトランジットエリア、
BIKEからGOLFはクラブハウス内ロッカー)にて、次の競技の着替えおよび⽤用具の準備を⾏行行ってください。

タイムレースとなるのは、RUNスタートからRUNゴールまでの時間 + BIKEスタートからBIKEゴールまでの時間 となり、
RUNとBIKE間のトランジットタイムはポイントに加算しません。
BIKE→GOLFへ移⾏行行する際にGOLFスタート時間とOUT or INスタート（BIKEゴール後に選⼿手へ⽤用紙にて告知）時間の５分前に指定のティイン
グエリアにて待機してください。BIKE→GOLFに要したトランジットタイムはポイント換算しません。
トランジット内での過度な休息及び指定スタート時間に遅れた場合は、競技委員の判断によりペナルティーの対象となる場合があります。

■  カテゴリ
カテゴリーは以下3クラス
鉄⼈人の部　　　　　（RUN：18H、BIKE：36H、GOLF：18H）＜男⼦子・⼥女女⼦子＞
チャレンジの部　　（RUN：  9H、BIKE：18H、GOLF：18H） ＜男⼦子・⼥女女⼦子＞
リレーの部　　　　（RUN：18H、BIKE：36H、GOLF：18H）＜男⼦子・⼥女女⼦子・混合＞

■  競技⽅方法
各競技は選⼿手の成績をポイントに換算して算出し、３つの競技の獲得ポイントを合算してポイントの少ない順に順位を決定します。

■　ポイントの計算⽅方法
RUN　：１秒を１ポイントとして計算
BIKE   ：１秒を１ポイントとして計算　
GOLF  ：鉄⼈人の部・リレーの部は１ストロークを40ポイント、チャレンジの部は１ストロークを20ポイントで計算
            
　　　例例）

■　表彰
チャレンジの部　　上位1位～3位の男⼦子及び⼥女女⼦子、 及び60歳以上の完⾛走者１位
チャレンジの部　　RUN1位、BIKE１位、GOLF1位
鉄⼈人の部　　　　　上位1位～3位の男⼦子及び⼥女女⼦子、及び60歳以上の完⾛走者１位
鉄⼈人の部　　　　　RUN1位、BIKE１位、GOLF1位
リレーの部　　　　上位1位～3位のチーム　
　
　
■  競技内容
□　RUN
全カテゴリー共通に、ゴルフ場のアウトコース/1H〜9H/カート道路路を周回します。チャレンジの部は1周回/9H/約4.4㎞、鉄⼈人の部・リレーの部
は２周回/18H/約8.8㎞です。参加選⼿手全員はスタート前までに、必ず計測⽤用のチップを⾜足⾸首に装着してください。(14⽇日朝受付で配布）
※正しい装着をしていない場合は、計測ができずリザルトが出ない場合があります。
スタートはカテゴリー別の⼀一⻫斉スタート⽅方式を採⽤用し、スタート地点とゴール地点にはゲートを設け、各選⼿手の競技時間を個別に⾃自動測定しま
す。⾃自動計測による周回チェックを⾏行行わないため、必ず既定の周回を⾏行行ってください。競技委員が周回数を競技中に教えることはありません。
競技終了了後、規程周回数を終えていないことが発覚した場合は、競技失格となります。

鉄⼈人の部 RUN 40分（2400P） BIKE 45分（2700P） GOLF 105（4200P） 合計（9300P）

鉄⼈人の部 RUN 60分（3600P） BIKE 55分（3300P） GOL 80    （1600P） 合計（10100P）

チャレンジの部 RUN 20分（1200P） BIKE 20分（1200P） GOLF 105（2100P） 合計（4500P）

チャレンジの部 RUN 30分（1800P） BIKE 30分（1800P） GOL 80（1600P） 合計（5200P）
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競技の説明・流れ・ポイント⽅方式について -2

BIKEラックとGOLFバッグの設置
受付が済んだ⽅方からBIKEラック（１台にBIKE３台分）に

ゼッケン番号と⼀一致するラック（各ラックにゼッケン番号がわかるように番号が明記されています）に
使⽤用するバイクを掛け、その前⽅方にキャディバッグを置きます。
その後、RUNスタートの準備となります。RUN終了了後、

