
51

７．採択モデル事業ダイジェスト

＜採択事業者 実績一覧＞

No. 事業名 団体名 開催時期 種目 枠 県外集客
達成率

1 グルメランin沖縄・美らSUNビーチ グルメラン実行委員会 11月10日（日） マラソン、駅伝 新規 2,000 名 100 名 506 名 84 名 84.00%

2
ストライダーエンジョイカップ
JAL沖縄ステージ ホテル日航アリビラ 11月24日（日） ストライダー

（ペダル無し自転車） 新規
200

保護者
(600

名
込
名)

100
保護者

(300

名
込
名)

288
保護者
（860

名
込
名)

111
保護者
(350

名
込
名)

111.00%

3
アジア ジュニアゴルフフェスタ
2014 in OKINAWA

株式会社
シャイニング

1月10日（金）
～12日（日）

ゴルフ 新規
140

保護者
（300

名
込
名)

120
保護者

(250

名
込
名)

37
保護者
（84

名
込
名)

27
保護者
（66

名
込
名)

22.50%

4
沖縄初！
第1回・国頭トレイルランニング大会

国頭村役場
企画商工観光課 2月8日（土） トレイルランニング 新規 850 名 150 名 1,189 名 222 名 148.00%

5 アジアゴルフトライ５４in宮古島
有限会社
サザンクロス・ロード

3月5日（水）
～6日（木）

ゴルフ 新規
80

保護者
（160

名
込
名)

80
保護者
（160

名
込
名)

28
保護者

(31

名
込
名)

27
保護者

(30

名
込
名)

33.75%

6
沖縄やんばるアドベンチャーラリー
in東村

株式会社
日本旅行沖縄

3月1日（土）
 2日（日）

アドベンチャーレース
（トレラン、カヌー、バ

イク等種目多数）
新規 400 名 200 名 143 名 11 名 5.50%

7
久米島チャンプルトライアスロン
プレ大会

一般社団法人
サイクルスポーツ振興協会 3月15日（土） トライアスロン 新規 450 名 200 名 194 名 102 名 51.00%

8
東アジア少年野球交流フェスティバル
ＩＮ恩納村 株式会社日本旅行

2月1日（土）
 3日（月）

野球 定着 150 名 100 名 152 名 108 名 108.00%

9
第16回沖縄トロピカルカップ
国際少年サッカー大会

株式会社
ジャンボツアーズ

12月21日（土）
～24日（火）

サッカー 拡充 1,050 名 340 名
1,033
前年度
(1014

名

名)

269
前年度
(182

名

名)
79.12%

10 美ら島オキナワ CenturyRun 2014
美ら島沖縄センチュリーラン
実行委員会

1月18日（土）
～19日（日）

サイクリング 拡充 2,000 名 1,060 名
2,005
前年度
(1566

名

名)

1,145
前年度
(830

名

名)
104.09%

計 7,320 名 2,450 名 5,575 名 2,106 名 85.96%

企画提案時 事業結果

集客目標
（全体）

集客目標
（県外・海外）

集客結果
（全体）

集客結果
（県外・海外）
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平成２５年度スポーツ・ツーリズム戦略推進事業（モデル事業実施業務）

グルメラン in 沖縄・美ら SUN ビーチ

実施報告書（概要版）

グルメラン実行委員会

■事業実施概要

【実施目的】沖縄の温暖な気候と美しい海沿いを走るロケーションを生かしたスポーツイベント

の実施により、スポーツツーリズムの促進し交流人口の拡大を図る。また、沖縄の「食」も同時

にＰＲすることにより、沖縄を既に訪問したことがある方にも沖縄を再び訪問する動機づけとす

ることで、沖縄県外からの誘客を促進し、地域活性化に寄与する。

【実施内容】

・主催 グルメラン実行委員会

・協賛 オリオンビール株式会社、フォーモストブルーシール株式会社、

スポーツオーソリティ

・後援 沖縄県・豊見城市・（一財）沖縄観光コンベンションビューロー、

    沖縄テレビ放送株式会社・株式会社琉球新報社

・実施日程 ２０１３年１１月１０日（日）

・実施内容 ランニングイベント「グルメラン in 沖縄・美ら SUN ビーチ」の実施

 ・「グルメラン」とは

   ランとグルメが同時に楽しめる欲張りなエンターテインメントイベントです。

   ・1 周 2km の周回コースを 21 周+195m、トータル 42.195km をタスキで繋ぐ 2～10 名の

チームでタスキを繋ぐリレー形式のマラソンをメインに実施

・婚活リレーマラソン部門として 1～4 名の独身者（20 歳以上）のエントリーを受付。

実行委員会で 8 名程度の男女のグループ分けを行い、当日見知らぬ同士でチームを組む

「婚活」リレーマラソンも実施。

・親子で一緒に走れるファミリーランを設定。親子の絆を深めます。

・どうしても個人でという方の為に、10km ラン（個人部門）も設定。

・走った後は、エントリー費に含まれる 3 枚綴りの「グルメ券」を利用して、地元沖縄料

理や全国各地の B 級グルメなどに舌鼓。もちろんマラソンに参加していない人も購入可

能。
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 ・実施種目

【10km ラン】

■参加資格：高校生以上が対象となります。

  ■制限時間：1 時間 15 分

   【ファミリーラン】

■参加資格：小学生とその保護者（18 歳以上）

    ■制限時間：30 分

【リレーマラソン（フル）】

■制限時間：4 時間 30 分

     ◆2 名～10 名でチームを編成しチーム名と共にお申込ください。

     チーム内での走順、チームメンバーそれぞれの周回数などは自由。

   【婚活リレーマラソン】

    ■制限時間：4 時間 30 分

    ■参加資格：20 歳以上

    ◆婚活リレーマラソンは、お申込みいただいた方を主催者が「シャッフル」し、

1 チーム 5～8 名程度の男女混合チームを編成します。（チームは当日発表）

     そのチームでリレーマラソンに出場していただきます。

・参加費 

■高校生以上 お一人様：4,000 円 

■中学生   お一人様：3,000 円 

■小学生   お一人様：2,000 円 

■ファミリーラン 1 組：4,000 円 
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■ 実施報告

大会告知チラシ        ツアー告知チラシ       路線バス車内ポスター

阪急百貨店マラソン EXPO   福岡 WAY 大濠（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ） 笠松競馬場ﾘﾚｰﾏﾗｿﾝ（愛知）

大会当日 １１月１０日（日）の様子
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■ 事業実施結果

・参加者数

10km ラン   91 人（うち県外 9 人）

   ファミリーラン 18 組 36 人（うち県外 0 人）

   リレーマラソン 39 チーム 291 人（うち県外 70 人）

   婚活リレーマラソン 11 チーム 88 人（うち県外 5 人）

    合計 506 人（うち県外 84 人）※海外参加者 0 人

 ・アンケート集約について（概要）

   集約数 352 件（参加者 177 件 観戦者 108 件 無記入 67 件）

    居住地別 沖縄県内 120 名（参加者 109 件 観戦者 7 件 無記入 4 件）

         沖縄県外（県外への○印のみを含む） 166 名

（参加者 52 件 観戦者 95 件 無記入 19 件）

         無記入  66 名 （参加者 16 件 観戦者 6 件 無記入 44 件）

・事前告知・集客の取組について

・沖縄テレビとのタイアップ（告知ＣＭ・「ひーぷー★ホップ」番組内紹介）

・沖縄県内のスポーツ用品店・スポーツクラブ・観光視察などチラシ配布

  （約 100 箇所、5000 枚）

・沖縄県外（東京・名古屋・大阪・福岡）からの参加ツアーの造成

・アイドルグループ「AeLL」のゲスト出演

・豊見城市のゆるキャラ「あごまごちゃん」のゲスト出演

・関東圏・関西圏のスポーツ用品店におけるチラシ配布（約 40 店舗、2000 枚）

・関東圏・関西圏のスポーツクラブにおけるチラシ配布（約 100 店舗、5000 枚）

・JTB スポーツステーション（以下「ＪＳＳ」）関連大会会場におけるチラシ配布

（8 大会、4000 枚）

・ＪＳＳ会員向けメールマガジン（全６回発信）

・ＪＳＳスタッフブログにて紹介（全 2 回）

・沖縄らしい食材の提供ついて

沖縄の総合広告代理店アカネクリエーションと連携し、沖縄そばやマンゴースムージー、パ

インジュースなど沖縄ならではの屋台が５店舗出店。

  また沖縄県外からも、富士宮焼きそばなどの B 級グルメ、わらび餅などのスイーツなどが出

店し沖縄県内外から合計１２店舗が出店。  
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■事業総括（課題と今後の展望）

