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（ア）県内スポーツ資源調査 

（1）スポーツ関連施設・スポーツアクティビティ事業者の整理 

① スポーツ関連施設の把握 

a.スポーツ施設現況調査 

スポーツコミッション沖縄の作成したデジタルパンフレット「プランナーズ

ガイドブック」に記載されている競技別スポーツ施設一覧から、競技施設の

件数をグラフ化すると、以下の通り。 

 

詳細は、次ページ以降に一覧表を添付。 
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b.その他民間の施設 

沖縄県内の主要なスポーツジムと大型ショップの所在地は以下の通り。 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1VbLtBhPImJ0G-SCpHY7hNsnjCT4&usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

№ 名称 所在地 電話番号
■1 ガルフスポーツクラブ牧港 沖縄県浦添市牧港1-56-2 098-871-1866
■2 ガルフスポーツクラブ前田 沖縄県浦添市前田2-17-2 098-942-0770
■3 スカイスポーツ 沖縄県那覇市字具志885 098-857-0008
■4 ガルフスポーツクラブ豊見城 沖縄県豊見城市字豊見城87 098-856-0022
■5 コナミスポーツクラブ沖縄 沖縄県那覇市天久902 098-941-5736
■6 スポーツパレスジスタス那覇 沖縄県那覇市西2-5-5 098-868-0758
■7 スポーツパレスジスタス浦添 沖縄県浦添市沢岻2-23-1 098-878-1122
■8 スポーツパレスジスタス美里店 沖縄県沖縄市美里4-20-1 098-982-1115
□1 スーパースポーツゼビオ宜野湾店 沖縄県宜野湾市真志喜3-28-3 098-870-9611
□2 スーパースポーツゼビオうるま店 沖縄県うるま市前原１８３−９ 098-979-0003
□3 スポーツデポ 豊崎店 沖縄県豊見城市字豊崎1-411 098-851-1150
□4 スポーツデポ 天久店 沖縄県那覇市天久1-2-1 098-861-0460
□5 スポーツデポ 具志川店 沖縄県うるま市字前原徳森原360 098-974-8660

スポーツジム

大型スポーツ
ショップ

https://drive.google.com/open?id=1VbLtBhPImJ0G-SCpHY7hNsnjCT4&usp=sharing
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② スポーツアクティビティおよび従事者の把握 

a. 県内競技団体・競技連盟 

 

 

 

 

 

 

 

団体名 所在地 電話番号
沖縄県ウォーキング協会 〒901-2303 北中城村字仲順435 北中城村体育協会内 098-935-3773
沖縄県水泳連盟 〒901-2134 浦添市港川2-11-8　沖縄スイミングスクール内 098-873-0310
沖縄県ボート協会 〒904-0035 沖縄市南桃原1-10-1　県立球陽高等学校内 098-933-9301
沖縄県セーリング連盟 〒900-0012 那覇市泊3-12-6　有銘 兼一 方 098-868-5793
沖縄県カヌー協会 〒901-0305 糸満市西崎町1-1-1　沖縄水産高等学校 気付　井田 圭 098-994-3483
沖縄県ボウリング連盟 〒900-0026 那覇市奥武山町51-2 4階 沖縄県体協スポーツ会館 401号室 098-996-4705
沖縄陸上競技協会 〒900-0026 那覇市奥武山町51-2 沖縄県体協スポーツ会館5階 506号室 098-996-2881
一般社団法人 沖縄県サッカー協会 〒900-0026 那覇市奥武山町51-2 406号室 (沖縄県体協スポーツ会館内) 098-996-4722
沖縄県テニス協会 〒901-0152 那覇市小禄1-3-25　パラシオ大橋101号 098-858-9120

沖縄県ホッケー協会
〒905-0401 国頭郡今帰仁村仲宗根232番地 今帰仁村教育委員会 気付
玉城 智也 宛

0980-56-5955

沖縄県ボクシング連盟 〒901-0305 糸満市西崎1-1-1　沖縄水産高等学校 気付　仲村 泰洋 070-5270-6561

沖縄県バレーボール協会
〒900-8553 那覇市泉崎1-1-1　那覇市庁舎11階 那覇市教育委員会 学校
教育課＜教職員グループ＞気付　大城 義智

070-5413-9630

沖縄県体操協会 〒901-2126 浦添市宮城2-15-3　205　宮城 栄一郎 方 098-877-7831
沖縄県バスケットボール協会 〒900-0003 那覇市安謝653 株式会社国際重機ビル602号室 098-941-2623
沖縄県レスリング協会 〒902-0071 那覇市繁多川1-19-32 宮本 裕二 宛 090-3070-5180
沖縄県ウェイトリフティング協会 〒900-0026 那覇市奥武山町52 県立武道館内 平良 次悦 宛 098-858-2700

沖縄県ハンドボール協会
〒901-2122 浦添市勢理客4-22-1 県立那覇工業高等学校 気付 久高 清龍
宛

098-877-6144

沖縄県自転車競技連盟 〒901-1111 南風原町兼城517-3　沖縄輪業（株） 内 098-888-0064
沖縄県ソフトテニス連盟 〒900-0026 那覇市奥武山町51-2 502号室 （沖縄県体協スポーツ会館内） 098-996-5078
沖縄県卓球協会 〒904-0023 沖縄市久保田1-4-15 　外間スポーツ2F 098-932-9198
沖縄県野球連盟 〒900-0001 那覇市港町2-12-22　沖縄港湾労働者福祉センター1階 098-862-0814
沖縄県相撲連盟 〒905-0006 名護市字宇茂佐13 県立北部農林高等学校内 久場 研吾 宛 0980-52-2634
沖縄県馬術連盟 〒900-0026 那覇市奥武山町51-2 沖縄県体協スポーツ会館 307号室 098-996-3735
沖縄県フェンシング協会 〒900-0012 那覇市泊3-15-3　サンライト泊702　阿波連 本広 方 098-866-7902
沖縄県柔道連盟 〒902-0077 那覇市長田2−5−31−101　アスリートクラブ琉9内 098-851-7186
沖縄県ソフトボール協会 〒904-2155 沖縄市美原2−14−37　コーポ川上105 098-939-7565
沖縄県バドミントン協会 〒901-1101 島尻郡南風原町大名289-1　宮良 方 080-3378-2616
一般社団法人 沖縄県弓道連盟 〒900-0025 那覇市壺川1-17-2 206 山城 方 098-855-5830
沖縄県ライフル射撃協会 〒900-0004 那覇市銘苅239-2 098-867-1110
一般財団法人 沖縄県剣道連盟 〒900-0026 那覇市奥武山町51-2 沖縄県体協スポーツ会館 501号室 098-859-0410
沖縄県ラグビーフットボール協会 〒901-0305 糸満市西崎1-1-2 県立西崎特別支援学校内 098-994-6855
沖縄県アーチェリー協会 〒901-2121 浦添市内間4-12-3　島袋 方 098-879-2441
沖縄県空手道連盟 〒901-2121 浦添市内間3-26-1　県立浦添高等学校内 098-877-4970
沖縄県銃剣道連盟 〒901-2127 浦添市屋富祖3-9-3 丸城開発ビル Ａ302 浜崎 方 098-859-8815
沖縄県クレー射撃協会 〒904-1106 うるま市石川3319-49 098-964-6757
沖縄県なぎなた連盟 〒901-0151 那覇市鏡原1-3　ブラザーアパート205号　笠原 松美 方 098-858-3955
沖縄県パワーリフティング協会 〒904-2215 うるま市みどり町2-1-18 スポーツジム平良内 090-2588-2833

沖縄県アイスホッケー連盟
〒901-1104 南風原町字宮平460-1　スポーツワールドサザンヒル アイスア
リーナ内

098-888-5858

沖縄県スキー連盟 〒900-0026 那覇市奥武山町51-2 沖縄県体協スポーツ会館 505号 090-3012-4241
沖縄県山岳連盟 〒901-2224 宜野湾市真志喜3-3-13　田場 方 098-898-8549
沖縄県ゲートボール連合 〒901-0405 八重瀬町字伊覇305-4　　エルガーデン八重瀬A−1号室 098-998-6991
一般社団法人 沖縄県ゴルフ協会 〒900-0029 那覇市旭町112-1 金秀ビル東館2階 098-863-5619
一般財団法人 沖縄県トライアスロン連合 〒900-0026 那覇市奥武山町51-2 沖縄県体協スポーツ会館 504号 098-987-4433
沖縄県ダンススポーツ連盟 〒901-2134 浦添市港川433　2−205 090-6633-8041
沖縄県武術太極拳連盟 〒901-0614 南城市玉城字奥武1番地 津波古 方 080-1702-4396
沖縄県グラウンド・ゴルフ協会 〒901-1202 南城市大里字稲嶺1095-1　湧稲国公民館内 098-946-8062
沖縄県少林寺拳法連盟 〒901-0154 那覇市赤嶺1-5-9 エンゼルハイム赤嶺第2-505 090-1517-7473
沖縄県スケート連盟 〒900-0067 那覇市安里905　室 龍海 方 098-860-3672
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b. スポーツ関連体験プログラム 

主なジャンルの体験プログラム提供業者は以下の通り 

【トレッキング】50 件 

 

NO. 施設名 所在地 コース/参加費 店舗URL

1 アシビーブルー 国頭郡本部町
リバートレッキング
大人￥５，４００　５歳～１２歳￥４，３２０

http://ashibee.ec-
net.jp/rivertrekking.html

2 オーシャンブリッジ沖縄 国頭郡今帰仁村
ウォーターホールトレッキング2時間ツアー
大人5000円小学生3000円 http://oceanbridge-okinawa.com/

3 シーナサーフ 国頭郡恩納村
宝探しジャングルトレッキング！「GPSで幻のちゅらだ～まを探
せ！」
【参加費】5,400円

http://www.seanasurf.com/?men=1

4 冒険島 国頭郡恩納村
やんばる清流リバートレッキング！3,480円～4500円
神秘の鍾乳洞の探検！秘境パワースポットでトレッキング大
冒険！3,480円～3980円

http://option.okitour.net/cate/supp
lier_plan_list.aspx?s=bokenjima

5 スピッツ 国頭郡恩納村

やんばるリバートレッキング　6,000円　（2名）4,700円 　（3名
以上）3,500円
やんばるの森トレッキング　6,000円　（2名）4,700円 　（3名以
上）3,500円

http://spitz-
trecking.com/course/index.html

6 シーナサーフ 国頭郡恩納村 親子で秘境ビーチトレッキング大冒険！　3780円
http://option.okitour.net/search/de
tail.aspx?plan_id=3685

7 As One Dive OKINAWA 浦添市 トレッキングコースなし http://asone-okinawa.com/

8 アースシップ沖縄 中頭郡読谷村 ウォータージャングルアドベンチャー　7000円
http://earthship-
okinawa.jp/yamatabi/

9 畿日本ツーリスト沖縄 那覇市

【大宜味村】
やんばるウォータージャングルアドベンチャーツアー
１名7000円（中学生以上）
【沖縄】1DAYやんばる大自然満喫ツアー
１名13000円（中学生以上）
【沖縄】やんばるおもしろ！リバートレッキング
大人5000円子供3000円

http://meito.knt.co.jp/1/ca/11201
/1/

10 アイランドワークス 宮古島市
歩いて行く!!鍾乳洞探検隊
 大人(中学生以上) ４,８００円 （税別） 子供(小学生) ４,５００円
（税別）

http://www.uminooto.com/tourmen
u/cave_party/index.html#menu2

11 パドル＆シュノーケルガイド　Bonito(ボニート) 宮古島市

ビーチBonitoスペシャル
料金(お一人様)：15,000円 (税込)※小学生以下：8,000円
ボートBonitoスペシャル
料金(お一人様)：20,000円 (税込)※小学生以下：10,000円

http://irabu-bonito.net/course-
special/

12 宮古島旅倶楽部 宮古島市 大神島散策プラン　大人3,000円　小人1,500円　 http://miyatabi.com/
13 GRAT!S!SUP (グラッツサップ) 宮古島市 トレッキングコースなし http://www.gratssup.com/

14 ニコラスツアーズ 石垣市
野底岳(マーぺ)トレッキング【参加費】4000円　（子供）2000円
於茂登岳トレッキング【参加費】5000円　（子供）2500円

http://www.nicolastours.net/

15 石垣島ドリーム観光 石垣市
【夏季限定4月～9月】 S-3　西表島マングローブSUP&滝トレッ
キング（昼食付）＜所要時間 9時間45分＞料金￥16,000

http://ishigaki-dream.co.jp/s-3

16 平田観光 石垣市 バンナ岳トレッキングツアー　4000円
西表島カヌー＆トレッキングで行く「サンガラの滝」コース　14000円http://www.hirata-group.co.jp

17 ライズ石垣島 石垣市

石垣島 青の洞窟シュノーケル+ジャングル/滝つぼトレッキン
グ（星の砂・太陽の砂浜ツアー AM/PM開催)
大人：6,500円
小人：5,000円（小学生まで）

http://www.rise-
ishigaki.com/plan3.html

18 西表島観光センター 石垣市
マングローブクルーズ+由布島水牛車+星砂の浜散策Ａコース
大人：12,900円～　小人：8,500円～

http://jaima.net/modules/mxdirect
ory/singlelink.php?cid=2&lid=336

19 石垣島トラベルセンター 石垣市
宮良川マングローブカヌー＆トレッキングツアー
・大人(12歳以上)：5,000円(税込)
・子供(6～11歳)：4,000円(税込)

http://option.okitour.net/search/de
tail.aspx?plan_id=4558

20 アースカラー　ネイチャーツアーズ 石垣市
マングローブの森トレッキング
大人： ￥5,000 小学生： ￥3,000 幼児： ￥2,000

http://earth-color.jp/course.html

21 安栄観光（アンエイカンコウ） 石垣市
西表浦内川ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞｸﾙｰｽﾞと宇多良炭鉱跡ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ、由布島
ﾌﾟﾗﾝ
14900円　子供（6～11歳）11300円

http://www.aneikankou.co.jp/tours
/detail/15

22 石垣島鍾乳洞・石垣島サンセットビーチ 石垣市
大人：1,080円　小人【4歳～中学生】： 540円

団体：15名以上　大人：970円　小人：480円
http://www.ishigaki-cave.com/

23 free suits石垣（フリースーツ） 石垣市
吹通川マングローブカヌー+トレッキング体験
【web限定価格】大人 6,500円 　子供(3才～12才) 4,500円

http://free-suits.com/tour/

24 LUCKY CLOVER（ラッキークローバー） 石垣市 青の洞窟・大自然満喫ツアー　大人6,000円　子供4,000円
http://www.luckyclover-
ishigaki.com/

25 にじいろのさかな石垣島 石垣市

ジャングルリバートレッキング（沢登り）　大人：7,000円　小人
（小学生まで）：5,500円　※1名様開催の場合 ＋1,500円
絶景トレッキング（登山）　［ショート］ 大人：4,000円　　小人：
2,500円［半日］ 大人：7,000円　　小人：5,500円［１日］ 大人：
10,000円　　小人：8,500円※1名様開催の場合 ＋1,500円

http://nijiirono-
sakana.com/trekking/

26 FLOWFISH(フローフィッシュ) 石垣市
渓流登り＆滝つぼダイブツアー
大人6,500円子供4,500円

http://www.flowfish.net/nature.htm
l

27 石垣島エコツアーショップオーパ(Opa) 石垣市

マングローブ探検 ＆ リバートレッキング　5,500円（中学生か
ら） /　4,000円（5歳から小学6年生） /　1,500円（0歳から4歳
まで）
マングローブカヤック ＆ リバートレッキング　6,500円（中学生
から） /　5,000円（5歳から小学6年生） /　1,500円（0歳から4
歳）
リバートレッキング　5,500円（中学生から） /　4,000円（小学2
年生から小学6年生）

http://opa.sunnyday.jp/

28 石垣島フィールドガイドＳｅａＢｅａns 石垣市
バードウオッチングツアー
１日コース大人10.000円子供7.000円
半日コース大人7.000円子供4.500円

http://www.seabeans.net

29 トムソーヤマリンショップ(TOM Sawyer Marine Shop) 石垣市 バンナ岳トレッキングツアー大人4000円 http://www.ishigaki-tomsawyer.jp/

30 エコツアーふくみみ(Fukumimi tours ISHIGAKIJIMA) 石垣市

マングローブカヤック＆牧場トレッキング
大人10000円小学生6000幼児2000円
シュノーケリング＆リバートレッキング
大人10000円小学生6000幼児2000円
シュノーケリング＆マングローブウォーク
大人10000円小学生6000円幼児2000円

http://2933tours.com/
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NO. 施設名 所在地 コース/参加費 店舗URL

31 エル・ビー・カヤックステーション 竹富町西表島
ユツンの滝コース（ジャングルトレッキング　ロング）13200円
ゲータの滝コース（ジャングルトレッキング　ショート）11000円
子供（小学生以下）7700円

http://lbks.jp/wp-
content/category/tour_menu

32 西表島カヌークラブ空風 竹富町西表島 ユツンの滝トレッキングコース　11,000 円
http://sorakaze.jp/course/s_yutsun
_trekking.html

33 西表島カヌー旅行人グッドアウトドア(GoodOutDoor) 竹富町西表島

川カヌー＆トレッキング
仲良川とナーラの滝（幻の滝）大人10.000円小人8.000円
ナーラの滝と秘境の滝（NEW仲良）大人12.000円小人10.000
円
秘境アダナデ川の滝サワートレッキング　大人10.000円小人
8.000円
秘境トドゥルシの滝　大人10.000円　小人8.000円

http://goodoutdoor.jp/menu.html

34 ブルーシーズン西表(BLUE SEASON IRIOMOTE) 竹富町西表島

ピナイサーラの滝：カヌー&トレッキング半日ツアー　5,800円
ピナイサーラの滝：カヌー&トレッキング1日ツアー　9,800円
サンガラの滝：カヌー&トレッキング半日ツアー　5,800円
マイラの滝：カヌー&トレッキング半日ツアー　5,800円
マングローブカヌー&トレッキング＆スノーケリング1日ツアー
11,500円
マングローブカヌー&トレッキング＆ダイビング1日ツアー
18,000円

http://www.blueseason-i.com/

35 西表島ツアーガイドカラカラ(karakara) 竹富町西表島

trekking+kayak
ピナイサーラ大人10.000円小人5000円
ナーラの滝大人10.000円小人5000円
半日カヌー+半日トレッキング大人11.000円小人5500円
マヤグスクの滝カヤックトレッキング大人１名23.000円/２名以
上18.000円

http://www.iriomotekarakara.com/

36 西表島アレンジツアー漕屋KAGUYA 竹富町西表島

カヌーで行くピナイサーラの滝つぼ＆ケイピング１日
大人11.000円小学生9.000円
ユツン算段の滝＆マヤロックの滝トレッキング１日
高校生以上11.000円中学生9.000円

http://www.iriomote-kaguya.com/

38 西表島ゆくる(YuKuru) 竹富町西表島

ケイビング（初級洞窟）＆ジャングルトレッキング＆キャニオニ
ング
スタンダードコース大人12.000円小学生9.000円
絶景フルコース大人14.000円(中学生以上）

http://yukuru-
iriomote.com/index.html

39 西表島ジャングルホテル パイヌマヤ(Jungle Hotel Painumaya) 竹富町西表島

ジャングルピクニック１名10.000円
半日ユツンジャングルトレッキング＆カヌー１名5.000円
ジャングルトレッキング
ツユン三段の滝１名10.000円
ピナイサーラの滝１名10.000円
マリュドゥ・カンピレーの滝１名10.000円
半日ジャングルトレッキング１名6.000円
ラグーントレッキング半日１名6.000円１日10.000円
ツユン川沢登り秘境リバークライミング１名12.000円
ヤエヤマホタル鑑賞ツアー１名2.000円

http://www.painumaya.com/

40 西表ポロロッカ(Iriomote Pororoca) 竹富町西表島
神秘の花サガリハナ鑑賞ツアー大人8000円子供7000円
早朝リーフカヤックツアー大人5000円小人4000円

http://ip-outdoor.net/

41 西表島タイドライン(TIDELINE) 竹富町西表島

西表島横断（縦走）トレッキング
2名／22.000円１名　3名/18.000円　4名/15000円
マヤグスクの滝トレッキングコース2名/15.000円１名
古見岳登山沢歩き＆ジャングルトレッキング2名/15.000円1名
カヌー＆トレッキング1日コース１名10.000円ショートコース１名
8000円
亜熱帯シュノーケル＆ジャングルコース１名13000円

http://www.ne.jp/asahi/iriomote/tid
eline/

42 バジャウトリップ西表フィールドサービス 竹富町西表島

歩いていくピナイサーラの滝1日ツアー10000～13000円
古見岳ピークハント１日ツアー11000～15000円
ユツン三段の滝１日ツアー10000円～13000円
仲良川ナーラの滝トレッキング１日ツアー10000～13000円

http://bajau.freya.bindsite.jp/

43 西表島 KEN GUIDE 竹富町西表島

半日滝トレッキング＆ケイビング大人7500円小人5100円
半日ゲータの滝シャワートレッキング大人7300円小人5100円
ツユンの滝トレッキングツアー大人10000円小人8000円
１日ヤマグスクの滝トレッキング１名20000円
１日マヤダンの滝トレッキング１名20000円

http://www.kenguide.info/

44 西表島 海月 竹富町西表島

ゲータの滝沢トレッキング
AM１名6500円小学生以下5000円
PM1名7500円小学生以下6000円
マヤロックの滝ジャングルトレッキング
AM１名6500円小学生以下5000円
PM１名7500円小学生以下6000円
鍾乳洞探検ジャングルトレッキング
AM１名6500円小学生以下5000円
PM1名7500円小学生以下6000円

http://iriomotejima-kurage.com/

45 西表島　浦内川観光(Iriomote Island Urauchigawa kankou) 竹富町西表島
亜熱帯の森トレッキング１名10000円2名以上7000円 http://activityjapan.com/publish/fe

ature/417

46 西表島自然体験ツアー　L・Bカヤックステーション 竹富町西表島

ピナイサーラの滝つぼ＆星砂の浜コース
大人11000円子供7700円
ピナイサーラの滝つぼ＆滝うえコース
大人11000円子供7700円
ナーラ川本流コース大人13200子供8800円
ユツンの滝コース・ジャングルトレッキング大人13200円
ゲータの滝コース・ジャングルトレッキング大人11000円子供
7700円

http://lbks.jp/

47 西表島のんぷら(Iriomotej 竹富町西表島

カヌー＆大人気「由布島」ツアー
高校生から11000円小中学生8500円
ピナイサーラの滝・癒されツアー
大人11000円小学4年生から8500円
ユツン3弾の滝トレッキングツアー
高校生から11000円中学生8500円
マル秘探検ツアー高校生から11000円中学生8500円

http://npura.com/

48 motti（もっち）西表島トレッキングツアー 竹富町西表島

モダマ池トレッキングコース大人5000円小人・幼児4000円
マヤロック滝トレッキングコース大人6000円小人・幼児5000円
ゲータの滝トレッキングコース大人6000円小人・幼児5000円
ユツン三段の旅トレッキングコース大人10000円町人9000円

http://www.motti-
iriomotejima.com/

49 南風見ぱぴよん 竹富町西表島

ユツン三段の滝大人10000円15歳未満5000円
マヤグスクの滝大人13000円（２名以上で開催）
古見岳大人１名20000円2名以上12000円/1名
西表島横断大人30000円2名以上15000円/１名

http://www.haimipapillon.com/

50 西表島カヌークラブぱいしぃず 竹富町西表島

ピナイサーラの滝半日カヌー＆トレッキングショート（滝壷のみ
大人7000円小学生5000円
ピナイサーラの滝カヌー＆トレッキング1日（滝の上＆滝つぼ）
大人1000円小学生（10歳～）8000円
海山あしびーコラボツアー1日（カヤック・滝つぼ＆海遊び）
大人11000円小学生9000円

http://www.iriomote-pisces.com/
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NO. 施設名 所在地 コース/参加費 住所/問い合わせ先

