




スポーツコミッ
ション

沖縄

プランナーズガイド

一年中温暖な気候で基礎体力や技術を向上
沖縄は国内で唯一の亜熱帯気候であるため、一年中温暖な気候が続き恵まれたスポーツ環境が整っています。アスリートにとっ
て、寒さによるケガは課題の1つですが、暖かい沖縄ではその心配が軽減され、思いっきり体を動かすことができるのが最大の
魅力です。だからこそ、2016年には国内のプロ野球チームが1・2軍含め9球団、お隣の韓国からも6球団が、開幕前の最
も大切な時期を過ごす春季キャンプに訪れています。一方、夏場は暑すぎると思われがちですが、日中の最高気温は31〜32

度と、日本全国の中でも決して高くありま
せん。直射日光にあたる時間を工夫すれ
ば、朝夕の寒暖差が少ない分、体調管理
もしやすいと言えます。

あらゆるニーズに対応する
宿泊施設

国内を代表するリゾート地である沖縄には、年間で700万
人を超える観光客が訪れています。そんな沖縄県だからこ
そ、バリエーション豊かな宿泊施設が多数揃っているのも
魅力です。高級リゾートホテルから機能的なビジネスホテ
ル、アットホームな民宿まで、利用
者の要望に合った宿泊施設を探す
ことができます。合宿の目的、予算、
期間、そしてスポーツ合宿ならでは
の食事や洗濯の相談など、ニーズ
に合った宿泊施設が見つかるはず
です。

充実の
航空ネットワークが
実現した “ 近い島 ”
沖縄県は遠い南の島…と考えてい
る人も多いかもしれませんが、実は
飛行機でのアクセスが抜群に良い
んです。東京の羽田空港からは1
日25便を超え、大阪や福岡などの
主要都市からも1日10便以上が
飛んでいます（いずれも片道の本
数）。また、近年では早期割引や
LCC の就航などにより、料金的に
もとても訪れやすくなりました。さらに移動時間で考えても、
東京の羽田空港から那覇空港までは約2時間50分と、新
幹線での東京―大阪間とほぼ同じ所要時間です。今や沖
縄はとても身近な南国の島なのです。

スポーツアイランドに
ふさわしい競技施設

沖縄県でキャンプを実施しているのは、
プロ野球球団だけではありません。国内
外のサッカークラブや陸上チームなど、
トップアスリートがその充実した施設環
境を求めて沖縄で合宿を行っています。

またプロだけではなく、社会人や大学生などのアマチュアスポーツや、
個人競技の合宿にも定評があります。競技の幅も広く、メジャーな野
球やサッカー、陸上はもちろん、自転車競技や空手、カヌーなどの
合宿地としても人気です。そしてこの抜群の施設環境のもとで、毎年
数多くのスポーツ大会やイベントが実施されています。

ソフト面も整った受け入れ体制
多くのアスリートが、沖縄で合宿を行う魅力として気候や施設環境を
あげていますが、もう１つ大変好評をいただいているのが沖縄県民の

「おもてなし」精神です。特に長期滞在になった場合、地域の方と密
に接する機会が多くなります。スポーツ施設や宿泊施設、または近所
の公園などで、まるで昔からの友人や家族のようにアットホームに接

してくれる“うちなーんちゅ”の人柄に触れた
時、スポーツ合宿の成果にプラスαの楽しみ
や喜びを感じていただけるはずです。また、沖
縄という日本の中でも独自の文化や気候を
持つこの島は、厳しい練習の前後に楽しめる
観光スポットやアクティビティが盛りだくさん
です。ただの「スポーツ合宿」ではなく、ぜ
ひ「沖縄ならではのスポーツ合宿」で充実し
た時間を過ごしてください。
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●▶スポーツコンベンションカテゴリ別件数 平成26年度 ●▶開催月別キャンプ・合宿・自主トレ件数
※県外参加者を含むスポーツコンベンション対象

「平成26年度スポーツコンベンション開催実績一覧」より
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スポーツコミッション沖縄

プランナーズガイド

一年中温暖な気候、利便性に優れた航空路線、バリエーション豊富な宿泊施設。
“ 沖縄 ” にはスポーツキャンプ・合宿を行う最適な環境が整っています。

中でも最も重要なことは、競技施設。沖縄本島から離島まで、各分野の充実した競技施設をご紹介します。

02



スポーツコミッ
ション

沖縄

プランナーズガイド

〈南部エリア〉

〈北部エリア〉

〈中部エリア〉

〈離島エリア〉

このスポーツプランナーズガイドは、大きく3部構成になっています。
施設の充実度や立地条件等をチェックし、

それぞれのスポーツ合宿プランづくりに役立ててください！

沖縄県内で
充実したスポーツ施設を持つ、
23市町村をピックアップ
沖縄県には数多くの総合運動公園が点在し、各市
町村による行き届いた管理のもと様々な競技のス
ポーツ合宿を受け入れています。ここでは最新の写
真と施設の詳細データを用いて、各スポーツ施設の
特徴を市町村ごとに紹介しています。

あなたの専門競技は何ですか？
一目で分かる競技別スポーツ施設！！
スポーツ大会への出場や宿泊場所が決まっている場合など、拠点
となる場所から近い練習場を探したい人は、競技別のスポーツ施
設検索が便利です。野球の硬式、軟式の利用も含め、全25種
の競技ごとに各施設を紹介しています。

宿泊施設や交通案内など、
沖縄でのスポーツ合宿に役立つ情報も！
沖縄でスポーツ合宿をするにあたって、県内の主な宿泊施設のリ
ストやスポーツイベント情報など、役立つ情報をピックアップして
紹介しています。ぜひご活用ください。
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P77
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玻名城海岸でのシーカヤック ホロホローの森 酵素ドリンク

沖縄本島南部に位置し、のんびりとした自然豊かな風景が
広がる八重瀬町。南端の玻名城海岸ではサンゴ礁を間近に
見ることができ、シーカヤックも楽しめる。海岸沿いには遊
歩道周辺に約100種類の植物が自生する「ホロホローの
森」があり、随時ガイドウォークも行われている。また、古く
から農業が盛んな八重瀬町では地元の農産物を使った加
工品が豊富。「しらかわファーム」で作られている、88種類
の野菜や果物の栄養素を凝縮したヘルシーな酵素ドリンク
も人気がある。

ダイナミックな
景観！

植物観察を
しながら歩こう

島野菜で
パワーアップ！

▶施設概要：面積5,738㎡  ▶施設用途・規模：軟式野球１面、ソフトボール１面、グラウンドゴルフ ▶その他設備：ナイター設備

●▶西部プラザ公園多目的広場 ☎098-998-2140［定休／月曜］　 http://www.town.yaese.okinawa.jp/yaese/public_html/fac.php?pid=217　
八重瀬町当銘82

野球 ソフトボール グラウンドゴルフ

▶施設概要：屋外50m×7レーン、屋外25m×6レーン ▶その他設備：ナイター設備、更衣室、シャワー室、AED 　※6月～9月のみ営業

●▶八重瀬町営プール ☎098-998-5262［定休／月曜］　 http://www.town.yaese.okinawa.jp/yaese/public_html/fac.php?pid=217　
八重瀬町東風平1018-1

水泳

★八重瀬町のイチオシ★

❸東風平運動公園陸上競技場
▶施設概要：400mトラック8レーン、赤土、天然芝フィール
ド、約300人収容 ▶その他設備：ナイター設備、更衣室、
シャワー室、会議室、AED ▶バリアフリー：Ｐ、WC

❶東風平運動公園野球場
▶施設概要：硬式・軟式可、両翼98m、中堅122m、天然
芝、ラバーフェンス、約1,800人収容 ▶その他設備：ブルペ
ン、ナイター設備、更衣室、シャワー室、会議室、AED ▶バ
リアフリー：Ｐ

❷東風平運動公園ソフトボール場
▶施設概要：両翼75m、天然芝 ▶その他設備：ナイター
設備 ▶バリアフリー：Ｐ

❹東風平運動公園サッカー場
▶施設概要：コート１面、グラウンド面積12,650㎡、天然
芝、約850人収容 ▶その他設備：ナイター設備、更衣室、
シャワー室、会議室、AED ▶バリアフリー：Ｐ ※多目的広
場と駐車場兼用

❺東風平運動公園テニス場
▶施設概要：オムニコート6面、約1,350人収容 ▶その
他設備：ナイター設備、更衣室、AED ▶バリアフリー：Ｐ

❻東風平運動公園体育館
▶施設概要：385人収容 ▶施設用途・規模：バレーボー
ル３面、ハンドボール2面、バスケットボール2面、バドミント
ン６面、卓球４台　※空手、剣道練習可 ▶その他設備：ト
レーニングルーム、更衣室、シャワー室、会議室、AED ▶バ
リアフリー：Ｐ

❼東風平運動公園多目的広場
▶施設概要：面積9,615㎡ ▶施設用途・規模：グラウンド
ゴルフ、ゲートボール８面 ▶バリアフリー：Ｐ

東風平運動公園サッカー場

東風平運動公園野球場

東風平運動公園テニス場

　トレーニングルーム（東風平運動公園体育館）東風平運動公園体育館

S
taff Comment

大型の体育館は
天井が高く、

夏も風が通り快適

●▶東風平運動公園
☎098-998-2140［定休／月曜］

http://www.town.yaese.okinawa.jp/
yaese/public_html/fac.php?pid=217

 八重瀬町東風平1076

陸上競技場と体育館が近くウォーミングアップに
利用しやすい。体育館に備わるトレーニングルーム
はウエイトトレーニングの設備が充実し、キャンプ
で訪れるプロスポーツ選手にも好評だ。

●2
●1

●3

●4

●5

●7

●6

… 駐車場… 出入口

野球
テニス

ソフトボール 陸上
バレーボール

ハンドボール バスケットボール
サッカー

バドミントン

グラウンドゴルフ ゲートボール
卓球 剣道空手

18

●南部エリア●八重瀬町

施設間の移動は便利かな？
多くの施設を備えた総合運動公
園内や、隣接する施設の位置関
係が一目で分かります。
※一部広域 MAP の場合もあり

この施設ならではの魅力って何？
「立地条件の良さ」や「プロお墨付
き！」など施設スタッフがアピール
する施設の特徴や魅力を紹介し
ます。

何の競技に対応しているの？
まずはココで各施設が対応して
いる競技をチェックしましょう！

施設の充実度を知りたい！
詳細情報はココで確認！それぞれ下記の項目に分かれています。
▶施設概要…施設の面積や収容人数など
▶施設用途・規模…対応している競技や使える広さ
▶その他設備…ナイター設備や更衣室などプラスα情報

《 野 球 》
硬式・軟式にかかわらず対応競技ではアイコン 　　　　 を表記しています。施設の詳細情報で確認してください。

《 陸 上 》
円盤投げ、やり投げ、ハンマー投げなどのフィールド競技は、利用制限がある場合や禁止されている競技場があります。

フィールド競技は、どの種目の利用ができるかを必ず事前に各施設へお問い合わせください。
《サッカー・ラグビー》

利用期間に制限がある場合もあります。事前に各施設にお問い合わせください。
《 共 通 》

施設の定休日について、年末年始・GW・旧盆などの特別期間は各施設へお問い合わせください。
本誌掲載データは2016年3月現在の情報です。

野球

スポーツ別特記事項

近くに面白いスポットがないかな？
せっかく沖縄を訪れたなら、厳し
い練習の前後には沖縄らしい過ご
し方でリラックスしたいですよね。
マリンスポーツでリフレッシュした
り、あまり知られていない観光地
を訪れたり、ご当地グルメを楽し
んだり、各市町村がおすすめする
スポットをご紹介します。
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西部プラザ公園多目的広場

南城市陸上競技場
南城市玉城総合体育館
南城市玉城庭球場

東風平運動公園
八重瀬町営プール

国道　　　 沖縄自動車道　　　　インターチェンジ　　　 市町村境界　　病院58 那覇I.C

南城市

糸満市
八重瀬町

豊見城市

那覇市

南風原町

与那原町

琉球温泉　瀬長島ホテル
ホテルグランビューガーデン沖縄

ホテルスポーツロッジ糸満
サザンビーチホテル＆リゾート沖縄

ユインチホテル南城
百名伽藍
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●5
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豊見城市

糸満市

南城市

●1  

黄金森公園

花・水・緑の大回廊公園

豊見城市民体育館

豊見城市立与根体育施設
サッカー場

豊見城総合公園

西崎運動公園

瀬長島野球場

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

沖縄第一病院
沖縄協同病院 はえばる北クリニック

南部徳洲会病院

豊見城中央病院

沖縄メディカル病院

西崎病院

南部病院

●2  
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●4  

●5  

●6  

大里城趾公園パークゴルフ場

那覇空港

空港〜スポーツ施設〜観光地
すべてのアクセスが抜群に良い！
南部エリア最大の魅力は、何と言っても
空港からのアクセスが良いこと！アフター
スポーツの楽しみ方も幅広いため、プロか
らアマチュアまで人気のエリアです。

06



58

507

330
331

332

329

那覇I.C那覇I.C那覇I.C

那覇空港

国道　　　 沖縄自動車道　　　　インターチェンジ　　　 ゆいレール（モノレール）　　病院　　史跡58 那覇I.C

那覇市

浦添市

豊見城市

南風原町

●1
●2
●3
●4
●5
●6
●7
●8
●9
●10

●11

●12

●13

●14

●15

●16

●17

●18

●19

●20

●21

●22

●23

●24

沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ
スマイルホテル沖縄那覇
HOTEL PEACE LAND（ホテルピースランド）
ホテルリゾネックス那覇
レッドプラネット那覇沖縄
ホテルルートイン那覇泊港
ホテルブライオン那覇
ソルヴィータホテル那覇
ＧＲＧホテル那覇
ホテルロコイン沖縄
アパホテル〈那覇〉
スマイルホテル那覇シティリゾート
ホテルサンパレス球陽館
西鉄リゾートイン那覇
沖縄ナハナ・ホテル＆スパ
東横イン 那覇旭橋駅前
ＧＲＧホテル那覇東町
琉球サンロイヤルホテル
ネストホテル那覇
ダブルツリーｂｙヒルトン那覇
ホテルサン沖縄
ダイワロイネットホテル沖縄県庁前
コンフォートホテル那覇県庁前
リーガロイヤルグラン沖縄

●1
●2

●7●8

●13
●12

●23
●16●17

●18●19
●21

●24

●20 ●22

●40●41
●42

●43
●44

●45
●46

●47

●48
●49

●50
●51 ●52

●53
●54

●55

●56

●37●38●39

●30
●31
●32

●35●34
●33●36

●25

●26 ●27
●28

●29

那覇市立病院

沖縄
赤十字病院

首里城

識名園

那覇市民体育館

国際通
り

奥武山公園・奥武山総合運動場

漫湖公園市民庭球場

●6
●3

●9
首里

儀保

古島

安里

旭橋

壺川

小禄

那覇空港

赤嶺

牧志

美栄橋

県庁前

奥武山公園

おもろまち

市立病院前

ゆいレール

ゆいレール

●14

那覇市北部

那覇市南部

国際通り周辺

那覇市西部

●4●5
●10

●15

国道58号線周辺
●25

●26

●27

●28

●29

●30

●31

●32

●33

●34

●35

●36

沖縄サンプラザホテル
ステーションホテル牧志
ホテルオーシャン
ベストウェスタン那覇イン
那覇セントラルホテル
ホテル山の内
ホテルパームロイヤルＮＡＨＡ
ハイアットリージェンシー那覇沖縄
那覇グランドホテル
ホテル国際プラザ
ホテルニューおきなわ
ホテル ロコア ナハ

国際通り周辺

●46

●47

●48

●49

那覇ビーチサイドホテル
パシフィックホテル沖縄
ルートイングランティア那覇
ロワジールホテル那覇

那覇市西部

●50

●51

●52

●53

●54

●55

●56

ホテル ルートイン那覇旭橋駅東
那覇東急ＲＥＩホテル
ＡＮＡクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー
沖縄国際ユースホステル
メルキュールホテル沖縄那覇
ホテルパークスタジアム那覇
ホテルグランビュー沖縄

那覇市南部

●37

●38

●39

●40

●41

●42

●43

●44

●45

スーパーホテル那覇・新都心
リブレガーデンホテル
ホテル法華クラブ那覇・新都心
東横イン 那覇新都心おもろまち
ザ・ナハテラス
ダイワロイネットホテル那覇おもろまち
ホテル日航那覇グランドキャッスル

（7月1日より「ダブルツリーｂｙヒルトン那覇 首里城」）
沖縄都ホテル
沖縄ホテル

那覇市北部（おもろまち、首里）

●11

都市機能と自然環境が融合！
便利で快適なスポーツ拠点
モノレールが走る那覇市内は移動がスムーズ。
国際通りなど観光名所を気軽に巡ることができ、
市内にはビーチもあるので、レジャーを楽しみな
がらトレーニングが行えます。
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那覇空港から
アクセス便利！

街中にありながら
緑豊かな環境が魅力

もしものときの医療機関
沖縄赤十字病院 ☎098-853-3134
那覇市与儀1-3-1

那覇市立病院 ☎098-884-5111
那覇市古島2-31-1

沖縄県立南部医療センター
こども医療センター ☎098-888-0123
南風原町新川118-1

奥武山公園・奥武山総合運動場◎2010年に野球場が改築され「沖縄セルラースタジアム那覇」が誕生。2011
年より読売ジャイアンツの春季キャンプ地。NAHAマラソンなどビッグイベントも多数開催。 ☞詳細は次ページ

那覇市
www.city.naha.okinawa.jp

●南部エリア●
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野球 陸上ソフトボール
サッカー

バレーボール
フットサル

バドミントン
ハンドボール バスケットボール

柔道
卓球 空手
剣道 弓道

水泳

首里金城町の石畳 波の上ビーチ

❶沖縄セルラースタジアム那覇
（那覇市営奥武山野球場）
▶施設概要：硬式・軟式可、両翼100m、中堅122m、天然芝、
ラバー＋金網フェンス、約20,000人収容 ▶その他設備：ブ
ルペン、ナイター設備、会議室、AED ▶バリアフリー：P、WC

❺沖縄セルラーパーク那覇
（那覇市営奥武山屋内運動場）
▶施設概要：面積3,549㎡ ▶施設用途・規模：野球１面、
ソフトボール２面、サッカー２面、フットサル２面 ※野球利
用の場合硬式球のバッティング練習に制限有り ▶その他
設備：更衣室、シャワー室、AED ▶バリアフリー：P、WC

❷陸上競技場
▶施設概要：400mトラック８レーン、アンツーカ、天然芝
フィールド、約5,000人収容 ▶その他設備：ナイター設
備、AED ▶バリアフリー：WC

❸補助競技場
▶施設概要：サッカーコート１面、グラウンド面積7,500㎡ 
▶バリアフリー：WC

❹庭球場
▶施設概要：オムニコート13面 ▶その他設備：ナイター設
備、更衣室、AED ▶バリアフリー：WC

❻沖縄県立武道館
▶施設概要［アリーナ棟］約3,500人収容［錬成道場棟］
１～３階／約1,110人 ▶施設用途・規模：［アリーナ棟］
バレーボール２面、ハンドボール２面、バスケットボール２面、
バドミントン８面、卓球24台、空手８面、柔道６面、剣道６
面、なぎなた４面［錬成道場棟］空手、柔道、剣道、銃剣
道、なぎなた各２面 ▶その他設備：冷房設備、トレーニ
ングルーム（錬成道場棟）、更衣室、シャワー室、会議室（錬
成道場棟）、AED ▶バリアフリー：WC

❼弓道場
▶施設概要：近的12人立、遠的6人立、約70人収容 ▶そ
の他設備：更衣室、会議室、AED ▶バリアフリー：WC

❽水泳プール
▶施設概要：屋外50m×８レーン、屋外25m×６レーン　
屋外飛び込み１・３・５・7.5・10m ▶その他設備：ナイター
設備、トレーニングルーム（器具なし）、更衣室、シャワー室、
会議室、AED ▶バリアフリー：WC、シャワー

沖縄県立武道館

沖縄セルラースタジアム那覇

沖縄セルラーパーク那覇

ハンドボールバレーボール
バスケットボール

空手 剣道

フットサル
バドミントン 卓球

▶施設概要：主会場となるメインアリーナ3,200人収容
▶施設用途・規模：［メインアリーナ］バレーボール公式３
面、練習用６面、ハンドボール１面、バスケットボール３面、バ
ドミントン14面、卓球20台、ドッジボール４面、フットサル２
面［サブアリーナ］バレーボール練習用２面、バスケットボー
ル１面、バドミントン４面、卓球10台  ※空手、剣道練習可 
▶その他設備：冷房設備、トレーニングルーム、更衣室、シャ
ワー室、会議室、AED ▶バリアフリー：P、WC

スポーツ大会のほか、展示会や各種研修など幅広
く活用されている県内最大級の複合施設。当日参
加可能なスポーツ教室も多数開催。

●▶那覇市民体育館
☎098-853-6979［定休／第２・４火曜（祝日の
場合翌日）］

http://nahataikyo.com
 那覇市識名1227

国際通りや第一牧志公設市場など、那覇市内は観光スポッ
トが目白押し。奥武山公園駅からモノレールに乗れば、約
20分で首里駅に到着。ウォーキングを兼ねて、首里城公園
内や金城町の石畳道をゆっくりまわろう。市の西側には波
の上ビーチがあり、マリンスポーツやバーベキューも楽しめ
る。また NAHA マラソンで知られる那覇市内のホテルでは、
独自のホテル周辺のランニングコースや旅行とランニングを
合わせたプランを用意しているところも多いので要チェック。

古都の
歴史散策を

楽しむ
那覇で気軽に

マリンスポーツ！

テニス

▶施設概要：オムニコート10面 ▶その他設備：ナイター設備、更衣室、シャワー室、AED
●▶漫湖公園市民庭球場 ☎098-857-8783［定休／第２・４火曜］　 http://www.nahataikyo.com　那覇市鏡原町37-1

★那覇市のイチオシ★

❾多目的広場
▶施設概要：面積10,640㎡ ▶施設用途・規模：軟式野球
１面、ソフトボール１面 ▶バリアフリー：WC

那覇市営奥武山トレーニング室　
▶施設概要：トレーニングルーム ▶その他設備：冷房設備、
更衣室、シャワー室 ▶バリアフリー：P、WC

相撲場
クライミングウォール（ボルダリング／リード）

プロ仕様の本格トレーニングマシンを備えた「那覇
市営奥武山トレーニング室」が野球場に隣接。黒
土の多目的広場はキャンプ時の内野守備練習にも
利用。広大な陸上競技場は投てきの利用も多い。

221

331

N

山下交番山下交番

奥武山
公園駅

護国神社護国神社

沖宮沖宮

少年野球場少年野球場

世持神社世持神社 壺
川
駅

●2
●1

●5

●7
●8●9

●3

●4

●6

… 駐車場… 出入口

テニス

●▶奥武山公園・
　奥武山総合運動場
☎098-858-2700［定休／火曜（祝日の場合翌日）］

http://www.ounoyama.jp
  那覇市奥武山町52

 【❶❺　の問い合わせ先】
☎098-857-0889［定休／なし］

http://nahataikyo.com/guide/studium_park

那覇市おもろまち周辺

那覇周辺を
ランニング！

10
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見晴らしの良い高台に立地。
沖縄自動車道に近く、

那覇空港から好アクセス！

黄金森公園◎2015年2月よりJリーグチーム、名古屋グランパスの春季キャンプが行われている。☞詳細は次ページ

南風原町
www.town.haebaru.lg.jp

●南部エリア●

もしものときの医療機関
沖縄第一病院 ☎098-888-1151
南風原町兼城642-1

南部徳洲会病院 ☎098-998-3221
八重瀬町外間171-1

はえばる北クリニック ☎098-987-0011
南風原町与那覇283 メディカルプラザはえばる１F

11



スポーツワールド サザンヒル はえばる観光案内所 かぼちゃをねり込んだ沖縄そば

❶黄金森公園陸上競技場
▶施設概要：400mトラック８コース、タータン、天然芝
フィールド、約5,300人収容 ▶その他設備：ナイター設備、
トレーニングルーム、更衣室、シャワー室、会議室、AED ▶
バリアフリー：P、WC

❷黄金森公園野球場
▶施設概要：軟式のみ可、両翼91.4m、中堅101m、天然
芝、ラバーフェンス、約200人収容 ▶その他設備：ナイター
設備、会議室 ▶バリアフリー：P、WC

❸黄金森公園テニスコート
▶施設概要：オムニコート3面 ▶その他設備：ナイター設
備▶バリアフリー：P、WC

黄金森公園野球場

黄金森公園陸上競技場 トレーニング室

黄金森公園陸上競技場

黄金森公園テニスコート

黄金森公園陸上競技場

那覇から近くショッピングセンターや飲食店も多い南風原
町。複合施設「スポーツワールドサザンヒル」には県内唯
一のアイススケート場があり、地元でも大人気。屋内リンク
なのでオールシーズン楽しめる。アフタースポーツは黄金森
公園近くの「はえばる観光案内所」をのぞいてみよう。特産
品ショップやカフェスペースがあり休憩にぴったり。南風原
町の特産品の西洋かぼちゃは、完熟すると糖度が２０度を
超える強い甘味が特徴。かぼちゃを麺にねり込んだ沖縄そ
ばやかぼちゃのスイーツといった商品も多くある。

南国沖縄で
スケートを
エンジョイ！

特産品を
楽しみながら

ひと休み

甘味のある
かぼちゃ麺が

絶品！

★南風原町のイチオシ★

野球 陸上ソフトボール 陸上
テニス

… 駐車場… 出入口

2015年に陸上競技場の芝を新しく整備。陸上競
技場内のトレーニング室は最新の機器が揃い、アス
リートに適した高度なウエイトトレーニングが可能。

黄金森黄金森241

南風原
郵便局
南風原
郵便局

はえばる
観光案内所
はえばる
観光案内所

南風原
中学校
南風原
中学校

南風原
小学校
南風原
小学校

N

照屋（北）照屋（北）

●2

●1

●3

●▶黄金森公園
☎098-889-0502［定休／12/29〜1/3］

http://www.town.haebaru.okinawa.jp/
 南風原町宮平718-1

 【❸の問い合わせ先】
☎098-889-2620

［定休／不定休 施設の1階で検診等がある場合は使
用不可］

▶施設概要：面積796.4㎡、バンク、アール▶バリアフリー：
P、WC　※利用前にスポーツ安全保険加入が必要

那覇空港自動車道高架下を利用した公園。回廊ご
とにさまざまなスポーツ設備があり、スケートボード
場は夜間の利用も可能。遊歩道や休憩スペースも
設けられている。

●▶花・水・緑の大回廊公園
☎098-888-0994［定休／月曜（祝日の場
合翌日）、12/29〜1/3］
 南風原町宮平870-2

Staf
f C

om
m

en
tトレーニング室は

重量級のダンベルが充実

グラウンドゴルフ ゲートボール

花・水・緑の大回廊公園スケートボード場

▶施設概要：面積774.4㎡▶施設概要・規模：フットサル1
面▶バリアフリー：P、WC　※晴天日のみ利用可

花・水・緑の大回廊公園フットサル場

花・水・緑の大回廊公園フットサル場

花・水・緑の大回廊公園スケートボード場

スケートボード 陸上フットサル

12
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豊見城市体育施設◎豊見城市民体育館は2015年2月から供用開始。こけら落としでは bjリーグ「琉球ゴールデンキングス vs 大分
ヒートデビルズ」の試合が行われた。全日本クラスの合宿や障がい者スポーツ大会などが行われている。 ☞詳細は次ページ

豊見城市
www.city.tomigusuku.okinawa.jp

●南部エリア●

もしものときの医療機関
豊見城中央病院 ☎098-850-3811
豊見城市上田25

沖縄協同病院 ☎098-853-1200
那覇市古波蔵4-10-55

Staf
f  Co

mment

那覇空港から近く、
施設環境も充実
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豊崎美ら SUN ビーチ 琉球温泉　龍神の湯 瀬長島ウミカジテラス

●▶豊見城市民体育館 ❶
豊見城市豊崎5-2
▶施設概要：2,116人収容 ▶施設用途・規模：［メインア
リーナ］バレーボール4面、ハンドボール2面、バス
ケットボール3面、バドミントン12面、卓 球24台、
フットサル2面［サブアリーナ］バレーボール1面、ミニ
バスケットボール1面、バドミントン3面、卓球4台
※メインアリーナ、サブアリーナともに空手、柔道、剣
道練習可 ▶その他設備：冷房設備、トレーニングルーム、
更衣室、シャワールーム、多目的室、AED ▶バリアフリー：
P、WC、シャワー

●▶豊見城総合公園陸上競技場❷
豊見城市平良536（豊見城総合公園）
▶施設概要：400mトラック８レーン、土トラック、天然芝
フィールド、約2,000人収容 ▶その他設備：ナイター設備、
AED

瀬長島野球場
☎098-850-3279［定休／なし］
豊見城市瀬長174

▶施設概要：軟式のみ可、両翼86m、中堅94.2m、天然芝、
金網フェンス ▶その他設備：ナイター設備（2面）、AED

▶施設概要：コート１面、グラウンド面積10,868㎡、天然芝 
▶その他設備：ナイター設備、AED

●▶豊見城総合公園庭球場❸
豊見城市饒波959-2（豊見城総合公園）
▶施設概要：コート４面（砂入り人工芝） ▶その他設備：ナ
イター設備、AED

●▶豊見城総合公園ゲートボール場❹
豊見城市饒波959-6（豊見城総合公園）
▶施設概要：ゲートボール４面

メインアリーナ

瀬長島野球場（4面）

移動式観客席

オスメイトシャワー設置トイレ
（多目的室）

豊見城市陸上競技場

空港から車で約15分の「豊崎美ら SUN ビーチ」は、ビー
チサッカー・バレーエリアがあり、練習やイベントに利用され
ている。全日本女子レスリングの選手も参加したビーチレス
リング大会も開催された。ビーチ北側の瀬長島にある「琉
球温泉 龍神の湯」は、疲労回復におすすめ。天然温泉の露
天風呂で絶景を楽しみながらリフレッシュできる。すぐ近く
には2015年8月にオープンしたリゾートモール「瀬長島ウ
ミカジテラス」があり、石垣牛ステーキや近海マグロを使っ
た料理など沖縄グルメも充実。しっかりエネルギーをチャー
ジしよう。

