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１．沖縄観光の現状と課題 

（１）観光客の特徴と課題 

 ①季節別に見た特徴と課題 

  沖縄県の月別観光客数の動向を平成 17年度～平成 21年度で見ると、ピーク(繁忙期： 

  3月、8月）とオフ(閑散期：6月、1月）では、15～20万人程度の差が生じている。 

  また、ピーク時の期間は、夏場は長いものの、春先は春休み期間の 3月わずか 1ヶ月 

  にとどまっており、年間を通じると集客の安定性に欠ける。こうした傾向は、沖縄に 

  限ったことではないが、本県の場合、他の都道府県よりも失業率が高く、通年雇用の 

  増加による常勤雇用の拡大は大きな課題となっている。下記で見る限り、現状では、 

  オフの期間の方が長く、通年雇用のボリュームはオフにあわせざるを得ない。この 

  ため、観光の効果の一つである、雇用効果が十分発揮できない状態にある。 

 

図表 1 月別観光客数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：沖縄県資料より作成 

 

図表 2 年間失業率の状況(2009年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省労働力調査（図面参照：http://todo-ran.com/t/kiji/11187） 
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 ②方面別の特徴と課題 

  沖縄県を訪れる観光客の方面別の特徴を見ると、首都圏が全体のほぼ半数を占めて 

  おり、以下、関西圏 20％、福岡圏、中部圏が 10％前後、その他 10％となっている。 

  この結果を見る限りでは、沖縄は、首都圏を中心とした大都市依存型観光地という 

  ことができる。 

  今後の課題としては、相次ぐ新幹線の開業により、東京をはじめ、大阪、福岡、 

  名古屋などの大都市の観光客の行動に変化が出る可能性があることが考えられる。 

  詳細は、以下の通りである。 

 

 1)東北新幹線「八戸－新青森」開業 

  平成 22年 12月に東北新幹線「八戸－新青森」間が開業し、東北新幹線は、東京から 

  青森までの全区間が開通した。この東北新幹線の開業により、これまで沖縄をはじめ 

  東北地方以外に出かけている修学旅行や一般の観光客への影響が懸念されている。 

   既に青森県をはじめとした周辺各県では、新幹線開業後様々な観光キャンペーンを 

  展開している。例えば、青森県観光連盟では「近づく、感じる。青森」をキャッチ 

  フレーズに、新幹線の青森延伸を県内観光の起爆剤として活用しようと、東京、仙台 

  などでキャンペーンを実施している。また、平成 23年 3月 最速タイプの新幹線 

  「はやぶさ」のデビューに併せ、青森県が有する自然、歴史、文化、風土、安全・ 

  安心な農林水産物、人財などの資源を「青森力」で表現し、その力を結集させる動き 

  が出ている。青森県ではこの力を利用して「結集!!青森力」を統一テーマ（スロー 

  ガン）とした新幹線の開業効果促進を目的とした大規模キャンペーンを展開している。 

   さらに、新青森の開業効果は、青森県のみならず、秋田県や既存の東北新幹線沿線 

  の各県も期待しており、キャンペーンを実施している。このうち、秋田県では 

  平成 23年２月に「あきた鹿角冬季国体」が開催されたこともあり、既存の秋田新幹線 

  だけでなく新青森経由での秋田来訪の促進を目的としたキャンペーンを展開している。 

 

 2)九州新幹線「博多－新八代（鹿児島ルート）」開業 

  平成 23年 3月 12 日に全線開通した九州新幹線鹿児島ルートも、沖縄の修学旅行や 

  一般観光客誘致への影響が懸念されている。これまで関西から中国地方の中・高校生 

  の多くは修学旅行で沖縄を訪れているが、九州新幹線の鹿児島ルートの全通により、 

  この流れが大きく変わる可能性が指摘されている。 

   とりわけ修学旅行は、一旦方面が変更となると、その後数年は行き先が変わらない 

  ことが多いため、今後この方面の中・高校への観光プロモーションに注力することが 

  求められている。例えば、長野オリンピック開催前は長野県内のスキー場は、関西 

  方面の高校が多く利用していたが、長野オリンピックの際に、会場の都合から、大会 

  会場となったスキー場を中心に、高校の修学旅行を断ったことから、その後数年間は、 

  長野県内のスキーの修学旅行は苦戦を強いられた。 
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  今回、仮に沖縄から九州に変更が決まった学校がある場合は、同じような影響が発生 

  する可能性がある。 

 

 3)JRグループによる新幹線共同キャンペーン 

  東北、九州の新幹線開業により、青森－鹿児島間が新幹線で結ばれることを記念して 

  関係する JRグループ 4社共同のキャンペーンを展開している（平成 22年 12月～平成 

  23年 3月）。こうした、JRグループの後押しも、沖縄県にとっては、修学旅行や一般 

  観光客の誘致にとって逆風になることが懸念される。 

 

図表 3 東北新幹線全通（東京－新青森）のキャンペーンポスター(左)と 

JR4 社共同の新幹線キャンペーンポスター（右枠内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   出典：青森県、JR東日本 WEBサイト 

 

 ③観光消費卖価 

  平成 20年の 72,458円から平成 21年には 66,403円と前年比 16.4％の大幅な減尐と 

  なった。とりわけ、宿泊・土産物といった本県観光産業の要となる産業への影響が 

  大きい。今後この落ち込みをカバーするためには、滞在日数を増やす仕組みづくりや 

  消費卖価が一般の観光客よりも多い比較的生活にゆとりを持つ国内外の富裕層の誘致 

  促進、サッカーや野球などで特定のチームを熱心に応援する国内外のファンの取り 

  込み、合宿やキャンプなどで長期滞在をするスポーツ選手の誘致推進などが求め 

  られている。 

   例えば、既に沖縄で多くの実績を持っているプロ野球のキャンプに加え、これまで 

  宮崎県をはじめとした他県で盛んに行われているサッカーキャンプの誘致を働きかけ 

  たり、国内外のチームのキャンプや、沖縄が発祥の地である空手の修行者の誘致を 

  促進したりすることで、プロ野球と同じような経済効果を期待することが考えられる。 

  サッカーの場合は、国内でキャンプを張るサッカーチームは、50～60人ほどの選手・ 

  コーチ・スタッフが参加する 10日前後の日程で、J1クラスで 2,000万円、J2クラス 

  で 1,000万円近くかかるといわれているが、こうした消費に加え、各選手が地元で 
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  消費するお金、さらにはキャンプを見に訪れるファンの消費などを考えると、さらに 

  大きな経済波及効果が期待できる。また、Jリーグだけでなく、Kリーグ（韓国プロ 

  サッカーのリーグ戦）や中国サッカーリーグのチームが合宿・練習試合をするので 

  あれば、その効果はより大きくなると期待できる。 

   参考までに、わが国が誘致に力を入れている中国のサッカーファンの来訪を想定 

  した場合、現在日本を訪れる中国人観光客の消費卖価（約 16万円1）を考えると、 

  北京市、上海市といった大都市の富裕層、中間層の沖縄来訪をうまく実現できれば、 

  来訪による消費の波及効果を十分享受することができ、現在の沖縄の観光消費卖価の 

  問題解決の一助となる可能性がある。2 

   一方、空手については、平成 20年に国土交通省が実施した調査3によると、沖縄で 

  空手の修行をしている海外からの来訪者にアンケート調査を実施したところ、約２週 

  間の研修期間中における県内での支出額は 18万円以上という結果が得られている。 

  この数字は、平成 21年の観光消費卖価の 3倍近い金額であり、沖縄の地域の特徴を 

  生かしたスポーツ・ツーリズムとして注目すべきである。 

 

 ④リピート率 

  沖縄旅行のリピート率の推移を見ると、平成 21年度の沖縄を訪れた観光客のリピート 

  率は 78.2%と 10 年前から実に 26％上昇している。また、平成 20年度～21年度に 

  かけての観光客減尐期（-4.1%)にあっても、リピート率は項調に伸びており、5回目 

  以上のリピーターも 35％以上に達している。言い換えると、最近の沖縄観光が着実に 

  伸びてきたのも、熱心な「沖縄ファン」といえる人々の来訪に支えられていると 

  いえる。 

   しかしながら、ここまでリピート率が伸びると、新たな問題も発生する。具体的 

  には、これだけリピーターに支えられているということは、逆にこうした観光客層に 

  一旦飽きられてしまうと、観光客の来訪が一気にしぼむ懸念があるということである。 

   このような懸念を払拭するためには、これまで沖縄への来訪経験がない人をター 

  ゲットにしうる観光の切り口が必要で、その一つの手立てとしてスポーツ・ツー 

  リズムの推進が必要とされている。 

 

 

                                                   
1 2009年 8月に上海で行われた観光フォーラムの情報による 
2 例えば、中間層を 3,500 元(約 45,000円）～15,000元（約 195,000円）／月とし、北京、上海の所得階

層別平均可処分所得のデータ（北京市、上海市資料）を見ると、各都市の中高所得世帯、高所得世帯（北

京、上海とも概ね上位 40％の所得層）が該当する。この比率をもとに、北京の都市部の人口を 900万人

として 1世帯 2.65人（中高所得世帯と高所得世帯の中間値）とすると、北京の都市部だけで 130万世帯

以上に達する。また、上海では戸籍人口（1380万人）で見ると、210万世帯に達する。また、上海市の常

住人口（2000万人）で計算すると、概ね 300万世帯に達するとみられる。 
3 「国内外のウチナーンチュ・ネットワークを活かした観光交流の拡大による振興方策検討調査業務」（平

成 20年 3月）国土交通省総合政策局観光地域振興課 
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図表 4 沖縄旅行のリピート率の推移（平成 12年度～平成 21 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）観光客の受け皿の特徴と課題 

 ①エアラインの特徴と課題 

 a.現状把握 

 ＜利用者数推移＞ 

  下記に記載の利用者数推移は、平成 19年度までの資料であるが、項調に推移している 

  ことが確認できる。 

  平成 20年度における観光客数大幅減はあったとはいえ、入込観光客数は、国内・海外 

  ともに徐々に回復傾向にある。 

 

図表 5 国内線、国際線利用者数の推移 

 

出典：沖縄県資料 

 

 出典：沖縄県観光商工部資料より作成 
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 ＜国内線＞ 

  那覇空港と羽田空港とを結ぶ 3社（JAL、ANA・スカイマーク）26往復運航4をはじめ、 

  全国の各主要空港とを結ぶ那覇空港の運行状況は、他の地方空港とは比較にならない 

  利便性を誇っている。 

  羽田空港以外にも、仙台・新潟・成田・小松・名古屋・静岡・伊丹・関西・岡山・ 

  広島・高松・松山・福岡・北九州・長崎・熊本・宮崎・鹿児島等の地方主要空港を 

  網羅している。なお、現状の課題としては、成田空港との路線が JAL、ANAそれぞれ 

  1日 1往復に留まっており、海外からの観光客が成田に着いた後、直接沖縄に行こう 

  とした場合の利便性が低いという点が指摘できる。 

 ＜国際線＞ 

  現在、那覇空港を離発着する「定期国際線」は下記の図表 6の通りである。 

  日本国内の他空港との比較では、以下の点が特徴として指摘される。 

  ・東アジア各国を結ぶ路線に限定されている。 

  ・全国的には、昨今の流れとなっている韓国（仁川）線、並びに（上海等）中国 

   本土線が尐なく、台北・香港との路線に偏っているが特徴である。 

  ・那覇空港発着を考慮した場合、IN・OUT ともに、フライト数の多い台北や香港の 

   各空港を「ハブ」と捉えるのは、厳しい側面があり、外国人誘客拡大に際しての 

   不利性につながっている。 

 

図表 6 国際線運航スケジュール（表示は、現地時間）  

 

 

 

 

 

 

資料：空港関係者資料 

 ②今後の方向性 

  上記のように、アジアの主要都市と多くの路線を持つ成田空港と那覇空港とを結ぶ 

  路線は、JAL・ANA による各 1往復が実情であり、平成 22年 10月 20 日の羽田空港第 4 

  滑走路運用開始に伴う「羽田空港」を介したネットワ－クの構築に大きな期待が 

  かかっている。こうした中で ANAが平成 23年 1月に公表した 2011年度の「航空輸送 

  事業計画」では、羽田から北京、上海への増便について日中の関係部局と調整を開始 

  するとしており、今後、羽田空港を介した沖縄観光の増大に寄与するものと期待 

  できる。 

                                                   
4 3月 27日以降 28便／日、8月、10月の多客期は 29便／日となる。 

便名 出発→到着 備考 日本との時差 便名 出発→到着 備考

チャイナエアライン121 11:45→12:10 毎日運航 チャイナエアライン120 08:15→10:45 毎日運航

チャイナエアライン123 19:30→19:55 毎日運航 チャイナエアライン122 16:10→18:30 毎日運航

アシアナ航空171 12:40→15:00 水、金、日曜運航 ソウル（時差なし） アシアナ航空172 09:20→11:35 水、金、日曜運航

中国東方航空288 13:30→14:30 木、日曜運航 上海（－１時間） 中国東方航空287 09:30→12:30 木、日曜運航

香港エキスプレス657 16:20→17:50 毎日運航 香港エキスプレス658 12:10→15:20 毎日運航

香港エアライン675 21:30→23:00 日曜を除く毎日運航 香港エアライン676 17:00→20:30 日曜を除く毎日運航

沖縄発→各地着 各地発→沖縄着

台北（－１時間）

香港（－１時間）
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   また 那覇空港に関しては、自衛隊との共用空港でもある為、沖合への第２滑走路 

  増設が検討されており、将来に向け大きな期待が寄せられている。 

 

（３）宿泊施設の特徴と課題 

 ＜施設＞ 

 ①現状把握 

  沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合資料によると、県内の宿泊数約 300施設、部屋数 

  20,000室で、1日当り収容人員 50,000名の規模を誇っている。5 市町村別の収容 

  能力で見ると、1 日当り 15,000人収容可能な那覇市内を筆頭に、恩納村・名護市・ 

  読谷村・石垣市・本部町の項となる。 

   資本については、主に沖縄地元資本・本土資本のチェ－ン展開、及び一部の外資系 

  に区分される。なお、最近は大型ホテルの新規開業ではなく「本土系チェ－ン展開の 

  ビジネスホテル」の開業が目立つようになってきた。 

 

 ②経営状況 

  一昨年のリ－マンショックに端を発した世界的経済不況の影響を受け、昨年度は宿泊 

  施設の多くは来訪者が減尐し、収入も落ち込む結果となった。しかしながら、平成 22 

  年の 2～3月より退潮傾向が下げ止まり、7～8月に実施された「平成 22年度美ら島 

  高校総体」に伴う約 50,000人（延 250,000 人泊）の受入を含め、昨夏は好調な成績を 

  残す施設が多く見受けられた。このように、入込客数の回復については一定の成果を 

  収めたといえるが、平均消費卖価額の改善には必ずしも結びついていないようなので、 

  状況の改善には、なお一定の時間がかかるものと推測される。 

 

 ③今後の方向性 

   県内宿泊施設の低価格化が進む中、特に地元資本のホテルの大部分は、小規模かつ 

  老朽化した施設が多く見受けられ、競争力の点で厳しい状況に置かれている。こう 

  した状況において、なお営業が続けられるのは、主に本土からの年間 42万人規模と 

  推定される「修学旅行」需要と、家庭的な雰囲気が気に入って同じ宿に繰り返し宿泊 

  するリピート客に支えられているとみることができる。 

   スポ－ツ・ツーリズムによる誘客拡大では、競技者だけでなくスポーツ観戦に 

  訪れる多くの観客がおり、競技や選手を応援するサポーターは、毎年繰りかえし 

  訪れる傾向にある。このため、スポーツ・ツーリズムの振興は、同じ宿に繰り返し 

  訪れる新たな観光客の来訪につながる可能性が高く、現状のリピーターの行動に近い 

  可能性が高い。このため、経済効果は地元資本の小規模施設にも波及することが期待 

  される。 

                                                   
5
 なお、この数字は、統計によりかなり結果が異なる。 
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   なお、沖縄県への入込観光客数の特徴として、夏季集中型の状況は変わっておらず、 

  季節変動による稼働率の点からみれば、スポーツ・ツーリズムの促進により、2月、 

  5-6月、10～12月といったオフシーズンにおける誘客拡大が期待される。 

 

（４）観光人材育成の現状と課題 

  沖縄県における観光人材育成については、2006年に沖縄観光産業の持続的発展を目指 

  し、観光産業従事者の資質や地位の向上を行うことを目的に、（財）沖縄観光コンベン 

  ションビューロー(以下 OCVB)の中に「観光人材育成センター」を設置し、観光に関す 

  る各種セミナーの実施、人材の紹介・活用等を行っている。 

 

図表 7 観光人材育成センターにおける主な実施事業  

事業名 事業内容 具体的事業 

研修事業 沖縄らしいサービスとホスピタリティ・マイ

ンドを確立し、サービスの「沖縄ブランド」

を実現する。 

1.観光基礎セミナー（接遇及び

沖縄の歴史・文化の基礎知

識） 

2.専門セミナー（エコ、歴史ガ

イドなど観光ガイドの養成） 

3.業界及び地域のリーダー育

成セミナー 

普及・啓発活動 地域独自のホスピタリティを自然な形で観

光客にも示せるように、観光の意義、地域発

展への寄与など、観光の持つ可能性の全県民

への意識づけと共有化を促進する。 

1.観光教育の促進 

2.観光ボランティア活動の 

支援 

3.観光顕彰制度 

資格認定・登録事業 観光従事者の社会的なステータス向上と待

遇改善の実現を図ると共に、サービスの標準

化により観光客満足度を向上させる。 

1.観光タクシー乗務員の認

定・登録制度の運用 

2.沖縄知識検定試験の実施 

3.各種認定制度の導入 

調査・分析事業 観光客のニーズ、社会的及び経済的な環境の

変化を把握し、観光客と観光業界に求められ

る観光人材育成を可能にする。 

1.観光市場の調査・分析 

2.人材育成プログラムの開発 

3.観光客、観光業界、地域の

CS 管理 

コーディネイト事業 各種産業クラスターの形成を促進し、各クラ

スター間の緊密な連携を図ることで、沖縄観

光の競争力と生産性を向上させる。 

1.観光クラスター形成促進 

2.観光業界内のネットワーキ

ング促進 

3.観光人材データバンク 

資料：財団法人沖縄観光・コンベンションビューロー 観光人材育成センターWEBサイト 
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  現在情報提供可能な観光人材は、主に観光ガイド、通訳、観光タクシー乗務員と 

  いった、沖縄の従来型観光において必要な人材に限られている。また、セミナーや 

  講演会などの講師のデータベースをみても、一般知識としてスポーツ関係の情報を 

  持っている人材はいるものの、専門的な知識を有する講師はカバーできていない。 

   このため、今後の課題としては、沖縄においてスポーツ・ツーリズムの推進に必要 

  とされる人材としてどのような人を確保すべきかについて国内外の先進事例を参考に 

  検討し、コネクションの構築、人材の育成を図ることが望まれる。 
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２．沖縄のスポーツ資源・スポーツ環境等の調査整理 

（１）沖縄のスポーツ資源（県資料などから作成） 

  沖縄におけるスポーツ資源（人、大会など）の現状を競技別に見ると、下記の表の 

  ようにまとめられる。 

 

図表 8 沖縄県におけるスポーツ資源の現状  

スポーツ名 沖縄県の現状 

サッカー JFLの FC琉球は J2さらには、J1を目指して活動中 

バスケットボール bjリーグの琉球ゴールデンキングスは全国区の人気 

野球 高校野球は全国トップレベル、甲子園での優勝校が 2校 

空手 世界の空手や格闘技のルーツは沖縄空手、県内流派集結の動きあり 

ゴルフ 宮里兄妹、宮里美香をはじめ、県内出身者が国内外で顕著な活躍 

ボクシング 具志堅選手、平仲選手、渡嘉敷選手など世界チャンピオンを多数輩出。 

マラソン 那覇、石垣島、糸満、伊江島をはじめ、県内で年 50 大会以上開催 

ビーチバレー 宮古島では 10回以上全国大会を開催 

ビーチサッカー 第 1回、2回全国ビーチサッカー大会は沖縄で開催 

トライアスロン 宮古島で過去 26回大会を開催、2010年にはジュニア大会も開催 

 

（２）スポーツ環境（県資料などから作成） 

図表 9 沖縄県におけるスポーツ環境の現状  

スポーツ名 沖縄県の現状 

サッカー 球技場数 10。陸上競技場以外に 10 の球技場があり試合を行うことが

できる。Ｊリーグが試合をすることができる専用スタジアムはない。 

バスケットボール 体育館 62と、屋外の 3 on 3 バスケットボール場が 6。 

野球 49の野球場及びソフトボール場。尐年野球から職域野球まで 3万人以

上が野球連盟に登録されている。 

空手 空手専用の施設はない。公共の武道場は那覇市奥武山、北谷町、沖縄

市にある。4つの団体が集まり沖縄伝統空手道振興会を結成している。 

ゴルフ 大小合わせ 20 以上のゴルフ場。毎年女子プロツアーも開催されてい

る。男子は 3～4年に一度開催。 

ボクシング ボクシング専用の施設は那覇市奥武山に 1か所。 

マラソン 沖縄市に日本陸連公認コース有り。沖縄市、那覇市、石垣市などで、

年 6回フルマラソンの大会が行われている。 

ビーチバレー 西原きらきらビーチに常設コートが 1つある。他に 21世紀の森ビーチ

や、トロピカルビーチなどで、コートを設営し、県大会は年 5～6回開

催されており、県外からの参加もある。 

ビーチサッカー 宜野湾トロピカルビーチで、全国大会が毎年開催されている。金武町

では、年 1回フェスティバルが行われる。 

トライアスロン 宮古、石垣、伊是名、うるま等で大会が開催され、全国から出場して

いる。他に、キッズ大会等も開催されている。 
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（３）公共スポーツ施設設置数（県資料などから作成） 