平成 25 年 11 月 10 日（日）、好天の下、500 名超の参加者と観戦・応援の方も多数来場いただ

き、賑やかに大会を実施した。今大会は「グルメラン」２シーズン目の初イベントであり、また

沖縄県内での初開催ということもあり、1～3 月に開催の東京・大阪・愛知大会より参加者数が少

なかった。

しかしアンケート結果によると、約 180 名の県外からの来訪者があり、うち観戦のみの来訪者

も 95 名いた。リレーマラソンを中心とした種目構成や、グルメをアピールした大会であるため、

家族連れの参加も多く、参加者以外の同伴者が多くなったものと思われる。

またアイドルグループ「AeLL」のファンの来訪もあり、「AeLL」のゲスト参加が若干ではある

が集客・来訪に寄与したと思われる。

オフィシャルツアーについてはエントリー開始時期より告知が遅れたことにより 15 名の申込

となった。次年度については、より早期の商品造成と告知を行うことにより、ツアー参加者の増

加を目指す。

「グルメラン」の参加者拡大のためには、更なる全国展開による知名度アップが必要だと認識

している。また、地元の特産品をより強調した各地域の大会の独自性をアピールすると共に、魅

力的なＭＣ、ゲストの招待し、その内容を早期より告知することにより、より多くの県外参加者

の獲得することが可能であると思われる。
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平成２５年度スポーツ・ツーリズム戦略推進事業（モデル事業実施業務）

ストライダーエンジョイカップ JAL 沖縄ステージ

実施報告書（概要版）

ホテル日航アリビラ

■事業実施概要

【実施目的】 

2 才から 6 才までの未就学児童を対象としたストライダー（ペダルなし自転車）のレース大会

を通じて、ご家族一緒に子どもたちの熱戦を応援しながら沖縄のリゾートを楽しむ新たな沖縄

来島動機づけのイベントとする。

また、本イベントは継続開催を目的とし、ご家族単位での来島をきっかけに今後の顧客、リピ

ーターの創出につなげる。

【実施内容】

・主催    ホテル日航アリビラ・（有）ギャラップ

・後援    沖縄県 OCVB 読谷村 読谷村観光協会

・特別協賛  日本航空

・実施日程  平成 25 年 11 月 24 日（日） 09：00～16：00 

・実施内容  ストライダーエンジョイカップは初心者層、未経験者層にも気軽に楽しん

でもらえるレース大会で沖縄県では初の開催となる。

開催場所はヨミタンリゾート沖縄（ホテル日航アリビラ隣接地）。

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

参加料はひとり￥2,500（インターネットによるエントリー）

県外 100 選手、県内 100 選手の集客を目標とする。

2013 年 9 月 6 日よりエントリーを開始。

同日にプレスリリース、JAL ホームページに情報掲載、JAL パック主催専

用パッケージツアーの販売を開始する。
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■ 実施報告

本部テント・発電機        駐車場看板        JAL バックボード

仮設トイレ           コース           開会式

    スタート         レース風景          2・3 才クラス

   アトラクション          表彰式       アンケート・謝礼
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■ 事業実施結果

エントリー選手 288 人（県内：177 人・県外：111 人・外国：0 人）

（都道府県別エントリー数は別紙を参照。）

2才クラス＝51 選手 3才クラス＝85選手 

4 才クラス＝90 選手 5-6 才クラス＝62選手 

エントリー選手合計＝288 選手 

選手 1 名につき 3 名程度の父兄の観戦があり、来場者数は約 860 名強と想定される。

ＪＡＬパックオフィシャルツアー参加者（県外発ツアー）

154 名 （大人 105 名 小人 49 名  幼児 29 名/エントリー選手数＝58名）

沖縄県で初のイベントであったが、県外参加者も選手 111 名、ご家族を合わせると約 330 
名強の来県と予測される。

本土では初冬を迎える 11 月下旬にこれだけの県外からの集客が図れた測れたことは、沖

縄の温暖な気候とともに、未就学児童を対象としたイベントであったことが大きな要因で

今後の新しい沖縄の魅力（コンテンツ）に十分になる可能性がある。

沖縄県内からも 177 名と県外選手を上回る参加となった。

今回は宮古島から 1 家族が参加されたが、今後は離島（石垣島、宮古島）地域にストライ

ダーの普及が図れれば、離島からの参加は確実に増加すると思われる。

大会当日は天候にも恵まれ（晴天、最高気温 24℃）、沖縄らしい青い空、青い海が臨める会場で、

最高のコンディションの中で開催された。

各クラスとも一生懸命レースに臨む子ども達とそれを応援する家族の歓声、入賞した選手の笑顔

や惜しくも入賞できなかった選手の悔し涙、それを励ます父兄の姿が会場のあちらこちらで見ら

れ大変盛り上がった大会となった。

レースの合間にはシルク・ド・ソレイユやマッスルミュージアムで活躍するタレントによるバイ

クパフォーマンス、子どもむけの紙芝居の上演などレース以外のアトラクションも実施し、大会

に花を添えた。

今大会では、スタッフを県外から 15 名、県内から 12 名を招集、前日の会場設営、当日の受付、

進行、レースのサポート、選手一人ひとりへ「がんばったで賞」の授与、入賞選手の表彰など役

割分担の上でスムーズな進行となった。

県内エントリー選手が多いことから、車での来場者が多いと想定し、大会当日は会場横に臨時駐

車場を設置、交通整理として警備員を会場に 4 名配員、ホテル駐車場に 3 名配員し万全の体制で

臨み、事故もなく無事に終了した。
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■事業総括（課題と今後の展望）

今大会は晴天のなかで開催することが出来たが、雨天時の対策が必要である。

沖縄では初めての大会であり、来場者の動向が不明であったため、飲食の出店は見送ったが多数

の要望があったことから次回以降は飲食店の出店も検討する必要がある。

大会告知や専用ツアーについても、日本航空グループのホームページ、機内誌、ブログで告知、

ストライダージャパンストライダーエンジョイカップホームページなどへ掲載し集客を図ったが、

告知期間がやや短かったことから、次回は充分な時間をもって告知を行う必要がある。

沖縄県アンケート調査については、県外参加者から 87 部の回答を得たが、大会当日の配布であり、

レースの準備など時間的に余裕のないご家族もいた。 

また、ツアー主催のＪＡＬパックが同様のアンケートを事前に送付し、当日回収する方法をとっ

たため、アンケートが 2 重になるなど手間がかかった。今後は双方のアンケートを一本化し、事

前に送付、当日に回収するなどの工夫が必要である。

本大会は参加費、協賛金、沖縄県の助成金で運営をしているが、今後、継続開催を図って

いくためには、参加者数の増加、協賛企業の拡大が必要である。
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平成２５年度スポーツ・ツーリズム戦略推進事業（モデル事業実施業務）

アジア ジュニアゴルフフェスタ 2014 in OKINAWA (AJGF) 

== 開 催 要 綱 == 

実施報告書（概要版）

㈱シャイニング

■事業実施概要

【実施目的】

「沖縄でつながる、アジアジュニアゴルファーの絆！」 

１．東アジアの中心に位置する沖縄。万国津梁の国として栄えた沖縄において、ジュニアゴルフ

ァーのゴルフ交流キャンプとフレンドリーマッチコンペを開催し、日本とアジアのジュニア

ゴルァーの交流の機会を作ることにより、国際感覚を磨くととともに、アジアジュニアゴル

ファーの絆！・友達づくりを応援します。 

２．沖縄ゴルフリゾートを PR するため、今回は原則ジュニア（13 歳未満）の単独参加は不可と

し、ファミリーツアーも同時に募集することにより、今後の沖縄観光誘客に寄与すべく、継

続事業として確立する。 

３．これまでの競技志向のゴルフフェスタではなく、あくまでも交流を目的とした“笑顔”の絶

えないゴルフフェスタとする。 

【実施内容】

1. 開催期間：2014 年 1 月 10 日（金）～2014 年 1月 12日（日） 

2. 開催場所：㈱カヌチャベイリゾート／カヌチャゴルフコース 

〒905-2263 沖縄県名護市字安部 156-2／0980-55-8888(代表)www.kanucha.jp 

3. 主催及び共催・他 

主催：株式会社シャイニング 

共催：沖縄県 

特別協力：㈱カヌチャベイリゾート・一般社団法人アジアジュニアゴルフ協会・   

㈱白石 

特別協賛：タイトリスト 
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協賛：㈱沖縄伊藤園・㈱大塚製薬・㈱沖縄コカコーラボトリング・㈱ナイスガイパート

ナー・那覇空港ゴルフ練習場・本間ゴルフ沖縄・㈱ＯＣＳ・㈲琉和印刷 

協力：㈱阪急交通社・枻出版社・㈱リンカート＆ディジット 

後援：沖縄観光コンベンションビューロー・沖縄テレビ・沖縄タイムス 

ＮＰＯやんばる花街道 

4. 実施内容 

参加資格・小学生～高校生（13 歳未満の場合は、保護者のファミリーツアー参加） 

   ・団体活動・団体生活ができるジュニア 

   ・これまで大会参加経験がありスコア申告を正確にできるジュニア 

   ・ハーフ 2時間以内で同伴競技者に迷惑をかけずに自分でプレーできること 

     ・友達と仲良くキャンプができるジュニア

プレー日程：1 月 10 日（金）：練習ラウンド及び交流キャンプ

1 月 11 日（土）：プレ・フレンドリーマッチプレー及び交流キャンプ

        プレー後、海洋博記念公園観光

1 月 12 日（日）：フレンドリーマッチ

1 月 11 日（土）の成績により、海・空チームに分かれて

              チームグロス合計による団体戦及び個人表彰

      １月 13 日（月）：ブセナ海中公園→北谷アメリカンビレッジ観光

大会形式

① 1Day のストロークプレー

② ルール：本大会は、JGA 及び R＆A の公式ルールと、カヌチャ GC ローカルルールに従

って開催します。

③ プレー方式：スループレー／２ウェイスタート

④ ロストボール・赤杭 OB については、1 打付加とし前進を行い OB 侵入口あたりでフェア

ウェイ中央にドロップする。

⑤ 各ホールで、カートドラバーにスコア申告を行う。

使用ティーマーク：赤ティー 小学生の男女 13 名

         白ティー 中学生女子＆中学 1 年～2 年の男子 13 名

          青ティー 中学生 3 年男子～高校生男子 11 名
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表彰：個人：グロス上位 6 名を入賞者として表彰