ランニングにも
最適！ 疲労回復に

効果てきめん！

グルメや
ショッピングを

満喫！

★豊見城市のイチオシ★

Sta
ff Comment

2016 年春には吉田沙保里
選手含む全日本女子レスリン
グチームや全日本男子柔道の
春季強化合宿が行われた。

ハンドボールバレーボール バスケットボール
空手

柔道 剣道 フットサル
バドミントン 卓球

陸上 グラウンドゴルフ

野球 ソフトボール サッカー

テニス

ゲートボール

… 駐車場… 出入口

331

331

331

豊見城市役所豊見城市役所

水
泳
プ
ー
ル

豊見城総合公園豊見城総合公園

豊見城市立
与根体育施設サッカー場
豊見城市立
与根体育施設サッカー場

瀬長島野球場瀬長島野球場

豊見城I.C豊見城I.C

名嘉地I.C名嘉地I.C

豊
見
城
道
路

豊
見
城
道
路

アウトレットモール
あしびなー
アウトレットモール
あしびなー

豊見城署豊見城署

豊崎
美らSUNビーチ
豊崎
美らSUNビーチ

シーサイドGシーサイドG

瀬長島
ウミカジテラス

琉球温泉
龍神の湯

豊見城CC豊見城CC

N

小禄バイパス
那覇空港自動車道

7

那覇空 港自動車道

N

●2
●1

●3●4

2015年2月に供用開始した豊見城市民体育館は
県内屈指の規模を誇り、メインアリーナは冷房を完
備。オストメイト対応トイレやユニバーサル対応を徹底
し、オリンピックのみならずパラリンピックに向けた強化
合宿の誘致も目指している。

那覇空港南側の海中道路で結ばれた瀬長島にあ
る野球場。全４面のうち２面はナイター対応。周辺
にはホテルなどの商業施設が揃っている。

豊見城市体育施設
 【❶の問い合わせ先】

☎098-850-1550
［定休／火曜（祝日の場合翌平日）］

http://www.tomigusuku-taiikukan.com/
 【❷❸の問い合わせ先】
☎098-850-3591［定休／なし］

http://www.city.tomigusuku.okinawa.jp/
 【❹の問い合わせ先】
☎098-996-3806［定休／なし］

豊見城市立与根体育施設
サッカー場
☎098-850-3279［定休／なし］

http://tomitaikyou.org/
豊見城市与根50-31

14
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陸上競技場の北東側の
小高い丘が、冬の北風を

遮ってくれるので、
高台でも練習しやすい

南城市体育施設◎2011年よりサッカーキャンプの受け入れを開始。2014年７月には沖縄初の
なでしこリーグ公式戦（INAC 神戸レオネッサ vs 岡山湯郷 Belle）が開催された。
☞詳細は次ページ

南城市
www.city.nanjo.okinawa.jp

●南部エリア●

もしものときの医療機関
沖縄メディカル病院 ☎098-947-3555
南城市佐敷津波古西原2310

沖縄県立南部医療センター
こども医療センター ☎098-888-0123
南風原町新川118-1

南部徳洲会病院 ☎098-998-3221
八重瀬町外間171-1
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2010年に全面改修された陸上競技場は、ティフト
ンと高麗芝をベースに毎年ウィンターオーバーシー
ドを行い良質な芝をキープ。排水工事も施され雨
天時の練習にも支障がない 。

南城市体育施設
☎098-948-3039［定休／火曜］

http://www.city.nanjo.okinawa.jp/about-
nanjo/place/sports/

 南城市玉城富里200（南城市玉城総合体育館）

N

管理棟管理棟

●2

●3

●1

… 駐車場… 出入口

天然温泉さしきの猿人の湯 知念岬公園 奥武島

沖縄本島南部の東海岸に位置する南城市は、高台からの
風光明媚な絶景が印象的。陸上競技場から車で約15分の
ところにある「ユインチホテル南城」には、海を臨む展望風
呂の「天然温泉さしきの猿人の湯」をはじめ、スポーツ施
設やプールがあり、サイクリングも楽しめる。日の出スポット

「知念岬公園」は、パラグライダーのテイクオフポイントとし
ても有名。そこからさらに南下すると、橋で渡れる周囲約
1.6km の「奥武島」があり、とれたての刺身や魚介類が味
わえる。行列のできる人気の天ぷら屋ものぞいてみよう。

疲労回復に
効果あり！

空中散歩で
南部の自然を

満喫

新鮮な魚を
食べに行こう

★南城市のイチオシ★

パークゴルフ

標高約150ｍの高台にあり、眼下に中城湾を一
望。グスク（城）コース、ミーグスク（三重城）
コースとも丘陵地帯の傾斜が生かされている。

●▶大里城趾公園パークゴルフ場
☎098-946-0212［定休／月曜（祝日の場合営業）］
 南城市大里大里386-1

▶施設概要：18H 1コース、パー66 ▶バリアフリー：Ｐ、
WC

フットサルテニス

▶施設用途・規模：：テニスオムニコート4面、フットサル
１面 ▶その他設備：ナイター設備

●▶南城市玉城庭球場 ❷
南城市玉城富里234

陸上 サッカー

▶施設概要：400mトラック8レーン、タータン、天然芝
フィールド、約2,400人収容 ※サッカー使用可 ▶その他
設備：ナイター設備、更衣室、シャワー室、AED ▶バリアフ
リー：Ｐ、WC、シャワー

●▶南城市陸上競技場 ❶
南城市玉城富里222

▶施設概要：約200人収容 ▶施設用途・規模：［メインア
リーナ］バレーボール4面、バスケットボール2面、バドミン
トン10面、卓球2台 ［サブアリーナ］バレーボール１面、バ
ドミントン１面 ▶その他設備：トレーニングルーム、更衣室、
シャワー室、AED ▶バリアフリー：WC

●▶南城市玉城総合体育館 ❸
南城市玉城富里200

卓球
バドミントンバレーボール バスケットボール

Staff Comment

パーク全体や
海を見渡す

展望台もある

16
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県内有数の
広大な敷地。

１つ１つの施設の
設備環境も良い

東風平運動公園◎韓国プロ野球チーム、ハンファイーグルスのキャンプ地。Ｊリーグのチームで
は、セレッソ大阪やヴィッセル神戸などのキャンプ受け入れ実績がある。 ☞詳細は次ページ

八重瀬町
www.town.yaese.okinawa.jp

●南部エリア●

もしものときの医療機関
南部徳洲会病院 ☎098-998-3221
八重瀬町外間171-1

17



管
理
棟

管
理
棟

町営
プール
町営
プール

遊具
広場
遊具
広場

第二
多目的広場
第二
多目的広場

N

85 志多伯志多伯

玻名城海岸でのシーカヤック ホロホローの森 酵素ドリンク

沖縄本島南部に位置し、のんびりとした自然豊かな風景が
広がる八重瀬町。南端の玻名城海岸ではサンゴ礁を間近に
見ることができ、シーカヤックも楽しめる。海岸沿いには遊
歩道周辺に約100種類の植物が自生する「ホロホローの
森」があり、随時ガイドウォークも行われている。また、古く
から農業が盛んな八重瀬町では地元の農産物を使った加
工品が豊富。「しらかわファーム」で作られている、88種類
の野菜や果物の栄養素を凝縮したヘルシーな酵素ドリンク
も人気がある。

ダイナミックな
景観！

植物観察を
しながら歩こう

島野菜で
パワーアップ！

▶施設概要：面積5,738㎡  ▶施設用途・規模：軟式野球１面、ソフトボール１面、グラウンドゴルフ ▶その他設備：ナイター設備

●▶西部プラザ公園多目的広場 ☎098-998-2140［定休／月曜］　 http://www.town.yaese.okinawa.jp/yaese/public_html/fac.php?pid=217　
八重瀬町当銘82

野球 ソフトボール グラウンドゴルフ

▶施設概要：屋外50m×7レーン、屋外25m×6レーン ▶その他設備：ナイター設備、更衣室、シャワー室、AED 　※6月～9月のみ営業

●▶八重瀬町営プール ☎098-998-5262［定休／月曜］　 http://www.town.yaese.okinawa.jp/yaese/public_html/fac.php?pid=217　
八重瀬町東風平1018-1

水泳

★八重瀬町のイチオシ★

❸東風平運動公園陸上競技場
▶施設概要：400mトラック8レーン、赤土、天然芝フィール
ド、約300人収容 ▶その他設備：ナイター設備、更衣室、
シャワー室、会議室、AED ▶バリアフリー：Ｐ、WC

❶東風平運動公園野球場
▶施設概要：硬式・軟式可、両翼98m、中堅122m、天然
芝、ラバーフェンス、約1,800人収容 ▶その他設備：ブルペ
ン、ナイター設備、更衣室、シャワー室、会議室、AED ▶バ
リアフリー：Ｐ

❷東風平運動公園ソフトボール場
▶施設概要：両翼75m、天然芝 ▶その他設備：ナイター
設備 ▶バリアフリー：Ｐ

❹東風平運動公園サッカー場
▶施設概要：コート１面、グラウンド面積12,650㎡、天然
芝、約850人収容 ▶その他設備：ナイター設備、更衣室、
シャワー室、会議室、AED ▶バリアフリー：Ｐ ※多目的広
場と駐車場兼用

❺東風平運動公園テニス場
▶施設概要：オムニコート6面、約1,350人収容 ▶その
他設備：ナイター設備、更衣室、AED ▶バリアフリー：Ｐ

❻東風平運動公園体育館
▶施設概要：385人収容 ▶施設用途・規模：バレーボー
ル３面、ハンドボール2面、バスケットボール2面、バドミント
ン６面、卓球４台　※空手、剣道練習可 ▶その他設備：ト
レーニングルーム、更衣室、シャワー室、会議室、AED ▶バ
リアフリー：Ｐ

❼東風平運動公園多目的広場
▶施設概要：面積9,615㎡ ▶施設用途・規模：グラウンド
ゴルフ、ゲートボール８面 ▶バリアフリー：Ｐ

東風平運動公園サッカー場

東風平運動公園野球場

東風平運動公園テニス場

　トレーニングルーム（東風平運動公園体育館）東風平運動公園体育館

S
taff Comment

大型の体育館は
天井が高く、

夏も風が通り快適

●▶東風平運動公園
☎098-998-2140［定休／月曜］

http://www.town.yaese.okinawa.jp/
yaese/public_html/fac.php?pid=217

 八重瀬町東風平1076

陸上競技場と体育館が近くウォーミングアップに
利用しやすい。体育館に備わるトレーニングルーム
はウエイトトレーニングの設備が充実し、キャンプ
で訪れるプロスポーツ選手にも好評だ。

●2
●1

●3

●4

●5

●7

●6

… 駐車場… 出入口

野球
テニス

ソフトボール 陸上
バレーボール

ハンドボール バスケットボール
サッカー

バドミントン

グラウンドゴルフ ゲートボール
卓球 剣道空手
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沖縄本島最南端の
ベイエリア。

那覇空港からの
アクセスも便利

糸満市
www.city.itoman.lg.jp

●南部エリア●

西崎運動公園◎1984年に完成した西崎球場は、1992年までプロ野球のオリックス・ブルーウェーブが
春季キャンプで利用（1991年にブレーブスからブルーウェーブに名称変更）。2016年1月には、西崎総
合体育館にて全日本バドミントンナショナルチーム沖縄合宿が開催された。 ☞詳細は次ページ

もしものときの医療機関　
西崎病院 ☎098-992-0055
糸満市座波371-1

南部病院 ☎098-994-0501
糸満市真栄里870

19



ホテル スポーツロッジ糸満 西崎親水公園 美 ビ々ーチいとまん

西崎運動公園内には、スポーツ合宿にも対応している宿泊
研修施設「ホテル スポーツロッジ糸満」があり、ビジター
も利用可能な大浴場やサウナも完備。レストランでは地元
食材を使った和食中心のヘルシーメニューが味わえる。ま
た、隣接する全長約1.5km の「西崎親水公園」は、園の
中央を自然に近い川が流れ、リラックスタイムの散策にぴっ
たり。公園から車で10分ほど走れば、リゾートビーチ「美々
ビーチいとまん」で、マリンアクティビティやビーチスポーツ、
バーベキューも楽しめる。

★糸満市のイチオシ★

アマチュアの大会や合宿を中心に、多くのアスリー
トが利用するスポーツ施設。陸上競技場は2014
年６月にトラックの改修が終了し、インフィールドの
芝の整備も進んでいる。

●▶西崎運動公園
☎098-992-7961［定休／月曜（祝日の場合翌日）］

http://www.recreationpool-sports-itoman.com
 糸満市西崎町3-1

野球 ソフトボール 陸上

バレーボール
ラグビー

ハンドボール
フットサル

バスケットボール
テニス

水泳

サッカー

バドミントン
空手

卓球
剣道

❶糸満市西崎球場
▶施設概要：硬式・軟式可、両翼97.6m、中堅122m、天
然芝、ラバー＋金網フェンス、約12,000人収容 ▶その他
設備：ブルペン、ナイター設備、会議室、AED ▶バリアフ
リー：Ｐ、WC

❷糸満市西崎陸上競技場
▶施設概要：400mトラック8レーン、タータン、天然芝
フィールド、約9,000人収容 ※第３種公認 ※サッカー・
ラグビー使用可 ▶その他設備：屋内練習場、ナイター設
備、更衣室、シャワー室、会議室、AED ▶バリアフリー：Ｐ、
WC

❸糸満市西崎庭球場
▶施設概要：グラスコート4面、約100人収容 ▶その他
設備：ナイター設備 ▶バリアフリー：Ｐ

❹糸満市西崎総合体育館
▶施設概要：約800人収容 ▶施設用途・規模：［メイン
アリーナ］バレーボール3面、ハンドボール１面、バスケット
ボール２面、バドミントン8面、卓球8台、ドッジボール2面、
フットサル2面 ［サブアリーナ］バレーボール１面、バドミン
トン３面 ※メインアリーナ、サブアリーナともに空手、剣道練
習可 ▶その他設備：トレーニングルーム、更衣室、シャワー
室、会議室、AED ▶バリアフリー：Ｐ、WC、シャワー

❻糸満市西崎多目的広場
▶施設概要：面積12,600㎡ ▶施設用途・規模：サッカー
1面、フットサル2面、軟式野球2面、ソフトボール2面 ▶
その他設備：ナイター設備 ▶バリアフリー：Ｐ、WC

❺糸満市西崎プール
▶施設概要：屋内25m×６レーン ▶その他設備：ナイター
設備、更衣室、シャワー室、AED ▶バリアフリー：Ｐ、WC、
シャワー

運動公園内で
宿泊＆食事も

ＯＫ！

せせらぎを
感じながら

ウォーキング
コインシャワーや

売店も完備

屋内練習場（糸満市西崎陸上競技場）

糸満市西崎陸上競技場

糸満市西崎総合体育館

糸満市西崎庭球場

糸満市西崎プール

糸満市西崎球場

St
af

f C
omment

球場内ブルペンは
東京ドームと同じ
人工芝を使用

サブ
アリーナ
サブ
アリーナ

ホテルスポーツ
ロッジ糸満

ホテルスポーツ
ロッジ糸満

西崎親水公園西崎親水公園

331

N

●2

●1 ●6

●5
●3

●4

… 駐車場… 出入口
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陸上競技場は、
写真判定装置及び

写真判定室も
設置されている
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58

58

329

329

330

沖縄南I.C沖縄南I.C沖縄南I.C

北中城I.C北中城I.C北中城I.C

西原I.C西原I.C西原I.C

西原JCT西原JCT西原JCT
那覇IC那覇IC那覇IC

中城PA中城PA中城PA

沖縄北I.C沖縄北I.C沖縄北I.C

屋嘉IC屋嘉IC屋嘉IC

石川I.C石川I.C石川I.C

喜舎場
スマートI.C
喜舎場
スマートI.C
喜舎場
スマートI.C

浦添運動公園

オーシャンキャッスルカントリークラブ

うるま市具志川総合運動公園

うるま市石川体育施設

読谷平和の森球場
読谷村陸上競技場
読谷村体育センター
読谷村健康増進センター
読谷村運動広場
読谷村多目的広場

残波岬テニスコート
残波岬ボールパーク

宜野湾海浜公園
宜野湾勤労者体育センター

トロピカルビーチ

国道　　　 沖縄自動車道　　　　インターチェンジ　　　 市町村境界　　病院58 西原I.C西原I.C西原I.C

うるま市

読谷村

沖縄市

中城村

浦添市

西原町

北谷町

嘉手納町

北中城村
宜野湾市

嘉手納町兼久海浜公園

嘉手納運動公園

安良波公園（アラハビーチ）
北谷公園

沖縄残波岬ロイヤルホテル
ホテル日航アリビラ ヨミタンリゾート沖縄
ホテルむら咲むら
モリマーリゾートホテル
ローヤルホテル
民宿おおき

ヒルトン沖縄北谷リゾート
ベッセルホテル カンパーナ沖縄
ザ・ビーチタワー沖縄

ラグナガーデンホテル
カルチャーリゾート フェストーネ
ムーンオーシャン宜野湾ホテル＆レジデンス

●1

●2
●3
●4
●5
●6

●7

●8
●9

●10
●11
●12

読谷村

北谷町

宜野湾市

ココガーデンリゾートオキナワ
春日観光ホテル
AJ リゾートアイランド伊計島

デイゴホテル
クラウンホテル沖縄
オリンピア観光ホテル
サンライズ観光ホテル
ホテルニューセンチュリー
東京第一ホテルオキナワグランメールリゾート

（4月1日より「オキナワグランメールリゾート」）

EMウェルネスリゾート コスタビスタ沖縄ホテル＆スパ

●13
●14
●15

●16
●17
●18
●19
●20

●21

●22

うるま市

沖縄市

北中城村

吉の浦公園

沖縄市コザ運動公園
沖縄県総合運動公園

浦添総合病院 国立病院機構
沖縄病院

琉球大学医学部附属病院
ハートライフ病院

中部徳洲会病院

ロクト整形J2
野村ハートクリニック

名嘉病院

海邦病院

宜野湾記念病院

中頭病院

玉城ファミリークリニック
読谷村診療所

よみたん
クリニック

ライフケアクリニック長浜
まつしまクリニック

沖縄県立中部病院

与勝病院

●1

●2

●3

●4
●5

●6

●10
●11

●12

●14

●16
●17 ●18

●19●20

●21

●22

●15

●7 ●8 ●9

●13

ビーチ練習で足腰強化！
県内屈指の施設充実エリア
沖縄県総合運動公園をはじめ、多くの
総合運動公園を有する中部エリアで
は幅広い競技の合宿が行われていま
す。有名ビーチへも近く、ビーチ練習
にはうってつけのエリアです。
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街中の
緑豊かな環境に

整備された複合施設

浦添運動公園◎東京ヤクルトスワローズの春季キャンプ地。陸上競技場は県民体育大会陸上競技
の会場となる。各種スポーツ大会や、まつりなどのイベントも数多く開催される。☞詳細は次ページ

浦添市
www.city.urasoe.lg.jp

●中部エリア●

もしものときの医療機関
浦添総合病院 ☎098-878-0231
浦添市伊祖4-16-1
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浦添ようどれ（王陵） 浦添桑菓撰

琉球王朝発祥の地として知られる浦添市。浦添運動公園周
辺には「浦添城跡」や、王陵「浦添ようどれ」などの史跡
が点在。復元整備された石畳道もあり、浦添市の歴史をた
どりながらウォーキングが楽しめる。また、浦添市産の桑の
葉を使ったお茶やお菓子は食物繊維やカルシウムなどの栄
養素が豊富。健康食品としても人気が高く、浦添市役所の
売店で購入できる。そして東京ヤクルトスワローズの春季
キャンプ中は、浦添市限定のかりゆしウェアも販売される。
数量限定だがキャンプ終了後も浦添市役所で購入できる、
ファンにはたまらないレアグッズだ。

★浦添市のイチオシ★

❶浦添市民球場
▶施設概要：硬式・軟式可、両翼98m、中堅122m、天然
芝、ラバーフェンス、約14,499人収容 ▶その他設備：投
球練習場、更衣室、シャワー室、AED ▶バリアフリー：Ｐ、
WC

❷多目的屋外運動場
▶施設用途：野球は内野練習のみ可、グラウンドゴルフ 
▶バリアフリー：Ｐ

❸浦添市陸上競技場
▶施設概要：400mトラック8レーン、全天候ウレタン舗装、
天然芝フィールド、約6,254人収容 ※第３種公認 ※サッ
カー使用可 ▶その他設備：ナイター設備、会議室、AED 
▶バリアフリー：Ｐ、WC

❹多目的屋内運動場
▶施設概要：［メインアリーナ］面積2,520㎡ ［サブアリー
ナ］面積515㎡ ▶施設用途・規模：［メインアリーナ］フッ
トサル２面、ハンドボール２面、テニス４面、ゲートボール４
面 ［サブアリーナ］フットサル（練習のみ）、テニス１面、ゲー
トボール１面 ※野球は内野練習のみ ▶その他設備：更衣
室、シャワー室、会議室、AED ▶バリアフリー：Ｐ、WC

❺浦添市民体育館
▶施設概要：約1,029人収容 ▶施設用途・規模：バレー
ボール６面、ハンドボール２面、バスケットボール２面、バドミ
ントン12面、卓球12台 ほか ※武道場有り（空手１面、柔
道１面、剣道１面） ▶その他設備：トレーニングルーム、更
衣室、シャワー室、会議室、AED ▶バリアフリー：Ｐ、WC

❻相撲場
▶施設概要：屋根付き、観客席（約200席）、補助相撲
場 ▶その他設備：シャワー室、更衣室 ▶バリアフリー：Ｐ、
WC

メインアリーナ（浦添市民体育館）

浦添市民体育館

多目的屋内運動場

浦添
運動公園周辺
で歴史散策

桑と球団ロゴと
「つば九郎」が

モチーフ

桑の鮮やかな
緑の浦添産

スイーツ

浦添市民球場

球場バックスクリーン（浦添市民球場）

浦添市陸上競技場
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野球場・
陸上競技場は

車椅子専用観客席を
常設

●▶浦添運動公園
☎098-876-7322［定休／なし］

http://urataishisetsu.jp/
 浦添市仲間1-13-1

野球 陸上
フットサル テニス

ハンドボール

サッカー

バスケットボール バドミントン
卓球 空手 柔道

グラウンドゴルフ ゲートボール剣道

県内一の大きさを誇る体育館には広い武道場があ
り、体操や卓球など多目的な利用も可能。運動後
は、園内の「浦添市温水プールまじゅんらんど」の
ジャグジーやサウナでリフレッシュできる。

浦添市
温水プール
まじゅんらんど

浦添市
温水プール
まじゅんらんど

N

330

153

運
動
公
園
通
り

運
動
公
園
通
り

●2

●1
●6

●5

●3
●4

… 駐車場… 出入口

2016年東京ヤクルトスワローズ
かりゆしウェア

バレーボール
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海辺の
コンベンションエリアに

広がる開放的な
スポーツ拠点

宜野湾海浜公園◎横浜 DeNA ベイスターズのキャンプ地。オープン戦の開催をはじめ、バスケット
ボールやフットサルなどの大会や各種スポーツイベントも多数開催されている。 ☞詳細は次ページ

宜野湾市
www.city.ginowan.okinawa.jp

●中部エリア●

もしものときの医療機関
宜野湾記念病院 ☎098-893-2101
宜野湾市宜野湾3-3-13

海邦病院 ☎098-898-2111
宜野湾市真志喜2-23-5

国立病院機構沖縄病院 ☎098-898-2121
宜野湾市我如古3-20-14
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マリーナ
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ホテル

ラグナ
ガーデン
ホテル

屋
外
劇
場

屋
外
劇
場

歓海門歓海門

宜野湾高校宜野湾高校

58

トロピカルビーチ 宜野湾マリン支援センター ぎのわんゆいマルシェ

❸宜野湾市立グラウンド
▶施設概要：400mトラック8レーン、タータン、天然芝
フィールド、約1,200人収容　※サッカー使用可 ▶その
他設備：ナイター設備、更衣室、シャワー室、会議室、AED 
▶バリアフリー：Ｐ、WC

❷宜野湾海浜公園芝広場（野球場サブグラウンド）
▶施設概要：天然芝 ▶施設用途：野球は内野練習のみ可 
▶バリアフリー：Ｐ

❶宜野湾市立野球場
▶施設概要：硬式・軟式可、両翼100m、中堅122m、天然
芝、鉄フェンス、約10,800人収容 ▶その他設備：ブルペ
ン、ナイター設備、更衣室、シャワー室、会議室、AED ▶バ
リアフリー：Ｐ、WC

❹宜野湾海浜公園庭球場
▶施設概要：オムニコート6面 ▶その他設備：ナイター設
備、更衣室、シャワー室 ▶バリアフリー：Ｐ、WC

❺宜野湾市立屋内運動場
▶施設概要：面積1,809㎡ ▶施設用途・規模：軟式野球
1面、ソフトボール1面、テニス2面、ゲートボール1面 ※硬
式野球は全面利用時のみ ▶バリアフリー：Ｐ

❻宜野湾市立体育館
▶施設概要：約1,500人収容 ▶施設用途・規模：バレー
ボール３面、ハンドボール１面、バスケットボール２面、バドミ
ントン12面、卓球24台、ドッジボール３面、フットサル１面  
▶その他設備：冷房設備、トレーニングルーム、更衣室、シャ
ワー室、会議室、AED ▶バリアフリー：Ｐ、WC

❼宜野湾海浜公園多目的広場
▶施設概要：面積24,688㎡ ▶施設用途・規模：サッカー
２面、フットサル４面、グラウンドゴルフ、ゲートボール ▶その
他設備：ナイター設備 ▶バリアフリー：Ｐ、WC

●▶宜野湾海浜公園
☎098-897-2751［定休／火曜（祝日の場合翌日）］

http://www.ginowankaihinkouen.jp
 宜野湾市真志喜4-2-1

宜野湾市西海岸エリアには沖縄コンベンションセンターや、
マリーナ、屋外劇場、リゾートホテルなどさまざまな施設が充
実。リーズナブルなバーベキューセットが揃うトロピカルビー
チはアフタースポーツにおすすめ。予約をすれば手ぶらでビー
チパーティーが楽しめる。近くには、体験ダイビングや研修施
設を備えた「宜野湾マリン支援センター」や、地元の農産物
や新鮮な海産物が数多く揃う「ぎのわんゆいマルシェ」があ
り、宜野湾漁港はフィッシングポイントとしても知られている。

スポーツ後は
BBQ で

エンジョイ

さまざまな
マリンスポーツを

体験！
鮮魚料理が

味わえる
食堂も！

▶施設概要：約100人収容 ▶施設用途・規模：バレーボール２面、バスケットボール２面、バドミントン３面、フットサル１面、卓球4台 ▶その他設備：更衣室、シャワー室、AED ▶バリアフリー：WC
●▶宜野湾勤労者体育センター ☎098-898-4700［定休／火曜］　宜野湾市伊佐4-7-14

バレーボール バスケットボール バドミントンフットサル 卓球

★宜野湾市のイチオシ★

野球
テニス

ソフトボール 陸上

バレーボール ハンドボール
フットサル

バスケットボール
サッカー

バドミントン 卓球 グラウンドゴルフ
ゲートボール

野球場には独立した投球練習場が隣接。天井が高
く球技に適した体育館は、イベント会場としても利
用され冷房も完備。マシン台数が多い本格トレーニ
ングルームはプロ野球選手も利用する。

宜野湾市立グラウンド

宜野湾市立体育館

宜野湾市立野球場

宜野湾市立屋内運動場

宜野湾海浜公園庭球場

▶施設概要：面積38,803㎡、約15,000人収容 ▶施設
用途・規模：ビーチサッカー１面 ▶その他設備：更衣室、
シャワー室、AED ▶バリアフリー：WC

●▶トロピカルビーチ
☎098-897-2759［定休／なし］

http://www.ginowankaihinkouen.jp
 宜野湾市真志喜4-2-1 

ビーチスポーツ

砂浜や遊泳区域が広く、防波堤上には散策路があ
る。ビーチサッカー日本代表選手のトレーニング
キャンプや、ビーチサッカー教室なども行われる。

●2

●1

●6

●5

●7

●3

●4
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全国
ビーチサッカー大会が
何度も開催されている

… 駐車場… 出入口
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中城湾に面し、
ビーチが目の前。

遊歩道のジョギングも
快適！

中城村
www.vill.nakagusuku.okinawa.jp

●中部エリア●

吉の浦公園◎ガンバ大阪、川崎フロンターレ、横浜 F・マリノスなど、Jリー
グの人気クラブがサッカーキャンプを行っている。 ☞詳細は次ページ

もしものときの医療機関
ハートライフ病院 ☎098-895-3255
中城村伊集208

琉球大学医学部附属病院 ☎098-895-3331
西原町上原207
中部徳洲会病院 ☎098-937-1110
北中城村アワセ土地区画整理事業地内2街区1番
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広場

中城城跡 ハンタ道 パラグライダー体験

沖縄随一の名城として名高い世界遺産「中城城跡」をはじ
め、有形無形の文化財が数多く残る中城村。中城城跡は標
高167メートルの高台にあり、眼下に太平洋を見渡す絶景
が広がる。中城城跡を通過する「中頭方東海道（通称ハン
タ道）」は、首里城を起点に勝連城に至る城を結ぶ歴史の
道。沿道には「ペリーの旗立岩」など多くの文化財が点在
し、気軽に歴史散策が楽しめる。また、吉の浦公園の久場
ビーチはモーターパラグライダーのメッカ。ベテランパイロッ
トと同乗する体験フライトで、空中散歩を満喫しよう。

広い城内を
のんびり散策

パノラマビュー
も魅力

沖縄の大空で
気分爽快！

ゴルフ

▶施設概要：18H、6,442ヤード、パー72 ▶その他設備：更衣室、浴場（シャワー完備）、多目的コンペパーティションルーム、AED ▶バリアフリー：Ｐ

●▶オーシャンキャッスルカントリークラブ ☎098-895-7867［定休／なし］　　https://www.orix-golf.jp/oceancastle/
中城村登又60

★中城村のイチオシ★

●▶吉の浦公園
☎098-895-3707［定休／火曜（祝日の場合翌日）］
 中城村安里190

野球
テニス
陸上

フットサル バレーボール

グラウンドゴルフ
ハンドボール バスケットボール

サッカー

バドミントン
ゲートボール卓球

陸上競技場のフィールドは、専属のグラウンドキー
パーにより県内トップクラスの芝を整備。多くのＪ
リーグ会場と同様、排水性に優れた川砂メインの
土壌構造となっており、プロ選手からも好評だ。