 県内各市町村の公共スポーツ施設数は、下表の通りである。 

 

図表 10 沖縄県における公共スポーツ施設数の現状  

公共スポーツ施設設置数
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合

計
国 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

沖 縄 県 4 2 7 1 3 8 3 2 1 5 1 3 1 6 5 1 2 6 61
国 頭 村 1 1 1 1 1 1 1 7
大 宜 味 村 0
東 村 1 1 2
今 帰 仁 村 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
本 部 町 1 1 2
名 護 市 2 3 2 4 1 1 3 1 1 1 1 3 23
宜 野 座 村 1 1 1 1 1 2 7
金 武 町 1 2 1 2 1 1 2 10
伊 江 村 1 1 1 1 1 1 1 2 9
伊 平 屋 村 1 1 1 2 5
伊 是 名 村 1 1 1 1 1 5
恩 納 村 1 2 1 4 6 14
う る ま 市 3 2 2 1 2 3 2 4 1 2 1 23
読 谷 村 1 9 1 2 13
嘉 手 納 町 1 2 2 1 1 1 1 9
沖 縄 市 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10
北 谷 町 1 3 6 1 1 1 2 2 1 2 20
宜 野 湾 市 1 1 1 1 2 3 1 1 1 12
北 中 城 村 4 1 1 6
中 城 村 1 1 1 1 1 5
西 原 町 1 1 1 1 2 1 1 1 9
浦 添 市 1 3 6 1 1 1 1 1 1 1 1 18
那 覇 市 2 16 1 1 7 1 2 1 2 1 1 35
久 米 島 町 2 2 1 1 1 2 1 3 13
南 大 東 村 1 1 1 3
北 大 東 村 1 1 1 1 1 5
豊 見 城 市 1 2 1 2 1 2 1 1 11
糸 満 市 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 15
八 重 瀬 町 2 2 1 4 1 2 2 14
南 城 市 2 3 4 7 4 3 1 1 25
与 那 原 町 2 2 2 1 7
南 風 原 町 1 2 4 2 1 2 1 3 16
渡 嘉 敷 村 1 2 2 5
座 間 味 村 2 3 1 1 3 10
粟 国 村 3 3
渡 名 喜 村 1 1 2
宮 古 島 市 5 6 7 1 2 5 5 4 2 2 39
多 良 間 村 1 1 1 3
石 垣 市 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 18
竹 富 町 0
与 那 国 町 1 2 3
合 計 40 49 10 99 11 23 62 3 1 9 63 5 9 2 24 1 1 27 17 1 6 8 4 3 22 1 17 518

 平成20年10月1日現在
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（４）スポーツ活動の支援団体、競技者・関係者の団体（県資料などから作成） 

  沖縄におけるスポーツ関連の支援団体、メンバーズクラブ、サポータークラブなど、 

  県内スポーツ振興に寄与する主要な組織は以下のとおりである。尚、4ペ－ジに 

  おいて、今後注目すべきスポーツとして示した空手については、サッカー、バス 

  ケットボール、野球のように県内全体でまとまってイベントや大会などの事業を行う 

  など、沖縄の空手が持つポテンシャルを十分活かしてはいないため、今後関係する 

  機関の連携強化が期待される。 

 

図表 11 沖縄県におけるスポーツ活動の支援団体、競技者・関係者の団体の現状  

スポーツ名 組織名 主な活動 

サッカー 沖縄県サッカー協会 昭和 41 年に協会が設立され、シニアから

キッズまで年間 100以上の大会等を開催 

ＦＣ琉球 日本サッカーリーグ加盟プロチーム 

スポンサー多数 

沖縄海邦銀行サッカーク

ラブ 

九州サッカーリーグ所属 

沖縄海邦銀行提携 

バスケットボール 沖縄県バスケットボール

協会 

昭和 28年設立 

琉球ゴールデンキングス 

（沖縄バスケットボール

株式会社） 

ｂｊリーグ所属プロチーム 

パートナー多数 

野球 沖縄県野球連盟 

 

昭和 24年設立 

尐年野球、小学校、中学校、大学野球含む 

沖縄県高等学校野球連盟 昭和 31年設立 63校加盟 

市町村協力会 プロ野球10球団がキャンプを行っており、

各市町村に協力会がある 

韓国球団もキャンプを行っている 

空手 全沖縄空手道連盟 

沖縄県空手道連盟 

沖縄空手・古武道連盟 

沖縄県空手道連合会 

昭和 42年設立 27道場 

昭和 56年設立 136道場 

昭和 57年設立 40道場 

平成 5年設立 70道場 

ゴルフ 沖縄県ゴルフ協会 平成 6年設立 

ダイキンオーキッドレデ

ィス 

琉球放送スポンサー 

琉球ゴルフ倶楽部で毎年開催 

ボクシング 沖縄県アマチュアボクシ

ング連盟 

昭和 33年設立 

 

平仲ボクシングスクール

ジム 

「沖縄から世界へ」をスローガンにプロボ

クシング大会「ＭＵＧＥＮ」を開催 

マラソン 沖縄陸上競技協会 昭和 25年設立 

市町村主催 

NAHAマラソン 

おきなわマラソン 

各マラソン大会は市町村主催 

那覇市主催 

中部広域市町村圏事務組合、他主催 
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 なんぶトリムマラソン 单部広域市町村圏事務組合、他主催 

沖縄県ランナーズクラブ

連合会 

平成 2年設立 59チーム 

ビーチバレー 沖縄県ビーチバレー連盟  

沖縄製粉株式会社 第 12 回吉田カップビーチバレーオープン

トーナメント特別協賛 

ビーチサッカー ソーマプライア 

 

プロビーチサッカーチーム 

トレーニングウェアスポンサー多数 

イベントスポンサー多数 

アディダス ジャパン 

株式会社 

全日本空輸株式会社 

第5回全国ビーチサッカー大会（沖縄開催）

協賛 

トライアスロン 全日本トライアスロン宮

古島大会 

石垣島トライアスロン 

伊是名 88トライアスロン 

 

宮古島市、琉球新報社主催 

 

石垣市、他団体主催 

伊是名村、沖縄タイムス社主催 

 

主要大会の協賛 

JAL、JTA、コカコーラ 

チーム・ゴーヤー：「沖縄からオリンピッ

ク選手を」をスローガンに、エリートから

スクールまでを組織し、活動 

ロゲイニング NPO法人ホールアース 

研究所沖縄事務所 

ホールアース自然学校の沖縄事務所とし

て、エコツーリズム・環境教育・国際教育・

観光振興・企業 CSR等を行う環境コーディ

ネーター 

バレーボール サントリー株式会社 第 67回沖縄県マスターズバレーボール 

伊是名島大会特別協賛 

沖縄徳洲会病院 県内唯一の卖独企業職員チーム 

沖縄銀行チーム等は企業名のみで、選手は

社員以外もいる 

 

（５）県内のスポーツイベント 

  沖縄県内で行われた平成 22年のスポーツイベントを、スポーツと伝統運動文化、さら 

  には平成 21年度沖縄スポーツ・レクリエーション祭の 3つのカテゴリーに区分して 

  示すと、次ページ以降の表のようにまとめることができる。 

  これを見てわかるとおり、県内では現状でも様々なスポーツイベントが開催されて 

  いるが、その多くは地元向けのイベントであり、県外からの集客目的で開催されて 

  いるものは数尐ない。今後、県外からの集客を図るためには、広域での集客を図る 

  ことが可能なスポーツ（野球、サッカー、空手、ビーチスポーツ、マラソンなど）の 

  振興を図ることが必要である。 
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 ①スポーツ（2010 年） 

 1)1月～3月 

図表 12 県内で開催されるスポーツイベント（1月～3月） 

行　　　事 備　考　① 備　考　②
1月1日 第29回与那原町新春マラソン大会 東浜多目的広場 参加費：無料
1月1日 第4回单城市新春マラソン大会 单城市役所知念庁舎前広場 参加費：無料

2.5km（110人以上参加）、5km、1月2日 第32回今帰仁村新春ロードレース大会 今帰仁村総合運動公園
1月2日 琉球キングスホームゲーム 那覇市民体育館 観客：3,041人
1月3日 琉球キングスホームゲーム 那覇市民体育館 観客：2,523人

1月10日 第39回糸満市新春マラソン大会 西崎陸上競技場 参加費：無料
1月10日 第30回单風原町新春マラソン大会 黄金森陸上競技場
1月16日 第14回宮古島100kmウルトラ遠足 宮古島東急リゾート前 724人エントリー

1月16・17日 第3回久米島のんびりウォーク ホタルドーム

1月17日 第20回宮古島100kmワイドーマラソン大会 平良市陸上競技場
808人　（100km：365人、50km：
134人、 21km：309人）参加

1月17日 第31回海洋博公園全国トリムマラソン大会 国営海洋博記念公園（本部町） 5,834人参加

1月17日
第5回うるま市民新春ロードレース・トリム
マラソン大会

うるま市具志川総合
グラウンド

1月17日
第35回豊見城市新春健康マラソン
（ウォーキング）大会

豊崎にじ公園

1月17日 第1回美ら島オキナワCentury Run 2010
沖縄本島中北部
（恩納村他）

1,300人参加

1月17日 TENKAICHI fight
北谷町
天下一スタジアム

14人参加（7試合）

1月17日 第35回八重山毎日駅伝競走大会 市営陸上競技場 19チーム参加
1月22日 新日本プロレスEXCITING BATTLE in 沖縄2010

～社会福祉チャリティ大会～
沖縄県立武道館 観客：2,750人

1月24日 第8回石垣島マラソン大会
石垣市中央運動公園
陸上競技場

計2,901人エントリー
（フル：1,218人、ハーフ：808
人、   10km：875人）エントリー

1月30日 King of the Cage in 沖縄 2010「登竜門」 沖縄コンベンションセンター

1月31日 第15回視覚障害者マラソン沖縄大会 県立玉城尐年自然の家
計801人参加（マラソン、ウォー
ク：    伴走者と晴眼者を含む）

2月6日 第5回 鯨海峡とかしき島一周マラソン大会 渡嘉敷港
計844人エントリー
（ハーフ、10km、5km、3km）

2月6日 琉球キングスホームゲーム 沖縄コンベンションセンター 観客：2,614人
2月6・7日 第9回うらそえツーデーマーチ・てだこウォーク

2010
浦添運動公園 4,264人参加（4コース）

2月7日 琉球キングスホームゲーム 沖縄コンベンションセンター 観客：2,930人

2月13日 第1７回 竹富町やまねこマラソン大会 竹富町立上原小学校
第16回参加人数計:1448人
23K：540人、10K：813人、3K：95
人2月13日 ＪＩＣＡサッカースクール（FC琉球） 国際交流センター 約20人参加

2月14日 第５１回ＮＡＧＯハーフマラソン 名護市陸上競技場 2,225人エントリー
2月14日 第61回沖縄県民体育大会（冬季大会）

アイスホッケー
スポーツワールドサザンヒル 169人参加（北海道開催スキー含

む）2月14日 琉球かきだみし12 原点回帰
キックボクシングスーパーファイト

テンブスホール
2月20日 第4回「ゆいレール」健康ウォーキング 首里中学校グラウンド ※参加費　無料
2月20日 琉球キングスホームゲーム うるま市具志川総合体育館 観客：1,713人
2月21日 琉球キングスホームゲーム うるま市具志川総合体育館 観客：2,003人
2月21日 TENKAICHI Fight 北谷町 天下一スタジアム 20人参加（10試合）
2月28日 第11回ロマン海道伊良部島マラソン 平成の森公園 途中チリ大地震津波により途中中止

2月28日
第5回 豊見城市長杯ブローカートチャンピオン
シップ2009　一般の部、こどもの部

豊見城市豊崎地区
（ビーチ入り口）

3月5日～7日
第23回ダイキンオーキッドレディスゴルフ
トーナメント

琉球ゴルフクラブ 出場選手数108人

3月6日 ハンドボール第34回 日本リーグ
琉球コラソン VS 湧永製薬

沖縄県立武道館
3月6日 琉球キングスホームゲーム 沖縄コンベンションセンター 観客：2，503人

3月6・7日 第2回環金武湾ウォーキングフェスタ うるま市石川屋内運動場 5コース、計702人参加
※健康な方であれば、年齢、国籍

3月6・7日
第3回金武町長杯地球環境スポーツビーチ
サッカーフェスティバル大会

伊芸ビーチ

計36チーム参加（チャンピオンク
ラス：15チーム、フレンドリーク
ラス：12チーム、ジュニアクラス
9チーム）

3月7日 琉球キングスホームゲーム 沖縄コンベンションセンター 観客：2，715人
3月7日 うるずん八重山海びらき 石垣島底地ビーチ（石垣市） サバニレースなど

3月7日 第18回おきなわマラソン 沖縄県総合運動公園
計11,253人エントリー
（フル：9,362人、10km：1,891
人）3月7日 第19回辺野喜ダムトリムマラソン 辺野喜ダム（国頭村）

3月13日 琉球キングスホームゲーム 21世紀の森体育館（名護市） 観客：2，231人

3月13・14日
第１３回春季ソフトボール大会「ちゅーばー
リーグ」

読谷平和の森球場
計9チーム参加
（県内３チーム、県外６チーム）

3月14日 琉球キングスホームゲーム 21世紀の森体育館（名護市） 観客：1,940人
3月14日 第28回東村つつじマラソン大会 東村野外運動場
3月14日 第17回全沖縄県空手道選手権大会 那覇市民体育館
3月14日 歴史の道ウォーキング ハンタ道他（中城村）

3月20日 第6回東御廻い国際ジョイアスロンin单城市 あざまサンサンビーチ
サイクリング、ウォーキング、
スイミング   535人参加

3月20・21日 第18回 那覇市長杯争奪サッカー大会 奥武山陸上競技場
3月21日 JFL（FC琉球ホームゲーム） 北谷町陸上競技場

第3回くにがみトリムマラソン 国頭陸上競技
3月21日 第22回なんぶトリムマラソン 西崎総合運動公園（糸満市） 8,303人参加
3月21日 武道館尐年剣道大会 沖縄県立武道館
3月21日 WILD SEASAR主催「TENKAICHI Fight」 北谷町 天下一スタジアム 24人参加（12試合）

3月19日～21日 HAISAI　2010　in OKINAWA あざまサンサンビーチ 昨年度観客：12,000人
3月27日 琉球キングスホームゲーム 宜野湾市立体育館 観客：2,305人
3月28日 琉球キングスホームゲーム 宜野湾市立体育館 観客：2,585人
3月28日 第7回 沖縄県インディアカ選手権大会 沖縄県立武道館

第１３週
(3/22-3/28)

第６週
(2/1-2/7)

第７週
(2/8-2/14)

第８週
(2/15-2/21)

第９週
(2/22-2/28)

第１０週
(3/1-3/7)

第１１週
(3/8-3/14)

2010年（平成22年）

第１週
(1/1-1/3)

第２週
(1/4-1/10)

第３週
(1/11-1/17)

第４週
(1/18-1/24)

第５週
(1/25-2/1)

第１２週
(3/15-3/21)
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 2）4 月～6月 

 

図表 13 県内で開催されるスポーツイベント（4月～6月） 

行　　　事 備　考　① 備　考　②
4月2日 第５７回県高校野球春季大会（決勝） 北谷公園野球場 59校参加

4月4日 第10回あやはし海中ロードレース大会 うるま市与那城総合公園
ハーフマラソン、10km、3.8kmの
3部門計5,258人参加

4月4日 JFL（FC琉球ホームゲーム） 北谷町陸上競技場

4月4日 美ら島チャレンジトライアスロンｉｎ豊崎
２０１０アジアトライアスロン選手権大会Ｕ２３

豊崎美らＳＵＮビーチ ７種目に220人が出場

4月4日 MONSTER TROPHY in OKINAWA
ダーツ選手権

沖縄コンベンションセンター

4月4日 第9回 キッズアクアスロン大会 万座ビーチ（恩納村）

4月10日 第18回伊江島一周マラソン大会 ミースィ公園
計1,952人エントリー
（3km：850人、5km：193人、
10km：339人、ハーフ：570人）

4月10日 琉球キングスホームゲーム 沖縄コンベンションセンター 観客：3,122人

4月11日 琉球キングスホームゲーム 沖縄コンベンションセンター 観客：3,004人

4月11日 奥武山野球場落成記念高等学校野球大会
首里高等学校 vs 那覇高等学校　高等学校野球対

沖縄セルラースタジアム那覇 観客：8,000人

4月18日 JFL（FC琉球ホームゲーム） 北谷町陸上競技場

4月18日 第32回塩屋湾一周トリムマラソン大会 塩屋小学校 986人参加

4月18日 第26回全日本トライアスロン宮古島大会 宮古島全域（宮古島） 1,403人参加

4月18日 琉球かきだみし「大交易時代」 テンブスホール

4月18日 TENKAICHI Fight 北谷町 天下一スタジアム 20人参加（10試合）

4月23日～26日
第3回 金秀シニア沖縄オープンゴルフ
トーナメント2010

喜瀬カントリークラブ（名護
市）

計108人参加
（プロ：36人、アマ：72人）

4月24日 ＭＣＣSサッカークリニック（FC琉球） キャンプフォスター 約80人参加

4月24日 琉球キングスホームゲーム 那覇市民体育館 観客：2,568人

4月25日 琉球キングスホームゲーム 那覇市民体育館 観客：2,640人

4月25日 第7回ORCA残波岬駅伝大会 読谷村残波岬公園

4月25日 石垣ITUトライアスロンワールドカップ2010 石垣市登野城漁港 17カ国63人エントリー

4月25日 石垣島トライアスロン大会 石垣市登野城漁港

計1,724名エントリー（エイジ部
門：641人、一般のシチズン部
門：681人、リレー部門：3人1組
１3４チーム）

4月29日 JFL（FC琉球ホームゲーム） 北谷町陸上競技場

5月2日
美らSUN海びらきフェスティバル
ビーチサッカーPK大会

豊崎美らSUNビーチ

5月7・8日 ラフウォータースイム・ジャパンシリーズ
第1戦　「ラフウォータースイム・イン・小浜

はいむるぶし（小浜島） 4部門199人参加
2部門26チーム（1チーム3人）参

5月7・8日
第2回沖縄・うるま浜比嘉島オープンウォーター
スイムレース

浜比嘉島　うるま漁業
計111人、8チーム（1チーム4人）
参加

5月15日 新日本プロレス in Miyakojima
～社会福祉チャリティ大会～

宮古島市総合体育館 観客：1,900人

5月15日 プレーオフ2010 ウェスタン・カンファレンス
セミファイナル

那覇市民体育館

5月16日 プレーオフ2010 ウェスタン・カンファレンス
セミファイナル

那覇市民体育館

5月16日 JFL（FC琉球ホームゲーム） 北谷町陸上競技場

5月16日 Final TENKAICHI Fight 北谷町 天下一スタジアム 30人参加（15試合）

5月22・23日 第11回 ビーチバレー宮古島大会 宮古島市下地字与那覇前浜
ウインディまいばま（宮古島）

29ペア、24組（1組4人）参加

5月23日
糸満市観光農園ＣＵＰ争奪マウンテンバイク
フェスタ

糸満市観光農園特設会場 2歳から50代まで100人参加

5月23日 第１回奥武山カヌーフェスティバル 奥武山総合運動公園 約170人参加

5月29日 第20回 宜野湾～久米島ヨットレース 宜野湾港マリーナ～久米島兹城
港沖5月30日 JFL（FC琉球ホームゲーム） 北谷町陸上競技場

6月4日 第1回大人のためのサッカー講座（FC琉球） ティーダイン沖縄

6月5・6日 第３回ツール・ド・宮古島２０１０ 宮古島市下地公園 8～69歳：734人参加

6月6日 JFL（FC琉球ホームゲーム） 西原町陸上競技場

6月13日 JFL（FC琉球ホームゲーム） 北谷町陸上競技場

6月13日 第33回沖縄県社会人サッカー選手権決勝 沖縄県総合運動公園 21チーム参加からの決勝戦

6月13日
琉球拳闘伝 第9弾中城村青尐年チャリティー
ボクシング試合

北中城村民体育館

6月13日 Chatan Cup フットサルゲーム2010 北谷公園北谷ドーム

6月19日 ラフウォータースイム・ジャパンシリーズ
第2戦　「ラフウォータースイム・イン・座間

沖縄県座間味島 3部門で延べ458人が完泳

6月20日 琉球かきだみし「たっぴらかす！」 テンブスホール

6月20日 座間味シーカヤックレース 座間味島、阿嘉島、慶留間島

6月23日 ZERO1プロレス 沖縄サマーフェスタ SKY SLAM
PRO-WRESTLING SHOW

北谷公園北谷ドーム

6月25日 第2回大人のためのサッカー講座（FC琉球） ティーダイン沖縄

6月27日 第11回 ＯＲＣＡ 「THE EKIDEN」 奥武山運動公園

6月27日 JFL（FC琉球ホームゲーム） 北谷町陸上競技場

6月29・30日 プロ野球公式戦
横浜ベイスターズ vs 東京ヤクルトスワローズ

沖縄セルラースタジアム那覇 観客：計40,000人越え

6月30日～
7月11日

フリーダイビング世界選手権2010沖縄
真栄田岬沖・沖縄県総合
運動公園

20カ国100人参加

第２３週
(5/31-6/6)

第２４週
(6/7-6/13)