BIKEまたはGOLFBAGを取り出したりもとに戻したりします。
BIKEラックの設置場所（トランジットエリア）はマスター室前になります。

（写真はあくまでもイメージになります。）

BIKEラック

□　RUNからBIKEへのトランジット
※スタート/ゴール/トランジット付近マップを参照してください。

※RUN終了了後、⾃自分のBIKEが置かれたトランジットエリアに速やかに移動し、ヘルメット（顎紐を必ずしっかり締める）、ゼッケン等、装着確
認後、BIKEを押しながらBIKEスタート地点に移動してください。以下の事に注意してください。
※トランジットエリアの出⼊入りは選⼿手のみです。
※ヘルメットはBIKEラックからBIKEをはずす前に必ず先にヘルメットを被り、顎紐をしっかりと締めてからBIKEを降ろしてください。
※トランジットエリアは狭いです。整理理整頓をお願いします。⼤大きなクーラーBOXやカバンは他の選⼿手の迷惑になりますので、競技⽤用具以外のモ
ノはロッカールームを利利⽤用してください。
※トランジットエリアは乗⾞車車禁⽌止です。
※トランジットエリアを出た後、乗⾞車車可能な位置までは乗⾞車車禁⽌止です。BIKEを⼿手押しで乗⾞車車可能な位置まで押してください。コース全体マップを
参照してください。
※BIKEスタートへ移動する出⼝口、ゴールは⼀一か所です。わからない場合はトランジットエリア付近の競技委員にお尋ねください。
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競技の流れ・ポイント⽅方式について –3

□　BIKE
BIKEコースはゴルフ場のインコース/10H 〜18H/カート道路路を使⽤用します。鉄⼈人の部およびリレーの部は４周回 / 36H / 16㎞、チャレンジの部は
２周回 / 18H / 8㎞です。コース内は⼀一般道路路と異異なり、凹凸、砂や砂利利が多々あり、⾛走⾏行行には⼗十分注意してください。またコース内は複雑な
レイアウトで構成されており、危険個所には注意を促す看板の他、直進、右折、左折、減速等のボード、⽴立哨ボランティアがおりますので、しっ
かり前⽅方を向いて⾛走⾏行行してください。
終の周回が終わった選⼿手は規程地点でBIKEを降り、⾃自転⾞車車を押してトランジットに再び戻ります。BIKE⾛走⾏行行時の注意は後述で詳しく説明し

ますが、BIKEは競技中左側通⾏行行、追い越しは５m（BIKE２台分）⼿手前から「追い越します/右から⾏行行きます」と、声をかけて⾏行行い、追い越した
後は後⽅方を確認し、５m（BIKE２台分）以上、離した後に左に寄ってください。無理理な右側からの追い越しや、急カーブ、下り坂は追い越し禁
⽌止です。⾛走⼒力力の異異なる選⼿手が狭い道幅を並⾛走し、上りのきついところでは渋滞も予想されます。接触や転倒事故などには⼗十分気をつけて⾛走⾏行行し
てください。BIKEでフィニッシュした選⼿手は競技委員からゴルフのスタート時間とスタートホールを記載した⽤用紙をもらいます。またそこで計
測チップを回収します。ゴルフ場クラブハウス内のロッカーで着替え、再びトランジットに戻り、ゴルフバッグを持ってスタート地点に移動し
てください。また、RUN同様に⾃自動計測による周回チェックを⾏行行わないため、必ず既定の周回を⾏行行ってください。競技委員が周回数を競技中に
教えることはありません。競技終了了後、規程周回数を終えていないことが発覚した場合は、競技失格となります。
プレーヤーズミーティングにて周回数をカウントしやすいように⾊色違いの輪輪ゴム３本をお渡しします。ハンドル部分に輪輪ゴムをとめておき、折
り返し地点に輪輪ゴム⽤用の回収BOXを設置しますので、周回毎に輪輪ゴムをひとつ外して回収BOXに投げ⼊入れてください。輪輪ゴムがなくなれば周回
完了了となります。これはあくまでも周回数を把握しやすいようにご⽤用意しますので、必要性を感じる⽅方が⾃自⼰己判断で利利⽤用してください。あくま
でも⾃自⼰己責任の上で活⽤用ください。