1 maya-yoga 名護市
やさしいヨガ体験　1000円～
サンライズビーチヨガ体験　1500円～
出張ヨガ体験　1500円～

沖縄県名護市為又

2 Surya yoga 沖縄 名護市

【ヨガクラス】
入会金：無料
会　費：１回500円（個人）
月会費：５千円（クラスを何回でも受講できます。）
プライベートレッスン：１回3,000円（出張費は別途相談）
団体レッスン：１回10,000円（人数制限なし。出張費は別途相談）

沖縄県名護市大南 1-11-12　 アメニティ75　701号
090-6597-1296

3 Ohana SUP Okinawa（オハナサップオキナワ） 国頭郡今帰仁村 海の上でSUPヨガ　6000円～
沖縄県国頭郡今帰仁村崎山153
0980-56-1055

4 沖縄プロデュース カマダ 国頭郡恩納村 ビーチで朝ヨガ　2500円～
沖縄県恩納村名嘉真2288番地38ユイマール恩納1-2
098-936-1879

5 岩盤温浴さくら 浦添市 おためし体験・・・お１人様　1,350円(1回限り)
沖縄県浦添市城間2-5-3 シーホースビル2F
098-879-2766

6 happyyoga 宜野湾市
入会金　5,000円
月謝　　4,000円
体験１回　1,500円

沖縄県宜野湾市大山２丁目１?９
098-898-5670

7 yoga 15（ヨガイチゴ） 宜野湾市

大人レッスン：体験：2,000円 、月謝：5,000円、入会金：5,000円
マタニティヨガ：予約制　料金：2,000円
ママ＆ベビー：月謝：5,000円　入会金なし
キッズヨガinEnglish：予約制　体験料: 1,000 円、月謝: 5,000 円、入会金:
5,000 円、大人体験料: 2,000 円(初回のみ体験可・見学不可）
呼吸法と瞑想：体験料: 2,000円、月謝: 5,000円、入会金: 5,000円

沖縄県宜野湾市大謝名１丁目

8 YOGA STUDIO WAON和穏 宜野湾市 不定
沖縄県宜野湾市大山4-1-34
waon.yoga@gmail.com

9 うちな～健康広場 宜野湾市
体験レッスン　2,000円　（講座 3,000円）
入会金　5,000円　　月謝　5,000円～

沖縄県宜野湾市大謝名4-17-7
098-890-5131

10 ヨーガスタジオオキシャンティ 沖縄市

1クラス・ドロップイン　 2,000円（初回のみ、トライアル1,500円）
４回チケット　　　　　　7,200円（購入日より２ヵ月有効）
７回チケット　　　　　 12,000円（購入日より３ヵ月有効）
マンスリー・チケット　 17,000円（１か月間１日1クラスまで、何クラスでもご参
加可）
ターコイズ・クラス　　　3,000円（予約制）
リストラティブ　　　　　　  4,000円（予約制）
【プライベートレッスン】
シングル：6,000円（90分＠スタジオ）6,500円（出張）
            4,000円（60分＠スタジオ）4,500円（出張）＊時間応相談
セミ(2名さま)：5,000円（90分＠スタジオ）5,500円（出張）
グループ(3名さまから):3,000円（90分＠スタジオ）3,500円（出張）

沖縄市松本４丁目16-22 イケミヤハウス
080-4363-6464

11 楽ヨガ 沖縄市

登川の産婦人科「ゆいクリニック」にて、マタニティヨガ、ママ＆ベビーヨガを
開催
参加費１回500円
院外の方　1,000円
（ゆいクリニックへ直接予約。）

沖縄県沖縄市知花6-11-6 プレミールyoshi B101
098-989-3801

12 yoga studio nadi うるま市 1000円
沖縄県うるま市石川嘉手苅１４９－１
098-964-4808

13 石川ヨガ研究所 うるま市

入会金…5000円
月謝…月に4レッスンまで5000円、8レッスンまで8000円
チケット…4レッスン6000円(有効期限3ヶ月)
個人修正【完全予約制】…5000円

沖縄県うるま市みどり町2-12-6
098-973-6865

14 akiyoga うるま市

プライベートレッスン　所要時間　約180分　12000円
セミプライベートレッスン　所要時間　約180分、　2名様6000円/人（12000
円）、　3名様4000円/人（12000円）、　4名様3000円/人（12000円）
出張レッスン　5名〜20名　20000円、　20名〜40名　25000円

沖縄県うるま市石川東恩納

080-3462-6464

15 The Shanbio 中頭郡北谷町 初回体験レッスン　1500円
沖縄県北谷町宮城2-208 4F,5F
098-983-7778

16 沖縄アグニヨーガサロン 中頭郡北谷町

＊ヨーガ＆サウナ＆リラクゼーションのトータルコース　３０００円
＊ヨーガレッスン　２０００円　（ヨーガのみ）お友達同伴割引あり！
＊サウナコース　２５００円　（ドームサウナ＆リラクゼーション）
＊ダイエットヨガコース　２０００円から３０００円
（その方に応じてプログラムが変わります）
＊ヨガマスターコース　２５００円　（レッスンと楽しいヨーガ理論レクチャー）
お試しヨーガ　１５００円
お試しサウナコース　１５００円

沖縄県北谷町ハンビータウン
０９８－９３６－６８５１

17 Freespirit 中頭郡北中城村 月4回3,000円／１回体験1,000円
沖縄県中頭郡北中城村仲順
080-6553-1637

18 yogaplaceSHANTISVASTA 中頭郡中城村
毎回1000円の参加費
ヨガクラス は 1レッスン 1000円
プライベートレッスンが 60分 3000円

沖縄県中頭郡中城村当間1077－1
090-8048-0134

19 オクトワン（ＯＣＴ‐ＯＮＥ） 那覇市

ホットヨガ60分基本コース/1890円（税込）
アロマキャンドルヨガ75分コース/1890円（税込）
リンパホットヨガ60分基本コース/1890円（税込）
リンパホットヨガ75分コース/2100円（税込）

沖縄県那覇市銘苅2-4-39 ＵＴビル4Ｆ
098-943-3201

20 ヴァイクンタ・ヨガ・センター沖縄 那覇市

ビギナーズ　ヴァイクンタヨガ（ハーフ・エレメンタリー）
ヴァイクンタヨガ　（フル・エレメンタリー）
リストラティブヨガ
各2500円

沖縄県那覇市久茂地3-5-13 シティスペースビル4F
098-861-1988

21 Ryu Yoga　琉球セラピーヨガスタジオ 那覇市
陰ヨガ
アロマヨガ
各1500円

沖縄県那覇市那覇市首里池端町10－３F
080-9701-0295

22 アロマ＆ストーンスパ　フランジパニ 那覇市
ホットヨガ [完全予約制]　毎週水曜日・金曜日　19:30～20:30
前売券　ヨガ　６０分　+９０分（岩盤浴、着替え、シャワー等）1650円
当日券　ヨガ　６０分　+９０分（岩盤浴、着替え、シャワー等）1850円

沖縄県那覇市安里411-1サンハイツ比嘉1F
098-885-4111

23 イルチブレインヨガ 那覇スタジオ 那覇市 イルチブレインヨガ2000円
沖縄県那覇市牧志3-9-40 T-ハウス 2階
098-861-7865



21 

 

 

 

 

 

 

 

NO. 施設名 所在地 コース/参加費 住所/問い合わせ先

24 ヨーガ・シャンティ 那覇市
旭橋プライベートレッスン（スムージー付き）3000円
首里スタジオレッスン1600円
瀬長島ホテル朝ヨガ1500円

沖縄県那覇市西2-20-9 トーマス西町405号室
070-1340-5839

25 コア☆レッスン（首里） 那覇市
夏美人！中医学的アドバイス＆美脚ヨガ　3000円
姿勢美スタイルプログラム　1500円

沖縄県那覇市首里池端町10　3階 Ryu Yoga（１階生
活館）
090-9120-0867

26 イルチブレインヨガ 宜野湾スタジオ 那覇市 イルチブレインヨガ2000円
沖縄県 宜野湾市 上原 2-2-11 HQDM VeritaⅡ 101
098-955-9435

27 ヨガ教室asetema 那覇市

1回…2000円
回数券5回分…8500円 有効期限は3カ月です。
初回体験は1000円です。（お一人様一回限りとさせていただきます。）

沖縄県那覇市牧志3-2-10（那覇市ぶんかテンブス館
4階レッスンルーム）
090-8641-0395

28 FRANGIPANI 那覇市

ヨガプログラム６０分＋９０分(岩盤浴、シャワー、着替え等）
※岩盤浴はヨガの前後に利用可。受付１８：２０～
前売り券 ￥１，６５０
当日券 ￥１，８５０

沖縄県那覇市安里411-1　サンハイツ比嘉1F
098-885-4111

29 YOGA SALON 星草花 那覇市

入会金　3000円
月謝 　　5000円／4回
（5回目以降は1000円／回）
※体験料1000円（要予約）

那覇市鏡原町34ー7　1Ｆ　たんぽぽ学習教室内
080-6527-8205

30 ヨーガ・シャンティ 首里スタジオヨガ 那覇市
全て1回60分、1600円(スムージーはつきません)初回体験割引なしのドロッ
プイン価格

沖縄県那覇市那覇市首里池端町10－３F
070-1340-5839

31 沖縄ヨガライブラリィ東町 那覇市

5枚綴り＝5,000円　　（50日有効）
11枚綴り＝10,000円　（100日有効）
月間フリーパス＝6,000円
 ＊入会金無し

沖縄県那覇市東町15-9-203
080-3378-1966（担当外間）

32 アメニティ・寒川 那覇市 入会金\5,000、￥4000（夜クラス）　￥5000（早朝クラス）
沖縄県那覇市首里寒川町１丁目１０６
098-884-0014

33 ヨガハナ　沖縄 那覇市
料金： 1,800円
回数券４回・・・6,000円

沖縄県那覇市牧志3丁目2番10号 那覇てんぶす館
４階
098-868-7810

34 イルチブレインヨガ 那覇スタジオ 那覇市
クラス体験は、お1人様1回1,000円（通常￥3,000円）
入会金8,000円

沖縄県 那覇市 牧志 3-9-40Ｔ-ハウス2Ｆ

098-861-7865

35 fe-nu yoga studio 那覇市
Ｃｌａｓｓ　Ｆｅｅ / 1class　￥１8００　/　5classes　￥8０００　/　10classes　￥１
5０００　/Ｍｏｎｔｈｌｙ unlimited ￥１2０００　一ヶ月何回でも参加可

那覇市久茂地1-4-15泉崎UFビル　503
090-4471-3954

36 スタジオワンツースリー
那覇市/沖縄市/糸
満市

■ スタジオ入会金【 無期限有効 の 永久会員制 】
Enrollment fee [ Indefinite existence effect ]
一　般　　Adult ￥ ５,４００
中高生　　Student ￥ ４,３２０
キッズ　　Kids ￥ ３,２４０
６０歳~　 over60 ￥ ０  (無料)
体験レッスン / Trial Lesson

■ 体験料金　　Trial Fee
一般クラス　　Adult class ￥１０００
　　〃　（中高生/シルバー）Teenager/over60 ￥   ８００
キッズクラス　Kids class ￥   ７００
一般クラス(90分レッスン)

コザスクール￥5500～.　糸満スクール￥5500～.　那覇スクール￥5900～.
《スタンプカード/回数制》＊一般クラスのみ！ ※全ての講座に使用可能♪
[1ヶ月有効期限] 4回 ￥6000～
[3ヶ月　〃　〃] 4回 ￥6600～

【那覇スクール】
那覇市天久８１６番地　TEL：０９８－９４３－２１２３

【コザスクール】
沖縄市中央3-1-6　TEL：０９８－９２９－１２３２

【糸満スクール】
沖縄県糸満市糸満1316　TEL：０９８－９９２－０１２３

37 ヨーガ・シャンティ 瀬長島朝ヨガ 豊見城市 1回30分1500円（入泉料別）
沖縄県豊見城市瀬長174-5 琉球温泉瀬長島ホテル・
龍神の湯
098-851-7077

38 Ａ SPORTS CLUB（エーススポーツクラブ） 豊見城市

【ビジター料金】
会員同伴 成人 1,000-、小人 　600-
非会員 成人 2,000-、学生 1,000-、小人 1,000-
回数券 　15,000- 11枚綴り半年有効

沖縄県豊見城市真玉橋１３５
098-850-6650

39 Shanti yoga & Massage 島尻郡与那原町

マタニティ・産後ヨガ・トータルメイクヨガ
月謝　　　　　　　￥3,000（払い戻し不可）
１０チケット制　￥15,000（8ヶ月有効、お友達とシェア可）
１レッスン　　　　￥2,000
体験レッスン　　　￥1,000　（要予約）

沖縄県与那原町字与那原712番地
080-5424-4328

40 リラクゼーションルームまぁる 島尻郡与那原町 定期レッスン（1回体験 1,000円　4回チケット 3,500円)
沖縄県島尻郡与那原町板良敷９５
090-2994-3951

41 ヨーガアムリタ 島尻郡八重瀬町
サンライズヨガ　1500円～
プライベートヨガ　4000円～
サンセットヨガ　1500円～

沖縄県八重瀬町字長毛77-1 シャトーアラモード101

42 THE BIG BLUE 宮古島市平良

ＳＵＰヨガ（90分）　8000円～
ＳＵＰヨガ（半日）　12000円～
ＳＵＰヨガ（1日）　20000円～
ＳＵＰヨガ・マスター（2～3日）　30000円～
大自然ヨガ午前/午後コース　8000円

沖縄県宮古島市平良字西里1-22-1F
070-5812-7331

43 アジアンヒーリングshanti 宮古島市久松
【一般クラス】月会費4,000円（4回）、ビジター2,000円（1回）、回数券6,000円
（5回/3か月間有効）
【プライベートレッスン】1レッスン10,000円～

44 ヨガ道場Coco-nut Life（ココナツライフ） 宮古島市
☆基本プラン（２泊３日）　　　　　　　　48,000円
☆少し長めにしっかりプラン（３泊４日）　70,000円
☆ちょっと短め体験プラン（１泊２日）　　25,000円

沖縄県宮古島市城辺友利
080-9216-8752

45 ヴィシュバ・ヨーガ教室 石垣市 1レッスン90分　1,000円
沖縄県石垣市大川２０３
090-8293-6264（矢内）

46 Makiko Kurata yoga & healing 石垣市

ヒーリングヨガ：5,000円
プライベートヨガ＠底地ビーチ：5,000円
PANA　de　マルシェ朝ＹＯＧＡ：1,000円
サンライズヒーリングリトリート：10,000円

沖縄県石垣市字川平１０３３
080-2748-087

47 アシュタンガヨガ石垣島 石垣市

1回　　　　1000円
5回チケット4000円
12回チケット6000円
その他チケット割あり
[有効期限なし。シェア利用可」
大浜教室or総合体育館

090-8944-1210
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【スタンドアップパドル】※OKSUP 加盟店 18 件 

 

 

 

 

 

NO. 施設名 所在地 コース/参加費 住所/問い合わせ先

1 BLUE LINK（ブルーリンク） 名護市

・半日コース２名様以上　お一人様　8000円　１名様　10000円
・1日（７～８時間）２名様以上　お一人様　12000円　１名様　14000円
・3時間　２名様以上　お一人様　8000円　１名様　10000円
・6時間　２名様以上　お一人様　15000円
１名様　２名様以上　お一人様　15000円　１名様　17０００円
・１時間　２名様以上　お一人様　4000円　１名様　５０００円

沖縄県 名護市屋部5
TEL　080-8391-8705

2 ハイパーオキナワ 名護市

・SUP体験コース　料金(税込)　5,000円　ボード・パドル・リーシュ・ライフジャケット込　所
要時間　90分　参加資格　6歳以上　集合時間　ご相談ください
・SUPクルージングガイド　料金(税込)　1名様 9,000円／2名様以上 8,000円 半日コース
ボード・パドル・リーシュ・ライフジャケット込　所要時間　移動時間、観光、食事等を含め
て4時間以内。4時間以上の場合は1日コースとなります。1名様 13,000円／2名様以上
11,000円　対象年齢　6歳以上　集合時間　ご相談ください
・SUPサーフィンガイド　料金(税込)　1名様 10,000円／2名様以上 9,000円半日コース
ボード・パドル・リーシュ・ライフジャケット込　所要時間　移動時間、観光、食事等を含め
て4時間以内。4時間以上の場合は1日コースとなります。1名様 14,000円／2名様以上
12,000円　参加資格　基本的に経験者のみとなります。初めての方はご相談ください。
集合時間　満潮の2～3時間前となりますが、詳細はお問合わせください。
※参加：お一人様からご参加いただけます。　集合時間：ハイパーオキナワ　予約締切：2
日前20時　キャンセル：前日19時まで（無料）　支払：現金のみとなります（クレジットカー
ドはご利用できません）　シャワー：温水はございません（ショップ外に水シャワーがありま
す）　保険：ご自身の怪我や、対人対物賠償などの補償のある保険に必ずご加入ください
中止規定：自然相手になりますので、当日のコンディションで中止になる場合があります
点ご理解の上、ご了承下さい

沖縄県名護市字宇茂佐333-2
TEL　0980-52-7710
メール　info@hyperokinawa.com

3 Araki、Takuji 国頭郡国頭村

・『iSUP基礎レッスン』 25,000円／2人まで／半日（小学生（保護者同伴）以上）
・『iSUPサーフ＆フィットネスDWトレーニング』32,000円 (終日 40,000円)
　3時間 (半日) 6時間（終日）SUPサーフィン（2人まで）、ダウンウインド（一名のみ限定）

国頭郡国頭村
090-3536-0238

4 うるまんちゅSeaTrip 国頭郡今帰仁村

・シニアプラン【SUP・スタンダードパドルボード】体験プラン（2泊3日）　料金　21,800円～
（大人2名1室おひとり様)　シングルユース  26,000円
・SUP＠スタンドアップパドルボードと宿泊パッケージプラン（2泊3日）　料金　19,800円
※コンドミニアムにご宿泊のお客様はおひとり様プラス5,000円です。
・SUP＠スタンドアップパドルボード＆やんばるツアー　料金　1名様 12,000円　 2名様以
上10,000円
・初めてのSUP体験コース　60分 1名様 5,000円　2名様以上 3,000円
・初心者向け体験クルージングSUPツアー　90分5,000円(2名様以上)
・SUPスタンダードコース　2時間 1名様8,000円　2名様以上5,000円
・ロングディスタンスSUPサーフガイド　2時間6,000円(2名様以上)
・SUP＠スタンドアップパドルボードと宿泊パッケージプラン（2泊3日)　料金　18,800円(通
年実施・4月〜9月がおすすめ)
※コンドミニアムにご宿泊のお客様はおひとり様プラス3,000円です。
・SUP＠スタンドアップパドルボード＆やんばるツアー　1名様 12,000円　 2名様以上
10,000円(通年実施・4月〜9月がおすすめ)＊要事前予約

沖縄県国頭郡今帰仁村崎山492-1
TEL　080-6498-0066　050-1365-5829

5 GOOD　LIFE 国頭郡恩納村
・オーシャンクルーズ　10歳以上　6000円
・マングローブリバークルージング　10歳以上　6000円

沖縄県恩納村瀬良垣1288
098-966-8282

6 wavepunk okinawa 国頭郡恩納村 体験コースなし
沖縄県国頭郡恩納村恩納6627-1
098-966-8049

7
HAPPY STAND UP ハッピー スタンド
アップ

中頭郡読谷村

・2時間　7000円(税込)
・3時間　9000円(税込)
・TAKE’Sピンポイントレッスン　2時間　10000円（税込
・

WEST:沖縄県読谷村長浜718-3地下1階 本社
　TEL　 098-958-7565 本社
EAST:沖縄県うるま市石川曙BeachStation
　ＴＥＬ　EAST/ 098-989-0430 予約

8 marine service nalu（ナルー） 中頭郡読谷村
・気軽にSUP体験120分　6000円
・ゆっくり水上散歩SUP体験1日コース　12000円

沖縄県中頭郡読谷村都屋135

9
natural factory（ナチュラルファクト
リー）

沖縄市
・SUP体験コース　所要時間　約６０分間 / ￥6,500　所要時間　約９０分間 / ￥8,000 沖縄市与儀1-35-10

TEL：098-932-7231　直通：090-8201-9313

10 SUP PORT（サップポート） 糸満市

・ＳＵＰ体験　60分  3000円
・ＳＵＰ体験＋のんびり沖縄時間　100分+α  5000円
・ＳＵＰ体験＋無人島へツーリング    1５0分+α 7500円
・送迎付き＋ＳＵＰ体験     　3時間　10000円