第２５週
(6/14-6/20)

第２６週
(6/21-6/27)

第１７週
(4/19-4/25)

第１８週
(4/26-5/2)

第１９週
(5/3-5/9)

第２０週
(5/10-5/16)

第２１週
(5/17-5/23)

第２２週
(5/24-5/30)

第１４週
(3/29-4/4)

第１５週
(4/5-4/11)

第１６週
(4/12-4/18)

2010年（平成22年）

第２７週
(6/28-7/4)
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 3)7月～9月 

 

図表 14 県内で開催されるスポーツイベント（7月～9月） 

行　　　事 備　考　① 備　考　②

7月2日～4日 第21回 日本最西端与那国島国際カジキ釣り大会
与那国町久部良漁港及び
近海

計69人参加
（トローリング、沖釣り、磯釣
り）

7月3・4日
琉球フットサルフェスタ2010 第1回トルシエカッ
プ
～沖縄最強決定戦～

沖縄セルラーパーク那覇

3日：235人（24チーム）参加
（初心者～中級者レベル）
4日：192人（20チーム）参加
（中級者レベル以上）

7月11日 JFL（FC琉球ホームゲーム） 北谷町陸上競技場
7月 第62回沖縄県民体育大会（夏季大会） 沖縄県 21年度参加人数：701名

水泳、ボート、セーリング、カ

7月11日 第20回サニツ浜カーニバル 下地町与那覇湾（宮古島）

1,300人参加（子供から大人ま
で）：
レディース綱引き、水中駅伝、浜
競馬、宮古角力、人間ばんば

7月11日 TENKAICHI Super Fight ～50th Anniversary～ コザミュージックタウン音市場 30人参加（15試合）
7月18日 JFL（FC琉球ホームゲーム） 西原町陸上競技場
7月18日 第92回全国高校野球選手権沖縄県大会決勝 北谷公園野球場 63校参加
7月18日 第3回ちゅらちゅらＣｕｐ 糸満市スーサイドポイント 定員：80人
7月18日 第9回八重瀬町パラグライダー大会 具志頭城址

7月18日
第2３回 ＹＯＵ・遊・比謝川 河童まつり
イカダ競争

嘉手納町屋良城跡公園

７月20日～
8月1日

サマー・ポニー・スクール むら咲むら（読谷）

7月24日 第33回 座間味ヨットレース 宜野湾（出発）／座間味島（到
着）（座間味島）7月25日 ゼスプリキウイ カップ 第16回ビーチバレー大会 西原マリンパーク砂浜 108チーム参加

第３１週
(7/26-8/1)

7月28日～
8月20日

美ら島 沖縄総体2010 沖縄県

観客：492,495人
選手、監督、役員等計35,000人
開催競技（29競技）
陸上競技（男女）、 体操（男
女）、 水泳（男女）、 バスケッ
トボール（男女）、バレーボール
（男女） 、卓球（男女）、 ソフ
トテニス（男女）、 ハンドボー
ル（男女）、サッカー（男）、
バドミントン（男女）、 ソフト
ボール（男女）、 相撲（男）、
ボート（男女）、 剣道（男女）
、レスリング（男）、 弓道（男
女） 、テニス（男女）、 登山
（男女）、 自転車競技（男）、
ボクシング（男）、 ホッケー
（男女）、 ウェイトリフティン
グ（男） ヨット（男女）、フェ
ンシング（男女）、 空手道（男
女）、 アーチェリー（男女） 、
なぎなた（女）、カヌー（男女）第３２週

(8/2-8/8)
8月8日

8月13日 JFL（FC琉球ホームゲーム） 沖縄市陸上競技場
8月15日 第20回ORCAロードパークふれあい駅伝 読谷村オキハム工場～名護市オ

リオンビール工場8月15日 第2回 沖縄キッズトライアスロン大会inうるま 海中道路ロードパーク 小中学生156人エントリー
8月15日 沖縄県ボディビル選手権大会 浦添てだこ大ホール

第３４週
(8/16-8/22)

8月20日 第3回大人のためのサッカー講座（FC琉球） ティーダイン沖縄 約20人参加

8月23日～
8月31日

サマー・ポニー・スクール むら咲むら（読谷）

8月28日 ワラビーバスケットクリニック（琉球キングス） 名護小学校体育館 市内5小学校の5・6年生約90人が参加

8月29日
第15回タイムス杯争奪 沖縄県サッカー選手権大
会決勝

西原町民陸上競技場

9月5日 第18回沖縄市ピースラン2010
平和の礎～
沖縄市平和モニュメント

9月5日 第44回聖火宿泊記念久志20ｋｍロードレース大会
名護市字嘉陽聖火宿泊記念碑前
～二見地内折り返し

9月11日
第35回ハンドボール日本リーグ2010～2011シーズ
ン　琉球コラソン vs 湧永製薬

浦添市民体育館

9月12日 TENKAICHI Super Fight and challenge
コザミュージックタウン
音市場

24人参加（12試合）

9月18日
第3回 やんばるドリームトライアスロン
in　KUNIGAMI　大会

くいなエコスポレク公園 239人参加

9月19日
沖縄タイムスプレゼンツ　ワラビーサッカー
スクール2010 第1回（FC琉球）

西崎親水公園10工区

9月19日 第３８回名護市長杯争奪大会（高校の部最終日） ２１世紀の森ラグビー場

9月22日 第４回大人のためのサッカー講座（FC琉球）
フットサルティーダイン
沖縄（豊見城市）

9月25日 JFL（FC琉球ホームゲーム） 沖縄市陸上競技場
9月26日 琉球拳闘伝　第１０弾 中城村民体育館
9月26日 第19回バウンドテニス大会 教育長杯 与那原小学校体育館 23人参加

第３８週
(9/13-9/19)

第３９週
(9/20-9/26)

第３０週
(7/19-7/25)

第３３週
(8/9-8/15)

第３５週
(8/23-8/29)

第３６週
(8/30-9/5)

第３７週
(9/6-9/12)

第２８週
(7/5-7/11)

第２９週
(7/12-7/18)

第２７週
(6/28-7/4)

2010年（平成22年）
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 4)10月～12月 

図表 15 県内で開催されるスポーツイベント（10月～12 月） 
行　　　事 備　考　① 備　考　②

10月2日 琉球キングスホームゲーム 沖縄コンベンションセンター 観客：2,504人
10月3日 琉球キングスホームゲーム 沖縄コンベンションセンター 観客：2,614人

第４１週
(10/4-10/10)

10月5日
第60回沖縄県高等学校野球秋季大会（決勝）
第127回九州地区高等学校野球大会沖縄県予選

沖縄セルラースタジアム
（那覇）

63校参加

10月11日 第5回 スポーツフェスティバルinなは
那覇市民体育館、首里石嶺プー
ル、漫湖公園市民庭球場

10月16日 JFL（FC琉球ホームゲーム） 沖縄市陸上競技場
10月16日 琉球キングスホームゲーム 那覇市民体育館 観客：2,340人

10月16・17日
ラフウォータースイム・ジャパンシリーズ
第5戦　「ラフウォータースイム・イン・宮古
島」

沖縄県宮古郡下地町 宮古島東
急リゾート前　前浜ビーチ

約700人参加

10月16・17日 第５回全国ビーチサッカー大会 宜野湾市トロピカルビーチ 12チーム参加
10月17日 琉球キングスホームゲーム 那覇市民体育館 観客：2,605人
10月17日 第10回 豊見城市バレーボール祭り 豊見城市立小中学校体育館

10月23日 第16回伊平屋ムーンライトマラソン
伊平屋村
（伊平屋島・野甫島）

計1,551人参加
（フル：236人、ハーフ：1,315
人）10月24日 第23回いぜな88トライアスロン大会 伊是名ビーチ 506人参加

10月24日 第34回東平安名崎タートルマラソン大会 宮古島市陸上競技場
計1,030人参加
（22.8ｋｍ、9km、4.8km、2km）

10月24日 第22回久米島マラソン2010 久米島町営仲里野球場
計1,492人     (島内：507人、県
内：429人、県外：556人）

10月27・28日 第32回 沖縄女子ゴルフ選手権
沖縄カントリークラブ
（西原町）

141人参加

10月30・31日
2010 JFAキッズサッカーフェスティバル
INうるま市

うるま市具志川総合運動公園
多種目球技場及び具志川ドーム

10月31日 第1回エコアイランド宮古島マラソン 宮古島市陸上競技場
10月31日 JFL（FC琉球ホームゲーム） 北谷町陸上競技場
10月31日 第9回糸満市長杯サーフィンコンテスト 糸満市米須海岸周辺

スーサイドクリフポイント
地元、県外、外国人参加

10月31日 格闘技の沖縄祭り2010 沖縄市武道館
11月 第62回沖縄県民体育大会（秋季大会） 沖縄県 21年度参加人数：9,294名

陸上競技、サッカー、テニス、バ
11月3日

沖縄タイムスプレゼンツ
2010ワラビーサッカースクール第2回in名護
（FC琉球）

２１世紀の森公園内ラグビー
サッカー場

10チーム（約170人）参加

11月6日 琉球キングスホームゲーム 沖縄市体育館 観客：2,340人

11月7日 第9回2010尚巴志ハーフマラソンin单城市 单城市佐敷シュガーホール前
計8,942人参加
（ハーフ、10ｋｍ、3ｋｍ）

11月7日 琉球キングスホームゲーム 沖縄市体育館 観客：2,531人
11月7日 JFL（FC琉球ホームゲーム） 北谷町陸上競技場
11月7日 TENKAICHI Super Fight コザミュージックタウン音市場 24人参加（12試合）
11月7日 第２回ワインカップパークゴルフ大会 糸満観光農園 約80人参加

11月11日 神のさと・单城ウォーク 单城市文化センターシュガーホー
ル11月13日 第18回日本最西端　与那国島一周マラソン大会 与那国中学校 350人

11月13日 第13回たらま島一周マラソン大会 多良間小学校
11月13日 琉球キングスホームゲーム 宜野湾市立体育館 観客：2,414人

11月13・14日 ツール・ド・おきなわ2010 名護市民会館スタート
大会関連イベント：一輪車競技大
会（小学生）計4,029人エント
リー11月13・14日 第23回单部忠平杯グラウンドゴルフ大会 宮古島市平良多目的前福運動場 488人参加

11月14日 琉球キングスホームゲーム 宜野湾市立体育館 観客：2,423人

11月14日 沖縄県ゆうあいスポーツ大会
沖縄県総合運動公園陸上
競技場

選手2,300人、ボランティア約250
人   参加

11月14日
PUMACUP２０１１第１６回全日本フットサル選手
権沖縄予選大会（最終日）

県総合運動公園体育館

11月15日 第34回沖縄県高等学校野球１年生中央大会 西崎総合運動公園（糸満市） 16校参加
11月20日 ピースペダル2010 名護市役所～宜野湾市民会館
11月21日 第21回中部トリムマラソン大会 沖縄県総合運動公園
11月21日 JFL（FC琉球ホームゲーム） 北谷町陸上競技場

11月21日 第3回美ら海ウォークラリー大会
西原町の海浜公園西原
マリンパーク

約180人参加

11月21日 石垣島アースライド2010 石垣市 舟蔵公園（児童公園) 402人参加

11月23日
琉球フットサルフェスタ２０１０
第２回 トルシエカップ　〜沖縄最強決定戦〜

フットサルティーダイン沖縄
定員：36チーム
計約400人（参加者、観客）

11月27日
第８９回全国高校サッカー選手権大会沖縄大会
（決勝）

西原町民陸上競技場 52校エントリー

12月4日 琉球キングスホームゲーム 宜野湾市立体育館

12月4日
第35回ハンドボール日本リーグ2010～2011シーズ
ン
琉球コラソンvsトヨタ紡織九州

東風平運動公園体育館

12月4日 沖縄タイムスプレゼンツ
ワラビーサッカースクール2010最終回！

コザ運動公園サッカー場

12月4・5日 第12回全国ふれあいパークゴルフ大会
くいなPG場＆
くにがみ鏡地PG場

第9回大会：172人参加

12月5日 琉球キングスホームゲーム 宜野湾市立体育館
12月5日 第26回ＮＡＨＡマラソン 那覇市奥武山運動公園 走者エントリーは26,417人

（県外や海外からの申込：11,55712月5日 第６回沖縄県ママさんフットサル選手権 嘉手納スポーツドーム 募集：6チーム

12月5日
ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル2010
with KIRIN  沖縄 セカンドステージ ｉｎ 嘉手納

嘉手納スポーツドーム 募集：12チーム

12月5日 2010年度 島尻ふれあい卓球大会冬季団体戦 与那原東小学校体育館

12月11日
第35回ハンドボール日本リーグ2010～2011シーズ
ン
琉球コラソンｖｓ大同特殊鋼

沖縄県立武道館

12月11日 琉球キングスホームゲーム 那覇市民体育館
12月11・12日 第23回名護・やんばるツーデーマーチ 名護市21世紀の森屋内運動場

12月11・12日
KBC学園杯争奪2010 第21回沖縄県女子サッカー
選手権大会

県総合運動公園サッカー・
ラグビー場、他

2008年度：24チーム参加

12月11・12日 第２５回ウィンターサッカーフェスティバル大会 奥武山陸上競技場、他
12月12日 琉球キングスホームゲーム 那覇市民体育館
12月12日 第22回ぎのわん車いすマラソン大会 宜野湾市海浜公園歓海門 第21回大会3部門計180人参加
12月12日 单城市健康づくりウォーキング大会 シュガーホール（佐敷）

12月12日
ヤンバルクイナカップ 第6回 沖縄県小学生
駅伝競走大会

国頭陸上競技場

12月18・19日
KBC学園杯争奪2010 第21回沖縄県女子サッカー
選手権大会

県総合運動公園サッカー・
ラグビー場、他

2008年度：24チーム参加

12月18・19日 第２５回ウィンターサッカーフェスティバル大会 奥武山陸上競技場、他
12月19日 第14回沖縄県市郡対抗女子駅伝競走大会 沖縄市営陸上競技場

12月19日
ジャパンラグビートップリーグ　第11節
福岡サニックスブルース vs サントリーサンゴリア
ス

県総合運動公園陸上競技場

12月26日 第8回漫湖公園6時間ラン＆ウォーク 漫湖公園

12月26日
ハイビスカスカップ第5回 全国小中学生ゴルフ
伊江島大会

伊江島カントリークラブ 第4回大会

第４５週
(11/1-11/7)

第４６週
(11/8-11/14)

第４２週
(10/11-10/17)

第４３週
(10/18-10/24)

第４４週
(10/25-10/31)

第５０週
(12/6-12/12)

第５１週
(12/13-12/19)

第５２週
(12/20-12/26)

2010年（平成22年）
第４０週

(9/27-10/3)

第４７週
(11/15-11/21)

第４８週
(11/22-11/28)

第４９週
(11/29-12/5)

 

出典：各種資料、WEBサイトより作成 
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②スポーツ（2011年：判明分） 

 

図表 16 県内で開催されるスポーツイベント（2011年判明分） 

行　　　事 備　考　① 備　考　②
1月1日 第30回与那原町新春マラソン大会 東浜多目的広場 参加費：無料

1月1日 第5回单城市新春マラソン大会 单城市役所知念庁舎前広場
参加費：無料
2.5km、5km、10kmコース
子供から高齢者まで参加

1月2日 琉球キングスホームゲーム 那覇市民体育館
1月2日 第33回今帰仁村新春ロードレース大会 今帰仁村運動公園
1月3日 琉球キングスホームゲーム 那覇市民体育館
1月9日 第31回单風原町新春マラソン大会 黄金森陸上競技場
1月9日 第40回糸満市新春マラソン 西崎陸上競技場
1月9日 第6回うるま市民新春ロードレース・トリムマラソン大会 具志川総合グラウンド

1月14日 「日本オープンゴルフ選手権競技」支援
県民ゴルフ大会

那覇ゴルフ倶楽部
1月15日 第15回2011宮古島100kmウルトラ遠足（とおあし） 宮古島東急リゾート前 定員：700名
1月15日 琉球キングスホームゲーム 宜野湾市立体育館
1月16日 琉球キングスホームゲーム 宜野湾市立体育館

1月15・16日 第4回久米島のんびりウォーク ホタルドーム

1月16日 第21回宮古島１００㎞ワイドーマラソン うえのドイツ文化村
定員：100km：500人、
50km：500人

1月16日 第36回豊見城市新春健康マラソン大会 豊見城市豊崎にじ公園
1月16日 第31回新春村民健康マラソン 北中城村立中央公民館
1月16日 第32回海洋博公園全国トリムマラソン大会 国営海洋博記念公園（本部町）
1月16日 第2回美ら島オキナワCentury Run 2011 沖縄本島中北部（恩納村他） 目標参加人数：2,500人

第４週
(1/17-1/23)

1月23日 第9回石垣島マラソン大会 石垣市中央運動公園

第５週
(1/24-1/30)

1月30日 第16回視覚障害者マラソン沖縄大会 沖縄県立玉城尐年自然の家

2月5日 第6回 鯨海峡とかしき島一周マラソン大会 渡嘉敷港
定員：ハーフ：500人、
10km：150人、5km：100
人、3km：150人2月5・6日 第10回うらそえツーデーマーチ・てだこウォーク2011 浦添運動公園

2月6日 第52回NAGOハーフマラソン 名護市営陸上競技場
2月12日 第35回ハンドボール日本リーグ2010～2011シーズン

琉球コラソンｖｓ大崎電気
沖縄市体育館

2月12日 第18回 竹富町やまねこマラソン大会 竹富町立上原小学校
定員：23km：600人、
10km：800人、3km：100人

2月12日 琉球キングスホームゲーム 沖縄コンベンションセンター
2月13日 琉球キングスホームゲーム 沖縄コンベンションセンター
2月19日 第35回ハンドボール日本リーグ2010～2011シーズン

琉球コラソンｖｓ トヨタ車体
宮古島市総合体育館

2月20日 第19回おきなわマラソン 沖縄県総合運動公園
2月26日 第35回ハンドボール日本リーグ2010～2011シーズン

琉球コラソンｖｓ北陸電力
沖縄市体育館

2月26日 琉球キングスホームゲーム 那覇市民体育館
2月27日 琉球キングスホームゲーム 那覇市民体育館
2月27日 第7回国際ジョイアスロンin单城
2月27日 第12回 ロマン海道・伊良部島マラソン

3月5・6日 第３回環金武湾ウォーキングフェスタ うるま市石川屋内運動場
※健康な方であれば、年
齢、国籍を問わず、誰で
も参加可能

3月初旬 第24回 ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント 琉球ゴルフクラブ（予定）
3月5日 琉球キングスホームゲーム うるま市具志川体育館
3月6日 琉球キングスホームゲーム うるま市具志川体育館

3月13日
3月中旬 第14回春季ソフトボール大会「ちゅーばーリーグ」 読谷平和の森球場

3月19・20日 HAISAI 2011 in OKINAWA 单城市知念　あざまサンサンビーチ
3月20日 第23回なんぶトリムマラソン 糸満市西崎総合運動公園
3月26日 琉球キングスホームゲーム 沖縄県総合運動公園
3月27日 琉球キングスホームゲーム 沖縄県総合運動公園
4月2日 琉球キングスホームゲーム 那覇市民体育館
4月3日 琉球キングスホームゲーム 那覇市民体育館
4月3日 第11回あやはし海中ロードレース大会 うるま市与那城総合公園
4月9日 第19回伊江島一周マラソン大会

4月10日
4月16日 琉球キングスホームゲーム 沖縄市体育館
4月17日 琉球キングスホームゲーム 沖縄市体育館
4月17日 石垣ITUトライアスロンワールドカップ2011 石垣市登野城漁港

4月17日 石垣島トライアスロン２０１１ 石垣市登野城漁港

参加募集人員は一般参加
のエイジ部門が1,250人、
3人で3種目を分担するリ
レー部門が150組で、計
1,700人

4月17日 第33回 塩屋湾一周トリムマラソン大会

第１７週
(4/18-4/24)

4月24日 第27回全日本トライアスロン宮古島大会 宮古島市 定員1,500人

第１４週
(3/28-4/3)

第１５週
(4/4-4/10)

第１６週
(4/11-4/17)

第８週
(2/14-2/20)

第９週
(2/21-2/27)

第１０週
(2/28-3/6)

第１１週
(3/7-3/13)

第１２週
(3/14-3/20)

第１３週
(3/21-3/27)

2011年（平成23年）

第１週
(12/27-1/2)

第２週
(1/3-1/9)

第３週
(1/10-1/16)

第６週
(1/31-2/6)

第７週
(2/7-2/13)

 

出典：各種資料、WEBサイトより作成 
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 ③伝統運動文化（エイサー、サバニレース、ハーリー、闘牛など） 

 

図表 17 県内で開催される伝統運動文化（1月～6月） 

行　　　事 備　考　① 備　考　②

1月1日 新春北部大闘牛大会 今帰仁村営闘牛場
闘牛
観客数：約800人

1月2日 新春大闘牛大会 うるま市石川多目的ドーム
闘牛
観客数：約1,800人

1月3日 南部闘牛組合新春大闘牛大会 うるま市石川多目的ドーム
闘牛
観客数：約1,200人

1月23・24日 闘牛ｘエイサー夢のコラボ うるま市石川多目的ドーム 闘牛、エイサー
1月29・30日 闘牛ｘエイサー夢のコラボ うるま市石川多目的ドーム 闘牛、エイサー

