
日本のゴルフを面白くする！

⼀般社団法⼈ゴルフトライアスロン協会



ゴルフトライアスロンとは
どのような競技なのか

︖



ゴルフトライアスロン
ゴルフトライアスロンはゴルフを主体としてランニングおよび⾃転⾞の

３つの競技を組み合わせた⽇本発、世界初の新しい競技です。

ゴルフをよりスポーツとして特化する意味で
世界中で⼈気の⾼いランニングと⾃転⾞競技を組み合わせ、

純粋にアスリートのゲームとして作りました。

3種類の競技を１⽇で⾏うことは、⾃⾝の可能性に挑戦し、
完⾛した時の達成感は、アスリートとして世界共通のものです。

⽇本発 / 世界初の競技



GOLF
第１競技

18H

RUN
第３競技
18H/9H

BIKE
第２競技

36H/18H

ゴルフに⾃転⾞とランニングを加えた新しいスポーツ

全ての競技をゴルフ場で⾏います

2つのカテゴリー
A-Class(Full size) : Total 72H
B-Class(Half size): Total 45H



15 SECOND

GOLFは第１競技 ショットガン⽅式で１８H全てからの⼀⻫スタート。
プレイはバッグを担ぐか⼿引きカート。

ゴルフのトップのスコアを基準に１ストローク15秒差をもって第２競技のBIKEへ



BIKE
Mountain BIKE

36H/18H

第２競技はBIKE。 使⽤バイクはマウンテンバイク
⾛路は基本的にゴルフ場のカート専⽤道路。コースによってオフロードの設定あり



RUN
18H/9H

第３競技はRUNNING。ゴルフ場のカート道やフェアウェイを疾⾛。
最初にゴールテープを切った選⼿が優勝。順位はフィニッシュした順位で競技終了。





ゴルフトライアスロンの魅⼒
１、３つの競技を完⾛した達成感

２、⾃分の可能性への挑戦

３、ゴルフ場という未知のフィールドで
GOLFはもちろんBIKEとRUNを⾏う開放感

⾊々なスポーツを楽しみ、
⼈⽣を積極的に⽣きている⼈が

参加選⼿の属性です



10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70〜79歳

参加者の年齢は40歳代(36%）が最も多く、
次が50歳代(32%）。この２つの年代で７割
近くを占める。

職業を⾒ても会社員(43%)、経営者・管理職
(27%)、⾃営業(16%)、⾃由業(4%)となり、
３つの競技をプレイできる環境、練習できる
時間と環境がある⼈。

道具を最も使うスポーツであり、競技をする
にもある程度の資⾦が必要。それが賄える年
収がある⼈。

スポーツを通じて⼼⾝ともに健康であり、⾃
分を駆り⽴てて⼈⽣や仕事に積極的に取り組
むタイプの⼈。

参加者の属性



GOLF
37%

Triathlon
25%

Bike
18%

Running
8%

Speed Golf
18%

最も⼒を⼊れているスポーツ

ゴルフをメインにしている選⼿とトライアスロン関連を中⼼に⾏なっている選⼿がほぼ半数ずつというのはこの競技の特性を表している。
ゴルフをメインにしている⼈はゴルフの競技⼒向上やコンディション維持のためにランやバイクを取り⼊れている。
⼀⽅、トライアスロンを中⼼にしている⽅は、仕事などでゴルフをする機会が多く、その環境をうまく利⽤している。
今後の普及活動に対しても⾮常に興味あるグラフでもある。



GOLF

⼤会参加
経験有り
43％

⼤会参加
経験なし
57％

⼤会参加
経験有り
61％

⼤会参加
経験有り
61％

BIKE

RUN

各競技の競技会の参加の有無

各競技の中でゴルフの競技会に参加している⼈
が43％と他の競技の61%に⽐べると少ない。
トライアスロン経験者はむしろ積極的にバイク
レースやランニングレースに参加している。
ゴルフの競技会参加へのハードルがバイクや
ランに⽐べると⾼いからだ。
ゴルフの競技会はもう少し気軽に誰でもが参加
できる⼯夫や仕組みが普及には必要である。
スクラッチ競技としても例えば70台を⽬指す
クラス、80台を⽬指すクラス、90台を⽬指す
クラスに分けるべきでハンディキャップなどで
分ける必要はない。



ゴルフトライアスロン普及の3つの⽬的
１、ゴルフをスポーツとしての確⽴する

ゴルフファーをアスリートに、アスリートをゴルファーに

２、ゴルフ場の潜在的付加価値の掘り起こし
ゴルフ以外のビジネス展開でゴルフ場の活性化を

３、スポーツツーリズムとして開催地域の活性化
普及が進むことで⼀つのスポーツイベントが開催地域の潜在価値を掘り起こす



１、ゴルフをスポーツとしての確⽴
⽇本におけるスポーツゴルフの新しい提案

プレイヤーが⾃分でバッグを担いでプレイすること
＊スポーツとしてのゴルフの原点
＊スポーツとしてのゴルフの⾯⽩さが理解できる
＊スポーツとしてのゴルフは課税対象外

ゴルフの競技⼒を⾼める
＊⽇常のトレーニングにランニング、スポーツサイクルを組み合わせることで、
基礎体⼒がつくだけでなくアスリートとしてバランスの取れた⾝体をとなる