沖縄県糸満市照屋10
TEL　090-3256-6683

11 YES SURF 糸満市 ・ファーストステップクルージングコース　90分　料金（一般）　8,000円
沖縄県糸満市潮崎町2-1-14 オアシス潮102
TEL:098-994-5633

12 カイトクラブ 豊見城市
・ベーシックコース（所要時間90分・￥5,000-）
・クルージング(冒険)コース（所要時間2時間～・￥6,500-）

沖縄県豊見城市宜保270-102
電話：098－851－0180
携帯：090－6779－9990
E-mail：okinawa@kiteclub.biz

13 ナチュラSUP＆カヤック 南城市

・カヤックSUP体験　ショートコース　所要時間　約1.5時間　ツアー費用　1名4､000円　小
学生3､500円　税込です。　対象年齢　中学生以上
・カヤックSUP体験　海中探索または無人島砂　コース　所要時間　約2時間　ツアー費用
1名7､000円小学生5､500円　税込です　対象年齢　中学生以上
・沖縄SUP体験　クルーズとＳＵＰサップストレッチヨガor初心者ヨガコース　所要時間　約
2時間　ツアー費用　1名7000円　税込です　対象年齢　中学生以上
・沖縄SUP体験　ＳＵＰストレッチヨガor初心者ヨガコース　所要時間　約1.5時間　ツアー
費用　1名5000円　税込です　対象年齢　中学生以上

沖縄県南城市知念久手堅405-5
営業時間　11:00～17:00
電話050-3636-2270
電話070-5330-9120

14 立漕屋 南城市

・プライベートSUP体験ツアー　所要時間：60～90分程度　開催時間：7:00～15:00ごろま
で　金額：6,000円/人 ※催行人数2名～3名様まで。1名様のご利用は応相談
・初心者SUP レッスン　所要時間：60分～90分程度　6,000円/1名・1回　催行人数1名～
3名様まで

沖縄県南城市玉城奥武186

15
BlueField 久米島(ﾌﾞﾙｰﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾒｼﾞﾏ)
※元タンデムフライトサービス

島尻郡久米島
・ビギナーコース2時間　10000円
・クルージングコース1.5時間　10000円
・ダウンウインドコース1.5時間　13000円

沖縄県島尻郡久米島町真我里266
090-5922-5283

16 海楽屋 宮古島市

・SUPクルーズ&シュノーケリング　時間　3時間　料金　7,000円
・サンセットクルーズ　時間　2時間　料金　5,000円
・マングローブクルーズ　時間　3時間　料金　7,000円
・ツアーのSUP体験　時間　2時間程度　料金　5,000円

宮古島市平良字西里826-12
TEL　0980-79-5494
携帯　080-3130-2504
mail　3kairakuya@gmail.com

17 アイランドスタイル宮古島 宮古島市

・SUP体験スクール1.5時間　4500円
・SUPお散歩コース2.5時間　6000円
・SUP&シュノーケルコース3.5時間　8000円
・SUPサンセットツアー2時間　5500円

沖縄県宮古島市平良字下里1158-4
080-8554-0987

18 シンバ・トライバル石垣島 石垣市 ・ SUPクルージングツアー（３時間/送迎あり）※現在ツアー休止中
沖縄県石垣市大浜2075-152
Tel：0980-83-4124
携帯：090-8325-3226
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【サーフィン】13 件 

 

 

【ビーチバレー・ビーチテニス・ビーチサッカー】20 件 

 

 

 

 

 

NO. 施設名 所在地 コース/参加費 住所/問い合わせ先

1 OSG（オーエスジー） 国頭郡恩納村
【はじめてのサーフィン　2時間】7000円
【サーファーなるぞ　2時間×5回】24000円

沖縄県国頭郡恩納村真栄田4番地
080-4099-1935

2 シーナサーフ 国頭郡恩納村
【体験ロングボードサーフィン】10歳以上　8640円
【サーフィンスクール「ザ・入門」】9720円

沖縄県国頭郡恩納村前兼久167番地1F
098-964-1600

3 Island Color うるま市
【初めての方、数回経験のある方　90分】　1名　10800円、2名
9800円
【中級者以上　3時間】　1名　9800円

沖縄県うるま市与那城慶名1053-1
070-6592-7828

4 アイランドブレイク沖縄 中頭郡北谷町
【サーフィン（体験）スクール　120分】8000円
【ボディーボードスクール　120分】8000円

沖縄県中頭郡北谷町字宮城１－５４１
098-926-0717

5 エムズサーフシャック 中頭郡北谷町
【体験サーフィン】8000円
【サーフィンスクール初級～中級者】5000円

沖縄県中頭郡北谷町宮城１−４９０
098-936-9558

6 ハイビ サーフィンスクール&ガイド 中頭郡北谷町 【ファンサーフィン体験コース】9500円
沖縄県中頭郡北谷町字宮城2-135
080 2791 3397

7 ポポロポイント・ウインドサーフィン うるま市
【ウィンドサーフィン初心者スクール　2時間】初級～上級　6,000円
【５回コース】22，500円(１回あたり4，500円)
【１０回コース】40，000円(１回あたり4，000)

沖縄県うるま市 与那城屋慶名405
TEL　098-983-0000
携帯　090-9787-1006

8 沖縄サーフィンHi-suy 中頭郡北谷町 【体験サーフィン・ボディーボードスクール １５０分】12000円
沖縄県中頭郡北谷町浜川176-S288
098-926-1030

9 CLIFFS SURF OKINAWA 那覇市 【ガイド】　1名8000円、2名12000円、3名15000円、4名16000円
沖縄県那覇市前島2-18-1　1F
098-866-4007

10 PADOPADO OKINAWA（パドパドオキナワ） 沖縄県糸満市

【体験サーフィンスクール】8000円～
【上級者レベルアップサーフィンスクール】6000円～
【個人レッスン】15000円～
【サーフィンガイド】8000円～

沖縄県糸満市潮崎町潮崎町３丁目１５−６ 番地 号 1-B
098-996-4822

11 イエスサーフ 沖縄県糸満市

【ファーストステップクラス（90分）】
【ボディボードファーストステップクラス（90分）】
・小学生以上　8000円

【サーフィンベーシッククラス（90分/180分）】
【サーフィンステップアップクラス（90分/180分）】
【サーフィン中級クラス（90分/180分）】
【ボディボードベーシッククラス（90分/180分）】
【ボディボードステップアップクラス（90分/180分）】
【ボディボード中級クラス（90分/180分）】
・小学生以上　8000円/15000円

沖縄県糸満市潮崎町2-1-14 オアシス潮102号
098-994-5633

12 古民家ゲストハウス結縁yuien 島尻郡八重瀬町【サーフィン体験】7000円
沖縄県島尻郡八重瀬町字具志頭３２１番地
０９８−９９８−６１５４

13 POSEIDON（ポセイドン） / 宮古島マリンガイド 宮古島市
【パドルエントリーサーフィンコース　2.5時間】8000円
【ボートサーフィンコース　3時間】12000円

沖縄県宮古島市平良字西里630 ぽぷらコーポ402
080-5167-6645

【ビーチ】

NO. 施設名 所在地 コース/参加費 店舗URL 住所/問い合わせ先

1 恩納海浜公園ナビービーチ 本島北部 ・ビーチバレー http://www.nabee.info/
沖縄県国頭郡恩納村字恩納419-4
098-966-8839

2 アラハビーチ 本島中部 ・ビーチバレー
沖縄県中頭郡 北谷町北谷2-21
098-926-2680

3 伊計ビーチ 本島中部 ・ビーチバレー　1500円/1ｈ http://www.ikei-beach.com/access/access.html
沖縄県うるま市 与那城伊計４０５
098-977-8464

4 北谷サンセットビーチ 本島中部 ・ビーチバレー http://www.uminikansya.com/
沖縄県中頭郡北谷町美浜２丁目
098-936-0077

5 西原・与那原マリンパーク　西原きらきらビーチ 本島中部
・ビーチバレー　540円/1ｈ
・ビーチサッカー　540円/1ｈ

http://xn--pck7csb8b4b1c.com/
沖縄県中頭郡西原町東崎17
098-944-5589

6 宜野湾トロピカルビーチ 本島中部 ・ビーチバレー http://www.ginowankaihinkouen.jp/
沖縄県宜野湾市真志喜四丁目2番1号
098-897-2751

波の上ビーチ ・ビーチテニス 090-3890-7000 （玉城　弘）

7 あざまサンサンビーチ 本島南部
・ビーチバレー　700円/1ｈ
・ビーチサッカー　700円/1ｈ

http://okinawa-nanjo.jp/beach/
沖縄県南城市知念安座真１１４１−３
098-948-3521

8 美々ビーチいとまん 本島南部
・ビーチバレー　700円/1ｈ
・ビーチサッカー　700円/1ｈ

http://bibibeach.com/page.php?pID=0

沖縄県糸満市西崎町１丁目６番１５
BBQ&遊泳&施設利用お問い合わせ
TEL098-840-3451
FAX098-840-3454
マリンスポーツお問い合わせ
TEL098-994-1419

9 豊崎美らSUNビーチ 本島南部
・ビーチバレー
・ビーチサッカー
・ビーチテニス

http://churasun-beach.com/
沖縄県豊見城市字翁長854番地1
TEL：098-850-5386
FAX：098-850-6323

10 与那覇前浜ビーチ 離島 ・ビーチバレー
沖縄県宮古島市 下地与那覇
 0980-72-3751

【ホテル】

NO. 施設名 所在地 コース/参加費 店舗URL 住所/問い合わせ先

1 沖縄残波岬ロイヤルホテル 本島中部 ・ビーチバレー　1100円/1ｈ http://www.daiwaresort.jp/okinawa/marine/rental/beachvolleyball/
沖縄県中頭郡 読谷村宇座１５７５
098-958-5000

2 ANA　INTERCONTINENTAL　万座ビーチリゾート 本島北部 ・ビーチバレー　900～2000円/1ｈ http://www.anaintercontinental-manza.jp/activity/chargelist.html
沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣２２６０
098-966-1211

3 JALプライベートリゾートオクマ 本島北部
・ビーチバレー　1000円/1ｈ
・ビーチサッカー　1000円/1ｈ

http://www.jalokuma.co.jp/asearch/
沖縄県国頭郡 国頭村奥間９１３
0980-41-2222

4 カヌチャベイホテル＆ビラズ 本島北部
・ビーチバレー　1500円/1ｈ
・ビーチサッカー　1500円/1ｈ

https://www.kanucha.jp/activity/detail?article_id=92
沖縄県名護市 安部１５６−２
0980-55-8880

5 ザ・ブセナテラス 本島北部 ・ビーチバレー　2500円/1ｈ http://www.terrace.co.jp/busena/activities/watercraft_rentals.php
沖縄県名護市 喜瀬１８０８
0980-51-1333

6 シェラトン沖縄サンマリーナリゾート 本島北部
・ビーチバレー　1296円/1ｈ
・ビーチサッカー　1296円/1ｈ

http://sunmarina-hotel.ishinhotels.com/marine-activity/marine-activities-pool-field-sport/
沖縄県国頭郡恩納村字冨着６６−１
098-965-2222

7 ホテルムーンビーチ 本島北部 ・ビーチバレー　2000円/1ｈ http://www.moonbeach.co.jp/marine_and_field/field_indoorsports/
沖縄県国頭郡 恩納村前兼久1203
098-965-1020

8 リザンシーパークホテル谷茶ベイ 本島北部 ・ビーチバレー　1000円/1ｈ http://www.rizzan.co.jp/activity/beachactivity.html
沖縄県国頭郡 恩納村字谷茶1496
098-964-6611

9 ANA　INTERCONTINENTAL　石垣リゾート 離島
・ビーチバレー　2000円/1ｈ
・ビーチサッカー　2000円/1ｈ

http://www.anaintercontinental-ishigaki.jp/activities/sea/
沖縄県石垣市真栄里３５４−１
0980-88-7111

10 クラブメッド石垣島 離島 ・ビーチバレー　宿泊者無料 http://www.clubmed-jp.com/
沖縄県石垣市 川平石崎１

03-5792-7660
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【フィッシング】53 件 

 

NO. 施設名 所在地 コース/参加費

1 オクマナビ OKUMA NAVI 国頭郡国頭村 【シーカヤック ・釣り体験】6歳以上　9000円

2 やんばる・クラブ 国頭郡東村
【カヤックフィッシング3時間＋マングローブカヤック1時間】中学生以上　12000円
【カヤックフィッシングロングコース】中学生以上　9000円
【カヤックフィッシング２時間半ツアー】中学生以上　8000円、小学生　6500円

3 株式会社やんばる．クラブ 国頭郡東村
【カヤックフィッシングロングプラン】12歳以上　8500円
【カヤックフィッシング＆マングローブプラン】12歳以上　10000円
【カヤックフィッシングプラン】6歳以上　7500円

4 あまんだまん 国頭郡東村 【カヤックで海釣りを楽しもう】6歳以上　7000円

5 海生活（マリンライフ） 国頭郡本部町 【イカダの上で海釣りしよう！お昼のコース】3000円

6 MURIBUSHI Ocean Service（ムリブシオーシャンサービス） 国頭郡本部町 【貸切で釣りを楽しもう！半日フィッシングチャーター】6歳以上　43200円

7 もとぶつりぐ善海丸 国頭郡本部町 【トロピカルフィッシング】3歳以上　4500円

8 海生活（マリンライフ） 国頭郡本部町 船釣り体験2時間コース　1名12.000円　2名6.500円/1人　3名以上5.000/1人

9 総合マリンレジャーBLUE BOX（ブルーボックス） 国頭郡本部町

魚釣り体験ツアーオプション
【フィッシングガイドツアーＡコース】時間　約120分　料金　￥3.500
【フィッシングガイドツアーＢコース】時間　約180分　料金　￥4.500
【フィッシングガイドツアーＣコース】時間　約240分　料金　￥6.500

10 もとぶつりぐ　善海丸 国頭郡本部町

・トロピカルフィッシング　1人3,980円
・タマンテンヤ釣りチャーター　半日チャーター（４時間コース）35,000円、 ６時間チャー
ターコース45,000円、 １日チャーター（８時間コース）55,000円
・グルクン五目釣りチャーター　半日チャーター（４時間コース）35,000円、 ６時間チャー
ターコース45,000円、 １日チャーター（８時間コース）55,000円

11 ナビー 国頭郡恩納村
【通常コース】6歳以上　6000円
【通常＋BBQコース】6歳以上　7500円
【夜釣り体験】6歳以上　6000円

12 恩納海浜公園ナビービーチ 国頭郡恩納村
【釣った魚は海人料理に！お腹も大満足の沖釣りプラン】6歳以上　6000円　BBQオプ
ション＋1500円

13 サンマリーナホテル 国頭郡恩納村

パヤオ　ルアーフィッシング　宿泊者料金 2名様　21,600円　ビジター料金 2名様
25,920円　定員 8名
フレンド　フィッシング　宿泊者料金 1名様　7,560円　ビジター料金 1名様　8,640円
定員 8名

14 ルネッサンス沖縄リゾート 国頭郡恩納村

フィッシング乗合（釣り名人決戦）　料金 ¥7,500（未就学児　同乗料金 ¥4,000）
体験トローリングスクール（大物大将決戦）　料金 ¥5,000（未就学児　同乗料金 ¥
4,000）
護岸釣り　料金 ￥1,000（仕掛け・エサ付き）

15 株式会社 ブルーリンク 国頭郡恩納村
沖釣りコース　料金（お一人様） 1名のみ　26,000円、2名以上　13,000円
磯釣りコース　料金（お一人様） 1名のみ　18,000円、2名以上　9,000円

16 As One Dive（アズワンダイブ）沖縄 浦添市 【沖縄で楽しむ釣り体験】5歳以上　6800円

17 丸沖つりぐ店 浦添市 那覇一文字、渡し船　磯渡し

18 はなぶさ 浦添市

ジギング・泳がせ・パヤオ 仕立て　 \70000～\100000
ジギング・パヤオ・流し釣り毎月第1日曜日と第3日曜日ハナブサ乗り合いジギングあり
乗合　 \11000～\20000
グルクン（タカサゴ）サビキ釣り・シロダイ＆フエダイ＆ハタ系流し釣り 仕立て　 \70000
～\80000

19 シーメイト 宜野湾市 釣り船の斡旋

20 遊漁船 たえ丸 中頭郡嘉手納町
【午前便】7：40集合　（8:00~12:00) 料金(6歳から)：5,800円
【午後便】12：40集合　（13:00~17:00) 料金(6歳から)：5,800円

21 北谷海人の会 中頭郡北谷町

【海人と半日船釣り】料金　大人7,700円　小人6,600円　時間　8:00～13:00　※定員最
大6～7名（2名以上から）
【アラハ沖イカダ釣り】料金　大人3,300円　小人2,800円（イカダまでの移動のみ）　500
円　送迎時間　9:00～11:00　13:00～15:00　11:00～13:00　15:00～17:00

22 Sea-Walker（シーウォーカー） 那覇市
【半日 船釣り体験コース】　・13歳以上　6300円、・6-12歳　5500円、・乗船のみ6歳
以上　4000円、・乗船のみ3-5歳　2000円

23 パーラーひまわり 那覇市

【パヤオアベレージ20コース】6歳以上　88000円
【パヤオアベレージ80コース】6歳以上　108000円
【グルクン釣り体験・乗合コース】6歳以上　9800円
【高級魚やシロダイ釣り】6歳以上　15000円
【グルクン釣り＆パラセーリング】6歳以上58000円
【シュノーケリング＆釣り体験】6歳以上18000円

24 株式会社YOSEMIYA 那覇市

【トップウォーターゲーム　ジャイアントトレバリー】
【慶良間海域】寄宮5号：料金　120,000円　寄宮3号：料金　100,000円
【渡名喜海域】寄宮5号：料金　140,000円　寄宮3号：料金　120,000円
【ライトキャスティングゲーム】
【一日チャーター】YOSEMIYA-Ⅱ：料金　チービシ　50,000円　慶良間　60,000円
【5時間3名様チャーターセット】YOSEMIYA-Ⅱ：料金　75,000円
【追加レンタルロッド】YOSEMIYA-Ⅱ：料金　8,000円　時間延長（1H）YOSEMIYA-Ⅱ：
料金　10,000円　乗合1日YOSEMIYA-Ⅱ：料金　10,000円
他に【パヤオ（キハダマグロ）】【パヤオ（乗合コース）】【カンパチ泳がせ釣り】【ライトジ
ギング（基本乗船時間5時間）】【沖縄’Nフィッシング（グルクン）】【ディープジギング】
【ライトボートエギング（基本乗船時間5時間）】【沖縄’Nフィッシング（流し釣り：白鯛）】
など

25 ＢＯＡＴ　ＳＥＲＶＩＣＥ　ＣＯＡＳＴ 那覇市

トローリングチャーター
KAFUU(カフウ) ケラマ近海171,200円、トナキ・アグニ近海191,900円
THE CORE（ザ・コア）ケラマ近海117,200円、トナキ・アグニ近海128,000円
SEA BEAR（シーベアー）ケラマ近海117,200円、トナキ・アグニ近海128,000円
SOUTH（サウス）ケラマ近海128,000円、トナキ・アグニ近海160,400円
BIG MARINE（ビッグマーリン）ケラマ近海149,600円、トナキ・アグニ近海171,200円

26 Ｓｅａ－Ｗａｌｋｅｒ 那覇市

お手軽手ぶら半日釣りコース（約5時間）：大人(13歳～)：6,300円(税込)、子供(6～12
歳)：5,500円(税込)、大人(乗船のみ（6歳以上）)：4,000円(税込)、子供(乗船のみ（3～
5歳）)：2,000円(税込)、幼児(乗船のみ（0～2歳）)：無料
パヤオコース：コーラルⅢ 貸切－￥８０.０００（時間：5:00出港15:00帰港）
海人(ウミンチュ)満喫コース及び１日チャーター料金(約８時間)：コーラルⅢ－￥６０.００
０より、英 　丸　－￥５０.０００より

27 ビーチリゾートクラブ「マリンパレット」 那覇市
半日マグロ釣り　 1隻4名まで55,000円/1人追加15,000円　1隻最大6名まで
トロピカルボートフィッシング　大人6,800円　子供5,500円　1隻最大6名まで
奥武島釣り歩きセット　大人2,000円　子供2,000円

28 太公望 那覇市

半日船釣り体験ツアー　1人5,500円（小学生以下5,000円）
パヤオ納得コース　1人16、000円
トローリング・感激コース　130,000円
磯・防波堤釣りパック3,980エｎ
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№ 施設名 所在地 コース/参加費

30 はての浜観光サービス 島尻郡久米島
【久米島近海五目釣り】
料金（釣り竿、エサ、道具1セット）半日コース（3時間～4時間）お1人様　8,000円

31 釣り船 はまちゃん 島尻郡久米島
手ぶらでOK!!久米島近海五目釣り　料金　お一人様　8,000円
　釣り竿・エサ・道具・1セット
半日コース（2時間～3時間　※時間延長は船長と要相談）

32 祥丸（さちまる） 島尻郡久米島

パヤオ釣り
　　　船チャーター料　・・・　72.000円（7am出港～6pm入港）
　　　　　　　　　　　　　　（半日等での割引はありません）
　　　えさ（ムロアジ、きびなご）　・・・　各人5.000円～７.000円程度
　　　パヤオ使用料　・・・　一隻に付き5.000円（久米島漁協への支払い分です）
近海釣り
　　　船チャーター料　・・・　62.000円（7am出港～6pm入港）
　　　　　　　　　　　　　　　（半日等での割引はありません）
　　　えさ　・・・　各人2.000円～7.000円（魚種により異なります）

33 座間味ツアーオペレーション 島尻郡座間味村

【沖釣り（流し釣り）体験　３時間コース・５時間コース】
３時間　午前/午後出発　料金　１名　20,000円　２名　11,500円　３名　9,000円　４名
8,000円　５名　7,000円　６名　6,500円
５時間　午前出発のみ　料金　１名　35,000円　２名　18,000円　３名　13,500円　４名
11,000円　５名　10,500円　６名　9,500円
※通年実施
【船で夜釣り　４時間コース】
４時間コース（お弁当付き)１８：３０～１９：００出発　料金　１名　35,000円　２名
20,000円　３名　15,000円　４名　12,000円
※５月～１０月（夏休みは不可）

34 マリンショップ・ハートランド 島尻郡座間味村 【トローリング】料金　１０0．０００円（大型クルーザー　１日チャーター）

35 アイランドパワー 島尻郡座間味村

【ボートフィッシング】（3時間）
料金　大人15,000円　子供10,000円　催行人数　2～4名
【ボートフィッシング】（5時間）
料金　大人25,000円　子供15,000円　催行人数2～4名

