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ストライダーエンジョイカップ 2014 JAL 沖縄ステージ 

実施報告書（概要版） 

 

■事業実施概要 

【実施目的】2 才～6 才の未就学児童を対象としたペダルなしランニングバイクのレース大会。 

昨年 11 月に沖縄県で初めて開催した「ストライダーエンジョイカップ」の 2 年目（2 回目）として

開催。 11 月に開催する沖縄ステージは、その時期の本土にはない温暖な気候で沖縄のリゾートを

楽しむ新たな沖縄来島動機づけのイベントとなる。 

本イベントはオフシーズンの新たな沖縄への旅行目的（動機）として、県外から家族単位（親子・

三世代）での誘客を図り、リピーターの創出につなげていく。 

【実施内容】 

・主催    ホテル日航アリビラ 

・後援    沖縄県 OCVB 読谷村 読谷村観光協会 

・特別協賛  日本航空 

・実施日程  平成 26 年 11 月 16 日（日） 08：30～17：00 

・実施内容  ホテル日航アリビラ隣接地特設会場（ヨミタンリゾート沖縄）で開催。 

レースは 2 才の部、3 才の部、4 才の部、5・6 才の部の 4 カテゴリー。 

参加料はひとり￥2,500（インターネットによるエントリー） 

県外 200 選手、県内 200 選手の集客を目標とする。 

2014 年 9 月 1 日より大会参加選手のエントリーを開始。 

8 月には先行して JAL 国内線機内誌「SKYWARD」、ストライダーエンジョイカップ

公式ホームページに情報掲載、8 月下旬に JAL パック主催専用ツアーの販売を開始、

9 月に JAL ホームページ、ホテル日航アリビラホームページ、facebook、県内新聞、

タブロイド紙などに情報掲載をする。 

・集客人数 

 県内 県外（国内） 県外（海外） 合計 

目標（提案時） 200 名 200 名 0 名 400 名 

実績 214 名 109 名 1 名 324 名 

・集客人数増減理由 県内選手の増についてはストライダーの認知度のアップや、新聞を使った告知

によるものと思われる。 県外選手については、8 月～10 月にかけて本土での

大会が昨年より増え過密スケジュールであったことや、優勝者特典の変更など

が影響したと思われる。 
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■ 実施報告 

      

      会場風景 1              授乳・オムツ替えスペース 

     

       記念撮影                 会場風景 2 

      

      レース風景 1                 レース風景 2 

      

      レース風景 3                 アトラクション 1 

      

      アトラクション 2               参加選手 
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■ 事業実施結果 

エントリー選手 324 人（県内：214 人・県外：109 人・外国：1 人） 

2 才クラス＝71 人 3 才クラス＝97 人 

4 才クラス＝83 人 5-6 才クラス＝73 人 

選手 1 名につき 3 名程度の父兄の観戦があり、来場者数は約 970 名強と想定される。 

ＪＡＬパックオフィシャルツアー参加者（県外発ツアー） 

172 名 （大人 98 名 小人 59 名  幼児 15 名/エントリー選手数＝64 名） 

 

今年で 2 回目の大会であったが、県外参加者は昨年より－1 名の 110 名、県内参加選手は昨 

年より+37 名の 214 名となった。 

昨年に引き続き、沖縄観光がオフシーズンとなる 11 月中旬に県外からの 100 名を超える選 

手の参加、同伴者を含めると約 330 名強の集客が図れたことは、沖縄の新しい旅行目的（動 

機）に十分になり得ている。 

昨年は宮古島から 1 家族の参加だったが、今回は宮古島からは 8 選手が参加、また石垣島 

からも 1 選手が参加されるなど沖縄県内の離島からの参加者も確実に増加している。 

 

大会当日は天候にも恵まれ（晴天、最高気温 25℃）、沖縄らしい青い空、青い海が臨める最高の

コンディションの中で開催することが出来た。 

各レースとも緊張しながらも一生懸命レースに臨む子ども達とそれを懸命に応援するご家族、入

賞した子どもの笑顔や悔し涙を見せる子ども、それを励ます父兄の姿が会場のあちらこちらで見

られ昨年以上に盛り上がった大会となった。 

 

レースの合間には、昨年同様にシルク・ド・ソレイユやマッスルミュージアムで活躍するタレン

トによるバイクパフォーマンスに加え、ヒップホップダンスで世界的に活躍するタレントのダン

スパフォーマンスが加わるなどレース以外のアトラクションも充実し花を添えた。 

 