❷青少年広場（野球場）
▶施設概要：軟式のみ可、両翼91m、中堅120m、天然
芝、金網フェンス、約1,500人収容 ▶その他設備：ナイ
ター設備 ▶バリアフリー：WC

❶ごさまる陸上競技場
▶施設概要：400mトラック８レーン、タータン、天然芝
フィールド、約2,000人収容 ※サッカー使用可 ▶その他
設備：会議室 

❸吉の浦テニスコート
▶施設概要：オムニコート４面 ▶その他設備：ナイター
設備 

❹中城村民体育館
▶施設概要：約500人収容 ▶施設用途・規模：バレー
ボール２面、ハンドボール２面、バスケットボール２面、バドミ
ントン６面、卓球３台、フットサル２面 ▶その他設備：トレー
ニングルーム、更衣室、シャワー室、AED▶バリアフリー：
WC

❺大人の広場（ゲートボール場）
▶施設概要：面積2,620㎡ ▶施設用途・規模：ゲートボー
ル６面、グラウンドゴルフ ▶バリアフリー：WC

ごさまる陸上競技場

ごさまる陸上競技場 中城村民体育館

公園前の遊歩道と海岸

吉の浦テニスコート

青少年広場（野球場）
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… 駐車場… 出入口
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キャンプなどの練習を
より快適に行えるよう、

陸上競技場横に
クラブハウスを完備
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西海岸の人気スポット、
美浜アメリカンビレッジに

隣接！

北谷公園◎北谷町美浜区に整備された公園。中日ドラゴンズのキャンプ地であり、プロ野球の
オープン戦など、各施設は多くのスポーツ大会や合宿に利用されている。 ☞詳細は次ページ

北谷町
www.chatan.jp

●中部エリア●

もしものときの医療機関
沖縄県立中部病院 ☎098-973-4111
うるま市宮里281

中頭病院 ☎098-939-1300
沖縄市知花6-25-5
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北谷公園ウォーキングコース Terme VILLA ちゅらーゆ 美浜アメリカンビレッジ

ビーチスポーツ

▶施設用途：ビーチサッカー、ビーチバレー、バスケットボール
（３on３） ▶その他設備：更衣室、シャワー室 ▶バリアフ
リー：Ｐ、WC

沖縄のプロビーチサッカーチーム「ソーマプライ
ア」のホームビーチ。ビーチバレー、バスケット（３
on３）、マリンアクティビティも楽しめる。

●▶安良波公園（アラハビーチ）
☎098-926-2680（管理棟）［定休／なし］

【11月〜4月初旬の問い合わせ先】
☎098-936-0077 

http://ccdc.jp
 北谷町北谷2-21

北谷公園内には1.3km、4km のウォーキングコースがあり、
安良波公園まで続いている遊歩道はオーシャンビューが心
地いい。また、園内にある「Terme VILLA ちゅらーゆ」は、
天然温泉ヒーリングプールを備えた温浴施設。源泉掛け流
し天然温泉の露天風呂やジャグジー、低温サウナもありアフ
タースポーツのリフレッシュにぴったりだ。また、公園北側の
美浜アメリカンビレッジは異国ムードあふれるレジャース
ポット。ショッピング、グルメ、マリン、ナイトスポットが充実
し、周辺にはリゾートホテルが建ち並んでいる。

サンセットも
必見

天然温泉で
疲労回復！

気分転換に
ぴったり！

★北谷町のイチオシ★

❹北谷公園陸上競技場
▶施設概要：400mトラック8レーン、タータン、天然芝
フィールド、14,221人収容 ※第３種公認 ※サッカー使
用可 ▶その他設備：屋内練習場、ナイター設備、トレーニ
ングルーム、更衣室、シャワー室、会議室、AED ▶バリアフ
リー：Ｐ、WC

野球
テニス
陸上

フットサル
ソフトボール

サッカー
ゲートボール 水泳

●▶北谷公園
☎098-936-0077［定休／月曜（祝日の場合翌日）］

http://ccdc.jp
 北谷町美浜2

【❼の問い合わせ先】
☎098-936-5286［定休／月曜（祝日の場合翌日）］ 

【❽の問い合わせ先】
☎098-936-7220［定休／月曜］

http://www.mizuno.co.jp/school/facility/
shisetsu_45/

観客席、スコアボード、ナイター設備を備えた国内
有数のソフトボール場があり、全日本女子チームの
合宿も行われた。最新のマシンが揃うトレーニング
センターでは、専門スタッフがトレーニングのアドバ
イスもしてくれる。

北谷町健康トレーニングセンター

北谷公園屋内運動場（北谷ドーム）

北谷公園陸上競技場北谷公園野球場

北谷公園ソフトボール場

❶北谷公園野球場
▶施設概要：硬式・軟式可、両翼98m、中堅122m、天然
芝、ラバー＋金網フェンス、約11,000人収容 ▶その他設
備：ブルペン、更衣室、シャワー室 ▶バリアフリー：Ｐ、WC

❸北谷公園ソフトボール場
▶施設概要：両翼68.58m、中堅68.58m、ラバーフェンス、
約3,200人収容 ▶その他設備：ナイター設備 ▶バリアフ
リー：Ｐ、WC

❷北谷公園サブグラウンド
▶施設概要：ソフトボールのみ可  ▶バリアフリー：Ｐ

❺北谷公園庭球場
▶施設概要：オムニコート6面、約1,700人収容 ▶その
他設備：ナイター設備 ▶バリアフリー：Ｐ

❼北谷公園水泳プール
▶施設概要：屋外50m×８レーン ▶その他設備：ナイ
ター設備、更衣室、シャワー室、会議室、AED ▶バリアフ
リー：Ｐ、WC　※５月～10月のみ営業

❽北谷町健康トレーニングセンター
▶施設概要：トレーニングルーム、フィットネススタジオ ▶そ
の他設備：冷房設備、更衣室、シャワー室、AED ▶バリア
フリー：Ｐ、WC

❻北谷公園屋内運動場（北谷ドーム）
▶施設概要：面積6,012㎡ ▶施設用途・規模：フットサル
２面、テニス３面、ゲートボール４面 ほか ▶その他設備：
更衣室、シャワー室、AED ▶バリアフリー：Ｐ、WC
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プロビーチ
サッカーチームの

練習風景を見学できる！
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Staff  Comment
体育施設や緑地を
コンパクトに配した

スポーツエリア

嘉手納運動公園◎横浜DeNAベイスターズファームの春季キャンプ地。県内有数の屋内運動場
「嘉手納町スポーツドーム」では全日本フットサル選手権も開催される。 ☞詳細は次ページ

嘉手納町
www.town.kadena.okinawa.jp

●中部エリア●

もしものときの医療機関
ロクト整形Ｊ2 ☎098-957-6910
嘉手納町屋良1063-1

野村ハートクリニック ☎098-982-8810
嘉手納町屋良1063-1

名嘉病院 ☎098-956-1161
嘉手納町嘉手納258
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比謝川カヤック体験 野国いもソフトクリーム 水釜海岸

町の北側を流れる比謝川ではマングローブカヤックが楽しめ
る。潮の干満の影響を受けないため、体験ツアーの開催回数
も多い。市街地からのアクセスも良く気軽に参加できる。また
嘉手納運動公園近くには「道の駅かでな」があり、４階展望
フロアから嘉手納基地を見渡せる。限定販売の野国いもを
使ったソフトクリームも人気。ジョギングやウォーキングなら
兼久海浜公園へ。約１km にわたる水釜海岸はダイビングや
サーフポイントでもあり、美しい夕日を見ることもできる。　

ココは
穴場かも!?

ブレイクタイムに
ぴったり 大海原が

目の前に！

★嘉手納町のイチオシ★

野球 ソフトボール テニス
バレーボール

卓球
バスケットボール バドミントン

コミュニティースポーツなど総合的な公園として広
く活用されている。ソフトボール場は３面とれる広
さがあり、投手と野手が分かれて練習できる。

●▶嘉手納町兼久海浜公園
☎098-956-5346［定休／なし］

http://www.kadena-sports.com/
 嘉手納町兼久85-25

嘉手納町ソフトボール場
▶施設概要：両翼70m、中堅78m、天然芝、ラバーフェン
ス、約1,800人収容 ▶その他設備：ナイター設備 ▶バリ
アフリー：Ｐ、WC

嘉手納町総合運動場
▶施設概要：面積18,575㎡ ▶施設用途・規模：ソフト
ボール２面、少年野球２面 ▶その他設備：ナイター設備、
会議室 ▶バリアフリー：Ｐ、WC

嘉手納町兼久体育館
▶施設用途・規模：バレーボール２面、バスケットボール１
面、バドミントン３面、卓球６台 ▶その他設備：更衣室、シャ
ワー室、AED ▶バリアフリー：Ｐ、WC

嘉手納町テニス場
▶施設概要：オムニコート４面、約100人収容 ▶その他
設備：ナイター設備 ▶バリアフリー：Ｐ

●▶嘉手納運動公園
☎098-956-1152（スポーツドーム）［定休／なし］

http://www.kadena-sports.com/
 嘉手納町屋良875

野球 陸上ソフトボール
サッカー フットサル グラウンドゴルフ

野球場は、水捌けが良くボールが見やすい黒土を
使用。野球場と陸上競技場間は専用通路があり、
徒歩での移動がしやすい。スポーツドーム2階のト
レーニングルームは、筋力強化器具やマシンも充実
している。 ❸嘉手納町スポーツドーム

▶施設概要：面積2,268㎡ ▶施設用途・規模：フットサル
２面 ※野球、ソフトボールは練習のみ。硬式球のバッティ
ング練習は全面利用時のみ ▶その他設備：トレーニング
ルーム、更衣室、シャワー室、会議室、AED▶バリアフリー：
Ｐ、WC

❶嘉手納町野球場
▶施設概要：硬式・軟式可、両翼91.5m、中堅120m、天
然芝、ラバー＋金網フェンス、約5,000人収容 ▶その他設
備：ブルペン、ナイター設備、シャワー室、会議室、AED ▶
バリアフリー：Ｐ、WC

❷嘉手納町陸上競技場
▶施設概要：400mトラック8レーン、タータン、天然芝
フィールド、約3,300人収容 ※サッカー使用可 ▶その他
設備：ナイター設備、更衣室、シャワー室、会議室、AED▶
バリアフリー：Ｐ、WC

❹嘉手納町多目的広場
▶施設概要：面積5,300㎡ ▶施設用途・規模：グラウンド
ゴルフ ほか ▶バリアフリー：Ｐ、WC

嘉手納町野球場

嘉手納町総合運動場

嘉手納町陸上競技場

トレーニングルーム（嘉手納町スポーツドーム）アリーナ（嘉手納町スポーツドーム）

嘉手納町テニス場
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嘉手納町ソフトボール場
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海を眺めながらトレーニング！
近くにショッピング
センターがあり
買い物も便利
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270,000㎡の
広大な敷地内には

プロユースの施設が
充実！

沖縄市コザ運動公園◎広島東洋カープの春季キャンプ地。ＪＯＣ（日本オリンピック委員会）認定
の陸上競技場は、オリンピック選手や実業団などの合宿にも利用されている。 ☞詳細は次ページ

沖縄市
www.city.okinawa.okinawa.jp

●中部エリア●

もしものときの医療機関
中部徳洲会病院 ☎098-937-1110
北中城村アワセ土地区画整理事業地内2街区1番

中頭病院 ☎098-939-1300
沖縄市知花6-25-5
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FC 琉球　ホームゲーム 琉球ゴールデンキングス  ホームゲーム
東南植物楽園

沖縄市コザ運動公園では、バスケットボール「琉球ゴールデ
ンキングス」、沖縄県総合運動公園では、サッカー「FC 琉球」
の白熱したゲームを楽しむことができる。アフタースポーツは、
海外からの観光客も多い癒しスポット「東南植物楽園」がお
すすめ。植物園には特徴ある南国の4大植物、ヤシ、ハス、リュ
ウケツジュ、バオバブがあり、日本ではここだけでしか見られな
い景観を満喫できる。

スポーツ観戦で
エキサイト！

亜熱帯の
自然に囲まれ

リラックス★沖縄市のイチオシ★

©
2003F.C

.RYU
KYU

●▶沖縄市コザ運動公園
☎098-932-0777［定休／第２・４火曜（祝日
の場合翌日）］

http://www.kozaspo.jp/
 沖縄市諸見里2-1-1

野球 陸上ソフトボール
サッカー ラグビーフットサル
テニス ハンドボールバレーボール

バスケットボール 卓球バドミントン
空手 剣道柔道
弓道 ゲートボール

陸上競技場は50m×３レーンの雨天走路を完備。
競技場内のトレーニングルームには疲労やケガの回
復を早める「高気圧酸素キャビン」など多種多様な
器具が並びアスリートをサポートしてくれる。

❺沖縄市多目的運動場 
▶施設概要：面積1,453㎡ ▶施設用途・規模：フットサル
２面、テニス２面、ゲートボール２面 ほか ※野球利用は全
面禁止 ▶その他設備：AED ▶バリアフリー：Ｐ、WC

トレーニングルーム（沖縄市陸上競技場）

コザしんきんスタジアム

沖縄市体育館

沖縄市陸上競技場

沖縄市多目的運動場 

弓道場（沖縄市武道館）

沖縄市武道館

❻沖縄市体育館
▶施設概要：2,123人収容 ▶施設用途・規模：バレー
ボール３～6面、ハンドボール３面、バスケットボール３面、
バドミントン14面、卓球20台、ドッジボール３面、フットサル
３面 ▶その他設備：冷房設備、更衣室、シャワー室、AED 
▶バリアフリー：Ｐ、WC、シャワー

❼沖縄市武道館
▶施設概要：約162人収容 ▶施設用途・規模：空手２
面、柔道２面、剣道２面、弓道６人立 ▶その他設備：冷房
設備、更衣室、シャワー室、会議室、AED ▶バリアフリー：
Ｐ、WC

❷沖縄市サブトラック兼ソフトボール場
▶施設概要：軟式可、両翼（右）74m（左）98m、中堅
118m ▶施設用途・規模：硬式野球は練習のみ、サッカー・
ラグビー練習使用可 ▶その他設備：ナイター設備、AED

❸沖縄市陸上競技場
▶施設概要：400mトラック8レーン、タータン、天然芝
フィールド、約13,400人収容 ※第１種公認 ▶その他
設備：屋内練習場、ナイター設備、トレーニングルーム、
更衣室、シャワー室、会議室、AED ▶バリアフリー：Ｐ、
WC、シャワー

❶コザしんきんスタジアム（沖縄市野球場）
▶施設概要：硬式・軟式可、両翼100m、中堅122m、天然
芝、ラバーフェンス、約15,000人収容▶その他設備：ブル
ペン、ナイター設備、更衣室、シャワー室、会議室、AED ▶
バリアフリー：Ｐ、WC

❹沖縄市庭球場
▶施設概要：クレーコート５面、約55人収容 ▶その他設
備：ナイター設備 ▶バリアフリー：Ｐ、WC
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2014年２月に
リニューアルオープンした

野球場には高機能
ピッチングマシーンなど
最新設備が整っている

N85沖縄南 I.C沖縄南 I.C
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陸上 フットサルサッカー
ラグビー バレーボールテニス

ハンドボール バドミントンバスケットボール
卓球 ゲートボール 水泳

●▶沖縄県総合運動公園
☎098-932-5114［定休／火曜（祝日の場合翌日）］

http://www.okinawa-kenso.com/
 沖縄市比屋根5-3-1

海邦国体（1987年開催）の主会場として整備さ
れた70.4ヘクタールに及ぶ県内最大級の公園。敷
地内は３つのエリアに分かれ、陸上競技場をはじ
め、さまざまなスポーツ施設やレジャー施設が揃う。
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体育館メインアリーナ 

レクリエーションドーム

県内最大のＪリーグ対応スタジアム！
陸上競技場は約15,000人収容可能！　

❸蹴球場
▶施設概要：サッカー・ラグビーコート２面、グラウンド面
積24,640㎡、天然芝 ▶その他設備：ナイター設備、更衣
室、シャワー室、AED（庭球場と併用） ▶バリアフリー：Ｐ、
WC

❷補助競技場
▶施設概要：400mトラック６レーン、100mトラック８レー
ン、タータン、天然芝フィールド ※第３種公認

❹庭球場
▶施設概要：コート16面（砂入り人工芝） ▶その他設備：
ナイター設備、更衣室、シャワー室、AED ▶バリアフリー：
P、WC

❺レクリエーションドーム
▶施設概要：面積7,194㎡、砂入り人工芝 ▶施設用途・
規模：フットサル４面、テニス８面、ゲートボール10面 ※野
球はキャッチボール、守備練習程度のみ。硬式球の利用
は全面使用時のみ ▶その他設備：シャワー室、会議室、
AED ▶バリアフリー：Ｐ、WC、シャワー

❻体育館 
▶施設概要：約1,100人収容 ▶施設用途・規模：［メイン
アリーナ］バレーボール３面、ハンドボール２面、バスケット
ボール２面、バドミントン８面、卓球35台、フットサル２面　

［サブアリーナ］バドミントン３面、卓球６台 ▶その他設備：
トレーニングルーム、更衣室、シャワー室、AED ▶バリアフ
リー：Ｐ、WC、シャワー

❼水泳プール
▶施設概要：屋外50m×９レーン、屋内25ｍ×６レーン 
※日本水泳連盟公認 ▶その他設備：更衣室、シャワー室、
AED ▶バリアフリー：Ｐ、WC、シャワー　※屋外プールは
５月～９月のみ営業

さまざまな公式競技に対応可能な、県
内最高ランクの設備を誇る陸上競技
場。大型映像装置、運営本部室、記
者室など充実した設備が整う。沖縄の
プロサッカーチーム「ＦＣ琉球」のホー
ムスタジアムとして利用されている。

❶陸上競技場
▶施設概要：400mトラック８レーン、タータン、天然芝フィールド、15,126人収容（芝生スタンド含む） ※第１種公認 ▶その
他設備：屋内練習場、ナイター設備、トレーニングルーム、更衣室、シャワー室、会議室、AED ▶バリアフリー：Ｐ、WC、シャワー

補助競技場

水泳プール

庭球場

蹴球場
S
taff Comment

競泳の公式大会などが
開催される。

キャンプ中の選手も
トレーニングに
利用している
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屋嘉IC
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伊芸SA
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南ぬ島
石垣空港

那覇空港 宮
古
空
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久
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島
空
港

ゆいレールゆいレール

スポーツコミッション沖縄

プランナーズガイド

東北楽天ゴールデン
イーグルス〈１軍〉
久米島野球場

東北楽天ゴールデン
イーグルス〈２軍〉
仲里球場

■ジェフユナイテッド市原・千葉〈J2〉
■SC相模原〈J3〉
南城市陸上競技場

名古屋グランパス〈J1〉
南風原町
黄金森陸上競技場

■浦和レッドダイヤモンズ〈J1〉
■水戸ホーリーホック〈J2〉
東風平運動公園サッカー場

読売ジャイアンツ〈１軍〉
沖縄セルラースタジアム那覇

中日ドラゴンズ〈２軍〉
読谷平和の森球場

広島東洋カープ〈１軍〉
コザしんきんスタジアム

中日ドラゴンズ〈１軍〉
北谷公園野球場

横浜DeNAベイスターズ〈１軍〉
宜野湾市立野球場

東京ヤクルトスワローズ〈１軍〉
浦添市民球場

ヴィッセル神戸〈J1〉
残波岬サッカー場

サガン鳥栖〈J1〉
読谷村陸上競技場

湘南ベルマーレ〈J1〉
糸満市陸上競技場

FC東京〈J1〉
国頭陸上競技場

北海道日本ハムファイターズ〈２軍〉
くにがみ球場

北海道日本ハムファイターズ〈１軍〉
名護市営球場

ハンファイーグルス〈韓国〉
東風平運動公園野球場

北海道コンサドーレ札幌〈J2〉
金武町陸上競技場

阪神タイガース〈１軍〉
宜野座村野球場

千葉ロッテマリーンズ〈１軍・２軍〉
石垣市中央運動公園野球場

SKワイバーンズ〈韓国〉
うるま市具志川野球場

ネクセンヒーローズ〈韓国〉
沖縄本島各地

LGツインズ〈韓国〉
うるま市石川野球場

起亜タイガース（韓国）
金武町ベースボールスタジアム

三星ライオンズ〈韓国〉
ONNA赤間ボール・パーク

横浜DeNAベイスターズ（ファーム）
嘉手納町野球場

■ガンバ大阪〈J1〉
■横浜F・マリノス〈J1〉
■川崎フロンターレ〈J1〉
ごさまる陸上競技場

■東京ヴェルディ〈J2〉
■FC岐阜〈J2〉
西原町運動公園陸上競技場

グルージャ盛岡〈J3〉
西原町東崎公園サッカー場

■大宮アルディージャ〈J1〉
■湘南ベルマーレ〈J1〉
■川崎フロンターレ〈J1〉
沖縄県総合運動公園陸上競技場

【自転車ロードレースチーム】
本島北部を中心に県内全域で
ロードトレーニングを実施
■愛三工業レーシングチーム
■シマノレーシングチーム
■那須 ブラーゼン
■宇都宮ブリッツェン
■マトリックスパワータグ

日本プロ野球１軍

日本プロ野球２軍

韓国プロ野球

Jリーグ

自転車ロードレース

近年、沖縄県はスポーツ合宿において様々な面での環境の良さが認知され、
年々一流アスリートたちによるキャンプ・合宿の開催件数が増えています。

2016年には、以下のアスリートたちが沖縄で合宿を実施しました。
※対象競技…野球、サッカー、自転車ロードレース

【実施時期】
野球…２月〜３月上旬
サッカー…１月中旬〜２月中旬
自転車ロードレース
…１月中旬〜３月初旬
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２市２町が合併した
広大な市内に数多くの
スポーツ施設が点在

うるま市
www.city.uruma.lg.jp

●中部エリア●

うるま市具志川総合運動公園◎韓国プロ野球チーム、SK ワイバーンズのキャンプ地。市内には相撲の強
豪校、中部農林高校があり、公園内の具志川ドームで大会や稽古が行われている。 ☞詳細は次ページ

もしものときの医療機関　
沖縄県立中部病院 ☎098-973-4111
うるま市宮里281

中頭病院 ☎098-939-1300
沖縄市知花6-25-5

与勝病院 ☎098-978-5235
うるま市勝連南風原3584
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海中道路 ビオスの丘 石川岳登山コース

沖縄本島中部東海岸の半島部に位置するうるま市。５つの
島々が海中道路や橋によって結ばれ、毎年４月にはロード
レース大会も開催される。美しい海を一直線に突き抜ける全
長4.7km の海中道路は眺望抜群！市内西側の丘陵地帯に
広がるテーマパーク「ビオスの丘」や、標高204m の石川岳
登山コースでは、亜熱帯植物が生い茂る沖縄ならではの自然
を満喫。平成27年9月にリニューアルされた石川岳麓の「沖
縄県立石川青少年の家」は宿泊施設や研修室が完備し、一
般団体も利用できる。

海の上を
走ってみよう！

★うるま市のイチオシ★

❶うるま市具志川野球場
▶施設概要：硬式・軟式可、両翼97m、中堅120m、天然
芝、金網フェンス、約4,300人収容 ▶その他設備：ブルペ
ン、ナイター設備、更衣室 ▶バリアフリー：Ｐ、WC

❷うるま市具志川総合グラウンド
▶施設概要：400mトラック８レーン、タータン、天然芝
フィールド、約10,000人収容 ※サッカー使用可 ▶そ
の他設備：ナイター設備 ▶バリアフリー：Ｐ、WC

❸うるま市具志川庭球場
▶施設概要：オムニコート８面 ▶その他設備：ナイター設
備 ▶バリアフリー：Ｐ、WC

❹うるま市具志川ドーム
▶施設概要：面積4,479㎡ ▶施設用途・規模：フットサル２
面、テニス４面、相撲稽古場 ほか ▶その他設備：更衣室、
シャワー室、会議室、AED ▶バリアフリー：Ｐ、WC、シャワー

❺うるま市具志川総合体育館
▶施設概要：2,378人収容 ▶施設用途・規模：バレー
ボール３面、バスケットボール２面、バドミントン８面、卓球５
台 ※武道場有り（空手１面、柔道１面、剣道１面） ▶その
他設備：トレーニングルーム、更衣室、シャワー室、会議室、
AED ▶バリアフリー：Ｐ、WC

❻うるま市具志川多種目球技場
▶施設概要：面積12,513㎡ ▶施設用途・規模：サッカー
２面、フットサル８面、軟式野球１面、ソフトボール１面 ▶バ
リアフリー：Ｐ

❼うるま市具志川グラウンドゴルフ場

●▶うるま市具志川総合運動公園
☎098-973-0230［定休／火曜（祝日の場合翌日）］

http://www.city.uruma.lg.jp/1/382.html
 うるま市大田427

野球 ソフトボール
テニス
陸上

サッカー フットサル
バレーボール バスケットボール バドミントン

空手卓球 柔道
グラウンドゴルフ剣道

2009年に完成した具志川ドームは、2010年の美
ら島総体で相撲競技会場に選ばれた。アリーナに
は高密度人工芝が敷設され、県内唯一の移動式土
俵や本格的な稽古場を備えている。

うるま市具志川総合グラウンド

うるま市具志川庭球場

相撲稽古場（うるま市具志川ドーム）うるま市具志川ドーム

●2

●1

●6
●5

●7

●3

●4

湖を巡る船や
カヌーが人気

ロープを
使って登る
険しい道も！

… 駐車場… 出入口

うるま市石川庭球場
▶施設概要：ハードコート３面 ▶バリアフリー：Ｐ

うるま市石川屋内運動場
▶施設概要：面積3,250㎡ ▶施設用途・規模：フットサル
２面、ピッチング練習場４面 ▶バリアフリー：Ｐ

うるま市石川体育館
▶施設概要：約1,200人収容 ▶施設用途・規模：バレー
ボール２面、バスケットボール２面、バドミントン８面、卓球
20台 ▶その他設備：トレーニングルーム、更衣室、シャ
ワー室、会議室、AED ※武道場有り（柔道１面、剣道１面） 
▶バリアフリー：Ｐ、WC

うるま市石川プール
▶施設概要：屋内25m×８レーン ▶その他設備：ナイター
設備、更衣室、シャワー室、AED ▶バリアフリー：Ｐ、WC
※5月中旬～10月のみ営業

うるま市役所石川庁舎に隣接する海に面したエリ
アに運動施設が集まっている。野球場の隣りにある
屋内運動場は、主にピッチングやバッティング、サッ
カーの練習に利用される。

●▶うるま市石川体育施設
☎098-965-5121（体育館）［定休／火曜（祝日
の場合翌日）］

http://www.city.uruma.lg.jp/1/382.html
 うるま市石川石崎1-2

うるま市石川野球場
▶施設概要：硬式・軟式可、両翼95m、中堅120m、天然
芝、金網フェンス、4,006人収容 ▶その他設備：ブルペン、
ナイター設備、会議室 ▶バリアフリー：Ｐ、WC

野球 フットサル テニス
バスケットボールバレーボール バドミントン

柔道卓球
水泳

剣道

うるま市石川野球場

Sta
ff Comment

韓国プロ野球チーム、
ＬＧツインズの

キャンプ地
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米軍飛行場跡の
広大な土地に整備された

開放感あふれる
総合スポーツ施設

読谷村体育施設◎中日ドラゴンズ２軍やＪリーグチーム・サガン鳥栖のキャンプ地。
また、ラグビーのトップリーグチームも合宿に訪れている。☞詳細は次ページ

読谷村
www.vill.yomitan.okinawa.jp

●中部エリア●

もしものときの医療機関
読谷村診療所 ☎098-956-1151
読谷村都屋179

ライフケアクリニック長浜 ☎098-982-9000
読谷村長浜1530-1

まつしまクリニック ☎098-958-6888
読谷村瀬名波894-2

よみたんクリニック ☎098-958-5775
読谷村長浜1774

玉城ファミリークリニック ☎098-956-1236
読谷村都屋245
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沖縄本島中部の西側に位置する読谷村は、サトウキビ畑が
広がるのんびりとした風景が印象的。断崖絶壁に波が砕け
る残波岬一帯は公園として整備され、大海原を見渡せる遊
歩道が続いている。また、泊城公園にある渡具知ビーチは、
スタンドアップパドルボード（SUP）を体験できるスポット。
ボードの上に立ちパドルで漕ぎ進むSUPは、フィットネス感
覚で楽しめる。お腹がすいたら、読谷ファーマーズマーケット

「ゆんた市場」限定のローカルフード、「紅豚モズバーガー」
でエネルギーをチャージしよう。

ダイナミックな
光景に

気分爽快

体幹強化や
リラックス効果

も！
地元グルメで

スタミナアップ！

★読谷村のイチオシ★

残波岬公園 話題の SUP 紅豚モズバーガー

サッカー フットサル ラグビー

●▶残波岬ボールパーク
☎098-982-9231［定休／火曜］

http://www.vill.yomitan.okinawa.jp/facilities
 読谷村宇座1885 

▶施設概要：コート１面、グラウンド面積9,800㎡、天然
芝、675人収容 ※ラグビー使用可 ▶その他設備：更衣
室、シャワー室、会議室 ▶バリアフリー：Ｐ、WC

残波岬のレジャー施設「残波岬いこいの広場」内
にあり、設備の整った管理棟を併設。周辺にはレス
トランや売店も揃っている。

St
af

f C
omment

2016年に
ヴィッセル神戸と

サンウルブズ（スーパーラグビー）が
キャンプを行った

▶施設概要：オムニコート３面 ▶その他設備：更衣室、シャワー室、会議室 ※残波岬ボールパーク管理棟併用

テニス

●▶残波岬テニスコート ☎098-982-9231［定休／なし］　 http://www.vill.yomitan.okinawa.jp/facilities　読谷村宇座1899

N

58

読谷村
総合福祉
センター

読谷村
総合福祉
センター

読谷中学校読谷中学校 読谷村
役場
読谷村
役場

読谷村
テニスコート
読谷村
テニスコート●2

●1●6

●5
●3

●4

… 駐車場… 出入口

野球 ソフトボール

▶施設概要：硬式・軟式可、両翼98m、中堅120m、天然
芝、ラバーフェンス、約5,800人収容 ▶その他設備：ナイ
ター設備、更衣室、シャワー室、会議室、AED ▶バリアフ
リー：Ｐ、WC