36 宮古島の釣り船 栄真丸 宮古島市

【手ぶらで体験五目釣り（半日）】
料金【乗合】大人9,000円　女性・小人8,000円【貸切】4名まで35,000円以降1名ごとに
7,000円　時間　約4時間　午前便　8時ー12時午　便  13時ー17時※ポイントまで20分
～30分
【手ぶらで本格大物五目釣り（一日）】
料金　【乗合】18,000円【貸切】4名まで60,000円以降1名ごとに10,000円　時間　約7時
間※ポイントまで30分～1時間
【ルアー・ジギング】
料金　70,000円　時間　10時間迄
【大物泳がせ釣り】
料金　70,000円　時間　10時間迄
【深海深場釣り】
料金　70,000円　時間　10時間迄
【多良間島遠征釣り】
料金　100,000円　時間　12時間迄
【1泊2日遠征コース】
料金　170,000円　※宿泊料金は別途　時間　12時間迄　※一日あたり
【2泊3日遠征コース】
料金　240,000円　※宿泊料金は別途　時間　12時間迄　※一日あたり
【3泊4日遠征コース】
料金　310,000円　※宿泊料金は別途　時間　12時間迄　※一日あたり
【サンセットフィッシング】
料金　4名まで30,000円　以降1名様ごとに6,000円　時間　約2.5時間　17時頃出港～
20時頃帰港　※ポイントまで20分

37 南ぬ島観光センター 石垣市 【沖釣り体験ツアー】中学生以上　6000円、小学生以下　5000円

38 フージー マリンサービス 石垣市

【人魚伝説の島（パナリ）超満喫コース！釣り＆シュノーケル】中学生以上　13000円、
（ファミリー割）12000円　（グループ割・レディース割・カップル割）12500円、小学生以
下　11000円、　（ファミリー割）10000円　（グループ割・レディース割）10500円、3歳ま
で　1000円
【人魚伝説の島（パナリ）超満喫コース！釣り＆ダイビング】中学生以上　17000円、
（ファミリー割）16000円　（グループ割・レディース割・カップル割）16500円、10歳以上
16000円、　（ファミリー割）15000円　（グループ割・レディース割）15500円

39 シードッグ マリンハウス石垣島 石垣市 【シュノーケル＆釣り】4歳以上　9980円

40 上地観光 石垣市 【1日たっぷり楽しむ！船をチャーターして海遊びしよう！】75600円

41 石垣島ダイビングショップABCdive 石垣市 【ダイビングとフィッシング】10歳以上　15800円

42 たましろマリンサービス 石垣市
体験五目釣りツアー（半日コース）　1名8.000円　乗船のみ2.000円
釣り×シュノーケリングツアー（1日コース）1名(ランチ付き）14.000円乗船のみ4.000円

43 石垣島レジャーガイドESCAPE（エスケープ） 石垣市
石垣島発！体験五目釣り　半日コースお１人様一律１０．０００円　一日コースお１人様
一律15.000円　幼児（0～2歳）保険料のみ1.000円

44 石垣島マリンタイム 石垣市

【1日コース　釣りとシュノーケリングコース】料金　大人12000円　/　お子様8000円　/
一人あたり　時間　約6時間※2名様から運航
【半日コース　サンセットフィッシングコース】料金　大人7800円　/　お子様6800円　/
一人あたり　時間　約3時間※2名様から運航

45 石垣島自然体験体験ツアー 翁長塾 石垣市
【磯釣りツアー】時間　午前コース 08：00～11：00　料金　大人 通常6,000円　web割
引 5,000円　子供（小学生まで）通常4,000円　web割引 3,000円

46 釣り船 元喜丸 石垣市 チャーター一台10000円(最大4名様まで)

47 さざなみ釣り船 石垣市

五目釣り １０,０００円　/　お一人様半日４時間（乗合２名様より出港） ※竿・電動リー
ル・エサ・仕掛け代一式は左記料金に含まれます 相乗り６名様まで（夏場８名様まで）
大物エサ釣り ４０,０００円　/　貸切半日（４時間）コース６０,０００円　/　貸切一日（８時
間）コース 竿・電動リール・エサ・仕掛け代 一式お一人様につき　３,５００円 貸し切り６
名様まで
大物泳がせ釣り ６ ５,０００円　/　貸切一日（８時間）コース 竿・電動リール・エサ・仕掛
け代 一式お一人様につき　４,０００円 貸し切り６名様まで
ジギング ４５,０００円　/　貸切半日（４時間）コース６５,０００円　/　貸切一日（８時間）
コース 竿・リール代一式お一人様につき　３,５００円※ジグはレンタル無し、ご持参くだ
さい。（ジグウェイト：150gから200g位） 貸し切り６名様まで
パヤオ ４５,０００円　/　貸切半日（５時間）コース６５,０００円　/　貸切一日（８時間）
コース 竿・リール代 一式お一人様につき　３,５００円　エサ（イワシ）　３,０００円（１ケー
ス）パヤオ使用料　５,０００円 貸し切り５名様まで
トローリング ４５,０００円　/　貸切半日（４時間）コース６５,０００円　/　貸切一日（８時
間）コース 竿・リール・ルアー代 一式　４,０００円 × ２本※ルアー紛失時は、５,０００円
別料金 貸し切り４名様まで（竿は２本まで）
深海釣り ４５,０００円　/　貸切半日（４時間）コース６５,０００円　/　貸切一日（８時間）
コース 竿・電動リール・仕掛け・エサ代 一式　４,０００円 × ２本 貸し切り４名様まで
（竿は２本まで）
GT ４５,０００円　/　貸切半日（４時間）コース６５,０００円　/　貸切一日（８時間）コース
竿・リール代 一式　５,０００円 × ２本
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№ 施設名 所在地 コース/参加費

48 空海マリンサービス 竹富町西表島 【シュノーケル＆釣り】2歳以上　10000円

49 海猫 竹富町西表島 【西表の老舗で沖釣り】3歳以上　8500円

50 マリンボックス 竹富町西表島

【リーフフィッシング・ボトムフィッシング】6歳以上　16200円
【リーフ＆ボトムフィッシング（チャーター船）】6歳以上　48600円
【GTゲーム&ジギング】6歳以上　18360円
【GTゲーム&ジギング（チャーター船）】6歳以上　55080円
【マングローブジャックTOPゲーム】6歳以上　16200円
【ファミリーフィッシング】6歳以上　45360円
【トローリングツアー】6歳以上　86400円

51 メラマウリゾート 竹富町西表島

ボートチャーターシュノーケリング＆体験フィッシングコース
大人１名様 ￥１８,０００ 小学生１名様￥１５,０００  ３歳から小学生未満のお子様 ￥１
２,０００
一日コースボートチャーター料金：ハイシーズン ￥６５,０００ 、ショルダーシーズン￥５
５,０００ 、 ローシーズン￥４５,０００

52 グーニーズ沖縄 竹富町西表島
海のルアーフィッシング　所要時間 2時間30分　お一人様8,000円 / お子様7,500円
ジャングルパーチ＆フレッシュウォーターフィッシング　所要時間 2時間30分　お一人様
8,000円 / お子様7,500円

53 しげた丸 竹富町西表島
参加料金
大人　６．８００円（税込）（大人料金は１２歳から）
小人　４．２００円（税込）（小人料金は６歳から）
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【ゴルフ】52 件 

 

 

 

＜ロングコース＞

№ 名称 所在地 電話番号 付帯施設 ビジター料金

1 オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 今帰仁村　呉我山　654-32 098-058-1910
試し打ちスペース、浴室、サウナ、レスト
ラン、プロショップ

平日14,777円、土日祝17,927円、定休
日月曜日（セルフは無休） 

2 ベルビーチゴルフクラブ 本部町 崎本部 5151 0980-47-3111
レストラン、大浴場、サウナ、化粧台、ロッ
カールーム、コンペルーム

平日15,400円、土日祝　20,650円、※メ
ンバーは各曜日8,050円、定休日火曜
日（1～3月は祝日を除く第3火曜のみ）

3 カヌチャゴルフコース 名護市 安部 156-2 098-869-5678
中華レストラン、展望浴場、ロッカールー
ム、パット練習場、プロショップ

平日17,822円（14,672円）　土日祝
24,122円（18,872円）、※（　）は7～9月
料金　12/29～1/3日祝日料金

4 喜瀬カントリークラブ 名護市 喜瀬 1107-1 0980-53-6100
レストラン、コンペルーム、大浴場、サウ
ナ、ロッカールーム

平日21,000円、土日祝28,000円

5 宜野座カントリークラブ 宜野座村 字松田 2824-264 098-983-2200 レストラン、ショップ 平日13,800円、土日祝19,800円

6 沖縄国際ゴルフ倶楽部 恩納村 字冨着 1043 098-965-1100 レストラン、浴場、プロショップ 平日16,930円、土日祝22,180円

7 ジ・アッタテラスゴルフリゾート 恩納村 字安富祖 1079 098-967-8554
レストラン、コンペルーム、ショップ、大浴
場

平日16,750円、土日祝22,000円

8 美らオーチャードゴルフ倶楽部 恩納村 字安富祖 1577 098-967-8711
レストラン、コンペルーム、大浴場、プロ
ショップ

平日15,685円（13,245円）、土日祝
21,085円（18,645円）、※（　）内はセル
フ料金

9 沖縄ロイヤルゴルフクラブ うるま市 石川 字山城 1436 098-964-2811 浴場、シャワー 平日14,630円、土日祝19,800円

10 オーシャンキャッスルカントリークラブ 中城村 字登又 60 098-8957788
レストラン、コンペルーム、プロショップ、浴
室

平日13,020円、土日祝17,020円

11 沖縄カントリークラブ 西原町 字桃原 109 098-945-3371 レストラン、プロショップ 平日13,000円、土日祝17,000円

12 守礼カントリークラブ 南城市 知念 字知名 1029 098-947-3411 浴室、ショップ、ロッカールーム 平日7,785円、土日祝11,785円

13 琉球ゴルフ倶楽部 南城市 玉城 字親慶原 1 098-948-2460 レストラン、大浴場、ロッカールーム
平日19,145円、土日祝26,,705円、定休
日月曜日（祝日を除く）

14 ザ・サザンリンクスゴルフクラブ 八重瀬町具志頭字玻名城697 098-998-7001
レストラン、サウナ、浴場、ショップ、プー
ル、バンケットルーム

平日14,700円（19、215円）、　土日祝
18,900円（24,465円）、※（　）は11～3
月の料金

15 那覇ゴルフ倶楽部 八重瀬町 東風平 字富盛 2270 098-998-3311 レストラン、浴場、シャワー
平日18,515円、土日祝23,765円、定休
日月曜日（祝日を除く、11～3月以外）

16 パームヒルズゴルフリゾート 糸満市 字新垣 762 098-994-0002 プロショップ
平日14,000円（18,000円）、土日祝
18,000円（23,000円）

17 エメラルドコーストゴルフリンクス 宮古島市 下地 字与那覇 1591-1 0980-76-3232 レストラン、ショップ

平日15,155円（13,055円）　土日祝
19,880円（16,205円）、※（　）は7～9月
までの料金、6～9月は月曜定休（祝日
の場合は翌日）

18 オーシャンリンクス宮古島 宮古島市 城辺 字保良 940-1 0980-77-8072 レストラン、大浴場、ロッカールーム
平日12,592円（14,692円）、土日祝
17,842円（18,892円）、7～9月は定休日
月曜日（祝日を除く）

19 シギラベイカントリークラブ 宮古島市 上野 字新里 1264 0980-76-3939
レストラン、コンペルーム、シャワー、ロッ
カールーム、ショップ

平日12,950円（15,350円）、土日祝
16,100円（19、775円）、※（　）は12～3
月の料金

20 リゾナーレ小浜島カントリークラブ 竹富町 小浜 東表 2954 0980-84-6300 ホテル、レストラン、プール
平日16,620円（11,220円）、土日祝
19,860円（15,000円）※（　）は宿泊者料
金

＜ミドルコース＞

№ 名称 所在地 電話番号 付帯施設 ビジター料金

1 本部グリーンパークゴルフ場 本部町 字古島 404 0980-48-3333 ホテル、レストラン、シャワー、浴室
平日3,100円、土日3,640円、（宿泊者
2,000円）、定休日水曜日（祝日を除く）

2 大西テラスゴルフクラブ 北中城村 大城 190 098-935-4300 レストラン
平日6,100円、土曜日6,600円、日祝日
7,500円

3 シーサイドゴルフクラブ 豊見城市 与根 50-38 098-850-2525 なし 平日4,500円　土日祝6,500円

4 南山カントリークラブ 糸満市 字真栄平 1170 098-997-2021
レストラン、コンペルーム、大浴場、ショッ
プ、レストルーム

平日4,980円、土日祝5,980円

5 サシバリンクス伊良部 宮古島市 伊良部 字国仲 659 0980-74-5555 シャワー、喫茶店、ショップ 平日3,000円、土日祝3,500円

6 千代田カントリークラブ 宮古島市 上野 字野原 137-1 0980-76-2588 レストラン
平日8,800円　土日祝10,000円、定休日
月曜日（祝日を除く）

＜ショートコース＞

№ 名称 所在地 電話番号 付帯施設 ビジター料金

1 許田ゴルフクラブ 名護市 許田 505-1 0980-54-5300 レストラン
平土祝3,600円、日4,600円、月曜セル
フデー2,600円

2 久志岳ゴルフガーデン 名護市 久志 930-1 0980-50-0770 なし 平祝2,500円、　土日3,500円

3 アロハゴルフセンター 読谷村 字座喜味 2728 098-958-3527 レストラン、練習場、浴場 平日1,800円　土日祝2,500円

4 残波ゴルフクラブ 読谷村 字宇座 1133 098-958-1938
レストラン、パーラー、ショップ、ラウンジ、
浴室

平日4,600円　土日祝5,290円

5 具志川ゴルフクラブ うるま市 字栄野比 590-1 098-972-3131
レストラン、コンペルーム、サウナ、大浴
場

平日3,500円、土曜日4,000円、日祝日
4,500円

6 高原ゴルフクラブ うるま市 高原 東恩納 1406-29 098-965-3500
レストラン、パター練習場、コンペルーム、
入浴施設

平日3,500円、土曜日4,000円、日祝日
4,500円

7 東山カントリークラブ うるま市 石川 3259-163 098-965-1937 レストラン、コンペルーム 平祝3,900円、　土日4,500円

8 パブリックゴルフクラブ浦添 浦添市 西原 5-51-1 098-877-3513 レストラン、シャワー、整体、ショップ 平日1,800円　土日祝2,000円

9 西原グリーンセンター 西原町 字内間 546 098-945-5456 なし 平祝土日1,000円

10 マリンタウンゴルフ 与那原町 与那原 3309 098-945-1040 レストラン、シャワー 平日1,000円　土日祝1,300円

11 ショートコース玉城 沖縄県 南城市 玉城 字船越 332-1 098-948-7172 レストラン、シャワールーム
平日2,000円、休日2,500円、定休日火
曜日

12 那覇ゴルフショートコース 八重瀬町 東風平 字富盛 2270 098-998-3311 レストラン、浴場、シャワー
平日2,500円 　土日祝3,500円、定休日
月曜日（祝日を除く、11～3月以外）

13 伊江島カントリークラブ 沖縄県 国頭郡 伊江村 字東江前 3682-1 0980-50-6969
レストラン、ロッカールーム、大浴場、シャ
ワー、ショップ、展望室

平日3,000円、土日祝3,500円

14 松が原ゴルフ場 宮古島市 平良 字松原 1180-1 0980-73-6011 レストラン 平祝土日1,000円

15 ジュマールゴルフガーデン 石垣市 平得 1273-185 0980-83-7211 平祝土日2,000円

16 マエサトゴルフコース 石垣市 真栄里 354-1 0980-88-7111 ホテル、レストラン 平日3,500円　土日祝4,000円
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③ スポーツイベント一覧（平成 26 年度） 

【陸上】参加延べ 110,240 人 

 

 

【ウォーキング】参加延べ 11,793 人 

 

№ 所属 コンベンション名 参加人数 （海外） （県外） （県内） 開催会場 主催者団体 開催市町村

1 一般／その他 2014 4 6
第14回あやはし海中ロー
ドレース大会美ら海inうる
ま2014

7805 - - - うるま市
あやはし海中ロードレース大
会事務局・うるま市

うるま市

2 一般／その他 2014 4 12
第22回伊江島一周マラソ
ン大会

2580 - - - 伊江島全域
伊江島一周マラソン大会実
行委員会

伊江村

3 一般／その他 2014 4 19
第4回古宇利島マジック
アワーRUN in 今帰仁村

3354 57 328 2969 今帰仁村 大会実行委員会 今帰仁村

4 一般／その他 2014 4 20
第36回塩谷湾一周トリム
マラソン大会

1113 - - - 大宜味村
塩谷湾一周トリムマラソン大
会実行委員会

大宜味村

5 一般／その他 2014 5 11
RUNNET EKIDEN 沖縄大
会

1595 0 35 1560 豊崎美らSUNビーチ
一般財団法人アールビーズ
スポーツ財団、ランスポット
沖縄

豊見城市

6 高校生 2014 6 12
平成26年度全九州高等
学校体育大会

960 0 720 240 沖縄市陸上競技場
九州高等学校体育連盟、沖
縄県教育委員会

沖縄市

7 一般／その他 2014 6 22
第34回 沖縄マスターズ
陸上競技選手権大会

310 0 48 262 浦添陸上競技場
沖縄マスターズ陸上競技連
盟

浦添市

8 一般／その他 2014 8 29
Summer Night Run in 沖
縄セルラースタジアム那
覇

1001 - - -
沖縄セルラースタジア
ム那覇

一般財団法人アールビーズ
スポーツ財団

那覇市

9 一般／その他 2014 9 21
第48回久志20kmロード
レース大会

108 - - - 名護市
名護市久志支部体育協会事
務局

名護市

10 一般／その他 2014 10 4
宜野湾海浜公園ナイトラ
ン

328 宜野湾海浜公園
宜野湾海浜公園ナイトラン実
行委員会

宜野湾市

11 一般／その他 2014 10 19
第5回エコアイランド宮古島マ
ラソン

1453 宮古島全域
宮古島市、宮古島市教育委
員会、（社）宮古島観光協会

宮古島市

12 一般／その他 2014 10 26 2014久米島マラソン 1563 久米島町
久米島町、沖縄マスターズ陸上
競技連盟

久米島村

13 一般／その他 2014 11 2
第31回 九州マスターズ
陸上競技選手権大会in沖
縄

323 0 146 177 糸満市西崎陸上競技場

九州マスターズ陸上競技連
盟、沖縄マスターズ陸上儀
連盟

糸満市

14 一般／その他 2014 11 2 Color Me Rad Okinawa 6000 419 443 5138 豊崎美らSUNビーチ Color Me Rad 豊見城市

15 一般／その他 2014 11 2
第13回尚巴志ハーフマラ
ソンinNANJO2014

6501 南城市
尚巴志ハーフマラソンin南城
市大会実行委員会、南城市

南城市

16 一般／その他 2014 11 8
第17回たらま島一周マラソン
大会

431 - - - 田良間島全域
たらま島一周マラソン大会実行委
員会

多良間村

17 一般／その他 2014 11 8
第22回 日本最西端与那
国島一周マラソン大会

620 1 178 441 与那国町 与那国町 与那国町

18 一般／その他 2014 11 21
沖縄本島1周サバイバル
ラン2014

29 - - - 沖縄本島
沖縄本島１周マラソン実行委
員会

19 一般／その他 2014 11 23
第25回中部トリムマラソ
ン

3917
沖縄県総合運動公園
陸上競技場

沖縄県総合運動公園運営管
理事務所

沖縄市

20 一般／その他 2014 12 7 第30回NAHAマラソン 26905 1132 10004 15769 沖縄本島南部 那覇市

21 一般／その他 2014 12 21
2014沖縄美ら島クリスマ
スリレーマラソンin奥武山

-
奥武山公園陸上競技
場

那覇市

22 一般／その他 2015 1 11
第25回宮古島100㎞ワイ
ド―マラソン

1628 5 922 701 宮古島 宮古島市、沖縄タイムス社

23 一般／その他 2015 1 18
第36回海洋博公園全国
トリムマラソン

4681 0 26 4655
海洋博公園内・本部町
備瀬区およびエキスポ
港内

海洋博公園全国トリムマラソ
ン大会実行委員会事務局

24 一般／その他 2015 1 25 第１３回石垣島マラソン 5059 79 2145 2835 石垣島 石垣市ほか 石垣市

25 一般／その他 2015 2 1
第56回NAGOハーフマラ
ソン

3244 58 211 2975 名護市
NAGOハーフマラソン実行委
員会

名護市

26 一般／その他 2015 2 7
第10回鯨海峡とかしき島
一周マラソン大会

969 - - - 渡嘉敷島 とかしきマラソン実行委員会 渡嘉敷村

27 一般／その他 2015 2 7
第22回竹富町やまねこマ
ラソン大会

1434 0 438 996 竹富町 竹富町
西表島・竹
富町

28 一般／その他 2015 2 7 沖縄本島１周マラソン 34 - - - 沖縄本島
沖縄本島１周マラソン実行委
員会

29 一般／その他 2015 2 15 第23回2015おきなわマラソン 16752 829 2803 13120 沖縄本島中部 おきなわマラソン実行委員会 沖縄市

30 一般／その他 2015 3 15
第1回 NAGOURAマラソ
ン

767 0 268 499 名護市
NAGOURAマラソン大会事務
局、総合型地域スポーツクラ
ブなごうら

名護市

31 一般／その他 2015 3 15 東村つつじマラソン大会 969 2 6 961 東村 東村つつじ祭り実行委員会

32 一般／その他 2015 3 22
第27回なんぶトリムマラ
ソン

7807 2 131 7674 沖縄本島南部
南部広域市町村圏事務組合
他

開催年月日

№ 所属 コンベンション名 参加人数 （海外） （県外） （県内） 開催会場 主催者団体 開催市町村

1 一般／その他 2014 12 13
第27回名護・やんばる
ツーデーマーチ

2283 0 663 1620
名護市２１世紀の森屋
内運動場

名護・やんばるツーデーマー
チ実行委員会

2 一般／その他 2015 1 17
第8回久米島のんびり
ウォーク

650 - - - 久米島
久米島のんびりウォーク実行
委員会

3 一般／その他 2015 2 7

てだこウォーク２０１５～
てだこの都市・浦添 あま
くま歩っちゅん浪漫ウォー
ク～

7419 0 310 7109
浦添市民体育館、浦添
運動公園、浦添市内

てだこの都市・浦添「あまくま
歩っちゅん浪漫ウォーク」実
行委員会

浦添市

4 一般／その他 2015 3 7
第7回ゆいゆいウォーク環
金武湾ウォーキングフェ
スタ

1441 115 25 1301
うるま市具志川及び勝
連半島地域、金武町、
宜野座村地域

環金武湾ウォーキングフェス
タ実行委員会事務局

開催年月日
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【自転車】参加延べ 8,801 人 

 

