
平成２４年度スポーツ・ツーリズム戦略推進事業（モデル事業実施業務）

第 56 回全国サイクリング大会 in OKINAWA 琉球ダイナミックライド

実施報告書（概要版）

第 56 回全国サイクリング大会 沖縄 実行委員会

■事業実施概要

【実施目的】

全国的に高まるサイクリングブームの中、近年他県においても地域を挙げてのサイクリング振

興に取り組む例が数多く見られるようになっている。

 元来サイクリストには、温暖な自然環境と美しく開放的な風景により人気の高い沖縄ではある

が、今後更なるサイクリングを通じた誘客、リピーターの確保を進めていくには、他地域との差

別化をより明確に打ち出し、年間を通じての戦略的なイベントの設定・整備を進めていく必要が

ある。

 本事業では、国内において最も歴史のあるファンライド「全国サイクリング大会」を誘致・開

催し、全国のサイクリング愛好家の集う本大会において、サイクリングアイランド沖縄と沖縄観

光の魅力を強く発信する取組みを行なうことで、沖縄のサイクリングアイランドとしてのイメー

ジを不動のものとして定着させていくとともに、観光誘客に資する取組の一助とする。

【実施概要】

名 称  第 56 回全国サイクリング大会 in OKINAWA ～琉球ダイナミックライド～

会 期 平成 24 年 9 月 30 日（日） 5:00～20:00 大会  

9 月 29 日（土） 13:00～20:00 前日登録

会 場  読谷村文化センター

読谷村、恩納村、名護市、本部町、今帰仁村、大宜味村、国頭村、東村、

宜野座村、金武町、うるま市
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主催 財団法人日本サイクリング協会

共催 沖縄県、財団法人沖縄県観光コンベンションビューロー

主幹 沖縄県サイクリング協会

後援 内閣府、文部科学省、経済産業省、国土交通省、観光庁、内閣府沖縄総合事務局、

 (財)ＪＫＡ、(財)日本自転車普及協会、(社)沖縄県サイクルスポーツ振興協会、

読谷村、名護市、うるま市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、

恩納村、宜野座村、金武町

協賛 全日本空輸株式会社、有限会社比嘉酒造、株式会社読谷ククルリゾート沖縄、

ブリヂストンサイクル株式会社、株式会社ゴールドウイン、シマノセールス株式

会社、株式会社ジャイアント、沖縄輪業株式会社、株式会社フォトクリエイト、

西濃運輸株式会社

協力 沖縄県トライアスロン連合、沖縄県自転車競技連盟、ツール・ド・おきなわ協会、

株式会社沖縄タイムス社、琉球放送株式会社、読谷村商工会、読谷村観光協会

＜実施内容＞

■サイクリング

１．ダイナミックコース (260km) 参加料 15,000 円

 １日の距離としては日本最長の２６０ｋｍ。大会のメインコースであり、

沖縄本島を約半周するコース。

２．チバリヨーコース  (130km) 参加料 9,500 円

 海岸線を北上し、まず目指すところは東シナ海に浮かぶ古宇利島。

沖縄の自然や青い海を楽しみながら走るシーサイドコース。

３．メンソーレコース   (30km) 参加料 7,000 円

 沖縄を楽しみながら走るメンソーレコース。

世界遺産や土産品店、沖縄の文化を体験できる施設を巡る。

※ＪＣＡ会員は１・２のコースは 1000 円引き、３のコースは 500 円引き。

■付帯プログラム

・観光サイクリングシンポジウム 

平成 24 年 9 月 29 日（土）15:30～18:00 会場：読谷村文化センター 中ホール

・（財）日本サイクリング協会式典

平成 24 年 9 月 30 日（日）16:00～16:30 会場：読谷村文化センターふれあい広場

・交流会（後夜祭）

平成 24 年 9 月 30 日（日）16:30～20:00 会場：読谷村文化センターふれあい広場

・サイクリング銀婚式（交流会内で開催）

平成 24 年 9 月 30 日（日）17:30 ～18:00 会場：読谷村文化センターふれあい広場
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【台風 17 号襲来による実施内容の変更】