   団体戦：チームグロス合計により勝敗

賞品：個人入賞者：琉球ガラストロフィー

   団体戦勝利チーム：AJGF オリジナル タイリストキャディバッグ（全員）

   団体戦敗者チーム：AJGF オリジナル タイトリストダッフルバッグ（全員）

   参加者：AJGF オリジナル タイトリストキャップ（親子全員）

AJGF オリジナル タイトリストボール（全員）

       大塚製薬、ポカリスエット／SOYJOY／お菓子詰め合わせ（全員）

  ゲーム：琉神マブヤー「じゃんけんゲーム」（親子全員参加）

      賞品：本間ゴルフキャディバッグ／本間ゴルフボストンバッグ
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■ 実施報告

練習風景

1 月 12 日交流マッチ風景

1 月 12 日表彰式風景
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1 月 12 日交流パーティー風景

観光の風景
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■ 事業実施結果

〈募集告知〉  

日本国内 

① ゴルフ雑誌「EVEN」にて本イベント広告掲載 

② アジアジュニアゴルフ協会のHP及びFACEBOOKページにて告知 

③ 交流キャンプパンフレットを作成し、イベント問い合わせに対し送付 

 中国 

① 上海航空旅行社へ航空券込の料金を提示して頂き、上海航空旅行社ゴルフ部へパンルレ

ット作成後に持参し営業を行った。 

② 上海バス旅行社へパンフレット持参し営業を行った。 

③ 沖縄県上海事務所よりご紹介頂いた、「日本之窓」メディア＆旅行会社へお電話やメー

ルにて営業を行った。 

④ 東方航空沖縄支店長へご協力依頼 

 台湾 

① アジアジュニアゴルフ協会台湾支部 代表：施 鴻 章氏、吉岡氏による関係先へのパ

ンフレット配布のPR活動  

アジアジュニアゴルフ協会台湾支部住所：中国台北市林森北路５５４号１０F 

② 沖縄県台湾事務所よりご紹介頂いた、「台湾体育協会」へお電話やメールにて営業を行

った。 

タイ 

① アジアジュニアゴルフ協会タイ支部 代表：筧氏、吉岡氏による関係先へのパンフレッ

ト配布のPR活動 

② タイの募集協力団体 

団体名：Pentangle Promotions Co., Ltd. 

代表：Supranee N.Operations Manager 

③ シンダイ旅行社へパンフレット郵送お電話とメールでの営業 

 韓国 

① 韓国の募集協力団体

  団体名：在日本大韓民国民団 宮崎県地方支部 李氏による関係先PR活動 

② ㈱JM LANDへご協力依頼 

③ アシアナ航空沖縄支店長へご協力依頼 

上記取組を行った結果、海外からの参加はなかったものの日本国内２７名・親族２６名及び関係

者１３名・沖縄１０名、沖縄保護者８名 総勢８４名が参加しました。 
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〈フレンドリーマッチ〉 

趣旨にもとづき競技志向のゴルフイベントではなく、絆づくりを目的に開催しました。海・空チ

ームに分かれ、フレンドリーマッチを開催。チーム対抗ということもありチーム毎に励ましあい

ながら、和気あいあいと笑顔でプレーしている子供たちはとても輝いていたかと思います。 

優勝チーム  →海チーム 

準優勝チーム →空チーム 

〈交流パーティー〉 

琉神マブヤーによるジャンケン大会や、沖縄のエイサー体験あり、本土からご参加のジュニアに

よるダンス披露あり、更に親御様、保護者の皆様も交えたエイサー／ダンスパーティなど子供た

ちと親御様・保護者の皆様が会場で一体となり盛大に終えることができました。

〈観光〉

カヌチャホテル＆ビラズがイルミネーション期間中でもあり、一日一組限定のスイッチングセレ

モニーをファミリーで参加した組へ思い出つくりとして行って頂きました。2 日目はプレ・フレ

ンドリーマッチ後に全員で観光へ行きました。海洋博記念公園でのおきちゃん劇場は皆様最前列

に席を取り楽しんでいました。13 日最終日は海中公園のビーチへ行きそこでは全員で走り競争が

始め、高校生男子は上半身裸となりビ

ーチフラックや相撲が始まりました。1 月の寒い時期ではありましたが沖縄の海を楽しんでいま

した。

〈ライブ中継〉

ウェルカムパーティー・フレンドリーマッチ・交流パーティーの様子はアジアジュニアゴルフフ

ェスタ公式ホームページにて世界へ向けて生放送中継された。

また、フレンドリーマッチにて 18 番を終えたジュニア一人一人に吉岡氏からインタビューを受け、

カメラに向かってしっかりと受け答えしていました。

〈Facebook によるリアル投稿〉

アジアジュニアゴルフフェスタ公式 FB 及びアジアジュニアゴルフ協会公式 FB により、ジュニ

アの皆様が楽しんでいる様子や、観光の様子、沖縄の風景を随時リアル投稿しました。

保護者のコメントには「ちょっと無理してでも行けばよかった」ともありました。
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■事業総括（課題と今後の展望）

【成果】

 ゴルフリゾートとジュニアキャンプの定着と沖縄をゴルフ交流拠点、スポーツツーリズムとし

て定着させるため、リゾート型ゴルフフェスタとして PR 及びゴルフツアーとして募集致しまし

た。

 アジアジュニアゴルフ協会主宰の吉岡徹治氏を中心にイベントを企画。ゴルフ用品メーカーで

あるＴｉｔｌｅｉｓｔ社の特別協賛、ゴルフ雑誌ＥＶＥＮでのツアー紹介、大塚製薬、本間ゴル

フなどメジャースポンサーも協賛いただくなど関心が高く沖縄のゴルフリゾートとしてのポテン

シャルを感じました。

 今回、ジュニア交流キャンプとゴルフリゾート沖縄の定着を目指し、ジュニア参加に加え、フ

ァミリーツアーとしても募集し、これまでの競技志向のイベントから交流イベントとして取り組

んだ結果、多くのジュニア参加者の親御様、保護者が同行して頂けたことにより、リゾート型ゴ

ルフフェスタとして成果が得られた。

 また、フレンドリーパーティーでは親御様も一緒にエイサー・ダンスを踊るなど、沖縄からご

参加の皆様（親御様も含む）も同じ輪の中で楽しんで頂けたこと、将来、沖縄のジュニアがプロ

の表舞台に立った時、パーティ―へ参加した際の社交性の必要性も感じていただけたかと思いま

す。 

【課題】 

① 過去にジュニアゴルフ大会として沖縄で行われてきていますが、これまでが招聘というこ

とで大会参加者負担がない状況で実施されていたため、今回のツアー募集に対して有料化

行った結果、過去大会参加者はほぼ難色を示し不参加となりました。 

② 沖縄におけるジュニアゴルファー参加についても同様で参加費用の件、これまでの競技志

向ではない交流目的のフェスタに対して理解が得られない結果となりました。 

結果、沖縄１０名＋保護者８名のご参加をいただきました。ご参加いただいた保護者の一

部より素晴らしかったとのコメントを頂きました。 

③ アジアにおける冬場のジュニアゴルフｧｰの練習環境としては、競合国として、タイ・台湾

が挙げられ、また、沖縄の同時期はゴルフ場にとってはオンシーズンとなるため 

プレー費用についても高額となるため、冬場のゴルフスポーツツーリズムとして課題とな

りました。 

④ 助成金決定が開催日にさかのぼり約1か月前となり募集活動が十分に行えなかった。 

少なくても３ヶ月前からの告知が必要と感じました。 
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【次回展望】 