●▶読谷平和の森球場 ❶
読谷村座喜味2901

▶施設概要：400mトラック8レーン、タータン、天然芝
フィールド、3,514人収容 ※サッカー・ラグビー使用可 ▶
その他設備：ナイター設備、更衣室、シャワー室、会議室、
AED ▶バリアフリー：WC

●▶読谷村陸上競技場 ❸
読谷村座喜味2079-1

陸上 サッカー ラグビー

水泳

▶施設概要：屋内20ｍ×５レーン ▶その他設備：トレーニ
ングルーム、更衣室、シャワー室、AED ▶バリアフリー：P、
WC、シャワー

●▶読谷村健康増進センター ❹
読谷村座喜味2901-1

卓球
バドミントンバレーボール バスケットボール

▶施設用途・規模：バレーボール２面、バスケットボール１
面、バドミントン３面、卓球８台、ドッジボール２面 ほか ▶そ
の他設備：更衣室、シャワー室、AED ▶バリアフリー：Ｐ

●▶読谷村体育センター ❷
読谷村座喜味2976

サッカー野球 ソフトボール
フットサル ラグビー グラウンドゴルフ

ゲートボール

▶施設概要：面積21,968㎡ ▶施設用途・規模：サッカー
２面、軟式野球２面、ソフトボール４面、グラウンドゴルフ、
ゲートボール ほか ※ラグビー使用可 ▶その他設備：ナイ
ター設備 ▶バリアフリー：Ｐ、WC

●▶読谷村運動広場 ❺
読谷村座喜味2976

サッカー野球 ソフトボール
フットサル ラグビー グラウンドゴルフ

ゲートボール

▶施設概要：面積11,976㎡▶施設用途・規模：サッカー
１面、軟式野球１面、ソフトボール２面、グラウンドゴルフ、
ゲートボール ほか ※ラグビー使用可 ▶その他設備：ナイ
ター設備 ▶バリアフリー：Ｐ、WC

●▶読谷村多目的広場 ❻
読谷村座喜味2901

読谷村体育施設
☎098-982-9231［定休／火曜］

http://www.vill.yomitan.okinawa.jp/facilities
 読谷村座喜味2901

【❹の問い合わせ先】
☎098-982-9100［定休／なし］

野球場は2013年に改修され、電光掲示板や放送
設備などが整う。陸上競技場及び残波岬ボール
パークのインフィールドは11月頃からウィンター
オーバーシードを行い、プロスポーツキャンプにも
対応できる。
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恩納村
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329

58

329
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331

331

宜野座I.C

石川IC石川IC石川IC

金武I.C

許田I.C

伊芸SA

屋嘉I.C 宜野座村総合運動公園

金武町フットボールセンター
金武町ベースボールスタジアム
金武町ベースボールスタジアム サブグラウンド

金武町陸上競技場
金武町立体育館
金武町立武道館

金武町営プール

真栄田漁港運動広場

くいなエコ・スポレク公園

漢那ダム湖及び湖畔公園

かんなパークゴルフ場

国頭村

東村

大宜味村

名護市

宜野座村

恩納村

今帰仁村

本部町

金武町

国道　　　 沖縄自動車道　　　　インターチェンジ　　　 市町村境界　　病院58 許田I.C

ホテル国頭
ホテルみやしろ
JALプライベートリゾートオクマ
国頭かりゆし荘

リゾートホテル・ベル・パライソ
ホテルベルモア東洋
ウッドペッカー今帰仁

本部グリーンパークホテル
センチュリオンホテル沖縄美ら海
ホテル オリオン モトブ リゾート＆スパ
ホテルマハイナ ウェルネスリゾートオキナワ
マリンピアザオキナワ
モトブリゾート

沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ
Okinawa Spa  Resort  EXES

（沖縄スパリゾートエグゼス）
みゆきハマバルリゾート
ジ・アッタテラス クラブタワーズ
リザンシーパークホテル谷茶ベイ
サンマリーナホテル

（6月1日より「シェラトン沖縄サンマリーナリゾート」）
ホテルムーンビーチ
ムーンビーチパレスホテル
ルネッサンスリゾートオキナワ
Kafuu Resort Fuchaku CONDO・HOTEL

（カフー リゾート フチャク コンド・ホテル）
恩納マリンビューパレスホテル
ホテルサンセットヒル

●1
●2
●3
●4

●5
●6
●7

●8
●9
●10
●11
●12
●13

●14
●15

●16
●17
●18
●19

●20
●21
●22
●23

●24
●25

国頭村

今帰仁村

本部町

恩納村

カナンスローファーム カフェ＆エコステイ

ホテルリゾネックス名護
ホテルゆがふいんおきなわ
ホテルデルフィーノ名護
ホテル山田荘・名護ビジネスホテル
カヌチャベイホテル＆ヴィラズ
ザ・ブセナテラス
ベストウェスタン沖縄幸喜ビーチ
沖縄サンコーストホテル
喜瀬ビーチパレス
オキナワマリオットリゾート＆スパ

ペンションさばに
ペンションくぶむ荘
グレンモア イン ギノザ
ペンションてんぷす
ペンションきちむい
リブマックス アムス・カンナリゾートヴィラ

ネイチャーみらい館

●26

●27
●28
●29
●30
●31
●32
●33
●34
●35
●36

●37
●38
●39
●40
●41
●42

●43

東村

名護市

宜野座村

金武町

●22

●23

赤間総合運動公園

●19

●16 
●17

●24

●25

●18

●32 ●35

恩納村コミュニティ広場

●37
●38

●41
●42

●31

●30
●29●28

●27

21世紀の森体育館

名護市陸上競技場
21世紀の森公園

国頭村立総合体育館

本部町運動公園

本部グリーンパークゴルフ場

●20 ●21

●36

●33 ●34

国頭村立
東部へき地診療所

ひかり医院

恩納クリニック

かんな病院

国頭村立診療所

沖縄県立北部病院

北部地区医師会病院

やまだクリニックもとぶ野毛病院

●39 ●40

●43

●33 ●34

●1

●9 ●10

●2

●4
●3

●5●6
●7

●8
●11

●12
●13

●14
●15 

●26

宿泊施設との連携も◎！
スポーツに集中できる環境
多くの緑に囲まれた「やんばる」と呼
ばれる北部エリア。施設そのものの
充実度の高さと近隣宿泊施設との
連携もあり、スポーツに打ち込める抜
群の環境が整っています。
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西海岸リゾートを
一望する好立地。

全 690 台の
大駐車場完備！

恩納村
www.vill.onna.okinawa.jp

●北部エリア●

☞詳細は次ページ
赤間総合運動公園◎韓国プロ野球チーム、三星ライオンズの秋季・春季キャンプ地。2014年
の春季キャンプ時には、日本のプロ野球チームとの練習試合も行われた。

もしものときの医療機関
恩納クリニック ☎098-966-8115
恩納村恩納6329
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赤間運動場

赤間多目的運動場（赤間ドーム）

ONNA 赤間ボール・パーク サブグラウンド

ONNA赤間ボール・パーク

真栄田岬 恩納村海浜公園ナビービーチ おんなの駅なかゆくい市場

▶施設概要：軟式可 ※硬式は練習のみ、両翼83m、中堅
120m、天然芝  ▶その他設備：ナイター設備 ▶バリアフ
リー：Ｐ

恩納村海浜公園に隣接するグラウンド。地元の野
球大会やイベントも開催される。ビーチから近く、水
泳や走り込みなどトレーニングで利用する人も多い。

●▶恩納村コミュニティ広場
☎098-966-2656［定休／なし］
 恩納村恩納419-3

恩納村の西海岸は沖縄本島屈指のリゾートエリア。マリンス
ポーツも盛んで、真栄田岬の青の洞窟は一度は訪れたいダ
イビングスポット。恩納村コミュニティ広場の敷地内にある

「恩納村海浜公園ナビービーチ」は、景勝地である万座毛を
見渡せる公営ビーチ。砂浜にはビーチバレーのネットが常設
され、マリンレジャーやバーベキューの利用もＯＫ。管理棟
２階には海鮮料理が味わえる居酒屋もある。特産品や飲食
店が並ぶ「おんなの駅なかゆくい市場」にも、トレーニング
後のリフレッシュに是非足を運んでみよう。

ダイビングの
メッカ

穴場ビーチで
リゾート気分

恩納村グルメ
が集結！

▶施設概要：両翼85m、中堅95m、天然芝 ▶その他設備：ナイター設備
●▶真栄田漁港運動広場 ☎098-966-2656［定休／なし］　恩納村真栄田1398-6

ソフトボール

★恩納村のイチオシ★

❹サッカー場
▶施設概要：コート１面、グラウンド面積10,140㎡、天然
芝 ▶バリアフリー：Ｐ

❶ONNA赤間ボール・パーク
▶施設概要：硬式・軟式可、両翼100m、中堅122m、天
然芝、ウレタンマットフェンス、約3,000人収容 ▶その他
設備：ブルペン、更衣室、会議室、AED ▶バリアフリー：
Ｐ、WC

❸赤間運動場
▶施設概要：400mトラック８レーン、人工芝フィールド 
※サッカー使用可 ▶その他設備：トレーニングルーム、
更衣室、シャワー室、会議室、AED ▶バリアフリー：Ｐ、
WC、シャワー

❷ONNA赤間ボール・パーク サブグラウンド
▶施設概要：軟式可 ※硬式は練習のみ、両翼70m、中堅
70m、天然芝、鉄フェンス ▶バリアフリー：Ｐ

❺赤間多目的運動場（赤間ドーム）
▶施設概要：面積3,366㎡ ▶施設用途・規模：フット
サル２面、軟式野球1面、ソフトボール１面、テニス２面、
ゲートボール６面、９人制バレーボール４面 ▶その他設
備：更衣室、シャワー室、会議室、AED ▶バリアフリー：
Ｐ、WC、シャワー

野球 テニス陸上

バレーボール
テニスフットサル

ソフトボール
サッカー

ゲートボール

野球 ソフトボール

St
af

f C
omment

潮風が心地いい
海辺の野球場。

ビーチに更衣室や
コインシャワー完備

Staff Comment

2014 年３月、
第１回女子硬式野球

沖縄大会が
開催された

2014年に改修された赤間運動場は、インフィール
ドに人工芝を採用。2013年に完成した赤間ドー
ムは、人工芝のアリーナをゴムチップ舗装の走路

（１周207m）が囲み、プロ選手もトレーニングに
利用している。

N

… 駐車場… 出入口

●2

●1

●5

●3

●4

●▶赤間総合運動公園
☎098-966-2656［定休／第２・４火曜（祝日
の場合翌日）］
 【❺の問い合わせ先】
☎098-966-2658［定休／第２・４火曜（祝日
の場合翌日）］
 恩納村恩納7441
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田園風景が広がる
自然豊かな環境で
集中トレーニング

金武町体育施設◎陸上競技場は2015年11月頃から冬芝を整備。2015年にはＪリーグ
チーム、北海道コンサドーレ札幌がキャンプを行った。 ☞詳細は次ページ

金武町
www.town.kin.okinawa.jp

●北部エリア●

もしものときの医療機関
かんな病院 ☎098-968-3661
宜野座村漢那469

沖縄県立北部病院 ☎0980-52-2719
名護市大中2-12-3
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豊富な湧水に恵まれ、田芋畑や水田が広がる金武町。「金
武観音堂」境内の鍾乳洞や４種類のマングローブが自生す
る億首川など手つかずの自然も多く残る。コテージや研修
施設を備えた「自然体験学習施設 ネイチャーみらい館」で
は、マングローブカヌーや町内サイクリングなど、さまざまな
プログラムで金武町の魅力を体験できる。また、米軍基地
ゲート前の飲食街「新開地」は沖縄のご当地グルメ「タコ
ライス」発祥の地。専門店が軒を連ね、アフタースポーツに
ぴったりのボリューム満点のタコライスが味わえる。

金武町の
大自然を楽しみながら

リフレッシュ

樹齢300年の
フクギのパワーで

競技力UP！

元祖
タコライスを
食べに行こう

★金武町のイチオシ★

カヌー体験／ネイチャーみらい館 金武観音堂 新開地

金武町体育施設
☎098-968-6990（金武町立体育館）

［定休／月曜（祝日の場合翌日）］
http://www.sportskin.jp

 金武町金武7758

 【❻の問い合わせ先】
☎098-968-7771

［定休／月曜（祝日の場合翌日）・第1火曜］

… 駐車場… 出入口
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金武I.C金武I.C

キャンプハンセンキャンプハンセン

金武ダム金武ダム
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館
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寺
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場
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局
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ネイチャー
みらい館
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104
沖 縄

自 動
車 道

金 武 バ イ パ ス

N

●7
●1

●3

●6

●2

●5

●4
2011年に落成した金武町ベースボールスタジア
ムは、東北楽天ゴールデンイーグルスや韓国プロ
野球・起亜タイガースなどのプロ野球チームが練
習で利用している。

野球 ソフトボール

▶施設概要：硬式・軟式可、両翼100m、中堅122m、天然
芝、ラバー＋金網フェンス、2,142人収容 ▶その他設備：
ブルペン、ナイター設備、更衣室、シャワー室、会議室、AED 
▶バリアフリー：WC

●▶金武町ベースボールスタジアム ❶
金武町金武11053

野球 ソフトボール

▶施設概要：軟式可※硬式は練習のみ、両翼70m、中堅
62m、天然芝

●▶金武町ベースボールスタジアム
　サブグラウンド ❷
金武町金武11053

陸上 サッカー

▶施設概要：400mトラック8レーン、タータン、天然芝
フィールド、 ※第３種公認 ※サッカー使用可 ▶その他設
備：更衣室、AED

●▶金武町陸上競技場 ❸
金武町金武7758

▶施設用途・規模：バレーボール２面、バスケットボール２
面、バドミントン６面、卓球９台 ▶その他設備：トレーニン
グルーム、更衣室、シャワー室、AED ▶バリアフリー：WC

●▶金武町立体育館 ❺
金武町金武7758

バドミントン
卓球

バレーボール バスケットボール

水泳

▶施設概要：屋内25m×6レーン ▶その他設備：ナイ
ター設備、更衣室、シャワー室、AED ▶バリアフリー：P、
WC、シャワー

●▶金武町営プール ❻
金武町金武1830

サッカー フットサル

▶施設概要：3,578人収容▶施設用途・規模：［天然芝グ
ラウンド］コート1面（少年サッカー3面分）、グラウンド面積
14,949㎡、 ［人工芝グラウンド］コート1面、ナイター設備、
グラウンド面積10,600㎡ ▶その他設備：クラブハウス、更
衣室、シャワー室、会議室、AED ▶バリアフリー：Ｐ、WC

●▶金武町フットボールセンター ❼
☎098-968-5855［定休／月曜］
金武町金武10988-1

空手 柔道 剣道

▶施設用途・規模：空手２面、柔道２面、剣道２面 ▶その
他設備：トレーニングルーム、更衣室、シャワー室、AED ▶
バリアフリー：Ｐ、WC

●▶金武町立武道館 ❹
金武町金武1832
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豊かな自然と調和する
県内有数のスポーツ施設で

心地よい汗を流そう

宜野座村総合運動公園◎国内外からプロ・アマ問わずさまざまなスポーツチームがキャンプや合
宿に訪れる。野球場は2003年より阪神タイガースのキャンプ地として定着。

宜野座村
www.vill.ginoza.okinawa.jp

●北部エリア●

もしものときの医療機関
かんな病院 ☎ 098-968-3661
宜野座村漢那469

沖縄県立北部病院 ☎0980-52-2719
名護市大中2-12-3

☞詳細は次ページ
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村役場
宜野座
村役場

329

かりゆしカンナタラソラグーナ ノルディック体験 松田鍾乳洞

豊かな自然環境に恵まれ、｢健康づくり｣ をキーワードとし
た村づくりに取り組む宜野座村。沖縄の海水を利用した温
浴施設「かりゆしカンナタラソラグーナ」では、ジャグジーや
サウナ、タラソテラピーで心身ともにリフレッシュできる。また、
村の素朴な時間と空間を体感する「宜野座観光ツアー」も
おすすめ。ノルディックポールを使って集落内を歩くガイドツ
アーや、県内最古の鍾乳洞探検などいくつかコースがあるの
で、ハードなスポーツ合宿の息抜きに気軽に参加してみよう。

洞窟探検に
チャレンジ！

★宜野座村のイチオシ★

▶施設概要：18H１コース、パー66 ▶その他設備：シャ
ワー室 ▶バリアフリー：WC、シャワー

パークゴルフ

宜野座村の豊かな自然に囲まれた広いグリーンが
特徴。芝の歩道を挟んだＡ・Ｂコースは、緩やか
な起伏が配置され、初心者も無理なくプレーできる。

●▶かんなパークゴルフ場
☎098-983-2831［定休／なし］
宜野座村漢那1650-10 Staf
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en
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宜野座インターから
車で約３分。

終日ラウンドもリーズナブル
に楽しめる

カヌー練習場としても
活用されており、

国内外のチームが
合宿に訪れている

テニス

▶テニス施設概要：ハードコート１面
●▶漢那ダム湖及び湖畔公園 ☎0980-53-6321［定休／なし］　宜野座村漢那2015-2

❶宜野座村野球場
▶施設概要：硬式・軟式可、両翼98m、中堅120m、天然
芝、ラバー＋鉄網フェンス、約7,700人収容 ▶その他設
備：ブルペン、ナイター設備、トレーニングルーム、更衣室、
シャワー室、会議室 ▶バリアフリー：Ｐ、WC

❷宜野座ドーム
▶施設概要：面積4,893㎡ ▶施設用途・規模：少年サッ
カー２面、フットサル１面、ソフトボール１面 ▶その他設備：
更衣室、シャワー室、会議室、AED ▶バリアフリー：Ｐ、
WC、シャワー

❸宜野座村総合体育館
▶施設概要：約1,000人収容 ▶施設用途・規模：バレー
ボール３面、バスケットボール３面、バドミントン３面、卓球４
台 ほか ▶その他設備：トレーニングルーム、更衣室、シャ
ワー室、AED ▶バリアフリー：Ｐ、WC

❹宜野座村総合グラウンド
▶施設概要：面積25,000㎡ ▶施設用途・規模：フットサ
ル１面、軟式野球１面、ソフトボール１面 ほか ▶その他設
備：ナイター設備 ▶バリアフリー：Ｐ

●▶宜野座村総合運動公園
☎098-968-8647（宜野座村教育委員会 教育課）

［定休／火曜（祝日の場合翌日）］
http://www.vill.ginoza.okinawa.jp/facilities

 宜野座村宜野座246（宜野座村教育委員会）

野球場はスタンドが増設され電光掲示板を新設。
宜野座ドームは人工芝のアリーナを一周220m の
タータンレーンが囲み、ウォーミングアップも快適
に行える。

宜野座村総合グラウンド

宜野座村総合体育館

宜野座ドーム

宜野座村野球場

Staff Comment

球場に隣接する
村営バッティングセンター

「ぎのざ打撃練習場」は、
2014年11月のオープン以来

大好評！

スポーツ後の
コンディショ
ニングに！

気軽な
ガイドウォークが

人気

●2●1

●3
●4

… 駐車場… 出入口

野球
フットサル

ソフトボール
バレーボール バスケットボール

卓球バドミントン

陸上
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名護湾に面した
ビーチ沿いの広大な敷地に

スポーツ施設が集結

21世紀の森公園◎名護市営球場は1978年より北海道日本ハムファイターズが春季キャンプ地として使用。
野球場近くの屋内運動場「あけみお SKYドーム」は2012年に完成。 ☞詳細は次ページ

名護市
www.city.nago.okinawa.jp

●北部エリア●

もしものときの医療機関
沖縄県立北部病院 ☎0980-52-2719
名護市大中2-12-3

北部地区医師会病院 ☎0980-54-1111
名護市宇茂佐1712-3
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Staff Comment

21世紀の森ビーチ 名護まちなか散策 名護漁港水産物直売所

レトロな雰囲気の市街地と自然豊かなエリアが広がる名護
市は、本島北部の拠点都市。名護湾に面した21世紀の森
公園内のビーチは、サンセットウォーキングもおすすめだ。
市街地では、名護市観光協会によって街中のパワースポッ
トや史跡などを巡るガイドツアーが予約制で開催されてい
る。また、21世紀の森公園近くの「名護漁港水産物直売
所」の食堂では、鮮度抜群の魚介類を使った料理が味わえ
る。魚やイカの天ぷらも休憩時のおやつにぴったり。

中央の小島へ
遊歩道が続く

小腹がすいたら
揚げたて天ぷら！

★名護市のイチオシ★

野球

テニス

ソフトボール 陸上
サッカー ラグビーフットサル

ゲートボール

▶施設概要：約3,000人収容 ▶施設用途・規模：［メイ
ンアリーナ］バレーボール（６人制）４面・（９人制）３面、ハ
ンドボール１面、バスケットボール３面、バドミントン12面、
卓球５台、ドッジボール４面 ほか ［サブアリーナ］バレー
ボール１面、バスケットボール１面、バドミントン３面、ドッジ
ボール１面 ほか ※メインアリーナ、サブアリーナともに空
手、剣道練習可 ▶その他設備：トレーニングルーム、更衣
室、シャワー室、会議室、AED ▶バリアフリー：Ｐ、WC

バレーボール ハンドボール バスケットボール

剣道
空手バドミントン 卓球

21世紀の森公園向かい側にある。メイン、サブアリー
ナとも広く天井が高い。トレーニングルームはフリーウ
エイト器具が揃いスタッフが丁寧に指導してくれる。

●▶21世紀の森体育館
☎0980-53-6890［定休／火曜］

http://www.city.nago.okinawa.jp/4/3857.html
 名護市大南2-1-1

バレーボールの
面数も多く、

年一回Ｖリーグの
大会も開催される

▶施設概要：400mトラック８レーン、タータン、天然芝フィールド、約3,000人収容 ※第３種公認 ▶その他設備：ナイター設備、AED ▶バリアフリー：Ｐ、WC
●▶名護市陸上競技場 ☎0980-53-6890［定休／なし］　  http://www.city.nago.okinawa.jp/4/3857.html　名護市大南3-1-1

陸上

❶名護市営球場
▶施設概要：硬式・軟式可、両翼97m、中堅118m、天然
芝、ラバー＋金網フェンス、約4,000人収容 ▶その他設
備：ナイター設備、会議室 ▶バリアフリー：Ｐ、WC

❷多目的広場２（サブグラウンド）
▶施設概要：硬式・軟式可、天然芝 ▶その他設備：ナイ
ター設備 ▶バリアフリー：Ｐ

❸多目的広場３（200mトラック）
▶施設概要：200mトラック６レーン、クレイ、天然芝フィー
ルド ▶バリアフリー：Ｐ

❹多目的広場１（サッカー・ラグビー場）
▶施設概要：コート１面、グラウンド面積11,157.21㎡、天
然芝 ▶バリアフリー：Ｐ、WC

❺名護市営庭球場
▶施設概要：オムニコート８面 ▶その他設備：ナイター設備

❻あけみおSKYドーム
▶施設概要：面積3,960㎡ ▶施設用途・規模：フットサル
３面、ゲートボール４面 ほか ▶その他設備：更衣室、シャ
ワー室、会議室、AED ▶バリアフリー：Ｐ、WC、シャワー

❽ゲートボール場
▶施設概要：ゲートボール４面 ▶バリアフリー：Ｐ、WC

❾相撲場

❼屋内運動場
▶施設概要：面積2,554.79㎡ ▶施設用途・規模：サッ
カー１面、フットサル２面 ほか ▶バリアフリー：WC

●▶21世紀の森公園
☎0980-52-3183［定休／なし］

http://www.city.nago.okinawa.jp/4/3857.html
 名護市大南2-1-25

サッカー・ラグビー場は、県内唯一ラグビーのＨ
ポールが常設されており、県内チームの合同練習な
どが行われている。200mトラックや園内ジョギン
グコース、ビーチ沿いの遊歩道などランニング環境
も整う。

多目的広場１（サッカー・ラグビー場）

名護市営球場

あけみお SKYドーム

「ひんぷんガジュマル」
など名所を歩こう

名護市陸上競技場名護市陸上競技場

21世紀の森公園21世紀の森公園

21世紀の森
体育館
21世紀の森
体育館

少年野球場少年野球場

名
護
市
役
所

名
護
市
役
所

名
護

市
民
会
館

名
護

市
民
会
館
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21世紀の森ビーチ21世紀の森ビーチ
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場
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… 駐車場… 出入口
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本部町運動公園◎Ｊリーグチーム、サンフレッチェ広島や、韓国Ｋリーグチーム、済州ユナイテッドがキャンプを実施。また、
高校サッカーやバスケットボールの県大会、九州国体のバレーボール競技なども開催されている。 ☞詳細は次ページ

もしものときの医療機関
もとぶ野毛病院 ☎0980-47-3001
本部町大浜880-1

やまだクリニック ☎0980-47-6660
本部町大浜874-15

本部町
www.town.motobu.okinawa.jp

●北部エリア●
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人気観光スポット、
沖縄美ら海水族館近くの
風光明媚なロケーション
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449

本部
グリーンパーク
ゴルフ場

本部
グリーンパーク
ゴルフ場

114

沖縄美ら海
水族館
←

沖縄美ら海
水族館
←

浦崎浦崎

N

… 駐車場… 出入口

もとぶ元気村 備瀬のフクギ並木 本部八重岳

沖縄本島北部、本部半島の西側に位置する本部町は、観光
名所の宝庫。総合体験施設「もとぶ元気村」では、マリン
スポーツや自然体験など、さまざまなプログラムを通してや
んばるの魅力を体感できる。海洋博公園近くには約２万本
ものフクギが集落を囲む「備瀬のフクギ並木」があり、夏場
も涼しい並木道はウォーキングやサイクリングに最適だ。日
本一早く咲く桜の名所「八重岳」は、自転車ヒルクライムの
コースとしても人気。１月～２月のシーズン中なら約7000
本もの寒緋桜を眺めながら走ることができる。

宿泊施設や
室内プールも

併設

人気の癒し
スポット！

4.2km に渡る
桜並木が圧巻

★本部町のイチオシ★

●▶本部町運動公園
☎0980-48-4300

［定休／月曜（祝日の場合翌火曜も休）、祝日］
http://www.town.motobu.okinawa.jp/
index.php?oid=1783&dtype=1000&pid=185

 本部町浦崎467-1（本部町民体育館）

陸上競技場は2010年にアウトフィールドを土から
タータンへ改修整備。県外の大学陸上部の合宿も
行われている。体育館のトレーニング室には13種
類のマシンが揃い、ウエイトトレーニング器具が充
実している。

本部町運動公園陸上競技場

●2

●1

陸上 グラウンドゴルフサッカー

本部町の豊かな自然環境を巧みに取り入れた戦略
性のあるコースレイアウト。クラブハウスもあり、レ
ストランや大浴場も完備。

●▶本部グリーンパークゴルフ場
☎0980-48-3333

［定休／水曜（祝日の場合営業）］
http://www.hmi-resort.jp/motobu/golf/

 本部町古島404

ゴルフ

▶施設概要：18Ｈ、2,561ヤード、パー57 ▶その他設備：
クラブハウス、更衣室、シャワー室、製氷機

Staf
f C

om
m

en
t

海を見渡せる
ホールもあり！

本部町運動公園陸上競技場
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3,000m 障害池やハン
マー投げ・円盤投げの

設備も整う

▶施設概要：400mトラック８レーン、タータン、天然芝
フィールド、約3,000人収容　※第3種公認　※サッカー
利用可 ▶その他設備：ナイター設備、更衣室、会議室 ▶
バリアフリー：WC

●▶本部町運動公園陸上競技場 ❶
本部町浜元598

ハンドボール バスケットボールバレーボール
バドミントン 空手卓球

フットサル剣道

▶施設概要：約500人収容 ▶施設用途・規模：ソフトテニ
ス3面、バレーボール4面、バスケットボール3面、バドミント
ン12面、卓球4台、フットサル3面　※空手、剣道練習可 
▶その他設備：トレーニングルーム、更衣室、シャワー室、
AED ▶バリアフリー：Ｐ、WC

●▶本部町民体育館 ❷
本部町浦崎467-1

本部町運動公園陸上競技場

本部町民体育館  メインアリーナ本部町民体育館  メインアリーナ 本部町民体育館  トレーニングルーム
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やんばるの大自然が
アスリートをサポート！

くいなエコ・スポレク公園◎北海道日本ハムファイターズ２軍や FC 東京のキャンプが行われている高規格
スポーツ施設。周辺には宿泊施設や道の駅、コンビニもあり環境と利便性を兼ね備える。☞詳細は次ページ

国頭村
www.vill.kunigami.okinawa.jp

●北部エリア●

もしものときの医療機関
国頭村立診療所 ☎0980-41-5380
国頭村字辺土名1437

ひかり医院 ☎0980-41-2221
国頭村字辺土名197

国頭村立東部へき地診療所 ☎0980-41-7511
国頭村字安田170

北部地区医師会病院 ※救急の場合

☎0980-54-1111
名護市宇茂佐1712-3

沖縄県立北部病院 ※救急の場合

☎0980-52-2719
名護市大中2-12-3
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ランニングロードマップ 比地大滝 いのぶた肉そば

国頭村内には3.4km、4.4km、5.3km、7.3km のランニン
グロードコースの設定がある。比較的通行車両の少ない道
で安全にロード走行練習ができ、全国的に有名な長距離選
手やチームが利用している。沖縄本島最大の水量と落差
25m を誇る観光名所「比地大滝」は、管理棟から徒歩約
40分の遊歩道が続いており、やんばるの大自然の中で森林
浴が楽しめる。また、「道の駅ゆいゆい国頭」の「いのぶた
肉そば」は、国頭村でしか味わえないスタミナメニューとし
ておすすめだ。

緑豊かな
やんばる路
を走ろう

マイナスイオン
のシャワー！ 栄養満点！

★国頭村のイチオシ★

❶くにがみ球場
▶施設概要：硬式・軟式可、両翼100m、中堅122m、天然
芝、ラバーフェンス、約3,000人収容 ▶その他設備：ブル
ペン、クラブハウス、ナイター設備、更衣室、シャワー室、会議
室 ▶バリアフリー：Ｐ、WC