今大会では、乳幼児連れのご家族も多いことから、観覧席の一部に授乳・オムツ替えのテントを

設けるなど利便性の向上を図るとともに、大会運営スタッフの人数の削減や移動費（旅費）の一

部を協賛に変更、レース会場備品類を自社購入しレンタル品を減らすなど経費の削減を図った。 

安全面においても昨年に引き続き、会場横に臨時駐車場を設置、交通整理として警備員を会場に 4

名配員、また会場から車道へ出ないようにローピングを施すなど万全の体制で臨み、事故もなく

無事に終了した。 
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■事業総括（課題と今後の展望） 

今大会は晴天のなかで開催することが出来たが、1 週間前の天気予報では曇り後雨であった 

ため、観覧用のテントを当初の 3 張りから 6 張りに増やし、選手が利用できるバスタオル 

なども準備するなど、事前の雨天対策も講じたが、観覧人数が多いため、更にテントを増や 

すなどの対策が必要となる。 

昨年のアンケートに基づき、試験的に軽食を出店したが、お弁当や軽食を持参して来場されるご

家族が多かったため出店しても利益に結びつかないケースも考えられる。 

次年度以降の出店内容や仮に出店する場合は事前の告知方法などを再度検討する必要がある。 

  県内選手に関しては、ストライダーの認知度がアップしてきていることや、ストライダーエ 

ンジョイカップ公式ホームページでの告知、県内各機関へのフライヤーの配布、新聞及び 

タブロイド紙での告知などにより目標数より多い集客となったが、一方で県外選手について 

は、昨年より 1 ヶ月ほど早く、日本航空グループのホームページ、機内誌、SNS で告知、 

ストライダーエンジョイカップ公式ホームページなどで告知し集客を図ったが、目標数には 

達しなかった。 

昨年に比べ沖縄大会前の 8月～10月にかけて本土各地での大会が増えスケジュールが過密になっ

たことや、昨年は各レースの優勝者はワンランク上のストライダージャパンの大会に無条件で参

加できる特典を付与していたが、今年はその特典を見送ったことなどが要因と考えられる。 

次年度については、出来る限り早い時期に大会日程を決定し告知するとともに、魅力のある特典

を付与するなどの工夫が必要である。 

 

沖縄県アンケート調査については、県外参加者から 76 部の回答を得たが、大会当日の配布で記入

時間のないご家族や、また参加選手には事前に別のアンケートを送付しているなど、アンケート

が 2 重になっていたため、次年度は双方のアンケートを一本化し、事前に送付、当日に回収する

などの工夫が必要である。 

 

本大会は参加費、協賛金、沖縄県の助成金で運営し 2 回目の開催であり、出来る限り経費 

の削減を行ったが、2 年後の自走化を目指し、更に参加者数の増加、経費の削減、協賛企業 

の拡大が必要である。 
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第１回久米島トライアスロン大会 

実施報告書（概要版） 

 

 

 

■事業実施概要 

【実施目的】 

①久米島のスポーツコンテンツにトライアスロンを追加し、複合型スポーツ 

イベントを開催し、 集客力の強化を図る。 

  ②トライアスロン大会を開催することで競技参加者がリピーターとなり、毎年久米島を訪れ、

自然豊かで観光資源が魅力的な久米島をもっと PR することが出来る。 

②久米島のスポーツボランティアを育成し、組織を形成する。 

【実施内容】 

・主催 久米島トライアスロン大会実行委員会 

・共催 沖縄県、琉球新報社 

・特別協力 株式会社日本旅行沖縄、株式会社シマノ 

・競技主管 一般社団法人沖縄県トライアスロン連合 

・後援 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー、久米島町社会福祉協議会 

    久米島町 ほか、 

・実施日程 平成 27 年 3 月６日-7 日（受付、説明会）3 月 8 日（大会実施）  

・実施内容 トライアスロン大会開催  

・集客人数 

 県内 県外（国内） 県外（海外） 合計 

目標（提案時） 150 280 20 450 名 

実績 81 244 5 330 名 

・集客人数増減理由 

  １．個人の部は、エントリーが定員となったが、リレー部門の伸びがなかった。 

   （リレー50 組、2 人組の設定を目標に反映しないまま設定してしまった） 

  ２．県内への周知が浸透しなかった。 

  ３．トライアスロン初心者向けへの周知が弱く周知できていなかった。 

     etc 
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■ 実施報告 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