本大会では開催日（29 日・30 日）にかけて非常に強い台風 17 号（最大風速 55m/s）が沖縄本

島を通過したことから大会の開催が危ぶまれたが、当日 9 月 30 日朝 8 時時点で暴風域を抜けた

ことから、大会規模を大幅に縮小し、読谷村内を周遊する約 30kn コースのみでの開催を行なっ

た。29 日の観光サイクリングシンポジウムやダイナミックコース・チバリヨーコースは中止とな

ったが、約 610 名の事前申込のうち、当日参加者は 190 名（うち県外 73 名）と、約３分の１の

方々に参加いただく結果となった。

日 時：平成 24 年９月 30 日（日）

11：00～12：00   受付 場所：読谷村文化センター中ホール

12：00～14：00   サイクリング

14：00～16：00   式典・交流会（昼食）

参 加：191 名（うち県外 73 名）

実 施：読谷村内周遊コース（30 ㎞）

参考

同規模の台風 16 号（最大風速 55m/s）通過後のコース状況

大会の 2 週間前(9 月 15 日)に沖縄本島を通過

コースカット

コースカット

×

×

×

×

×

コースカット

コース変更

コース変更

コースカット

コースカット

×

×

×

×

×

コースカット

コース変更

コース変更
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■ 実施報告写真

参加受付の様子 参加受付時の会場の様子 千葉県サイクリング協会の皆さま

スタート広場での招集 スタート前の様子 座喜味城跡前

完走後の参加者 記念品販売の様子 沖縄名物「豚の丸焼き」

銀婚式の様子 40回以上大会参加者 表彰式 交流会の様子
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■ 事業実施結果

集客数は目標を下回る結果となった。要因として、ホノルルセンチュリーライドやツールド宮

古島等、県内外で既に認知されている人気イベントと日程が重なってしまったこと、日本サイク

リング協会の中国・四国ブロック大会との重なりによる協会参加者の減少等が上げられる。また、

秋に控えるツールドおきなわへの参加を見込んで本大会への参加を控えるという声が出るなど、

大会間でのバッティングも見受けられた。一方で「１日の距離としては日本最長」と特徴をつけ

たダイナミックコースには、募集開始から早い段階で一定程度の申し込みがあり、コンテンツと

しての魅力を把握できた。

 サイクリングアイランド沖縄の定着化を目的として企画したシンポジウムには観光庁の宮内室

長をはじめとした出演者の賛同が得られていただけに、台風による中止が悔やまれる結果となっ

た。

■事業総括（課題と今後の展望）

大会の核となるダイナミックコースに一定程度のポテンシャルを見出せたことは成果である。

一方で縮小開催によって、1 日で日本最長のコースを走る際の安全面を考慮したライド運営の実

証や参加者の感想、課題の把握ができなかったこと、次年度へ繋がる県外広報に繋げられなかっ

たことが反省としてあげられる。 距離設定を長くする分、コース整備等にかかる経費が嵩むこ

とから、現状では大会規模での開催には正直な所リスクを感じる（他の県内大会との参加者の取

り合いも考慮して）。一方、日本最長コースとして 100 名弱の需要は確実にあることから、次年度

以降の方向性としては、ダイナミックコースのみでのイベント又は旅行商品等でのサイクルツア

ーとしての開催、または既存大会にダイナミックコースを付加させる形での開催を目指したい。

最後に、台風により大会前日まで多くの参加者に迷惑をかけることとなってしまったが、当日の

参加者からはひとつもクレームは出ず、縮小開催とはなったが台風一過の晴天のもと多くの参加

者が笑顔を見せながら沖縄のサイクリング環境を楽しんで頂けたことに感謝したい。

－ 目標 結果 達成率

県外集客数 650 人 233 人 35.8% 

総集客数 950 人 610 人 64.2% 

コース名 距離 男性 女性 計

25 1 26

89 13 102

45 17 62

159 31 190合計

ダイナミックコースより参加

チバリヨーコースより参加

メンソーレコースより参加

コース名 距離 男性 女性 計

ダイナミックコース 260ｋｍ 139 8 147

チバリヨーコース 130ｋｍ 297 49 346

メンソーレコース 30ｋｍ 84 33 117

520 90 610合計

【事前申込者数】 【当日参加者数】

【数値目標に対する結果】
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成２４年度スポーツ・ツーリズム戦略推進事業（モデル事業実施業務）