今回、ファミリーツアーとして募集を行った所、ジュニアと共にお申込みいただいた親御様が

１１人、個別手配で別の宿泊地を利用しながらご参加いただいた親御様が１５名と有料にも関わ

らず、沖縄へファミリーでご参加いただくということで成果があったと思います。 

沖縄のリゾート型ゴルフツーリズムを目指し、沖縄ツアー料金の負担もできる客層へ向け転換

を図ることが継続事業としての大きな課題と捉え、アメリカにおいて、1995年に開始された「フ

ァーザー・サン・チャレンジ～米国ツアー親子対決」を参考に、今回のジュニアフェスタをベー

スに、沖縄の地にて、親子でゴルフをキーワードで「ファーザー・サン・チャレンジ沖縄」の開

催を新たな展望として企画したい。 

今回、ご協力をいただいた、吉岡徹治氏及びＰＲ活動を行っていただいたゴルフ雑誌ＥＶＥＮ

とのタイアップ企画にて 2014 年、日本各地にて予選会を行いながら、沖縄で決勝大会を行うな

ど年間を通して、ゴルフリゾート地沖縄をＰＲすることにより、これまで、ジュニアに限定した

イベントをジュニア参加はもちろんのこと、祖父世代まで広げた親子ゴルフ交流イベントとして

定着化を目指して発展させていきたいと考えております。

また、海外では上海沖縄県事務所や沖縄県観光コンベンションビューローからの依頼で中国深

浅や上海でのゴルフ博覧会、セミナー等に参加させて頂き沖縄ゴルフツアーのプレゼンや PR 活

動に努めておりますので、今後も微力ながら沖縄ゴルフツアーの認知度、満足度を高めるために

努めて参ります。
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平成２５年度スポーツ・ツーリズム戦略推進事業（モデル事業実施業務） 

沖縄初！第 1回・国頭トレイルランニング大会 

実施報告書（概要版） 

国頭トレイルランニング大会実行委員会 

事業実施概要

【実施目的】

【実施内容】

・トレイル（TRAIL：野道、オフロードの道）を走るランニング大会

１）トレイルランニング（19km、12km、6km、19km 団体戦（3 人制、2 人制）

２）トレイルウォーク 6km 
・主催 国頭村トレイルランニング大会実行委員会

・後援 沖縄県、観光庁、（一財）沖縄観光コンベンションビューロー

北部広域市町村圏事務組合、国頭村教育委員会、国頭村体育協会

国頭村商工会

・協 力 辺土名高校陸上部、北山高校駅伝部、名護高校駅伝部、コザ高校駅伝部

知念高校陸上部、那覇西高校陸上部、沖縄工業駅伝部、南部工業陸上部

糸満高校陸上部、国頭中学校

・特別協力         神奈川県・山梨県東部トレイルラン連絡協議会

・大会アンバサダー    トレラン・フードライター 大久保朱夏（おおくぼ しゅか）

・大会スーパーバイザー  トレイルランナー     山田琢也（やまだ たくや）

・特別協賛   サロモン（2016 年までの複数年契約）
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・実施日程   ２０１４年 ２月８日（土） １２時スタート

・実施内容他  １７時より後夜祭実施

・種 目・制限時間・定員（先着順）

① 19km の部  ４時間         ４５０名

 （団体戦 3 名 1 チーム、２名１チーム：各先着２０チーム）

② 12km の部  ２時間  １００名

③ 6km の部  １時間   １００名

④ 6km トレイルウォークの部 ２時間  １００名（記録計測無し）

・募集期間  県内 2013 年 11 月 1 日 ~ 2014 年 12 月 25 日（55 日間）

  県外 2013 年 11 月 1 日 ~ 2014 年  1 月 10 日（71 日間）

        ※県内は、総定員オーバーしたため、12/23 付で締切

        ※県外は、1/10 付で締切ったがスポンサー枠・主催者枠で 1/20 迄対応
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■ 実施報告

コース前半は森林公園内遊歩道と沖縄唯一の森林セラピーロードを走る

エイドは国頭村特産（ナーントゥ、かまぼこ）提供。大会名物の沢下りを駆けていく

本州にないクワズイモの珍しい植物や泥まみれになりながら、歓声をあげていた。

後夜祭は、地元郷土芸能やフラダンスでランナーをおもてなし。イノシシそばや出店ブースの飲

食はほぼ完売。最後はカチャーシー踊りでフィナーレ。

男女比が第 1 回目から 4 割近くとなり、国内トレイルランニング大会で最も女性の参加率が高い

大会となった。
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■ 事業実施結果

通常他大会は、４～6 か月前より募集開始と比べて募集期間が短かったことから、大会アンバサ
ダーの大久保朱夏氏や大会スーパーバイザーの山田琢也氏と協力しながら、県外大会でのプロモ

ーション活動を積極的に行う。

今大会は全国トレイルラン大会事前調査で人気種目である「ミドルクラス（30～40km）」ではな
い短い種目設定と、県外大型フルマラソンの開催時期が重なる（北九州シティマラソン 1 万人、
京都マラソン 2 万人）と開催時期が重なり苦戦が予想されたことから、確実にトレイルランナー
のいるところを事前調査を行い広報活動を行った。（参考：2014 おきなわマラソンは、県外参加
者数は県外フル大会の影響で前年比微減している）

また、店員がトレイルランナーのお店をピンポイントで地道な活動を行った結果、当初県外誘客

目標 130名を大幅に上回る２２２名の申込み（達成率１７０％）となった。

県内市民マラソン大会に参加する県外ランナーの 8割以上はフルマラソンで来沖しており、21km
以下種目で第 1 回大会から 200 名を超えたランニング大会は、古宇利島マジックアワーRUNin
今帰仁村（212名）のみ。現在、約 350名余り集客している尚巴志ハーフマラソンにおいても第
1回大会では県外誘客は 80名だったことから、この距離設定においては、沖縄県で開催される第
1回大会としては、過去最高の県外誘客結果となった。

自走化にあたっての大前提となる県内誘客は、10月より県内市民マラソン大会会場にてすべて手
配りによる大会パンフレットの配布活動を行った。また、那覇市の全世帯をカバーするフリーペ

ーパー紙「スキップ」による広告出稿で、県内集客の半数はスキップによる集客が功を奏し、更

に女性比率の高い集客に成功した。
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安全対策は県外大会の倍以上の監察員を配置し、消防・自衛隊・メッシュサポートによるドクタ

ーヘリのバックアップ体制で臨んだ。ハブ毒吸引器を固定監察員に所持させて、救護スタッフも

全コースあたり 2～3km 間隔（内地トレイルラン大会は５～10km 毎）のサポート体制で対応と
した。かすり傷の消毒 1名を除き、当初想定されていた「骨折・捻挫」等のけが人はゼロだった。

制限時間は、県外登山客の歩行スピード（時速 3km）を目安に県外大会の制限時間も参考にしな
がら設定したが、実際は制限時間オーバーする人が多かったことから制限時間の見直しは必要と

考えられる。

種目設定については、メイン種目の 19kmとほぼ同数に近く集まった 12kmは想定外で、定員を
100人から大幅に上限を変更した。結果、女性の参加率が増えた。
特別協賛社のトレイルランシューズメーカー・サロモン担当者によれば、トレイルランの潜在層

にまでアプローチできた稀有な大会であると高い評価をいただく。

地元の集客対策として、「トレイルウォーク」を設定したことで、普段はご主人やお子さんだけ大

会出場していたのがお母さんも参加できて、家族で楽しめたのは新しい発見だった。今回最も断

った人数が多く、単独種目でも十分集客ができる可能性を感じた。

家族単位の参加者が増えれば、村内宿泊施設の１部屋当たりの客単価が上がることから県外誘客

施策として導入するのも十分効果があることがわかった。

事業総括（課題と今後の展望）

＜募集広報面＞

① 大会数が激減する 11月からしか募集告知が出来なかったことから、次年度は前倒しで募集広
報できる体制を確立したい。これまでスポーツ合宿誘致で培ってきたノウハウをベースに引

き続き「フェイス toフェイス」での誘客活動を軸に取り組みしていく。
② 客層の分析

トレイルランナー経験者へのアプローチ方法は確立したが、潜在需要の高いトレイルラン未

経験者へのアプローチ方法について、再度検証しながら広報活動を行っていく。

③ 参加者に周知するコースMAP情報が不足していた。
④ 私有地にあたるコースへの無断侵入対策

＜大会運営面＞

① 当初予定していたスタッフを誘導ミスが発生しやすい箇所へ配置転換したことで、最後尾移

動監察が 19kmと 6kmにしか配置できなかった。19km最後尾ランナー（73歳女性）がスタ
ート直後から歩き始めて 1時間で 2kmしか進んでおらず、リタイア勧告のタイミングが遅れ
た事から最後尾ランナーの把握も遅れて規制解除に時間を要した。

② 移動監察・固定監察に持参させたNTTドコモの回線一部を利用した、GPS無線機が全く機能
せず、先導・最後尾情報が把握できなかった。救護者はゼロだったが、今後も安全に大会運

営をしていく上では通信体制の確立は重要になってくることから、通信体制の確立について

は抜本的な改善をしたい。
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③ 種目別タイムスケジュールの見直し

異なる種目の同時スタートにより、スタート地点を変更し、ランナーとウォーカーがコース上

で合流する時間帯をできるだけ減らす設定にしたが、トレイルウォークが動植物を散策しながら

歩いたことでロスタイムが大幅に発生し、また 19kmトップランナーのスピードも予想以上に早
かったことから、混雑が生じた。トレイルウォーク参加者からは、後方からスピードを出して抜