■事業実施結果 

１．事業目的の視点について 

久米島における優位性の活用に関しては、温暖な気候をもとに大会が開催でき、参加者か

らの感謝の言葉、開催継続について、多数寄せられていることから、久米島でのこの時期

開催は、開催趣旨からすると、適当であると考えられる。 

２．事業の定着化、継続性、拡大について 

前回のプレ大会から、大きく収支が改善し、収支計画に沿った形で事業が開催できたので、

今後の計画もさらに制度を挙げて実施していきたいと考えている。 

３．地域経済への貢献 

大会期間中、イーフビーチエリアでは、多くの飲食店などにおいて満席になるなど 

大会以外での効果も多くあったようにみられる。また、大会で利用するものをなるべく久

米島エリアで調達してきており、今後地域での更なる受け入れ等ができると考えられる。 

４．スポーツボランティア人材育成、組織の形成 

今年度、久米島トライアスロン協会の設立をはじめ、競技団体や、ボランティア募集の組

織化への一歩を踏み出した。またこれらの組織が自立して活動できるような支援が必要で

あると考えられる。また、このような仕組みができると、特殊な専門業務以外は、ここ数

年で地元主体の活動ができるものと考えられる。 

  ５．プロモーション計画について 

昨年の反省を踏まえ、県外のプロモーションについては、ピンポイントで実施できた。参

加者の状況を確認してみたところ、ピンポイントでのプロモーションを実施してきたとこ

ろからの波及効果が見受けられる。ただし、県内については、うまくいったとは言えず、

今後の改善を実施していきたい。 

 

■事業総括（課題と今後の展望） 

製糖期の忙しい時期にも関わらず、島内のみなさんには、トライアスロン競技を Bike のス

ピードを含めて、広域で、体験していただいた。驚きと感動があり、沿線でも多数の応援が

みられ、第一回大会を大いに盛り上げていただいた。地域を広域で利用するトライアスロン

競技は、地域の皆様の協力なくしては、開催できないものであるが、これが昨年のプレ大会

を実施してからの地元では、久米島トライアスロン協会が設立され、強力なリーダーシップ

で、地元のボランティア募集や、説明会、当日の立哨、審判補助などの作業を分担し、大会

を成功にみちびけた。 

今後は、今回の反省点を踏まえ、島内での理解をしっかり得ていくうえで、開催の回数を

積み重ねて、自立できる大会へもっていけると考える。次年度の目標に関しては、安全対策、

運用をしっかりやっていくことを最大の目標として、大幅に定員を増やすのではなく、次年

度は、個人の定員を少し増やし、リレーを増加させることにより、トータルの参加者数を増

やすことを検討していきたい。  
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東アジア少年野球交流フェスティバルＩＮ恩納村・うるま市 

実施報告書（概要版） 

 

 

 

■事業実施概要 

【実施目的】 

2～3 月の温暖な気候、沖縄のプロ野球キャンプシーズンに沖縄ならではの優位性を活かし、野球

を切り口とした国際交流事業に賛同頂いている恩納村、うるま市と協業して本事業を展開する。

今後 10 年継続発展する事業として、東アジア地域のジュニア野球技術の向上、指導者の育成ノウ

ハウ向上など、野球を核とする様々な国際交流事業を展開することにより観光客誘客、地域経済

への貢献を図ることを目的とする。 

 

【実施内容】 

・主催 株式会社日本旅行  

・後援 恩納村、恩納村商工会、うるま市 

・協力 公益社団法人日本ポニーベースボール協会・沖縄連盟、ホテルムーンビーチ、 

    株式会社日本旅行沖縄 

・協賛 御菓子御殿、琉球村、ナガセケンコー、日旅連沖縄支部連合会、 

日本旅行赤い風船会 

 

・実施日程 2015 年 3 月 13 日(金) ～3 月 15 日(日) 

3/13(金) 監督・コーチ会議、開会式、夕食懇親会 

3/14(土) トーナメント 1 日目、ベースボールアイランドパーティー（交流会） 

3/15(日) トーナメント 2 日目、決勝戦 
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■実施内容  

＜野球大会＞  

 日本ポニーベースボール協会はアジア地区の統括をしており、日本においては、北海道、関東、

沖縄に支部を持つ。また、アジアにおいて、加盟国は、韓国、台湾、中国、インドネシア、フィ

リピン、シンガポール、マレーシア、タイ等年々参加国が増加している。本部はアメリカであり、

世界中で 3,000チーム以上が加盟している。 

今回は恩納村、うるま市の協力を得て、赤間ボールパーク、具志川球場をお借りし、インドネ

シア、ベトナム、ミクロネシア連邦、関東連盟代表チーム・九州連盟代表チーム、沖縄代表チー

ムの合計 10チームにより、トーナメント戦を実施する。 

 

