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３．第１回大会企画案概要（種目の増設）

期 日

   開催期間   平成 23年 6月～11月
   本 大 会   平成 23年 10月 29日（土）・30日（日）

場 所 

   本 大 会   糸満市美々ビーチ

   関連行事   沖縄県内各地域

参加者（見込）

   県外参加者   2,000人
   県内参加者    700人
   主催関係者    300人           計 3,000人

大会種目（予定）

   ① オープンウォータースイミング（本大会）     100人
   ② フリッパーレース（本大会）           200人
   ③ ライフセービング（本大会）           200人
   ④ シーカヤック（本大会／期間内）         200人（延べ数）
   ⑤ ビーチバレー（本大会）             200人
   ⑥ ビーチサッカー（本大会）            200人
   ⑦ マレットゴルフ（本大会）            100人
   ⑧ バリアフリーダイビング（期間内）        100人
   ⑨ サバニ                     100人
   ⑩ ハーレー                    100人
   ⑪ 琉球相撲                    100人
   ⑫ SCUBAダイビング（期間内）          500人（延べ数）
   ⑬ スノーケリング（期間内）            300人（延べ数）
   ⑭ ビーチコーミングアート             100人
   ⑮ 伝統・創作シーフード              200人
   ⑯ その他（調整中）                300人
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４．今後の方針（第１回企画案詳細）

～ Friendship Festival thru Marine Sports ～

（2011 年 1月 ／ Ver.1） 

財団法人 社会スポーツセンター
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（１）大会会長あいさつ

“マリンピック”への御支援ご協力のお願い

 時節厳しき折ながら、貴社におかれては、益々ご繁栄のこととお慶び申し上げます。

 （財）社会スポーツセンターでは、国の「スポーツ振興基本計画」、また新たな「スポーツ立

国戦略」を受けて、我が国におけるスポーツ活動の一層の普及と振興に向けた公益活動を日々

実施展開いたしております。とりわけマリンスポーツ事業部においては、公認ダイビングイン

ストラクター育成認定事業をはじめとし、時代の要請に応えるべくマリンスポーツ全般にわた

る安全・安心な活動の推進と興隆を、関係諸団体との連携のもとに事業展開致しております。

 この度、国民の健康志向・自然志向が一層の高まりを見せる中、QOLの向上、国際交流、産
業活性化、環境保全等の国家的課題に合わせて対応すべく、当財団として“マリンピック”構

想を打ち立てました。この“マリンピック”構想は、我が国最大の自然資源であるとともに、

全ての源としての海を見直し、スポーツを通した海への親しみを増進することによって生命と

自然の大切さや海の楽しさを伝え、水辺の事故防止につながる安全意識の普及と啓発を図り、

海洋・海浜に関わるスポーツ各種目の連携とさらなる普及を目的としたマリンスポーツの総合

祭典として位置付けています。

  2000年、故小渕恵三総理大臣が沖縄サミットを実現されました。独自の歴史と文化を持つ沖
縄の地であえて開催されたその平和への願いを私共も忘れることなく引き継いでいきたいと考

えております。このような意味でマリンピックを最も意義深く、また最大の成果を期待できる

場として沖縄県にご理解を頂き、“マリンピック in 沖縄”として 2011 年に第１回大会を開催
することと致しました。既に 2010 年には、現地プレ大会を実施し、本大会開催のための準備
を成功裏に終わらせております。そしてこの活動を継続することによって、世界屈指のマリン