❷ふれあい広場 （サブグラウンド）
▶施設概要：軟式可、両翼80m、中堅90m、天然芝、鉄網
フェンス ▶その他設備：ブルペン、ナイター設備 ▶バリアフ
リー：Ｐ、WC

❸国頭陸上競技場
▶施設概要：400mトラック8レーン、タータン、天然芝
フィールド、約3,780人収容 ※第３種公認 ※サッカー使
用可 ▶その他設備：屋内練習場、ナイター設備、トレーニ
ングルーム、更衣室、シャワー室、会議室、AED ▶バリアフ
リー：Ｐ、WC

❹シーサイドテニスコート
▶施設概要：オムニコート4面、約200人収容 ▶その他
設備：ナイター設備 ▶バリアフリー：WC

❺くにがみ屋内運動場
▶施設概要：面積2,435.42㎡ ▶施設用途・規模：フッ
トサル2面、軟式野球１面、ソフトボール２面、テニス２面、
ゲートボール２面、グラウンドゴルフ１面 ▶その他設備：更
衣室、会議室 ▶バリアフリー：Ｐ

❻くにがみ鏡地パークゴルフ場
▶施設概要：18H２コース、パー66 ▶その他設備：ナイ
ター設備 ▶バリアフリー：WC

❼投てき場
▶施設概要：主にハンマー投げの練習場

❽クロスカントリー
▶施設概要：天然芝1.5kmアップダウンあり ※くいなエコ・
スポレク公園外に別設 ▶その他設備：シャワー室

●▶くいなエコ・スポレク公園
☎0980-41-5774［定休／火曜（祝日の場合翌日）］
 【❹❻の問い合わせ先】
☎0980-41-2100［定休／火曜（祝日の場合翌日）］

http://ekospo.com/
 国頭村字浜502

野球 サッカー陸上
フットサル パークゴルフテニス

グラウンドゴルフ ゲートボール

野球場はバッティングやピッチングの練習対応
ゲージを複数用意し合宿に対応。陸上競技場には
傾斜3.49度のスピード体感走路（100m）があり、
スピードアップや持続性トレーニングを効率よく行
える。

くにがみ球場

国頭陸上競技場

くにがみ屋内運動場

クロスカントリー くにがみ鏡地パークゴルフ場

▶施設概要：約1,000人収容 ▶施設用途・規模：バレー
ボール2面、バスケットボール2面、卓球１台、ドッジボール
２面、フットサル１面 ほか ▶その他設備：トレーニングルー
ム、更衣室、シャワー室、AED ※武道場（小体育室）あり（空
手１面、柔道１面、剣道１面）

1987年に開催された第42回国民体育大会（海
邦国体）でウエイトリフティング競技の会場となっ
た体育館。地元サークルの利用も多い。

●▶国頭村立総合体育館
☎0980-41-5776［定休／火曜・日曜・祝日］
国頭村字辺土名2142

フットサル バスケットボールバレーボール
柔道

剣道
空手卓球
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体育館のすぐ横に
設備の整ったビーチがあり、

ランニングにも最適！

●7

●8
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●7　は公園駐車場より車で約1分
●8　は公園駐車場より車で約10分
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… 駐車場… 出入口
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久米島町

宮古島市

石垣市

390

390

サッカーパークあかんま

石垣市中央運動公園

宮古島市陸上競技場
宮古島市多目的前福運動場
宮古島市多目的屋内運動場
宮古島市総合体育館
宮古島市民球場

久米島町総合運動公園

久米島空港久米島空港

南ぬ島石垣空港南ぬ島石垣空港

仲里総合運動公園

久米島シーサイドパークゴルフ場

宮古空港宮古空港

宮古島市下地野球場

サイプレスリゾート久米島
イーフビーチホテル
ホテルマリンテラス久米島
リゾートホテル久米アイランド

●1

●2
●3
●4

久米島町

●24 ●25  

石垣市  ●15
●16
●17
●18
●19
●20

●21

●22

●23

●24

●25

●26

石垣シーサイドホテル
石垣島ビーチホテルサンシャイン
石垣リゾートグランヴィリオホテル
ホテルロイヤルマリンパレス石垣島
ホテル日航八重山
ホテルグランビュー石垣
ホテルイーストチャイナシー
ホテルピースアイランド石垣イン八島
ホテルチューリップ石垣島
ベストイン石垣島
ANAインターコンチネンタル石垣リゾート
沖縄エグゼス石垣島

国道　　　病院390

宮古島市●5
●6
●7
●8
●9
●10
●11
●12
●13
●14

ホテル共和
宮古第一ホテル
観光ホテルセイルイン宮古島
ホテルニュー丸勝
ホテルピースアイランド宮古島
ホテル アトールエメラルド 宮古島
ホテルサザンコースト宮古島
宮古島東急ホテル＆リゾーツ
ウェルネスヴィラブリッサ
ホテルブリーズベイマリーナ

公立久米島病院

球美の島診療所

沖縄県立宮古病院

宮古島徳洲会病院

かりゆし病院
沖縄県立
八重山病院

石垣島徳洲会病院

ヒデ整形クリニック

●2 ●3
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●4
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●22 ●23 

●26

●9

●13●14

●15

●18
●19

●7 
●8 

●16 
●17

●20
●21

離島特有の気候も魅力
屋内外一体型施設で
各競技に対応
各離島は沖縄本島以上に温暖な
気候と、高水準の屋内運動場を完
備するなど様々な競技に対応して
います。アフタースポーツとしてマリ
ンアクティビティも人気です。
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海を一望する絶景を
楽しみながら気軽に

ラウンド！

久米島シーサイドパークゴルフ場◎2013年３月オープン。海側と山側にそれぞれ２種類のコースがあ
り、起伏に富んだ形状や久米島産黒岩のトラップでプレーヤーを飽きさせない。 ☞詳細は次ページ

久米島町
www.town.kumejima.okinawa.jp

●離島エリア●

もしものときの医療機関
公立久米島病院 ☎098-985-5555
久米島町嘉手苅572-3

球美の島診療所 ☎ 098-896-8036
久米島町真我里78
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バーデハウス久米島 イーフビーチ 久米島マラソン

▶施設概要：36H 4コース、パー132 ▶その他設備：AED 
▶バリアフリー：Ｐ、WC

パークゴルフ

みやこ芝（海側）とセントオーガスチン芝（山側）
２つの芝を採用した本格コース。各ホールに距離と
位置の違う２つのティーショットがあり、パターンを
変えて楽しめる。

●▶久米島シーサイドパークゴルフ場
☎098-987-0086［定休／なし］

http://www.town.kumejima.okinawa.jp/townoutline/facilities/seaside_park_golf.html
 久米島町儀間30-7

「日本の渚100選」に選ばれたイーフビーチは２km にもわ
たる真っ白な砂浜が続き、散歩やジョギングに最適。近くに
は、ドイツの伝統温浴療法（バーデ）を取り入れたスパ施設

「バーデハウス久米島」があり、久米島沖の海洋深層水を
100％使ったプールで水圧マッサージもできる。また、島全
体が県立自然公園に指定されている久米島では、フルマラ
ソンやサイクリング、トライアスロンなどのスポーツ大会が目
白押し。美しい景観の中を駆け抜ければ、心身ともにリフ
レッシュできる。

海洋深層水が
気持ちいい！

真っ白なビーチ
でリラックス

スポーツイベント
が盛ん

★久米島町のイチオシ★

野球 ソフトボール 陸上
フットサル テニス ゲートボール

❸久米島町多目的グラウンド
▶施設概要：面積約9,000㎡ ▶施設用途・規模：軟式野
球２面、ソフトボール２面 ほか ▶その他設備：ナイター設備

❶久米島野球場
▶施設概要：硬式・軟式可、両翼100m、中堅122m、天
然芝、ラバー＋金網フェンス、約3,500人収容 ▶その他
設備：ブルペン、更衣室、シャワー室、会議室、AED ▶バ
リアフリー：Ｐ、WC

❷久米島ホタルドーム
▶施設概要：面積3,500㎡ ▶施設用途・規模：フットサル
2面、ソフトボール１面、テニス３面、ゲートボール6面 ほか 
▶その他設備：トレーニングルーム、更衣室、シャワー室、会
議室、AED ▶バリアフリー：Ｐ、WC、シャワー

久米島野球場

久米島ホタルドーム 久米島町多目的グラウンド

仲里球場
▶施設概要：硬式・軟式可、両翼100m、中堅122m、天然
芝、約300人収容 ▶その他設備：ブルペン、AED

仲里総合グラウンド
▶施設概要：面積約9,000㎡ ▶施設用途・規模：軟式野
球１面、ソフトボール２面

久米島町Ｂ＆Ｇ海洋センター
▶施設概要：屋外プール25m×6レーン ▶その他設備：
更衣室、シャワー室、AED　※5月～9月のみ営業

仲里球場屋内運動場
▶施設概要：面積726㎡ ▶施設用途・規模：ゲートボール
１面 ※野球のバッティング練習は全面利用時のみ ▶その
他設備：会議室 

野球 ソフトボール ゲートボール
水泳

イーフビーチ近くにある東北楽天ゴールデンイー
グルス２軍のキャンプ地。球場に隣接する屋内運
動場はバッティング練習に使用されている。

●▶仲里総合運動公園
☎098-985-3301（久米島ホタルドーム）［定休／月曜］
久米島町謝名堂546-1
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久米島マラソンの
スタート＆フィニッシュ会場

ブ
ル
ペ
ン

ブ
ル
ペ
ン

N
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●▶久米島町総合運動公園
☎098-985-3301（久米島ホタルドーム）［定休／月曜］
 久米島町鳥島100

東北楽天ゴールデンイーグルス１軍のキャンプ地。
野球場は地元の対抗試合も多数開催。多目的グラ
ウンドはタータン走路があり、駅伝など長距離選手
の合宿に利用されている。

●2
●1

●3

… 駐車場… 出入口

仲里球場
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宮古空港から
車で約10分。

サトウキビ畑に囲まれた
静かな環境

宮古島市体育施設◎毎年４月に開催される全日本トライアスロン宮古島大会
や大学スポーツ部の合宿地として、多くのアスリートが集結。

宮古島市
www.city.miyakojima.lg.jp

●離島エリア●

もしものときの医療機関
沖縄県立宮古病院 ☎0980-72-3151
宮古島市平良字下里427-1

宮古島徳洲会病院 ☎0980-73-1100
宮古島市平良字松原552-1

☞詳細は次ページ
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学びの森ウォーキングコース 与那覇前浜 伊良部大橋
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広い公園内に
陸上競技場や
体育館もあり、

トレーニングに最適！

トライアスロンやマラソンなどさまざまなイベントが行われ、
スポーツアイランドとして活気づく宮古島。市民球場近くの
森の中には、自然道やゴムチップ舗装の道など４つのウォー
キングコースが整備され、楽しみながら体力づくりをする地
元の人の姿も多い。島には真っ白な砂浜が続く天然ビーチ
が多く、中でも「与那覇前浜」は東洋一と言われる美しさ。
気分転換を兼ねたビーチトレーニングに最適だ。2015年１
月に開通した伊良部島へ渡る「伊良部大橋」では、橋を利
用したスポーツイベントも予定されている。

森林浴で
リフレッシュ！

透明な海と
砂の白さに

感動！

全長
3,540mの橋で

伊良部島へ

★宮古島市のイチオシ★

宮古島市体育施設
☎0980-73-4469［定休／月曜（祝日の場合翌火
曜も休）・祝日・慰霊の日］

http://www.city.miyakojima.lg.jp/soshiki/
kyouiku/syougaigakusyu/sports

 宮古島市平良字東仲宗根676-1（宮古島市総合体育館）

多目的前福運動場は定期的に芝のメンテナンスを
行いコンディションを調整。プロサッカー選手の自
主トレや、プロ野球キャンプ時のウォーミングアッ
プに利用されている。

野球

▶施設概要：硬式・軟式可、両翼97.6m、中堅122m、天
然芝、ラバー＋金網フェンス、約3,000人収容 ▶その他設
備：ブルペン、ナイター設備、更衣室、シャワー室、会議室、
AED ▶バリアフリー：WC

●▶宮古島市民球場 ❶
宮古島市平良字西仲宗根1574-1

野球 フットサル

▶施設概要：面積3,275㎡ ▶施設用途・規模：フットサル
２面、硬式・軟式野球１面 ※野球の練習は全面利用時の
み ▶その他設備：会議室、AED

●▶宮古島市多目的屋内運動場 ❸
宮古島市平良字西仲宗根1575

ラグビー陸上 サッカー

▶施設概要：400mトラック８レーン、タータン、天然芝
フィールド、約7,500人収容 ※サッカー・ラグビー使用可 
▶その他設備：ナイター設備、トレーニングルーム、更衣室、
シャワー室、会議室、AED ▶バリアフリー：Ｐ、WC

●▶宮古島市陸上競技場 ❷
宮古島市平良字東仲宗根935-1

▶施設概要：硬式・軟式可、両翼92m、中堅120m、天然
芝、ラバーフェンス、約3,000人収容 ▶その他設備：ブルペ
ン、AED ▶バリアフリー：WC

来間大橋近くの下地公園内にある野球場。オリッ
クス・バファローズ2軍が春季キャンプで使用し、
球場横に屋根付きのブルペンが常設されている。

●▶宮古島市下地野球場
☎0980-73-4469［定休／月曜（祝日の場合翌
火曜も休）・祝日・慰霊の日］
宮古島市下地字与那覇1560-1

野球

サッカー
グラウンドゴルフ

ラグビー野球

▶施設概要：面積23,114㎡ ▶施設用途・規模：サッカー
１面、グラウンドゴルフ ※野球は内野練習のみ可 ※ラグ
ビー使用可 ▶その他設備：ナイター設備（サッカー場のみ）

●▶宮古島市多目的前福運動場 ❹
宮古島市平良字西仲宗根1574-7

▶施設概要：約1,000人収容 ▶施設用途・規模：バレー
ボール３面、ハンドボール２面、バスケットボール２面、バド
ミントン８面、卓球20台 ▶その他設備：更衣室、シャワー
室、会議室、AED ▶バリアフリー：WC

●▶宮古島市総合体育館 ❺
宮古島市平良字東仲宗根676-1

バドミントン 卓球
バスケットボールバレーボール ハンドボール

N

宮古テレビ宮古テレビ

宮古工業高校宮古工業高校

学びの森
ウォーキング
コース

学びの森
ウォーキング
コース

東小東小

東保育園東保育園

●2

●1

●5 ●3 ●4

… 駐車場… 出入口
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南国の自然に囲まれ、
プロ基準の

施設環境が整う

☞詳細は次ページ
サッカーパークあかんま◎2015年12月のＵ-22日本代表、2016年1月のなでしこJAPAN キャンプ地にもなった
サッカー施設。ガンバ大阪、ジェフユナイテッド市原・千葉、FC 東京などの受入実績がある。

石垣市
www.city.ishigaki.okinawa.jp

●離島エリア●

もしものときの医療機関
沖縄県立八重山病院 ☎0980-83-2525
石垣市大川732 

石垣島徳洲会病院 ☎0980-88-0123
石垣市大浜南大浜446-1

かりゆし病院 ☎0980-83-5600
石垣市新川2124 

ヒデ整形クリニック ☎0980-84-1155
石垣市真栄里108-3
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バッティング
ゲージ

バッティング
ゲージ

ブルペンブルペン

川平湾 バンナ公園 米原ビーチ

沖縄本島の南西約420km。八重山諸島の中心地、石垣島
には国の名勝にも指定されている川平湾をはじめ、数多くの
観光名所が点在。島の中央に位置するバンナ公園は、標高
230m のバンナ岳一帯が公園になっており、車も並走可能
なジョギングコースが整備されている。展望台やアスレチッ
クなど施設も充実。セグウェイツアーや星空観察ツアーも開
催されている。また、島の北側にある米原ビーチは SUP（ス
タンドアップパドルボード）のスポットとして人気がある。

グラスボートも
楽しめる

石垣島の
大自然を体感！ マリンスポーツ

に挑戦！

★石垣市のイチオシ★

❸石垣市中央運動公園陸上競技場
▶施設概要：400mトラック8レーン、タータン、天然芝
フィールド、約13,700人収容 ※第3種公認 ※サッカー・
ラグビー使用可 ▶その他設備：ナイター設備、更衣室、
シャワー室、会議室、AED  ▶バリアフリー：Ｐ

❶石垣市中央運動公園野球場
▶施設概要：硬式・軟式可、両翼99.5m、中堅122m、天
然芝、衝撃吸収マット（52mm）フェンス、約8,000人収容 
▶その他設備：ブルペン、更衣室、会議室、AED ▶バリア
フリー：Ｐ、WC 

❷石垣市中央運動公園第二野球場
▶施設概要：硬式・軟式可、両翼95m、中堅120m、天然
芝、衝撃吸収マットフェンス、約1,200人収容 ▶その他設
備：簡易ブルペン、ナイター設備  ▶バリアフリー：Ｐ、WC 

❹石垣市中央運動公園庭球場
▶施設概要：オムニコート９面、約50人収容 ▶その他設
備：ナイター設備

❺石垣市中央運動公園屋内練習場
▶施設概要：面積4,756㎡ ▶施設用途・規模：軟式野球
１面、ソフトボール１面、テニス４面、ゲートボール２面 ▶そ
の他設備：トレーニングルーム、AED ▶バリアフリー：WC

❻石垣市中央運動公園総合体育館
▶施設概要：約960人収容 ▶施設用途・規模：［メイン
アリーナ］バレーボール３面、ハンドボール２面、バスケット
ボール２面、バドミントン８面、卓球10台、ドッジボール４
面 ［サブアリーナ］バレーボール３面、ハンドボール１面、バ
スケットボール１面、バドミントン４面、卓球８台、ドッジボー
ル２面 ※武道場有り（空手２面、柔道２面、剣道２面） ▶
その他設備：冷房設備、トレーニングルーム、更衣室、シャ
ワー室、会議室、AED ▶バリアフリー：Ｐ、WC

●▶石垣市中央運動公園
☎0980-83-5412［定休／火曜（祝日の場合翌日）］

http://www.sportswelcomeishigakijima.jp/
 石垣市登野城1409-1

野球 ソフトボール

ゲートボール

陸上
ラグビー

バレーボール ハンドボール バスケットボール
テニス

水泳

サッカー

空手バドミントン 卓球
柔道 剣道

プロ球団スタジアムと同等規模の野球場など本格
的な運動施設が充実。千葉ロッテマリーンズの春
季キャンプや大学・高校野球の合宿、ラグビーの
トップ選手にも利用されている。

石垣市中央運動公園陸上競技場

石垣市中央運動公園野球場

石垣市中央運動公園総合体育館 石垣市中央運動公園庭球場

❼石垣市中央運動公園水泳プール
▶施設概要：屋外50m×8レーン ▶その他設備：更衣
室、シャワー室　※４月～９月のみ営業

❽石垣市中央運動公園多目的広場
▶施設概要：面積4,900㎡ ▶施設用途・規模：軟式野球
１面、ソフトボール１面

❾石垣市中央運動公園相撲場

サッカー フットサル

トップ選手も絶賛する高品質なエバーグリーンの天
然芝グラウンドは、弾力性があり足の負担を軽減。
水の浸透率も高く、雨天でも快適に練習できる。

●▶サッカーパークあかんま
☎0980-88-5656［定休／火曜（祝日の場合翌日）］
 石垣市宮良ヨシキド2166-1

フットサルアリーナ   
▶施設概要：面積1,360㎡ ▶施設用途・規模：フットサ
ル１面

サッカーパークあかんま
▶施設概要：コート３面、グラウンド面積28,640㎡、天然
芝、約3,000人収容 ※サブグラウンド有り（コート２面、グ
ラウンド面積18,420㎡、天然芝） ▶その他設備：トレーニ
ングルーム、更衣室、シャワー室、会議室、AED ▶バリアフ
リー：Ｐ、WC

●2

●1

●7
●8
●5

●6
●9●3

●4

… 駐車場… 出入口

St
af

f C
omment

体育館の
トレーニングルームは
本格マシンが揃い、

キャンプ時にプロ野球選手も
利用している
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那覇空港

久米島

伊是名島

ケラマ諸島

座間味島

渡嘉敷島

伊平屋島

伊江島

宮古島
竹富島

与那国島

北大東島

南大東島

石垣島

西表島

南部エリア離島エリア 離島エリア

離島エリア

北部エリア

中部エリア

● くにがみ球場 54
国頭村字浜502　☎0980-41-5774　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 名護市営球場 50
名護市宮里2-2-1　☎0980-52-3183　定休/なし

● 21世紀の森公園　多目的広場２（サブグラウンド）　 50
名護市宮里2-2-1　☎0980-52-3183　定休/なし

● 宜野座村野球場 48
宜野座村宜野座188　☎098-968-8780　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 金武町ベースボールスタジアム 46
金武町金武11053　☎098-968-6990　定休/月曜（祝日の場合翌日）

● ONNA赤間ボール・パーク 44
恩納村恩納7441　☎098-966-2656　定休/第2･4火曜 (祝日の場合翌日）

● 読谷平和の森球場 40
読谷村座喜味2901　☎098-982-9231　定休/火曜

● うるま市石川野球場 38
うるま市石川石崎1-2　☎098-965-5121　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● うるま市具志川野球場 38
うるま市具志川3500　☎098-973-0230　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● コザしんきんスタジアム（沖縄市野球場） 34
沖縄市諸見里2-1-1　☎098-932-0777　定休/第2･4火曜（祝日の場合翌日）

● 嘉手納町野球場 32
嘉手納町屋良875　☎098-956-1152　定休/なし

● 北谷公園　野球場 30
北谷町美浜2　☎098-936-0077　定休/月曜（祝日の場合翌日）

● 宜野湾市立野球場 26
宜野湾市真志喜4-2-1　☎098-897-2751　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 浦添市民球場 24
浦添市仲間1-13-1　☎098-876-7322　定休/なし

● 沖縄セルラースタジアム那覇（那覇市営奥武山野球場） 10
那覇市奥武山町42-1　☎098-857-0889　定休/なし

● 東風平運動公園　野球場 18
八重瀬町東風平1058　☎098-998-2140　定休/月曜

● 糸満市西崎球場 20
糸満市西崎町3-1　☎098-992-4527　定休/月曜（祝日の場合翌日）

● 国立沖縄青少年交流の家　野球場 ―
渡嘉敷村渡嘉敷2760　☎098-987-2306　定休/施設整備日

● 久米島野球場 58
久米島町鳥島100　☎098-985-3301　定休/月曜

● 仲里球場 58
久米島町謝名堂546-1　☎098-985-3301　定休/月曜

● 宮古島市城辺野球場 ―
宮古島市城辺字福里245-3　☎0980-73-4469　　　　　　　　　　　
定休/月曜（祝日の場合翌火曜も休）・祝日・慰霊の日

● 宮古島市下地野球場 60
宮古島市下地字与那覇1560-1　☎0980-73-4469　　　　　　　　　　
定休/月曜（祝日の場合翌火曜も休）・祝日・慰霊の日

● 宮古島市民球場 60
宮古島市平良字西仲宗根1574-1　☎0980-73-4469　　　　　　　　　
定休/月曜（祝日の場合翌火曜も休）・祝日・慰霊の日

● 石垣市中央運動公園　野球場 62
石垣市登野城1409-1　☎0980-83-5412　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 石垣市中央運動公園　第二野球場 62
石垣市平得439　☎0980-88-5292　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● ふれあい広場（サブグラウンド） 54
国頭村字浜502　☎0980-41-5774　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 東村屋外運動場 ―
東村平良550-2　☎0980-43-2130　定休/なし

● 今帰仁村総合運動公園　サブグラウンド ―
今帰仁村仲宗根851-1　☎0980-56-5955　定休/月曜

●…北部エリア　●…中部エリア　●…南部エリア　●…離島エリア

■BASEBALL_1
野球（硬式・軟式可）

■BASEBALL_2
野球（軟式のみ可）

65※年末年始・GW・旧盆期間の利用状況は各施設にお問い合せください。
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● 久志区野外運動場 ―
名護市久志790-1　☎0980-55-2117　定休/なし

● 真喜屋運動広場 ―
名護市真喜屋888　☎0980-52-3183　定休/なし

● 宜野座村総合グラウンド 48
宜野座村宜野座250　☎098-968-8809　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 金武地区公園 ―
金武町金武7758　☎098-968-6990　定休 /月曜（祝日の場合翌日）

● 金武町ベースボールスタジアム　サブグラウンド 46
金武町金武11053　☎098-968-6990　定休/月曜（祝日の場合翌日）

● ONNA赤間ボール・パーク　サブグラウンド 44
恩納村恩納7441　☎098-966-2656　定休/第２・４火曜 (祝日の場合翌日 )

● 恩納村コミュニティ広場 44
恩納村恩納419-3　☎098-966-2656　定休/なし

● 読谷村運動広場 40
読谷村座喜味2976　☎098-982-9231　定休/火曜

● 読谷村多目的広場 40
読谷村座喜味2901　☎098-982-9231 　定休/火曜

● うるま市具志川多種目球技場 38
うるま市大田509　☎098-973-0230　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 与那城総合公園　多種目競技場 ―
うるま市与那城中央5　☎098-978-1047　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 沖縄市サブトラック兼ソフトボール場 34
沖縄市諸見里2-1-1　☎098-932-0777　定休 /第2・4火曜（祝日の場合翌日）

● 海邦公園　多目的広場 ―
沖縄市海邦町3-4　☎098-938-7711　定休/なし

● 嘉手納町総合運動場 32
嘉手納町兼久85　☎098-956-5346　定休 /なし

● 桑江総合運動場 ―
北谷町桑江440　☎098-936-0077　定休/なし

● しおさい公苑　多目的広場 ―
北中城村熱田2070-16　☎098-935-3773　定休/月曜

● 若松公園　多目的広場 ―
北中城村安谷屋131　☎098-935-4404　定休/なし

● 吉の浦公園　青少年広場（野球場） 28
中城村安里190　☎098-895-3707　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 宜野湾市民広場　グラウンドA／B ―
宜野湾市野嵩1-1-1　☎098-893-4411　定休/なし

● 宜野湾市民広場　野球場 ―
宜野湾市野嵩1-1-1　☎098-893-4411　定休/なし

● 奥武山公園　多目的広場 10
那覇市奥武山町44-1　☎098-857-2017　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 漫湖公園　多目的広場 ―
那覇市古波蔵23-1　☎098-951-3239　定休/なし

● 東浜野球場 ―
与那原町東浜25　☎098-835-8220　定休/なし

● 御殿山青少年広場 ―
与那原町与那原832　☎098-835-8220　定休/なし

● 黄金森公園　野球場 12
南風原町宮平718-1　☎098-889-0502　定休/ 12/29〜1/3

● 瀬長島野球場 14
豊見城市瀬長174　☎098-850-3279　定休/なし

● 具志頭運動公園　多目的広場 ―
八重瀬町新城2048-2　☎098-998-2140　定休/月曜

● 西部プラザ公園　多目的広場 18
八重瀬町当銘82　☎098-998-2140　定休/月曜

● 八重瀬公園　多目的広場 ―
八重瀬町富盛1673　☎098-998-2140　定休/月曜

● 糸満球技場 ―
糸満市西崎町1-1-2　☎098-992-3911　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 糸満市西崎多目的広場 20
糸満市西崎町3-1　☎098-992-4527　定休/月曜（祝日の場合翌日）

● 伊江村青少年旅行村　野球場 ―
伊江村東江前2439　☎0980-49-2906　定休/なし

● 伊江村ミースィ公園　多目的広場 ―
伊江村西江前248　☎0980-49-2906　定休/なし

● 久米島町多目的グラウンド 58
久米島町鳥島100　☎098-985-3301　定休/月曜

● 仲里総合グラウンド 58
久米島町謝名堂546-1　☎098-985-3301　定休/月曜

● 伊良部勤労者体育センター　野球場 ―
宮古島市伊良部字長浜1542-5　☎0980-78-6250　定休/なし

● 石垣市中央運動公園　多目的広場 62
石垣市登野城1409-1　☎0980-83-5412　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 新川公園 ―
石垣市新川2395-1　☎0980-88-5292　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● バンナ公園　多目的広場 ―
石垣市石垣961-15　☎0980-82-6993　定休/なし

● 南大東村国民運動場 ―
南大東村南163-3　☎09802-2-2531　定休/月曜

※年末年始・GW・旧盆期間の利用状況は各施設にお問い合せください。66
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● 久志区野外運動場 ―
名護市久志790-1　☎0980-55-2117　定休/なし

● 真喜屋運動広場 ―
名護市真喜屋888　☎0980-52-3183　定休/なし

● 宜野座村総合グラウンド 48
宜野座村宜野座250　☎098-968-8809　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 金武地区公園 ―
金武町金武7758　☎098-968-6990　定休 /月曜（祝日の場合翌日）

● 金武町ベースボールスタジアム　サブグラウンド 46
金武町金武11053　☎098-968-6990　定休 /月曜（祝日の場合翌日）

● 恩納村コミュニティ広場 44
恩納村恩納419-3　☎098-966-2656　定休/なし

● 真栄田漁港運動広場 44
恩納村真栄田1398-6　☎098-966-2656　定休/なし

● 読谷村運動広場 40
読谷村座喜味2976　☎098-982-9231　定休/火曜

● 読谷村多目的広場 40
読谷村座喜味2901　☎098-982-9231　定休/火曜

● うるま市具志川多種目球技場 38
うるま市大田509　☎098-973-0230　定休 /火曜（祝日の場合翌日）

● 沖縄市サブトラック兼ソフトボール場 34
沖縄市諸見里2-1-1　☎098-932-0777　定休/第２・４火曜（祝日の場合翌日）

● 海邦公園　多目的広場 ―
沖縄市海邦町3-4　☎098-938-7711　定休/なし

● 嘉手納町総合運動場 32
嘉手納町兼久85　☎098-956-5346　定休/なし

● 嘉手納町ソフトボール場 32
嘉手納町兼久85　☎098-956-5346　定休/なし

● 砂辺馬場ソフトボール場 ―
北谷町砂辺1-4　☎098-936-0077　定休/月曜（祝日の場合翌日）

● 北谷公園　サブグラウンド 30
北谷町美浜２　☎098-936-0077　定休/月曜（祝日の場合翌日）

● 北谷公園　ソフトボール場 30
北谷町美浜２　☎098-936-0077　定休/月曜（祝日の場合翌日）

● 宜野湾市民広場　グラウンドA／B ―
宜野湾市野嵩1-1-1　☎098-893-4411　定休/なし

● 東崎公園　ソフトボール場 ―
西原町東崎5-1　☎098-944-4189　定休/火曜

● 奥武山公園　多目的広場 10
那覇市奥武山町44-1　☎098-857-2017　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 黄金森公園　野球場 12
南風原町宮平718-1　☎098-889-0502　定休/ 12/29〜1/3