□　GOLF
全てのカテゴリにおいて、ゴルフは18Hストロークプレイ/スクラッチ競技となります。BIKEゴール後、タイムレースによる時間計測は終了了。ト
ランジットにBIKEを置き、クラブハウスに向かう専⽤用出⼝口からゴルフの準備に向かってください。その際、トランジット内の荷物を出すことは
できません。トランジットを出る際、係員よりゴルフのスタート時間とOUTスタートまたはINスタートを記した⽤用紙を配布します。ティータイ
ムに遅刻しないよう準備を終えて、指定のティイングエリアに５分前に集まってください。スタート前に、GOLFの競技委員より競技説明およ
びスコアーカード/ピンポジションシートの配布を⾏行行いますので必ず時間厳守で集合してください。GOLFは４⼈人１組によるOUTコース、または
INコースからのプレーとなります。マーカー制を採⽤用し専⽤用のスコアカードに記⼊入して、ゴルフプレー後、マーカーのアテスト（承認確認）を
済ませてから競技委員にスコアカードを提出します。競技委員が直ちにスコアの確認をしてOKがでたら競技終了了となります。競技の規則につい
てはゴルフトライアスロン協会が策定したローカルルールで⾏行行います。バックは⾃自分で担ぐか持参した⼿手引きカートまたはレンタル予約した⼿手
引きカートを使⽤用してください。プレーはスルーとなります。⻑⾧長時間の運動を⾏行行いますので、各⾃自補給⻝⾷食等を準備しておくことをお勧めしま
す。
スタート時間の５分前に指定のティイングエリア付近のテント前に集合です。

各カテゴリー別のティイングエリア

全競技スキップ⽅方式の採⽤用
各競技はかなりハードです。疲労や体調不不良そして怪我などで競技を続⾏行行することに時間がかかることが予想されます。競技を継続する意思が
ある場合、現場近くにいる競技委員に＜スキップします＞と告げてください。競技委員は意思を確認した上で、次の競技のスタート地点に選⼿手
を運びます。医療担当者が競技の継続可能と認めた場合はペナルティポイントを付加して、次の競技に参加してもらいます。また、⼀一定の時間
以内に競技が終了了できない恐れがある選⼿手には競技委員が＜強制スキップ＞を宣告することがあります。
スキップを宣⾔言した選⼿手は、正式な記録とはなりませので、表彰の対象外となります。

 
補給及び⻝⾷食事について
競技は⻑⾧長時間に渡ります。RUN競技中のエイドステーションは２か所ありますが、BIKE競技中は1か所のみです。BIKE竸技中はBIKE専⽤用ボト
ルを１本以上の準備をお願いします。 エイドステーションはスポーツドリンク・飲料料⽔水のみです。
 
備考
・気象警報（暴暴⾵風・⼤大⾬雨）が発令された場合には、競技内容を短く変更更することがあります。その場合は⼤大会本部にてアナウンスします。
・⼤大会の順延等、天候や予期せぬ出来事により競技が成⽴立できない場合は予備⽇日を設けて⼤大会を順延します。
・⼤大会の中⽌止等、天災など⼤大きな災害が⼤大会直前、⼤大会当⽇日に発⽣生した場合、⼤大会を中⽌止します。この場合は参加費はお返しできない旨
　ご了了承ください。
・前⽇日開催されるプレイヤーズ・ミーティングは参加必須です。
・競技説明およびコースの説明を参加者全員が理理解の上競技に参加してください。
・10⽉月13⽇日の受付時に、ゼッケンをお渡しします。ラン競技ではウェアの前部につけ、BIKE競技では腰の後部につけ、ゴルフ競技ではキャディ
　バッグにつけてください。ゼッケンベルトをお持ちの⽅方はゼッケン１枚でRUN・BIKE併⽤用し、GOLF時に１枚利利⽤用して１枚余らせて利利⽤用して
　も結構です。また、RUNとBIKEのウェアーを着替えない⽅方は予めゼッケンを２枚、前部と後部につけてRUN競技を⾏行行ってもOKです。
・⼤大会前⽇日、当⽇日ともに応援の⽅方のギャラリー開放を⾏行行います。受付にてギャラリー観戦に関する注意事項書・同意書の⽤用紙に記⼊入の上
　ギャラリー通⾏行行証を受け取り、必ず⾸首から下げてご観戦ください。
・国内旅⾏行行障害保険に加⼊入しています。競技中の事故、病気などで⽣生じる経費は保険でカバーいたします。ただし、お⽀支払いする⾦金金額は
　保険契約内となりますのでご了了承ください。保険内容：死亡後遺障害990万円・⼊入院保険⾦金金⽇日額3,000円・通院保険⾦金金⽇日額1,500円・賠償責任
　保険3,000万円・救援者費⽤用等保険200万円
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競技概要-1　RUN Part

