
■「なかいライダーマンキッズ」のアンケート
（有効回答数23件、回答者は保護者）

回答者属性

◆お子さまの出場クラス ◆性別

◆年齢 ◆居住地

イベントについて

◆このイベントを“最初に”知ったのは？

◆イベント出場頻度
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自転車ショップのチラシを見て
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イベントについて

◆イベントに参加いただいた理由は？（複数回答可）

【その他】
・昨年も参加させて頂いて、楽しかったので。

・ランバイクが好きで､毎日公園に行って走っており､なんとなく動画でレースを見せたら出てみたいというので､
こちらのイベントはビギナークラスが設定されていたので､ぜひ参加させてあげたいと思いエントリーさせて頂
きました｡

◆イベントの良かった点は？（複数回答可）

具体的に…

【競技】（時間・内容等）
・スタートの合図がBMX経験者の若い男性だったので安心しました。滑舌が良くて声も聞こえやすく、ハキハ

キと面白い方だったのでまた開催時には彼であってほしいです。ビギナー参加でしたが、コースをビギナー
用に変えるわけではなくそのまま走らせてくれたのもよかったです。
・２歳児の集中力がもたない中、どんどんレースを進めてくれた事。
・コースなども良かったと思います！
・遠方のためビギナーレースの開始時間がちょうどよかったです。
・時間設定がきっちりしていた
・進行がしっかりしていて子供の誘導がスムーズでした。コース設定もよかったと思います。
・初心者ながら楽しめた
・コースの長さが連続走行の中でちょうど良かった
・ランニングバイクレース
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イベントについて

◆イベントの良かった点は？

具体的に…

【競技】（時間・内容等）続き
・コース設定・車両規定等適切だったと思います。
・よかったと思います
・とにかく楽しかったみたいです
・初レースでしたがアットホームな感じで楽しめました
・競技時間、内容申し分なかったです。
・コースも良く、MCが盛り上げてくれて楽しめました！
・進行がスムーズ

【部門設定】
・良いと思います。
・ビギナークラスがあるのは良いですね。
・はじめてクラスの設定が良かった
・ガールズ賞（なかまる賞）の設定がよかったです

【ゲスト】
・BMXのパフォーマンスが迫力があって楽しかったです。
・初めて見たBMX競技に感動しました。
・BMXのショー
・佐々木選手、宮澤監督
・佐々木元さんよかった‼
・息子がBMXデモを食い入るように見ていました
・佐々木選手が最高でした！！！

【スタッフの対応】
・笑顔を絶やさず対応がとても丁寧。仕事に真っ直ぐに取り組んでいる様子に好感がもてました。
・受付の方が携帯を無くした時に優しく対応してくれました。
・とても親切だった
・皆さん親切でした
・笑顔が素敵でした
・とてもアットホームかつ親切だと感じました。
・みなさんやさしく丁寧でした

【イベントのテーマ設定】
・良いと思います。
・中井町について色々知る機会となりました
・中井町をイベント以外でまた来たいと思った。
・中井町のよさをイベントに参加して初めて知ることができました。
・中井町の良さが伝わりました
・楽しかった！
・楽しくイベントに参加できました
・産業振興イベントと子供の楽しみの見事な融合でした
・良かったです



イベントについて

◆イベントの良かった点は？

【参加者層（競技レベル）】
・ビギナークラスは色んな子がいて見ていて面白かったです。
・丁度良い雰囲気でした。
・ちょうど良いレベルでした
・うちにはちょうど良かったです
・グッド
・ストライダービギナー向けのイベントでとても良かったです。
・初～中級レベルでちょうどよい
・初心者から上級者までほどよかったと思います

【イベントの雰囲気】

・町が関わっているからかほのぼのした雰囲気がありつつの、イベント会社も挟んでいるのでしっかりとまと
まっていて、とても良い雰囲気でした。
・屋台があったり、サッカー、トランポリンと、お祭りみたいで楽しかったです。
・子供達も楽しんでました！
・いい。
・食べ物の販売が良かった。
・中井町を初めて知りましたが、色々なイベントが用意されていて楽しい１日を過ごせました。
・司会進行がとてもうまく盛り上がっていた

