
★ 重要 必ずお読みください ★ 

モリコロパークステージ ご参加の皆様へ 
この度は、ストライダーエンジョイカップにエントリー頂き 

誠にありがとうございます。 

会場案内 ※交通機関や道路事情による遅延処置は致しかねます。お時間に余裕をもってお越しください。 01 

●会場：愛・地球博記念公園（モリコロパーク） 
    こどものひろば・芝生広場 
●住所：〒480-1342 
    愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1 
●開催日：2022年9月3日(土)・4日(日) 
●開催時間：8:30～16:30(予定) 
●駐車場(有料)： 
普通車500円／1日・1台(8:00～19：00) 
※入庫は18：00まで 
当日ゲートにてお支払いください 
※大型車1,650円・二輪車200円 

当日のお問い合わせ 
ストライダーエンジョイカップ大会事務局  

03-6435-4374 
混雑し、繋がりにくい場合がございます。予めご了承ください。 

【注意事項】 
・モリコロパークは通常ストライダーを含むランニン
グバイクの使用・乗車が禁止されています。 
・大会当日も大会会場以外での使用・乗車は禁止です。
大会会場までの移動時などストライダーへのご乗車な
どはご遠慮下さい。 
・モリコロパーク園内のシャトルバスはストライダー
の持ち込みは出来ません。 
・駐車場・駐輪場での盗難、トラブルにつきましては
お客さま責任となります。必ず施錠してください。 
※上記は予定ですので内容は変更になる場合がござい
ます。 
【雨天の場合】 
雨天決行としますが、荒天の場合は中止となる場合も
ございます。 
開催が危ぶまれる場合は、随時公式ブログにて、情報
を更新いたします。 
最新の情報をこまめにご確認ください。 
http://enjoycup.jugem.jp/ 
 



●レース進行：実際にレースを行っていきます。 
 
①予選： 「組合表」に沿って選手を呼び込み、レースを行います。 
   （組合表につきましては、予めホワイトボードにてご確認ください。） 
②敗者復活戦：予選で勝ち抜くことができなかった場合、敗者復活戦に出場する 
       ことができます。テント前に並んだ順番に案内していきます。 
③準決勝：予選・敗者復活戦で勝ち上がった選手で「組合表」を作成します。 
     敗者復活戦が終わったタイミングで、掲示します。 
④決勝：準決勝で勝ち残った選手 最大12名で出走します。 
               （※14ｘの場合は最大 8名） 
⑤表彰：各カテゴリー決勝後、表彰式を行いますので、表彰台周辺にお集まりください。  

※負けてしまった選手も受付にて 
 参加者全員特典の「がんばったで賞」と「レーシングメダル」を 
 お渡ししておりますので、是非お立ち寄りください。 

 
 
 
 
 
 
会場の密を避ける為、各クラス入場時間が異なります。 
 

 
 
 
 
 
 
【必須アイテム】 
●ヘルメット ●グローブ ●シューズ（サンダル禁止） 
 
 

 
 

 
●入場後 
 ①ゼッケンの装着 
 ②会場のホワイトボード又はオンラインリザルト速報にて、出番の事前確認 
 ③必須アイテムの装着 
 
   

入場・受付 

事前準備 

試走 

ルール説明 

入場後、レース開始までの間に準備していただく事がございます。 
不備がございますと、レースに参加できない場合がありますのでご注意ください。 

 
 

「参加規約同意書および感染症対策チェックフォーム」の回答を送信した
後に送られてくる自動返信メール を受付にてご提示ください。 

（参加規約同意書および感染症対策チェックフォームは事前にメールにて配信させて頂いており
ます。） 
※感染症対策のため年齢ごとに入場制限を実施します 
 

 
 
 

レース進行 

●スタート付近の「集合テント」へ集合してください。 
 ①ルール説明：予選を始める前に、レースに関する注意事項や、 
  ルール説明を行います。 

●試走はコース内での走行が可能です。 
 ①必須アイテム、ゼッケンの装着必須 
 ②コース内の立入はライダーのみ可能 
 

入場～レース進行までの案内 02 

本コースではない試乗コース。レースは終わったけどまだ走り足りないお子さまや、レースを見学に来たお子さまも無料で楽しめます。 
※受付テントにて車体無料レンタルあり。数に限りがあるのでお待ちいただく場合があります。 

その他 

■試乗体験エリア 

サドルやハンドルの高さ調整が良く分からないという方のために、エンジョイカップ受付テントではハンドルやサドルの高さ調整を無
料で行なっております。工具の貸し出しも行っておりますのでお気軽にご相談ください。  