1. 計測⽤用チップの着⽤用
当⽇日の受付時に計測⽤用チップをお渡しします。⾜足⾸首に装着して競技に参加してください。スタート地点、ゴール地点にセン

サーを設置していますので、ここを通過した時点でスタートまたはゴールとなります。

2. スタート
RUNのスタートはカテゴリーごとの⼀一⻫斉スタートです。
RUN専⽤用ゲートを使⽤用します。
コースはOUTコース（1Hから9H）のみを⾛走⾏行行します。
鉄⼈人の部、リレーの部は２周 / 18H / 約8.8Km、チャレンジの部は１周 / 9H / 約4.4kmです。

3. スキップ制の採⽤用
２つの選択⽅方法があります。
１つ⽬目は競技をする前に競技委員に〈RUN競技をスキップします〉と宣⾔言してください。次の競技に進めます。
２つ⽬目は競技途中で疲労や体調の状態が悪く、続⾏行行が難しいか技術レベル的なことで⼤大きく遅れが懸念される場合は競技委
員に対して〈スキップします〉と宣⾔言してピックアップしてもらいます。
次の競技のスタート地点に選⼿手を運びます。医療担当者が競技の継続可能と認めた場合はペナルティポイントを付加して、
次の競技に参加してもらいます。
本⼈人の宣⾔言の他に規定時間内の⾛走⾏行行が不不可能と競技委員が判断した場合は〈強制スキップ〉宣⾔言を出す場合もあります
スキップを宣⾔言した選⼿手は、正式な記録とはなりませので、表彰の対象外となります。

4. フィニッシュ
フィニッシュはゲートをくぐった時点で⾃自動的に計測されます。
⾛走り終えた選⼿手はトランジットにすみやかに移動し、⾃自分のBIKEをラックから取り出し、競技委員にゼッケンとBIKEが⼀一致
していることを確認してもらった上でBIKEのスタート地点に移動してください。

5. ゼッケン
ゼッケンは胴体の前⾯面につけてください。RUNとBIKE競技を同じウェアーで競技する⽅方は予めゼッケンを前部と後部につけ
てRUN競技に参加してもOKです。

6.⽔水分補給
⽔水分補給ができる場所をコース上で２箇所準備します。１つはスタート地点付近もう１つは＃５ホール売店の前に設置しま
す。早め、早めの⽔水分補給をお願いします。
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競技概要-2　BIKE Part-1

1. ⾃自転⾞車車検査証の提出およびBIKEメカニックについて
BIKEの保守点検が競技に合致しているかのために⾃自転⾞車車検査証をプレイヤーズミーティングの前に運営担当者にお渡しくだ
さい。また13⽇日・14⽇日にメカニックに来てもらいますので、ご利利⽤用ください。

2. ヘルメットの着⽤用
ヘルメットの着⽤用を義務付けします。ヘルメットのない選⼿手は出⾛走できません。あらかじめご⽤用意ください。

レンタルの⾃自転⾞車車を利利⽤用する⽅方もヘルメットのレンタルはありませんので持参してください。
BIKE竸技に⼊入る前に、ヘルメットはBIKEスタンドからBIKEをはずす前に必ず先にヘルメットを被り、顎紐をしっかりと締
めてからBIKEをはずしてください。またBIKE竸技が終了了し、⾃自分の番号札のある決められたトランジットエリアの位置にあ
るラックにBIKEを先にかけてから、その後ヘルメットをはずしてください。

3. 道路路標示
コースには安全⾛走⾏行行を ⼤大考慮してニュートラルゾーン〈ペダルを漕がないエリア〉（⻩黄⾊色ラインで表示）、追い越し禁⽌止
エリア（⾚赤⾊色いラインで表示）、減速エリア（⽩白いラインで表示）を設けます。これらのエリアには審判がおります。違反
者はペナルティーの対象となる場合があります。　