 

【サッカー】参加延べ 5,394 人 

 

№ 所属 コンベンション名 参加人数 （海外） （県外） （県内） 開催会場 主催者団体 開催市町村

1 一般／その他 2014 6 14
第7回ツールド・宮古島
2014

409 - - - 宮古島
ツール・ド・宮古島大会事務
局

2 一般／その他 2014 10 25
グレートアース石垣島ライ
ド2014

338 0 300 38 石垣島全域
石垣島ライド実行委員会
（株）デポルテ

石垣市

3 プロアマ合同 2014 11 8
第26回ツール・ド・おきな
わ2014

4137 351 2188 1598
屋内運動場（21世紀の
森公園内）

NPO法人ツール・ド・おきな
わ協会、北部広域市町村圏
事務組合、日本自転車競技
連盟

本島北部全
域

4 ジュニア 2014 11 15
ストライダーエンジョイカッ
プ2014

324 1 109 214 ヨミタンリゾート沖縄
ストライダーエンジョイカップ
事務局

読谷村

5 一般／その他 2014 11 23
第5回美ら島ﾏﾏﾁｬﾘ5時間
耐久ﾚｰｽin豊崎美らSUN
ﾋﾞｰﾁ

1277 0 61 1216 豊崎美らSUNビーチ
美ら島ママチャリ耐久レース
実行委員会

豊見城市

6 一般／その他 2014 11 29
第4回久米島シュガーライ
ド2014

- - - - 久米島全域
シュガーライド久米島実行委
員会

久米島全域

7 一般／その他 2015 1 17
第6回 美ら島オキナワセ
ンチュリーラン2015

2165 257 1113 795 本島北部全域
美ら島沖縄センチュリーラン
実行委員会

本島北部全
域

8 一般／その他 2015 1 31
第3回糸満市長杯マウン
テンバイク大会

151 0 30 121
糸満観光農園特設
コース

糸満市エコスポーツ拡大事
業実行委員会

糸満市

開催年月日

№ 所属 コンベンション名 参加人数 （海外） （県外） （県内） 開催会場 主催者団体 開催市町村

1 社会人 2014 4 5
平成26年度第42回KYU
リーグ　第1節

110 0 88 22
沖縄県総合運動公園
陸上競技場、沖縄市陸
上競技場

九州サッカー協会
九州社会人サッカー連盟

沖縄市

2 社会人 2014 4 6
平成26年度第42回KYU
リーグ　第2節

110 0 88 22
沖縄県総合運動公園
陸上競技場、沖縄市陸
上競技場

九州サッカー協会
九州社会人サッカー連盟

沖縄市

3 高校生 2014 4 12

高円宮杯U-18サッカー
リーグ2014プリンスリーグ
九州2部第2節　那覇西
高校VS長崎日本大学高
校

80 - - -
沖縄県総合運動公園
陸上競技場

沖縄県サッカー協会 沖縄市

4 高校生 2014 4 12

高円宮杯U-18サッカー
リーグ2014プリンスリーグ
九州2部第3節　那覇西
高校VSアミーゴス鹿児島
U-18

80 - - - 西原町民陸上競技場 沖縄県サッカー協会

5 プロ 2014 4 13
2014明治安田生命J3
リーグ第6節
FC琉球 対 SC相模原

53 0 26 27 沖縄市陸上競技場
日本サッカー協会、日本フッ
トボールリーグ

沖縄市

6 プロ 2014 4 20
2014明治安田生命J3
リーグ第7節
FC琉球 対 町田ゼルビア

55 0 28 27 沖縄市陸上競技場
日本サッカー協会、日本フッ
トボールリーグ

沖縄市

7 大学生 2014 4 20
第29回九州大学サッカー
リーグ　第2節

44 0 22 22
沖縄国際大学グラウン
ド

九州大学サッカー連盟 宜野湾市

8 社会人 2014 4 27
平成26年度第42回KYU
リーグ　第4節

22 0 11 11 西原町民陸上競技場
九州サッカー協会
九州社会人サッカー連盟

西原町

9 プロ 2014 5 4

2014明治安田生命J3
リーグ第10節
FC琉球 対 福島ユナイ
テッドFC

51 0 24 27 沖縄市陸上競技場
日本サッカー協会、日本フッ
トボールリーグ

沖縄市

10 高校生 2014 5 10

高円宮杯U-18サッカー
リーグ2014プリンスリーグ
九州2部第6節　那覇西
高校VS出水中央高校

80 - - -
沖縄県総合運動公園
陸上競技場

沖縄県サッカー協会 沖縄市

11 社会人 2014 5 11
平成26年度第42回KYU
リーグ　第5節

22 0 11 11 西原町民陸上競技場
九州サッカー協会
九州社会人サッカー連盟

西原町

12 プロ 2014 5 18

2014明治安田生命J3
リーグ第12節
FC琉球 対 ツエーゲン金
沢

55 0 28 27 沖縄市陸上競技場
日本サッカー協会、日本フッ
トボールリーグ

沖縄市

13 社会人 2014 5 18
平成26年度第42回KYU
リーグ　第6節

22 0 11 11 金武町陸上競技場
九州サッカー協会
九州社会人サッカー連盟

金武町

14 プロ 2014 5 25

2014明治安田生命J3
リーグ第13節
FC琉球 対 AC長野パル
セイロ

56 0 29 27 沖縄市陸上競技場
日本サッカー協会、日本フッ
トボールリーグ

沖縄市

15 プロ 2014 6 8

2014明治安田生命J3
リーグ第15節
FC琉球 対 Jリーグ・U-
22選抜

52 0 25 27 沖縄市陸上競技場
日本サッカー協会、日本フッ
トボールリーグ

沖縄市

16 大学生 2014 6 15
第29回九州大学サッカー
リーグ　第4節

44 0 22 22
沖縄国際大学グラウン
ド

九州大学サッカー連盟 宜野湾市

17 プロ 2014 6 22

2014明治安田生命J3
リーグ第17節
FC琉球 対 ブラウブリッツ
秋田

51 0 24 27 沖縄市陸上競技場
日本サッカー協会、日本フッ
トボールリーグ

沖縄市

18 高校生 2014 7 5

高円宮杯U-18サッカー
リーグ2014プリンスリーグ
九州2部第8節　那覇西
高校VS秀岳館高校

80 - - - 西原町民陸上競技場 沖縄県サッカー協会

開催年月日



30 

 

【サッカー続き 2/3】 

 

所属 コンベンション名 参加人数 （海外） （県外） （県内） 開催会場 主催者団体 開催市町村

19 プロ 2014 7 6

なでしこリーグレギュラー
シリーズ第12節 INAC神
戸レオネッサ VS 岡山湯
郷Belle

40 0 40 0 南城市陸上競技場
（公財）日本サッカー協会、
（一社）日本女子サッカー
リーグ、INAC神戸レオネッサ

南城市

20 高校生 2014 7 12

高円宮杯U-18サッカー
リーグ2014プリンスリーグ
九州2部第9節　那覇西
高校VSサガン鳥栖U-18

80 - - - 西原町民陸上競技場 沖縄県サッカー協会

21 高校生 2014 7 19

高円宮杯U-18サッカー
リーグ2014プリンスリーグ
九州2部第10節　那覇西
高校VS鹿児島実業高校

80 - - - 西原町民陸上競技場 沖縄県サッカー協会

22 社会人 2014 7 20
平成26年度第42回KYU
リーグ　第12節

22 0 11 11 西原町民陸上競技場
九州サッカー協会
九州社会人サッカー連盟

西原町

23 高校生 2014 7 26
第2回石垣島サッカーフェ
スティバル

132 0 11 121
サッカーパークあかん
ま

海南ファミリー＆パートナー
ズ

石垣市

24 プロ 2014 7 27

2014明治安田生命J3
リーグ第19節
FC琉球 対 ガイナーレ鳥
取

53 0 26 27 沖縄市陸上競技場
日本サッカー協会、日本フッ
トボールリーグ

沖縄市

25 社会人 2014 7 27
平成26年度第42回KYU
リーグ　第13節

22 0 11 11 西原町民陸上競技場
九州サッカー協会
九州社会人サッカー連盟

西原町

26 中学生 2014 8 9
2014九州U-13・U-14選
抜サッカー大会

200 0 175 25
ごさまる陸上競技場、
うるま市具志川多種目
球技場

九州サッカー協会、九州サッ
カー協会第種委員会

中城村

27 プロ 2014 8 10
2014明治安田生命J3
リーグ第21節
FC琉球 対 Y.S.C.C.横浜

59 0 32 27 沖縄市陸上競技場
日本サッカー協会、日本フッ
トボールリーグ

沖縄市

28 高校生 2014 9 6

高円宮杯U-18サッカー
リーグ2014プリンスリーグ
九州2部第13節　那覇西
高校VSロアッソ熊本ユー
ス

80 - - - 西原町民陸上競技場 沖縄県サッカー協会

29 プロ 2014 9 7
2014明治安田生命J3
リーグ第24節
FC琉球 対 藤枝MYFC

52 0 25 27 沖縄市陸上競技場
日本サッカー協会、日本フッ
トボールリーグ

沖縄市

30 社会人 2014 9 7
平成26年度第42回KYU
リーグ　第14節

22 0 11 11 西原町民陸上競技場
九州サッカー協会
九州社会人サッカー連盟

西原町

31 大学生 2014 9 13
第29回九州大学サッカー
リーグ　第5節

22 0 11 11
沖縄国際大学グラウン
ド

九州大学サッカー連盟 宜野湾市

32 高校生 2014 9 13

高円宮杯U-18サッカー
リーグ2014プリンスリーグ
九州2部第14節　那覇西
高校VS佐賀東高校

80 - - -
東風平運動公園サッカー
場

沖縄県サッカー協会

33 プロ 2014 9 14

2014明治安田生命J3
リーグ第25節
FC琉球 対 ガイナーレ鳥
取

53 0 26 27 沖縄市陸上競技場
日本サッカー協会、日本フッ
トボールリーグ

沖縄市

34 社会人 2014 9 14
第21回九州クラブチーム
サッカー選手権大会全国
大会予選

149 0 127 22
北谷公園陸上競技場、ご
さまる陸上競技場

九州サッカー協会、九州社
会人サッカー連盟

北谷町、中
城村

35 プロ 2014 9 21

2014明治安田生命J3
リーグ第26節
FC琉球 対 AC長野パル
セイロ

56 0 29 27 沖縄市陸上競技場
日本サッカー協会、日本フッ
トボールリーグ

沖縄市

36 社会人 2014 9 21
平成26年度第42回KYU
リーグ　第16節

44 0 22 22 南城市陸上競技場
九州サッカー協会
九州社会人サッカー連盟

南城市

37 大学生 2014 9 28
第29回九州大学サッカー
リーグ　第6節

22 0 11 11
沖縄国際大学グラウン
ド

九州大学サッカー連盟 宜野湾市

38 高校生 2014 10 4

高円宮杯U-18サッカー
リーグ2014プリンスリーグ
九州2部第16節　那覇西
高校VS折尾愛真高校

80 - - - 西原町民陸上競技場 沖縄県サッカー協会

39 大学生 2014 10 5
第29回九州大学サッカー
リーグ　第7節

22 0 11 11
沖縄国際大学グラウン
ド

九州大学サッカー連盟 宜野湾市

40 大学生 2014 10 17
第29回九州大学サッカー
リーグ　第8節

22 0 11 11
沖縄国際大学グラウン
ド

九州大学サッカー連盟 宜野湾市

41 大学生 2014 10 19
第29回九州大学サッカー
リーグ　第9節

44 0 22 22
沖縄国際大学グラウン
ド

九州大学サッカー連盟 宜野湾市

42 プロ 2014 10 25

2014明治安田生命J3
リーグ第28節
FC琉球 対　グルージャ
盛岡

57 0 30 27 沖縄市陸上競技場
日本サッカー協会、日本フッ
トボールリーグ

沖縄市

43 プロ 2014 11 2

2014明治安田生命J3
リーグ第30節
FC琉球 対 Jリーグ・U-
22選抜

52 0 25 27 沖縄市陸上競技場
日本サッカー協会、日本フッ
トボールリーグ

沖縄市

44 大学生 2014 11 9
第29回九州大学サッカー
リーグ　第10節

44 0 22 22
沖縄国際大学グラウン
ド

九州大学サッカー連盟 宜野湾市

45 プロ 2014 11 16

2014明治安田生命J3
リーグ第32節
FC琉球 対 ツエーゲン金
沢

55 0 28 27 沖縄市陸上競技場
日本サッカー協会、日本フッ
トボールリーグ

沖縄市

46 社会人 2014 11 25
国際女子サッカークラブ
選手権2014アジア予選

68 50 0 18
赤間総合運動公園
サッカー場

日本サッカー協会、日本女
子サッカーリーグ

恩納村

開催年月日
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【サッカー続き 3/3】 

 

 

【野球】参加延べ 3,752 人 

 

 

所属 コンベンション名 参加人数 （海外） （県外） （県内） 開催会場 主催者団体 開催市町村

47 ジュニア 2014 12 26
第27回宜野湾市招待
ジュニアサッカー大会

760 20 140 600
宜野湾市陸上競技場、
宜野湾市海浜公園多
目的広場他

宜野湾市招待ジュニアサッ
カー大会実行委員会、宜野
湾市スポーツ少年団

48 小学生 2014 12 27
第17回沖縄トロピカル
カップ国際少年サッカー
大会

849 72 75 702
奥武山公園陸上競技
場　他

沖縄県サッカー協会、那覇
市サッカー協会

那覇市、宜
野湾市

49 小学生 2015 1 13
韓国沖縄青少年交流大
会（U-12)

50 ー ー ー
浦添市陸上競技場、漫
湖公園多目的広場、東
崎公園サッカー場

沖縄県サッカー協会、J-
NAVI

浦添市、那
覇市、西原
町

50 高校生 2015 2 12
平成26年度 第36回九州
高等学校(U-17）サッカー
大会

320 0 280 40

読谷村陸上競技場、残
波岬サッカー場、西原
町民陸上競技場、東崎
公園サッカー場

九州サッカー協会
読谷村、西
原町

51 大学生 2015 3 9
台日沖縄国際交流大学
サッカー大会2015

152 22 0 130
沖縄国際大学グラウン
ド

沖縄県サッカー協会、ナイン
プロモーション

宜野湾市

52 プロ 2015 3 15
2015明治安田生命J3
リーグ第1節
FC琉球VS Y.S.C.C.横浜

22 0 11 11
沖縄県総合運動公園
陸上競技場

琉球フットボールクラブ（株） 沖縄市

53 一般／その他 2015 3 21
大阪歯科医師会シニア
サッカー交流

120 0 40 80
赤間総合運動公園
サッカー場

沖縄県シニアサッカー連盟 恩納村

54 高校生 2015 3 27
第20回NIKKEI杯沖縄県
高校招待サッカー大会

320 0 220 100

読谷村陸上競技場、残
波岬サッカー場、赤間
運動場・赤間運動公園
サッカー場、沖縄県総合運
動公園サッカー・ラグビー
場

沖縄県サッカー協会
沖縄市、読
谷村、恩納
村

55 プロ 2015 3 29

明治安田生命J3リーグ第
3節
FC琉球VS Jリーグアン
ダー22選抜

22 0 11 11
沖縄県総合運動公園
陸上競技場

琉球フットボールクラブ（株） 沖縄市

開催年月日

№ 所属 コンベンション名 参加人数 （海外） （県外） （県内） 開催会場 主催者団体 開催市町村

1 小学生 2014 4 2
第17回沖縄・広島少年野
球親善大会

150 0 50 100
沖縄セルラースタジア
ム那覇

那覇支部学童部那覇ブロッ
ク

那覇市

2 プロ 2014 4 12
イースタンリーグ公式戦
横浜DeNAベイスターズ
VS 読売ジャイアンツ

60 0 60 0
沖縄セルラースタジア
ム那覇・セルラーパー
ク那覇

読売新聞社 那覇市

3 高校生 2014 5 24
第43回沖縄県高校野球
招待試合

105 0 21 84
沖縄セルラースタジア
ム那覇

沖縄県高等学校野球連盟、
熊本県高等学校野球連盟

那覇市

4 社会人 2014 5 31
第85回都市対抗野球大
会九州地区予選

340 0 250 90
浦添市民球場、沖縄セ
ルラースタジアム那覇

沖縄県硬式野球連盟 浦添市

5 プロ 2014 7 8
2014プロ野球公式戦
横浜DeNAベイスターズ
VS 読売ジャイアンツ

80 0 80 0
沖縄セルラースタジア
ム那覇

琉球放送株式会社 那覇市

6 高校生 2014 8 25
第26回 沖縄・岡山親善
高等学校野球交流試合

105 0 21 84 浦添市民球場
沖縄県高等学校野球連盟、
岡山県高等学校野球連盟

浦添市

7 社会人 2014 11 8
平成26年度宝くじスポー
ツフェアドリーム・ベース
ボール

44 0 24 20 糸満市西崎球場
沖縄県、糸満市、一般財団
法人自治総合センター

糸満市

8 一般／その他 2014 11 15
第2回九州古希軟式野球
選手権大会

106 0 53 53
豊見城市瀬長島野球
場、沖縄セルラースタ
ジアム那覇

九州還暦軟式野球連盟

9 プロ 2014 11 20
2014SUZUKI 日米野球
親善試合

57 29 28 0
沖縄セルラースタジア
ム那覇

日本野球機構、MLB、MLB
選手会、読売新聞社

那覇市

10 中学生 2014 11 22
第13回ボーイズリーグ沖
縄大会

300 0 70 230 読谷平和の森球場、他
（公財）日本少年野球連盟沖
縄県支部

読谷村

11 大学生 2014 11 28
大学軟式野球オールス
ター大会

100 0 90 10 宜野湾市立野球場 大学軟式野球連盟 宜野湾市

12 中学生 2014 11 29 ナイキ ドリームカップ 100 0 50 50
沖縄セルラースタジア
ム那覇・セルラーパー
ク那覇

（一社）スポッツプロジェクト 那覇市

13 中学生 2014 12 6
第4回全日本コルトリーグ
中学野球選手権大会

144 0 108 36
コザしんきんスタジア
ム、うるま市石川野球
場

公益社団法人日本ポニー
ベースボール協会

沖縄市、石
川市

14 小学生 2014 12 26
第24回かりゆし交流〔第
11回沖縄市長旗争奪〕学
童軟式野球大会

960 0 360 600
コザしんきんスタジア
ム、他

沖縄県野球連盟中部北支部
学童部

15 小学生 2015 2 7
福島・沖縄少年野球交流
事業

30 0 30 0 宜野湾市他 沖縄県

16 プロ 2015 2 21
プロ野球オープン戦
読売ジャイアンツ VS 広
島東洋カープ

80 0 80 0
沖縄セルラースタジア
ム那覇・セルラーパー
ク那覇

読売新聞社 那覇市

17 プロ 2015 2 21
プロ野球オープン戦
横浜DeNAベイスターズ
VS 阪神タイガース

40 0 40 0 宜野湾市立野球場 宜野湾市

18 プロ 2015 2 21
プロ野球オープン戦
中日ドラゴンズ VS 千葉
ロッテマリーンズ

40 0 40 0 北谷公園野球場
中日ドラゴンズ北谷協力会、
中日ドラゴンズ

北谷町

開催年月日
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【野球 続き 2/2】 

 

 

【バレーボール】参加延べ 3,200 人 

 

 

【空手】参加延べ 2,723 人 

 

 

【卓球】参加延べ 2,670人 

 