■フィッティングサービス 



予選 

敗者復活戦 

準決勝 

予選→敗者復活戦→準決勝→決勝を行います。 
※よちよちの部は本番レース、1回のみの走行となります。 
●1レースの出走数はエントリー数によって異なります。 
●選手がスタートするゲートの割り当ては、主催者が厳正な抽選により決定します。 
【予 選】各カテゴリーでランダムに組み合わせた「組合表」を作成し、大会当日に掲示します。 
1レースでの出走数、勝ち抜け数はエントリー数によって変更になります。勝ち抜け順位に入れば 
準決勝に進めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基本的な流れ 
 ●選手のゼッケン番号が呼ばれたら、スタートエリアに入る。 
 ●ゼッケンが若い順にグリッド番号に入り、ライダー達の準備が揃った時点で 
  MCの合図でレースがスタートされる。 
 

レース組合表について 
 ●予選…予めランダムに設定したものを、ホワイトボードに貼り出してあります。 
 ●敗者復活戦…スタートに並んだ順番にて案内して進めます。 
 ●準決勝＆決勝…前のレース終了後に、ホワイトボードに貼り出されます。 
※12インチ：最大 12名で出走 
 14ｘ：最大 8名で出走 
 

レース結果（リザルト）について 
 ●毎レース、ホワイトボードに勝ち抜けした選手のゼッケン番号を記載いたします。 
 ※オンラインリザルト速報でもご確認いただけます。 
  （レース後に必ずご確認ください。） 

 
その他注意事項 
 ●スタート時の合図と注意事項…「レディ・セット・ゴー」の合図によってスタートゲートが倒れ、 
  スタートとなります。スタート時には選手の体には一切触れないようにお願いします。 
  また背中を押す行為は大変危険となり、レースの公平性にも影響が出ますので絶対おやめ下さい。 
 
 ●ゴールエリアの注意事項…ゴールラインは選手が全速力で駆け抜ける為、安全上の理由から、10ｍ程の 
  セーフティーゾーンを作る為コーンで囲わせて頂く場合がございます。 
  レーススタッフ以外は一切立入禁止となりますのでご注意ください。 
 
 ●コースへの進入禁止…コースへの進入、及びコースを横断する行為はレース進行に関わらず、禁止となります。 
 

決勝 

呼び出しに応じずレースの順番が来てしまった場合、棄権と判断させていただく場合がございます。
あらかじめ、現地ホワイトボード又は以下URLのオンラインリザルト速報にて、 

レースの「組合表をご確認ください。 

https://sites.google.com/view/strider-enjoycup- 
result/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0 
 
 
 

レース進行と注意事項 03 
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【テントエリア】 
テント設営 可 ※ペグ使用 不可 
ただし、小型のポップアップテント等の使用は管理事務所の許可を得ています 

 
【各カテゴリーコースについて】 
各カテゴリー終了後、コース変更を行います。 
（※ステージや地形により多少異なります。） 
 
・よちよち 40m 
・2才    100～120m 
・3才    120m 
・4才    150m 
・14ｘ   200～220ｍ 
 
【怪我をした場合、落とし物等】 
受付、もしくはお近くの運営スタッフまでお気軽にお声がけ
ください。 

タイムテーブル ＆ 備考  04 

※レース進行の都合によりスケジュールが前後する場合が御座います。 

土曜日と日曜日でスケジュールが異なります。 
お間違えの無いようお願いいたします。 



【テントエリア】 
テント設営 可 ※ペグ使用 不可 
ただし、小型のポップアップテント等の使用は管理事務所の許可を得ています 

 
【各カテゴリーコースについて】 
各カテゴリー終了後、コース変更を行います。 
（※ステージや地形により多少異なります。） 
 
・よちよち 40m 
・2才    100～120m 
・3才    120m 
・4才    150m 
・14ｘ   200～220ｍ 
 
【怪我をした場合、落とし物等】 
受付、もしくはお近くの運営スタッフまでお気軽にお声がけ
ください。 

タイムテーブル ＆ 備考 05 

※レース進行の都合によりスケジュールが前後する場合が御座います。 

土曜日と日曜日でスケジュールが異なります。 
お間違えの無いようお願いいたします。 



エンジョイカップではみんなのかっこいい姿を 
「プロスポーツカメラマン」が撮影します♪ 

写真サービスのお知らせ 06 

●オールスポーツコミュニティ 
 
URL:http://allsports.jp/event/01079713.html 
パスワード：6946 
注文期限：2022-10-19(水)24:00まで 
※注文期限後は、価格が変動(1.5倍～)いたしますので、ご注意ください。 

 
  
 
●Shorly Print Shop 
URL:https://phst.jp/shorly-print-shop/ 
ID: 22ej08 
パスワード：shorly 
 

【写真確認方法】 
以下のURLにアクセスし 
記載の「ID」や「パスワード」を 
入力していただくと写真を確認頂けます。 
購入方法等は、運営会社により異なります。 
詳しくはご購入予定のURLにて、ご確認の程よろしくお願い致します。 
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コロナウィルス感染予防 07 