4. 歩く時
競技中、万⼀一上り坂や疲労で⾃自転⾞車車を降りて歩く場合は、⾛走路路を空けるために選⼿手は芝⽣生の上またはコースを外れたところ

を歩いてバイクを牽いてください。

5. 追い越し
追い越しをする時は必ず、５m（BIKE２台分）⼿手前から「追い越します/右から⾏行行きます」と、声をかけて右側から追い越し
てください。追い越した後は後⽅方を確認し、５m（BIKE２台分）以上離した後に左に寄ってください。
また抜かれた選⼿手は、前の選⼿手につくことなく⼀一旦、５m（BIKE２台分）の距離を前の選⼿手と確保してください。
無理理な右側からの追い越しや、急カーブ、下り坂は追い越し禁⽌止です。
⾛走⼒力力の異異なる選⼿手が狭い道幅を並⾛走し、上りのきついところでは渋滞も予想されます。
接触や転倒事故などには⼗十分気をつけて⾛走⾏行行してください。

6. ⾃自転⾞車車専⽤用ボトルの使⽤用
飲料料⽔水を⼊入れるボトルは⾃自転⾞車車専⽤用のものを使⽤用してください。ペットボトルや⽔水筒の類類は競技中に落とす可能性が⾼高く、

後続⾞車車に危険があります。BIKE⽤用のエイドステーションは⼀一ヶ所のみですので、飲料料⽔水をご⾃自身で必ず⽤用意してください。

7. 選⼿手間の間隔
前⽅方の選⼿手との間隔は５m（BIKE２台分）以上を保って競技をしてください。急な上り坂で、前の選⼿手が⼤大きく減速すると
接触する可能性が⾼高くなり危険です。

8. スキップ制の採⽤用
２つの選択⽅方法があります。１つ⽬目は競技をする前に競技委員に〈BIKE競技をスキップします〉と宣⾔言をして次の競技に進
めます。
２つ⽬目は、途中で疲労や体調の状態が悪く続⾏行行が難しいか、技術レベル的なことで⼤大きく遅れが懸念される場合は競技委員
に対して〈スキップします〉と宣⾔言してピックアップしてもらいます。
本⼈人の宣⾔言の他に規定時間内の⾛走⾏行行が不不可能と競技委員が判断した場合は〈強制スキップ〉宣⾔言を出す場合もあります。
スキップを宣⾔言した選⼿手は、正式な記録とはなりませので、表彰の対象外となります。

9.ゼッケン
BIKE競技中はBIKEに２枚（左右）・これはBIKEラックの番号と照合するものでもあります。
別途ヘルメット⽤用ゼッケン１枚をヘルメットの正⾯面にウェアー⽤用のゼッケン１枚を腰の後部に装着してください。
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競技概要-2　BIKE Part-2

10. 折り返し
BIKEはインコースの周回となります。周回地点は狭く急ハンドルを切る必要があります。
渋滞やバイクを降りる選⼿手も予想されますので⼗十分注意して周回をしてください。

11.周回数を把握するための輪輪ゴムの⽤用意
RUN同様に⾃自動計測による周回チェックを⾏行行わないため、必ず既定の周回を⾏行行ってください。競技委員が周回数を競技中に教えることは
ありません。競技終了了後、規程周回数を終えていないことが発覚した場合は、競技失格となります。
プレーヤーズミーティングにて周回数をカウントしやすいように⾊色違いの輪輪ゴム３本をお渡しします。ハンドル部分に輪輪ゴムをとめてお
き、折り返し地点に輪輪ゴム⽤用の回収BOXを設置しますので、周回毎に輪輪ゴムをひとつ外して回収BOXに投げ⼊入れてください。輪輪ゴムがな
くなれば周回完了了となります。これはあくまでも周回数を把握しやすいようにご⽤用意しますので、必要性を感じる⽅方が⾃自⼰己判断で利利⽤用し
てください。あくまでも⾃自⼰己責任の上で活⽤用ください。

12. フィニッシュ
周回ポイントを過ぎてBIKEを降りてフィニッシュゲートまで⼿手押しで進みゴールします。
BIKE競技をフィニッシュした選⼿手は、⾃自分の番号札のある決められたトランジットエリアの位置にBIKEをかけた後にヘル
メットをはずしてください。
その後クラブハウスのロッカールームに⾏行行ってGOLFの準備を⾏行行います。BIKEフィニッシュ時点で競技委員からゴルフのス
タート時間とスタートホール（OUT or IN）の⽤用紙を渡します。トランジットタイムはおよそ15分です。決められたスター
ト時刻の５分前には指定のティイングエリア付近のテント前に集合してください。
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競技概要-3　GOLF Part 1