き去るトレイルランナーに対する身の危険を感じたことから、スタート時間設定については、役

員・ボランティアの負担度、経済波及度（スタートを午前中にすることによる宿泊率低下の課題）

もふまえて、検証したい。

たとえば、スタート時間を早朝にして前泊を促す方式もあるが、寝不足でスタートする可能性

があることから、不整脈の心疾患等による救護発生も想定されることから、スタート時間の設定

については、一長一短があるので、課題と機会を整理したい。

スケジュール見直しにともなう、これらの課題解決ができれば、定員枠の上限引き上げによる

総収入に占める参加費の割合を増やすことが可能となり、自走化へ繋げられるものと考えられる。

④ 後夜祭

 気温低下にともない、全体の 1 割弱しか参加しなかった。出店ブースの食事も完売していたこ
とから、多数来た場合の混乱も予想された可能性がある。次回大会では、暖のとれるスペース確

保を検討する。

＜経済波及面＞

① 募集段階での宿泊割合は全体で 3割弱。当初見込みの 4割を下回っていた。（最終調査は詳細
版で報告）。県外大会は申込段階で「宿泊前提」の規約を設けている大会も多いことから、本

大会における運用についてどのような方式がよいか検証したい。

② エイドステーションに設置した、国頭村特産品「ナーントゥ」、「国頭かまぼこ」は、コース

上で栄養補給とともに「試食」させる意味合いがあったことから、大会後に販売しているゆ

いゆい国頭道の駅での商品売上がアップした。（金額確認中）お土産需要喚起は、エイドステ

ーションでの「試食」させることにより効果が倍増することから今後も継続したい。

＜今後の展望＞

① 自走化にむけて

 コースになった、森林エリアの環境負荷も鑑みながら、定員をどの程度まで増やせられるか、

再度検証する。締切前に定員オーバーする人気度がＵＰしてきた場合、伊平屋ムーンライトマ

ラソン（当初 5,000円 現在 1万円）のように参加料値上げによる資金造成も選択肢として考
えられるが、まだ大会そのものが定着していないことから、引き続き県の支援が不可欠と考え

られる。

国頭村のロゴマーク「やんばるふんばる」をメインビジュアルとして行ったことで、参加Ｔシ

ャツ購入希望者も多く、資金造成の可能性を広げていきたい。協賛・寄付要請活動については、

大会運営準備を最優先させたことで、当初計画した活動できなかったことから、次年度は改善

していく。
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② コース下見会

 募集告知が 1週間と短かったが、12名の参加（うち県外 2名）。会費 1,500円
 大会の事前告知を兼ねた下見会をイベント化することによる資金造成が可能か検討した 

 い。

③ 大会の視察・出場体験

沖縄県内における先行事例がないことから、大会準備にあたっては手探りの状態だったこと

から、職員の県外大会への視察を行う。同時に大会集客のＰＲと内地ランナーからトレッキ

ング・トレイルランの「行動食」として高い評価をいただいたナーントゥの大会会場での販

売も検討したい

④ 後夜祭とその後の“導線づくり” 
 後夜祭は、大会申込時に「事前申込制」とし、暖のとれるスペースで実施検討する。

 大会後に閉店する飲食店が多かったことから大会当日のみ営業時間延長や、お酒を飲んでも宿

舎に帰宅できる「うたいのーし巡回バス」導入を検討する。

 女性比率の高い大会となったことから、大浴場のあるＪＡＬオクマの協力支援を引き続き要請

する。

⑤ 民泊・公民館への宿泊取り組み

 民間宿泊施設が満室なる需要になった段階で民泊事業者や公民館宿泊による字費収入増をはか

る取り組みを行う。県外では民泊による受け入れ成功事例があることから導入について検討し

たい。
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平成２５年度スポーツ・ツーリズム戦略推進事業（モデル事業実施業務）

アジアゴルフトライ５４in宮古島
実施報告書（概要版）

アジアゴルフトライ 54in宮古島実行委員会
事務局 有限会社サザンクロス・ロード

事業実施概要

【実施目的】

 本大会の最大の目的は観光消費額の高いゴルフによる海外からの誘客を核とし海外客メインと

したゴルフ大会を実施する事を目的とする。

① 宮古島はマラソン・トライアスロン等のスポーツイベントが盛んでありトライア

スロンにおいては世界的な選手が参加するまでになり正にスポーツアイランド宮古

島はスポーツツーリズムとして入域観光客数を牽引している。

②ゴルフにおいても沖縄離島の中で唯一チャンピョンコースを 3コース持つ島として
   ゴルフ観光が形成されているが、このメリット中々活かされてない現状がある。

また、リーマンショック以降日本人のゴルフ人口が減少傾向にある事から

アジアに向けたゴルフイベントを実施し、宮古島が持つゴルフ観光の特異性を

海外へアピールを行い世界水準の観光リゾート地を目指す。

【実施内容】

・大会名称 アジアゴルフトライ５４in宮古島
・主催   アジアゴルフトライ５４in宮古島実行委員会
・後援   宮古島市 宮古島観光協会 宮古島市商工会議所

・実施日程 2014年 3月 5日（水）・6日（木）2日間（当初開催予定日 2月 24日・25日）
・会場（ゴルフ会場）

    エメラルドコーストゴルフリンクス シギラベイカントリークラブ（大会 1日目）
    オーシャンリンクス宮古島（大会 2日目）
   （表彰式会場）

    ブリーズベイマリーナビアファス

・協賛   オリオンビール ライジンジャパン株式会社 （商品協賛）
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・参加条件

  国内及び海外のゴルフ愛好者

1.健康な方で、54ホールのプレーができる方。
2.高校生以下の場合保護者の同意及び保護者の同伴が必要。
3.大会規則・マナーを遵守できる者。注意事項の内容を了解した者。

・参加費 50,000円（日本円）
  参加費に含まれるものゴルフプレー費（3カ所）、ゴルフ場間の移動費、表彰式参加費

・実施内容 

  大会説明会（韓国・ソウル特別市）

  日時：平成 25年 12月 5日
  場所：ソウルプレジデントホテル

  参加者：実行委員会 6名 事務局 3名
  韓国側参加者

・大会参加者募集

  韓国旅行社による大会参加ツアーの募集

  （ロッテ観光 ブラボージャパン 他ゴルフ専門旅行社）

・大会参加者募集告知 

（公式Ｗｅｂ 韓国旅行社Ｗｅｂ・新聞 韓国ゴルフ雑誌で行った）

  公式Ｗｅｂサイト（日本語）             （韓国語）

  旅行会社Ｗｅｂ・新聞広告（ブラボージャパン ロッテ観光） 一部抜粋
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（大会に係るスケジュール）

韓国からの選手がメイン参加の為団体でのスケジュールを作成しアテンドを行った。

曜日 時間 内容 会場 専用バス

10:30～ LJ203便10：30仁川AP発→12：45那覇AP着

11:00～ GE682便11：00桃園AP発→13：30那覇AP着

15:15～ JTA565便15：15那覇AP発→16：05宮古AP着 宮古空港

16：30～ 宮古空港到着　歓迎式

17：00～ 宮古空港移動（空港→ホテル） ブリーズベイマリーナ ●

18：00～ フリー

夕食 各自負担

06:15～ ホテル集合 ブリーズベイマリーナ

06:30～ ホテル出発 ●

06:45～ エメラルドコーストゴルフリンクス　集合

06:50～ 開会式

07:30～ ■第1ラウンド　ゴルフ場でプレー エメラルドコーストゴルフリンクス

各ゴルフ場7組（OUT3組/IN4組）のスタート 0980-76-3232

　　　　（大会が準備するタクシーで移動） 沖縄県宮古島市下地字与那覇1132

12:45～ ■第2ラウンド　ゴルフ場でプレー シギラベイカントリークラブ

各ゴルフ場7組（OUT3組/IN4組）のスタート 0980-76-3939

※最終組ホールアウト17：20頃予定 沖縄県宮古島市上野字新里1264

1日目大会終了

18:00～ 移動 ●

18:30～ ホテル着

フリー

06:15～ ホテル集合 ブリーズベイマリーナ

06:30～ ホテル出発 ●

07:00～ オーシャンリンクス集合

07:30～ オーシャンリンクス宮古島

■第3ラウンド　ゴルフ場でプレー オーシャンリンクス宮古島

※最終組ホールアウト12：00頃予定 0980-77-8900

沖縄県宮古島市城辺保良９４０ １

14:00～ オーシャンリンクス宮古島　出発

■宮古島　観光（約3時間） ●

17:00～ ホテル着 ●

18:00～ 表彰式・フェアウェルパーティー開会 ホテルブリーズベイマリーナ　ビアファス

20:00～ 表彰式・フェアウェルパーティー閉会 0980-76-3901

解散

08:15～ ホテル集合

08:30～ ホテル出発 ●

09:00～ 宮古空港着

10:55～ JTA556便10:55宮古AP発→11:45那覇AP着

13:45～ LJ204便13：45那覇AP発→16：00仁川AP着

14:15～ GE681便14:15那覇AP発→14:40桃円AP着

3月7日
（金）

3月4日
（火）

3月5日
（水）

3月6日
（木）
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■ 実施報告

12月 5日韓国での大会説明会      3月 4日宮古空港歓迎式   3月 5日開会式（エメラルド）

大会 1日目スタート（エメラルド）  日本・台湾混合チーム（エメラルド） 韓国チーム（エメラルド）

2コース目へ移動（エメラルド～シギラ）  2コース目（シギラ）  3月 6日大会 2日目（オーシャン）

3月 6日宮古島観光 東平安名崎へ    3月 6日宮古島観光（池間大橋）    3月 6日表彰式

観光中の日本・台湾チーム         観光中の韓国チーム  （ブリーズベイマリーナビアファス）
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■ 事業実施結果