№ 所属 コンベンション名 参加人数 （海外） （県外） （県内） 開催会場 主催者団体 開催市町村

19 プロ 2015 2 21

プロ野球オープン戦
北海道日本ハムファイ
ターズ VS 東北楽天ゴー
ルデンイーグルス

40 0 40 0 名護市営球場 名護市

20 プロ 2015 2 22

プロ野球オープン戦
読売ジャイアンツ VS 東
北楽天ゴールデンイーグ
ルス

80 0 80 0
沖縄セルラースタジア
ム那覇・セルラーパー
ク那覇

読売巨人軍那覇協力会 那覇市

21 プロ 2015 2 22

プロ野球オープン戦
東京ヤクルトスワローズ
VS 北海道日本ハムファ
イターズ

40 0 40 0 浦添市民球場 浦添市

22 プロ 2015 2 22
プロ野球オープン戦
中日ドラゴンズ VS 阪神
タイガース

40 0 40 0 北谷公園野球場
中日ドラゴンズ北谷協力会、
中日ドラゴンズ

北谷町

23 高校生 2015 3 14
沖縄・宮崎県交流強化試
合

126 0 42 84
嘉手納野球場、中部商
業高校グランド、首里
石嶺野球場

沖縄県高等学校野球連盟、
宮崎県高等学校野球連盟

嘉手納町、
宜野湾市、
那覇市

24 中学生 2015 3 14
第3回東アジア少年野球
フェスティバルin恩納

115 40 40 35
ONNA赤間ボールパー
ク

（株）日本旅行 恩納村

25 一般／その他 2015 3 20
DESCENTEプレゼンツ
第2回女子硬式野球沖縄
大会

80 0 60 20
ONNA赤間ボールパー
ク、赤間屋内運動場

沖縄ティーダバル 恩納村

26 高校生 2015 3 25 高校野球交流試合 100 50 0 50
ONNA赤間ボールパー
ク

沖縄県高校野球連盟 恩納村

27 中学生 2015 3 28
ポニーリーグ第17回中学
硬式野球沖縄大会

290 0 140 150
うるま市石川球場、宜
野湾市民広場野球場、
他

公益社団法人日本ポニー
ベースボール協会沖縄連盟

開催年月日

№ 所属 コンベンション名 参加人数 （海外） （県外） （県内） 開催会場 主催者団体 開催市町村

1 大学生 2014 5 23
全九州大学バレーボール
リーグ男子大会

250 0 190 60
那覇市民体育館、西原
町民体育館

九州バレーボール連盟 那覇市

2 一般／その他 2014 7 20
平成26年度 第37回九附
連親睦球技大会

400 0 300 100 那覇市民体育館 琉球大学付属中学校 那覇市

3 一般／その他 2014 11 1
平成26年度ソフトバレー
ボール九州ブロック・フェ
スティバル沖縄大会

300 0 200 100 那覇市民体育館
沖縄県ソフトバレーボール連
盟

那覇市

4 プロアマ合同 2014 11 7
第5回 全国ヴィンテージ
8'sバレーボール交流大
会

850 0 600 250 石垣市総合体育館　他 日本バレーボール協会 石垣市

5 社会人 2014 11 8 第3回徳州会カップ 150 − − − 沖縄市体育館 不明 沖縄市

6 一般／その他 2015 1 23
全国ママさんバレーボー
ル大会九州ブロック大会

600 0 500 100 那覇市民体育館
沖縄県ママさんバレーボー
ル連盟

那覇市

7 一般／その他 2015 1 31
てだこのまち全国ソフトバ
レーボール大会

350 − − − 浦添市民体育館
全国ソフトバレーボール実行
委員会

浦添市

8 一般／その他 2015 2 8
第19回OKINAWAミニバ
レーフェスティバル

300 0 50 250
糸満市西崎総合体育
館

沖縄県ミニバレー協会 糸満市

開催年月日

№ 所属 コンベンション名 参加人数 （海外） （県外） （県内） 開催会場 主催者団体 開催市町村

1 ジュニア 2014 7 20
第26回 タイムス全沖縄
少年少女空手道大会

2142 0 17 2125 沖縄県立武道館 沖縄タイムス社

2 全日本 2014 8 30
空手1世界プレミアリーグ
2014沖縄大会

287 230 50 7
沖縄県立武道館 アリー
ナ

WKF世界空手連盟 那覇市

3
アマ合同(大学・
高校他）

2015 3 15
第22回オープントーナメ
ント全沖縄県空手道選手
権大会

294 2 9 283 那覇市民体育館
国際空手道連盟極真会館
沖縄県支部

那覇市

開催年月日

№ 所属 コンベンション名 参加人数 （海外） （県外） （県内） 開催会場 主催者団体 開催市町村

1
アマ合同(大学・
高校他）

2014 5 15
第15回全九州卓球選手
権大会（ラージボールの
部）

350 0 250 100 那覇市民体育館 沖縄県卓球協会 那覇市

2 中学生 2014 8 1
平成26年度九州中学校
体育大会
（卓球）

1200 0 900 300 沖縄市体育館
九州中学校体育連盟、沖縄
県教育委員会、他

沖縄市

3 中学生 2014 8 4
第43回九州中学校卓球
競技大会

320 0 280 40 那覇市民体育館 沖縄県卓球協会 那覇市

4
アマ合同(大学・
高校他）

2015 2 26
第69回全九州卓球選手
権大会

800 − 650 150 沖縄市体育館 九州卓球連盟 沖縄市

開催年月日
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【ハンドボール】参加延べ 2,000人 

 
 

【バスケットボール】参加延べ 1,938人 

 

№ 所属 コンベンション名 参加人数 （海外） （県外） （県内） 開催会場 主催者団体 開催市町村

1 一般／その他 2014 7 31
新北市漳和國中＆新北
市南山高中　沖縄手球交
流賽

60 60 0 0 浦添市民体育館 沖縄ツーリスト台北事務所 浦添市

2 社会人 2014 8 1
第22回全日本マスターズ
ハンドボール大会

500 0 400 100

浦添市民体育館、多目
的屋内運動場、浦添市陸
上競技場、東風平運動公
園体育館、沖縄県立武道
館アリーナ

（公財）日本ハンドボール協
会マスターズ専門委員会、
沖縄県ハンドボール協会、
浦添市ハンドボール協会

浦添市、那
覇市、八重
瀬町

3 一般／その他 2014 11 8

第39回日本ハンドボール
リーグ
第3節　琉球コラソン VS
北電、トヨ電

100 0 80 20 浦添市民体育館 浦添市と琉球コラソン 浦添市

4 一般／その他 2014 11 24

第39回日本ハンドボール
リーグ
第5節　琉球コラソン VS
トヨタ車体

- - - - 沖縄市体育館 日本ハンドボールリーグ機構

5 小学生 2014 12 19
第35回九州小学生親善
ハンドボール大会

250 0 200 50

浦添市民体育館、多目
的屋内運動場、東風平公
園体育館、具志頭社会体
育館

九州ハンドボール協会、沖
縄県ハンドボール協会

浦添市、八
重瀬町

6 小学生 2015 1 18
第35回 九州小学生親善
ハンドボール大会

512 0 448 64 東風平運動公園体育館 九州ハンドボール協会 八重瀬町

7 プロ 2015 2 8
第39回日本ハンドボール
リーグ第13節　琉球コラソ
ン VS 大崎電機

40 0 20 20 21世紀の森体育館 沖縄県ハンドボール協会 名護市

8 プロ 2015 2 28

第39回日本ハンドボール
リーグ
第16節　琉球コラソン VS
大同特殊鋼

38 1 27 10 沖縄県立武道館 日本ハンドボールリーグ機構 那覇市

9 中学生 2015 3 21
第27回九州中学生選抜
ハンドボール大会

500 0 400 100

浦添市民体育館、東風
平運動公園体育館、沖縄
県立武道館アリーナ、沖
縄県総合運動公園体育館

九州ハンドボール協会、沖
縄県ハンドボール協会

浦添市、那
覇市、八重
瀬町、沖縄
市

10 プロ 2014 4 12
ｂｊリーグ公式戦　琉球ゴール
デンキングス対浜松東三河
フェニックス

16 0 16 0 沖縄市体育館 沖縄バスケットボール（株） 沖縄市

11 プロ 2014 5 10
bjリーグ公式戦　琉球ゴー
ルデンキングス対浜松東三
河フェニックス

39 0 19 20 沖縄市体育館 沖縄バスケットボール（株） 沖縄市

12 小学生 2014 8 15

平成26年度第34回九州
ブロックスポーツ少年団
ミニバスケットボール交流
大会

431 0 231 200 那覇市民体育館

公益財団法人日本体育協会
日本スポーツ少年団
公益財団法人沖縄県体育協
会沖縄県スポーツ少年団

開催年月日

№ 所属 コンベンション名 参加人数 （海外） （県外） （県内） 開催会場 主催者団体 開催市町村

1 一般／その他 2014 8 26
アディダス”夏しまくれ”
with JW

1 1 0 0 宜野湾市立体育館 アディダスジャパン（株） 宜野湾市

2 プロ 2014 9 3
プレシーズンマッチ　琉球
ゴールデンキングス対トヨタ自
動車アルバルク

45 0 25 20 沖縄市体育館 沖縄バスケットボール（株） 沖縄市

3 大学生 2014 9 27
第21回全九州大学バス
ケットボールリーグ戦　沖
縄大会

512 0 434 78 沖縄国際大学
九州大学バスケットボール
連盟、九州バスケットボール
協会

4 プロ 2014 10 17
bjリーグ公式戦　琉球ゴー
ルデンキングス対島根スサノ
オマジック

42 0 22 20 那覇市民体育館 沖縄バスケットボール（株） 那覇市

5 プロ 2014 11 1
bjリーグ公式戦　琉球ゴー
ルデンキングス対ライジング
福岡

32 0 12 20 沖縄市体育館 沖縄バスケットボール（株） 沖縄市

6 社会人 2014 11 10

40TH FAR EAST AND
SOUTH PACIFIC
AIRLINES BASKETBALL
TOURNAMENT 2014 IN
ISHIGAKIJIMA

145 98 32 15
石垣市中央運動公園
総合体育館

日本航空バスケットボール
部

7 高校生 2014 11 15
やいま国際児童　バス
ケットボール交流試合

117 30 0 87
沖縄県立八重山農林
高等学校体育館

沖縄県文化観光スポーツ部
スポーツ振興課

8 プロ 2014 11 17
bjリーグ公式戦　琉球
ゴールデンキング対群馬
クレインサンダース

30 0 15 15
石垣市中央運動公園
総合体育館

（株）日本プロバスケットボー
ルリーグ　沖縄バスケット
ボール（株）

石垣市

9 プロ 2014 12 6
bjリーグ公式戦　琉球ゴー
ルデンキングス対福島ファイ
ヤーボンズ

32 0 24 8 宜野湾市立体育館 沖縄バスケットボール（株） 宜野湾市

10 プロ 2014 12 20
bjリーグ公式戦　琉球ゴー
ルデンキングス対滋賀レイク
スターズ

31 0 11 20 沖縄市体育館 沖縄バスケットボール（株） 沖縄市

11 プロ 2015 1 2
bjリーグ公式戦　琉球ゴール
デンキングス対信州ブレイブ
ウォリアーズ

23 0 12 11 那覇市民体育館 沖縄バスケットボール（株） 那覇市

12 小学生 2015 1 10
第35回　全九州ミニバスケッ
トボール大会　沖縄大会

108 0 108 0 沖縄市体育館
九州バスケットボール協会、
九州ミニバスケットボール連
盟

沖縄市

13 プロ 2015 1 17
bjリーグ公式戦　琉球ゴー
ルデンキングス対バンビシャ
ス奈良

22 0 11 11 沖縄市体育館 bjリーグ 沖縄市

開催年月日
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【バスケットボール 続き 2/2】 

 

 

【トライアスロン】参加延べ 1,861人 

 

 

【ゴルフ】参加延べ 1,231人 

 

 

【バドミントン】参加延べ 1,200 人 

 

 

【ウォータースポーツ】参加延べ 1,147 人 

 

№ 所属 コンベンション名 参加人数 （海外） （県外） （県内） 開催会場 主催者団体 開催市町村

14 プロ 2015 1 24

第16回Wリーグ公式戦
JX-ENEOSサンフラワー
ズ×トヨタ紡織サンシャイ
ンラビッツ

29 0 29 0 沖縄市体育館
（公財）日本バスケットボー
ル協会、（一社）バスケット
ボール女子日本機構

沖縄市

15 プロ 2015 2 14
bjリーグ公式戦　琉球
ゴールデンキングス VS
大分ヒートデビルズ

30 0 15 15 豊見城市体育館 豊見城市 豊見城市

16 プロ 2015 3 7
bjリーグ公式戦　琉球ゴー
ルデンキングス対大阪エ
ヴェッサ

21 0 10 11 沖縄市体育館 bjリーグ 沖縄市

17 高校生 2015 3 21
第14回沖縄市長杯高等学校
バスケットボールおきなわカッ
プ

210 0 60 150 沖縄市体育館

沖縄市長杯高等学校バス
ケットボールおきなわカップ
実行委員会

沖縄市

18 プロ 2015 3 28
bjリーグ公式戦　琉球ゴー
ルデンキングス対京都ハンナ
リーズ

22 0 11 11 沖縄市体育館 bjリーグ 沖縄市

開催年月日

№ 所属 コンベンション名 参加人数 （海外） （県外） （県内） 開催会場 主催者団体 開催市町村

1 一般／その他 2014 4 20
第30回全日本トライアス
ロン宮古島大会

1531 - - - 宮古島市 宮古島市、琉球新報社 宮古島市

2 一般／その他 2014 6 15
第9回あやはしトライアス
ロン大会

- - - - 海中道路ロードパーク 沖縄県トライアスロン連合 うるま市

3 一般／その他 2015 3 8
第1回久米島トライアスロ
ン大会

330 5 244 81 久米島町
久米島トライアスロン大会実
行委員会

久米島町

開催年月日

№ 所属 コンベンション名 参加人数 （海外） （県外） （県内） 開催会場 主催者団体 開催市町村

1 一般／その他 2014 4 18
金秀シニアオープンゴル
フトーナメント2014

264 4 170 90 喜瀬カントリークラブ
金秀グループ・金秀シニア実
行委員会

名護市

2 ジュニア 2014 8 24
第10回ジュニアゴルフ・カ
ヌチャカップ

110 - - - カヌチャゴルフコース
株式会社 カヌチャベイリゾー
ト

3
アマ合同(大学・
高校他）

2014 10 22
沖縄女子ゴルフ選手権大
会

120 0 10 110 沖縄カントリークラブ
沖縄カントリークラブ、琉球放
送

西原町

4 一般／その他 2014 11 8
第6回沖縄県知事杯美ら
島沖縄ゴルフカップ

140 0 120 20 喜瀬カントリークラブ 株式会社JTBガイアレック 名護市

5 一般／その他 2014 11 19
2014OTV杯マスターズゴ
ルフ選手権大会

185 0 18 167
美らオーチャードゴルフ
倶楽部

沖縄テレビ、美らオーチャー
ドゴルフ倶楽部

恩納村

6 ジュニア 2015 1 18
ジュニアゴルフツアー
2015 in 沖縄

104 0 78 26 喜瀬カントリークラブ
NPO法人沖縄県ゴルフ振興
機構

名護市

7 一般／その他 2015 1 28 関東オープン 200 5 195 0
那覇ゴルフ倶楽部、琉球
ゴルフ倶楽部

農旅連みのり会関東支部
八重瀬町、
南城市

8 プロアマ合同 2015 3 6
第28回ダイキンオーキッ
ドレディスゴルフトーナメ
ント

108 25 70 13 琉球ゴルフ倶楽部 ダイキン工業 南城市

開催年月日

№ 所属 コンベンション名 参加人数 （海外） （県外） （県内） 開催会場 主催者団体 開催市町村

1
アマ合同(大学・
高校他）

2014 11 9
第36回 全九州レディー
スバドミントン選手権大
会

500 0 400 100 那覇市民体育館
沖縄県レディースバドミント
ン連盟

那覇市

2 大学生 2014 11 16
第53回中国・四国・九州
学生バドミントン選手権
大会

700 0 600 100
那覇市民体育館、浦添
市民体育館

九州学生バドミントン連盟、
中国四国学生バドミントン連
盟

那覇市、浦
添市

開催年月日

№ 所属 コンベンション名 参加人数 （海外） （県外） （県内） 開催会場 主催者団体 開催市町村

1 一般／その他 2014 4 29
沖縄－東海ヨットレース
2014

140 18 104 18 宜野湾港マリーナ
沖縄－東海ヨットレース2014
実行委員会

2 一般／その他 2014 6 21 第15回サバニ帆漕レース 415 11 19 385 座間味村
サバニ帆漕レース実行委員
会

座間味村

3 一般／その他 2014 6 21 18th　カーチベカップ 67 0 30 37
ムーンビーチ　ニチギン
浜

沖縄県ウインドサーフィン連
盟

4 一般／その他 2014 6 26
第17回バリアフリーダイ
ビング全国大会

60 0 47 13
本島南部、慶良間、
チービシ方面

NPO法人日本バリアフリーダ
イビング協会

那覇市

5 一般／その他 2014 7 5 第37回座間味レース 251 15 79 157 座間味村
座間味ヨットレース実行委員
会

座間味村

6 大学生 2014 11 9
日本学生ボードセイリン
グ大会

162 0 162 0 奥間ビーチ 不明 国頭村

7 一般／その他 2015 1 17 20th　OKINAWA CUP 52 0 21 31 豊見城市瀬長島海岸
沖縄県ウインドサーフィン連
盟

開催年月日
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【ソフトボール】参加延べ 1,096 人 

 

【水泳】参加延べ 853 人 

 

【ビーチサッカー】参加延べ 824 人 

 

【ダンス】参加延べ 810 人 

 

【テニス】参加延べ 755 人 

 

【ビーチバレー】参加延べ 590 人 

 

 

 

№ 所属 コンベンション名 参加人数 （海外） （県外） （県内） 開催会場 主催者団体 開催市町村

1 高校生 2014 7 12
平成26年度全九州高等
学校体育大会ソフトボー
ル競技大会

560 0 490 70

読谷平和の森球場、兼
久海浜公園ソフトボール
場、北谷公園ソフトボール
場

九州高等学校体育連盟、沖
縄県教育委員会

読谷村、嘉
手納町、北
谷町

2 大学生 2014 11 8
第14回九州地区大学ソフ
トボール秋季大会

316 0 263 53

読谷村運動広場、多目
的広場、読谷平和の森
球場、兼久海浜公園ソフト
ボール場

九州ソフトボール協会、九州
地区大学ソフトボール連盟

読谷村、嘉
手納町

3 一般／その他 2015 3 7
第18回ちゅーばーリーグ
(春季ソフトボール大会)

220 0 120 100
読谷村運動広場、読谷
村多目的広場

ちゅーばーリーグ実行委員
会

読谷村

開催年月日

№ 所属 コンベンション名 参加人数 （海外） （県外） （県内） 開催会場 主催者団体 開催市町村

1 全日本 2014 5 3 研修会・練習会 15 − − −
奥武山総合運動場　水
泳プール

非公開 那覇市

2 一般／その他 2014 5 18
2014年度日本マスターズ
水泳短水路大会沖縄会
場

314 0 100 214
沖縄スイミングスクー
ル浦添校

（一社）日本マスターズ水泳
協会

浦添市

3 大学生 2014 6 7
第61回九州地区国公立
大学選手権 水泳競技大
会

195 0 160 35
奥武山総合運動場　水
泳プール

（公財）日本水泳連盟九州学
生支部

那覇市

4 一般／その他 2014 6 15
第25回 九州身体障害者
水泳選手権大会

109 0 92 17
奥武山総合運動場　水
泳プール

九州身体障害者水泳連盟 那覇市

5 ジュニア 2014 6 28
第37回全国JOC夏季水
泳大会九州予選

205 0 176 29
奥武山総合運動場　水
泳プール

九州水泳連盟 那覇市

6 全日本 2014 9 13 研修会・練習会 15 − − −
奥武山総合運動場　水
泳プール

非公開 那覇市

開催年月日

№ 所属 コンベンション名 参加人数 （海外） （県外） （県内） 開催会場 主催者団体 開催市町村

1 社会人 2015 2 28
第8回金武町杯ビーチ
サッカーフェスティバル

824 0 243 581 伊芸ビーチ
金武町杯ビーチサッカーフェ
スティバル実行委員会

金武町

開催年月日

№ 所属 コンベンション名 参加人数 （海外） （県外） （県内） 開催会場 主催者団体 開催市町村

1 一般／その他 2014 7 6
第66回 沖縄県民体育大
会・2014沖縄県ダンスス
ポーツ競技会

168 0 12 156 嘉手納町中央公民館
沖縄県、沖縄県教育委員
会、（財）沖縄県体育協会、
沖縄県ダンススポーツ連盟

嘉手納町

2
アマ合同(大学・
高校他）

2014 11 22
全九州オープンダンス選
手権
沖縄大会

200 − − −
沖縄県立武道館　アリー
ナ

沖縄県ボールルームダンス
連盟

那覇市

3 一般／その他 2014 11 23
JBDF全九州ダンス競技
大会in沖縄

194 0 166 28 沖縄県立武道館
沖縄県ボールルームダンス
連盟

4 一般／その他 2014 12 14

第27回 サントピア沖縄・
ふれあいフェスタ/第19回
全国ダンススポーツフェ
スティバル

248 0 90 158 読谷中学校体育館 沖縄県ダンススポーツ連盟 読谷村

開催年月日

№ 所属 コンベンション名 参加人数 （海外） （県外） （県内） 開催会場 主催者団体 開催市町村

1 高校生 2014 6 20
平成26年度全九州高等
学校体育大会テニス競技
大会

240 0 210 30
奥武山総合運動公園テ
ニスコート、漫湖公園市民
庭球場

九州高等学校体育連盟、沖
縄県教育委員会

那覇市

2 一般／その他 2014 8 3 九州テニス大会 69 0 69 0 不明 非公開 沖縄市

3 ジュニア 2015 1 4
第9回兵庫・沖縄ジュニア
テニス交流試合「島田叡
杯」

44 0 16 28
漫湖公園市民庭球場、
奥武山公園庭球場

兵庫県テニス協会、沖縄県
テニス協会

那覇市

4 ジュニア 2015 2 7

2015DUNLOP CUP全国
選抜ジュニアテニス選手
権大会 九州地域予選大
会

224 0 202 22
沖縄県総合運動公園庭球
場

九州テニス協会 沖縄市

5 一般／その他 2015 2 20
第10回沖縄オープン国際
ベテランテニス選手権大
会

178 0 138 40
漫湖公園市民庭球場、
奥武山公園庭球場

沖縄県テニス協会 那覇市

開催年月日

№ 所属 コンベンション名 参加人数 （海外） （県外） （県内） 開催会場 主催者団体 開催市町村

1 一般／その他 2014 6 7
第15回ビーチバレー宮古
島大会

348 0 108 240 与那覇前浜ビーチ
ビーチバレー宮古島大会実
行委員会

2 一般／その他 2014 10 25
第16回吉田カップ沖縄製
粉ビーチバレーボール
トーナメント2014

242 0 26 216 豊崎美らSUNビーチ
日本ビーチバレーボール連
盟

豊見城市

開催年月日
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【ラグビー】参加延べ 360 人 

 

【体操】参加延べ 250 人 

 

【その他】参加延べ 9,930 人 

 

 

 

№ 所属 コンベンション名 参加人数 （海外） （県外） （県内） 開催会場 主催者団体 開催市町村

1 社会人 2014 9 28 九州トップリーグ 55 − − −
沖縄県総合運動公園
蹴球場

沖縄県ラグビーフットボール
協会

沖縄市

2 社会人 2014 10 26 九州トップリーグ 55 − − −
沖縄県総合運動公園
蹴球場

沖縄県ラグビーフットボール
協会

沖縄市

3 社会人 2014 11 2 九州トップリーグ 70 − − −
沖縄県総合運動公園
蹴球場

沖縄県ラグビーフットボール
協会

沖縄市

4 高校生 2015 3 14 平成27年度　招待試合 60 0 25 35
沖縄県総合運動公園ラグ
ビー場

沖縄県ラグビーフットボール
協会

沖縄市

5 プロアマ合同 2015 3 22
第11回パナソニックタグラ
グビーフェスタwith宗像サ
ニックスブルース

120 0 20 100
沖縄県総合運動公園ラグ
ビー場

沖縄県ラグビーフットボール
協会

沖縄市

開催年月日

№ 所属 コンベンション名 参加人数 （海外） （県外） （県内） 開催会場 主催者団体 開催市町村
1 大学生 2014 5 10 九州インカレin 沖縄 50 0 50 0 沖縄県総合運動公園 九州地区大学体育競技会 沖縄市