1.ノータッチプレイ、完全ホールアウト

2. OB球の処理理
１打⽬目のOB（⽩白杭の表示されているエリア）は全て特設ティ〈フェアウェイに設定してある⻩黄⾊色の杭〉から第４打⽬目として
プレイします。２打⽬目以後のOBは境界線を越えた地点から２クラブレングス以内にドロップしてプレイします。
スコアは２打をプラスしてください。
ラテラルウォーターハザード（⾚赤杭または川や池がなくとも⾚赤杭で表示されているエリア）を１打⽬目で超えた場合には、
フェアウェイに設置された特設ティ（⾚赤杭）から第３打⽬目としてプレイしてください。
２打⽬目、３打⽬目で⾚赤杭を超えた場合は、⼊入った地点からピンに近づかない２クラブレングス以内にドロップしてプレイをし
てください。スコアは１打をプラスしてください。

3. ショットの順番
ショットは遠い⼈人からではなく、準備ができた⼈人から打ってください。

4. マーカー制の採⽤用
専⽤用スコアカードを使⽤用します。スコアはマークするプレイヤーのみ記⼊入し、プレイ終了了後署名してマークした⼈人に渡しま
す。⾃自分のつけたスコアと照合し合っていれば署名して競技委員に提出します。
※スコアーカードの記⼊入⽅方法はプレーヤーズミーティングでご案内します。

5. ティイングエイリア
カテゴリー別に次の⾊色のところからティショットをする。
鉄⼈人の部 / チャレンジの部 / リレーの部（男⼦子）：ブラック
鉄⼈人の部 / チャレンジの部 / リレーの部（⼥女女⼦子）：ホワイト

6.スキップ制の採⽤用
１８ホールのプレイ時間を４時間３０分が基本となります。ひとホール当たりの平均所要時間は１５分です。これより遅く
なることが予測される場合はスキップしてください。

ホールのスキップ：⼀一つのホールでボールを探す時間がかかり、⼤大叩きをしてプレイ時間が遅くなりそうな場合、ホールの
スキップを宣告する。この場合のスコア計算はそのホールのパーの２倍のスコアを書き込んでください。

ゴルフ競技のスキップ：疲労や体調の状態が悪く１８ホールをプレイできない場合は途中で〈GOLF競技をスキップしま
す〉と宣⾔言をしてください。近くにいる競技委員がクラブハウスまで運びます。

この場合のスコア計算は終了了していないホールのパーの合計の２倍をすでにストロークしたスコアに加算してマーカーに確
認後提出してください。スキップを宣⾔言した選⼿手は、正式な記録とはなりませので、表彰の対象外となります。

7. ボールの処理理⽅方法
通常にショットを打つことが困難と思われる場合はマーカーと協議の上、フェアと思われる処置をしてください。（動かせ
ない障害物やカジュアルウォーターハザードなどの処理理）※詳細はプレーヤーズミーティングでご案内します。

8. バンカーでの特別処理理
バンカー内にボールが⼊入って脱出が難しいと判断した場合、ボールをバンカーからピックアップして、2打を付け加えバン
カーの外で、ホールに近づかない場所にドロップしてプレイします。

9.２つのボールでの処置
ボールの処理理の⽅方法がわからない場合はマーカーと競技の上、２ボール⽅方式（２つのやり⽅方）でプレイし、競技終了了後にど
ちらの処置が正しいのか競技委員の裁定を仰いでください。※詳細はプレーヤーズミーティングでご案内します。
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競技概要-3　GOLF Part 2

10. ゴルフ専⽤用のシューズの使⽤用
プレイはゴルフ⽤用のシューズを着⽤用してください。また、次のプレイヤーのために⽬目⼟土、ピッチマークの補修はできるだけ履履⾏行行
してください。

11.ゼッケン
キャディーバッグにつけて、競技委員が⾒見見てすぐ分かる場所に装着してください。

12.スコアカード
スコアカードは以下のモノを使⽤用します。記⼊入⽅方法は13⽇日のプレーヤーズミーティングにてご案内します。

13.計測器器の使⽤用
レーザー計測器器、ナビ計測器器を利利⽤用できます。

14.その他ルールの追加・変更更がある場合は競技委員から事前に案内します。

GOLF競技使⽤用スコアカード
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競技概要-4　リレーの部に関して

