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1はじめに

STRIDERとは・・・？

アメリカ発のペダルのない二輪車「STRIDER（ストライダー）」。

足で地面をけって進む、幼児向けのランニングバイクとして、

2009年に日本での発売を開始。

赤ちゃんが歩けるようになるのと同じで誰でも直感的に

操作でき、自然とバランス感覚を向上する乗物として

支持を獲得しています。

STRIDERは世界25ヶ国、200万人以上の子どもたちに

愛されているただひとつのランニングバイクです。



2はじめに

ストライダーカップはストライダーを使用した世界最年少レース。

2010年に世界で初めて日本で開催されて以来、2018年まで毎年開催されています。

現在は世界各国で行われており、年に一度ワールドカップも開催されるようになりました。

北は北海道、南は沖縄まで、全国各地のストライダーキッズが一同に集まり、

家族みんなで楽しめるお祭りイベントです。

STRIDER CUP とは・・・？

これまでの開催履歴＞＞＞

2015年
4月：第1戦 埼玉秩父ラウンド（埼玉県秩父市滝沢・BMXコース）、6月：第2戦 大阪ラウンド（大阪市住之江区・南港ATC ピロティ広場）、
10月：第3戦 軽井沢ラウンド（群馬県北軽井沢・スウィートグラス）、11月：第4戦 お台場青海ラウンド（お台場・センタープロムナード公園）

2014年
5月：第1戦 埼玉秩父ラウンド（埼玉県秩父市滝沢・BMXコース）、7月：第2戦 大坂の陣ラウンド（大阪市中央区・大阪城公園 太陽の広場）、
9月：第3戦 軽井沢ラウンド（群馬県北軽井沢・スウィートグラス）、10月：第4戦 お台場青海ラウンド（お台場・センタープロムナード公園）

2012年

3月：第1戦 横浜ラウンド（横浜市・赤レンガ倉庫）、5月：第2戦 埼玉秩父ラウンド（埼玉県秩父市滝沢・BMXコース）、
7月：第3戦 大阪ラウンド（大阪市住之江区・南港ATC ピロティ広場）、8月：第4戦 広島ラウンド（土師ダムBMX TRACK）、
9月：第5戦 東北ラウンド（宮城蔵王えぼしスキー場）、10月：第6戦 名古屋ラウンド（名古屋ガーデンふ頭）、
11月：第7戦 九州ラウンド（かしいかえんシルバニアガーデン）、12月：第8戦 ファイナルラウンド（横浜市・パシフィコ横浜）

2011年
3月：第1戦 東京豊洲ラウンド（がすてなーにガスの科学館 芝生広場）、5月：第2戦 新潟ラウンド（新潟県上越市金谷山BMXトラック）、
7月：第3戦 群馬みなかみラウンド（オートキャンパーズエリアならまた）、10月：埼玉秩父ラウンド（埼玉県秩父市滝沢・BMXコース）
10月：第5戦 広島ラウンド （土師ダムのどごえ公園）

2013年
5月：第1戦 埼玉秩父ラウンド（埼玉県秩父市滝沢・BMXコース）、7月：第2戦 神戸ラウンド（神戸市・サンシャインワーフ）、
9月：第3戦 軽井沢ラウンド（群馬県北軽井沢・スウィートグラス）、11月：第4戦 お台場青海ラウンド（お台場・センタープロムナード公園）

2010年
5月：モンベル トライ＆キャリー（石川県千里浜）、7月：AQUA CITY ODAIBA（東京）、
9月：スペシャルラウンド in JOSF and JBMXF （TBS横浜緑山スタジオシティ）、10月：ファイナルラウンド in ひたち海浜公園（茨城）