(大会参加者） ３１名（大会 28名 応援 3名）
大会参加者 応援参加者

韓国 24名 2名
台湾  1名 1名
日本  3名（県内 2名県外 1名）

番号 性 名        英  文・カタカナ 性別 番号 Party OUT/IN 備考

1 신은철 SHIN EUN CHUL M A-001

2 조주청 CHO JOO CHUNG M A-002

3 정광회 JEONG KWANG HOI M A-003

4 임용덕 LIM YONG DEOK M A-004

5 유수정 YOU SU JEONG F B-001

6 안화중 AHN HWA JOONG M B-002

7 박진석 PARK PYUNG WOON M B-003

8 강병호 KANG BYUNG HO M B-004

9 최은수 CHOI EUN SU F C-001

10 KIM WON JU M C-002

11 김세환 KIM SEH WAN M C-003

12 방석현 BANK SEOK HYUN M C-004

13 김정수 KIM JONG SU F D-001

14 오태유 OH TAE YU M D-002

15 김대현 KIM DAE HYEON M D-003

16 홍순택 HONG SUN TAEK M D-004

17 이영무 LEE YOUNG MOO M E-001

18 이종애 LEE JONG AE F E-002

19 김일웅 KIM IL WOONG M E-003

20 박향자 PARK HYANG JA F E-004

21 윤동훈 YOON DONG HOON M F-001

22 김수경 KIM SOO KYUNG F F-002

23 김기만 KIM KI MAN M F-003

24 서은주 SEO EUN JOO F F-004

25 奥祐一郎 YUICHIRO OKU M G-001

26 伊佐　雅勝 MASAKATSU ISA M G-002

27 宮田　徹 TORU MIYATA M G-003

28 下地　清春 SEISHUN SHIMOJI M G-004

1Party OUT

2Party OUT

3Party OUT

7Party IN

4Party IN

5Party IN

6Party IN

（地元評価）

宮古島市地元においても宮古島の特徴・環境を

今後少子高齢化が進み国内観光客の大幅増加が望め無い

中、取組んでいる海外観光客の島内誘致の重要事業として

取り上げられた
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（韓国における大会参加者募集の取組）

本事業においては、韓国をメイン誘客と捉え、大会の説明と大会参加ツアー造成に向け

平成 25年 12月 5日にソウル市内において大会説明会及び発表会を実施した。
韓国旅行社４０名  マスコミ 7名の参加があり沖縄ゴルフへの関心の高さを伺えた。
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（大会公式ツアー造成）

【12月】
ツアー造成に関しては沖縄観光コンベンションビューローソウル事務所の協力を得て

韓国ロッテ観光、アシアナ航空への調整を事務局が出向き当初開催予定日 2月 24日・25日に向
けチャーター便（仁川-宮古）の造成依頼を行った。
 韓国側からの回答でチャーター便は旧正月 1月 30日・31日で実施との回答があり大会ツアー
に¥関しては那覇経由便でのツアー造成に決定
（1月 30日・31日チャーター２便 集客状況約３００名 ゴルフプレー者約７０名）
【12月】
 那覇経由便を利用した大会ツアー（3 泊 4 日・4 泊 5 日）をロッテ観光が主幹会社（アシアナ
航空座席８０席確保）として日本紀行がメインランド会社 沖縄側ランド会社 ハンズトラベル 

宮古側ＪＭ ＬＡＮＤで商品造成。販売に関してはゴルフ専門旅行社がロッテ観光から航空座席

を貰い自社販売

【1月】
 参加募集締め切り第 1次 1月３１日時点で参加可能数約 30名 問合せ約２０件
（ゴルフ専門会社への事務局ヒアリング）

【2月 17日】
 最終締切 ロッテ観光へ集客状況を確認したところ自社内での集客が無かった為アシアナ航空

へ座席を返した事が判明（ゴルフ専門旅行社 韓国ランド社も状況を把握出来て無かった）。沖縄

観光コンベンションビューローソウル事務所及び事務局からアシアナ航空へ確認をしたところ座

席がロッテ観光から返されており 23日出発便が満席との返答があった。
【2月 17日】
 実行委員会協議、ゴルフ場との調整を図り大会を３月５日・６日に順延を決定

【2月 18日】
 韓国側関係者（ゴルフ専門旅行社 ランド社 メデイア関係者）へ連絡を行い

アシアナ航空へ確認。この日程もアシアナ便が満席の為、沖縄観光コンベンションビューローソ

ウル事務所の協力を得て韓国リッチジャパントラベルにてジンエアーの座席を確保し韓国ランド

社日本紀行へ連絡。ランド会社から再度ゴルフ専門旅行社へ参加者の振り替え誘導及び再募集を

掛けた。

【結果】 ３月４日ー７日（３泊４日）那覇経由便利用 で大会ツアーを造成し韓国から２６名

の参加となった。当初、参加者８０名 観光を含め１６０名の来島を目標としたがチャーター便

が大会に併せて運行できず那覇経由便になる事で国内線座席の確保が分離され韓国からの手配が

難しい事や仁川ー那覇間が航空運賃約 25,000円（当初）に比べ国内線が約 13,000円（グループ
料金）になる事から旅行代金が本島よりかなり割高になる。また、那覇空港国際線ターミナルか

ら国内線への乗り継ぎがゴルフ客（荷物が大きく多い）にとってかなり不便である事から韓国側

旅行社からのクレームも多かった。
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（大会）

大会参加者 27名７組で 2日間のプレーを実施した。
初の大会という事でルール等の問題も想定し、韓国語での参加要項・大会ルール・ローカルルー

ルを事前に配布し、開会式においても再度促した事から混乱もなかった。

今大会の肝となる 1 日目のゴルフ場間の移動についても大会で用意したタクシーを使い移動を行
い当方の予定した時間内での大会実施が出来た。

参加者においても、特に韓国ゴルファーは海沿いのゴルフ場は憧れる程であり宮古のゴルフ環境

が本島のゴルフ場とまったく違い、最高のゴルフ環境であるとの意見を多く聞く事ができた。

（マスコミ・旅行社招請）

本事業においては初の取組である事また、韓国営業で判った事として韓国の旅行社・マスコミが

宮古島を知らない事もあり韓国旅行社及びマスコミを大会へ招請し大会記事を露出すると共に意

見交換を行い次年度実施へ向けてのミーティングを行った。

番号 性別 所属

1 M テレビ ETN　ディレクター 韓国ＣＡＴＶ　ゴルフニュース

2 M テレビ ETN　ディレクター 韓国ＣＡＴＶ　ゴルフニュース

3 F 雑誌 GOLF MAGAZINE ゴルフ専門雑誌

4 M 雑誌 GOLF DIGEST ゴルフ専門雑誌

5 M 雑誌 TOP GOLF ゴルフ専門雑誌

6 M 新聞 日本観光新聞 韓国旅行業界新聞

7 M 旅行社 IL TOUR 韓国ゴルフ専門旅行社

8 M 旅行社 ES TOUR 韓国ゴルフ専門旅行社

9 M 旅行社 I LOVE TOUR 韓国ゴルフ専門旅行社

10 F 旅行社 HANA TOUR 韓国第1位旅行会社

11 M 旅行社 PANA TRAVEL 日本専門旅行社

12 M 旅行社 日本紀行 日本専門ランド社

13 M 旅行社 旅行博士 ＦＩＴ専門　日本送客第一位

2014 ASIA GOLFTRY 54  IN MIYAKOJIMA 韓国マスコミ・旅行社招請者



85

事業総括（課題と今後の展望）

沖縄の冬場の温暖性によるゴルフ環境の最適性、特に宮古島は島内に 3 つのチャンピョンコー
スを有しコンパクトである事からそれぞれ特徴あるコースを快適にゴルフできる島であり、国内

観光客・ゴルフ客が伸悩む中、早くから韓国を中心といたゴルフ客の誘客に取り組んでいる。

本大会は、この宮古島のゴルフ環境をアピールする事で海外誘客増加と宮古島の認知向上を目指

している。第 1 回大会においては、12 月の韓国での大会説明会に旅行社・マスコミ・航空会社の
多くが関心を寄せ本大会のツアー販売・認知向上に協力を得る事ができた。