1. 競技の流れ、ポイント⽅方式 
鉄⼈人の部と同様のルールになります。 

2. 選⼿手のゼッケンについて 
リレーの部のゼッケンは３桁の番号の後ろにそれぞれ１番から３番の番号を記載しています。

　１番＝RUN ２番＝BIKE ３番＝GOLFという順番で間違いのないようにそれぞれの競技担当者が装着し競技を⾏行行って
　ください。

3. ⾃自分の競技のスタートタイミングについて 
RUN競技者がゴールフィニッシュし、RUN競技者がトランジットエリアに移動し、チームゼッケン番号のBIKEラックま
で戻ったら、BIKE担当者はRUN競技者とハイタッチをし、⾃自分のBIKEを持ってBIKEスタート地点に進んでください。 
BIKE競技者がゴールフィニッシュし、BIKE競技者がトランジットエリアに移動し、チームゼッケン番号のBIKEラックま
で戻ったら、GOLF担当者はBIKE競技者からゴルフスタート時間とコース（OUT or IN）の指示された⽤用紙を受け取り、
ハイタッチをしてから決められたスタート時間の５分前には指定のティングエリアのテント前に進んでください。競技委
員から召集のアナウンスはしませんのでご注意ください。⾃自分の前の担当者の競技が終了了する前に⾃自分の競技をスタート
した場合は失格となりますので、ご注意ください。
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競技概要-5　ゼッケンについて

カテゴリー毎にカラー別になっています。 
選⼿手が身体に装着するゼッケンです。１⼈人に３枚配布します。 

ゼッケンベルトをお持ちの⽅方は３枚のうち１枚で、RUN・BIKEに併⽤用して、GOLFに１枚使⽤用し、１枚余らせてもOKで
す。

３桁の数字の後の番号−１＝RUN 
３桁の数字の後の番号−２＝BIKE 
３桁の数字の後の番号−３＝GOLF

上記ゼッケンの他にバイクに装着するゼッケン２枚とヘルメットに装着するゼッケン１枚を使⽤用します。
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競技概要-6　参加誓約書について

TSI グルーブ アンド スポーツ カップ 2019 GOLF TRIATHLON in 三重  
参加誓約書 

日本ゴルフトライアスロン協会(以下“主催者”)が主催するTSI グルーブ アンド スポーツ カップ 2019 GOLF TRIATHLON in 三重(以下
“大会”)への参加をするにあたり、私(及び私が未成年の場合はその親権者等の保護者)は、私自身、私の個人的な代理人、譲受人、相続
人、 及び近親者を代表して以下の事項を誓約いたします。  
 
私は、ゴルフトライアスロン大会の本質を理解し、私が健康で、そのような大会に参加するのに適した身体状態にあり、その資格があ
ることを承認します。また、私の親族は、本誓約書のことを理解し、私の大会参加に同意しています。  
 
私は、主催者が設けた全ての大会概要および競技ルール、既約を理解し、順守することを誓います。 
 
私は、主催者による規則、指示を遵守し状況が安全でないと思われた時点で主催者が直ちに大会への参加を中止することに同意しま
す。 

私は、バイクおよびランニングコースとして設定がされるゴルフ場施設内におけるカート専用道路について、大会期間中はもとより大
会期間中以外の期間についても、注意事項、あるいは奨励事項を主催者が設定したときには、これを遵守することを誓います。 
 
私は、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)2条2号」に掲げる者に該当していません。  

私は、以下のことを十分に理解しています。 
(1) 大会は、ゴルフ場内で行われ、病気、負傷及びこれらに基づく後遺障害、さらには死亡等の危険(以下“リスク”)が伴うこと  

(2) これらのリスクが、私自身または大会に参加する第三者の作為または不作為、大会が行われる状況、あるいは主催者、ボランティ
ア、スポンサー等、大会開催にかかわる全ての者の作為または不作為によって起こることがあること  
 
(3) 大会はゴルフ場の施設に特設されたコースで行われるため、競技専用コースとは異なる状況が起こり得ること 
 
(4) 大会開催中、事故に遭遇し傷病が生じた場合であっても、直ちに救護できないことがあること 
 
大会開催中に競技が原因で傷病もしくは傷病による後遺症が発生した場合、または死亡した場合の補償は、主催者の重大な過失がある
場合を除き、主催者が契約している保険の範囲内であることを承知しています。  