2月14日 旧正月大闘牛大会 うるま市石川多目的ドーム
闘牛
観客数：約2,200人

3月6日 闘牛ｘエイサー夢のコラボ うるま市石川多目的ドーム 闘牛、エイサー

3月7日 準全島闘牛大会 うるま市石川多目的ドーム
闘牛
観客数：約2,000人

3月14日 春祭り大闘牛大会 うるま市石川多目的ドーム
闘牛
観客数：約1,200人

3月21日 春分の日大闘牛大会 うるま市石川多目的ドーム
闘牛
観客数：約600人

3月28日 本部闘牛大会 本部町の多目的広場闘牛場
闘牛
観客数：約500人

4月25日
２０１０海フェスタｉｎ名護
第１回帆かけサバニレースｉｎやんばる

名護市２１世紀の森ビーチ サバニレース、17チーム出場

5月2日 G・W祭☆与勝闘牛大会 うるま市石川多目的ドーム
闘牛
観客数：約600人

5月3日～5日 ゴールデンウィーク 第36回那覇ハーリー 那覇港新港ふ頭（那覇市）
ハーリー
3日間で21万人来場

5月9日 第９３回春の全島闘牛大会 うるま市石川多目的ドーム
闘牛
観客数：約4,000人

5月中旬 春の全島闘牛大会 ゆかり観光闘牛場（名護市） ｳｼｵｰﾗｾｰ

5月23日 石川大闘牛大会 うるま市石川多目的ドーム
闘牛
観客数：約500人

5月30日 具志川花形大闘牛大会 うるま市石川多目的ドーム
闘牛
観客数：約700人

6月12日 旧暦5月4日前後 大兼久ハーリー 大兼久海岸（大宜味村） ハーリー
6月13日 旧暦5月4日前後 海神祭 浦底漁港（宮古島市） ハーリー

6月12・13日 2010エイサーナイト 沖縄市役所庁舎前広場 エイサー　両日：計7団体参加
6月15日 旧暦5月4日 糸満ハーレー 糸満漁港 ハーリー
6月15日 旧暦5月4日 名城ハーリー 北名城ビーチ（糸満市） ハーリー
6月15日 旧暦5月4日 石垣市爬龍船競漕大会 石垣市 ハーリー
6月15日 旧暦5月4日 海神祭（パーリー） 伊江村 ハーリー

6月15日 旧暦5月4日 奥武島海神祭 奥武島海岸（南城市）
ハーリー　60チーム参加
観客：約2,000人

6月15日 旧暦5月4日 港川ハーレー 港川漁港 ハーリー
6月15日 旧暦5月4日 全島角力大会 港川漁港 沖縄角力
6月15日 旧暦5月4日 阿波連ハーリー 阿波連ビーチ（渡嘉敷村） ハーリー
6月15日 旧暦5月4日 海神祭船越屋ハーリー 伊原間船越漁港（石垣市） ハーリー
6月15日 旧暦5月4日 細崎ハーリー祭 細崎漁港（竹富町小浜島） ハーリー
6月15日 旧暦5月4日 白浜海神祭 白浜港新桟橋（竹富町西表島） ハーリー
6月15日 旧暦5月4日 与那国町海神祭爬龍船競漕大会 久部良漁港 ハーリー
6月15日 旧暦5月4日 伊江村海神祭 伊江港（伊江村） ハーリー
6月15日 旧暦5月4日 鳥島ハーリー 鳥島漁港（久米島町） ハーリー
6月15日 旧暦5月4日 儀間ハーリー 儀間漁港（久米島町） ハーリー
6月15日 旧暦5月4日 真泊ハーリー 真泊漁港（久米島町） ハーリー
6月15日 旧暦5月4日 前兼久ハーリー 前兼久漁港（恩納村） ハーリー
6月15日 旧暦5月4日 海神祭 佐良浜漁港（宮古島市） ハーリー
6月15日 旧暦5月4日 白保ハーリー 白保東海岸船着き場（石垣市） ハーリー

6月15日 旧暦5月4日
爬竜舟競漕（鳥島ハーリー・儀間ハーリー・
真泊ハーリー）（久米島）

鳥島漁港・儀間漁港・真泊漁港
御願ハーリー、本バーリー
体験ハーリー、職域対抗レース

6月20日 旧暦5月4日以降 喜屋武ハーリー 喜屋武漁港（糸満市） ハーリー
6月20日 旧暦5月4日以降 馬天ハーリー 馬天港（南城市） ハーリー　44チーム参加
6月20日 旧暦5月4日以降 海野ハーリー 海野漁港（南城市） ハーリー
6月20日 旧暦5月4日以降 第23回嘉手納ハーリー大会 嘉手納漁港（嘉手納町） ハーリー　83チーム参加
6月20日 旧暦5月4日以降 海神祭 大神漁港（宮古島市） ハーリー
6月20日 旧暦5月4日以降 辺土名ハーリー大会 辺土名海岸(国頭村） ハーリー
6月20日 旧暦5月4日以降 うるま市ハーリー大会（与那城地区・屋慶名） 屋慶名港湾内 ハーリー
6月20日 旧暦5月4日以降 うるま市ハーリー大会（与那城地区・平安座） 平安座南港湾内 ハーリー
6月20日 旧暦5月4日以降 うるま市ハーリー大会（与那城地区・伊計） イチュクマの浜 ハーリー
6月20日 旧暦5月4日以降 うるま市ハーリー大会（与那城地区・桃原） 桃原区漁港内 ハーリー

6月20日 父の日大闘牛大会 うるま市石川多目的ドーム
闘牛
観客数：約2,500人

6月26日 真謝稲穂祭・角力大会　（久米島） 真謝菩薩堂 沖縄角力
6月26日 第３回　こどもニライハーリー 北谷町フィッシャリーナ整備用地 ハーリー

6月26・27日 第4回　北谷ニライハーリー 北谷町フィッシャリーナ整備用地 ハーリー
6月27日 第８回はごろもハーリー競漕 宜野湾漁港（宜野湾市） ハーリー
6月27日 海神祭 宮国地区博愛漁港（宮古島市） ハーリー

旧暦６月15､17 旧6月 綱引き（ウンナー） 伊是名村 チナヒチ

2010年（平成22年）
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図表 18 県内で開催される伝統運動文化（7月～9月） 

行　　　事 備　考　① 備　考　②

7月3・4日 第11回 サバニ帆漕レース 座間味島
サバニ
39艇（クルー381人）参加

7月4日 旧暦5月4日以降 うるま市ハーリー大会（勝連地区・比嘉） 比嘉港湾内 ハーリー
7月4日 第10回 サバニ帆漕レース 古座間味ビーチ～那覇港防波堤沖 競船
7月4日 第27回 万座ハーリーフェスティバル 万座ビーチリゾート ハーリー
7月4日 第26回 読谷村ハーリー大会IN宇座海岸 読谷村　字座（うざ）海岸 ハーリー　65チーム参加

7月第2日曜日 運天の海神祭（ハーリー） 運天漁港（今帰仁村） ハーリー
7月10日 2010エイサーナイト コザ・ミュージックタウン エイサー　3団体参加
7月11日 2010エイサーナイト 東南植物楽園 エイサー　4団体参加
7月11日 旧暦5月4日以降 うるま市ハーリー大会（勝連地区・浜） 浜漁港内 ハーリー
7月17日 2010エイサーナイト コザ・ミュージックタウン エイサー　3団体参加

7月17・18日 第22回糸満ふるさと祭り＆第12回エイサーinいとまん 西崎陸上競技場 エイサー
7月17・18日 第33回 浦添てだこまつり 浦添運動公園 エイサー

7月17・18日 第24回 シーポートちゃたんカーニバル 北谷公園サンセットビーチ
ハーリー、イカダ障害物競漕、エイ
サー2日間観客数：計72，00人

7月18日 旧暦5月4日以降 うるま市ハーリー大会（勝連地区・平敷屋） 平敷屋港湾内 ハーリー
7月18日 第22回 糸満ふるさと祭り・第12回エイサーinいとまん 西崎陸上競技場 エイサー
7月18日 第36回 本部海洋まつり 谷茶（たんちゃ）公園、渡久地港 ハーリー

7月24日 第3回豊見城ハーリー大会（豊崎フェスタ2010）
豊崎海浜公園多目的中広場
豊崎美らＳＵＮビーチ

ハーリー
27団体約450人

7月24日 2010エイサーナイト コザ・ミュージックタウン エイサー　3団体参加

7月25日 第22回 全沖縄子どもエイサーまつり 豊崎ビーチ
エイサー
9団体（市内外より）約400人が出場

7月25日 第1回うるま市石川ハーリー大会 石川漁協周辺 ハーリー
7月31日 2010エイサーナイト コザ・ミュージックタウン エイサー　3団体参加
7月下旬 本部海洋まつり 大浜多目的広場・港（本部町） ハーリー

8月 旧７月盆後の初亥 古宇利島の海神祭（ハーリー） 古宇利漁港（今帰仁村） ハーリー

8月第1土・日曜日 今帰仁村まつり
今帰仁の駅・そーれ横広場
（今帰仁村）

ライブや琉舞・伝統芸能のステー
ジ、小学生のちびっ子相撲、小学
校女子対抗綱引き、闘牛

7月30～8月1日 8月上旬〜 一万人のエイサー踊り隊 那覇市国際通り（那覇市）
エイサー　4,500人参加者
観客：90,000人

7月31日・8月1日 2010 久米島まつり 久米島ふれあい公園
手話ダンス、盆踊り、エイサー
ストリートダンス、沖縄角力大会、
Hula

8月1日 2010エイサーナイト マックスバリュー泡瀬店 エイサー　4団体参加
8月1日 夏祭りin那覇 2010 一万人エイサー踊り隊 国際通り エイサー
8月1日 第32回 名護市市長杯争奪戦全島職域ハーリー大会 ハーリー

8月1日 屋慶名闘牛大会 うるま市与那城の屋慶名闘牛場
闘牛
観客数：400人

8月4日 旧暦６月２５日 となき祭り（綱引き“カシキー”） 渡名喜漁港前広場 チナヒチ
8月5日 儀間志良堂蔵角力大会 儀間志良堂蔵（久米島） 沖縄角力
8月6日 南謝門角力大会 字謝名堂　南謝門　（久米島） 沖縄角力

8月7・8日 第28回 与那原まつり・与那原大綱曳 御殿山（うどぅんやま）青少年広場
チナヒチ
観客：15,000人

8月7・8日 第8回 沖縄こどもの国エイサー夏まつり 沖縄こどもの国
エイサー
両日計26団体参加

8月8日 夏の全島闘牛大会 うるま市石川多目的ドーム
闘牛
観客数：2,000人

8月14日 第11回金武町青年エイサーまつり（第31回 金武町まつり） 金武町営グランド エイサー
8月14日 第11回 いぜな尚円王まつり ハーリー等
8月14日 2010エイサーナイト コザ・ミュージックタウン エイサー　3団体参加
8月14日 嘉手納町青年エイサーまつり 嘉手納町陸上競技場 エイサー

8月15日 2010エイサーナイト
中部ファーマーズマーケット
（ちゃんぷる～市場）

エイサー　4団体参加

8月15日 第22回 飛衣羽衣カチャーシー大会 宜野湾海浜公園多目的広場
カチャーシー
募集：100人（個人）、22団体
（1団体20人以上）

8月25日 嘉手納町エイサーまつり 嘉手納町新町通り エイサー

8月28・29日
南城市長杯争奪職域ハーリー大会
（奥武島うみんちゅ祭り２０１０）

ハーリー

8月29日 平成22年度北中城村青年エイサーまつり エイサー

8月29日
旧暦：7月15後の
最初の亥の日

塩屋湾のウンガミ（海神祭） 競船

8月29日 読谷村青年エイサーまつり 読谷村平和の森球場 エイサー
8月29日 西銘エイサー・角力大会 旧西銘闘牛場 エイサー、沖縄角力
8月29日 奥武島うみんちゅ祭り南城市長杯ハーリー大会 ハーリー

8月29日 昭和32年生旧盆闘牛大会 うるま市石川多目的ドーム
闘牛
観客数：1,500人

9月3日 旧盆後の土日 第55回 沖縄全島エイサーまつり コザ総合運動公園 エイサー
9月4日 第21回 名護市青年エイサー祭り 名護陸上競技場 エイサー

2010年（平成22年）
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図表 19 県内で開催される伝統運動文化（9月～12月） 

 

行　　　事 備　考　① 備　考　②
9月11日 第5回　久米島全島エイサーまつり イーフ情報プラザ駐車場 エイサー

9月11・12日 旧暦7月 第5回うるま市エイサーまつり
うるま市与那城総合公園陸上競技
場

エイサー
観客数：昨年度約40,000人

9月11・12日 旧盆後の土日 第46回 青年ふるさとエイサー祭り 奥武山野球場
エイサー
11日：18団体参加
12日：15団体参加

9月12日 仲地全島角力大会 仲地農村公園 沖縄角力
9月12日 沖縄爬竜舟フェスティバル 糸満漁港内（サザンビーチホテル前） 爬竜舟　80チーム参加

9月13日 第9回うらそえ青年祭 浦添運動公園陸上競技場
エイサー
参加者：350人余
観客：3,500人

9月18・19日 第18回 なは青年祭 新都心公園 獅子舞棒術
9月18日 闘牛ｘエイサー夢のコラボ うるま市石川多目的ドーム 闘牛、エイサー

9月18～20・23日 サバニ 青い海にサバニでGO 美々ビーチいとまん サバニ　定員16人

9月19日 第5回青年芸能フェスタin南城 南城市玉城グスクロード公園
エイサー、カチャーシー、
港くり節、玉城獅子舞

9月19日
毎年旧暦８月15日
にもっとも近い日曜
日

安里の綱引き 八重瀬町 綱引き

9月19日 宜野湾闘牛大会 うるま市の石川多目的ドーム
闘牛
観客：約500人

9月22日 旧暦：8月15日 糸満大綱引き 糸満ロータリー
チナヒチ
参加者数：約45,000人

9月22日 南大東村豊年祭 大東神社 沖縄角力
9月22日 字兼城獅子舞－村あしび－ 字兼城公民館前広場 獅子舞
9月22日 旧暦８月15・16日 友寄・東風平の獅子舞 八重瀬町 獅子舞

旧盆明け 読谷村青年エイサーまつり 平和の森球場 エイサー　約600人参加
9月22・23日 大東宮祭2010 北大東島 沖縄角力

9月23日 旧暦８月16日 真栄里大綱引き 真栄里メーミチ広場 チナヒチ

9月26日 第25回全島獅子舞フェスティバル 石川運動場
５市村７地域の獅子舞
観客数：約4,000人

9月26日 南城市長杯帆掛サバニレース2010 あざまサンサンビーチ サバニレース　23槽出場
１０月中旬 10月10日近辺 那覇まつり／那覇大綱引き 国際通り チナヒチ
10月10日 第40回 那覇大綱挽 久茂地交差点 チナヒチ

10月16日 うるま祭り闘牛大会 うるま市石川多目的ドーム
闘牛
観客：約3,000人

10月16日 エイサー今昔物語 沖縄市野外ステージ
エイサー
観客数：300人

10月16・17日 第5回 うるま祭り あげな闘牛場 闘牛

10月23日 今帰仁村総合まつり闘牛大会 今帰仁村営闘牛場
闘牛
観客：約700人

10月23・24日 沖縄ドラゴンボートレース2010　爬龍杯 國場川
ドラゴンボート
11チーム（1チーム20人）参加

10月31日 読谷祭り闘牛大会 読谷村むら咲むら闘牛場
闘牛
観客：約1,200人

旧暦9〜10日 西表島の節祭（しち） 祖内（前泊海岸） 競漕

10月下旬 古宇利大橋開通記念全島ハーリー大会
古宇利港湾、古宇利橋詰広場
（今帰仁村）

ハーリー

9月26日 第25回全島獅子舞フェスティバル 石山運動場（うるま市）
獅子舞
観客：4,000人

11月3日 琉球王朝祭り首里 鳥堀 旗頭演舞
11月6・7日 第46回石垣島まつり 真栄里公園 角力　闘牛
11月6・7日 第36回 読谷まつり エイサー、獅子舞

11月14日 第９４回秋の全島闘牛大会 うるま市石川多目的ドーム
闘牛
観客：約4,000人

11月22日
第8回糸満市長杯帆掛（フーカキ）サバニ走せー
（ハラセー）大会

美々ビーチいとまん
サバニ
参加：10チーム

11月27日 闘牛ｘエイサー夢のコラボ うるま市石川多目的ドーム 闘牛、エイサー
11月27日 沖縄国際カーニバル 2010 コザゲート通り・胡屋十字路付近 国際大綱引き

11月28日 宜野湾闘牛大会 うるま市石川多目的ドーム
闘牛
観客：約500人

12月12日 闘牛ｘエイサー夢のコラボ うるま市石川多目的ドーム 闘牛、エイサー
1月22日 杜の賑わい・沖縄 沖縄コンベンションセンター 旗頭、エイサー

2010年（平成22年）

 
出典：各種資料、WEBサイトより作成 
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 4)平成 21年度 沖縄県スポーツ・レクリエーション祭 

  県内では、県民を対象としたスポーツ・レクリエーションイベントとして、 

  「沖縄県スポーツ・レクリエーション祭」を開催している。 

 

図表 20 平成 21年度 沖縄県スポーツ・レクリエーション祭 

開催日 種目 会場名 参加数 観客数 合計
1 10月11日 パークゴルフ くいなパークゴルフ場（国頭村） 92 20 112
2 10月11日 チュックボール 名護市21世紀の森体育館（名護市） 100 30 130
3 10月17日 民踊 名護市21世紀の森体育館（名護市） 362 10 372
4 10月18日 太極拳 沖縄県立武道館 120 25 145
5 10月18日 3B体操 西原町民体育館（西原町） 168 32 200

6 10月17日
ターゲット・バード
ゴルフ

宜野座村松田区農民広場 36 15 51

7 11月8日 ビーチバレー 西原きらきらビーチ 125 80 205
8 10月25日 ローンボウルズ うるま市具志川ドーム 56 30 86
9 10月10日 グラウンド・ゴルフ うるま市具志川総合グラウンド 298 30 328
10 10月18日 ゲートボール 沖縄市かりゆし園ゲートボール場 160 25 185
11 11月1日 ソフトバレーボール 沖縄県立武道館アリーナ 250 50 300
12 10月25日 バウンドテニス うるま市具志川総合体育館 30 15 45
13 10月11日 ラージボール卓球 うるま市石川体育館 98 10 108
14 11月1日 タグ・ラグビー 県総合運動公園蹴球場 300 300 600
15 10月25日 ソフトテニス 北谷公園庭球場 160 100 260
16 10月18日 フェンシング 金武町営体育館 21 14 35
17 10月18日 バドミントン 県総合運動公園体育館 86 50 136
18 10月18日 自転車競技 豊見城市豊崎地区特設集会コース 114 250 364
19 11月8日 フライングディスク 宜野湾多目的広場 135 0 135
20 10月11日 カヌーポロ 北谷町公園水泳プール 30 35 65
21 10月25日 ヒューストン 県総合運動公園レクドーム 193 15 208
22 10月25日 チャレンジ・ザ・ゲーム 県総合運動公園レクドーム 317 100 417

23 10月25日
ユニカール、スカット
ボール

県総合運動公園レクドーム 120 0 120

24 10月25日
ダイナミックドッヂ
ボール

県総合運動公園レクドーム 351 256 607

25 11月3日 トランポリン 県総合運動公園体育館サブアリーナ 70 40 110
26 10月25日 スローイングバー 県総合運動公園レクドーム隣森の広場 60 0 60

27 10月18日
シニア・古希ソフト
ボール

沖縄市サブグラウンド 120 80 200

28 10月25日 ボウリング サラダボウル 264 120 384
29 10月11日 シニアサッカー 沖縄県総合運動公園サッカー場 700 200 900
30 10月11日 インディアカ 浦添市民体育館 200 80 280
31 10月25日 弓道 県立奥武山弓道場 168 30 198
32 10月18日 なぎなた 県立武道館第2錬成道場 114 120 234
33 10月18日 テニス 奥武山庭球場 371 100 471
34 10月18日 フォークダンス 那覇市立仲井真小学校体育館 86 5 91
35 10月18日 パラグライダー 中城モールビーチ 15 30 45
36 10月24日 沖縄角力 糸満市西崎陸上競技場内すもう場 59 30 89
37 10月10日 沖縄歩こう会 沖縄県総合運動公園 27 0 27
38 10月10日 シャフルボード 沖縄県総合運動公園 20 10 30
39 10月25日 パドルテニス 八重瀬町東風平運動公園体育館 90 20 110
40 10月18日 柔道 沖縄県立武道館 300 200 500
41 10月11日 真美健康体操 宜野湾市勤労青尐年センター 122 0 122
42 10月25日 キンボール 那覇市民体育館 368 200 568

6,876 2,757 9,633合          計  

出典：沖縄県体育協会資料 
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３．モデル事業の実証と沖縄におけるスポーツ･ツーリズムの振興の課題 

 