2017年 6月：大阪ラウンド（万博記念公園 お祭り広場）、11月：東京ラウンド（お台場・センタープロムナード公園）

2016年 6月：大阪ラウンド（万博記念公園 お祭り広場）、11月：ASIAN CHAMPIONSHIP（お台場・センタープロムナード公園）

2018年 6月：大阪ラウンド（万博記念公園 お祭り広場）、11月：東京ラウンド（お台場・センタープロムナード公園）

2019年 6月：大阪ラウンド（万博記念公園 お祭り広場）、10月：東京ラウンド（お台場・センタープロムナード公園） ※台風により中止



3はじめに

STRIDER World Championship とは・・・？

2011年より、アメリカで1年に1回開催されているStrider Cup World Championship

“通称：ストライダーワールドカップ”。

今年も世界11か国のストライダーを楽しむキッズたちが集結するビックイベントです！

また、2才から出場できる世界大会として、注目度も高く、毎年日本からも、

世界チャンピオンを目指す有数のストライダーキッズが参加し表彰台に上がっています。

2020年、日本（大阪・万博記念公園）での初開催が決定いたしました！

2019年開催実績＞＞＞

開催日：2019年10月5日（土）
会場： アメリカ ノースカロライナ州

シャーロット

Team Japanのリザルト

[2才クラス]
優勝 Rinnosuke Tano

[3才クラス]
優勝 Maki Koda
2位 Raiku Kaji
3位 Haruto Kuroda

[4才クラス]
2位 Keita Suzuki
3位 Ichinoshin Tano

[14xクラス]
3位 Ichinoshin Tano



42020 STRIDER CUP WORLDCHAMPIONSHIP 開催概要

2020 STRIDER CUP WORLDCHAMPIONSHIP 

日 程

時 間

会 場

レ ー ス 参 加 者

主 催

協 賛

協 力

後 援

参 加 費

参 加 資 格

参 加 人 数

公 式 H P

備 考

2020年5月23日（土）～24日（日） ※設営日：22日（金）、撤去日；24日（日）本番後

9:３0～17:00 ※予定

万博記念公園 お祭り広場

住所：大阪府吹田市千里万博公園1-1

5/23（土） ２才クラス、４才クラス

5/24（日） ３才クラス、14xクラス （4～6才オープン）

ストライダーカップ実行委員会

・・・ストライダージャパン（株式会社Ampus）、日本キッズバイク安全普及推進協会（JKSA）、他

未定

アースサラテクト／AVENUE mandarine／ ISBJORN ／学研プラス／ GoPro

STANCE ／ DADDYLAB ／ Chavez Tokyo ／ CHUMS ／ DCSHOES ／ NEW ERA 

HOT WHEELS ／ ムラサキスポーツ ／ リー・ジャパン ／ LOGOS ※予定

大阪観光局

入場無料

※レース参加者のみ事前徴収あり：3,000円(保険料含む）

※別途入園券が必要：大人180円、小人（小中学生）50円

未就学児（2才～5才）とそのご家族

4000人目標（2日間合計）

https://www.strider.jp/cup/

雨天決行、荒天中止

https://www.strider.jp/cup/


5実施体制図

全体運営

株式会社シブヤテレビジョン

レース運営

ABOK株式会社

レースMC

イベント運営

看護師

警備

備品運送

リース品

美術施工

後援

※敬称略

ストライダーカップ実行委員会

ストライダージャパン（株式会社Ampus）
一般社団法人日本キッズバイク安全普及推進協会

大阪観光局

会場手配 夜舞木村

プライマルヴェニュー 井上 近鉄トランステック 泉

ナイチンゲール

協力企業折衝

ダスキンレントオール 青木

実施会場

万博記念公園
マネジメント・パートナーズ

海外選手管理

ギャラップ

自治体



6ゾーニングイメージ

・協賛企業ブース

・メインコース
・サブコース（敗者復活用）

・主催者実施コンテンツ

=参加者観戦エリア

ゾーニングはコース設計により
変更になる可能性がございます。



7タイムスケジュール
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金曜日 土曜日 日曜日

9:30～19:00
設営

7:00～9:00
出展社搬入

9:30～10:30
受付 ※会場外受付は8:30〜

10:10～12:50
【2才クラス】レース

・開会式
・予選

・敗者復活戦

12:55～15:00
【4才クラス】レース

・開会式
・予選

・敗者復活戦

表彰式

16:30〜 客出し

17:00～20:00
翌日準備

16:35〜 客出し

17:00～20:00
撤去作業

プラ柵設置〜搬入 スタンバイ

7:00～9:00
出展社搬入

スタンバイ

15:00〜16:00
準決勝・決勝

9:30～10:30
受付 ※会場外受付は8:30〜

10:15～13:00
【3才クラス】レース

・開会式
・予選

・敗者復活戦

13:05～15:00
【5才クラス】レース

・開会式
・予選

・敗者復活戦

表彰式

15:00〜16:00
準決勝・決勝

ゾーニングはコースレース形式により実施時間が変動になる可能性がございます。



8実施コンテンツ

ストライダー教室

対象：2才～5才
プロがBMXライダーがキッズランニングバイクの
利用マナー及び
正しい乗り方など様々な楽しみ方を指導。

自転車教室

対象：3才～6才
もうすぐ自転車に乗れそうな子どもたちを対象に、
プロのBMXライダーからアドバイスを
受けられるコーナー。

キッズバイク交通安全教室

一般社団法人日本キッズバイク安全普及推進協会（JKSA）
によるキッズバイク（ランニングバイク、自転車等）を
正しく遊ぶための安全啓蒙の教室を実施。

今後、変動になる可能性がございます。



9実施コンテンツ

協力企業ブース

企業のちから×こどもちからをテーマに協力企業の出
展ブースを展開。
スケートボードやBMXのワークショップ、保護者向け
のキッズランニングバイクのカスタム講座、
ミニカーの特設コース、お絵かきなど、ご来場のお客
様と交流を持てるようなコーナーを展開予定。

職業体験プログラム

パンの販売やレースクルーと一緒にコース整備を
したり、実際の職業を通じで心の成長を促すプログラム。
・パン屋さん体験（対象；お金を数えられる子）
・オフィシャルレースクルー体験（対象：2才～6才）

チアリーディング体験

元NFLチアリーダーを講師に迎え、
オリジナルのチアダンスをレッスンしたり、
ポンポンを作成するワークショップを行います。

今後、変動になる可能性がございます。



10実施コンテンツ

コーンホールゲーム

コーンの入った袋を投げて的に入れるゲーム。

かけっこ教室

スタートダッシュや早く走るコツを
体育のプロ（講師）が教えるコーナー。

オフィシャルショップ

レースに必要なグローブ、プロテクターなどの販売。
またイベントグッズなども販売します。

今後、変動になる可能性がございます。



11実施コンテンツ

レース受付・車検

レース参加者専用の受付。
レースに必要なゼッケン等をお渡しします。
また車体や服装がレースに適しているかの
車検を行います。

救護

看護師1名が常駐し、
けが人、急病人に対応を行います。
※担架、AEDを設置します。

今後、変動になる可能性がございます。



12過去実績：2019年開催実績

大阪ラウンド

日 程

会 場

参加人数

2019年6月1日（土）・2(日)

万博記念公園内「お祭り広場」

3,228名

東京ラウンド

日 程

会 場

後 援

2019年10月4日(土)・5日(日)

都立シンボルプロムナード公園内

「セントラル広場」

一般社団法人

東京都臨海副都心まちづくり協議会
レース参加者 来場者数 ※レース参加者数含む

2日間合計：3,228名
台風により中止



13過去実績：2019年開催実績



14過去実績：2019年開催実績