● 瀬長島野球場 14
豊見城市瀬長174　☎098-850-3279　定休/なし

● 東風平運動公園　ソフトボール場 18
八重瀬町志多伯440　☎098-998-2140　定休/月曜

■SOFTBALL
ソフトボール

● 西部プラザ公園　多目的広場 18
八重瀬町当銘82　☎098-998-2140　定休 /月曜

● 糸満市西崎多目的広場 20
糸満市西崎町3-1　☎098-992-4527　定休/月曜（祝日の場合翌日）

● 久米島町多目的グラウンド 58
久米島町鳥島100　☎098-985-3301　定休/月曜

● 仲里総合グラウンド 58
久米島町謝名堂546-1　☎098-985-3301　定休/月曜

● 伊良部勤労者体育センター　野球場 ―
宮古島市伊良部字長浜1542-5　☎0980-78-6250　定休/なし

● 城辺総合運動公園　多目的広場 ―
宮古島市城辺字福里245-3　☎0980-77-4905　定休/なし

● 石垣市中央運動公園　多目的広場 62
石垣市登野城1409-1　☎0980-83-5412　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● バンナ公園　多目的広場 ―
石垣市石垣961-15　☎0980-82-6993　定休/なし

● 国頭陸上競技場 54
国頭村字浜502　☎0980-41-5774　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 今帰仁村総合運動公園　メイングラウンド ―
今帰仁村仲宗根851-1　☎0980-56-5955　定休/月曜

● 本部町運動公園　陸上競技場 52
本部町浜元598　☎0980-48-4300　定休/月曜（祝日の場合翌火曜も休）、祝日

● 名護市陸上競技場 50
名護市大南3-1-1　☎0980-53-6890　定休/なし

● 21世紀の森公園　多目的広場３（200ｍトラック） 50
名護市宮里2-2-1　☎0980-52-3183　定休/なし

● 宜野座村総合グラウンド 48
宜野座村宜野座250　☎098-968-8809　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 金武町陸上競技場 46
金武町金武7758　☎098-968-6990　定休/月曜（祝日の場合翌日）

● 赤間運動場 44
恩納村恩納7441　☎098-966-2656　定休/第２・４火曜（祝日の場合翌日）

● 読谷村陸上競技場 40
読谷村座喜味2079-1　☎098-982-9231　定休/火曜

● うるま市具志川総合グラウンド 38
うるま市大田421　☎098-973-0230　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 勝連総合グラウンド ―
うるま市勝連平安名2713　☎098-978-6040　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 与那城総合公園 ―
うるま市与那城中央5　☎098-978-1047　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 沖縄県総合運動公園　陸上競技場 35
沖縄市比屋根5-3-1　☎098-932-5114　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 沖縄県総合運動公園　補助競技場 35
沖縄市比屋根5-3-1　☎098-932-5114　定休/火曜（祝日の場合翌日）

■ATHLETICS
陸上
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● 沖縄市陸上競技場 34
沖縄市諸見里2-1-1　☎098-932-0777　定休/第２・４火曜（祝日の場合翌日）

● 嘉手納町陸上競技場 32
嘉手納町屋良873　☎098-956-1152　定休/なし

● 北谷公園　陸上競技場 30
北谷町美浜２　☎098-936-0077　定休/月曜（祝日の場合翌日）

● 吉の浦公園　ごさまる陸上競技場 28
中城村安里190　☎098-895-3707　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 宜野湾市立グラウンド 26
宜野湾市真志喜3-25-1　☎098-897-2751　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 浦添市陸上競技場 24
浦添市仲間１-13-1　☎098-876-7322　定休/なし

● 西原町民陸上競技場 ―
西原町呉屋348-2　☎098-945-8095（体育館）　定休/火曜（祝日の場合営業）

● 奥武山公園　陸上競技場 10
那覇市奥武山町45　☎098-858-2700　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 黄金森公園　陸上競技場 12
南風原町宮平718-1　☎098-889-0502　定休/ 12/29〜1/3

● 豊見城総合公園　陸上競技場 14
豊見城市平良536　☎098-850-3591　定休/なし

● 南城市陸上競技場 16
南城市玉城富里222　☎098-948-3039　定休/火曜

● 東風平運動公園　陸上競技場 18
八重瀬町東風平1074　☎098-998-2140　定休 /月曜

● 糸満市西崎陸上競技場 20
糸満市西崎町3-1　☎098-992-4527　定休/月曜（祝日の場合翌日）

● 友愛と健康の広場 ―
伊平屋村我喜屋300　☎0980-46-2806　定休/なし

● 伊是名村臨海ふれあい公園　グラウンド ―
伊是名村諸見565-5　☎0980-45-2534　定休/なし

● 国立沖縄青少年交流の家　グラウンド ―
渡嘉敷村渡嘉敷2760　☎098-987-2306　定休/施設整備日

● 伊良部カントリーパーク ―
宮古島市伊良部字前里添945　☎0980-78-6256　定休/なし

● 宮古島市城辺陸上競技場 ―
宮古島市城辺字福里616　☎0980-73-4469　定休/なし

● 宮古島市下地陸上競技場 ―
宮古島市下地字与那覇1581　☎0980-73-4469　定休/なし

● 宮古島市陸上競技場 60
宮古島市平良字東仲宗根935-1　☎0980-73-4469　定休/月曜（祝日の場
合翌火曜も休）・祝日・慰霊の日

● 石垣市中央運動公園　陸上競技場 62
石垣市登野城1409-1　☎0980-83-5412　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 北大東総合運動公園　運動場 ―
北大東村中野282-1　☎0980-23-4138　定休/なし

● 南大東村国民運動場 ―
南大東村南163-3　☎09802-2-2531　定休/月曜

● 国頭陸上競技場 54
国頭村字浜502　☎0980-41-5774　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 本部町運動公園　陸上競技場 52
本部町浜元598　☎0980-48-4300　定休/月曜（祝日の場合翌火曜も休）、祝日

● 21世紀の森公園　多目的広場１（サッカー・ラグビー場） 50
名護市宮里2-2-1　☎0980-52-3183　定休/なし

● 羽地ダム　多目的広場 ―
名護市田井等1017-8　☎0980-53-6890　定休/なし

● 金武町陸上競技場 46
金武町金武7758　☎098-968-6990　定休/月曜（祝日の場合翌日）

● 金武町フットボールセンター 46
金武町金武10988-1　☎098-968-5855　定休/月曜

● 赤間運動場 44
恩納村恩納7441　☎098-966-2656　定休/第２・４火曜（祝日の場合翌日）

● 赤間総合運動公園　サッカー場 44
恩納村恩納7441　☎098-966-2656　定休/第２・４火曜（祝日の場合翌日）

● 残波岬ボールパーク 40
読谷村宇座1885　☎098-982-9231　定休/火曜

● 読谷村運動広場 40
読谷村座喜味2976　☎098-982-9231　定休/火曜

● 読谷村多目的広場 40
読谷村座喜味2901　☎098-982-9231　定休/火曜

● 読谷村陸上競技場 40
読谷村座喜味2079-1　☎098-982-9231　定休/火曜

● うるま市具志川総合グラウンド 38
うるま市大田421　☎098-973-0230　定休 /火曜（祝日の場合翌日）

● うるま市具志川多種目球技場 38
うるま市大田509　☎098-973-0230　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 与那城総合公園　多種目競技場 ―
うるま市与那城中央5　☎098-978-1047　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 沖縄市サブトラック兼ソフトボール場 34
沖縄市諸見里2-1-1　☎098-932-0777　定休/第２・４火曜（祝日の場合翌日）

● 沖縄県総合運動公園　蹴球場 35
沖縄市比屋根5-3-1　☎098-932-5114　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 嘉手納町陸上競技場 32
嘉手納町屋良873　☎098-956-1152　定休/なし

● 桑江総合運動場 ―
北谷町桑江440　☎098-936-0077　定休/なし

● 北谷公園　陸上競技場 30
北谷町美浜２　☎098-936-0077　定休/月曜（祝日の場合翌日）

● しおさい公苑　多目的広場 ―
北中城村熱田2070-16　☎098-935-3773　定休 /月曜

● 吉の浦公園　ごさまる陸上競技場 28
中城村安里190　☎098-895-3707　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 宜野湾海浜公園　多目的広場 26
宜野湾市真志喜4-2-1　☎098-897-2751　定休/火曜（祝日の場合翌日）

■SOCCER/RUGBY
サッカー・ラグビー☆

☆ラグビー可

☆ラグビー可

☆ラグビー可

☆ラグビー可

☆ラグビー可

☆ラグビー可

☆ラグビー可
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● 宜野湾市立グラウンド 26
宜野湾市真志喜3-25-1　☎098-897-2751　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 浦添市陸上競技場 24
浦添市仲間１-13-1　☎098-876-7322　定休/なし

● 東崎公園　サッカー場 ―
西原町東崎5-1　☎098-944-4189　定休/火曜

● 西原町民陸上競技場 ―
西原町呉屋348-2　☎098-945-8095（体育館）　定休/火曜（祝日の場合営業）

● 奥武山公園　補助競技場 10
那覇市奥武山町52　☎098-858-2700　定休 /火曜（祝日の場合翌日）

● 漫湖公園　多目的広場 ―
那覇市古波蔵23-1　☎098-951-3239　定休/なし

● 豊見城市立与根体育施設　サッカー場 14
豊見城市与根50-3１　☎098-850-3279　定休/なし

● 南城市陸上競技場 16
南城市玉城富里222　☎098-948-3039　定休/火曜

● 具志頭運動公園　多目的広場 ―
八重瀬町新城2048-2　☎098-998-2140　定休/月曜

● 東風平運動公園　サッカー場 18
八重瀬町東風平1136-2　☎098-998-2140　定休/月曜

● 東風平運動公園　多目的広場 18
八重瀬町東風平1139　☎098-998-2140　定休 /月曜

● 糸満市西崎陸上競技場 20
糸満市西崎町3-1　☎098-992-4527　定休/月曜（祝日の場合翌日）

● 糸満市西崎多目的広場 20
糸満市西崎町3-1　☎098-992-4527　定休/月曜（祝日の場合翌日）

● 伊是名村臨海ふれあい公園　グラウンド ―
伊是名村諸見565-5　☎0980-45-2534　定休/なし

● 伊江村ミースィ公園　多目的広場 ―
伊江村西江前248　☎0980-49-2906　定休/なし

● 国立沖縄青少年交流の家　グラウンド ―
渡嘉敷村渡嘉敷2760　☎098-987-2306　定休/施設整備日

● 宮古島市多目的前福運動場 60
宮古島市平良字西仲宗根1574-7　☎0980-73-4469　　　　　　　　　
定休/月曜（祝日の場合翌火曜も休）・祝日・慰霊の日

● 宮古島市陸上競技場 60
宮古島市平良字東仲宗根935-1　☎0980-73-4469　　　　　　　　　
定休/月曜（祝日の場合翌火曜も休）・祝日・慰霊の日

● 石垣市中央運動公園　陸上競技場 62
石垣市登野城1409-1　☎0980-83-5412　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● サッカーパークあかんま 62
石垣市宮良ヨシキド2166-1　☎0980-88-5656　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● シーサイドテニスコート　 54
国頭村字鏡地142-10　☎0980-41-2100　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 今帰仁村総合運動公園　テニスコート ―
今帰仁村仲宗根851-1　☎0980-56-5955　定休/月曜

● 名護市営庭球場 50
名護市大南2-1-25　☎0980-52-3183　定休/なし

● 漢那ダム湖及び湖畔公園 48
宜野座村漢那2015-2　☎0980-53-6321　定休/なし

● 金武町立庭球場 ―
金武町金武7758　☎098-968-6990　定休/月曜（祝日の場合翌日）

● 残波岬テニスコート 40
読谷村宇座1899　☎098-982-9231　定休/なし

● 読谷村テニスコート ―
読谷村座喜味2976　☎098-982-9231　定休/火曜

● うるま市石川庭球場 38
うるま市石川石崎１-6　☎098-965-5121　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● うるま市具志川庭球場 38
うるま市具志川2249　☎098-973-0230　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 喜屋武マーブ公園　庭球場 ―
うるま市仲嶺134　☎098-973-0230　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 与那城テニスコート ―
うるま市与那城中央5　☎098-978-1047　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 沖縄県総合運動公園　庭球場 35
沖縄市比屋根5-3-1　☎098-932-5114　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 沖縄市庭球場 34
沖縄市諸見里2-1-1　☎098-932-0777　定休/第２・４火曜（祝日の場合翌日）

● 嘉手納町テニス場 32
嘉手納町兼久85　☎098-956-5346　定休/なし

● あしびなぁ公園　庭球場 ―
北谷町上勢頭830-1　☎098-936-0077　定休/月曜（祝日の場合翌日）

● 北谷公園　庭球場 30
北谷町美浜２　☎098-936-0077　定休/月曜（祝日の場合翌日）

● 若松公園　テニスコート ―
北中城村安谷屋131　☎098-935-2233　定休/なし

● 吉の浦テニスコート 28
中城村安里190　☎098-895-3707　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● いこいの市民パーク　庭球場 ―
宜野湾市神山無手原2-1　☎098-943-9607　定休/火曜

● 宜野湾海浜公園　庭球場 26
宜野湾市真志喜4-2-1　☎098-897-2751　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 宜野湾森川公園　庭球場 ―
宜野湾市真志喜1-24-1　☎098-897-2751　定休/火曜

● 西原町民テニスコート ―
西原町翁長305　☎098-945-1444　定休/火曜

● 奥武山公園　庭球場 10
那覇市奥武山町44-1　☎098-857-2017　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 大石公園　テニスコート ―
那覇市識名1-663　☎098-951-3239　定休/なし

● 新都心公園　テニスコート ―
那覇市おもろまち4-18　☎098-951-3239　定休/なし

● 中央公園　テニスコート ―
那覇市樋川1-377-59　☎098-951-3239　定休/なし

■TENNIS
テニス

☆ラグビー可

☆ラグビー可

☆ラグビー可

☆ラグビー可
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● 松山公園　テニスコート ―
那覇市松山2-19-2　☎098-951-3239　定休/なし

● 漫湖公園　市民庭球場 10
那覇市鏡原町37-1　☎098-857-8783　定休/第２・４火曜（祝日の場合翌日）

● 漫湖公園　テニスコート ―
那覇市古波蔵23-1　☎098-951-3239　定休/なし

● 若狭公園　テニスコート ―
那覇市若狭3-29　☎098-951-3239　定休/なし

● 黄金森公園　テニスコート 12
南風原町兼城686 南風原町総合保健福祉センター　☎098-889-2620　
定休/不定休 施設の1階で検診等がある場合は使用不可

● 宮城公園　テニスコート ―
南風原町宮城242-3　☎098-889-2620　定休/なし

● 豊見城総合公園　庭球場 14
豊見城市饒波959-2　☎098-850-3591　定休/なし

● 豊崎にじ公園　テニスコート ―
豊見城市豊崎1-203　☎098-856-2355　定休/なし

● 南城市玉城庭球場 16
南城市玉城富里234　☎098-948-3039　定休/火曜

● 具志頭社会体育館テニス場 ―
八重瀬町具志頭1　☎098-998-6635　定休/月曜

● 東風平運動公園　テニス場 18
八重瀬町東風平1042-2　☎098-998-2140　定休/月曜

● 糸満市西崎庭球場 20
糸満市西崎町3-1　☎098-992-4527　定休/月曜（祝日の場合翌日）

● 伊江村青少年旅行村　テニスコート ―
伊江村東江前2439　☎0980-49-2906　定休/なし

● 伊平屋村民テニスコート ―
伊平屋村我喜屋300　☎0980-46-2806　定休/なし

● 伊是名村営テニスコート ―
伊是名村仲田1347　☎0980-45-2318　定休/なし

● 国立沖縄青少年交流の家　テニスコート ―
渡嘉敷村渡嘉敷2760　☎098-987-2306　定休/施設整備日

● 伊良部カントリーパーク ―
宮古島市伊良部字前里添945　☎0980-78-6256　定休/なし

● 下地地区　屋外テニスコート ―
宮古島市下地字与那覇1560-1　☎0980-76-6968
定休/月曜（祝日の場合翌火曜も休）・祝日・慰霊の日

● 下地地区　屋内テニスコート ―
宮古島市下地字与那覇1581　☎0980-73-4469
定休/月曜（祝日の場合翌火曜も休）・祝日・慰霊の日

● 石垣市中央運動公園　庭球場 62
石垣市登野城1409-1　☎0980-83-8814　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 真栄里公園 ―
石垣市真栄里109-3　☎0980-83-5412　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 北大東総合運動公園　テニスコート ―
北大東村中野282-1　☎0980-23-4138　定休/なし

● 南大東村テニスコート ―
南大東村南144-1　☎ 09802-2-2531　定休/月曜

● くにがみ屋内運動場 54
国頭村字浜502　☎0980-41-5774　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● あけみおSKYドーム 50
名護市宮里492　☎0980-52-3183　定休/なし

● 21世紀の森公園　屋内運動場 50
名護市大南2-1-2　☎0980-52-3183　定休/なし

● 宜野座ドーム 48
宜野座村宜野座村181　☎098-968-8780　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 赤間多目的運動場（赤間ドーム） 44
恩納村恩納7441　☎098-966-2658　定休/第２・４火曜（祝日の場合翌日）

● うるま市石川屋内運動場 38
うるま市石川石崎１ー 2　☎098-965-5121　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● うるま市具志川ドーム 38
うるま市具志川2336　☎098-973-0230　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 沖縄県総合運動公園　レクリエーションドーム 35
沖縄市比屋根5-3-1　☎098-932-5114　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 沖縄市多目的運動場 34
沖縄市諸見里2-1-1　☎098-932-0777　定休/第2･4火曜（祝日の場合翌日）

● 嘉手納町スポーツドーム 32
嘉手納町屋良1021-12　☎098-956-1152　定休/なし

● 北谷公園　屋内運動場（北谷ドーム） 30
北谷町美浜２　☎098-936-0077　定休/月曜（祝日の場合翌日）

● 宜野湾市立屋内運動場 26
宜野湾市真志喜4-2-1　☎098-897-2751　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 浦添運動公園　多目的屋内運動場 24
浦添市仲間１-13-1　☎098-876-7322　定休/なし

● 沖縄セルラーパーク那覇（那覇市営奥武山屋内運動場） 10
那覇市奥武山町50-1　☎098-857-0889　定休/なし

● 久米島ホタルドーム 58
久米島町鳥島100　☎098-985-3301　定休/月曜

● 仲里球場　屋内運動場 58
久米島町謝名堂546-1　☎098-985-3301　定休 /月曜

● 宮古島市多目的屋内運動場 60
宮古島市平良字西仲宗根1575　☎0980-73-4469　　　　　　　　　　
定休/月曜（祝日の場合火曜も休）・祝日・慰霊の日

● 石垣市中央運動公園　屋内練習場 62
石垣市登野城1409-1　☎0980-88-5432　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● サッカーパークあかんま　フットサルアリーナ 62
石垣市宮良ヨシキド2166-1　☎0980-88-5656　定休 /火曜（祝日の場合翌日）

● スパーク南大東（屋内ゲートボール場） ―
南大東村旧東39-1　☎09802-2-2226　定休 /なし

INDOOR ATHLETIC FIELD
屋内運動場
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● 国頭村立総合体育館 54

国頭村字辺土名2142　☎0980-41-5776　定休/火曜・日曜・祝日

● 東村営体育館 ―

東村平良465　☎0980-43-2130　　 　　　　　　　　　　　　　　　
定休/火・木・土・日曜 ※月・水・金の夕方のみの利用可

● 今帰仁村総合運動公園　体育館 ―

今帰仁村仲宗根851-1　☎0980-56-5955　定休/月曜 

● 本部町民体育館 52

本部町浦崎467-1　☎0980-48-4300　定休/月曜（祝日の場合翌火曜も休）、祝日

● 21世紀の森体育館 50

名護市大南2-1-1　☎0980-53-6890　定休/火曜

● 久志区体育館 ―

名護市久志784　☎0980-55-2117　定休/なし

● 宜野座村総合体育館 48

宜野座村惣慶1880　☎098-968-8809　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 金武町立体育館 46

金武町金武7758　☎098-968-6990　定休/月曜（祝日の場合翌日）

● 読谷村体育センター 40

読谷村座喜味2976　☎098-982-9231 　定休/火曜

● うるま市石川体育館 38

うるま市石川石崎1ｰ2　☎098-965-5121　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● うるま市具志川総合体育館 38

うるま市大田427　☎098-973-0230　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 沖縄県総合運動公園　体育館 35

沖縄市比屋根5-3-1　☎098-932-5114　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 沖縄市体育館 34

沖縄市諸見里2-1-1　☎098-932-0777　定休/第２・４火曜（祝日の場合翌日）
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■GYMNASIUM
SPORTS
体育館内競技

● 嘉手納町兼久体育館 32

嘉手納町兼久85-25　☎098-956-5346　定休/なし

● 中城村民体育館 28

中城村安里190　☎098-895-3707　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 宜野湾勤労者体育センター 26

宜野湾市伊佐4-7-1４　☎098-898-4700　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 宜野湾市立体育館 26

宜野湾市真志喜4-2-1　☎098-897-2751　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 浦添市民体育館 24

浦添市仲間1-13-1　☎098-876-7322　定休/なし

● 西原町民体育館 ―

西原町翁長956　☎098-945-8095　定休/なし

● 沖縄県立武道館 10

那覇市奥武山町52　☎098-858-2700　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 那覇市民体育館 10

那覇市識名1227　☎098-853-6979　定休/第２・４火曜（祝日の場合翌日）

● 豊見城市民体育館　 14

豊見城市豊崎5-2　☎098-850-1550　定休/火曜（祝日の場合翌平日）

● 南城市玉城総合体育館 16

南城市玉城富里200　☎098-948-3039　定休/火曜

● 具志頭社会体育館 ―

八重瀬町具志頭1　☎098-998-2140　定休/月曜

● 東風平運動公園　体育館 18

八重瀬町東風平1076　☎098-998-2140　定休/月曜

● 糸満市西崎総合体育館 20

糸満市西崎町3-1　☎098-992-4527　定休/月曜（祝日の場合翌日）

● 伊平屋村民体育館 ―

伊平屋村我喜屋300　☎0980-46-2806　定休/日曜（予約時は使用可）

● 伊是名村臨海ふれあい公園　体育館 ―

伊是名村諸見565-4　☎0980-45-2534　定休/土曜・日曜・祝日
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● 沖縄市武道館 34
沖縄市諸見里2-1-1　☎098-932-0777　定休/第２・４火曜（祝日の場合翌日）

● 奥武山公園　弓道場 10
那覇市奥武山町44-1　☎098-857-2799　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 金武町立武道館 46

金武町金武1832　☎098-968-6990　定休/月曜（祝日の場合翌日）

● うるま市石川体育館　武道場 38

うるま市石川石崎１-2　☎098-965-5121　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● うるま市具志川総合体育館　武道場 38

うるま市大田427　☎098-973-0230　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 勝連B＆G海洋センター ―

うるま市勝連平安名2805　☎098-978-6040　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 沖縄市武道館 34

沖縄市諸見里2-1-1　☎098-932-0777　定休/第２・４火曜（祝日の場合翌日）

● 浦添市民体育館　武道場 24

浦添市仲間１-13-1　☎098-876-7322　定休/なし

● 沖縄県立武道館 10

那覇市奥武山町52　☎098-858-2700　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 豊見城市民体育館 14

豊見城市豊崎5-2　☎098-850-1550　定休/火曜（祝日の場合翌平日）

● 伊江村B＆G海洋センター　武道場 ―

伊江村東江前2371　☎0980-49-2929 　定休/月曜

● 石垣市中央運動公園　総合体育館　武道場 62

石垣市平得439　☎0980-88-5292　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 伊江村B＆G海洋センター　アリーナ ―

伊江村東江前2371　☎0980-49-2929 　定休/月曜

● 国立沖縄青少年交流の家　体育館 ―

渡嘉敷村渡嘉敷2760　☎098-987-2306　定休/施設整備日

● 宮古島市上野体育館 ―

宮古島市上野字宮国1746-2　☎0980-73-4469
定休/月曜（祝日の場合翌火曜も休）・祝日・慰霊の日

● 宮古島市下地体育館 ―

宮古島市下地字与那覇1590　☎0980-73-4469
定休/月曜（祝日の場合翌火曜も休）・祝日・慰霊の日

● 宮古島市総合体育館 60

宮古島市平良字東仲宗根676-1　☎0980-73-4469
定休/月曜（祝日の場合翌火曜も休）・祝日・慰霊の日

● 石垣市中央運動公園　総合体育館 62

石垣市平得439　☎0980-88-5292　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 北大東村地域スポーツセンター ―

北大東村中野282　☎0980-23-4138　定休/なし

● 南大東村スポーツセンター ―

南大東村南144-1　☎09802-2-2531　定休/月曜
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● オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 ―
今帰仁村呉我山654-32　☎0980-58-1910　定休/月曜（セルフプレーは無休）

● ベルビーチゴルフクラブ ―
本部町崎本部5151　☎0980-47-5949　　　　　　　　　　　　　　　
定休/火曜※1月〜3月は第3火曜のみ（祝日の場合は営業）

● カヌチャゴルフコース ―
名護市安部156-2　☎0980-55-8882　定休 /なし

● 喜瀬カントリークラブ ―
名護市喜瀬1107-1　☎0980-53-6100　定休 /なし

● 宜野座カントリークラブ ―
宜野座村松田2824-264　☎098-983-2266　定休/なし

● 沖縄国際ゴルフ倶楽部 ―
恩納村冨着1043　☎098-964-5467　定休/なし

● ジ・アッタテラスゴルフリゾート ―
恩納村安富祖1079　☎098-967-8184　定休/なし

● 美らオーチャードゴルフ倶楽部 ―
恩納村安富祖1577　☎098-967-8835　定休/なし

● 沖縄ロイヤルゴルフクラブ ―
うるま市石川山城1436　☎098-964-2811　定休/なし

● オーシャンキャッスルカントリークラブ 28
中城村登又60　☎098-895-7867　定休/なし

● 沖縄カントリークラブ ―
西原町桃原109　☎098-945-3375　定休/なし

● 守礼カントリークラブ ―
南城市知念知名1029　☎098-947-3411　定休/なし

● 琉球ゴルフ倶楽部 ―
南城市玉城親慶原１　☎098-948-2464　定休/月曜（祝日の場合営業）

● ザ・サザンリンクスゴルフクラブ ―
八重瀬町玻名城697　☎098-998-7100　定休/なし

● 那覇ゴルフ倶楽部 ―
八重瀬町富盛2270　☎098-998-3311　定休/月曜（祝日の場合営業）
※11月〜3月はなし

● パームヒルズゴルフリゾートクラブ ―
糸満市新垣762　☎098-994-8881　定休/なし

● エメラルドコーストゴルフリンクス ―
宮古島市下地字与那覇1591-1　☎0980-76-3030　　　　　　　　　　
定休 /なし ※6月〜9月は月曜休（祝日の場合翌日）

● オーシャンリンクス宮古島 ―
宮古島市城辺字保良940-1　☎0980-77-8072　　　　　　　　　　　
定休 /なし ※7月〜9月は月曜休（祝日の場合営業）

● シギラべイカントリークラブ ―
宮古島市上野字新里1264　☎0980-76-3939　定休 /なし

● リゾナーレ小浜島カントリークラブ ―
竹富町小浜東表2954　☎0120-83-6314　定休/なし

【ロングコース】

■GOLF
ゴルフ

【ミドルコース】
● 本部グリーンパークゴルフ場 52

本部町古島404　☎0980-48-3333　定休 /水曜（祝日の場合営業）

● 大西テェラスゴルフクラブ ―
北中城村大城190　☎098-935-4300　定休/なし

● シーサイドゴルフ ―
豊見城市与根50-38　☎098-850-2525　定休/なし

● 南山カントリークラブ ―
糸満市真栄平1170　☎098-997-2021　定休/なし

● サシバリンクス伊良部 ―
宮古島市伊良部字国仲659　☎0980-74-5555　定休 /なし

● 千代田カントリークラブ ―
宮古島市上野字野原137-1　☎0980-76-2588　定休 /月曜（祝日の場合営業）

● 許田ゴルフクラブ ―
名護市許田505-1　☎0980-54-5300　定休 /なし

● 久志岳ゴルフガーデン ―
名護市久志930-1　☎0980-50-0770　定休 /なし

● アロハゴルフセンター ―
読谷村座喜味2728　☎098-958-3527 　定休/なし

● 残波ゴルフクラブ ―
読谷村宇座1133　☎098-958-1938　定休/なし

● 具志川ゴルフクラブ ―
うるま市栄野比590-1　☎098-972-3131　定休/なし

● 高原ゴルフクラブ ―
うるま市石川東恩納1406-29　☎098-965-3500　定休/なし

● 東山カントリークラブ ―
うるま市石川3259-163　☎098-965-1937　定休/なし

● パブリックゴルフうらそえ ―
浦添市西原5-51-1　☎098-877-3513　定休/なし

● 西原グリーンセンター ―
西原町内間546　☎098-945-5456　定休/なし

● マリンタウンゴルフ ―
与那原町与那原3309　☎098-945-1040　定休 /なし

● ショートコース玉城 ―
南城市玉城船越332-1　☎098-948-7172　定休/火曜

● 那覇ゴルフショートコース ―
八重瀬町富盛2270　☎098-998-3315　定休/月曜（祝日の場合営業）
※１1月〜３月はなし

● 伊江島カントリークラブ ―
伊江村東江前3682-1　☎0980-50-6969　定休/なし

● 松が原ゴルフクラブ ―
宮古島市平良字松原1180-1　☎0980-73-6011　定休 /なし

● ジュマールゴルフガーデン ―
石垣市平得1273-185　☎0980-83-7211　定休/なし

● マエサトゴルフコース ―
石垣市真栄里354-1　☎0980-88-7204　定休/なし

【ショートコース】
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● 本部町運動公園　陸上競技場 52
本部町浜元598　☎0980-48-4300　　　　　　　　　　　　　　　　
定休/月曜（祝日の場合翌火曜も休み）、祝日