   本年度、沖縄県では、沖縄に適合したスポーツ・ツーリズムの推進を目的とし、 

  スポーツを核に民間等が主体的に取り組むイベントや旅行メニューの開発、プロモー 

  ション、IT活用による情報発信等の各種プロジェクトについて企画提案を公募し、 

  審査の結果合格したプロジェクトをモデル事業として認定し、人件費、事業費などの 

  支援を行った。 

  （「スポーツ・ツーリズム推進事業（モデル事業実施業務）」） 

  その結果、以下の 11プロジェクトがモデル事業として選定された。（実施日項） 

   ①第１回エコアイランド宮古島マラソン（平成 22年 10月 31日） 

   ②マリンピック in 沖縄プレ大会（平成 22年 10月 30日～31日） 

   ③ロゲイニング（平成 22年 11月 21日首里、平成 23年 2月 5～6日名護、 

    3月 5 ～6日石垣） 

   ④美ら島オキナワ Century Run 2011（平成 23年１月 15日～16日） 

   ⑤サッカーキャンプ誘致と冬季サッカーリーグの開催（平成 23年 1月～2月末） 

   ⑥はだし観光アイランドプロジェクト「ビーチライフｉｎ沖縄」（平成 23年 3月） 

   ⑦古宇利島マジックアワ－ＲＵＮ ｉｎ 今帰仁村（平成 23年 3月 12日） 

   ⑧Athlete Vacance OKINAWA（平成 23年 3月 20日～26日） 

   ⑨ECO SPIRIT RIDE in 单城市（平成 23年 3月 19日） 

   ⑩バスケットボールキャンプアイランド沖縄（平成 23年 3月 20日～24日） 

   ⑪プロ野球 OBによる尐年尐女野球キャンプ招聘（平成 23年 3月 22日～25日） 

 

  スポーツ・ツーリズムが沖縄で定着するためには、上記の「リーディング・プロ 

  ジェクト」の成功がまず第一歩となる。そこで、本調査では、モデル事業となった 

  もののうち、2月末までに実施した（一部実施中を含む）事業に関し、実施主体や 

  実際に来訪したチーム等にヒアリングを行い、今回のモデル事業の評価と今後の 

  展開に向けた課題の抽出を行った。 

 

 （１）第 1回エコアイランド宮古島マラソン 

  第 1回エコアイランド宮古島マラソンは、平成 22年 10月 30～31日（30日は選手受付 

  とエコ記念植樹のみ）に開催された。2日間のスケジュールは以下の通りである。 

   平成 23年 10月 30日（土） 

    14:00～19:00 選手受付（宮古島市総合体育館） 

    14:00～    エコ記念植樹 

 

   平成 23年 10月 31日（日） 

    07:15     選手集合 

    07:45     開会式 



 24 

    08:00     フルマラソンの部スタート 

    09:00     ハーフマラソンの部スタート 

          ＊招待選手：土佐礼子氏、市河麻由美氏 

    15:30～    ふれあいパーティ（宮古島市総合体育館中庭） 

 

  マラソン大会は、宮古島市陸上競技場を発着点として行われ、当日は、1,413人が出場 

  した。なお、申込人数、および県外申込数の実績値、さらに地域別申込数は、下記の 

  通りである。全体の申込人数、県外申込数とも、実績は目標を上回り、当初見込んだ 

  効果が現れたものと推察される。 

   ①申込人数：：当初目標 1,600人、実績 1,605人（男子 1,122人、女子 483人） 

         ＊招待選手 2名を含む 

   ②県外申込数：当初目標 478名、実績 491名 

    フルマラソン 274名、ハーフマラソン 207名 合計 491名 

    男女別 男子 フルマラソン 191名 ハーフマラソン 102名 

        女子 フルマラソン  83名 ハーフマラソン 105名 

 

図表 21 第 1回エコアイランド宮古島マラソン地域別参加者数 

所在地域 
フル 

マラソン 

ハーフ 

マラソン 
合計 

北海道 2 7 9 

東北（青森、岩手、秋田、宮城、福島、山形） 4 1 5 

関東（東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、

群馬、山梨） 

164 122 286 

東海（愛知、静岡、岐阜、三重、長野） 26 15 41 

北陸（石川、富山、新潟、福井） 4 3 7 

関西（大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山） 30 28 58 

中国（広島、岡山、山口、鳥取、島根） 16 6 22 

四国（香川、愛媛、徳島、高知） 2 3 5 

九州（福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島） 27 14 41 

沖縄県内 539 585 1,124 

合  計 813 792 1,605 

出典：第 1回エコアイランド宮古島マラソン報告書 

 

   また、本大会は、通常のマラソンと異なり、「エコ」を旗印に大会運営を行った。 

  実際に、大会では、以下のようなエコの取り組みが見られた。 

   ①マラソン先導車に電気自動車を使用 

   ②スタッフ車両に E3燃料車・電動スクーターを使用 
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   ③パーティ会場では炭化装置トイレの設置、リユースカップ、皿の使用 

   ④環境活動として、ランナーと市民参加の植樹祭を開催 

  今後の課題としては、参加者の目標値達成の実現はもちろん、事業として継続性を 

  持って実施できるか（事業の自立性の実現）である。また、今年実施した「エコ」 

  活動以外に毎年何か一つ新たな「エコ」を加えていくような工夫も検討することが 

  望まれる。 

 

 （２）マリンピック in 沖縄プレ大会（平成 22年 10月 30日～31日） 

  マリンピック in 沖縄プレ大会は、マリンスポーツの総合大会を開催することで、 

  「観るスポーツ」「するスポーツ」「支えるスポーツ」の 3つの側面からマリンスポー 

  ツ普及を行うことで、スポーツ観光の目的を達成したいという考え方に基づいて実施 

  したものである。主催者の想定では、国内観光の振興、インバウンドの拡大、地域 

  活性化、環境教育推進などの効果を見込んで行われた。 

   マリンピック in 沖縄プレ大会は、9月下旬から 11月下旬にかけて実施されたが、 

  メインイベントは 10月 30日～31日に行われた。会場は、沖縄本島、渡嘉敷島、石垣 

  島、久米島、西表島、宮古島にわたり、10月 30日～31日のメインイベントは糸満市 

  の美々ビーチいとまんで行われた。 

   競技は、競技スポーツ部門と生涯スポーツ部門に分かれ、全体で 849名の参加が 

  あった。県内と県外の内訳は、県内 487名、県外 362名であった。また、参加者の 

  年齢は幅広く、最年尐は 6歳、最年長は 81歳であった。 

 

図表 22 マリンピック in 沖縄プレ大会競技別参加者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「マリンピック in 沖縄プレ大会」報告書 

 

   当日は、台風のため、いとまん美々ビーチで行う予定だったイベントは中止となっ 

  てしまったが、前夜祭、さらには当日の競技は予定通り実施された。ただし、シー 

  カヤックについては、波が高いためコースの難度が上がったため、安全確保を優先し、 

  コース変更を行うなどで対処した。 

 

競技スポーツ部門 参加人数 生涯スポーツ部門 参加人数 

スノーケリング 99 スクーバ･ダイビング 360 

ライフセービング 67 スノーケリング 76 

ビーチバレー 52 シーカヤック 72 

ビーチサッカー 109 マレットゴルフ 14 

小 計 327 小 計 486 
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スノーケリングの参加者(左)と現地の様子(右) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シーカヤック(左)とビーチサッカー（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライフセービング（左）とフリッパー競技（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「マリンピック in 沖縄プレ大会」報告書 

 

 （３）ロゲイニング（平成 22年 11月 21日首里、平成 23年 2月 5～6日名護） 

   ロゲイン(ROGAINE)は、ロゲイニング(ROGAINING)とも呼ばれ、オーストラリア 

  発祥の大規模スコアオリエンテーリングのような競技である。主にオーストラリア、 
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  アメリカ、カナダなどで盛んに行われ、チェコでも世界選手権が開催されるなど盛ん 

  なようである。しかしながら、競技が行われている国は非常に尐なく、日本では 2002 

  年に長野県菅平高原にて開催されたのが最初といわれている。（日本ロゲイニング協会 

  WEBサイトを元に作成） 

   今回、沖縄におけるロゲイニング普及のために、3月までの間に大会が 3回開催され 

  ることになっており、11月 21日は首里で、2月 5～6日には名護でそれぞれ大会が 

  開催された。 

 

 ①首里大会 

  首里大会は、1時間半の読図クリニック（地図読み講習会：コンパスの使い方や地図 

  の読み方の基本を学び、その後ミニゲームを行った。大会は制限時間 3時間で行わ 

  れた。当日の参加チームと参加者数は、以下の通りである。 

  ・参加チーム：54チーム 

        （一般男子：２、一般女子：２、一般混合：12、ファミリー：38） 

  ・参加者数 ：220名 

         （大人 140名、子ども（15歳以下）80名） 

 

 ②名護大会 

  名護大会は、2月 5日～6日の 2日間にかけて実施された。この大会については、委員 

  会委員（寺田委員）および事務局（県、KNT沖縄、三菱総合研究所）も様子を視察し 

  た。（視察メンバー5名：ST(Sports Tourism)クラブという名称で大会にも参加）なお、 

  当日は 50チーム以上、200名ほどが参加し、腕を競い合った。 

 

  2月 5日 

   読図クリニック（ロゲイニングで使う地図(左)と屋外でのミニゲーム(右)） 
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前夜祭の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：名護市内の自治会の会館を使い、自治会の方々の手料理を頂いた。また、伝統芸能の披露（左）、読

図クリニック講師の田島利佳氏（現在、国内のロゲイニングシリーズ戦で女子総合トップのアスリー

ト）が参加した世界大会の様子の説明（右）があった 

 

  2月 6日 

 競技開始前のガイダンス(左)と競技直前に渡された地図と得点表を前に作戦会議（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 競技開始の合図(左)と指定されたポイントで指定のポーズで証拠写真を撮る参加者 
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指定された撮影場所で撮った証拠写真を提出(左)と表彰式（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

撮影：スポーツ・ツーリズム戦略構築検討委員会事務局 

 

  今後は、ロゲイニングという競技の楽しさの情報発信力を高めるとともに、事業と 

  しての自立化を徐々に図ることが望まれる。また、この競技の特徴の一つである 

  読図は、小学校の教育の場でも活用ができることから、今後県内の学校の教育プロ 

  グラムの一つに組み込むなどして県内の参加者も増やす、といった展開も考えられ 

  る。 

 

 （４）美ら島オキナワ Century Run 2011（平成 23年１月 15日～16日） 

  美ら島オキナワ Century Run 2011は、亜熱帯気候に属する沖縄ならではのスポーツに 

  適した気候、自然、地元の島人（しまんちゅ）のホスピタリティの魅力を最大限に 

  活かすため、沖縄の冬の定番スポーツイベントとして、サイクリングによる新たな 

  観光誘客を実施するものである。 

   このイベントは、昨年度トライアルとして開催され、一定の成果を収めたことから、 

  今回本格的な実施をしたものである。ただし、温暖な気候や魅力ある自然以外に他の 

  エリアのサイクリングイベントと差別化をはかるため、国際色豊なイベントへと成長 

  することを目指し、インバウンド誘客のプロモーションに力を入れて事業に取り組ん 

  だ。 

  具体的には、以下の 3点である。 

 ①インバウンド向け旅行商品造成：自転車ブームの台湾や韓国に対して、現地の旅行 

  代理店と連携しセンチュリーランオフィシャルツアーを造成させ集客を図った。 

 ②誘客プロモーションの実施  ：国内外におけるイベントの告知とインバウンド 

  誘客に関して、造成した商品を現地媒体や WEB を活用し広く参加を募った。また、 

  台湾、韓国において大会の PR を実施したほか、韓国の関係者を招いたファム 

  トリップを実施した。 
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 ③参加者サービスの向上    ：多言語表記による案内板やコース看板の設置と 

  多言語対応のスタッフを配置し、外国人参加者でも走りやすい環境を構築した。 

  自転車輸送のコストや持参する不便を感じている参加者向けの便宜を図った 

  （レンタサイクルメーカーの協力により実施） 

  競技は、以下のスケジュールで実施された。 

   1月 15日（土） 

    13:00～20:00 選手受付 

    17:00～18:30 開会式、走行説明会 

 

   1月 16日（日） 

    08:45     選手集合 

    08:45～09:00 開会式 

    07:00     センチュリーコース（100mile=160km）をはじめ 4コースが 

           時間差でスタート 

    16:00～19:00 後夜祭 

 

  大会はセンチュリーコース（100mile=160km）をはじめ 4コースが実施された。 

 ①センチュリーコース（100mile＝約 160km） 

  ・全長約 160km、今大会のメインコースであり、東シナ海に架かる『古宇利大橋』 

   と太平洋に浮かぶ島々を繋ぐ『海中道路』を走破するコース。 

 ②古宇利島・桜ロードコース（約 100km） 

  ・通行無料の架橋としては日本最長（約 2km）の『古宇利大橋』と、日本一早く 

   開花する桜の花が咲く山道を走行するコース。 

 ③海中道路・嘉手納コース（約 100ｋm） 

  ・大小様々な離島を繋ぐ沖縄ドライブのメッカ「海中道路」と嘉手納基地が一望 

   できるスポットを走行するコース。 

 ④ハイサイ残波コース（約 50km） 

  ・「むら咲むら」での観光体験プログラムを組み込んだ、誰でも楽しめるサイク 

   リングエントリー向けのコース。 

 

  当日は、前年の参加者数（1,280名）より 225名多い 1,505人が出場した。コース別に 

  みると、半数以上の 52％（784名）がセンチュリーコース、次いで古宇利島・桜ロ 

  ードコースが 32％（487名）、海中道路・嘉手納コースが 9％（136名）、ハイサイ 

  残波コースが 7％（98名）の項であった。 

  年代別の参加者は 30 代～40 代の参加者が中心で、全体の 1/3近くを占めた。また、 

  今回のスポーツイベントの特徴として掲げた韓国と台湾からの参加者については、 
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  韓国から 7名、台湾から 27名の参加があった。一方、国内については、県外と県内の 

  参加者の割合でみると、全体の 55.7％が県外からの参加者であり、44.3％の参加者が 

  県内参加者であった。 

 

 ①参加者数 ：当初目標 2,500人、実績 1,505人（男子 1,229人、女子 258人） 

 ②県外申込数：海外参加者数 100名、実績 86名 

 

図表 23 美ら島オキナワ Century Run 2011地域別参加者数 

所在地域 参加者数 

北海道 15 

東北（青森、岩手、秋田、宮城、福島、山形） 6 

関東（東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬） 425 

甲信越（山梨、長野、新潟） 10 

東海（富山、福井、岐阜、静岡、愛知） 86 

関西（大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山） 116 

中国・四国（広島、岡山、山口、鳥取、島根、香川、愛

媛、徳島、高知） 

31 

九州（福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島） 59 

外国人 86 

沖縄県内 667 

不明 4 

合  計 1,505 

出典：美ら島オキナワ Century Run 2011事業実施報告書 

 

  また、本イベントのリピーター率は 27.7％となっており、参加者の 1505 名の参加者 

  のうち 1090 名が新たな参加者であった。 
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総合受付                 安全走行会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メーカー自転車の試走ブース          スタート時の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

走行中の様子                 ゴールの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：美ら島オキナワ Century Run 2011事業実施報告書 
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 （５）サッカーキャンプ誘致と冬季サッカーリーグの開催（平成 23年 1月～2月末） 

  サッカーキャンプ誘致と冬季サッカーリーグの開催は、文字通り、プロサッカー 

  チームの春季キャンプの誘致と、誘致したチームと JFLの FC琉球を含めたチームでの 

  サッカーのプレシーズンマッチを行うことを目標とするものである。その結果、プロ 

  サッカーチームの春季キャンプは、Ｊ1のサンフレッチェ広島とＪ2のジェフ千葉、 

  ファジアーノ岡山、横浜 FCの 4チームと中国のプロサッカーチームである大連実徳の 

  合宿誘致が実現した。このうち、ジェフ千葉から沖縄でのキャンプについてヒア 

  リングを行ったところ、下記の結果を得た。 

 

 ①沖縄キャンプの評価（課題も含めて） 

  1)沖縄キャンプの選手評価はどうか 

  ・現在キャンプを張っている石垣については、ホテルとピッチとの距離が尐し離れて 

   はいるが、ピッチの状態は非常によく選手から好評である。このピッチは、JFA監修 

   で作っていることもあるだろう。 

  2)キャンプ地として評価できるところと、課題と思われるところはどのような点か 

  ・石垣島内には、今のキャンプ地以外に同じ水準の施設はないので、他のチームは 

   合宿に来ていない。このため、試合を行うため那覇に来ざるをえない。 

 

 ②沖縄県内のサッカーキャンプ施設、ピッチの評価 

  ・沖縄県内には今のJFA基準でサッカーができる場所が尐ない。つまり、ピッチを 

   105m×68mとることができない。また、グランドのクオリティの面から見てもレベル 

   に達していないし、芝生の養生ができる人材がいない。現在、サンフレッチェ広島 

   やファジアーノ岡山が合宿しているが、そのほかの施設は現状では厳しい。その 

   意味では、宮崎県は優れている。宿泊施設に難があるが、施設整備が非常に進んで 

   いる。ピッチの状態も良い。 

  ・沖縄の場合のもうひとつの課題は、芝生の種類である。夏芝から冬芝への張替え 

   （オ－バ－シ－ズ）にはかなりの費用がかかる（約300万円）が、それも課題である。 

  ・今帰仁村にあるベルパライソは横浜マリノスをはじめとしたチームが合宿を行って 

   いたが、2002年の大分を最後に合宿するチームはない。 

   というのも、施設が古くなっている上、ピッチの状態が良くないため、長期間合宿 

   をするには不向きだからである。 

 

 ③キャンプ地選定のポイント 

  ・キャンプ地を選定する際の一つのポイントは、ジムやプールの有無である。この 

   ほか、シャワールーム、ロッカー、マッサージ室などの付帯施設が整備されている 

   かどうかもキャンプ地を選定する際の重要なポイントとなる。 
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  ・トルコ（アンタリヤ：ジェフ千葉は2005～2008年にかけてアンタリヤで合宿をおこ 

   なっていた）では、ホテル側が設置したピッチが機能的に良くできているだけで 

   なく、500人くらいのスタンドの下にロッカールームを配するなどといった配慮 

   （施設整備）がなされている。 

  ・ホテルの装備として、客室のネット環境は必須ではない。ただし、広間など、選手 

   が集まれる場所にはネット環境が必要である。ネットは、選手がブログやスカイプ 

   を使用するためにネットへのアクセスができる環境を求めるが、そのために部屋の 

   中にまでネット環境を整える必要はない。むしろ、部屋に閉じこもっているのでは 

   なく、部屋を出て、大広間でスカイプへのアクセスをする方が望ましい。特に、 

   春のキャンプシーズンは選手の入れ替えが多く、新チーム結成にとって重要な時期 

   なので、この時期に選手同士のコミュニケーションをとることができる機会を多く 

   持つために、部屋のネット環境をわざとないようにすることも一手である。 

    また、J2のファジアーノ岡山からは、以下のような指摘を受けた。ファジアーノ 

   岡山は、前年まで大分県別府市で合宿をしていたが、今年初めて沖縄でキャンプを 

   実施した。 

 

 ①沖縄に来た理由 

  ・これまでキャンプは別府で実施していた。医療環境には非常に恵まれていたが、尐々 

   寒いことから、沖縄に来た。グアムと沖縄では実施費用に大きな違いはないが、 

   海外キャンプはなかなかスポンサーの理解を得にくいうえ、現状のグアムのキャン 

   プ候補地はガンバ大阪が優先してピッチを使うことができるので、沖縄とした。 

 

 ②キャンプ地で重視している点と現状の評価 

  ・重要視しているのは、ピッチの芝の状態と医療環境、ホテルが近いことの 3点で 

   ある。 

   ピッチの芝は、夏芝のままになっていてこれでは 5段階の 2（よく見ても）である。 

   人工芝よりはまだ良いが、結構厳しい。ピッチに若干色をつけて緑に見せている。 

   選手にとっては、ピッチの芝は最も重要な要素であり、その点は残念である。 

  ・一方、良かったのは、2面が横並びで取れることで、一度に指示を出せ、様子を伺う 

   こともできることである。 

  ・医療環境は、別府ほどではないが、MRIなどが整った病院も近くにあるので、大きな 

   問題はない。 

  ・ホテルは、ピッチから 30分程度（渋滞すると 40分近くかかる）のところにある。 

   キャンプを張るにはこの時間距離が限界だろう。 

  ・食事やホテルの環境については問題ない。チームの栄養士とホテルのシェフとで 

   綿密な打合せができたので、選手たちからも概ね好評である。なお、チームに 

   よっては、ホテルのサービスとして洗濯をお願いしているところもあるが、我々は、 

   選手が自分で洗濯をしている。今のところチームのクラブハウスがないため、普段 
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   でも自分たちで洗濯をしており、キャンプ中だけは洗濯を外部の人がしてくれると 

   いうことはしないようしている。 

  ・現在のホテルで満足度の高い設備は温浴施設である。サウナなどで血管を拡張 

   させた後に、それを冷水につけることで血管を急激に縮小させ老廃物を外に出す 

   ことが早めの疲労回復につながる。現在宿泊しているホテルではそれができている 

   のは非常に良い。 

 

 ③サッカー選手と野球選手の違い 

  ・野球選手の場合、キャンプ中でも自由な時間を持つゆとりがあるようだが、サッカ 

   ーの場合は、それは全くない。選手は概ね 22時には就寝し、翌日 6時には起床・ 

   ランニングをしている。 

   先日のアジアカップの際もテレビを見ていたものはいなかった。 

   また、練習の合間はほとんど体を休めることが多く、その意味でも、ホテルと 

   練習場が近い方が望ましい。 

  ・朝のランニングコースについては、現在のホテル周辺はコンクリートが多いが、 

   本来は 選手の足の負担を考慮し、芝生や土が望ましい。 

 

 ④今後の要望 

  ・芝の状態はもちろんだが、コーンのように安価でも、一つ一つが一定の重量物は、 

   できるだけ グランド管理者側が備品として準備願いたい。 

   岡山から沖縄に移動の際には、航空機搭載の為 荷重調整が大変であった。 

 

ファジアーノ岡山のキャンプの様子 
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岡山から持ってきたコーン         チーム歓迎ののぼりと横断幕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