私や私の親族とその他の関係者は、当誓約書に記載されたリスク、その他、私や私の家族、その他の関係者に発生した一切の損害は、
その理由や原因を問わず、主催者ボランティア、スポンサー等、大会に関わる全ての者に対して、損害賠償、その他一切の責任を免除
します。訴訟や法的手続を取りません。 

私は、天災や気象状況の悪化など不可抗力による大会中止や変更があった場合には、主催者に対し大会参加のための参加費等の払戻し
請求及びその他支出した費用の請求はしません。また、大会延期などの場合は別途示される規定に従います。 

私は、大会開催中、私の個人所有物、競技用具等について、一切の責任を持ち、大会期間中の競技用具類の紛失・盗難または損傷に対
し主催者が掛けている保険の範囲内の適用を受けることに同意し主催者に補償を求めません。  

私は、大会中に私が病気や怪我をした際には、一般に適切と判断される医療を受けることに同意いたします。 
また、私が受けた医療行為にかかった費用を保険適用外の部分については負担することに同意します。 
 
【肖像権などの広報使用と商業的利用】 
私は、私の肖像(大会で撮影された写真、動画など)を、大会に関連する広報物全般および報道・情報メディア(スポンサーのウェブサイ
トを含む)などにおいて無償で使用され公開されることに同意し、これらに付随して主催者が管轄する制作および印刷物・ビデオ・情
報メディアなどによる商業的利用を承諾致します。 

私は、主催者が管轄する企画・運営に必要な範囲において、私の個人情報を提供することに同意します。 

参加者が未成年者の場合 
未成年者の親権者または法的な保護者である私は、上記の各条項を確認及び承認するとともに、ゴルフトライアスロン大会の本質、及
びこの未成年者経験と能力を理解し、この未成年者がそのようなイベントに参加する資格を有することを承認します。 

2019年(令和元年)10月13日　　　　　　　参加者自書署名 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　親権者自書署名(参加者が未成年の場合)

※プレーヤーズミーティングにてご署名をお願いいたします。
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ギャラリー向けの同意書

◇  ギャラリーの皆さまの観戦エリアは、1番・10番ティーグランド周りおよび9番・18番グリーン周りを可とします
が、以下の内容をご留留意の上、ご署名をお願いいたします。 

▪ギャラリー通⾏行行証をお渡しします。必ず⾸首から下げてご観戦ください。 
▪ギャラリー観戦はプレーの妨げにならないように注意してください。 
▪いかなる場合でも⾶飛んできたボールには触れないでください。 
▪観戦時の怪我については、それ以上の補償はできません。当開催コースまたは⼤大会実⾏行行組織側に対しての賠償責
任・損害補償責務は負いかねますので、予めご了了承ください。 
▪トランジット内の出⼊入りは禁⽌止です。 

▪持ち込みの⻝⾷食事はご遠慮ください。レストランでの飲⻝⾷食・⻝⾷食事のご利利⽤用ができます。各⾃自でご精算ください。 

▪ロッカールーム、お⾵風呂呂のご利利⽤用はできませんので予めご了了承ください。 

▪ 13⽇日のプレーヤーズミーティング後の⻝⾷食事会、14⽇日表彰式でのBurger Partyにご参加いただけます。 
　レストラン⼊入り⼝口で⻝⾷食事券をご購⼊入ください。 

▪ 13⽇日　プレーヤーズミーティング後の⻝⾷食事　ビュッフェ＋ドリンク＠2,750円（税込）レストラン⼊入り⼝口で⻝⾷食事券を 
　　　　　お求めください。 

▪ 14⽇日　表彰式＆Burger Party  松坂⽜牛特別ハンバーガープレート＋ドリンク）＠2,800円（税込）レストラン⼊入り⼝口
で 
　　　　　⻝⾷食事券をお求めください。

2019年年10⽉月13⽇日　　　　　　　　　2019年年10⽉月14⽇日 

お名前（フルネーム）： 

ご連絡先（携帯番号）： 

他同伴者　　　　名　 

選⼿手名：　　　　　　　　　　　　

ギャラリー観戦に関する注意事項書・同意書

※ 観戦⽇日にレ点を⼊入れてください。

※こちらは当⽇日、ギャラリー受付にてご記⼊入頂きます
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⼤大会OFFCIAL SPONSOR