● 久志区野外運動場 ―
名護市久志790-1　☎0980-55-2117　定休/なし

● 羽地ダム　多目的広場 ―
名護市田井等1017-8　☎0980-53-6890　定休/なし

● 真喜屋運動広場 ―
名護市真喜屋888　☎0980-52-3183　定休/なし

● 読谷村運動広場 40
読谷村座喜味2976　☎098-982-9231　定休/火曜

● 読谷村多目的広場 40
読谷村座喜味2901　☎098-982-9231　定休/火曜

● うるま市具志川グラウンドゴルフ場 38
うるま市大田427　☎098-973-0230　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 嘉手納町多目的広場 32
嘉手納町屋良875　☎098-956-1152　定休/なし

● 渡口多目的広場 ―
北中城村渡口457-１　☎098-935-2233　定休/なし

● 吉の浦公園　大人の広場（ゲートボール場） 28
中城村安里190　☎098-895-3707　定休 /火曜（祝日の場合翌日）

● いこいの市民パーク　多目的広場 ―
宜野湾市神山無手原2-1　☎098-943-9607　定休/火曜

● 宜野湾海浜公園　多目的広場 26
宜野湾市真志喜4-2-1　☎098-897-2751　定休 /火曜（祝日の場合翌日）

● 浦添運動公園　多目的屋外運動場 24
浦添市仲間1-13-1　☎098-876-7322　定休/なし

● 豊見城総合公園　陸上競技場 14
豊見城市平良536　☎098-850-3591　定休/なし

● 黄金森公園　陸上競技場 12
南風原町宮平718-1　☎098-889-0502　定休/ 12/29〜1/3

● 東風平運動公園　多目的広場 18
八重瀬町東風平1139　☎098-998-2140　定休/月曜

● 西部プラザ公園　多目的広場 18
八重瀬町当銘82　☎098-998-2140　定休 /月曜

● 宮古島市城辺総合運動公園　多目的広場 ―
宮古島市城辺字福里245-3　☎0980-77-4905　定休/なし

● 宮古島市佐良浜スポーツセンター　多目的広場 ―
宮古島市伊良部字池間添248-1　☎0980-78-6254　定休/なし

● 宮古島市多目的前福運動場 60
宮古島市平良字西仲宗根1574-7　☎0980-73-4469　　　　　　　　　
定休/月曜（祝日の場合翌火曜も休）・祝日・慰霊の日

● 多良間村営グラウンドゴルフ場 ―
多良間村仲筋1624-2　☎0980-79-2260　定休/なし

● 石垣市健康福祉センター ―
石垣市登野城1357-1　☎0980-88-0088　定休/なし

● サッカーパークあかんま　屋内練習場周辺 ―
石垣市宮良ヨシキド2166-1　☎0980-88-5656　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● くいなパークゴルフ場 ―
国頭村字安田1477　☎0980-41-7788　定休/なし

● くにがみ鏡地パークゴルフ場 54
国頭村字鏡地142-10　☎0980-41-2100　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 今帰仁ウェルネスパークゴルフ場 ―
今帰仁村諸志 2031-1　☎0980-56-1158　定休/なし

● カヌチャパークゴルフ場 ―
名護市安部156-2　☎0980-55-8882　定休/なし

● かんなパークゴルフ場 48
宜野座村漢那1650-10　☎098-983-2831　定休/なし

● 西原町民パークゴルフ場 ―
西原町呉屋348-2　☎098-944-7324　定休/火曜

● 与那原パークゴルフ場 ―
与那原町東浜108　☎098-917-0211　定休/第2・4火曜

● 大里城趾公園　パークゴルフ場 16
南城市大里大里386-1　☎098-946-0212　定休/月曜（祝日の場合営業）

● 粟国島パークゴルフ場 ―
粟国村西1548　☎098-988-2477　定休/なし

● 久米島シーサイドパークゴルフ場 58
久米島町儀間30-7　☎098-987-0086 　定休/なし

■PARK GOLF
パークゴルフ ■GROUND GOLF

グラウンドゴルフ
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● 今帰仁村民プール■屋内 ―
今帰仁村仲宗根851-1　☎0980-56-5955　定休/月曜 ※６月〜８月のみ営業

● 金武町営プール■屋内 46
金武町金武1830　☎098-968-7771　定休/月曜（祝日の場合翌日）・第1火曜

● 読谷村健康増進センター■屋内 40
読谷村座喜味2901-1　☎098-982-9100　定休/なし

● うるま市石川プール■屋内 38
うるま市石川石崎1-2　☎098-965-3939　定休/火曜（祝日の場合翌日） 　
※5月中旬〜10月のみ営業

● 勝連B＆G海洋センター■屋外 ―
うるま市勝連平安名2805　☎098-978-6040　定休/火曜  ※5月〜10月のみ営業

● 沖縄県総合運動公園　水泳プール■屋外 35
沖縄市比屋根5-3-1　☎098-932-5114
定休/火曜（祝日の場合翌日） ※5月〜9月のみ営業

● 沖縄県総合運動公園　水泳プール■屋内 35
沖縄市比屋根5-3-1　☎098-932-5114　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 北谷公園　水泳プール■屋外 30
北谷町美浜２　☎098-936-5286
定休/月曜（祝日の場合翌日） ※5月〜10月のみ営業

● 宜野湾マリン支援センター■屋外 ―
宜野湾市大山７-10−27　☎098-942-2200　定休/なし

● 奥武山公園　水泳プール■屋外 10
那覇市奥武山町52　☎098-858-2700
定休/火曜（祝日の場合翌日）※4月〜10月のみ営業

● 那覇市民首里石嶺プール■屋内 ―
那覇市首里石嶺町2-70-9 首里石嶺プール B1　☎098-835-5079
定休/第２・４火曜（祝日の場合翌日）

● 豊見城総合公園　水泳プール■屋外 ―
豊見城市饒波959-2　☎098-850-3591　定休/月曜 ※5月〜9月のみ営業

● 八重瀬町営プール■屋外 18
八重瀬町東風平1018-１　☎098-998-5262　定休/月曜 ※6月〜9月のみ営業

● 糸満市西崎プール■屋内 20
糸満市西崎町3-1　☎098-992-7961　定休/月曜（祝日の場合翌日）

● 伊平屋村民プール■屋内 ―
伊平屋村我喜屋303　☎0980-46-2806　定休/月曜 ※6月〜8月のみ営業

● 伊江村B＆G海洋センター　プール■屋外 ―
伊江村東江前2371　☎0980-49-2929　定休/月曜 ※4月〜10月のみ営業

● 久米島町Ｂ＆Ｇ海洋センター■屋外 58
久米島町謝名堂548　☎098-985-3301　定休/月曜  ※5月〜9月のみ営業

● 宮古島市佐良浜スポーツセンター　水泳プール■屋外 ―
宮古島市伊良部字池間添248-1　☎0980-78-6254
定休/月曜・祝日 　 ※5月〜9月のみ営業

● 石垣市中央運動公園　水泳プール■屋外 62
石垣市登野城1409-1　☎0980-82-1772
定休/火曜（祝日の場合翌日）※4月〜9月のみ営業

■GATEBALL
ゲートボール

● 21世紀の森公園　ゲートボール場 50
名護市大南2-1-25　☎0980-52-3183　定休/なし

● 読谷村運動広場 40
読谷村座喜味2976　☎098-982-9231　定休/火曜

● 読谷村多目的広場 40
読谷村座喜味2901　☎098-982-9231　定休/火曜

● 具志川ゲートボール場 ―
うるま市具志川大田421　☎098-973-5383　定休/なし

● あしびなぁ公園　ゲートボール場 ―
北谷町上勢頭830-1　☎098-936-0077　定休/なし

● 吉の浦公園　大人の広場（ゲートボール場） 28
中城村安里190　☎098-895-3707　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 宜野湾海浜公園　多目的広場 26
宜野湾市真志喜4-2-1　☎098-897-2751　定休/火曜（祝日の場合翌日）

● 豊見城総合公園　ゲートボール場 14
豊見城市饒波959-6　☎098-996-3806　定休 /なし

● 黄金森公園　陸上競技場　 12
南風原町宮平718-1　☎098-889-0502　定休 / 12/29〜1/3

● 東風平運動公園　多目的広場 18
八重瀬町東風平1139　☎098-998-2140　定休/月曜

● 伊江村青少年旅行村　ゲートボール場 ―
伊江村東江前2439　☎0980-49-2906　定休/なし

● 伊江村ミースィ公園　ゲートボール場 ―
伊江村西江前248　☎0980-49-2906　定休/なし

● 舟蔵公園 ―
石垣市新川2462-1　☎0980-88-5292　定休/火曜（祝日の場合翌日）

■SWIMMING
水泳
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● 恩納海浜公園（ナビービーチ） ―
恩納村恩納419-4　☎098-966-8839　定休/なし ※遊泳期間４月〜10月

● 安良波公園（アラハビーチ） 30
北谷町北谷2-21　☎098-926-2680（11月〜４月初旬☎098-936-0077）
定休/なし

● 北谷公園（サンセットビーチ） ―
北谷町美浜2　☎098-936-8273　定休/なし

● トロピカルビーチ 26
宜野湾市真志喜4-2-1　☎098-897-2759　定休/なし

● あざまサンサンビーチ ―
南城市知念安座真1141-3　☎098-948-3521　定休/なし

● 美々ビーチいとまん ―
糸満市西崎町1-6-15　☎098-840-3451　定休/火曜

● 与那覇前浜ビーチ ―
宮古島市下地字与那覇914　☎0980-76-2109　定休/なし

● 宜野湾港マリーナ ―
宜野湾市真志喜4-4-1　☎098-897-7017　定休/火曜

● うるま市具志川運動公園　スケートボードパーク ―
うるま市大田427　☎098-973-0230　定休 /火曜

● いこいの市民パーク　スケートボード場 ―
宜野湾市神山無手原２　☎098-943-9607　定休 /火曜（祝日の場合翌平日）

● 花・水・緑大回廊公園　スケートボード場 12
南風原町宮平870-2　☎098-888-0994
定休 /月曜（祝日の場合翌日）、12/29〜1/3

■SAILING YACHT
ヨット

■SKATEBOARD
スケートボード

■BEACH SPORTS
ビーチスポーツ
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羽田
静岡

成田伊丹

関西

名古屋
神戸

高松松山熊本

宮崎

広島
岡山

福岡

長崎

鹿児島

奄美

仙台新潟

小松

札幌

那覇

石垣島 宮古島

久米島

《直行便　各地▶石垣》
羽 田▶ 3便 /日 約3時間10分
名古屋▶ 1便 /日 約２時間45分
関 西▶ 3便 /日 約２時間35分
那 覇▶ 17便 /日 約55分

《直行便　各地▶久米島》
那 覇▶ 7便 /日 約35分

《直行便　各地▶宮古島》
羽 田▶ 2便 /日 約3時間5分
那 覇▶ 18便 /日 約50分

※2016年3月の情報（定期運行のみ、コードシェア便を除く）
※曜日・時期によって便数が変更することがあります

《直行便　各地▶那覇》
札 幌▶ 1便 /日 約3時間45分  
仙 台▶ １便 /日 約３時間　
新 潟▶ 1便 /日 約2時間55分
成 田▶ 9便 /日 約３時間
羽 田▶ 27便 /日 約２時間45分
小 松▶ 1便 /日 約２時間30分
静 岡▶ １便 /日 約２時間30分
名古屋▶ 10便 /日 約２時間20分
伊 丹▶ 5便 /日 約２時間10分
関 西▶ 13便 /日 約２時間5分
神 戸▶ 8便 /日 約２時間
岡 山▶ １便 /日 約２時間

高 松▶ １便 /日 約2時間5分
広 島▶ １便 /日 約１時間55分
松 山▶ 1便 /日 約１時間50分
福 岡▶ 20便 /日 約１時間40分
長 崎▶ １便 /日 約１時間30分
熊 本▶ １便 /日 約１時間35分
宮 崎▶ 2便 /日 約１時間25分
鹿児島▶ 4便 /日 約１時間20分
奄 美▶ 1便 /日 約１時間10分

近年沖縄県への空路アクセスは便数も増え、沖縄は一年を通してより身近になりました。
全国各地から那覇空港、各主要離島への直行便が飛んでいます。

沖縄へ空のアクセス

那
覇
空
港
駅

首
里
駅

赤
嶺
駅

小
禄
駅

奥
武
山
公
園
駅

壺
川
駅

旭
橋
駅

県
庁
前
駅

美
栄
橋
駅

牧
志
駅

安
里
駅

お
も
ろ
ま
ち
駅

市
立
病
院
前
駅

儀
保
駅

古
島
駅

モノレール
沖縄の空の玄関口である那覇空港と連結しているモノレール（ゆいレール）は、那覇市内の移動に大変便利です。
宿泊施設までの移動やアフタースポーツの観光の足など、様々なシーンでご利用ください。

空港からすぐ目の前
（2F 連絡通路を使用）

■運行時間／始発6：00～最終23：30（首里駅の始発は5：48）
■始発～終点間の所要時間／約27分（片道）

1日フリー乗車券　大人   700円　子ども350円
2日フリー乗車券　大人1,200円　子ども600円
※団体旅客運賃は☎098-859-2630（代）にお問い合わせください。
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③④
⑤⑥⑦⑧

⑨
⑩

⑪
⑫
⑬
⑭

⑮
⑯

⑰ ⑱
⑲

⑳

②①

バス 高速バス（系統番号111）
（一社）沖縄県バス協会（沖縄県バスサービスセンター） 
☎098-867-2316／☎098-867-7386

タクシー
（一社）沖縄県ハイヤー・タクシー協会　☎098-831-9007　　　（一社）全国個人タクシー協会沖縄支部　☎098-850-7677

会社名 路線バス問合せ 観光バス問合せ
【沖縄本島】

株式会社琉球バス交通 098-852-2510 098-852-2520
沖縄バス株式会社 098-862-6737 098-867-3382
那覇バス株式会社 098-852-2500 098-858-1114
東陽バス株式会社 098-947-1040 098-850-8110
中部観光バス株式会社 *** 098-937-7858
株式会社北部観光バス *** 0980-54-5888
結株式会社 *** 098-840-3161
有限会社美ら島 *** 098-840-3909
有限会社ダイトウ *** 098-946-5654
有限会社カリー観光 *** 098-856-8955
ロケーションファースト *** 098-897-1212
有限会社ハイウェイ沖縄 *** 098-856-4991
株式会社小禄運輸 *** 098-988-9292
株式会社そら観光（車椅子対応バス） *** 098-934-2005

【久米島】
有限会社久米島交通 *** 098-985-8137
久米島町営バス 098-985-8260 ***

【宮古島（伊良部島も含む）】
宮古協栄バス合資会社 0980-72-2414 0980-72-2414
株式会社八千代バス・タクシー 0980-72-0677 0980-72-0677
合資会社共和バス *** 0980-78-5184

【石垣島】
東運輸株式会社 0980-87-5423 0980-82-2054

①那覇空港国内線

②国際線旅客ターミナル

⑪中城

③貨物ターミナル前（那覇空港）

⑫喜舎場

④フリーゾーン前

⑬山里

⑤那覇バスターミナル

⑭沖縄南インター

⑥国場

⑨幸地

⑦県立医療センター前

⑧那覇インター前

⑩琉大入口

⑮池武当

⑱金武インター

⑯沖縄北インター

⑰石川インター

⑲宜野座インター

⑳世冨慶

レンタカー
会社名 電話番号

【沖縄本島】
沖縄県レンタカー協会 098-859-3825
なはレンタカー 0120-39-7815
トヨタレンタリース沖縄（那覇空港店） 098-857-0100
OTSレンタカー 0120-34-3732
バジェットレンタカー沖縄 0120-054-317
ニッポンレンタカー 098-859-0919
日産レンタカー沖縄 098-867-4123
空港レンタカー 0120-229-517
タイムズカーレンタル（那覇空港店） 098-858-1536
フジレンタカー（那覇営業所） 0120-439-022
オリックスレンタカー 098-851-0543
サンキューレンタカー 0120-390-841
オキナワレンタカー 0120-71-2015
USレンタカー 0120-548-905
セレブレンタカー 0120-859-337
ABCレンタカー（那覇空港営業所） 098-859-5555
スカイレンタカー 098-859-6505

会社名 電話番号
ククルレンタカー 098-856-1202
Jネットレンタカー 098-852-0070
パシフィックレンタカー 0120-42-7577
南十字星レンタカー沖縄 098-858-8234
インリンク（株） 098-866-3507
エンジョイレンタカー 098-852-8811

【久米島】
オリックスレンタカー 098-985-5151
ニッポンレンタカー 098-985-3724

【宮古島】
トヨタレンタリース沖縄 0980-75-0100
OTSレンタカー 0120-34-3732
ニッポンレンタカー（宮古空港前） 0980-72-0919
タイムズカーレンタル（宮古島店） 0980-73-0515
シンセイレンタカー 0980-72-4109
朝日レンタカー 0980-72-3908
日産レンタカー（宮古空港店） 0980-73-7723

サーウエスト宮古島 0980-72-2204

会社名 電話番号
すなかぎレンタカー 0980-76-3135
オリックスレンタカー（宮古島デイゴ店） 0980-73-5500
フジレンタカー 0120-439-022
スカイレンタカー 0980-72-8002
Jネットレンタカー 0980-79-5022

【石垣島】
トヨタレンタリース沖縄 0980-82-0100
OTSレンタカー 0120-34-3732
石垣島レンタカー 0980-82-8840
ニッポンレンタカー（石垣空港営業所） 0980-84-4010
タイムズカーレンタル（石垣空港店） 0980-84-4141
一番星レンタカー 0980-88-5098
オリックスレンタカー（新石垣空港ゆうな店） 0980-84-4033
スカイレンタカー 0980-84-4039
ククルレンタカー 0980-87-8340
フジレンタカー 0120-439-022
Jネットレンタカー（新石垣空港店） 0980-84-4366

那覇空港 から
名護バスターミナル

まで約1時間45分
／2,190円

高
速

名護市役所前

名護バスターミナル
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主な宿泊施設一覧

ホテル国頭
国頭村字辺土名139　☎0980-41-2115
■送 役場手配／■ラ ／■店 コンビニまで約6分

ホテルみやしろ
国頭村字辺土名1429　☎0980-41-2337
■食 要相談／■送 役場手配／■ラ ／■店 スーパーま
で徒歩約1分

ＪＡＬプライベートリゾートオクマ
国頭村字奥間913　☎0980-41-2222
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約20分

国頭かりゆし荘
国頭村字半地269-1　☎0120-131-601
■食 ／■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約７分

カナンスローファーム カフェ＆エコステイ
東村平良863-2　☎0980-43-2468
■ラ ／■店 最寄商店まで徒歩1分

ウッドペッカー今帰仁
今帰仁村今泊681　☎0980-56-1010
■ラ ／■店 コンビニまで車で約10分

ホテルベルモア東洋
今帰仁村平敷306　☎0980-56-2779
■店 コンビニまで徒歩約７分

リゾートホテル・ベル・パライソ
今帰仁村運天1069　☎0980-56-2767
■送 ／■ラ ／■店 コンビニまで車で約5分

ホテル オリオン モトブ リゾート＆スパ
本部町備瀬148-1　☎0980-51-7300
■食 要相談／■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約4分

センチュリオンホテル沖縄美ら海
本部町石川938　☎0980-48-3631
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩1分

ホテルマハイナ ウェルネスリゾートオキナワ
本部町山川1456　☎0120-081-715
■食 ／■送 要相談／■ラ ／■店 コンビニまで徒歩1分

本部グリーンパークホテル
本部町古島404　☎0980-48-3211
■ラ ／■店 コンビニまで車で約5分

マリンピアザオキナワ
本部町浜元410　☎0980-48-3000
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約15分

モトブリゾート
本部町渡久地861-1　☎0980-47-2321
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約13分

ホテルリゾネックス名護
名護市山入端247-1　☎0980-53-8021
■食 要相談／■ラ ／■店 コンビニまで車で約5分

ホテルゆがふいんおきなわ
名護市宮里453-1　☎0980-53-0031
■食 ／■送 要相談／■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約
10分

ホテルデルフィーノ名護
名護市大南1-5-14　☎0980-51-1717
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約2分

ホテル山田荘・名護ビジネスホテル
名護市大東1-9-6　☎0980-52-2272
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約3分

カヌチャベイホテル＆ヴィラズ
名護市安部156-2　☎0980-55-8880
■食 要相談／■ラ ／■店 施設内に有り

ベストウェスタン沖縄幸喜ビーチ
名護市幸喜117　☎0980-54-8155
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩1分

沖縄サンコーストホテル
名護市幸喜108　☎0980-53-0330
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約3分

喜瀬ビーチパレス
名護市喜瀬115-2　☎0980-52-5151
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩5分

ザ・ブセナテラス
名護市喜瀬1808　☎0980-51-1333
■食 事前申告必要／■店 コンビニまで車で3分

オキナワマリオットリゾート＆スパ
名護市喜瀬1490-1　☎0980-51-1000
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約8分

北部エリア

【一覧の見方】 国頭村字半地269-1　☎0980-50-1906
■食 ／■送 役場手配／■ラ ／■店 コンビニまで徒歩
約10分

ホテルプランナーズガイド
国頭村字奥間000　☎000-000-0000
■食 ／■送 ／■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約15分

ホテル国頭
国頭村字辺土名139　☎0980-41-2115
■食 要相談／■送 役場手配／■ラ ／■店 スーパーま
で徒歩約３分

北部エリア

施設名…1

4

2

…

所在地

3

…

連絡先

■食 …アスリート用の食事対応可能  
■送 …練習場までの無料送迎有り   
■ラ…コインランドリー有り   
■店…最寄コンビニ・スーパーまでの距離

対応しているサービス・設備等の有無…

※合宿の参加人数や実施時期により、食事の
対応や送迎の条件などは異なります。事前に
各施設へお問い合せください。
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■食 …アスリート用の食事対応可能 　■送 …練習場までの無料送迎有り 　■ラ…コインランドリー有り 　■店 …最寄コンビニ・スーパーまでの距離

グレンモア イン ギノザ
宜野座村宜野座663-51　☎098-968-2212
■ラ ／■店 コンビニまで車で10分
※食事はペンション向かいの「てんぷす」を利用

ペンションてんぷす
宜野座村宜野座663-53　☎080-1546-8585
■ラ ／■店 コンビニまで車で10分

ペンションくぶむ荘
宜野座村宜野座663-60　☎098-968-2212
■ラ ／■店 コンビニまで車で10分
※食事はペンション向かいの「てんぷす」を利用

ペンションきちむい
宜野座村宜野座1480　☎098-968-2212
■ラ ／■店 コンビニまで車で10分
※食事はペンション向かいの「てんぷす」を利用

ペンションさばに
宜野座村宜野座1480　☎098-968-2212
■ラ ／■店 コンビニまで車で10分
※食事はペンション向かいの「てんぷす」を利用

リブマックス アムス・カンナリゾートヴィラ
宜野座村漢那397-1　☎098-968-7011
■ラ ／■店 コンビニまで車で約5分

Okinawa Spa Resort EXES
（沖縄スパリゾートエグゼス）
恩納村名嘉真ヤーシ原2592-40
☎098-967-7500
■食 要相談／■ラ ／■店 コンビニまで徒歩5分

沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ
恩納村名嘉真ヤーシ原2591-1
☎098-967-8731
■食 要相談／■送 ※有料／■ラ ／■店 施設内に有り

みゆきハマバルリゾート
恩納村安富祖1314　☎098-967-7722

（問合せ：ホテルみゆきビーチ☎098-967-8031）
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩1分

ジ・アッタテラス クラブタワーズ
恩納村安富祖1079　☎098-983-3333
■食 要相談／■店 コンビニまで車で3分

リザンシーパークホテル谷茶ベイ
恩納村谷茶1496　☎098-964-6611
■食 ／■送 要相談／■ラ ／■店 施設内に有り

サンマリーナホテル（6月1日より「シェラト
ン沖縄サンマリーナリゾート」）
恩納村冨着66-1　☎098-965-2222
■食 要相談／■ラ ／■店 施設内に有り

Kafuu Resort Fuchaku CONDO・HOTEL
（カフー リゾート フチャク コンド・ホテル）
恩納村冨着志利福地原246-1
☎098-964-7000
■食 要相談／■ラ ／■店 コンビニまで徒歩10分

ホテルムーンビーチ
恩納村前兼久1203　☎098-965-1020
■送 ※有料手配可能／■ラ ／■店 コンビニまで徒歩3分

ムーンビーチパレスホテル
恩納村前兼久1203　3Ｆ　☎098-964-3512
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩3分

恩納マリンビューパレスホテル
恩納村前兼久497-3　☎098-965-6111
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約5分

ホテルサンセットヒル
恩納村仲泊1327-3　☎098-965-6310
■ラ ／■店 コンビニまで車で約5分

ルネッサンスリゾートオキナワ
恩納村山田3425-2　☎098-965-0707
■ラ ／■店 コンビニまで車で約5分

ネイチャーみらい館
金武町金武11818-2　☎098-968-6117
■送 ※有料手配可能／■ラ ／■店 コンビニまで車で5分

沖縄残波岬ロイヤルホテル
読谷村宇座1575　☎098-958-5000
■食 要相談／■ラ ／■店 コンビニまで車で5分

ホテル日航アリビラ ヨミタンリゾート沖縄
読谷村儀間600　☎098-982-9111
■食 要相談／■ラ ／■店 スーパーまで車で7分

ホテルむら咲むら
読谷村高志保1020-1　☎098-958-7871
■食 要相談／■ラ ／■店 スーパーまで車で3分

モリマーリゾートホテル
読谷村都屋45-1　☎098-921-5050
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩10分

ローヤルホテル
読谷村楚辺1315　☎098-956-2740
■送 ／■ラ ／■店 コンビニまで徒歩5分

民宿おおき
読谷村大木151-3　☎098-956-5143
■ラ 徒歩5分／■店 コンビニまで車で5分

デイゴホテル
沖縄市中央3-4-2　☎098-937-1212
■食 ／■送 ／■ラ ／■店 コンビニまで徒歩10分

クラウンホテル沖縄
沖縄市上地4-1-51　☎098-933-2551
■送 市外、空港送迎は要相談／■ラ ／■店 コンビニ
まで徒歩約5分

オリンピア観光ホテル
沖縄市胡屋1-19-19　☎098-938-7117
■食 ／■送 ／■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約15分

サンライズ観光ホテル
沖縄市胡屋2-1-46　☎098-933-0171

ホテルニューセンチュリー
沖縄市胡屋2-1-43　☎098-933-5599
■食 ／■送 ／■ラ ／■店 コンビニまで徒歩5分

東京第一ホテルオキナワグランメールリ
ゾート（４月１日より「オキナワグランメー
ルリゾート」）
沖縄市与儀2-8-1　☎098-931-1500
■食 要相談／■送 要相談／■ラ ／■店 コンビニまで
車で約5分

ココガーデンリゾートオキナワ
うるま市石川伊波501　☎098-965-1000
■ラ ／■店 コンビニまで車で5分

春日観光ホテル
うるま市赤道179-1　☎098-973-1121
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩1分

AJ リゾートアイランド伊計島
うるま市与那城伊計1286　☎098-983-1230
■ラ ／■店 コンビニまで車で約20分

ヒルトン沖縄北谷リゾート
北谷町美浜40-1　☎098-901-1111
■食 ／■ラ ／■店 コンビニまで徒歩10分

ベッセルホテル カンパーナ沖縄
北谷町美浜9-22　☎098-926-1188
■ラ ／■店 スーパーまで徒歩5分

ザ・ビーチタワー沖縄
北谷町美浜8-6　☎098-921-7711
■食 要相談／■ラ ／■店 スーパーまで徒歩3分

ＥM ウェルネスリゾート コスタビスタ　
沖縄ホテル＆スパ
北中城村喜舎場1478　☎098-935-1500
■食 ／■送 要相談／■ラ ／■店 コンビニまで車で約5分

中部エリア
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ラグナガーデンホテル
宜野湾市真志喜4-1-1　☎098-897-2121
■食 要相談／■ラ ／■店 コンビニまで徒歩5分

カルチャーリゾート フェストーネ
宜野湾市真志喜3-28-1　☎098-898-1212
■食 要相談／■ラ ／■店 コンビニまで徒歩10分

ムーンオーシャン宜野湾ホテル＆レジデンス
宜野湾市宇地泊558-8　☎098-890-1110
■食 要相談／■送 ／■ラ ／■店 スーパーまで徒歩2分

ザ・ナハテラス
那覇市おもろまち2-14-1　☎098-864-1111
■食 要相談／■店 コンビニまで徒歩２分

スーパーホテル那覇・新都心
那覇市おもろまち4-16-27　☎098-861-9000
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約3分

ホテル法華クラブ那覇・新都心
那覇市おもろまち4-3-8　☎098-860-6611
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約10分

東横イン 那覇新都心おもろまち
那覇市おもろまち1-2-27　☎098-863-1045
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩1分

リブレガーデンホテル
那覇市おもろまち4-17-27　☎098-869-3333
■食 要相談※人数制限あり／■ラ ／■店 コンビニま
で徒歩２分

ダイワロイネットホテル那覇おもろまち
那覇市おもろまち1-1-12　☎098-862-4555
■ラ ／■店 施設内に有り

ホテル日航那覇グランドキャッスル
（7月1日より「ダブルツリーｂｙヒルトン那
覇 首里城」）
那覇市首里山川町1-132-1　☎098-886-5454
■食 ／■ラ ／■店 施設内に有り

沖縄都ホテル
那覇市松川40　☎098-887-1100
■食 ／■店 コンビニまで徒歩10分

沖縄ホテル
那覇市大道35　☎098-884-3191
■送 ※限定条件有／■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約
1分

沖縄サンプラザホテル
那覇市安里138　☎098-866-0920
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約1分

ステーションホテル牧志
那覇市安里1-2-25　☎098-862-8001
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約1分

ホテルオーシャン
那覇市安里2-4-8　☎098-863-2288
■食 要相談／■店 コンビニまで徒歩3分

ベストウェスタン那覇イン
那覇市安里2-8-8　☎098-863-0888
■ラ ／■店 施設内に有り

ホテルルートイン那覇泊港
那覇市前島2-12-5　☎098-866-0700
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩1分