2 ジュニア 2014 12 26
第12回　沖縄県ジュニア
新体操ハイビスカスカップ

200 100 0 100
沖縄市多目的運動場、
沖縄市体育館

沖縄県ジュニア新体操クラブ
連盟

沖縄市

開催年月日

№ 所属 コンベンション名 参加人数 （海外） （県外） （県内） 開催会場 主催者団体 開催市町村

1 一般／その他 2014 10 31
オールドタイマー国際アイ
スホッケー大会in沖縄

66 20 26 20
スポーツワールドサザ
ンヒルアイスアリーナ

沖縄県アイスホッケー連盟 南風原町

2 一般／その他 2014 11 20
第30回九州身体障害者
ゲートボール大会　沖縄
大会

130 0 104 26
沖縄県総合運動公園
レクリェーションドーム

九州身体障碍者団体連絡協
議会

沖縄市

3 一般／その他 2014 7 6
日中韓友好フットサル大
会

120 30 0 90 中城村民体育館
日中韓友好フットサル実行
委員会

中城村

4
アマ合同(大学・
高校他）

2014 7 6
第18回JPBFカップ九州ブ
ロックペタンク大会

225 − − −
奥武山総合運動公園　補
助競技場

沖縄県ペタンク協会 那覇市

5 一般／その他 2014 9 25
第48回全国ろうあ者体育
大会

2200 0 1200 1000 県内各地
一般財団法人全日本ろうあ
連盟

沖縄県内各
地

6 一般／その他 2014 10 18
第７回ノルディックフィット
ネスフォーラム2014 in 沖
縄

505 5 250 250
あけみおSKYドーム、
21世紀の森公園　他

NPO法人日本ノルディック
フィットネス協会

名護市

7 一般／その他 2014 11 2
美ら島アルティメットフェ
スタ石垣島大会

65 0 23 42
サッカーパークあかん
ま

沖縄県フライングディスク協
会

石垣市

8 一般／その他 2014 11 8
第27回南部忠平杯グラン
ド・ゴルフ宮古島大会

367 0 28 339 宮古島市陸上競技場 宮古島市

9 一般／その他 2014 11 29
第１回石垣島ビーチ＆ト
レイルランアドベンチャー
２０１４

125 0 102 23 バンナ公園
石垣島トレイルラン実行委員
会／日本トレイルランサー
キット競技会

石垣市

10 社会人 2014 12 6
PUMACUP第20回全日本
フットサル選手権九州大
会

200 0 180 20 浦添市立体育館 九州サッカー協会 浦添市

11 一般／その他 2014 12 13
第2回国頭トレイルランニ
ング大会

1723 10 203 1510
国頭村森林公園〜与
那覇岳

国頭トレイルランニング大会
実行委員会

国頭村

12 一般／その他 2015 1 14
第3回本間カップパークゴ
ルフ大会

143 0 68 75
久米島シーサイドパー
クゴルフ場

久米島町

13 一般／その他 2015 1 23
第5回沖縄県ペタンク選
手権

197 0 86 111
奥武山公園少年野球
場

沖縄県ペタンク協会

14 高校生 2015 1 23

平成26年度全九州高校
新人大会ボクシング競技
大会/全九州アンダー
ジュニアボクシング選考
会

64 0 56 8
沖縄県立武道館　アリー
ナ

九州ボクシング連盟 那覇市

15 高校生 2015 2 8
全九州高等学校レスリン
グ新人選手権大会

160 0 160 0 沖縄県立武道館 九州レスリング協会 那覇市

16 一般／その他 2015 2 14 かりゆしクラシック2015 135 0 82 53
南城市志喜屋漁港多目的
広場

沖縄県フライングディスク協
会

南城市

17 一般／その他 2015 2 22
おきなわECOスピリットラ
イド＆ウォークin南城市

1177 0 6 1171 本島南部全域 おきなわタイムス社 南城市

18 プロアマ合同 2015 2 27
新日本プロレス NEW
JAPAN ROAD2015

50 − − −
沖縄県立武道館　アリー
ナ

新日本プロモーション（株） 那覇市

19 一般／その他 2015 2 28
やんばる東村アドベン
チャーラリー

395 9 36 350 東村民の森つつじ園
やんばる東村アドベンチャー
ラリー実行委員会

東村

20 一般／その他 2015 3 1
第1回 国民体育大会九
州ブロック派遣選考会

11 1 0 10
沖縄県立武道館トレーニン
グ室

（公財）日本パワーリフティン
グ協会

那覇市

21 一般／その他 2015 3 5
第1回沖縄コーポレート
ゲームズ2015

1516 296 377 843
北谷町、宜野湾市、嘉
手納町、西原町、うる
ま市　各施設

沖縄コーポレートゲームズ実
行委員会

北谷町、宜
野湾市、嘉
手納町、西
原町、うるま
市

22 一般／その他 2015 3 7
全国ふれあいパークゴル
フ大会

129 0 51 78
くいなエコ・スポレク公
園

不明 国頭村

23
アマ合同(大学・
高校他）

2015 3 13
第4回アーチェリー石垣島
大会・第4回石垣市市長
杯

77 0 64 13
サッカーパークあかん
ま

沖縄県アーチェリー協会 石垣市

24 高校生 2014 12 25
九州高等学校柔道錬成
大会

150 − − −
沖縄県立武道館　錬成道
場

沖縄県柔道連盟 那覇市

開催年月日
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（イ）周遊ルート設定種目の選定のための各種データ 

（1）サイクリング周遊ルートの設定のためのデータ 

① 県内サイクリングイベントのコースの把握 

【サイクリング大会】 

 

 

 

 

 

 

 

NO. 大会名 開催日 開催地 種目 コース／参加費 コースマップURL

1 第26回屋我地サイクルロードレース大会 2015/7/19 屋我地島 サイクリング

チャンピオンレース62.4ｋｍ　定員50名
市民レース41.6ｋｍ　定員100名
ビギナーレース15.6ｋｍ　定員60名
ジュニアレース15.6ｋｍ　定員30名
レディースレース10.4ｋｍ　定員30名
シニアレース15.6ｋｍ　定員60名
小学生レース1－1.0ｋｍ　定員15名
小学生レース2－200ｍ　定員15名
参加費：一般4,800円（登録選手3,800円）、高校生3,300
円（登録選手2,300円）、中学生1,800円、小学生1,000円

名護市屋我地島半周コース（５．２ｋｍ）

2 第5回シュガーライド久米島 2015/11/21
久米島（久米島町
営仲里球場）

サイクリング
ぐるっと１周コース45Km　定員50名　6,000円
アスリートコース90Km　　定員50名　6,500円

http://www.sugar-ride.com/course.html

3 美ら島オキナワCentury Run 2016 2016/1/17

恩納村、名護市、
うるま市、今帰仁
村、本部町、宜野
座村、金武町、読
谷村、嘉手納町

サイクリング

美ら島センチュリーコース（100mile=160km）　参加人数
/1,000 名　10,500円
美ら島シーサイドコース（100km）参加定員/1,000名
9,500円
美ら島めんそーれコース（50km）参加定員/500名　7,500
円

http://cocr.jp/cocr_course01.php
http://cocr.jp/cocr_course02.php
http://cocr.jp/cocr_course02.php

4
2016おきなわECOスピリットライド＆
ウォークin南城市

2016/2/21 南城市 サイクリング

チャレンジ南城坂コース50ｋｍ　定員200名　7,000円（中
学生以下5,000円）
久高島・斎場御嶽めぐり30ｋｍ　定員50名　7,500円（中学
生以下5,500円）
初めてのファミリーサイクリング15ｋｍ　定員50名　4,000
円（中学生以下2,000円）

http://ecospiritridewalk.jp/cn2013/pg84.html

5 第9回ツール・ド・宮古島2016
2016/6/11（土）
～12（日）

宮古島市 サイクリング

・サイクリング114km/83km各部門　定員200名　6,000円
（高校生以下3.000円）
・ロードレース184km　定員400名　12,000円（高校生以
下6,000円）
・ロードレース114km　定員400名　10,000円（高校生以
下5,000円）

http://www.powersports.co.jp/cycle/16_tourde_miyako/
course.htm

6
GREAT EARTH
第９回石垣・西表島ライド180ｋｍ
～日本最南端の楽園を走りつくせ！～

2016/10/22(土)
～23(日)

石垣島、西表島 サイクリング

10/22　西表島　ジャングルライド45ｋｍ　募集定員45名
13,000円
10/23　石垣島　ロングコース　135ｋｍ　募集定員500名
10,000円（高校生以下3,500円）
10/23　石垣島　ショートコース　105ｋｍ　募集定員150名
10,000円（高校生以下3,500円）
10/23　石垣島　初心者コース　60ｋｍ　募集定員50名
8,000円（高校生以下2,500円）

http://great-earth.jp/ishigaki/ishigaki_coursemap.html

7 ツール・ド・おきなわ
2016/12/12(土)
～13(日)

北部12市町村 サイクリング

【市民レース部門】
市民レース　210ｋｍ　定員450名　18,000円（登録選手
17,000円）
市民レース　140ｋｍ　定員450名　16,000円（登録選手
15,000円）
市民レース　210ｋｍ　定員350名　15,000円（登録選手
14,000円）
市民レース　50ｋｍ　アンダー39　定員150名　12,000円
（登録選手11,000円）
市民レース　50ｋｍ　フォーティー　定員450名　12,000円
（登録選手11,000円）
市民レディースレース　50ｋｍ　定員150名　10,000円（登
録選手9,000円、中学生3,000円）
中学生レース　50ｋｍ　定員50名　3,000円
小学生レース　10ｋｍ　定員50名　2,000円

【サイクリング部門】
沖縄本島一周サイクリング（1泊2日）346ｋｍ　定員600名
23,000円（JCA会員22,000円）
やんばるセンチュリーライド176ｋｍ　定員300名　11,000
円（JCA会員10,000円）
チャレンジサイクリング100ｋｍ　定員300名　8,000円
（JCA会員7,000円）
恩納村ファミリーサイクリング70ｋｍ　定員250名　6,000
円（JCA会員5,000円、小学生5,000円）
伊江島ファミリーサイクリング50ｋｍ　定員100名　7,000
円（JCA会員6,000円、小学生6,000円）
伊江島サイクリング（1泊2日）73ｋｍ　定員100名　17,000
円（JCA会員16,000円、小学生16,000円）

http://tour-de-okinawa.jp/event/citizenrace.html
http://tour-de-okinawa.jp/event/cycling.html
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【トライアスロン大会】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. 大会名 開催日 開催地 種目 コース／参加費 コースマップURL

1 第2回久米島トライアスロン大会 2016/2/28 久米島 トライアスロン

ミドル・ディスタンス スイム（2Km） バイク（47Km） ラン
（20Km）
【個人の部　※高校生不可】定員350名　参加費22,000
円（JTU会員21,000円）
【リレーの部 （A：2-4名1組）】定員ABで50組　参加費
12,000円（JTU会員11,000円、高校生6,000円）
【リレーの部 （B：5-7名1組）】定員ABで50組　参加費
9,000円（JTU会員8,000円、高校生4,500円）

http://www.kume-tri.com/e8096756.html

2 石垣島トライアスロン2016 2016/4/10 石垣島 トライアスロン

【個人・一般】 スイム1.5km・バイク 40km･ラン 10km
500人　20000円
【個人・八重山郡大会】スイム1.5km・バイク 40km･ラン
10km
100人　20000円
【リレー スイム】1.5km・バイク 40km･ラン 10km
70組　36000円

http://ishigaki-triathlon.jp/coursemap/

3 あやはしトライアスロン大会 2016/6/26 うるま市 トライアスロン
 S1500m/B40km/R10km
一般400人　JTU会員15,000円・JTU非会員16,000円
リレー100組　24000円

あやはしビーチ（1周750m×2周回）
海中道路片側（南側）屋慶名～平安座を4周回
海中道路　南側歩道　屋慶名～平安座を1周回

4 全日本トライアスロン宮古島大会 2016/4/17 宮古島市 トライアスロン
スイム3m・バイク157km・ラン42.195km
1700人
40000円

http://www.miyako-net.ne.jp/~strong/coursemap.html

5 豊崎トライアスロンinとみぐすく 未定 豊見城市 トライアスロン

【エイジ】Ｓ1500ｍ　Ｂ40ｋｍ　Ｒ10ｋｍ
300名　20000円
【キッズクラス小学校低学年（１・２・３年生）】Ｓ50ｍ　Ｂ2ｋ
ｍ　Ｒ500ｍ
50名　3000円
【キッズクラス小学校高学年（４・５・６年生）】Ｓ100ｍ　Ｂ4
ｋｍ　Ｒ1km
50名　3000円
【ジュニア（中学生）】Ｓ300ｍ　Ｂ8ｋｍ　Ｒ2kｍ
50名　5000円
【エリート・ジュニアエリート女子】
75名　18000円
【エリート・ジュニアエリート男子】
75名　18000円

http://toyosaki-triathlon.com/course-map/

6 いぜな88トライアスロン大会 2016/10/30(日) 伊是名村 トライアスロン
スイム2m・バイク66km・ラン20km
【個人】500人　20000円
【リレー】20組　12000円

http://izenatriathlon.jp/coursemap/
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② サイクリング関連従事者の把握 

a. サイクリングショップ一覧 

 

b. サイクリング関連団体 

・沖縄県自転車競技連盟 

所在地：沖縄県島尻郡南風原町兼城 517-3 沖縄輪業内 

電話番号：098-868-0064 

・沖縄県サイクリング協会 

所在地：沖縄県島尻郡南風原町兼城 517-3 沖縄輪業内 

電話番号：098-888-0064 

・一般社団法人沖縄県サイクルスポーツ振興協会 

所在地：沖縄県那覇市前島 3-25-1 とまりんビル 3F（株）ティーシー内 

電話番号：098-868-1587 

・NPO 法人 ツール・ド・おきなわ協会 

  所在地：沖縄県名護市宇茂佐の森五丁目２番地７ 北部会館２階 

  電話番号：0980-54-3174 

 

番号 店名 所在地 電話番号
★1 仲栄真自転車店 沖縄県国頭郡本部町字渡久地137 0980-47-2155
★2 安田自転車店 沖縄県国頭郡本部町字渡久地1-3 0980-47-2228
★3 許田自転車店 沖縄県名護市城2-2-6 0980-52-2133
★4 Heartcycle 沖縄県名護市城1-3-3 0980-52-6031
★5 与那自転車店 沖縄県国頭郡今帰仁村字天底56-1 0980-56-2605
★6 RideHot (ライドホット) 沖縄県中頭郡北谷町美浜15-69 カーニバルパークミハマ 1F 098-936-2947
★7 サイクルプラザ池原 沖縄県うるま市石川白浜1-4-25 098-964-2120
★8 米須自転車店 沖縄県宜野湾市普天間1-27-9 098-892-2498
★9 米須自転車店 沖縄県宜野湾市宜野湾1-1-8 098-892-3894
★10 BMXPROSHOPMIYAGI 沖縄県中頭郡読谷村字高志保160 098-958-5611
★11 サイクル館 泡瀬店 沖縄県沖縄市海邦2-9-11 098-934-3389
★12 サイクル館 知花店 沖縄県沖縄市知花2-9-2 098-938-3289
★13 サイクル館 照屋店 沖縄県沖縄市照屋3-3-4 098-939-3389
★14 石川サイクル 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納20 098-956-2896
★15 ズケランサイクル 沖縄県うるま市字高江洲1168-1 098-973-6317
★16 上原自転車店 沖縄県うるま市石川2-4-17 098-965-0696
★17 とーたるしょうじ 沖縄県中頭郡北谷町字砂辺342 098-936-4304
★18 サイクルショップナカザト 沖縄県宜野湾市我如古4-2-2 098-898-5152
★19 ヨナハサイクルセンター 沖縄県浦添市内間1-10-14 098-878-5763
★20 ミニベロステーション（MINIVELOSTATION） 沖縄県宜野湾市新城2-38-9 098-896-1032
★21 安慶田サイクル 沖縄県沖縄市安慶田1-28-29 098-939-1938
★22 バイスクルキッズ 沖縄県那覇市奥武山町26-24 098-891-8220
★23 玉城自転車 沖縄県那覇市首里石嶺町4-163-1 098-886-6058
★24 ハシカワサイクル 沖縄県那覇市泉崎2-4-7 098-855-6218
★25 駅前自転車 沖縄県那覇市首里汀良町3-42-1 098-884-1380
★26 サイクルサービス 沖縄県那覇市字国場29-1 098-836-9630
★27 佐辺自転車商会 沖縄県那覇市安里3-1-13 098-867-1587
★28 仲本自転車店 沖縄県那覇市寄宮3-14-3 098-835-1130
★29 沖縄輪業株式会社南風原本店 沖縄県島尻郡南風原町字兼城517-3 098-888-0064
★30 OKバイクロジー商会 沖縄県豊見城市字平良144-1 098-856-1865
★31 永山サイクル 沖縄県島尻郡与那原町字与那原3301-1 098-945-6202
★32 神里自転車店 沖縄県南城市大里字稲嶺2047-1 098-945-7781
★33 永山モータース 沖縄県島尻郡与那原町字与那原596 098-945-2045
★34 大浜タイヤサービス 沖縄県石垣市字大浜676-15 0980-82-8982
★35 松田自転車店 沖縄県石垣市字大浜404-1 0980-83-3010
★36 有限会社石垣自転車商会 沖縄県石垣市美崎町13-3 0980-82-3255
★37 糸数自転車店 沖縄県宮古島市平良字西里556 0980-72-2545
★38 神山モータース 沖縄県石垣市字登野城631-2 0980-82-3123
★39 国仲モータース 沖縄県宮古島市伊良部字佐和田1372 0980-78-3331
★40 丸玄新栄自転車商会 沖縄県石垣市新栄町14-7 0980-82-1583
★41 モリサイクル 沖縄県石垣市字登野城563 0980-82-6360
★42 友利レンタサイクル 沖縄県八重山郡竹富町竹富524 0980-85-2305

北部

中部

那覇

南部

離島



40 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1TRZyCahlvmG_4uv9R7dGl0uapbg&usp=sharing 

https://drive.google.com/open?id=1TRZyCahlvmG_4uv9R7dGl0uapbg&usp=sharing
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c. レンタサイクル提供施設 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1n6BciABcT4Xg2_XP_9Mo9A80I6s&usp=sharing 

番号 店名 所在地 電話番号 タイプ 料金
●1 沖縄輪業南風原店 沖縄県島尻郡南風原町字兼城517-3 098-888-0064 スポーツバイク 1日1,800～9,000以上まで
●2 リゾートホテル久米アイランド 沖縄県島尻郡久米島町字真我里411 098-985-8001 ポタリング 1日3,150円
●3 イーフスポーツクラブ 沖縄県島尻郡久米島町字謝名堂548 098-985-8733 ポタリング 2時間1,100円
●4 沖縄輪業(株)前島2号館 沖縄県那覇市前島2丁目10-3 098-943-6768 スポーツバイク 1日1,800～9,000以上まで
●5 サンセットバイク 沖縄県中頭郡北谷町美浜2-7-8 098-955-2694 スポーツバイク 1時間1,000円
●6 プラネットチャオ 沖縄県国頭郡恩納村真栄田1424-2 098-965-7807 スポーツバイク＆ポタリング 1日2,000円＆1,000円
●7 タマレンタ企画 沖縄県国頭郡伊江村字川平310 0980-49-5208 ポタリング 1日1,000円
●8 福レンタサイクル 沖縄県国頭郡本部町備瀬511 0980-48-2584 ポタリング 1日1,000円
●9 沖縄残波岬ロイヤルホテル 沖縄県中頭郡読谷村字宇座1575 098-958-5000 ポタリング 1日1,200円
●10 eレンタルサイクル ポタリング首里 沖縄県那覇市首里鳥堀町1丁目50-1 098-963-9294 ポタリング（電動アシスト自転車） 1日2,000円
●11 レンタバイク那覇 沖縄県那覇市辻1丁目4-1 098-861-0040 ポタリング（マウンテンバイク有） 1日1,080円
●12 那覇の貸し自転車 沖縄県那覇市西1-19-12 098-955-3069 ポタリング 1日1,000～1,500円
●13 琉Qレンタサイクル 沖縄県那覇市寄宮1丁目33-7 098-836-5023 ポタリング 1日1,000円
●14 ホテルブリーズベイマリーナ 沖縄県宮古島市上野字宮国784-1 0980-76-3000 ポタリング 3時間￥1,080、6時間￥1,620
●15 南国屋 沖縄県石垣市美崎町2 0980-83-3362 ポタリング 1日1,000円
●16 レンタサイクル竹富 沖縄県八重山郡竹富町字竹富718 0980-84-5988 ポタリング（マウンテンバイク有） 1日1,500円
●17 友利レンタサイクル 沖縄県八重山郡竹富町竹富524 0980-85-2305 ポタリング 1日1,500円
●18 丸八レンタサイクル 沖縄県八重山郡竹富町字竹富523 0980-85-2260 ポタリング 1日1,500円

https://drive.google.com/open?id=1n6BciABcT4Xg2_XP_9Mo9A80I6s&usp=sharing


42 

 

d. サイクリングツアー実施団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催団体 ツアー内容

沖縄輪業株式会社

ガイド付きサイクリング・ポタリングツアー「ちゅらぽた」
≪コース≫
・ポタリング　焼き物の町と青い海！壺屋・三重城コース
・ポタリング　進化する那覇をお散歩！新都心コース
・サイクリング　琉球の歴史をたどる！首里城コース

アースシップ沖縄 美ら島サイクリング（恩納村：10月～3月）

アウトドアショップＮＥＯＳ
・がっつりライド
・お散歩サイクリング
・マウンテンバイクトレイルライド
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（２）ランニング周遊ルートの設定 

① 県内マラソンイベントのコースの把握 

 

NO. 大会名 開催日 開催地 種目 コース/参加費 コースマップURL

1 エコアイランド宮古島マラソン 2015/10/18 宮古島市 マラソン

フルマラソン、ハーフマラソン、10キロ
【定員】600人
【参加費】フル：5000円。ハーフ：一般4000円、高校生3000
円。10km：一般3000円、高校生1500円

http://www.miyakojima-
marathon.jp/course.html

2 伊平屋ムーンライトマラソン 2015/10/24 伊平屋村 マラソン
フル、ハーフ
【定員】1200人
【参加費】10000円

http://www.vill.iheya.okinawa.jp/det
ail.jsp?id=68525&type=TopicsTopPa
ge&select=&funcid=2&editMode=