・縁日やその他イベントもあったので、総合的に子供が楽しんでくれました。大人にとってもアットホームで良
かったです。
・良かったです。すっごい楽しめました。
・アットホームで大変楽しい時間を過ごすことができました
・とても楽しい雰囲気
・とてもアットホームかつ親切だと感じました。
・よかった
・凄く良かった
・やさしい雰囲気でよかったです

【事前の案内】
・わかりやすかった
・頻繁にくれてよかったです
・こまめに連絡頂き、大変助かりました
・よかった

【その他】
・入賞しましたが、商品が豪華でありがたかったです！
・参加賞や賞品も子供が喜んでいました。
・来年も参加したい

具体的に…



イベントについて

◆イベントの改善を望む点は？（複数回答可）

具体的に…

【競技（時間・内容等）】
・レディセットゴーのかけ声をもっとハキハキとして欲しいです。子どもが、レースならではの緊張感が好きで
それを味わいたくレース参加させているので、もっとメリハリをつけて欲しい。
・トロフィーが欲しいです。
・試走を長くして欲しい。
・BMXで時間が押してしまっていたのでその点改善してほしいです。待ちが長くなるのは子供にとって厳しかった
です。
・ビギナーの子も、名前を呼ぶくらいはしてもらえるとなおやる気が出そうです。
・次は自転車の補助輪外しより少し上のレベルもあるとより楽しくなりそうです
・110mチャレンジも年齢別で順位をつけて欲しいな！
・ランバイクビギナークラスも着順をつけてもいいかと思いました。
・特にないです。

【部門設定】
・３歳から、参加者が多かったら３歳前半と後半で分けてもいいのかなと思いました。
・5、6歳一緒のレースだと6歳の子しか勝てないので分けて欲しい
・5、6歳は体格がかなり違うので、分けた方が良いと思いました
・参加人数が多ければ5－6歳は別クラスが望ましいと思いました。
・勝つだけではなくなるべくたくさんの子供に何らかの賞をあげてほしい。
・5歳6歳混合ではなく、５歳までも良いのかな？と思います。

【ゲスト】
・ゲストが誰だか分かりませんでした。すみません。

・失敗が悔しいのはわかりますが、小さな子がいるイベントなので、ある程度の時間で潔く止めて進行の妨げに
ならないようにして欲しいです。主役は、キッズ達のはずなので。。。
・BMXのショーはお昼の１回で良いかと思います。写真撮影やサイン会の時間があると子供は喜ぶと思います。
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イベントについて

◆イベントの改善を望む点は？（複数回答可）

具体的に…

【スタッフの対応】
・レースのスタート前呼び出しの時、BGMを下げる配慮が必要かなと。呼び出しの声が全然聞こえませんで
した。

【参加者層（競技レベル）】

・強豪揃いの大会にたくさん出ている場馴れしたかなり速い子たちが多くいたので、エキスパートクラスが
あっても良いかなと思いました。

【イベントの雰囲気】

・よかったです。レース前に中井町ならではの掛け声があってもいいのかな？と思いました。ちびっこーのり
だー！って叫ぶのが子どもが大好きで練習中も言うので、中井町も可愛いかけ声作ってください。

【事前の案内】
・案内が来るのはもうちょっと早いと有難いです。

【その他】

・ランバイクのレースは、親が応援ではなく「走れー！」と怒鳴っていたり、結果を怒っていたり、それで子供
が泣いてしまったりというのを見かけました。全国大会等本気モードのレースは他にあるのに、ここでそこま
でするかな…と泣いている子供が可哀想で仕方ありませんでした。周りは心配の目を向けそこだけ空気が

はりつめていて、せっかくの和やかな雰囲気が台無しに。そういったことは開催側の本望ではないでしょう
し、非常に残念な一件でした。開催側は決して悪くはなく、こういう保護者もいるという報告です。
・参加者待機エリアが狭かった。

・子どもが愚図ってしまったので、ビギナーレースは開始時間が押しすぎていたように思いました。ビギナー
レースが二回あることを事前にアナウンスして欲しかったです。走り終わってコースから外れたので一回し
か出来なかったのが残念でした。
・ゴールの後どこへ行けば良いか案内がもう少しはっきりしているとよかった。