 大会内容においても、韓国ではゴルフが出来ない時期に海の見えるチャンピョンコースを 3 コ
ースまわれる事で参加者から好評であった。

 また、今回は次年度を見据えた韓国旅行社・マスコミを招請し体験してもらい次回大会へ結び

付ける事を主眼としてる事から、13社の有力旅行社及びマスコミを招請し手ごたえを得る事がで
きた。

 大会ツアーのコントロール、集客策に課題は残るが地元関係者、海外・韓国関係者の

高い期待が得れた事により次年度大会へ向け検討してゆく。

（集客活動における課題）

 ①今回、開催日変更を余儀なくされた最大要因としてチャーター便での集客が出来なかった事

があるチャーター便（韓国-宮古）の手法が最も効果的であるが金銭面・時期等約 1年前位からの
動きが必要となり今後検討が必要

 ②那覇乗り継ぎ便利用による集客においては、那覇空港の国際線ー国内線への乗り継ぎが不便

であり時間と運賃がかかりすぎる。しかしながら、大会を期に宮古への海外集客の平準化を図る

為には定期便での来島を促進する必要がある事から、来年度へ向けては大会用の現地パッケージ

や事前にゴルフバックを送れるサービス等を地元と共に検討していく必要がある。

 ③大会前の韓国でのヒアリングによると宮古島の認知はまだまだ低い事から韓国旅行社も販売

への自信と積極性が欠けていた。今回の大会においてはこの課題を腐食すべく韓国の有力旅行

社・マスコミを招請①②における課題を含め解決する事を目的とした招請を実施した。ゴルフ環

境・観光含め評価は高くツアー部分の工夫をする事で次回大会への協力を得る事ができた。
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（次回への展望と課題）

今大会を通じて、宮古島のゴルフ環境・大会の流れについては海外・韓国観光客にとっても問題

無く好評であった。来年度へ向けては、再度大会開催日の選定を引続き実行委員会で検討してゆ

く。韓国旅行社アシアナ航空、ＪＴＡ等の協力関係機関との情報共有・意見交換を進める体制作

りを新たに強化する事を本大会を通じて確認を行えた事から早急に第 2 回大会に向けた活動を行
う。

特に本大会を通じて韓国旅行社・マスコミが初めて宮古島を体験（90％が初）であり、好評価
を得てる事から次回への期待度は高い。

大会運営においても今年度の実績を基に再度シュミレーションを行い、参加費・協賛費等での

自主運営ができる体制作りを行っていく。
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平成２５年度スポーツ・ツーリズム戦略推進事業（モデル事業実施業務）

沖縄やんばるアドベンチャーラリーin東村
実施報告書（概要版）

沖縄やんばるアドベンチャーラリーin東村実行委員会

■事業実施概要

【実施目的】

１．東村の有する自然とスポーツ・観光を組み合わせることにより、潜在する観光資源の掘り起

しのモデルケースの構築とともに地域活性化、沖縄観光ベニューの多様化を目的とする。

【実施内容】

・大会名称 沖縄やんばるアドベンチャーラリーin東村
・開催日程 2014年 3月 1日（土）チャレンジクラス

2014年 3月 2日（日）フレンドシップクラス
・開催場所 東村（メイン会場はつつじエコパーク）

・主  催 沖縄やんばるアドベンチャーラリーin東村実行委員会
    （株式会社日本旅行沖縄、NPO法人東村観光推進協議会、有限会社エクストレモ）
・共  催 沖縄県

・協  力 東村グリーンツーリズム部会、東村エコツーリズム部会、東村ブルーツーリズム部

会、東村つつじエコパーク、東村、東村区長会

・後  援 琉球新報社、沖縄タイムス社、沖縄テレビ放送、琉球放送、琉球朝日放送、

      ラジオ沖縄、エフエム沖縄

・協  賛 アウトドアショップNEOS、株式会社 モンベル、アメアスポーツジャパン株式会
社サロモン事業部、株式会社 隼、ホグロフスジャパン株式会社、

      東村商工会、JAおきなわ東支店、沖縄ポッカ食品株式会社
・参加資格 

○チャレンジクラス

  チームは 3人 1組。健康な中学生以上であれば誰でも参加可能。アドベンチャーレー
スやシーカヤックの経験の有無は問わず中高校生はチームに 2人までとし、成人を 1人加
える事。
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○フレンドシップクラス

  チームは 2～5人 1組。健康な小学生以上の方であれば誰でも参加可能。アドベンチャ
ーレースやシーカヤックの経験の有無は問わず中高校生はチームに 2人までとし、成人を 1 
人加える事。

■ 実施報告

受付 チャレンジクラス スタート風景

チャレンジ（大根おろし） 交流会

フレンドシップクラス

説明会

カヤック 東村クイズ

ビーチフラッグ 大声チャレンジ 表彰式
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■ 事業実施結果

○チャレンジクラス

全 11チーム（29人 県内 23人・県外 7人）が参加し、上記の結果になった。
大会規定上、1 チーム 3人が受賞対象となるが、急遽参加出来なくなったメンバーが 3 チームあ
り、大会規定上 1チーム 3人ではないチームには順位を付与していない。
※カテゴリについて オープン＝男性のチーム  ミックス＝男女混成チーム

          西エリアＭＡＰ           東エリアＭＡＰ
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○フレンドシップクラス

全 32チーム（114人 県内 110人・県外 4人）が参加、上記の結果になった。
カテゴリを 3 つ（一般・親子・女子）に分け、それぞれに順位を付与し優勝から３位までを表彰
対象とした。

フレンドシップクラスＭＡＰ
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■事業総括（課題と今後の展望）

沖縄初開催となるアドベンチャーラリーの実施で手探り状態でのスタートとなったが、実施運

営については県外で多数のアドベンチャーレース運営実績をもつ、有限会社エクストレモに委託

しコース選定やチェックポイントの設置、安全管理など万全の体制で臨む事ができた。また地域

協力においても NPO 法人東村観光推進協議会が中心となり、役場、区長会、各ツーリズム部会
を捲き込み、許認可関係、地域への理解、コース選定時の同伴など協力をいただいた。また参加

者や関係者からも好意的な意見が寄せられイベント自体は成功裏に終了した。

 しかしながら、県外からの集客の部分においては苦戦した状況があった。理由としては県外か

らの移動・宿泊費が安価でなく気軽に参加するのはハードルの高い状況である。また、アドベン

チャーレースというスポーツの競技人口が少なく県外大会においても 200～250 人の参加者数で
ある事が推察される。

 ただ、今回の実施実績から沖縄で開催するステイタス感、ホスピタリティ、沖縄の新たな魅力

への気付き、新しいジャンルのスポーツの認知につながる大会であり、今後の参加者増加に期待

が持てる大会となった。特に県内参加者においてはウォーキング大会の延長のような感覚で参加

された方が多く、昨今参加者が増加している県内外のウォーキング大会での告知を行うなど今回

できなかった新たな広報活動を行う事により参加者増加の余地は充分に期待できる。

 将来的に東村が主体となり、自立運営していくためにも参加費収入の増加を狙う施策としてフ

レンドシップクラスへ県内参加者を積極的に呼び込み、大会を活性化させメディアからの発信な

どを通じ、全国的に名前の通る大会へと成長させる事が必要である。
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平成２５年度スポーツ・ツーリズム戦略推進事業（モデル事業実施業務）

久米島チャンプルトライアスロンプレ大会

実施報告書（概要版）

一般社団法人 沖縄県サイクルスポーツ振興協会

事務局

■事業実施概要

【実施目的】

１．久米島のスポーツコンテンツにトライスロンを追加し、複合型スポーツイベントを

開催、集客力の強化を図る。

２．久米島のスポーツ・ボランティアを育成し、組織を形成する。

【実施内容】

・大会名称：久米島チャンプルトライアスロンプレ大会

・開催日程：平成２６年 3月 14日（金）～3月 15日（土）
・開催場所：久米島町 （比嘉地区及び謝名堂地区から島尻地区まで）

・定員：個人３００名、リレー50組（A:3名 1組 B:2名 1組＜1選手 2競技＞）
・参加資格：高校生以上トライアスロン競技に対応できる男女

・参加費：１６,０００円（個人の部）２４,０００円（リレーの部）
・主催：一般社団法人沖縄県サイクルスポーツ振興協会

・共催：沖縄県、琉球新報社

・主管：一般社団法人沖縄県トライアスロン連合

・特別協力：㈱日本旅行/㈱日本旅行沖縄
・特別協賛：株式会社ジャイアント、日本航空株式会社、株式会社日本旅行沖縄

・協賛：沖縄輪業株式会社、株式会社かりゆし、久米島イーフビーチホテル、

リゾートホテル久米アイランド、サイプレイスリゾート久米島、米島酒造

株式会社久米島の久米仙、阿嘉食品株式会社、株式会社久米島物産公社

・後援：一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー、久米島町、社団法人久米島町観光協

会、社会福祉法人久米島町社会福祉協議会
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・実施内容

スケジュール

3月 14日（金）
１３：００～２０：００ 選手受付

（場所：久米アイランドホテル ロビー）

１５：００～１８：００ メカニックサービス

 （場所：バイクトランジットエリア（点検費有料））

１６：００～１８：００ 試泳

 （場所：イーフビーチホテル）

3月 15日（土）
７：００～７：１５ 試泳

（場所：イーフビーチホテル）

７：００～７：３０ 選手エントリーチェック

 （場所：イーフビーチ）

７：３０～ 開会式

８：００～      スイムスタート

９：３０ スイム制限時間

１１：１５ バイク制限時間

１２：００ ラン制限時間

１１：００～１３：００ 昼食（選手・スタッフとも）

１５：００ 表彰式

１６：００～１８：００ 完走パーティ

１．開会の挨拶

２．乾杯の音頭 

３．歓談

４・参加者へのインタビュー

５・民謡ショー なんくる

   最後はカチャーシー

６・閉会の挨拶

２．表彰式 各 1位～3位まで表彰
 総合男子、総合女子、リレーの部（リレーA（3名 1組）、リレーB（2名 1組））
年代別 20代,30代,40代,50代,60代,70代（70代は男子の部のみ）
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■ 実施報告