＜ベースボールセミナー＞ 

アジア各国のジュニア選手の技術向上とマナー、日本のスポーツマンシップ、沖縄の野球に対

する取組等をレクチャーする。 

（2013年 7月にソウルで開催されたポニーリーグアジア大会において、日本代表の沖縄選抜チー

ムが見事優勝している 参加国：韓国・台湾・フィリピン・インドネシア） 

 

＜指導者育成セミナー＞ 

少年野球チーム指導者への指導・育成方法のセミナーをプロ野球ＯＢ、ポニーリーグ関係者が

行う。（3月 13日監督・コーチ会議時に実施） 

 

＜実技指導（少年野球教室）＞ 

  参加チーム選手に対してプロ野球ＯＢ選手による実技指導を実施。 

（試合の合間に投手、野手に分かれ、４０分ほどの野球レッスンを行う） 

 

＜交流フェスティバル＞ 

全チームの選手が、一旦野球を忘れ、アジア各国の少年たちがフレンドシップを築き、相互理

解を深めるために実施する。各国が出し物を用意し、各国の文化理解を深める。 

 

■集客人数 

 県内 県外（国内） 県外（海外） 合計 

目標（提案時） 100 40 60 200 

実績 137 84 55 276 
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■ 実施報告 
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■ 事業実施報告 

天候的にはトーナメント初日 3 月 14 日は時折、赤間ボールパークで雨が降ったが、決勝戦は快晴

の中、実施することができた。 

優勝チームは地元、沖縄ダイヤモンドベースボール倶楽部であった。（2 回目の優勝） 

 

開会式後の恩納村女性部による夕食会は、昨年同様、地元の心温まるホスピタリティーのもとお

互いの親交を深めることができた。 

 

野球教室においては、元プロ野球選手 2 名（投手、野手）がそれぞれ赤間ボールパーク、具志川

球場に分かれ、熱心な指導を行い、選手の真剣な眼差しが新鮮であった。 

 

指導者へのセミナーとしては、開会式前に監督・コーチが一堂に会し、ルール説明の後、指導者

としての心得を元プロ野球選手に指導いただいた。 

 

最終日の交流フェスティバルは、今年度からうるま市が後援していただいた関係で、うるま市内

の会場で開かれた。特別枠で参加したミクロネシア連邦やインドネシアも自国の伝統的なダンス

等を披露し、大いに盛り上がった。 

 

 

＜参加人数＞ 

○選手・コーチ・監督 ・ご父兄 

江東ライオンズ      ２４名 

三鷹中央ベースボール   １８名 

筑後リバース       ４２名 

インドネシア       ２1 名 

ベトナム         １２名 

ミクロネシア連邦     ２２名 

島尻ベースボールクラブ  １８名 

沖縄ダイヤモンド     ３５名 

那覇国際ポニーズ     １８名 

沖縄ポニーズ       １８名 

宜野湾ポニーズ      ３０名 

 

審判団・ご父兄      １８名 

 

合計          ２７６名 
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＜試合結果＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事業総括（課題と今後の展望） 

過去 3 年間は、プロ野球キャンプシーズン（2 月）に本事業を開催してきたが、グラウンドの確

保、旧正月シーズンの海外チーム招聘等で厳しい手配環境に置かれてきた。 

本年度は、3 月に開催されるポニーベースボール協会沖縄連盟の本大会との連携を図りながら、

恩納村を本部とする実行委員会を設置し、中部地域近隣市町村長（うるま市 島袋市長）を加えた

中部広域市町村連携のもと、チーム数が昨年の 6 チームから 11 チームに拡大して実施した。 

来年度は予算（協賛金等）にもよるが、既にフィジーから問合せがあったようにアジア地域を拡

大させ、「アジア・環太平洋のベースボールの聖地」として沖縄を育てていきたい。 

 

また、今回の外国チームは試合の合間にスポーツデポに海外の 3 チームが訪問し、日本の優れた

野球用品を購入した。特にインドネシアにおいてはチーム合計 150 万円以上の購入があったと報

告を受けている。 

 

今年度の外国チームの特徴としては、やはり昨年、沖縄のポニーベースボールが日本代表として

世界一となったことから、台湾、韓国、フィリピン、ロシア、タイからの参加希望が相次いだが、

予算の関係で断らざるを得なかったことが残念であった。 

 

来年度以降は、中部地域を中心に、参加チームの負担を大きくし（弊社の負担を小さくし）、なる

べく多くのアジア地域からの誘致を目指していきたい。 

 