撮影：スポーツ・ツーリズム戦略構築検討委員会事務局 

 

   今後の課題としては、短期的対応としてピッチの整備（冬芝の整備）が、まず 

  急務である。沖縄は気候が温暖ではあるが、今年のように寒い冬となる場合は夏芝 

  のピッチを提供することはなかなか難しい。また、ピッチの整備は芝生を張るだけ 

  でなく、維持管理も重要な要素となるため、人材が必要である。このため、芝生の 

  整備費用とともに、人件費の確保も必要である。また、上記の写真にある如く 

  コーンに代表されるような「最低限の備品」は用意しておく必要がある。 
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４．スポーツを誘因とした観光市場の動向 

（１）スポーツ別参加率の動向 

  スポーツ別に見た国民の参加状況を、全国レベルで統計を取っている「レジャー白 

  （公益財団法人日本生産性本部）のデータで見ると、以下の通りである。 

 

 ①性別による参加率の動向は比較的近似している 

  ・スポーツ別の参加率を見ると、増減の傾向は類似している。 

 ②手軽に行うことができるスポーツの人気が高まっている。 

  ・ジョギング、マラソン、体操、サイクリング、サイクルスポーツ、トレーニング、 

   フィールドアスレチックなどの人気が近年高まっている。 

 ③自分のペースで、自己目標を設定することができるスポーツの人気が高まっている 

  ・集団でするスポーツよりも自分のペースで楽しむことができるスポーツの人気が 

   高まっている。 

 

図表 24 性別余暇活動参加率の推移(卖位：％) 

 

資料：レジャー白書 2010（公益財団法人 日本生産性本部）より作成 

注 ：数字の太字は、平成 17年、19年、21年と参加率が伸びているスポーツ 

 

 

スポーツ名 

男性 女性 

平成 

17年 

平成 

19年 

平成 

21年 

平成 

17年 

平成

19年 

平成 

21年 

ジョギング、マラソン 22.2 24.9 34.4 16.3 16.5 20.7 

体操（器械を使わないもの） 14.7 14.5 23.7 26.9 24.1 33.7 

トレーニング 13.8 15.0 24.0 7.0 11.1 14.1 

キャッチボール、野球 18.8 15.9 17.9 4.1 4.8 4.3 

サイクリング、サイクルスポーツ 9.8 10.8 20.5 7.1 7.4 9.3 

サッカー 11.4 9.8 10.1 1.7 1.8 3.0 

バレーボール 3.7 4.4 6.7 5.8 5.2 7.1 

バスケットボール 5.1 4.8 6.4 2.2 2.6 4.3 

柔道、剣道、空手などの武道 3.6 2.8 4.2 0.7 1.0 1.3 

ゴルフ（コース） 17.3 12.6 15.9 2.6 2.6 3.3 

スキンダイビング、スキューバダイビング 0.8 1.8 1.7 1.1 1.3 1.7 

サーフィン、ウィンドサーフィン 2.5 1.7 0.9 0.7 0.6 0.4 

フィールドアスレチック 2.2 2.7 4.0 2.4 2.4 2.9 
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（２）スポーツ別・地域別参加率の動向 

 沖縄におけるスポーツ・ツーリズムを促進させるためには、沖縄観光の主要市場である 

 北関東、首都圏、近畿圏、九州における参加率の高さも重要な要素のひとつである。 

 レジャー白書 2010（公益財団法人 日本生産性本部）をもとに、（１）で示したスポーツ 

 のうち、本県において今後ツーリズムの振興を目指すスポーツの動向を見ると、下表の 

 通りである。 

 

図表 25 地域別参加率の状況(平成 21年)     卖位：％    

スポーツ名 

全 

 

体 

北 

関 

東 

東 

 

京 

千 

 

葉 

埼 

 

玉 

神

奈

川 

愛 

 

知 

滋賀 

・ 

京都 

大 

 

阪 

兵 

 

庫 

福 

 

岡 

ジョギング、マラソン 27.4 22.2 34.7 23.4 32.2 22.8 24.0 26.4 27.4 22.0 24.6 

体操（器械を使わないもの） 28.8 29.0 28.6 29.8 32.2 25.9 27.4 33.6 36.5 32.5 33.6 

トレーニング 18.9 13.6 25.0 17.0 15.0 19.0 20.7 20.0 22.6 19.5 23.0 

キャッチボール、野球 10.9 10.2 15.9 13.5 9.4 11.2 12.8 7.3 8.4 11.4 5.7 

サイクリング、サイクルスポーツ 14.8 19.9 19.2 14.9 17.8 14.7 12.3 16.4 16.8 8.1 13.9 

サッカー 6.4 5.1 9.4 7.8 6.7 7.3 7.3 6.4 2.7 8.9 4.9 

バレーボール 6.9 6.8 6.8 3.5 7.2 4.7 8.9 7.3 5.8 5.7 1.6 

バスケットボール 5.3 5.1 7.1 3.5 6.1 6.0 6.1 8.2 3.1 4.1 4.1 

柔道、剣道、空手などの武道 2.7 4.0 3.6 2.1 2.8 1.7 2.8 3.6 2.2 2.4 2.5 

ゴルフ（コース） 9.4 14.2 13.6 11.3 11.1 6.5 10.6 7.3 6.2 6.5 3.3 

スキンダイビング、スキューバダイ

ビング 

1.7 2.3 3.2 － 2.2 3.0 2.8 － 1.8 1.6 － 

サーフィン、ウィンドサーフィン 0.6 1.1 1.9 － 0.6 1.3 1.1 － 0.4 － 0.8 

フィールドアスレチック 3.5 2.3 5.2 7.1 1.1 3.9 5.0 1.8 3.1 3.3 1.6 

 

資料：レジャー白書 2010（公益財団法人 日本生産性本部）より作成 

注 ：％の着色部分は全国平均以上のもの、数字の太字は最も高い参加率となっている地域を示している。 

 この表を見てわかるように、沖縄県の地域特性を活かしたスポーツ･ツーリズムのテーマ 

 （スポーツ）の多くは、沖縄観光の主要市場である地域において全国平均よりも参加率 

 が高く、沖縄におけるスポーツ・ツーリズムで実施するスポーツへの理解、参加が期待 

 できる。 

  なお、地域別で見ると、ジョギングやマラソンは首都圏、サイクリング、サイクル 

 スポーツは首都圏・近畿圏、サッカーは、首都圏・中部圏・福岡、空手は、首都圏・ 

 中部圏といったように、地域によりスポーツに対する参加率に違いが見られる。 

 このため、対象とするスポーツに応じて、プロモーションの手法に工夫を凝らすことで、 

 効率的、効果的な集客を実現することが期待される。 
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（３）スポーツ観戦市場の動向 

 （１）、（２）同様、レジャー白書 2010（公益財団法人 日本生産性本部）をもとに、 

 スポーツ観戦市場（テレビは除く）参加率を示すと、下記の通りである。 

 Jリーグ（J1）やプロ野球のチームを持っていることが必ずしも参加率（観戦率）の 

 高・低には結びついていない。 

 

図表 26 地域別参加率の状況(平成 19～21年)     卖位：％ 

 

資料：レジャー白書 2008～2010（公益財団法人 日本生産性本部）などから作成 

注 1：％の着色部分は、過去３年間全国平均以上の都県を示している。 

注 2：Jは J1、野はプロ野球、Bは JBL、Wリーグ、Bjリーグのチームがあることを示している。なお、（ ）

内は該当するチーム数（2010年シーズン）を示している。 

 

地 域 
参加率 

備 考 
平成 19年 平成 20年 平成 21年 

北関東 8.3 14.5 20.5 B 

東京 15.8 16.6 28.2 J、野（2）、B（3） 

千葉 15.7 16.1 21.3 J、野、B 

埼玉 13.3 17.7 23.3 J（2）、野、B 

神奈川 20.1 17.8 25.9 J（2）、野、B 

新潟 14.0 12.5 12.9 J、B 

静岡 15.3 13.7 23.3 J（2）、B（2） 

愛知 16.3 15.4 29.1 J、野、B（6） 

滋賀・京都 10.7 11.8 20.9 B（2） 

大阪 16.6 13.5 24.8 J（2）、野、B（2） 

兵庫 10.0 17.8 30.1 J、野 

福岡 21.6 13.4 21.3 野、B 

全体 15.3 14.8 23.5  
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５．日本国内外の先進的取り組み 

  ここでは、沖縄におけるスポーツ・ツーリズムの振興の参考となる事例を国内外に 

 取り上げ、具体的な取り組みと、沖縄での展開において参考となる事頄を取りまとめる 

 ことにする。 

  国内の事例として、新潟（アルビレックス）、宮崎（野球、サッカー、ラグビーキャン 

 プ）を、海外の事例としてはトルコ（アンタリヤ）、オーストリア（イルドニング）を 

 取り上げることにする。 

 

（１）国内の先進的取り組み 

 ①新潟（アルビレックス） 

  国内の参考事例として取り上げた、新潟（アルビレックス）は、今や国内のスポーツ 

 関係であれば知らない人はない存在となっている。サッカーをはじめ、スキー、プロ 

 バスケットボール、野球、チアリーディング、そして来年からは日本航空女子バスケッ 

 トボールチームが廃部になるのを受け、その受け皿を買って出るなど、様々なスポーツ 

 活動を展開している。 

  もともと、新潟県におけるスポーツは、スキーが知られていたが、それ以外となると 

 全国で目立った成績を収めることはほとんどなかった。それが、今日では全国から注目 

 されるスポーツ王国へと変貌を遂げたのである。しかも、こうしたスポーツの試合観戦 

 の為に、全国から多くのファンが詰め掛けており、その展開は、沖縄県が目指すスポ 

 ーツ・ツーリズムの先進事例に相応しいものといえる。 

  そこで、本調査では、新潟県のスポーツ振興の核として活躍しているアルビレックス 

 と、競技施設の側面から支える新潟県に対してヒアリングを行い、その結果を取り 

 まとめた。 

 

 a.地域活性化の手法としてスポーツを核とした展開を志した理由 

  もともとは、2002年のワールドカップサッカーの誘致を行うことから始まっている。 

 当初は卖独開催だったが、韓国との共催になったことで、国内の開催場所が絞り込まれ 

 ることになったが、当時の日本サッカー協会の会長が地域バランスを考慮し、日本海側 

 にも会場があるべきとし、新潟が候補として残ることとなった。 

  ちょうどその頃、長野オリンピックが行われ、開催後の施設利用が課題であるという 

 ことが言われていたので、サッカースタジアムの施設利用で Jリ－グのチームがあれば 

 スタジアムを使うことになるということになり、それであれば、Jリ－グを目指そう 

 （プロサッカーチームがその地域にあることがワールドカップサッカーの会場要件）と 

 いうことになり、チームを作ることとあわせて取り組むこととなった。 

 

 b.クラブチームのサポーターの輪を広げていくために留意している点、苦労している点 

  アルビレックス新潟のサポーターシステムの理念、やり方は FCバルセロナから学んで 

  いる。FCバルセロナでは、地域型スポーツクラブとしていろいろな競技へのサポート 
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  をしており、ソシオ（サポーター）と呼ばれる会員が 16万人存在する。いろいろな 

  競技をサポートすることで、子どもたちのスポーツの選択肢に広がりができるという 

  メリットがある。県外は、関西と郡山（アルビレックス新潟の母体となる専門学校が 

  ある）、東京にあるほか、各県の県人会の中にもサポーターの組織がある。 

   現在は、個人会員が 1万人、法人会員が 1,200社にのぼり、年間 1.5億円の会費 

  収入がある。このうち、1億円はクラブに寄付してもらうことになっている。新潟には 

  プロ野球チームがないので、今のところ大きな問題はないが、プロ野球チームとプロ 

  サッカーチームの両方を持っている地域では、個人サポーターの獲得やスポンサーの 

  獲得が難しいと聞いている。 

 

 c.取り組むスポーツの取捨選択の判断基準の有無 

  特に取捨選択をしてはいないが、アルビレックスの場合、各スポーツが独立した 

  経営ができることを前提としているため、取り組むかどうかは、経営的に成り立つか 

  否かが判断基準となる。 

 

 d.新潟県の観光振興の視点としての活動の有無 

  アウェーチームのサポーターに来てもらいやすくするよう、JRに新幹線の増便をお願 

  いしている（同様の動きは、JEF千葉の場合もある。JEF千葉は、メインスポンサーの 

  うちの 1社が JR東日本のため、サポーターが割安で会場に来られるようなチケットの 

  販売をしている。） 

   また、新潟の場合、川崎フロンターレの試合の際には、観戦後に新潟周辺の温泉に 

  泊まり、翌日山古志村の観光を楽しむなど、「サッカー観戦＋観光」という動きも 

  生まれ始めている。 

 

 e.アルビレックスが関わっているスポーツの人材育成 

  常に、良い選手を発掘して育てていくということをしなければ、生き残っていけない。 

  このため、サッカーの場合は、U21、U19、U16あたりの若者世代を育てるように 

  心がけている。 

  （注：この一年でトップチームの主力メンバーは半数が国内外に移籍したことから、 

     若年層の獲得に方針を切り替えた。） 

  また、社内の人材育成については、JSC（ジャパン・サッカー・カレッジ：NSGグルー 

  プが運営しているサッカーの専修学校）や新潟医療福祉大学の出身者などが入社して 

  いて、一定の人材確保・育成ができている。 

 

 f.新たなスポーツの取り込み方針 

  子どもたちのスポーツの選択肢をこれからも広げていくことが重要である。特に、 

  女子のスポーツは、サッカーの女子ワールドカップの成績（準優勝）などを考える 

  と、今後もっと盛んにすることが大切である。 
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 g.アルビレックス新潟の練習場の建設経緯 

  日韓ワールドカップサッカーの余剰金（3.2億円）と関係自治体（新潟県、新潟市、 

  聖篭町で 1.6億円）の支出を併せ、計 4.8億円で整備された。練習場は、天然芝 3面、 

  人工芝 2面、クラブハウス、フットサル場、選手寮などから構成されている。（なお、 

  チームが管理・運営しているのは、天然芝 2面とクラブハウス、選手寮で、他施設は 

  NPO法人の管理運営） 

  この場所は、もともとはサッポロビールが新規に工場とビール園を建設する予定で 

  5万坪を購入したものの、実際にはビール園（現在はカフェとして、選手・関係者や 

  クラブハウスへの来訪者等の食事処となっている）だけ作ったところで建設計画がス 

  トップしたため、アルビレックス新潟が土地を借りる形で整備を行った。 

 

図表 27 アルビレックス新潟の練習場（全景） 
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アルビレックスの練習場の様子 

      天然芝グランド            フットサルコート 

 

 

サブグランド兹トレーニングコース       室内トレーニング施設（一般の利用可） 

 

出典：全ページを含めいずれもアルビレックス新潟 WEBサイト 

 

 h.サッカーチームのキャンプと沖縄でのキャンプの実績 

  アルビレックスは、以前はグアムでキャンプを行っていた。しかしながら、「グラン 

  ドが硬くケガのリスクがある」「食事のレパートリーに乏しい」などの理由から撤退 

  することとなった。合宿をするにあたりクラブチームが考慮する点は、上記のほか、 

  グランドの近くに筋力トレーニングを行う場所やプールがあることである。 

  トレーナーやマッサージ師などは帯同させるので、トレーニング設備があればよい。 

   現在、アルビレックス新潟は、高知県の春野でキャンプを行っている。高知以外 

  では、宮崎、鹿児島などがキャンプを行う環境として整っている。キャンプ実施時 

  には練習試合ができる環境が整っていることが必要であり、それが満たされている 

  ことが重要である。尚、アルビレックスは 2001年にテロ事件の関係でグアムではなく 

  宮古島でキャンプを行ったが、キャンプはその 1年だけで終わっている。 

 

 i.スポンサー獲得の手法 

  アルビレックスの場合、NTTドコモがスポンサーになっているが、これはドコモの 

  市場占有率が新潟県の場合 70％に達していることによるものである。また、ローソ 

  ンは、新潟の米を使った商品を売っている関係もあり、新潟県限定でアルビレッ 

  クスカラーであるオレンジを基調とした「オレンジローソン」の展開を県内で 

  行っている（聖篭町内にも 1店舗あり）。 
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スポンサー看板の掲示 

 

      （サッカーの場合、1業種複数社が存在可 

      アルビレックスの場合は合計 1,200社がスポンサーとなっている） 

 
 

撮影：スポーツ・ツーリズム戦略構築検討委員会事務局 

注  ：平成 22年 10月 31日の鹿島戦では、タイアップイベント（観客全員にアルビレックスのチーム 

カラーのオレンジの紙を配布し、選手入場時に全員がその紙を掲げるイベント）を実施した 

スポンサーのプレゼンテーションタイム（約 10分）があった。 

 

 j.アルビレックスの海外戦略 

  あまり知られていないが、アルビレックスは、海外戦略にも力を入れている。この 

  発想の原点は、リバプールのスポンサーをしているオランダのビール会社のカールズ 

  バーグである。カールズバーグは、アジアにおいてヨーロッパのサッカー番組が多く、 

  視聴率も高いことを活かし、イングランド・プレミアリーグの人気クラブチームで 

  あるリバプールのスポンサーとなっている。 

  アルビレックス新潟でも、こうした戦略の下、アジア戦略を打ち出している。 

  具体的には、シンガポールにアルビレックスのクラブチームを作ってアジアの優秀選 

  手の獲得に努めているほか、アルビレックス新潟のチームでも積極的にアジアの選手 

  を受け入れている。アジアの選手がトップチームで活躍できるまでになれば、Jリーグ 

  の試合などに出場できるので、その映像を海外に販売すれば新たな収入が期待できる 

  ということである。（注：この仕組みは、日本のメジャーリーガーの試合放映や、 

  ヨーロッパのクラブチームに移籍した日本人 Jリーガーの試合放映などと同様で 

  ある。） 
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＜新潟県＞ 

（教育庁保健体育課、県民生活・環境部県民スポーツ課、土木部都市局都市整備課） 

 

 a.県の地域活性化におけるスポーツ関連施策の位置付け 

  スポーツ関連については、県全体の政策プランの一つとしてスポーツ振興プラン 

  （計画期間は、平成 18年～平成 28年までの 10年間）を作っている。 

  このプランは、「生涯スポーツ社会の実現」を基本理念に、「する」「みる」スポーツの 

  振興を図ることを目指すものである。新潟県は、昨年二項目国体を開催したが、 

  それを目標にスポーツの実施率を上げてきた。そして、国体終了後もスポーツ実施率 

  の高さを維持しようと考えている。 

 

 b.県所有の主要なスポーツ設備（東北電力ビッグスワンスタジアム、Hard Off Eco スタ 

  ジアム新潟、ダイエープロビスフェニックスプール、他）整備経緯 

 1)ビッグスワン（サッカースタジアム、陸上競技場） 

  ・施設整備時における各方面からの要望 

   新潟県は、国体開催のための条件となる第一種公認競技場の 1ヶ所しかなかったが、 

   旧規格（サブグランドが第三種陸上競技場の要件を満たしていない）だったため、 

   平成 21年度に開催された 二巡目国体の開催会場として不十分であった。このため、 

   かなり早い段階から国体の開催までに県立の陸上競技場を整備することが陸上 

   競技関係者を中心に上がっていた。このため、平成 2年に新潟県スポーツ公園の 

   基本構想に第一種公認陸上競技場の計画が盛り込まれた。当初は、平成 21年度の 

   国体を目指した整備だったが、平成 8年にサッカーのワールドカップの開催が決定 

   してからは、ワールドカップの開催も可能な総合スタジアムとして整備することに 

   なった。その際に陸上競技場、サッカー場それぞれからの要望は、以下の通りで 

   あった。 

  ＜陸上競技場としての要望＞ 

  ・第一種公認陸上競技場であること 

  ・トラック舗装材は新潟市営陸上競技場と同じ材質であること 

  ＜サッカー場としての要望＞ 

  ・ワールドカップ開催可能なスペックとすること（収容能力 4万人以上、大型 

   映像装置、観客席の屋根など） 

  ・施設整備を行ううえで参考にした国内外施設 

   特に参考とした施設はない。ワールドカップ開催前に全国 10都市で同時に整備して 

   いるため、担当者相互で情報交換を行い、見学会に参加するなどした。特に、先行 

   して整備していた長居スタジアム、宮城スタジアムから有益な情報を得た。 

  ・施設整備時における国内のトップ選手などからのアドバイスの有無 

   陸上競技、サッカーとも施設整備のルールがきちんと確立されているので、 

   その通りに整備した。このため、特にトップ選手からのアドバイスは受けていない。 
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   ただし、陸上競技の舗装材については、規格に合格している素材であっても様々な 

   特性のものがあるため、敷設後、国内のトップランナーに走ってもらって感想を 

   聞いた。 

ビッグスワンの様子 

（写真は 10月 31日の対鹿島戦前に行われた Lリーグのサポーター報告会） 

 

撮影：スポーツ・ツーリズム戦略構築検討委員会事務局 

注 ：当日の観客は主催者発表で 30,000人であった。 

 