開会式 競技スタート前 競技スタート前

スイムスタート スイムゴール バイクスタート

バイク走行中① バイク走行中② ラン走行中

完走パーティ① 完走パーティ② 民謡ショー なんくる
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参加選手数（地域、男女、部門別）

沖縄県内 沖縄県外 海外 総集客数

個人の部（男子） ７０ ８０ ０ １５０

個人の部（女子） １３ １７ ０ ３０

個人の部（合計） ８３ ９７ ０ １８０

リレーの部（男子） ５ ２ ０ ７

リレーの部（女子） ４ ３ ０ ７

リレーの部（合計） ９ ５ ０ １４

総集客数 ９２ １０２ ０ １９４

■ 事業実施結果

＜事業実施＞

本大会では行われたバイク及びラン走行時の交通規制について、海上保安庁、警察署、南部土木、

久米島町役場へ申請を行い、ショートのトライアスロンを実施した。

シュガーライド久米島実行委員会の役員へトライアスロンの趣旨を説明し、久米島チャンプルト

ライアスロンプレ大会準備委員会を設立した。今年度については主催の当協会が準備などを行う

ことを説明し、準備委員会の皆さまには意見などをもらい、大会の準備を進めていった。

＜大会参加選手募集＞

本大会では株式会社日本旅行沖縄の受付サイト「Apollon」と「スポーツエントリー」の二つの
HP のみで受付を行った。トライアスロン専門雑誌「ルミナ」と琉球新報社の新聞広告で大会告
知を行った。

＜ツアー造成＞

ツアー造成は株式会社日本旅行・株式会社日本旅行沖縄と連携して行い、ツアーチラシを沖縄県

内外に配布して告知を行ってもらった。

＜トライアスロン合宿誘致＞

久米島町内では、野球合宿などが盛んに行われており、合宿の受け入れに適している。合宿受け

入れを行っているホテル、観光協会に今後の合宿誘致についての展望を話し、今後の課題として

いる。

＜スポーツボランティア人材育成＞

久米島西中学校、久米島中学校、仲里中学校、久米島高等学校の生徒に大会のボランティアスタ

ッフとして参加してもらえないか依頼をかけ、合計 35名の生徒にスタッフとして参加してもらっ
た。
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【各部門成績】

男子総合

1位 新里 崇（沖縄県）2位 SMITH PAUL（沖縄県）3位 橋口 仁哉（神奈川県）
女子総合

1位 豊田 京子（沖縄県）2位 小越 あや（沖縄県）3位 齋藤 美里（東京都）
リレーの部Ａ

1位 チュー太郎アスリートクラブ（沖縄県）2位 ２３１（東京都）3位 MIO（沖縄県）
リレーの部Ｂ

1位 ABDC（東京都）

■事業総括（課題と今後の展望）

大会受付当日、船が 1 便欠航してしまうというアクシデントが起こった。飛行機の予約も一杯だ
った為久米島へ渡ることが出来ず、結果として大会当日の参加者数が 141人で行われた。
集客数は目標を下回る結果となった。要因として、大会ＨＰを含め、トライアスロン大会の告知

が遅くなったことや、4 月に開催される豊崎のトライアスロンジャパンカップ第 1 戦との重なり
による協会参加者の減少などがあげられる。日本旅行のツアー造成の集客が約 140名と 7割がツ
アーの参加者で占めている。このことから、次年度大会の告知が大きな課題として取り組む必要

がある。

【数値目標に対する結果】

目標 結果 達成率

県外集客数 200人 102人 51% 
総集客数 450人 194人 43.1% 

【ボランティア対策について】

久米島の地元のボランティアについて、久米島高校 19名、仲里中学校 16名がボランティアとし
て参加。

前日の審判員による事前研修のもと、周回記録、立哨員、給水所の補助員として活動して頂いた。

これらの活動を久米島社会福祉協議会様と協業できたので次年度以降、窓口を移していき、スポ

ーツボランティア人材育成の組織形成に繋げていきたいと考えている。

これにより、地元のトライアスロンの競技の理解が広がることを期待している。
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【次回への展望と課題】

日本で一番早いトライアスロン大会として行われた大会。参加者の中には宮古島トライアスロン

大会の調整として参加している選手なども参加していた。

今大会ではショートディスタンス（51.5km）の大会で開催されたが、次年度はミドルコースの開
催に向け準備を進め、「球美の島（くみのしま）」に合わせた、93km の距離まで延長を考えてい

る。

次年度の大会開催に際して、ミドルのコースにする為に交通規制をかける範囲が広くなるが、久

米島島内の道路のつくりが迂回路として使えるところが少ない為、どのように迂回路を作り、交

通規制をかけるか課題となる。準備委員会で話が出た、3 月の大会開催に対して、製糖期とかぶ
ることもあり、久米島町との調整が必要である。
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平成２５年度スポーツ・ツーリズム戦略推進事業（モデル事業実施業務）

東アジア少年野球交流フェスティバルＩＮ恩納村

実施報告書（概要版）

 (株)日本旅行

■事業実施概要

【実施目的】

2 月の温暖な気候、沖縄のプロ野球キャンプシーズンに沖縄ならではの優位性を活かし、野球を
切り口とした国際交流事業に賛同頂いている恩納村と協業して今事業を展開する。今後１０年継

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

ど、野球を核とする様々な国際交流事業を展開することにより観光客誘客、地域経済への貢献を

図ることを目的とする。

【実施内容】

・主催 株式会社日本旅行 

・後援 恩納村、恩納村商工会

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

    株式会社日本旅行沖縄

・協賛 御菓子御殿、琉球村、長瀬ケンコー、日旅連沖縄支部連合会、

日本旅行赤い風船会

・実施日程（下記参照）
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チーム名 那覇着 備　　　考

千葉 11:35 羽田空港／那覇空港

韓国 11:55 仁川空港／那覇空港

インドネシア 12:50 羽田空港／那覇空港

フィリピン 21:05 成田空港／那覇空港

2月1日
13:00

17:00

（土）
18:00～18:30

18:30～20:00

20:15

7:30

2月2日
08:30～10:00 １試合目： ＶＳ インドネシアチーム

10:30～12:00 ２試合目： ＶＳ フィリピンチーム

12:30～14:00 ３試合目： ＶＳ 韓国チーム

14:30～16:00 ４試合目： ＶＳ 千葉メッセマリーンズ

（日）
　　　※試合を行うチームは、空いている時間に「弁当」にて昼食をお取りください

17:00～17:20

18:30

21:00 パーティー終了後、専用バスにてホテルへ。

7:30

09:00～10:30 １試合目： ＶＳ ２試合目敗者

11:00～12:30 ２試合目： ＶＳ ４試合目敗者

13:00～15:00 ３試合目：

2月3日

　　　※試合を行うチームは、空いている時間に「弁当」にて昼食をお取りください

15:30

16:00

（月）

チーム名 那覇発 備　　考（乗り継ぎ等）

千葉 18:30 ２／３（月）　那覇空港／羽田空港

韓国 13:00 ２／５（水）　那覇空港／仁川空港

インドネシア 19:30 ２／３（月）　那覇空港／羽田空港

フィリピン 12:50 ２／４（火）　那覇空港／成田空港

全ての試合終了。終了後、専用バスにてへ移動

その後の、チーム日程により、観光、ショッピング、プロ野球キャンプ見学等をお楽しみください。

便名

ANA１３４便

アシアナ航空１７１便

全日空１３６便

恩納村　コミュニティーセンターにて『夕食懇親会』

貸切専用バスにてホテルへ

＜恩納村：ホテルムーンビーチ泊＞

『閉会式』

決勝戦をONNA赤間ボール・パークにて実施（全チーム集合※希望により観光・ショッピング）

千葉ジャガーズ

ホテルにて朝食

１試合目勝者

東アジア少年野球交流フェスティバル
～　日　　程　　表　　～

「琉球村」にて沖縄ベースボールアイランドパーティー（夕食交流イベント）を開催します。

貸切専用バスにて　　那覇空港出発　又は　ホテル出発

（観光又は練習）

恩納村　コミュニティーセンターにて『監督・コーチ会議』

恩納村　コミュニティーセンターにて『開会式』

ホテルにて朝食

　　　※試合がないチームはサブグランドにて『元プロ野球選手による野球教室』に参加。

沖縄ダイヤモンド

専用バスにて琉球村へ移動。

全日空２１５８便

ホテル出発　（試合開始時間によって出発時間調整致します。）

ホテル出発　（試合開始時間によって出発時間調整致します。）

ONNA赤間ボール・パークにて少年野球交流トーナメント試合（1日目）

２試合目勝者

＜恩納村：ホテルムーンビーチ泊＞

便名

アシアナ航空１７２便

全日空１２９便

全日空２１５９便

３試合目敗者

　　　　　　　　　　　　　　　　　決勝戦

ONNA赤間ボール・パークにて少年野球交流トーナメント試合（2日目）

１試合目敗者

全日空１２７便