マルチでスポーツをこなすゴルファーは強く、美しく世界で活躍できる
＊スーパースターの存在はゴルフ界を発展させる
＊賞⾦付きの⼤会を開催してプロゴルファーに活躍の場を提供（U-25⼤会の実施）
＊⾼いパフォーマンスを持ったゴルファーの発掘は普及に⼤きな影響を与える



２、ゴルフ場の潜在的付加価値の発掘

ゴルフトライアスロンは競技全てがゴルフ場内で完結

＊ゴルフ場がゴルフ以外の施設として存在することは野外総合施設として
の可能性を内蔵している
＊ゴルフ場は器産業。ゴルフ⼈⼝が減少するこれからはゴルフ場はゴルフ
だけでなく＜ゴルフ＋何か＞でビジネスを考えるべき
＊ゴルフ場の価値が⼤きく変わり収益の改善に⼤きく寄与できる

ゴルフトライアスロンはゴルフ以外の競技をゴルフ場で⾏うことで、
そのゴルフ場が持つ潜在的な価値を発掘することも⽬的

ゴルフ場を利⽤した新しいビジネスの提案



３、スポーツツーリズムとして開催地域の活性化
地域創⽣型のスポーツイベントとして定着させ

町興し効果を引き出すことが⽬的

＊ゴルフトライアスロンは競技時間が⻑いのが特⻑
＊ゴルフ道具、⾃転⾞、ランニング⽤品と⼤きな荷物での移動
→⼤会数が少ないので遠⽅からの参加者も多い（旅が伴う）
→練習ラウンドを含め宿泊を伴う
＊競技には選⼿だけでなく、関係者、応援の⼈たちの参⼊が⾒込まれる
＊地域のスポーツイベントとして⾃治体も積極的に協⼒することは周辺地域を
PRすることにつながり、観光を含めたプラスの経済効果を引き出す

＊国際⼤会開催となればその効果はより⼤きい

選⼿が⾏きたくなるようなその開催地域の魅⼒を
⾃治体や観光協会などと共同で⾏う



ゴルフトライアスロンの持つ
潜在的な可能性



ゴルフトライアスロンは基本的にゴルフがプレイできることが必須です。

⽇本よりむしろゴルフが盛んなエリアで
普及が進む可能性が⾼い。

＊⽶国、ヨーロッパはトライアスロンの普及が進んでいる
＊⽶国、ヨーロッパはゴルフのプレイ環境が⽇本より優れている
＊⽶国、ヨーロッパは⾃転⾞やランニングのプレイ環境がよく⽇常的である
＊⽶国、ヨーロッパはスポーツに対する考え⽅、取り組みが成熟している

世界で普及する可能性が⾼いスポーツ



ゴルフトライアスロンは世界で普及する可能性が⾼い
⽇本から世界へ
世界から⽇本へ

ヨーロッパから

アジアから

中東から

オセアニアから

南アメリカから

アメリカ・カナダから

アフリカから



ゴルフトライアスロン
普及のための

⽬標達成シート

⽬標︓世界選⼿権ができる競技の普及



ゴルフトライアスロン
の成功

＜毎年開催回数が増え
国際⼤会を開催＞

7
海外での普及

＜海外で⼤会を開催＞

１
競技の普及と理解

２
有⼒なスポンサーの

獲得とその継続

３
ゴルフ場の協⼒

４
⼤会運営

＜正確でスムースな＞

５
ゴルフトライアスロン

協会設⽴
＜組織と選⼿登録制で
安定した協会運営＞

６
他の競技団体や

関連団体との関係構築

８
⾃治体やDMO
との関係強化

＜⼤会の協⼒や⽀援＞



１
競技の普及と理解

専⽤ホームページ
の⽴ち上げと活性化
＜英語バージョンも＞

MEDIAとの関係強化
＜あらゆるメディアからの

情報を発信＞

ゴルフトライアスロン
協会としてのPR活動

*Face Book
*Line
*Twitter
*Instagram の活⽤

iSMとの提携
＊エントリーのしやすさ
＊登録メンバーに対する
⼤会案内の配信

Youtubeでの
動画配信

誰でもが参加しやすい
クラスの設定
＜特に⼥性＞

セミナー開催や
DEMOの実施

以下8番まで作成済み



ゴルフトライアスロンがもたらすもの

⾃治体
観光協会

スポーツ団体

ゴルフ場
練習場

スポーツジム

地域の
宿泊関連
飲⾷関連

地域の観光

ゴルフ
トライアスロン

開催地域の活性化



ゴルフ⽤品
クラブ

バッグ・シューズ
アパレル

ゴルフ場
練習場

スポーツジム

⾃転⾞⽤品
MTB

アパレル
修理・調整

ランニング
⽤品

シューズ
アパレル

ゴルフ
トライアスロン

プレイヤー

各市場の活性化

⾞
移動・⽤具の

運搬

ゴルフトライアスロンがもたらすもの



New Golf Style

Golf Triathlon

2023年度の開催予定
6⽉ ３⽇ 2023 ゴルフトライアスロン in 北海道

岩⾒沢パブリック雉ヶ森ゴルフコース

10⽉中旬 2023 伊⾖ハイツゴルフトライアスロン選⼿権
伊⾖ハイツゴルフ倶楽部









info@golftriathlon-Japan.com



企業の成⻑とブランド⼒の構築に
ゴルフトライアスロンを!

⽇本発のゴルフトライアスロン
⼀緒に育てましょう︕
⽇本から世界へ、世界から⽇本へ

⼀般社団法⼈ゴルフトライアスロン協会
info@golftriathlon-japan.com