3 2015久米島マラソン 2015/10/25 久米島町 マラソン
フル、ハーフ、10キロ、5キロ
【参加費】フル、ハーフ：4000円。10km、5km：3500円。高校
生：2000円

http://www.kumejima-
marathon.com/course/

4 尚巴志ハーフマラソン in NANJO 2015/11/1 南城市 マラソン
ハーフ、3キロ
【定員】8000人
【参加費】19歳以上：4000円、18歳以下：2000円

http://www.shouhashi.jp/guide

5 たらま島一周マラソン大会 2015/11/14 多良間村 マラソン
24.3キロ、10キロ、5キロ、3キロ、ウォーキング
【参加費】一般：3000円、小中学生：500円

http://www.vill.tarama.okinawa.jp/w
p-
content/uploads/2015/08/no18_m
arathon_leaflets2.pdf

6 日本最西端 与那国島一周マラソン大会 2015/11/14 与那国町 マラソン
25キロ、10キロ
【参加費】4000円

http://okinawa-
marathon.jp/courseguide/entry-
348/

7 中部トリムマラソン大会 2015/11/15 沖縄市・うるま市 マラソン
20キロ、10キロ、5キロ、3キロ
【参加費】大人：2500円、高校生以下：1500円、ファミリー親子
ペア：3000円（3キロのみ）

http://okinawa-kenso.com/wp-
content/uploads/2015/11/26kout
ukisei.pdf

8 NAHAマラソン 2015/12/6
那覇市・南風原町・八重瀬町・
糸満市・豊見城市

マラソン
フル
【定員】30000人
【参加費】一般：6500円、高校生以下、65歳以上：5000円

http://www.naha-
marathon.jp/course/index.html

9 国頭トレイルランニング 2015/12/12 国頭村 マラソン

19キロ、12キロ、トレイルウォーク8.8キロ
【定員】19km：500人。19km団体：ペア40チーム、3名30チー
ム。12km：400人。トレイルウォーク：500人
【参加費】19km、12km：6000円。トレイルウォーク：3500円

10 ぎのわん車いすマラソン大会 2015/12/13 宜野湾市 マラソン
ハーフ、3.5キロ、1.5キロ
【参加費】ハーフ：2000円、3.5km、1.5km：1500円

http://9srk.jp/wp-
content/uploads/2015/09/201512
13-02.jpg

11 宮古島100kmワイドーマラソン大会 2016/1/17 宮古島市 マラソン

100キロ、50キロ、22キロ、10キロ
【定員】100km：800人、その他：500人
【参加費】100km：15000円。50km：8000円。22km：一般4000
円、高校生：3000円。10km：一般2000円、中高生1000円、小
学生以下500円

http://www.city.miyakojima.lg.jp/kan
ko/sportevent/files/coursemap26t
h.pdf

12 海洋博公園全国トリムマラソン大会 2016/1/17 本部町 マラソン

備瀬福木並木コース（10キロ）
フラワーガーデンコース（6キロ）
ファミリーエンジョイ公園コース（3.5キロ）
【定員】5000人
【参加費】大人：2000円、高校生以下：1000円

http://oki-
park.jp/userfiles/files/pdf/h27_tori
mumarason.pdf

13 NAGOハーフマラソン 2016/1/24 名護市 マラソン

ハーフ、10キロ、3キロ
【定員】ハーフ：3000人、10km：500人
【参加費】一般：3600円、高校生以下：1100円、親子：2600円
（小学生、3kmのみ）

http://www.i-sam.co.jp/nago-
marathon/course.html

14 石垣島マラソン 2016/1/24 石垣市 マラソン

フル、24キロ、10キロ
【参加費】
フル：一般5000円、高校生3000円
24km、10km：一般4000円、高校生3000円

http://www.ishigakijima-
marathon.jp/course/page5.html

15 とかしきマラソン 2016/2/6 渡嘉敷村 マラソン

ハーフ、10キロ、5キロ、3キロ
【定員】ハーフ：450人。10km、5km：100人。3km：150人
【参加費】一般：4000円、高校生：2000円、中学生以下：1000
円

http://www.kuzira-
marathon.jp/course.html

16 竹富町やまねこマラソン大会 2016/2/13 竹富町 マラソン

23キロ、10キロ、3キロ（中学生のみ）
【定員】23km：600人、10km：800人、3km：100人
【参加費】一般：4000円、中学生：1500円（うち200円はイリオ
モテヤマネコ保護基金への寄付）

http://www.yamanekomarathon.jp/
modules/course/index.php?content
_id=1

17 おきなわマラソン 2016/2/21 沖縄市、うるま市、北中城村 マラソン

フル、10キロ
【定員】フル：13000人、10km：2500人
【参加費】フル：一般4500円、高校生・65歳以上3500円。
10km：一般：2700円、高校生1200円

http://www.okinawa-
marathon.com/course_2016.html

18 ロマン海道・伊良部島マラソン 2016/2/28 宮古島市 マラソン
21.1キロ、14.6キロ、7キロ、2.3キロ
【参加費】一般：2000円、小中高生：1000円

http://okinawa-
marathon.jp/courseguide/entry-
402/

19 NAGOURAマラソン 2016/3/6 名護市 マラソン

100キロ、75キロ、フル
【定員】100km：500人、75km：150人、100kmペーサーの部：10
組
フル：100名
【参加費】100km：16000円、75km：14000円、100kmペーサー
の部：24000円、フル：5500円

http://nagoura.com/

20 東村つつじマラソン大会 2016/3/13 東村 マラソン
20キロ、5キロ、3キロ
【定員】20km：400人、5km：400人
【参加費】一般：2000円、小・中・高生：1000円

http://i-
sam.co.jp/tutuji/course.html

21 なんぶトリムマラソン大会 2016/3/20 糸満市 マラソン
ハーフ、10キロ、5キロ、3キロ、車椅子、ファミリー
【定員】ファミリー：4200人
【参加費】大人2500円、18歳以下：1500円

http://www.i-
sam.co.jp/nanbutrim/course.html

22 あやはし海中ロードレース大会 2016/4/3 うるま市 マラソン

ハーフ、10キロ、3.8キロ
【定員】ハーフ：3000人、10km：2500人、3.8km：3000人
【参加費】ハーフ：3500円、10km、3.8km：大人3000円、高校生
以下：1500円

http://www.i-
sam.co.jp/ayahashi_roadrace/cours
e.html

23 伊江島一周マラソン大会 2016/4/9 伊江村 マラソン

ハーフ、10キロ、5キロ、3キロ
【参加費】大人：4000円（家族・団体割：3500円）、中高生：
2500円（家族・団体割：2000円）、小学生：2000円（家族・団体
割：1500円）

http://www.iejima.org/document/2
015122800016/file_contents/ieson
_marathon_24.pdf

24 古宇利島マジックアワーRUN in 今帰仁村 2016/4/16 今帰仁村 マラソン
ハーフ
【定員】4000人
【参加費】4500円

http://kouri-run.jp/route.html

25 塩屋湾一周トリムマラソン大会 2016/4/17 大宜味村 マラソン
17.5キロ、10キロ、3キロ
【参加費】一般：2000円、高校生以下：1000円

http://okinawa-
marathon.jp/courseguide/entry-
420/

26 石垣島ウルトラマラソン 2016/5/15 石垣島 マラソン
60キロ
【定員】300人
【参加費】10000円

http://ishigakiultra.com/report.html

27 久志20kmロードレース大会 2016/9/4 名護市 マラソン
20キロ
【参加費】1500円

http://okinawa-
marathon.jp/courseguide/entry-
439/
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② ランニング関連従事者の把握 

★㈱アールビーズ 沖縄営業所 

 所在地：沖縄県那覇市銘苅 1 丁目 3-13 リッセンビル 1F 

 電話番号：098-943-0023 

 

★ブレイクスルーランニングクラブ 

 連絡先：breakthroughrc@gmail.com 

 ※沖縄県那覇市を拠点に活動してるランニングクラブ。 

  【倉岡 弁慶】2008 年・2013 年、那覇マラソン県勢１位 

【尾尻 琢磨】1500m ランナー（自己ベスト 3 分 52 秒）健康運動指導士、 

ランニング認定指導員 

～マラソン完走目指している方、記録が伸び悩んでいる方、1 人での練習が

キツイと感じている方へ、しっかりとしたスポーツ理論に基づき、現状

を BreakThrough(打破)するサポート。 

 

・ランデザイン沖縄店 

 所在地：沖縄県那覇市首里赤平町 2-52-1 

 電話番号：098-887-0855 

 

・アスリート工房 

 電話番号：098-988-8221 

※浦添陸上競技場、南城市玉城陸上競技場、西原町陸上競技場で活動。 

【譜久里 武】総合プロデュース・監督兼コーチ。世界マスターズ陸上 100ｍ 

世界 2 位／アジアマスターズ陸上 100ｍアジア 1 位／40 歳以 

上で初の 10 秒台スプリンター 

 

・沖縄県ランナーズクラブ連合会（ORCA） 

 ※沖縄県内各地域の「走ろう会」、「走友会」又は「ジョギング同好会」など、 

国籍、性別、年令、職業、思想信条のいかんを問わず、日常走ることを趣味 

としている同好の会の連合会 

 

・一般社団法人ウィルチェアアスリートクラブ ソシオ SOEJIMA 

 所在地：長崎県諫早市白原町 2200 

 電話番号：0957-34-7808 
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https://drive.google.com/open?id=1oYBKyvYy9tQRgkPaKpbn0sdFmGY&usp=sharing 

https://drive.google.com/open?id=1oYBKyvYy9tQRgkPaKpbn0sdFmGY&usp=sharing
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（3）ウォーキングイベントコースの設定 

① まちまーいコースの把握 

 

 

 

No. 地域 市町村 付近の有名観光地 テーマ コース名 紹介文

1 北部 宜野座村 道の駅ぎのざ

まちなか
歴史
自然
食

こちゃ村物語
～キジムナーが
恋したガジュマ
ル～

都会では味わえない風景、鍾乳洞と史跡巡り！！（ノルディッ
クポールを使って五感で楽しむ）
琉球王朝時代、この松田区は古知屋村（こちゃむら）とよばれ
ており、古くから文化財が点在。途中、あじまーでナカユクイ
（一休み）、つまみ食いを堪能。

2 北部 宜野座村 道の駅ぎのざ

まちなか
歴史
自然
食

サンサンぎのざ
太陽を歩く

不思議な言い伝えが多く残る村！！マイナスイオンを感じなが
ら歩くその先に広がる東海岸の絶景。朝日を見ながら過ごす時
間は、都会では味わえないひと時です。

3 北部 宜野座村 道の駅ぎのざ
まちなか
歴史
自然

鍾乳洞メーガー
洞と周辺史跡巡
り

御嶽と鍾乳洞にまもられた村をのんびり村あるき

4 北部 宜野座村 道の駅ぎのざ

まちなか
歴史
自然
食

海風と緑と文化
に親しむ
カンナ散歩

漢那地区には沖縄の貝塚時代の遺跡がいくつかあり、古くから
人々が暮らしていたところ。途中、道の駅ぎのざでナカユクイ
（一休み）、つまみ食いを堪能。

5 北部 名護市
国指定天然記念
物ひんぷんガ
ジュマル

まちなか
開運！パワース
ポットめぐりと
名護そば

貴方の運気ＵＰに

6 中部 北谷町
美浜アメリカン
ビレッジ

まちなか
マル得
タヒチアン体験

迫力の『タヒチアンダンス』本格的衣装にて「挑戦」！

7 中部 北谷町
美浜アメリカン
ビレッジ

まちなか
マル得
ウクレレ体験

人気の『ハワイアンソング』を優しいコードでレクチャー。そ
の音色に癒されて下さい。

8 中部 うるま市
世界遺産　勝連
城跡

まちなか
勝連城跡周辺う
るま～い

昔と今を感じながら歴史を紐解こう！

9 中部 うるま市 浜比嘉島 まちなか
浜比嘉島の古民
家集落散策

橋で繋がる神秘の島、沖縄の原風景をお楽しみください

10 中部 沖縄市
コザの琉球王朝
物語、越来城を
訪ねて

まちなか 越来地区

現在は石垣も残っていないかつて琉球王国の王子や王族が住ん
でいた越来城(ぎーくぐすく)。お城を中心に広がる琉球王朝の
ドラマが古琉球時代の沖縄へと誘います。世界遺産、勝連グス
ク、中城などと並ぶほど重要なお城が、戦後米軍の整備事業で
跡形も消えてしまった基地のまちの琉球王朝物語です。

11 中部 沖縄市
ディープタウ
ン・コザナイト

まちなか 胡屋地区

基地のまちコザで、地域の文化や歴史、出会いを楽しみたい大
人世代のための夜遊び体験。コザんちゅ流の遊び方、教えま
す。アジアとアメリカ、沖縄がミックスされたまちコザ。ちゃ
んぷるータウンは、地元沖縄でもディープタウンとして親しま
れています。

12 中部 沖縄市
After1945～街は
歴史博物館

まちなか 胡屋地区
広大な嘉手納基地の門前町として栄えた「コザ」の魅力を感じ
るコース。1970年代を感じる建物や昔ながら瓦屋根、懐かし
い雰囲気の商店をめぐりながら歴史資料館の見学があります。

13 中部 沖縄市
コザの街、映画
の中を歩く旅

まちなか 胡屋地区

様々な映画の舞台となったコザの街。ゴリ監督のショートムー
ビー「ロクな人生」の鑑賞付(30分)。異文化がチャンプルーさ
れた(混ざり合った)個性豊かな街を歩くと、映画の中に飛び込
んだ気分になります。思わずシャッターを切りたくなる場所が
たくさん。ぜひカメラをご持参ください。

14 中部 浦添市
浦添ようどれ・
浦添市美術館

歴史
浦添版まちまー
い（仲間地区）

琉球王国発祥の地とされる浦添の集落などを散策します。浦添
と琉球王国にまつわる史実や伝説を楽しみながら、地域に残る
数多くの史跡や拝所を巡る、歴史ロマンに満ちた散策が体験で
きます。
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15 南部 南城市 斎場御嶽 文化
世界遺産　斎場
御嶽巡り

【地元ガイドが語る「琉球王国最高聖地」】琉球開闢神アマミ
キヨがつくったと言われる斎場御嶽、琉球王国では重要な祭祀
や、神拝が行われ、祭場や神の島久高島を望む。

16 南部 南城市 久高島 文化
神の島「久高
島」巡り

地元ガイドが語る「神の島・久高島の伝説」

17 南部 糸満市

糸満漁港・中央
市場・白銀堂

文化
あ・るっく糸満
字糸満コース

糸満市を知るならまずはこのコース！
勇壮な漁師たちの祭り「糸満ハーレー」や五穀豊穣を祈願し、
感謝を捧げる「糸満大綱引」など、旧暦文化が色濃く残るまち
をめぐるコース。

18 南部 糸満市

南山城跡・嘉手
志川 歴史

あ・るっく糸満
字大里コース

琉球時代の長い歴史が眠る集落を、川のせせらぎをＢＧＭに
ゆっくりまわるコース。南山王の繁栄と衰退を辿る。歴史好き
な方におすすめ。

19 南部 糸満市

道の駅いとまん

文化
あ・るっく糸満
字兼城コース

古くから変わらない沖縄がここにある。
指定文化財の家や桜の名所など文化好きな方におすすめ。

20 南部 糸満市

真栄里ドンドン
ガマ・ロンドン
社公園展望台・
真栄里大綱引き
会場

文化
あ・るっく糸満
字真栄里コース

地域行事を大切に受け継ぐ真栄里集落をめぐるコース。
豪快な綱引きが魅力の真栄里大綱引きの魅力とその文化につい
て学ぼう！

21 南部 糸満市

平和祈念公園・
平和の礎・
平和祈念資料館
ひめゆりの塔

歴史
あるっく・糸満
平和コース

人種・性別などの垣根を越えて、平和の大切さ学ぶコース。各
都道府県の碑もあるので、参拝したい方は事前にお伝えくださ
い。

22 南部 那覇市
牧志公設市場、
平和通り、市場
本通り

まちなか
沖縄最大 マチ
グヮ―迷宮めぐ
り

第一牧志公設市場や迷路のようなアーケード街を散策して沖縄
の食文化に触れます。

23 南部 那覇市 首里城公園 歴史
首里城～琉球王
国への誘い～

初心者もリピーターにも楽しんでいただける歴史の裏話を織り
交ぜたガイドと歩く首里城巡り。

24 南部 那覇市 識名園 歴史
世界遺産「識名
園　魅力と謎」

琉球独特の庭園をクイズを交えながらご案内します。

25 南部 那覇市
首里金城町石
畳、玉陵

歴史
世界遺産「玉
陵」と「金城町
石畳」巡り

壮大な陵墓や今なお残る琉球王国時代の古道を巡ります。

26 南部 那覇市
壺屋やちむん通
り、壺屋焼物博
物館

文化

壺屋のツボ「や
ちむん通りの
すーじぐゎめぐ
り」

焼き物のまち壺屋で、やちむん（焼き物）や歴史、信仰など沖
縄ならではのツボをおさえつつ、ガイドと歩きます。

27 南部 那覇市 首里城公園 歴史
首里城で朝活～
御開門見学～

本格的な御開門の儀式見学で琉球王国時代のイメージを感じて
頂き、歴史を学びます。

28 南部 那覇市 国際通り まちなか
国際通りのワキ
道ヨコ道ウラの
道

賑やかな国際通りを一歩、中に入ると表からは見えないまちの
魅力が広がっています。

29 南部 那覇市 国際通り まちなか
これ、何です
か？沖縄の不思
議と謎25連発！

沖縄の街を歩くと「これって何？」と思う謎がいっぱい。謎解
きしながら、ガイドがご案内。

30 南部 那覇市
牧志公設市場、
市場本通り

まちなか
地元客が集まる
沖縄食堂

沖縄の大衆食堂を紹介しながら、市場界隈を散策。コース終了
後はお好きな定食を召し上がり下さい。
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31 南部 那覇市 国際通り まちなか
寄んな～酔んな
～桜坂

魅惑のスポット桜坂界隈を散策後、2店舗でちょい飲みちょい
食べし、沖縄の夜の賑わいを感じます。

32 南部 那覇市 国際通り 文化

まちに息づく島
唄の生命力～ノ
リノリ♪夕暮れ
民謡酒場～

民謡酒場初心者の方お勧めのコース。古典から島唄まで幅広い
沖縄音楽を支える場所を訪ね歩きます。

33 南部 南風原町
南風原町かすり
の道ツアー

伝統産業

南風原町古き良
きかすりの道ガ
イドと一緒に歩
こうツアー

南風原町にあるかすりの道。素朴な風景と生活に根付いた伝統
産業が残る素敵な集落を地域ガイドと一緒に巡るツアーです。

34 宮古島 宮古島市 宮古島（平良）
歴史
文化

綾道（あやん
つ）～英雄物語

“綾道（あやんつ）”とは宮古島の言葉で「美しい道」という
意味。良港と豊かな地下水に恵まれた平良（ひらら）の地は、
古くから人々が暮らしを営み発展してきた地。同時に歴史を彩
る英雄達の活躍の舞台でもありました。ガイドと一緒に旧市街
地の史跡や文化財をたどりながら、宮古島統一の歴史物語を楽
しむまち歩きです。

35 宮古島 宮古島市
宮古島（西里大
通り）

まちなか
まっちゃみち散
歩＆御嶽めぐり

明治末～大正の頃、宮古島の3大産業と言われた「宮古上布」
「かつお節」「黒糖」の商売が活発になり、港周辺の商人達は
坂の上・西里大通りに競うように店を構えました。宮古島の
「まっちゃみち（お店通り）」の歴史や暮らしをたどるお散
歩。商人達が大切に守ってきた６つの御嶽もお参りします。

36 宮古島 宮古島市
宮古島（砂川・
友利）

まちなか
綾道（あやん
つ）～あまん
TAXI乗り歩き

砂川・友利地区は、湧き水と良港に恵まれ、宮古島の中でも古
くから人が住み着いた地区。歴史を偲ばせるたくさんの遺跡や
御嶽があります。“水”にまつわるお話をたどりながら、あま
んTAXI乗車体験や、集落まち歩きを楽しんでいただけるガイド
ツアーです。

37 宮古島 宮古島市
宮古島（大野山
林）

自然
うぷきの森　ナ
イトツアー

地形が平坦でハブもいない宮古島では、安心して「夜の森をさ
んぽ」することができます。コノハズクやアオバズクなど夜行
性の鳥たちの声が夜の森に響く中、本土とはちがう趣のホタル
の舞いが……
森を知り尽くしたガイドと一緒に、ナイトウォークを楽しみま
しょう！

38 宮古島 宮古島市
宮古島（大野山
林）

自然
うぷきの森　早
起き鳥さんぽ

早朝の"うぷきの森"では、鳥たちの鳴き声シャワーという贅沢
な時間が流れています。朝食前の時間、少しだけ早起きして、
森の散策＆ モーニングコーヒー（ティ）を楽しみましょう。運
が良ければ、鳥たちの姿をカメラにおさめることが出来るか
も！？

39 伊良部島 宮古島市
伊良部島（佐良
浜）

文化
やーがまくーが
ま

伊良部島の佐良浜は、カツオ・マグロの一本釣りが盛んな漁師
町。1年中水揚げがあり、伝統漁法アギヤー(追い込み漁)も行
われています。“や～がまく～がま”は、宮古島の言葉で「あ
ちこちの家に寄りながらぶらぶらする」こと。地図に書ききれ
ない迷路のような路地道を歩きながら、集落のお宅を訪問しま
す。

40 伊良部島 宮古島市
伊良部島（佐良
浜）

文化
なりきり漁師～
魚さばき体験＆
ランチ

漁師になりきって、カツオ・マグロをさばこう！伊良部漁業協
同組合のガイドの指導でカツオ・マグロを丸ごと一尾さばく体
験です。自分でさばいた魚の刺身と、漁協直営店「漁師屋」名
物の漁師メシで、特別なランチタイムを。

41 伊良部島 宮古島市
伊良部島（佐良
浜）

文化
島のにぃにぃと
港釣り

島の遊びの王道・“港釣り”。漁港の桟橋や浜辺で気軽に「手
ぶら釣り」を楽みませんか？魚を知り尽くした島の兄にぃの話
も魅力のひとつです！