スポーツゲレンデである沖縄県を、日本全国のマリンスポーツ愛好者のみならず近隣アジア諸

国との交流を通して紹介し、共に友情を深めるためのフィールドとして定着させ、新たなマリ

ンスポーツ文化の創出によるメッカの形成を目標とします。

 マリンスポーツを通して沖縄の地が世界の架け橋となり、恒久平和へ向けた社会貢献として

の本事業にご理解を賜り、絶大なるご支援とご協力を下さいます様お願い申し上げます。

      平成 23年 1月吉日
                    財団法人 社会スポーツセンター

                       会長  後 藤 忠 治



59 

（２）大会副会長あいさつ

Marinepic（マリンピック in 沖縄）開催理念 

                       だいしんりょうさい               ちゅらうみ

マリンピックとは、“海のスポーツ大津梁祭”として、世界屈指の“美ら海”を舞台に全ての

マリンスポーツ・ビーチスポーツの愛好者が沖縄の海に集い、交流を深めるための機会と場面

のことを示します。そこでは参加・プレイする立場、観戦・応援する立場、支援・運営する立

場のそれぞれから主体的・積極的に自由に関与し、マリンスポーツ・ビーチスポーツを通じて

生命と自然の大切さや海の楽しさを伝え、水辺の事故防止につながる安全意識の普及・啓発を

図るとともに、海洋文化を基盤とする沖縄の魅力を持続的に発展させるための海のスポーツ総

合祭典として企画されました。

 我が国民の多くは、生涯のあこがれとして沖縄への訪問を希望し、歴史や文化をはじめとし

た多様な観点にわたる理解と交流を望んでいます。それらは古琉球の時代から近世琉球、近代

沖縄、戦後沖縄、そして現代沖縄といった多様な変革と激動する時代背景の中においても、常

に人を愛し、自然を慈しみ、独自の文化を守り育てて来た沖縄の存在に対する敬意の表れとも

言えるでしょう。そのことは、第 26回主要国首脳会議（2000年沖縄サミット）の開催を決断
した故小渕恵三総理大臣の想いに象徴され、21世紀に向けた「万国津梁」を主題とする恒久平
和の実現を目指すものとして表現されました。

 折しも国は、観光立国基本計画に基づくニューツーリズムの振興を促進するとともに、スポ

ーツ立国戦略の推進を通して生涯スポーツの充実と、競技スポーツのレベルアップを目指そう

としています。人々の自然志向、健康志向、交流志向がますます進展するであろう現代におい

て、沖縄県における最大の観光資源としての海洋環境を活用し、健全かつ体系化されたマリン

スポーツの一層の普及とスポーツツーリズムの振興を図ることは、まさしく時代のモデルとし

て発信するにふさわしく、その成果として期待される所には大きなものがあると言えるでしょ

う。

 沖縄県民とそれを支える全国の愛好者が、マリンスポーツ・ビーチスポーツを通して互いに

競い合い、共に称え合い、将来を誓い合う場面の創出を実現することは、県内・国内における

効果に留まらず、近隣アジアの人々を巻き込むことによって、国際間の友好促進ならびに相互

の経済的成長にも寄与することを期待し、マリンスポーツ拠点（メッカ）としての沖縄の存在

を国際的に発信する有効な手段に成り得るものと確信して取り組む次第です。

財団法人 社会スポーツセンター

理事 吉田 章
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（３）プレ大会の成果

マリンピックプレ大会の成果（2010）

期 日

   開催期間   平成 22年 9月～11月
   本 大 会   平成 22年 10月 31日（日）

場 所 

   本 大 会   糸満市美々ビーチ

   関連行事   沖縄本島、渡嘉敷島、石垣島、久米島、西表島、宮古島

前夜祭

   日 時    平成 22年 10月 30日（土）
   会 場    那覇セントラルホテル

   出席者    80名

大会種目と参加者

 競技スポーツ部門                    小計 327人
   ① フリッパーレース（本大会）        99人
   ② ライフセービング（本大会）        67人
   ③ ビーチバレー（本大会）          52人
   ④ ビーチサッカー（本大会）         109人
 生涯スポーツ部門                    小計 522人
   ⑤ SCUBAダイビング（期間内）       360人（延数）
   ⑥ スノーケリング（期間内）         76人（延数）
   ⑦ シーカヤック（本大会）          72人
   ⑧ マレットゴルフ（本大会）         14人
                          参加者合計 849人
 参加者年齢

   最年少者 6歳
   最高齢者 81歳
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（４）運営組織系統図

（財）社会スポーツセンター

＜東京地区＞

  文部科学省                       観光庁

  協賛支援団体                    全国メディア

  旅行観光業界                   スポーツ関係組織

マリンピック実行委員会本部

＜東京／沖縄地区＞

スポーツツーリズム沖縄実行委員会                 沖縄県庁

第十一管区海上保安本部                      沖縄県警

 沖縄県教育委員会                   沖縄県体育協会

沖縄県マリンピック実行委員会

＜沖縄地区＞

  協賛協力企業                     地元メディア

  地域自治体                    地域スポーツ団体

  救急医療機関                     地域支援団体

種目別運営委員会

＜種目開催地区＞
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（５）第１回大会進行計画（2011 年）

           ＜東京地区＞        ＜沖縄地区＞

１月        企画委員会

           企画書立案

           企画営業活動        現地調整委員会

２月 本部実行委員会

           企画書策定         沖縄地区営業活動

           関係機関折衝調整

３月        実行計画書策定

           メディアリリース

４月        参加募集開始        沖縄実行委員会

                         関係機関折衝調整

５月

６月

23～25（木～土）              バリアフリーダイビング開催
７月

                         関連行事種目別開催

８月

９月

大会準備委員会

１０月 大会準備委員会

                         種目別準備委員会

29・30（土・日）              本大会開催
１１月        関係機関終了挨拶      関係機関終了挨拶

           第１回大会実施報告書作成

１２月        関係機関終了報告
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（６）ロゴマーク案
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（７）支援企業用説明資料
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