 2)Hard Off Eco スタジアム新潟 

   これまで県立野球場がなく、既存の球場ではプロ野球公式戦開催を行うことは 

   難しかったため、かなり以前から整備を求められていた。これを受け、平成 2年に 

   策定された新潟県スポーツ公園基本構想の中で、プロ野球公式戦開催が可能な 

   本格的野球場の整備が位置づけられ、整備が進められることになっていたが、 

   ワールドカップ招致に伴うサッカー場の整備や中越大地震の影響で整備が先送りと 

   なり、平成 18年度にようやく着工となった。 

   平成 2年の基本構想策定時からプロ野球公式戦開催規格という位置づけだったため、 

   特に各方面からの要望はなかったが、付帯事頄として以下の要望が出されていた。 

  ・降雪期の利用も考慮したドーム球場化 

  ・高校野球の利用も考慮した、フィールドの天然芝化 

  ・ビッグスワンスタジアムと併設となることに伴う地域の渋滞緩和対策 等 

 

 b.施設整備を行ううえで参考にした国内外施設 

  プロ興行規格とはいえ、地方球場なので設計全般において直近に完成した地方球場を 

  参考にした。具体的には、坊ちゃんスタジアム(松山市)、宮崎サンマリンスタジアム 

  などである。 

 



 47 

   なお、個別に参考にしたところは、次の 3点である。 

  ・人工芝については、屋外で使用している球場として、神宮、横浜、楽天、長崎など 

  ・外周部衝撃緩衝材については、一般に地方球場で使用されているものはかなり硬く、 

   怪我をしやすいため、甲子園、東京ドームなど 

  ・大型映像装置については、地方球場ではほとんど採用されていないため、神宮、 

   楽天など 

 

図表 28 Hard Off Eco スタジアム新潟 

 

 

 

出典：Hard Off Eco スタジアム新潟 WEBサイト 

 

 c.施設整備時における国内のトップ選手などからのアドバイスの有無 

  設計、工事段階でプロ選手の直接のアドバイスは受けていないが、2)で参考にした 

 球場においてプロ選手から出た意見は参考にした。また、選手ではないが、野球関係の 

 団体の担当者から人工芝について意見をもらった。（人工芝の種類（メーカー・製品）に 

 ついて選定委員会を開き、3品に限定して発注した。 

  さらに、バックスクリーンの見え方について、杮落としを行う関係で、セリーグ審判 

 部長から実際に現場を見てもらい指導を受けた。（塗装範囲の拡大） 

  そして、竣工後に、地元の地域リーグ（BCリーグ）の選手に試験的に使用してもらい、 

 フィールドの感触について意見を聞いたほか、供用開始後も、利用したプロ球団から様々 

 なアドバイスを聞き、一部改修対応した。 
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 d.所有の主要なスポーツ設備の管理、運営 

 1)地域のスポーツ振興やスポーツ人材の育成の観点から特に留意している点 

  学生には使用料の減免措置を行っているほか、ビッグスワンについては、アルビレッ 

  クスは開幕前でもスタジアムの利用を認めている、野球場は、アルビレックス BCが、 

  プロ野球の次に優先的に利用できるようにしている。 

 

 2)施設管理の効率性、施設の有効利用を図るための取組み 

  現在、指定管理者制度を導入し、㈱アルビレックス、都市緑化センターグループが 

  指定管理者として運営を行っている。ただ、施設の稼動は週末を入れても年間 50～60 

  日稼動となっているため、利用効率の向上は大きなポイントとなっている。 

   なお、両スタジアムのある看板の広告収入は、県が見込んでいた金額を差し引いた 

  （天引きした）金額は自主事業として指定管理者が使うことができるようにしている。 

   また、プロスポーツのうち、Jリーグについては、通常の施設の利用収入に加え、 

  入場料収入の 5％を別途受け取っている。 

 

 e.地域のプロスポーツチームのプロモーション、イベントで県の施設の利用頻度が高い 

  ユーザーに対する県の支援施策 

  直接支援をしていないが、「にいがたスポーツ夢づくり事業」として、サッカー、野球、 

  バスケットボールなどの教室を年 38回開催し、講師をプロスポーツの方々にお願い 

  している。また、2022年のワールドカップサッカーの誘致に向けたバナー、看板の 

  広告を出している。 

 

 f.県内のスポーツ設備の整備をさらに推進していく上で、特に注目しているスポーツ 

  現在注目しているのは、イベントとの連携である。例えば、食のイベントと野球の 

  イベントとのマッチングがその一例である。仮に、食のイベントがコンベンションと 

  して実施できれば、産業労働部のコンベンションの補助金がもらえるといった恩典が 

  期待できる。 

   一方、スポーツと観光については、業務の中の連携が行われておらず課題となって 

  いる。県外からどの程度呼び込みができるのか、今後関係部署で連携を図って対処 

  していこうと考えている。 

 

 g.公園整備の全体コンセプト 

  もともと、鳥屋野潟計画において「かつどうゾーン」としてスポーツ公園を整備する 

  ことになっていた。当初は国体開催対応の運動施設を想定していたが、その後ワール 

  ドカップの誘致等の状況変化などにより、現在の規模となっている。 
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 h.施設規模、駐車場の整備 

  都市計画において駐車場の整備台数は、通常の公園設計の手法で行っている。休日 

  利用者数（都市公園利用実態調査）および乗用車利用率（鳥屋野潟公園実態調査） 

  などから算出している。現在は、スポーツ公園で約 4,000台強の駐車場を確保し、 

  アルビレックスが周辺に 1,000台を用意している。このほか、民間の駐車場がある。 

  （注：近隣の農家が１台 1,000円の臨時駐車場を用意している） 

  駐車場の誘導に関して携帯電話でのサービスは行っていないが、J１やプロ野球などの 

  大きな大会開催時には、主催者が公園駐車場の前売り駐車券を販売している。 

  ワールドカップ開催時は、公園整備途中であったため、公園予定地を駐車場として 

  使用し、台数確保を図った。 

 

 i.沿道の景観整備 

  鳥屋野潟公園付近は、新潟市が、鳥屋野潟单部開発構想を持っており、周辺を開発 

  する前提で都市計画決定を行っている。具体的には、新潟駅から新潟中央インター、 

  新潟亀田インターおよびスポーツ公園へのアクセスは当初から４車線で計画している。 

   なお、新潟駅、周辺のインタ－チャンジとスポーツ公園を結ぶ幹線は県道であり、 

  新潟県が政令市になるまでは県で整備を行っていた。 

 

 j.ユニバーサルデザイン 

  当初の設計において特別な配慮をした点はないが、整備時に国の法律、指針、県の 

  条例に基づき整備を行った。供用後に、利用者の意見を踏まえ、車椅子観戦スペース 

  やトイレの表示など改善を行った。 

 

 k.情報インフラ整備 

  施設管理者用に配管、OAフロアの整備を行っている。通線については、当初行わず、 

  必要が生じた段階で対応ができるようになっている。 

 

 l.補助金等支援制度 

  整備にあたり、下記の起債及び交付金に加え、県卖独費で整備している。維持管理は 

  現在、県卖独費で行っているが、ネーミングライツの導入や指定管理者制度の活用に 

  より、費用対効果を高める対応を行っている。 

   1)ビッグスワン：地域総合整備事業債 

   2)エコスタジアム新潟：地域総合整備事業債及び地域自立活性化交付金 

 

 ②宮崎（野球、サッカー、ラグビーキャンプ） 

  宮崎県は、温暖な気候と高い晴天率に恵まれていたため、古くから野球のキャンプ地 

  として知られてきたが、近年は、サッカー、ラグビー、社会人野球などのキャンプも 

  行われるようになり、国内でも指折りのスポーツキャンプ地となっている。 
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 2011年の野球、サッカーキャンプを見ると、以下の通りである。 

 

図表 29 宮崎県でキャンプを張るチーム（プロ野球） 

 

図表 30 宮崎県でキャンプを張るチーム（J1） 

 

出典：みやざき旬ナビ スポーツ キャンプ情報（みやざき観光コンベンション協会） 

注 ：このほか、J2では、東京ヴェルディ、徳島ヴォルティス、FC岐阜（ともに宮崎市）、FC東京、 

   栃木 SC（ともに都城市）、横浜 FC（日单市）が宮崎県内でキャンプを張る。 

  また、みやざき観光コンベンション協会では、プロスポーツのキャンプに関する情報 

  の提供とともに、キャンプを観戦する人、あるいはアマチュア競技ではあるものの 

  キャンプをしたいと考えているチーム向けに「スポーツランドみやざき」という 

  サイトを開設している。また、このサイトには、天気情報、宿泊先・アクセス検索も 

  メニューとして組み込まれており、キャンプなどに興味を持った人の急なアクション 

  （キャンプ地訪問）への対応がなされている。 

チーム名 キャンプ地 キャンプ期間 

読売巨人軍 宮崎市（県総合運動公園） 一軍：2月１日～19日 

二軍：2月 1日～3月 1日 

東京ヤクルトスワローズ 西都市（西都原運動公園） ﾌｧｰﾑ：2月 15日～27日 

広島東洋カープ 日单市（天福球場ほか） 主力：2月 15日～27日 

若手：2月 1日～22日 

福岡ソフトバンクホークス 宮崎市（生目の杜運動公園） Ａ組：2月 1日～23日 

Ｂ組：2月 1日～28日 

埼玉西武ライオンズ 日单市（单郷中央公園） 2月 1日～24日 

KIAタイガース 日向市（お倉ヶ浜総合公園） 1月 17日～2月 24日 

斗山ベアーズ 西都市（西都原運動公園） 1月 26日～2月 12日 

チーム名 キャンプ地 キャンプ期間 

鹿島アントラーズ 宮崎市（県総合運動公園） 2月 7日～18日 

川﨑フロンターレ 宮崎市（県総合運動公園） 2月 14日～19日 

浦和レッズ 宮崎市（県総合運動公園） 1月 23日～29日 

ベガルタ仙台 宮崎市（県総合運動公園） 2月 15日～3月 4日 

セレッソ大阪 宮崎市（国際海浜ｴﾝﾄﾗﾝｽﾌﾟﾗｻﾞ） 2月 11日～22日 

サンフレッチェ広島 宮崎市（ｼｰｶﾞｲｱｲﾍﾞﾝﾄｽｸｴｱ） 2月 15日～25日 

アビスパ福岡 宮崎市（生目の杜運動公園） 2月 9日～18日 

川﨑フロンターレ 綾町（錦原運動公園） 1月 24日～2月 4日 

ガンバ大阪 綾町（錦原運動公園） 2月 17日～23日 

ヴェンフォーレ甲府 綾町（小田爪陸上競技場） 2月 7日～18日 
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図表 31 「スポーツランドみやざき」において提供されている情報と内容 

出典：みやざき旬ナビ スポーツ キャンプ情報（みやざき観光コンベンション協会） 

 

（２）海外の先進的取り組み 

 ①アンタリヤ（トルコ） 

 a.アンタリヤのプロフィール 

   トルコのアンタリヤは、欧州をはじめとしたクラブチームの冬の合宿先として知ら 

  れている。サッカー合宿を行っている場所は、アンタリヤのララ地区というリゾート 

  地区を中心に 100kmの範囲に集中している。ララ地区は、高級ホテルがビーチ沿いに 

  並び、夏はヨーロッパからのリゾート客で混雑する。オランダ、ドイツはじめヨーロ 

  ッパ各地、ロシアからまでもチャーターフライトが毎日運航される人気のリゾート地 

  である。1～3月はオフシーズンなので、その期間をサッカーキャンプが埋める形と 

  なっている。  

   サッカーグラウンドは、ホテルが持っているところが多く、1面だけでなく数面持っ 

  ているホテルもある。市内には、250面ほどのピッチがあると言われている。もともと、 

  アンタリヤは温暖な気候であり、リゾート地として知られている（トルコ一の観光地 

  で年間約 1,000万人の外国人観光客が来訪している。この数字はトルコ全体の 1/2に 

  達する。）ため、宿泊施設のキャパシティは十分確保されている。このため、12月～4 

  月頃までの間に 1,500近くのチームが訪れ、練習、練習試合を行っている。なお、 

  サッカー以外にも、最近ではバスケットボール、ハンドボール、バレーボールなどの 

  合宿に訪れるチームも増えており、施設整備を計画しているホテルもある。 

 

 

 

提供情報 情報内容 

春季キャンプ情報 2011年春季キャンプに関する情報（プロ野球、Ｊリーグ） 

マリンスポーツパラダイス マリンスポーツ、マリンレジャーに関する情報 

ジョギング・マラソン 県内のジョギングコースやマラソン大会に関する情報 

トレッキング 県内にある九州自然歩道、トレッキングコース、温泉、観

光施設に関する情報 

ゴルフ三昧みやざき 県内にあるゴルフ場に関する情報 

スポーツキャンプ・合宿サーチ 県内のスポーツキャンプ地に関する情報、ニーズに応じた

キャンプ適地の検索 

各種団体リンク集 宮崎にキャンプインする各スポーツチーム公式サイト、キ

ャンプ受入れ関係団体へのリンク、宮崎にゆかりのあるス

ポーツ選手のリンク 
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図表 32 アンタリヤの位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンタリヤのホテル（RIXOSホテル）所有のピッチの状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンタリヤ 
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ホテル概観（左：RIXOSホテル、右：TITANICホテル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サッカーピッチとスタンド（TITANICホテル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARDAN SPORTS COMPLEX 

スタジアム概観（右）と VIP席（左） 
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併設宿泊施設（左）とトレーニング室（右） 

 

 

客室（左右とも） 

 

撮影：沖縄県（全点とも） 

 

 b.アンタリヤで合宿を行っているチーム 

   アンタリヤの合宿シーズンは 1月から 3月のため、この時期欧州の有名なチーム 

  （たとえば、リーガ・エスパニョーラ（スペイン）、プレミアリーグ（イングランド）、 

  セリエ A(イタリア)など）といった世界でも著名なチームが合宿することはないが、 

  ドイツ、オランダ、イギリスなど EU諸国から合宿に訪れている（最も多いのはロシア）。 

   しかしながら、この規模で合宿を張ることができる場所は欧州でもほとんどない 

  ため、選手は、ステップアップ、次の移籍先へのアピールの場として練習に励んでい 

  る。 

   日本のチームも過去に幾つかがアンタリヤに合宿、遠征に出かけている（サンフ 

  レッチェ広島、京都サンガや現在は J2の JEF千葉など）。このうち、サンフレッチェ 

  広島は、一般的に 怪我を心配して 12日間の合宿であれば、2試合ほどしか組ま 

  ないのが通例にも関わらず、アンタリヤでの合宿中（12日間）蓮修試合を 10試合も 

  組んでいた。 
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 ②オーストリアのイルドニング 

   イングランド・プレミアリーグ、リーガ・エスパニョーラ、セリエ Aなど、欧州を 

  代表するリーグに在籍する名門クラブチームは、シーズンオフに、オーストラリアの 

  イルドニングなどで合宿を行っている。 

 

図表 33 イルドニングの位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 オーストリアのサッカー専門日本語サイト（http://www.austria-soccer.jp/index.html） 

 によると、オーストリアで定期的に合宿を行っている主なチームのリストは、下記の通り 

 である。（各国 1部所属チーム、及び A代表のみ） 

  ＜プレミアリーグ（イングランド）＞ 

   アーセナル FC、ミドルスブラ FC、ボルトン・ワンダラー、エヴァートン FC、 

   FCフルハム、ニューカッスル FC、ウェストハム・ユナイテッド FC、ウィガン・ 

   アスレチック 

  ＜リーガ・エスパニョーラ（スペイン）＞ 

   レアル・マドリード、レアス・ソシエダド、 

  ＜ブンデスリーガ（ドイツ）＞ 

   ボルシア・ドルトムント、シャルケ 04、ヴェルダー・ブレーメン、ハンブルガーSV 

   ヘルタ・ベルリン、VfBシュトゥットガルト、アイントラハト・フランクフルト、 

   1.FCケルン、バイヤー04・レヴァークーゼン、1.FCカイザースラウテルン 

   ボルシア・メンヘングラッドバッハ 

  ＜セリエ A(イタリア)＞ 

   ASローマ、ラツィオ・ローマ、ACシエナ、ACペルージャ、ACフィオレンティーナ、 

   ブレシャ・カルチョ、 

 

ｲﾙﾄﾞﾆﾝｸﾞ 
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  ＜リーグ 1（フランス）＞ 

   OGCニース、FCナント 

  ＜オランダ 1部リーグ＞ 

   FCユトレヒト、フェイエノールト 

  ＜スコットランド・プレミアリーグ＞ 

   セルティック・グラスゴー、グラスゴー・レンジャーズ、FCアバーディーン 

  ＜トルコ、オーストリアなど＞ 

   フェネルハフチェ （トルコ）ガラタサライ（トルコ）ベジクタシュ （トルコ） 

   SKラピード・ウィーン （オーストリア） 

   SKシュトゥルム・グラーツ （オーストリア） 

   レッドブル・ザルツブルク （オーストリア） 

   FKアウストリア・ウィーン （オーストリア） 

   AEKアテネ （ギリシャ）    オリンピアコス・ピレウス （ギリシャ） 

   パナティナイコス・アテネ （ギリシャ）FCチューリッヒ  （スイス） 

   スラビア・プラハ （チェコ）    スパルタク・プラハ （チェコ） 

   ディナモ・モスクワ （ロシア）   スパルタク・モスクワ （ロシア） 

   FCモスクワ （ロシア）       ディナモ・キエフ （ウクライナ） 

   レッドスター・ベオグラード （セルビア） 

   マカービ・ハイファ （イスラエル）  マカービ・テルアビフ （イスラエル） 

   レッドブル・ニューヨーク （アメリカ） 

  ＜各国代表＞ 

   チェコ代表 

   オランダ代表 

   ルーマニア代表 

   スイス代表 

   イスラエル代表 

   UAE代表 

   バーレーン代表 

   オマーン代表 
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６．沖縄におけるスポーツ・ツーリズムの展開の意義と必要性 

  沖縄におけるスポーツ・ツーリズムの意義を、沖縄県の観光が抱えている課題解決の 

 視点から整理すると、下記の通りである。 

 

 意義 1：繁忙期と閑散期の格差の縮小と雇用効果の創出 

   沖縄における観光は、繁忙期と閑散期の来訪者数の差が大きく、雇用面、経済面 

   から、この差をできるだけ小さくすることが望まれている。そうした中で、閑散期 

   においても実施可能で、しかも沖縄への来訪のインセンティブが働くスポーツを 

   活用したツーリズムを展開することは現状の課題解決に向けた貢献が期待できる。 

 

 意義 2：新たな専門性を持つ観光産業人材の創出 

   スポーツ・ツーリズムの展開により、国内外から多くのスポーツ選手、観戦者が 

   訪れる。こうした人々が満足し、再び沖縄に訪れていただけるようにするためには、 

   各競技の競技施設の整備・向上といったハード面の整備にとどまらず、ソフト面の 

   充実も必要である。スポーツ・ツーリズムの場合は、プロ選手の接遇に関わる人材、 

   プロの選手が満足して利用できる水準のピッチやグラウンドの整備ができる人材 

   などが求められていることから、スポーツ･ツーリズムは本県にとって新たな専門性 

   を持つ観光産業人材の創出をもたらす効果を期待できる。 

 

 意義 3：スポーツが持つ周期性による集客効果、経済効果の実現 

   スポーツには、「する」だけでなく「見る」立場で訪れる人も多いため、競技会や 

   イベントへの参加者以上の集客力、経済効果を期待できる。しかも、スポーツ 

   イベントは周期的な実施が一般的であり、毎年の集客を期待できる。繁忙期と 

   閑散期の差を埋めることが継続して可能となる。 

 

（参考） 

図表 34 沖縄県内のスポーツ（キャンプ、シーズン、大会）の経済波及効果 

スポーツ名 ｷｬﾝﾌﾟ/ｼｰｽﾞﾝ/大会 経済波及効果 

bjリーグ（2008-2009） シーズン 16億 2,500 万円 

プロ野球キャンプ（2009年） キャンプ 57億 600万円 

プロ野球キャンプ（2010年） キャンプ 54億 9,400 万円 

プロ野球キャンプ（2011年） キャンプ 101億円 

那覇マラソン（2011年） 大会 16億 8,300 万円 

 

出所：りゅうぎん総合研究所  ＊プロ野球キャンプ（2011年）は、同社予測値 
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 意義 4：国内のみならず、海外からの観光客の新たな増加への貢献 

   サッカーや野球など、世界レベルで行われているスポーツは、競技者、観戦者の 

   いずれにおいても国内のみならず海外からの誘客を促進することが期待できる。 

    尚、こうした人々の中には沖縄県初来訪という人も多くいることが見込まれ、 

   沖縄県の新たなファン（＝新たなリピーター）の獲得にも結びつくことが期待 

   できる。 

    また海外からのプロチームのキャンプの誘致は、そのチームの国のメディアを 

   通じて沖縄を紹介する機会でもあり、沖縄の認知度向上に貢献することが期待 

   できるため、海外に対する沖縄の新たなプロモーションの手立てとなる。さらに、 

   練習試合や親善試合などができれば、両方のチームのサポーター、ファンが沖縄を 

   訪れるきっかけになるだけでなく、沖縄で双方のチームが交流し、そこに県内の 

   ファンが集うことができれば、新しい交流の輪の広がりが期待できる。 

 

 意義 5：沖縄が形成しつつあるスポーツ先進県のイメージの定着・向上を通じた観光の 

     展開 

   高校野球における興单高校の春夏連覇やプロ野球のキャンプの集結に象徴される 

   ように、沖縄はスポーツが盛んなところであるというイメージが徐々にではあるが 

   形成されつつある。こうしたイメージをより高め、新たな観光に結び付けていく 

   ためには、沖縄が持っているスポーツポテンシャルを生かしたスポーツイベントの 

   展開のみならず、沖縄発のスポーツ情報の発信を行うことが望まれる。 

    具体的には、県内各地で実施されているマラソン大会、県内の豊かな自然環境に 

   囲まれた中を疾走するサイクルスポーツ、世界の空手の発祥である沖縄空手、 

   世界を舞台に活躍しているプロゴルファーなどの資源を活かしたスポーツなどの 

   情報発信を、それぞれのスポーツイベントの開催とセット（たとえば、テレビや 

   雑誌、専門誌などにおける話題取り上げや沖縄のスポーツに関する専門的な WEB 

   サイトの立ち上げと情報発信）で展開する。 

    こうした展開を図ることで、これまであまり知られてこなかった、沖縄が発祥で 

   ある空手のように、認知度の向上を図ることを目的とした情報の発信を図ることで、 

   新潟県のように、スポーツ先進県のイメージの定着・向上を図り、沖縄への新たな 

   来訪のきっかけづくりを行うことが期待できる。 
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７．沖縄に適合したスポーツ・ツーリズムのあり方 