・会場までの移動手段については、極力公共交通機関の利用を避け、 
 自家用車でのご移動を推奨いたします。 
 
・当日会場にお越しになる前の検温をお願いする可能性があります。 
 ※発熱（微熱）、咳、風邪諸症状、倦怠感、臭覚・味覚異常や体調がすぐれない方は、 
 ご来場をご遠慮ください。 
 ※大会当日、体調不良がみられた場合、スタッフより参加をお断りさせていただく場合が 
 ございます。 
 
・咳、くしゃみなど「咳エチケット」にご協力いただくとともに、レース出走時以外での 
 マスクの着用をお願いする可能性があります。 
 ※マスク着用での出走者がいる場合、十分な呼吸ができず人体に影響を及ぼす 
 可能性があることに留意してください。 
 
・応援時、以下のご協力をお願いします。 
①マスクを着用し、大声での声援はお控えいただきますようお願いします。 
②直接接触となるハイタッチ、近距離（2ｍ以内）及び集団での応援はお控えいただきま 
 す様お願いします。 
 
・アルコール消毒液のご利用をお願いする可能性があります。 
（消毒液は会場内にご用意いたします） 
 
・運営スタッフや警備員など、マスク着用を認めておりますのでご理解をお願いいたします。 
 
・スタートエリア内は密を防ぐため、付き添いは保護者様1名のみとさせていただきます。 
 
・その他感染予防対策について、会場スタッフの指示に従っていただきます様、ご協力お願いします。 

こまめに手洗い アルコール消毒 マスク着用＆ 
せきエチケット 

安心・安全な大会を行えるよう 

感染症予防対策へのご協力をお願い致します。 

安全な大会が行えるよう、皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 



コロナウィルス感染予防 08 

＜2022年6月現在＞ 
ストライダーエンジョイカップでは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の対 
策を独自に基本施策とするとともに、施設と連携を取り、安全な環境にて大会を実施いた 
します。 
ご参加いただくお客さまにおかれましても、「感染しない」・「させない」を実現して、咳エチケ 
ットや手洗い等の感染対策にご協力いただきますようお願いいたします。 
また、発熱などの症状がある方は、大会への参加はできません。 
発熱がなくても体調不良の方はご参加・応援をご遠慮頂く等ご配慮くださいますようお願いいたします。 
※入場時の検温など、詳細は大会参加案内通知（大会10日ほど前にメールで送付）に記載 
いたしますのでご確認願います。 
 
■対応事項とご協力のお願い 
①37.5℃以上の発熱、咳、鼻水、悪寒、関節痛、倦怠感、息苦しさ、体が重く感じる、疲れやすい、の
どの痛みなど風邪の症状又は味覚・臭覚異常がある方は、ご来場をご遠慮ください。 
②会場の行き帰り（移動手段）については、極力公共交通機関の利用を避け、自家用車を 
ご利用ください。 
③参加受付時など、走行を行っていない際や会話をする際にはマスクを着用し、咳エチケ 
ットにご協力ください。ご使用中は、必ず保護者の方がお子さまから目を離さないように 
ご注意ください。2歳未満のお子さまには窒息の恐れがあるため使用しないでください。 
※熱中症のリスクがあるため、マスク着用をする際は保護者の方が熱中症予防にご留意ください。 
④他の参加者がマスクを着用していない事を理由に誹謗中傷する事は絶対にしないでください。 
⑤会場入場時に検温を実施します（同伴者も）、37.5℃以上の方は入場できません。 
⑥密を避ける為、参加カテゴリーの入場開始時間になってからご来場ください。 
⑦検温ブース列の間隔、スタート招集列の間隔確保。 
⑧スタート招集の付き添いは1名までとする。 
⑨会場内にアルコール消毒のスプレーを設置し、保護者で安全に配慮する 
⑩レース中に守ってもらいたいこと 
・競技中はマスクが汗に濡れ、呼吸ができなくなる危険性があるため、レース中の装着は出来ません。 
・大声での応援などの抑制。 
 ※飛沫を伴う可能性がある大声での声援はしないでください。 
 ※直接接触となるハイタッチ、近距離（2ｍ以内）及び集団での応援はお控えください。 
※スタート練習はありません。 
⑪表彰式の割愛（表彰状・副賞は受付テントにて配布）。 
⑫がんばったで賞の読み上げ割愛。 
⑬パフォーマンスショーの割愛。 
⑭スタッフのマスク着用をはじめ、感染防止の他、発熱などの体調管理の徹底。 
⑮ドリンク・食べ物、マスク等のごみは各自密閉してお持ち帰りください。 
※必ず、ごみを密閉するビニール袋などを持参してごみが散乱しないようにしてください。 
※マスクや飲み残しのドリンク等を会場では絶対に捨てないでください。 
⑯競技終了後は極力速やかにご退場いただくと共に、大会後の懇親会等行う場合も三つの密を避けてく
ださい。 
⑰その他、主催者及び会場管理者の指示、 誘導があった場合は必ず従ってください。 
⑱終了後2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は速やかに大会事務局ま 
でお電話又はメールにてご報告ください。 

安心・安全な大会を行えるよう 

感染症予防対策へのご協力をお願い致します。 