石垣島アースライド 2012 
実施報告書（概要版）

近畿日本ツーリスト株式会社

■事業実施概要

【実施目的】  

今年で５回目を迎える「石垣島アースライド」は、閑散期かつ離島で開催されるイベントと

して、沖縄の観光振興に対して大きなポテンシャルを秘めている。 

  昨年度は国内外からのモニターツアーやメディアファムトリップ、海外旅行会社の招請など

を行い、大会認知度の向上や国際化への第一歩を記した。 

  石垣島は、来年３月に新石垣空港が開港し、国内外からのアクセスが大きく向上する。今年

度は昨年実施した流れを踏襲しつつ、さらに大会のブランディングや国際化を推し進めること

で、サイクリングのメッカとしての石垣島を国内外に広めることを目的とする。 

【実施内容】

・主催 日刊スポーツ新聞社、マルチスポーツ・インターナショナル、

（社）アースライドプロジェクト

・後援 石垣市、石垣市観光協会、石垣市体育協会、八重山郡体育協会、

八重山自転車競技連盟、（社）日本トライアスロン連合

・実施日程 １０月２８日（日）

・実施内容  

◆有名人・スポーツ選手等の招請 

 ◆海外募集ツアー（台湾、韓国、香港） 

 ◆海外自転車メーカーの招請 

 ◆海外メディアファムトリップ

◆多言語化運営対応
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■ 実施報告

■ 事業実施結果

＜有名人・スポーツ選手等の招請＞ 

  自転車好きの芸能人として有名で、大会の直前に実業団にも合格して話題となった安田大サー

カスの団長安田氏を招聘。大会の盛り上げとともに自身のブログやフェイスブック等で大会の

PR を行った。 
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＜海外募集ツアー＞ 

台湾、韓国、香港で募集ツアーを造成。ツアー代金の一部を負担したモニターツアーとして、

海外からの参加者拡大を図った。 

   集客人数：台湾…１７名、韓国…３名、香港…８名  合計２８名 

   （香港２名が直前にキャンセル） 

＜海外自転車メーカーの招請＞ 

  世界有数の自転車メーカーである「GIANT」の関係者を３名招請。大会運営への助言や今後の

台湾国内での情報発信に繋げた。 

＜海外メディアファムトリップ＞ 

  昨年度招請した台湾、中国、韓国に続き、今年度は香港のメディアを招請した。 

   スポーツ雑誌…「SPORT SOHO」 旅行雑誌…「新假期」

＜多言語化運営対応＞

  大会公式ホームページの多言語化として昨年までの英語と中国語に加えて韓国語のページを

作成した。また、コースマップに英語表記を加えて参加者全員に配布した。

＜大会参加人数＞

  全参加者数：352 名 （県外：249 名 県内：72名 海外：31名） 

■事業総括（課題と今後の展望）

海外での募集期間が１ヶ月ほどしかなく、また尖閣問題も重なったため参加者集めに苦慮 

した。今回の参加者のタイプや集客状況は以下のとおりであった。 

台湾…参加者が皆自転車を使ったツアーに慣れており、自転車愛好家のチームや団体も多 

いことから今後もツアー需要の拡大が見込まれる。 

韓国…ツアー告知をするツールや団体を見つけるのに苦労した。参加者数は少なかったも 

のの、今回の参加者は熱心な愛好家であった。 

香港…他の地域と比べると自転車に乗る習慣があまり無く、自転車をフックに集客をする 

のは難しかった。参加者数はほぼ予定通りだったが趣味として自転車に乗っている 

人は少なく、大会よりも石垣島への興味で参加した人が多かったように思われる。 
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 ＜課題＞ 

