
CATEGORY BMX FLATLAND

 COUNTRY JAPAN

BIRTH:03/07/1988 
HIGHT 161cm / WEIGHT 55kg 

LANGUAGE:JAPANESE / ENGLISH 

naoyoshidabmx.com

2017        BMXフラットランド全日本大会 準優勝 
2018-20   VOLTA   シルク・ドゥ・ソレイユ  ワールド・ツアー 北米15都市 
2022        FUZION  シルク・ドゥ・ソレイユ  スペシャルイベント サウジアラビア 

naoyoshidabmx@gmail.com@nao.yoshida

MOVIES LINK 

吉田尚生

BMX ARTIST

NAO.YOSHIDA

内向的で絵を描くことが好きだった幼少時代。 自転車が壊れて新しく手に入れたBMX。 
ARTとこの小さな自転車が彼を外の世界に連れ出した。しかし大人達は言う「好きなものは１つにしなさい」と。 

その言葉を理解することが出来ず、「ARTとBMX」2つの好きなことを続けた。 
そして彼はその答えを見つける為に旅をしてサーカス団に出逢った。団員は皆とても自由だった。 

そこで彼は自分の好きなことを合わせた。自転車で踊り、絵を描くことを始める。 
「だれもやったことがないことに挑戦したい」そんな想いが彼を動かしている。 

コンテンポラリー要素を取り入れたBMXパフォーマンスやタイヤを使ったアクションペインティング、 
それはARTとBMXそれぞれの進化。そしてこれこそが自分自身のオリジナリティの追求。 

先入観を超えた新しい表現方法をこれからも創造していく。

http://naoyoshidabmx.com
mailto:naoyoshidabmx@gmail.com
https://www.instagram.com/nao.yoshida/
https://www.dropbox.com/sh/k2t1zqbs0pnohv7/AADRpN_U4D088EWg4il92qEla?dl=0


『ストリートから挑むシルク・
ドゥ・ソレイユの舞台 』

一度会社員となるも夢を諦められずにBMXの世界で舞
い戻り、世界最高峰のエンターテイメントの舞台である
シルク・ドゥ・ソレイユ「VOLTA」に出演を果たす。 

  
 情熱を持って自分のやりたいこと、幸せを追求し、夢を
実現させた「BMXアーティスト吉田尚生」に迫った。

吉田ナオ 絵画展「RIDRAWING・
自転車で描く世界」

 BMXアーティスト吉田ナオが手掛ける絵画展 
タイヤを筆に変えて描く唯一無二の技法 

「RIDRAWING 自転車で描く世界」に向けた
インタビューとライディング映像

サウジアラビアで行われた 
シルク・ドゥ・ソレイユ　FUZION 

パフォーマンス映像

Cirque du soleil・FUZION ADAYLIFE - Nao Yoshida -

個展STEP OUT OF LINEにて公開 
mm filmsによる葉山を舞台にした映像

■BMX大会 
2007   フランス大会　　    　　　　　　 優勝　　　
2011　全国大会（23歳以下） 　　　      優勝　
2012　全日本選手権KING OF GROUND 優勝
2013　全日本選手権KING OF GROUND 準優勝
2016　ドイツ世界大会　　　　　　　　  入賞
2016　全日本選手権KING OF GROUND 準優勝
2017　神奈川県大会　　　　　　　　　  優勝
2017   世界大会FLAT ARK                    決勝進出

■ART展示
2007   横浜路地博  　 グループ展 (横浜） 
2009　ART SHOW    グループ展 (ロンドン)
2011　FLAT WORLD       個展 (横浜)
2012　RIDE on COLOR   個展(ニューヨーク)
2020   RIDRAWING 自転車で描く　　　　個展(横浜)
2021　STEP OUT OF LINE 自転車で描く道   個展(葉山) 

■シルク・ドゥ・ソレイユ
2018   シルク・ドゥ・ソレイユ ワールドツアー VOLTA 出演
2022   シルク・ドゥ・ソレイユ イベント     FUZION　 出演 

■パフォーマンス出演  
2014 ニコニコ超会議  
2016 日本・シンガポール外交関係樹立50周年行事  
2016 大阪府・御堂筋パレード  
2017 横浜マラソンE X P O  
2021 アルビレックス新潟 ハーフタイムショー 

■TV 
NHK (全国) / TVK (神奈川) / ABC7 (アメリカ) 
FOX  (アメリカ) / FOX29 (アメリカ)

https://www.youtube.com/watch?v=_gkxpRJB1dk
https://youtu.be/zvL6o5oMjxA
https://www.youtube.com/watch?v=N6zaYyWOhHI
https://youtu.be/JWO4l-jUDac


BMX ARTIST 
NAO YOSHIDA 
CATEGORY:BMX FLATLAND 
COUNTRY:JAPAN

BIRTH:03/07/1988 
HIGHT: 161cm / WEIGHT 55kg 

LANGUAGE                    
JAPANESE / ENGLISH 

OTHER INFO                
MARRIED/VACCINATED

MOVIES LINK 

2017        National contest vice champion 
2018-20   VOLTA   Cirque du soleil  (Duo with ballet dancer)  
2022        FUZION  Cirque du soleil (Solo act）

naoyoshidabmx@gmail.com@nao.yoshida naoyoshidabmx.com

He was introverted and loved to draw as a child. When his bicycle broke down, he got a new one, a BMX. 
ART and this little bike took him out into the outside world. But the adults told him, "Only do one thing you love. 

He couldn't understand those words, so he continued to do his two favorite things, ART and BMX. 
Then he traveled to find the answer and met a circus troupe. The members of the troupe were all very free. 

There he combined what he liked to do. He started dancing on his bicycle and painting. 
He started dancing on a bicycle and painting. 

BMX performance with contemporary elements and action painting with tires. 
This is the evolution of both ART and BMX. This is the pursuit of his own originality. 

He will continue to create new ways of expression that transcend preconceived notions.

https://www.dropbox.com/sh/k2t1zqbs0pnohv7/AADRpN_U4D088EWg4il92qEla?dl=0
mailto:naoyoshidabmx@gmail.com
https://www.instagram.com/nao.yoshida/
http://naoyoshidabmx.com