レッドプラネット那覇沖縄
那覇市前島3-1-4　☎098-943-0770
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩1分

ホテルリゾネックス那覇
那覇市前島3-11-1　☎098-862-7733
■店 コンビニまで徒歩3分

HOTEL PEACE LAND（ホテルピースランド）
那覇市前島3-23　☎098-868-1212
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約2分

スマイルホテル沖縄那覇
那覇市前島3-24-1　☎098-866-8100
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩1分

沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ
那覇市前島3-25-1　☎098-860-2111
■食 要相談／■ラ ／■店 コンビニまで徒歩1分

ホテル山の内
那覇市牧志1-3-55　☎098-862-5301
■食 ／■送 ／■ラ ／■店 コンビニまで徒歩1分

那覇セントラルホテル
那覇市牧志2-16-36　☎098-862-6070
■ラ 徒歩5分／■店 コンビニまで徒歩2分

ホテルパームロイヤルＮＡＨＡ
那覇市牧志3-9-10　☎098-865-5551
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩1分

ハイアットリージェンシー那覇沖縄
那覇市牧志3-6-20　☎098-866-8888
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩3分

ホテル ロコア ナハ
那覇市松尾1-1-2　☎098-868-6578
■ラ ／■店 施設内に有り

■食 …アスリート用の食事対応可能 　■送 …練習場までの無料送迎有り 　■ラ…コインランドリー有り 　■店 …最寄コンビニ・スーパーまでの距離

ホテルニューおきなわ
那覇市松尾1-4-5　☎098-867-7200
■食 朝食は不可、夕食のみ要相談／■ラ ／■店 コン
ビニまで徒歩約1分

ホテル国際プラザ
那覇市松尾1-4-10　☎098-862-4243
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩1分

那覇グランドホテル
那覇市松尾1-5-7　☎098-862-6161
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩3分

コンフォートホテル那覇県庁前
那覇市久茂地1-3-11　☎098-941-7311
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩1分

ホテルサン沖縄
那覇市久茂地1-5-15　☎098-866-1111
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩2分

ホテルサンパレス球陽館
那覇市久茂地2-5-１　☎098-863-4181
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩1分

ダイワロイネットホテル沖縄県庁前
那覇市泉崎1-11-2　☎098-860-1855
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約1分

ホテル ルートイン那覇旭橋駅東
那覇市泉崎1-19-12　☎098-860-8311
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩1分

ＡＮＡクラウンプラザホテル沖縄ハー
バービュー
那覇市泉崎2-46　☎098-853-2111
■食 要相談／■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約3分

アパホテル〈那覇〉
那覇市松山1-4-16　☎098-868-9111
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩30秒

ホテルロコイン沖縄
那覇市松山1-27-11　☎098-869-6511
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩2分

ホテルブライオン那覇
那覇市松山2-15-13　☎098-868-1600
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩1分

ＧＲＧホテル那覇
那覇市松山2-16-10　☎098-868-6100
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩1分

ソルヴィータホテル那覇
那覇市松山2-17-17　☎098-863-1234
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩30秒

那覇エリア
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沖縄ナハナ・ホテル＆スパ
那覇市久米2-1-5　☎098-866-0787
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩1分

東横イン 那覇旭橋駅前
那覇市久米2-1-20　☎098-951-1045
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩2分

西鉄リゾートイン那覇
那覇市久米2-3-13　☎098-869-5454
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約3分

スマイルホテル那覇シティリゾート
那覇市久米2-32-1　☎098-869-2511
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩1分

那覇ビーチサイドホテル
那覇市辻3-2-36　☎098-862-2300
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約10分

ネストホテル那覇
那覇市西1-6-1　☎098-868-1118
■食 要相談／■ラ ／■店 コンビニまで徒歩1分

ルートイングランティア那覇
那覇市西2-25-12　☎098-860-0771
■ラ ／■店 スーパーまで徒歩1分

パシフィックホテル沖縄
那覇市西3-6-1　☎098-868-5162
■食 ／■送 ※手配可能／■ラ 徒歩1分／
■店 スーパーまで徒歩2分

ロワジールホテル那覇
那覇市西3-2-1　☎098-868-2222
■食 要相談／■ラ ／■店 施設内に有り

ダブルツリーｂｙヒルトン那覇
那覇市東町3-15　☎098-862-0123
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約２分

ＧＲＧホテル那覇東町
那覇市東町6-16　☎098-862-7200
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩30秒

琉球サンロイヤルホテル
那覇市東町6-20　☎098-862-3811
■店 コンビニまで徒歩1分

リーガロイヤルグラン沖縄
那覇市旭町1-9　☎098-867-3331
■ラ ／■店 施設内に有り

那覇東急ＲＥＩホテル
那覇市旭町116-37　☎098-869-0109
■店 施設内に有り

■食 …アスリート用の食事対応可能 　■送 …練習場までの無料送迎有り 　■ラ…コインランドリー有り 　■店 …最寄コンビニ・スーパーまでの距離

メルキュールホテル沖縄那覇
那覇市壺川3-3-19　☎098-855-7111
■食 要相談／■店 コンビニまで徒歩1分

沖縄国際ユースホステル
那覇市奥武山町51　☎098-857-0073
■食 ／■送 ※片道30分範囲／■ラ ／■店 コンビニま
で徒歩1分

ホテルパークスタジアム那覇
那覇市山下町10-2　☎098-859-9000
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩7分

ホテルグランビュー沖縄
那覇市赤嶺3-15-5　☎098-859-4890
■ラ ／■店 スーパーまで徒歩1分

琉球温泉 瀬長島ホテル
豊見城市瀬長174-5　☎098-851-7077
■店 コンビニまで車で約10分

ホテルグランビューガーデン沖縄
豊見城市豊崎3-82　☎098-851-2288
■食 ※２カ月〜３カ月前までに要相談／■ラ ／
■店 コンビニまで徒歩6分

ユインチホテル南城
南城市佐敷新里1688　☎098-947-0111
■食 要相談／■送 ／■ラ ／■店 コンビニまで車で5分

百名伽藍
南城市玉城百名山下原1299-1
☎098-949-1011
■食 要相談／■ラ 車で10分／■店 スーパーまで車
で5分

ホテルスポーツロッジ糸満
糸満市西崎3-1　☎098-995-1126
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩5分

サザンビーチホテル＆リゾート沖縄
糸満市西崎町1-6-1　☎098-992-7500
■食 ／■ラ ／■店 施設内に有り

ＹＹＹ ＣＬUＢ iE ＲESORT
（ワイワイワイ クラブ イエ リゾート）
伊江村東江前1965　☎0980-49-5011
■食 要相談／■送 ／■ラ ／■店 コンビニまで車で5分

ペンション シーフレンド
渡嘉敷村阿波連155　☎098-987-2836
■送 ／■ラ ／■店 最寄商店まで徒歩約3分

ケラマビーチホテル
座間味村阿佐119　☎098-987-2271
■送 ／■ラ ／■店 スーパーまで車で約8分

イーフビーチホテル
久米島町謝名堂548　☎098-985-7111
■食 要相談／■送 要相談／■ラ ／■店 コンビニまで
徒歩5分

サイプレスリゾート久米島
久米島町大原803-1　☎098-985-3700
■食 ／■送 ／■ラ ／■店 コンビニまで車で10分

リゾートホテル久米アイランド
久米島町真我里411　☎098-985-8001
■食 ／■送 ／■ラ※合宿専用／
■店 コンビニまで徒歩約5分

ホテルマリンテラス久米島
久米島謝名堂583-4　☎098-896-8100
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約5分

ホテル共和
宮古島市平良字西里7　☎0980-73-2288
■食 ／■送 要相談／■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約5分

宮古第一ホテル
宮古島市平良字西里191　☎0980-73-5522
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約5分

ホテルニュー丸勝
宮古島市平良字西里303-3　☎0980-72-9936
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩1分

ホテルピースアイランド宮古島
宮古島市平良字西里310　☎0980-74-1717
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩3分

観光ホテルセイルイン宮古島
宮古島市平良字下里3　☎0980-74-3854
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩2分

ホテル アトールエメラルド 宮古島
宮古島市平良字下里108-7　☎0980-73-9800
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩5分

ホテルサザンコースト宮古島
宮古島市平良字下里335-1　☎0980-75-3335
■食 要相談／■ラ ／■店 コンビニまで徒歩1分

宮古島東急ホテル＆リゾーツ
宮古島市下地字与那覇914
☎0980-76-2109
■送 要相談／■ラ ／■店 コンビニまで車で5分

離島エリア

南部エリア
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■食 …アスリート用の食事対応可能 　■送 …練習場までの無料送迎有り 　■ラ…コインランドリー有り 　■店 …最寄コンビニ・スーパーまでの距離

ウェルネスヴィラブリッサ
宮古島市上野字宮国746-20
☎0980-76-3870
■ラ ／■店 コンビニまで車で20分
※朝食はホテルブリーズベイマリーナにて（車で
3分）

ホテルブリーズベイマリーナ
宮古島市上野字宮国784-1
☎0120-153-070
■食 ／■ラ ／■店 コンビニまで車で約15分

沖縄エグゼス石垣島
石垣市宮良923-1　☎0980-86-8001
■ラ ／■店 コンビニまで車で5分

ＡＮＡインターコンチネンタル石垣リゾート
石垣市真栄里354-1　☎0980-88-7111
■食 要相談／■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約5分

ベストイン石垣島
石垣市真栄里340　☎0980-82-1111
■食 ／■ラ ／■店 コンビニまで徒歩約2分

石垣シーサイドホテル
石垣市真栄里254-12　☎0980-88-2421
■ラ ／■店 コンビニまで車で約30分

ホテル日航八重山
石垣市大川559　☎0980-83-3311
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩5分

ホテルグランビュー石垣
石垣市登野城1　☎0980-82-6161
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩3分

ホテル イーストチャイナシー
石垣市美崎町2-8　☎0980-88-1155
■食 要相談／■ラ ／■店 コンビニまで徒歩3分

ホテルピースアイランド石垣イン八島
石垣市八島町1-1-2　☎0980-82-0600
■ラ ／■店 コンビニまで徒歩30秒

ホテルチューリップ石垣島
石垣市八島町1-3-5　☎0980-83-8060
■食 要相談／■送 要相談／■ラ ／■店 コンビニまで
徒歩約7分

石垣島ビーチホテルサンシャイン
石垣市新川2484　☎0980-82-8611
■食 要相談／■ラ ／■店 コンビニまで車で約5分

ホテルロイヤルマリンパレス石垣島
石垣市新川2459-1　☎0980-84-3102
■食 要相談／■ラ ／■店 最寄商店まで徒歩5分

石垣リゾートグランヴィリオホテル
石垣市新川舟蔵2481-1　☎0980-88-0030
■ラ ／■店 コンビニまで車で5分

星野リゾート リゾナーレ小浜島
竹富町小浜東表2954　☎050-3786-0055
■ラ ／■店 最寄商店まで車で5分

西表島ジャングルホテルパイヌマヤ
竹富町高那243　☎0980-85-5700
■ラ ／■店 最寄商店まで車で30分

西表アイランドホテル
竹富町西表634　☎0980-85-6001
■送 ／■ラ ／■店 コンビニまで徒歩1分

アイランドホテル与那国
与那国町与那国4647-1　☎0980-87-2300
■送 ／■ラ ／■店 施設内に有り

春
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※資料：気象庁／最低・最高・平均気温は那覇市の2015年の月別の平均値、
降水量は那覇市の2015年の月別の合計値です。
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沖縄独特の気候を季節ごとにチェック。合宿を開催する時期に合わせてウェアや持ち物を準備しましょう。
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沖縄県では、体の不自由な方や高齢者も積極的にスポーツに取り組めるよう、様々なサポート体制が整っています。
そのため、年々合宿の実施件数が増加しており、今後もさらなるサポートの充実を図っていきます。

アスリートのためのバリアフリー情報

Sports Guide Book

沖縄県内のスポーツ施設に特化した
バリアフリー情報誌を発行！

『沖縄県スポーツ施設
バリアフリー情報』
沖縄県内のスポーツ施設の詳細なバリアフ
リー情報を掲載した冊子を発行しています。
専用駐車場やトイレの状態など一般的に利
用する際の気になる情報を、写真やアイコン
を使い分かりやすく紹介しています。

Transfer Service

移動の不安も解消！

沖縄美ら島ノンステップバス
OKINAWA『そらぽーと号』
そらぽーと号は出入口に段差がなく、スロープを設置する
と車いすのままで乗り降りできる送迎バスです。那覇空港
を拠点に県内各地のイベントやスポーツ大会、交流活動
の会場や宿泊施設への移動をサポートします。

「沖縄県スポーツ施設 バリアフリー情報」
の入手方法

How To Get

2ヶ所の観光案内所では、車いすなどのレンタルや観光ケアサポーターの手配などを行っています。

その他のバリアフリー情報

Information Office

沖縄に降り立った瞬間から安心！
那覇空港しょうがい者・こうれい者観光案内所
那覇市鏡水150  那覇空港国内線旅客ターミナル1階到着ロビー

（総合案内所隣）
☎098-858-7760　開所時間／10：00〜18：00

那覇国際通りしょうがい者・こうれい者観光案内所
那覇市松尾2-8-19　5階
☎098-860-8046　開所時間／11：00〜18：00

最新の
沖縄バリアフリー情報を発信！
バリアフリー観光ガイド
『そらくる沖縄』年刊

沖縄県内のバリアフリー施設や観光情
報を提供している無料情報誌です。

Guide Book

【郵送を希望の場合】

●那覇国際通りしょうがい者・こうれい者観光案内所
●那覇空港しょうがい者・こうれい者観光案内所

【現地で受け取る場合】

《お問い合せ先》
NPO法人バリアフリーネットワーク会議
☎098-929-1140　　098-929-1143
　bfmap@barifuri-okinawa.org

沖縄県バリアフリーマップ 検索

スポーツ施設の情報は
「❶楽しむ」にチェックを入れて
「❷検索実行」をクリック！

http://okinawa-bf-map.jp

さらに詳しい
バリアフリー情報は、

WEB サイトにて
紹介しています！

❶

❷

沖縄県のもっと詳しい
バリアフリー情報を

求める方はコチラまで！
NPO法人バリアフリーネットワーク会議
沖縄市照屋1-14-14　2階　☎098-929-1140　　098-929-1143　http://barifuri-okinawa.org/bfn/
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※2014年4月～2015年3月開催実績　※スポーツコンベンション開催実績調査参照
※開催月は変更になる場合があります。※参加資格については直接お問い合わせください。

主な沖縄のスポーツイベント ■M マラソン大会  ■C サイクリング大会　■T トライアスロン大会

■M ぎのわん車いすマラソン大会
【会場】宜野湾市　【種目】　■ハーフマラソンの部　
■3.5kmマラソンの部　■1.5kmトリムマラソンの部

１月 January
■M 宮古島100kmワイドーマラソン大会

【会場】宮古島　【種目】　■100kmの部　■50kmの
部　■22kmの部　■10kmの部　■2kmの部（ファミ
リーコース）

■M 海洋博公園全国トリムマラソン大会
【会場】本部町　【種目】　■備瀬福木並木コース（約
10km）　■フラワーガーデンコース（約6km）　■ファ
ミリーエンジョイ公園コース（約3.5km）

■M 石垣島マラソン
【会場】石垣島　【種目】　■フルマラソンコース
■24kmコース　■10kmコース

■C 美ら島オキナワ Century Run
【会場】恩納村　【種目】　■美ら島センチュリーコース
（160km）　■美ら島シーサイドコース（100km）　■美
ら島めんそーれコース（50km）

２月 February
■M NAGOハーフマラソン

【会場】名護市　【種目】　■ハーフマラソン　■10km
一般男子、一般女子、高校男子　■3km一般男子、
一般女子（中学・高校生含む）　■親子マラソン

■M とかしきマラソン
【会場】渡嘉敷島　【種目】　■ハーフマラソン　
■10kmの部　■5kmの部　■3kmトリムの部

■M 竹富町やまねこマラソン大会
【会場】西表島　【種目】　■23kmコース（一般男女）　
■10kmコース（一般男女）　■3kmコース（中学生男女）

■M ロマン海道・伊良部島マラソン
【会場】伊良部島　【種目】　■ハーフコース（21.1km）　
■Aコース（14.6km）　■Bコース（7km）　■Cコース

（2.3km）

■M おきなわマラソン
【会場】沖縄市　【種目】　■フルマラソン　競技部門
／一般部門　■10kmロードレース　高校／一般
※日本陸上競技連盟公認コース
※マラソン競技部門は18歳以上で日本陸連の登録競
技者に限ります。

■C おきなわECOスピリットライド＆ウォーク
【会場】南城市　【種目】■ライド部門（サイクリング）
50km/30km/15km　■ウォーク部門 20km/
12km/7km　■ノルディック部門 12km/7km

■T あやはしトライアスロン大会
【会場】うるま市　【種目】　■スイム1.5km／バイク
40km／ラン10km　■リレーの部（高校生以上の男
女）

９月 September
■M 久志20kmロードレース大会

【会場】名護市　【種目】　■20kmロード

10月 October
■M 伊平屋ムーンライトマラソン

【会場】伊平屋島　【種目】　■フルマラソン　■ハー
フマラソン

■T いぜな88トライアスロン大会
【会場】　伊是名島　【種目】　■スイム２km／バイク66km
／ラン　20km　■ A組（3種目を同一の選手が連続して行
う）　■ B組（3種目を3人の選手がリレー方式で行う）

■M エコアイランド宮古島マラソン
【会場】宮古島　【種目】■フルマラソンの部　■ハー
フマラソンの部　※2015年より10kmの部開始

■M 久米島マラソン
【会場】 久米島　【種目】　■フルマラソン　■ハーフ
マラソン　■10kmコース　■５kmコース

■C GREAT　EARTH　石垣島ライド
【会場】石垣島　【種目】　■ギバリヨー！コース（約
135km）　■フナクヤ―！コース（約105km）　■カビ
ラワン！コース（約60km） ※2015年より西表島ジャン
グルライド等も併催

12月 December
■M ＮＡＨＡマラソン

【会場】那覇市　【種目】　■フルマラソン　
※日本陸上競技連盟公認コース

11月 November
■M 尚巴志ハーフマラソン in 南城市大会

【会場】南城市　【種目】　■ハーフマラソン　■3kmコース

■M たらま島一周マラソン大会
【会場】多良間島　【種目】　■たらま島一周マラソン
大会コース　Aコース（24.3km）／ Bコース（10km）／
Cコース（3km）／ Dコース（5km）　■ウォーキング　
歴史街道〜文化財めぐり〜（約3.5km）

■M 日本最西端与那国島一周マラソン大会
【会場】与那国島　【種目】　■25kmコース　■10kmコース

■M 中部トリムマラソン大会
【会場】沖縄市　【種目】　■20kmコース　■10km
コース　■5kmコース　■3kmコース（親子の部含む）

■C ツール・ド・おきなわ
【会場】名護市　【種目】 ■国際ロードレース・市民
レース部門（10〜210km）　■サイクリング部門　沖
縄本島一周サイクリング（346km／1泊2日）、やんばる
センチュリーライド（176km）、チャレンジサイクリング

（100km）など
※日本自転車競技連盟公認コース

■C シュガーライド久米島
【会場】 久米島　【種目】　■ぐるっと１周コース（45 
km）　■島内2周アスリートコース（90 km）　■島内3
周チャレンジコース（125 km） ※2015年より廃止

■C ストライダーエンジョイカップ
【会場】 読谷村　【種目】　■2才クラス　■3才クラス　
■4才クラス　■5・6才クラス（6才は未就学児のみ）

６月 June
■C ツール・ド・宮古島

【会場】宮古島　【種目】　■ロードレース部門（184km、
114km）　■サイクリング部門（114km、83km）

■T 全日本トライアスロン宮古島大会
【会場】宮古島　【種目】　■スイム　3km／バイク　
157km／ラン　42.195km

■M 伊江島一周マラソン大会
【会場】伊江島　【種目】■ハーフマラソン　■10km
コース　■５kmコース　■３kmコース

■M 塩屋湾一周トリムマラソン大会
【会場】大宜味村　【種目】　■17.5㎞（大保ダム周回
コース）高校生以上　■10㎞（塩屋湾一周コース）高
校生以上　■3㎞（湾内折返し屋古コース）幼児1歳
以上

■M 古宇利島マジックアワーＲＵＮ
in 今帰仁村

【会場】今帰仁村　【種目】　■ハーフマラソンコース　
■10km ※2016年より廃止

４月 April
■M あやはし海中ロードレース大会

【会場】うるま市　【種目】■ロードレースハーフマラソ
ン　16歳以上　■トリムマラソン10kmコース　中学
生以上　■トリムマラソン3.8kmコース

■T 石垣島トライアスロン
【会場】 石垣市　【種目】　■スイム1.5km／バイク40km
／ラン10km　※日本トライアスロン連合公認コース

■M ＮＡＧＯＵＲＡマラソン
【会場】名護市　【種目】■100kmの部 ※2016年より
100kmペーサーの部開始　■73kmの部 ※2016年よ
りNAGO（75km）　■フルマラソン

■M 東村つつじマラソン大会
【会場】東村　【種目】■20㎞の部　高校生・一般男
女　■５㎞の部　高校生・一般男女　■３㎞の部　
中学生男女　■1.5㎞の部　小学生男女（4年生以上）

■M なんぶトリムマラソン大会
【会場】糸満市　【種目】■ハーフマラソン　■10km
コース　■５kmコース(中学生以上)　■車イスコース

（５km）（障害者手帳を有する車イス使用者）　■３km
コース（小学生 4〜 6年生）　■ファミリーコース（３
km）

３月 March
■T 久米島トライアスロン大会

【会場】久米島　【種目】■スイム２km／バイク60km
／ラン20km　■リレーＡ組（2〜4名1組）　■リレー
Ｂ組（5〜7名1組）※2016年よりバイク47km
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スポーツごとの事例紹介、スポーツ大会や合宿選びに役立つ情報を随時配信

【スポーツコミッション沖縄の役割】

スポーツコミッション沖縄は、沖縄の更なるスポーツコンベンションの拡大発展を目指すべく、平成27年4月
より本格稼働しました。競技スポーツ・生涯スポーツ・スポーツコンベンションの一体的推進に向け、競技団
体と連携し、スポーツコンベンションの誘致・受入れを行います。

スポーツコミッション沖縄ホームページ

※平成28年4月より

市町村・競技団体等と受入れに係る関係機関
との連携体制強化

市町村の支援策や取組み等の情報収集、沖縄
県内のスポーツ環境の動向把握

Webサイトやガイドブックを活用し、沖縄県内スポー
ツ環境のPR

キーパーソン招聘や競技団体への訪問等、関係機関
と連携した誘致活動

歓迎セレモニー等を開催し、スポーツコンベンションの
継続的な開催、更なる発展に向けた気運醸成を図る

http://www.sports-commission.okinawa/

【トップページ】 【スポーツ施設検索ページ】初めての沖縄合宿でも安心！
キャンプ前に「受入れ事例」をチェック！

スポーツ大会や
旬な情報を随時配信！

「比較リスト」に
気になる施設を保存。
見比べができて、
施設選びも楽々！

コート数や芝質、
付帯設備まで
詳細データ満載！

スマートフォン版
もあります！

種目別・
エリア別に
簡単検索！

スポーツコミッション
沖縄とは

❶スポーツコンベンション受入
　 （コーディネート業務）
沖縄県外・海外からの問い合わせ対応

❷関係機関との連携体制構築

❸マーケティング

❹情報発信

❺スポーツコンベンション実施の気運醸成

❻誘致活動
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開催決定

メディアリリース

③進捗確認

④決定後

合宿・大会主催者等

②担当者間調整

市町村 競技団体 宿泊施設 交通機関

①お問い合わせ

ニーズに沿った担当窓口をご紹介

コミッション
サポートのもと

紹介窓口と主催者間で
直接調整

合宿・大会主催者等

相談内容に応じて
丁寧な情報提供を行い、

各方面の窓口へ
コーディネート

スポーツコミッション沖縄
開催情報の共有・受入等に対する調整

●予約申請手続き
●施設貸出
●周辺情報提供　等

●対戦相手・審判 手配
●備品貸出の相談対応
●ボランティア動員

●受入対応
●食事手配
●無料シャトルバス
（宿泊施設所有時）

●送迎バス手配
●レンタカー貸出
●ドライバー手配

市町村 競技団体 宿泊施設 交通機関

施設空き状況等確認 対戦相手・審判等の確認 宿泊施設空き状況確認 送迎バス等の確認

535件
キャンプ・合宿・自主トレ・
大会・イベントの合計件数。

プロ野球9球団、韓国プロ野球4球団、
プロサッカー20チームが春季キャンプを実施。

キャンプ合宿開催件数が多い種目。
次いでサッカーとなる。

合宿での利用総数。
沖縄では合宿利用が大半を占める。

冬場（12月～3月）の開催が多く、
特に2月に集中している。

日本代表チームの合宿は計18件。
国内トップレベルの受入実績あり。

33チーム 野球・陸上

292件 2月 日本代表

お問い合わせの進捗状況を確認

※「平成26年度スポーツコンベンション開催実績一覧」より

コンサルティング（コー
ディネート業務）の流れ

スポーツコンベンション
開催実績

合宿・大会の主催者や旅行会社等からの問い合わせに対して、
下記のような流れでサポートを行います。
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オーハ島オーハ島

久米島久米島

渡名喜島渡名喜島

座間味島座間味島

阿嘉島阿嘉島

慶留間島慶留間島 渡嘉敷島渡嘉敷島

伊平屋島伊平屋島

伊是名島伊是名島

野甫島野甫島

南大東島南大東島

北大東島北大東島

伊江島伊江島

粟国島粟国島

来
間
島

来
間
島

大神島大神島
池間島池間島

多良間島多良間島

伊
良
部
島

伊
良
部
島

下地島下地島

西表島西表島
竹
富
島

竹
富
島

小
浜
島

小
浜
島与那国島与那国島

宮古島宮古島

石垣島石垣島

瀬底島瀬底島
屋我地島屋我地島

奥武島奥武島

古宇利島古宇利島

水納島水納島

浜比嘉島浜比嘉島

平安座島平安座島

伊計島伊計島

宮城島宮城島

津堅島津堅島

恩納村恩納村

読
谷
村

読
谷
村

沖縄市沖縄市

う
る
ま
市

う
る
ま
市

北谷町北谷町
北中城村北中城村

中城村中城村

西原町西原町

与那原町与那原町

南城市南城市八
重
瀬
町

八
重
瀬
町

浦添市浦添市

宜野湾市宜野湾市

豊見城市豊見城市

那覇市那覇市

嘉手納町嘉手納町

宜野座村宜野座村

北大東村北大東村

南
大
東
村

南
大
東
村

名護市名護市

東村東村
大宜味村大宜味村

国頭村国頭村

本部町本部町

久米島町久米島町

粟国村粟国村

伊是名村伊是名村

伊平屋村伊平屋村

宮古島市宮古島市

多
良
間
村

多
良
間
村

石
垣
市

石
垣
市竹富町竹富町

与
那
国
町

与
那
国
町

金武町金武町

コマカ島コマカ島

久高島久高島

奥
武
島

奥
武
島

薮
地
島

薮
地
島

瀬長島瀬長島

今帰仁村今帰仁村

伊江村伊江村

渡名喜村渡名喜村

渡嘉敷村渡嘉敷村
座間味村座間味村

南
風
原
町

南
風
原
町

糸
満
市

糸
満
市

331

331

331

330

330
58

58

58

58

58

58

58

58

58

331

331

331
329

329

329

329

329

449

505

329

507

390

390

許田IC

金武IC屋嘉IC

西原IC

那覇IC

伊芸SA

中城PA

石川IC

宜野座IC

沖縄北IC

沖縄南IC

北中城IC

南風原北IC

南風原南IC

豊見城IC豊見城・名嘉地IC

那覇港

那
覇
新
港

サ
ン
マ
リ
ン
タ
ー
ミ
ナ
ル

島尻港

那覇空港

兼城港

中
城
湾
港 南大東港（北）南大東港（北）

長
山
港

佐
良
浜
港

普
天
間
港

平
良
港

泊港

ゆいレールゆいレール

…港…空港

…主要道路

仲田港

本
部
港

伊江港

（高速船で）（高速船で）

（高速船で）（高速船で）

（高速船で）（高速船で）

（高速船で）（高速船で）

（高速船で）（高速船で）

（高速船で）（高速船で）

粟国港

渡嘉敷港

座間味港

南
大
東
港

（
亀
池
）

南
大
東
港

（
亀
池
）

北大東港（西）北大東港（西）

北大東港（江崎）北大東港（江崎）

北
大
東
港（
北
）

北
大
東
港（
北
）

南大東港（西）南大東港（西）

新
多
良
間
空
港

南ぬ島
石垣空港

宮古空港

前泊港

運
天
港

北大東空港

南大東空港

与
那
国
空
港

久
米
島
空
港

粟
国
空
港

…沖縄自動車道

西崎運動公園

くいなエコ・スポレク公園

石
垣
港竹富港

上原港

大原港

小浜港
久部良港

那覇空港から

泊港から

約１時間20分
約２時間10分

約１時間10分

約１時間30分

約１時間30分

約4時間30分

約1時間45分

約15分
石垣←→竹富

約45分

約35分

約１時間 約15分

約35分

約25分

約50分

約25分
約30分

約60分

約１時間10分

約１時間10分約15時間

約15時間

約35分

約50分

約10分

約25分

約35分

約40分

約３時間15分

約55分

約30分

  那覇空港 ▶ 国頭村（くいなエコ・スポレク公園）
車で約2時間

  那覇空港 ▶  許田IC
車で約1時間10分

  那覇空港 ▶ 沖縄北IC
車で約45分

  那覇空港 ▶ 糸満市（西崎運動公園）
車で約25分
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スポーツコミッション沖縄
《事務局》　公益財団法人　沖縄県体育協会
〒900-0026　沖縄県那覇市奥武山町51-2
　　　　　 　（沖縄県体協スポーツ会館）
TEL：098-857-0017　　FAX：098-857-0085
E-mail：info@sports-commission.okinawa

沖縄でスポーツ大会・合宿するなら
“スポーツコミッション沖縄”へ！

http://www.sports-commission.okinawa

公益財団法人

沖縄県体育協会
2016年4月より、スポーツコミッション沖縄（事務局）が沖縄観光コンベンションビューローから沖縄県体育協会に移管されました。