・小さな子、またはビギナーの子の前に、時間のかかるイベントを入れない方が良いと思います。待ちくたび
れて、ぐずってしまいました。
・上位3位まではメダルではなくトロフィーにして欲しい
・食べ物が無くなるのが早かった

・一番下の駐車場から荷物をもって上がるのがしんどかったので、真ん中の食堂のあるスペースでやってく
れると助かります。
・テントスペースが狭過ぎる。
・落花生の販売をした方が良いと思います。
・ピザをもっと食べたかったです。おいしいから購入したかったです。



会場である「中井町」を知っていましたか？

総評価は？

◆理由

＜とてもよかった＞
・お祭りみたいで、最近のイベントで一番楽しかったです。地域の特産品の屋台が楽しかったです！！
・雰囲気、レース共に素晴らしかったです。
・サッカー、エアドームが無料でレースに出れない兄弟がいても楽しめる
・フードコーナーや遊べる場所もあり親子で大満足

・大会は大会で緊張感のあるものでしたし、その他はアットホームで縁日や体験ブースなど１日充分楽しめる
イベントでした。
・皆さまに笑顔で接して頂けて、アットホームで本当に楽しかったです
・ランバイクの大会目的で行ったけど、お店やクイズラリー、BMXのイベントなど、110mチャレンジなどすごく楽
しかった！ ビギナークラスで走ったが参加賞が豪華でびっくりしました！
・大人も３歳の息子も楽しめました。
・アットホームでとても楽しい大会でした。
・会場のすぐ近くに広い公園があり、競技が終わっても遊べる環境はすごく良かったから。
・フードコートはリーズナブルでおいしいものばかり 座って食べるスペースもあり 子供が無料で遊ぶものもた
くさん用意してある ストライダーの練習スペースがかくほされている
・レースの合間にもたくさん遊べて子供は笑顔でした。 無料なので親もうれしです。 佐々木選手が最高でし
た！！！ 全体が和やかな雰囲気でやさしい気持ちになりました。 また、なかい町に行きたいね。と家族で話
してました。
・イベント全体の雰囲気が､とても良かったです｡

＜よかった＞
・親しみやすいイベントでした！
・雰囲気が好き。いっしーさんのＭＣがいいのかな？
・初～中級レベルなので楽しめた。
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今大会へのご意見・ご感想などを自由にお書きください。

【意見】
・次はもう少しお昼の食べ物の充実を期待しています！
・駐車場が離れるので荷物おろし場があるとありがたい。
・2歳のレースにも出て見たかったのですが、開始時間が早すぎて今回は断念しました。2歳のレースももう
少し遅い時間に開始だと参加しやすいかと思います。
・敗者復活戦があるなど知らなかった。ランバイクと一緒に撮れるフォトブースなどあると嬉しかったかな！

【感想】
・南足柄市・小田原市でも開催してほしいです。
・また、中井町に行きたいのでランバイク大会開催してください。
・凄く楽しかったです、受付時の参加賞も大変ありがたかったです！・またこういうイベントに参加したいです
・ぜひまた来年も参加したいです。続けて欲しいイベントです。
・全般的に、楽しいイベントでした！ また出たいです！
・頂いたみかん、大変美味しかったです。 ピザが売り切れてしまい残念でした。 次は売り切れる前に購入
したいと思います。
・今回の大会は、全体的にすごく満足！ 楽しかったです。 ありがとうございました。
・来年も参加したいと思います。
・来年と言わず定期開催してもらえれば、また必ず参加したいと思います。
・とても楽しかった‼
・引き続きアットホームなイベント開催をお願いします。また来たいと思います。
・中井町の人とふれあい中井町のおいしいものを食べられる素敵なイベントだと思います。 ぜひ今後も続
けてください。

・とても素晴らしいイベントを開催して頂き有難う御座います。イベント開催に携わったスタッフの皆様方のご
尽力に心から感謝申し上げます。次回も参加させて頂きたいと思っておりますので、更に良いイベントにな
るよう楽しみにしております！
・とても、思い出に残る一日となりました。 素敵なイベントに参加できてよかったです。 ありがとうございまし
た。 今回みたいな素敵な地域イベントが各地で行われるといいなぁと思いました。 みかんおいしかったで
す！！