 

 沖縄における各スポーツのポテンシャル、支援体制、さらには国内外の先進事例を参考 

 に、沖縄に適合したスポーツ・ツーリズムのあり方をまとめると以下の通りである。 

 

 （１）既に一定規模で沖縄において展開されているスポーツを積極的に活用する 

  ・ビーチスポーツ（ビ－チサッカー、ビ－チバレー等）、サッカー、プロバスケット 

   ボールなど、沖縄に根付いているスポーツ資源を積極的に活かし、県内外から 

   スポーツ競技者、観戦者、運営スタッフが繰り返し訪れるような展開を図る。 

 （２）沖縄におけるスポーツ･ツーリズムのさきがけである野球キャンプをモデルとした 

    展開を図る 

  ・沖縄で実施されているプロ野球の春季キャンプは、今年度から国内外の 14球団に 

   なった。 

   キャンプを張るチーム同士のオープン戦も、日本のチーム同士だけでなく日韓の 

   チーム間でも盛んに行われるようになり、県外からの多くの観客誘致に結びついて 

   いる。このように、沖縄は、日韓のプロ野球チームの春季キャンプ地として確固 

   たる地位を築いており、今後はこの成功モデルを、他のスポーツの展開にも活かす。 

 

 （３）沖縄が発祥の地である「空手」を積極的に活かす 

  ・空手は、今や世界の格闘技の代名詞となっているが、その空手の発祥の地が沖縄で 

   あることは意外と知られていない。これまでは、空手の修行をしている人がその 

   ルーツを求めて沖縄を訪れてきたが、これからは「する」だけでなく「見る」スポ 

   ーツの観点での空手の価値を高め、沖縄におけるスポーツ･ツーリズムの核となる 

   ようにする。また、空手は合宿型の修行を行うことが一般的であり、滞在による 

   消費支出が期待できることから、県内観光客の消費支出向上にも結びつくメリット 

   も期待できる。 

 

 （４）沖縄のセールスポイントである豊かな自然資源を活かしたスポーツを展開する 

  ・沖縄の豊かな自然資源を活かしたスポーツ、例えば、マリンスポーツのように沖縄 

   の海と向き合うスポーツや、ロゲイニングのように地図を片手に沖縄の原風景を 

   縦横無尽に歩き回るスポーツを展開することは、沖縄の豊かな自然資源を満喫する 

   だけでなく、沖縄の豊かな自然資源の持続性の賛同者（ファン）を増やす戦略を 

   展開する意味においても重要である。このため、県内の豊かな自然資源に触れ、 

   学ぶこともできるスポーツも積極的に推進する。 
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 （５）スポーツ・ツーリズムの実現に必要な施設整備は積極的に行う 

  ・野球場については、既に県内には多く整備され、プロ野球での活用ができる水準と 

   なっているが、他のスポーツについては、プロレベルでの競技、キャンプを実施 

   するには十分な施設水準とはなっていない。このため、スポーツ･ツーリズムの推進 

   にあたっては、プロスポーツの競技、キャンプが県内で十分実施可能な水準まで 

   施設水準を引き上げることが急務である。 

 

 （６）本県のスポーツ・ツーリズムを支える人材を戦略的に育成する 

  ・本県において、スポーツ・ツーリズムの振興を通じた観光産業の自立化を実現する 

   ためには、本県におけるスポーツの企画、運営、宣伝、支援の４つの機能の充実と 

   ともに、４つの機能に関わる人材の育成が必要である。 

  ・このため、県内の人材育成機関の充実を図るとともに、高校や大学のカリキュラム 

   においてスポーツ・ツーリズムに関する意識啓発の機会（プロスポーツ界の著名人 

   を招いた講演会や、プロスポーツイベントの観戦など）を積極的につくり、本県の 

   スポーツ･ツーリズムを支える人材の戦略的な育成を図ることが望まれる。 
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８．沖縄に適合したスポーツ・ツーリズムを実現するための必要施策の検討 

 沖縄に適合したスポーツ・ツーリズムを実現するために必要な施策については、競技の 

 種類に関わらず必要な施策と、競技の特性から必要な施策の 2通りがある。 

 これまでの調査結果を踏まえると、以下の表に示すような施策が必要である。 

 

 （１）競技の種類に関わらず必要な施策（案） 

 今回取り上げたスポーツに限らず、スポーツ・ツーリズムの全体にとって必要な施策案 

 は、以下の通りである。 

 

施策(仮称) 施策が必要な理由 施策実施に際し留意すべきこと 

スポーツ専門のビューロー

機能の充実 

 

現在は野球が中心となっている誘

致・受け入れ等業務を発展的に拡

大し、スポーツ全般をターゲット

とする。 

急激に対象スポーツを拡大するのは現実的

ではない。サッカー、バスケット、ビーチ

スポーツなど、当面は対象スポーツを絞り

込み、徐々に拡大することが望まれる。 

スポーツイベント情報発信

機能の強化 

県内で実施されるスポーツイベン

トのカレンダーを作成し、OCVB等

の WEB サイトを通じて情報発信を

行う 

スポーツイベントカレンダーの作成に当た

っては、主催者へのリンクを張るなど、イ

ベントの詳細に関する情報の入手、会場ま

でのアクセス、駐車場の有無、宿泊施設な

ど、見学者・参加者にとって使い勝手の良

いサイト作りが求められる。 

トレーニング施設整備 スポーツ選手にとって重要な、基

礎体力の向上を図るために必要 

一般市民の利用の可否、自立的な運営を実

現するための手法の検討が必要である。 

施設に近接した宿泊施設 

整備 

周辺の喧騒から一線を画し、練習

に打ち込むためには、練習環境が

整った場所に近接して、合宿施設

が整っていることが望ましい 

選手が練習に打ち込むことができる環境と

しては、宿泊施設とスポーツ施設の近接性

が重要である。このため、民間活力を生か

した宿泊施設の充実を促すとともに、そう

した整備を行った事業者に対する建設・運

営の支援制度(例えば、税制優遇制度の適

用)などを検討することが必要である。 

スポーツ・ツーリズムに関わ

る人材の育成機関整備 

県内の産業人材育成、経済波及効

果の享受 

民間の人材育成機関（既存機関）の活

用の可否について確認が必要である。 

スポーツ・ボランティア組織

の運営支援制度の創設 

各競技の運営を支える人材の育

成・確保 

運営支援方法の検討（組織への費用的

な支援とするか、研修事業の実施など

間接的な支援とするか、など）が必要

である。 
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図表 35 競技の種類に関わらず必要な施策 

 

 

 （２）競技の特性から必要な施策(案) 

  一方、競技の特性からくる必要施策の案は、以下の通りである。 

 

図表 36 競技の特性から必要な施策 

施策(仮称) 施策が必要な理由 施策実施に際し留意すべきこと 

サッカー合宿用ピッチの

整備 

 

現在の県内のサッカー場の整備水

準（夏芝が中心で 1～2 月のキャン

プ時には部分的に枯れてしまって

いる）では、キャンプ施設としては

不適 

サッカー選手にとって、芝が十分整ってい

ないピッチで練習することは、膝をはじめ

としたけがをしやすく、そうした場所での

合宿は確実に敬遠される。現状の夏芝では

だめなのであれば、冬芝へのオ－バ－シ－

ズは「必須」として捉える必要がある。 

また、芝を植えるだけでなく、芝の管理、

養生などの知識・技術を持った人材を確

保・育成することも重要である。 

J リーグ基準を満たす 

サッカースタジアム整備 

現在 JFL の FC琉球が J昇格する 

際の必須施設 

建設費用の確保、自立的な運営の実現方法

の検討、FIFA ワールドカップサッカー開催

基準のスタジアム整備の可否などの検討が

必要である。 

ビーチ競技場の整備 ビーチスポーツ種目（サッカー、 

バレーボール等）の国際大会開催 

大会以外の期間の利活用、収益性の確保に

ついて検討が必要である。 

国際陸連（IAAF）公認マラ

ソンコースの整備 

現状の県内マラソンコースは国際

陸連（IAAF）公認コ－スではないた

め、世界記録として認定を受けるこ

とはできない 

国際陸連公認マラソンの場合、スポンサー

をはじめとした制約条件が多く、市民マラ

ソンに導入するにはメリットが尐ないとい

われる。このため、公認コース整備のメリ

ット・デメリットに関する分析を十分行い、

判断することが必要である。 
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＜参考資料＞国内におけるスポーツ支援団体、企業 

助成団体・プログラム名 概要 詳細 

 笹川スポーツ財団 
SSFスポーツエイド（スポーツエイ

ド／ウォータースポーツエイド） 

わが国のあらゆるスポーツの普及、振興、育成を図るため、スポーツ団体の行う各種事業に対する助成。SSF スポーツエイドは、地域で行わ

れるスポーツ活動を支援する「スポーツエイド」と、水辺のスポーツ活動に特化して支援する「ウォータースポーツエイド」の二つの制度が

ある。スポーツエイドは、地域活動において、より多くの人に定期的にスポーツに親しんでもらうことを目的に実施される事業、ウォーター

スポーツエイドは、水辺（海・河・湖沼）に対する正しい理解と関心が深まり、ウォータースポーツの普及と愛好者の底辺拡大につながる事

業をそれぞれ対象とし、事業実施経費の一部を支援している。また、団体活動および事業のさらなる充実を目的としたスポーツ用具・備品（ス

ポーツテント、ウェットスーツ／ライフジャケット等）の配備助成を併せて行っている。 

 ヤマト福祉財団 一般助成 各種調査、研究、文化事業、スポーツ活動に対する助成、他。 

 トヨタ財団 地域社会プログラム 
地域社会プログラム（本体）：地域に生きる人々が主体となり、地域社会の再生・振興に向けて、具体的な課題解決に繋がる「仕組みづくり」

に取り組む、意欲的なプロジェクトを支援する。 

 コザしん地域振興基金 （財）コザしん地域振興基金 
社会福祉増進のために、各種ボランティア活動を行なっている個人又は団体に対する助成、地域産業の振興発展を担う青尐年の健全育成に資

する活動を行なっている個人又は団体に対する助成、その他この法人の目的を達成するために必要な事業、他。 

 ごうぎん島根文化振興財団 スポーツ活動に対する助成 地域に根ざしたスポーツ活動を展開している団体へ助成。ペスカドーラ町田（東京）も助成を受けている。 

 ごうぎん鳥取文化振興財団 スポーツ活動に対する助成 地域に根ざしたスポーツ活動を展開している団体へ助成。ペスカドーラ町田（東京）も助成を受けている。 

 上月スポーツ・教育財団 スポーツ選手支援事業 
日本を代表し、将来が期待されるスポーツ選手・指導者に対して助成することにより、選手の競技能力の向上と、記録を更新する環境を整え

るための支援を行う。募集先指定、要推薦【詳細不明】。 

 上月スポーツ・教育財団 スポーツ団体・競技大会助成事業 スポーツ競技統括団体が実施する国際的または全国的規模の大会や競技会の開催に対して助成する。募集先限定、要推薦【詳細不明】。 

 国際交流基金 文化協力（助成） 
相手国の現代文化・芸術・スポーツ等の活動振興、および有形・無形文化財の保存・活用の分野における人材育成と国際文化交流の基盤整備

を支援するため、専門家の派遣・招へいに対して一部経費を助成する。 

 日本財団 助成（公益・福祉関係事業） 

社会福祉(高齢化問題、障害者の地域生活支援、ホスピスプログラム等)、芸術文化(伝統芸術の継承・発展､芸術活動への支援等)、教育、スポ

ーツ(生涯スポーツの普及等)、環境、その他地域での様々なコミュニティ活動､国際協力の促進、暮しの向上につながる各種調査研究等公益事

業に係わるものを支援。対象は、財団法人、社団法人、社会福祉法人等の公益法人。 

 日本スポーツ振興センター（スポーツ振興事業部） スポーツ団体大会開催助成事業 
スポーツ団体が行う国際的または全国的な規模のスポーツの競技会、研究集会または講習会の開催に対する助成。応募制限（スポーツの競技

を統轄する団体のほか、民法第 34条の規定による法人で、文部科学大臣の主管に属するもの）。 

 日本スポーツ振興センター（スポーツ振興事業部） 
総合型地域スポーツクラブ活動 

助成 

象： 地域におけるスポーツの活動拠点であり地域住民の交流の場となる総合型地域スポーツクラブの育成を図るために、総合型地域スポーツ

クラブの創設および活動事業に対して助成。募集制限（(1)(2)：市町村、（財）日本体育協会、（財）日本レクリエーション協会、スポーツ

の競技を統括する団体、(3)社団法人又は財団法人である総合型地域スポーツクラブ、NPO 法人である総合型地域スポーツクラブ、(4)都道府

県）。 

 福祉医療機構 障害者スポーツ支援基金「一般分」 

障害者の社会参加の推進等に資するため、厚生労働省を通じて募集し、(1)障害者スポーツの育成・強化事業に関すること、(2)障害者の競技

スポーツに係る競技用具の研究開発・改良等に関すること、(3)障害者スポーツに対する意識高揚に関すること、(4)地域におけるスポーツを

通じた障害者の社会参加の推進に関すること、をテーマとする全国的な効果が期待できる民間の創意工夫を活かした自発的な事業やモデル事

業に助成。 

 福祉医療機構 障害者スポーツ支援基金「特別分」 

障害者の社会参加の推進等に資するため、(1)障害者スポーツの育成・強化事業に関すること、(2)障害者の競技スポーツに係る競技用具の研

究開発・改良等に関すること、(3)障害者スポーツに対する意識高揚に関すること、(4)地域におけるスポーツを通じた障害者の社会参加の推

進に関すること、をテーマとする民間の創意工夫を活かした独創的または、先駆的で、普遍性のある事業に助成。 

 福祉医療機構 障害者スポーツ支援基金「地方分」 

障害者の社会参加の推進に資するため、(1)障害者スポーツの育成・強化事業に関すること、(2)障害者スポーツに対する意識高揚に関するこ

と、(3)地域におけるスポーツを通じた障害者の社会参加の推進に関すること、をテーマとする地域の実情に即したきめ細かな事業であって地

域の実情に照らし実施の必要があり、継続性が期待できる事業に助成。 
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 郵便事業株式会社 年賀寄附金配分事業 
健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業、他。応募制限（年賀寄附金ホームページにある年賀寄附金配分申請要領を参

照）。 

 ヨネックススポーツ振興財団 助成事業 スポーツ団体の行う青尐年スポーツの振興に関する事業に対する助成。 

 ライフスポーツ振興財団 スポーツ活動への助成 

親子スポーツ活動および幼児基礎体力づくり活動の事業を行う地域スポーツ団体に助成金を交付。対象は市町村を卖位とする地域スポーツ団

体（スポーツクラブを含む）。要推薦（市町村の「教育委員会」もしくは「体育協会」の推薦が必要。活動内容が、小学生以下の子どもと親

を対象とした運動・スポーツ活動等。新規団体は事前登録必須（4～7 月団体審査））。 

 沖縄県社会福祉協議会 社会福祉振興基金・地域福祉基金 

(1)社会福祉振興基金：民間福祉団体等が行なう施設・環境整備、機器・備品購入、福祉団体の研修事業及び諸活動に対し助成を行なう。(2)

地域福祉基金：民間福祉団体等が行なう在宅福祉の普及・向上事業、健康・生きがいづくりの推進事業、ボランティア活動の活発化事業、そ

の他高齢者等の保健福祉の推進に関する事業に対し助成を行なう。 

 浄土宗 共生・地域文化大賞 共生・地域文化大賞 共生・地域文化大賞（助成部門） 
市民が担い手となって「共生（ともいき）」の地域づくりをめざすすべての活動のうち、仏教寺院との協働による活動について事業費を助成

する。 

 ニッセイ財団（公益財団法人 日本生命財団） 
児童・尐年の健全育成助成“広が

れ、元気っこ活動” 

子どもたち自身が主人公となり、地域の人々の協力のもとに、自然体験活動・生活体験活動、仲間づくりや文化の伝承活動等“元気っこ活動”

や「地域の子育て活動」を定期的・日常的に継続して実践している民間の団体・グループに対して、その活動に常時・直接必要な物品を助成。

また助成に際しては、申請時点で設立後 1 年以上の活動実績があり、常時 20人以上の会員規模の団体（ただし、構成員の半数以上が児童・尐

年であること）を対象とする。要推薦（都道府県知事に推薦を依頼。推薦者より財団に申請）。 

出典：公益財団法人 助成財団センター（http://www.jfc.or.jp)より作成 

 

 

 

種別① 種別② 企業・助成財団・制度名称 スポーツ関連商品例 備考 

スポーツ関

連 
食品 明治製菓 Zavas 

スポーツ機能性食品を販売していることから、協賛の可能性が考えられる。   森永 Weider 

  大塚製薬 アミノバリュー 

  味の素 Amino Vital 

 スポーツ用品 Nike  

スポーツ用品を製造・販売していることから、協賛の可能性が考えられる。   アディダス Adidas、Reebok、他 

  ファイテン スポーツ機能性商品 

 
スポーツ用品販

売 
アートスポーツ  首都圏、京都を中心に展開。スポーツ用品を販売していることから、協賛の可能性が考えられる。 

  ICI石井スポーツ  全国に展開。スポーツ用品を販売していることから、協賛の可能性が考えられる。 

  スポーツオーソリティー  
全国に展開。子供のスポーツ教室、清掃ボランティアなどを行う。スポーツ用品を販売している 

ことから、協賛の可能性が考えられる。 

旅行関連 航空会社 ANA  

公開情報からスポーツイベント協賛に関する情報は得られなかったが、スポーツイベントによる 

乗客増を望めるため、協賛の可能性もあると考えられる。 

 旅行会社 JTB  

  ｋnt！  

 船会社 神谷観光  

  八重山観光フェリー  

出典：MRI作成 
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スポーツ・ツーリズム戦略構築検討委員会 

委員名簿 

 

 苅谷 奨治 

  （かりや しょうじ） 

フォ－モスト ブル－シ－ル株式会社 代表取締役 

沖縄経済同友会 観光委員会     委員長 

 城間 敏光 

  （しろま としみつ） 

財団法人 沖縄県産業振興公社    事務局長 

 寺田 柾 

  （てらだ まさき） 

株式会社 トラステック       代表取締役 

 仲田 美加子 

  （なかた みかこ） 

財団法人沖縄県体育協会       副会長 

 仲村 聡 

  （まかむら さとる） 

沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合  専務理事 

那覇セントラルホテル        代表取締役 

◎真栄城 勉 

  （まえしろ つとむ） 

独立大学法人琉球大学 教育学部 生涯教育課程 

                  教授 

 饒平名 知秀 

  （よへな ともひで） 

財団法人沖縄観光コンベンションビュ－ロ－ 

                  事務局長 

 

注：◎は委員長 
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委員会・セミナ－等 開催記録 

 

Ⅰ 戦略検討委員会 

（１）第 1 回 スポ－ツ・ツ－リズム戦略構築検討委員会 

   ①開催日   平成 22 年 9 月 2 日（木） 

   ②開催場所  沖縄県庁内会議室 

   ③議題 

   ・調査の進め方 

   ・モデル事業公募 

   ・選定方針検討 

 

（２）第 2 回 スポ－ツ・ツ－リズム戦略構築検討委員会 

   ①開催日   平成 22 年 9 月 8 日（水） 

   ②開催場所  沖縄県庁内会議室 

   ③議題 

   ・選定方針決定 

   ・事前提出評価の確認 

   ・モデル事業の選定・採択 

 

（３）第 3 回 スポ－ツ・ツ－リズム戦略構築検討委員会 

   ①開催日   平成 22 年 11 月 16 日（火） 

   ②開催場所  沖縄県庁内会議室 

   ③議題 

   ・先進地事例報告 

   ・戦略取りまとめ（案）検討 

 

（４）第 4 回スポ－ツ・ツ－リズム戦略構築検討委員会 

   ①開催日   平成 23 年 2 月 1 日（火） 

   ②開催場所  沖縄県庁内会議室 

   ③議題 

   ・採択案件取組状況報告 

   ・取りまとめ（案）検討 
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（５）第 5 回スポ－ツ・ツ－リズム戦略構築検討委員会 

   ①開催日   平成 23 年 2 月 28 日（月） 

   ②開催場所  沖縄県庁内会議室 

   ③議題 

   ・採択案件取組状況報告 

   ・取りまとめ（案）検討 

 

Ⅱ その他 

（１）スポ－ツ振興くじ助成制度説明会 

   ①開催日   平成 22 年 12 月 6 日（月） 

   ②開催場所  沖縄県庁内会議室 

   ③内容 

   ・スポ－ツ振興くじ助成制度の説明 

 

（２）スポ－ツ・ツ－リズム推進セミナ－ 

   ①開催日   平成 23 年 1 月 31 日（月） 

   ②開催場所  沖縄産業支援センタ－ 

   ③講演 

   ・講演題「スポ－ツツ－リズムの時代」 

   ・講師 （財）日本経済研究所 専務理事 傍士銑太氏 

 