・石垣島まで足を運んでもらうための、経済的・時間的・心理的な障害 

・大会自体の魅力向上 

＜展望＞ 

2013 年には新石垣空港が開港し、今後さらに海外からの需要拡大が見込まれる。 

本年度は、アクセスが良く継続的な集客が見込める台湾・中国・韓国のアジア３ヶ国にまずター

ゲットを絞ったが、次年度以降は段階的に各種国際対応を進めていきたいと考えている。 

また大会の魅力を向上していく上では、今後関係機関や同種のイベントで連携して取り組んで

いくことが大事である。また大会運営の面やレンタルバイク等に関しても改善が必要である、気

軽に参加できる体制を整えることが重要である。 
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平成２４年度スポーツ・ツーリズム戦略推進事業（モデル事業実施業務）

アジアジュニア親善ゴルフ大会 in 沖縄

実施報告書（概要版）

アジアジュニア親善ゴルフ大会 in 沖縄事務局

■事業実施概要

【実施目的】

１・アジアのジュニア親善交流を通して、心豊かで心身共に健全

な青少年の育成と、将来を担う青少年に夢と希望を与える大会にする。

２・ゴルフを通して沖縄の魅力を発信する

   ジュニア選手に帯同する保護者や県外、海外のジュニアゴルフ関係

者に対して、国内で活躍する県出身のトッププロが育った、沖縄県の

育成の環境と１年中ゴルフの出来る「ゴルフアイランドおきなわ」を

ＰＲし観光産業へ寄与する。

３・ゴルフを軸としたアジア地域のジュニアゴルファーの相互交流から

世界で通用するグローバルな人格形成の場とする。

【実施内容】

・大会名称 アジアジュニア親善ゴルフ大会 in 沖縄

・開催日程 2013 年 1 月１３日（日）1 日目・１４日（月）最終日

・開催場所 オリオン嵐山ゴルフ倶楽部（１８ホール・パー72）
       沖縄県国頭郡今帰仁村字呉我山 654-32 
・主  催 沖縄タイムス社

・共  催 沖縄県、沖縄県ゴルフ協会

・主  管 沖縄タイムスサービスセンター

・特別協力 オリオン嵐山ゴルフ倶楽部・㈱日本旅行

・企画協力 (有)ハレルヤ・イズム

・協  賛 ㈱ダンロップスポーツ沖縄・アサヒオリオンカルピス飲料㈱
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・後  援 沖縄観光コンベンションビューロー、今帰仁村、沖縄日本香港協会、中琉協会、沖

縄県日韓親善協会、ＮＨＫ沖縄放送、琉球放送、琉球朝日放送、沖縄テレビ放送、

ラジオ沖縄、エフエム沖縄、沖縄ケーブルネットワーク、日本パブリックゴルフ協

会、北海道ゴルフ連盟、九州ゴルフ連盟、

・参加資格 各地域ゴルフ協会の推薦があり、下記に指定した期間に誕生した者とする。

①小学生５年～６年の部 2000 年 4 月 2 日～2002 年 4 月１日 

②中学生１年～３年の部 1997 年 4 月 2 日～2000 年 4 月１日

③高校生１年～３年の部 1994 年 4 月 2 日～1997 年 4 月１日 

・実施内容 １、プレーの条件・方法

1 月 13 日 第 1 ラウンド １８ホール・ストロークプレー

1 月 14 日 第 2 ラウンド １８ホール・ストロークプレー

個人戦とし、小学校、中学校、高校の各男子・女子の部。

      順位決定については、2 日間 36 ホールストロークプレーで決定する。

      タイスコアの場合は 2 日目のスコアによりマッチングスコアカード方式で決める。

その他の場合は競技委員会が決定する。

・カートの乗用を認める。

 ・使用ティーマーカー

小学生（男女）   赤ティー

    中学・高校女子   白ティー

中学・高校男子   青ティー

・表彰

     小学校、中学校、高校男子・・・優勝・2 位・3 位

小学校、中学校、高校女子・・・優勝・2 位・3 位
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■ 実施報告

韓国チーム            中国チーム           台湾チーム

関西チーム             九州チーム            北海道チーム 

オリエンティーション       ルール、マナーの説明          大会本選

スタート前ルール確認      各クラス優勝者         大会会長と韓国選手
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参加選手数（地域、男女、部門別）

事業実施結果

〈大会参加選手募集〉

本大会は一般の募集は行っておらず、国内各ブロックのゴルフ連盟などへ選手の推薦を依頼

し名前があがった選手に対し、事務局から参加を依頼するというかたちで受け付けを行った。

海外選手招聘は日本旅行の中国、韓国、台湾の現地代理店を通してジュニア連盟へ推薦の依

頼を行い参加の受付を行った。結果、海外から韓国４名、中国４名、台湾９名 国内から８

６名の選手が参加した。

〈ツアー造成〉

参加決定後のツアー造成は国内外とも日本旅行と連携して行った。

〈大会本戦〉

参加 103 名ＯＵＴ１３組ＩＮ１４組２７組で二日間の合計ストロークで競った。

海外も含め国内各地から参加した選手はゴルフという共通のスポーツを通してすぐに打ち解

け、言葉が通じなくとも身振り手振りでコミュニケーションを取る姿が印象的だった。

〈懇親会〉

全選手と関係者、保護者が参加して沖縄フルーツランド２階ＡＳＡTOYA で開催した。

オープニングにエイサーを披露し、沖縄の文化を紹介する事が出来た。

会場では、友達になった選手同士が連絡先の交換や写真を撮り合う姿が多くみられ、和やか

な雰囲気に包まれていた。

  韓国 台湾 中国 北海道 関西 九州 沖縄 クラス別合計 

小学男女 0 2 0 4 4 4 17 31

中学女子 1 0 3 3 3 2 5 17

高校女子 3 2 0 3 3 3 4 18

中学男子 0 3 0 4 4 4 6 21

高校男子 0 2 1 3 3 2 5 16

              選手合計 103
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[各部門成績] 
高校男子の部

優勝 芦沢 宗臣（関西）・２位 尾崎 秀平（九州） ・３位リン、ウェイ（台湾）

高校女子の部

優勝 北村 響 （関西）・２位 大城 美南海（九州）・３位 篠原 真里亜（九州）

中学男子の部

優勝 吉田 泰基（関西）・２位 吉田 祐貴（九州） ・３位 小斉平 優和（関西）

中学女子の

部優勝 新垣 比菜（沖縄）・２位 三浦 桃香（九州） ・３位 モンリン（中国）

小学男子の部

優勝 中尾 亮太（関西）・２位 吉元 龍斗（関西） ・３位 井戸川 純平（九州） 

小学女子の部

優勝 後藤 未有（九州）・２位 仲田 葵 （沖縄） ・３位 佐渡山 理莉（沖縄）

■事業総括（課題と今後の展望）

アジアや日本国内へ沖縄はゴルフスポーツに最適である事を定着させる。沖縄はアジア圏の

スポーツイベントの開催に地理的に適し、冬季でも温暖な気候や高度に整備されたインフラ、

スポーツ施設の充実、選手の移動、宿泊施設と交通の利便性等を広くＰＲする事ができた。

今後も実証実験を重ねアジア選手権大会へ発展させていきたい。

参加選手が沖縄での本大会への出場を希望してもらう事が前提にあったが、選手や関係者か

らは概ね好評を得られた。

【招聘活動】

今回参加した中国、台湾、韓国に加え、次回はシンガポール、タイのゴルフ協会などへ向け

プロモーションビデオ、ポスターを送付、また県内の出先機関へ同様に働き掛け、大会の周

知と選手の参加を呼び掛けていく。国内については 8 ブロックあるうち、今回は 3 ブロック

の招聘であったが次回は関東、四国からの選手招聘を目指し検討していく。

【次回への展望と課題】

国内でも初となるアジアと日本のジュニアゴルフ大会としてジュニアゴルフの各方面で反響

を呼び、沖縄が注目された新たな観光の資源として情報の発信が出来た。

2016 年のオリンピックに正式種目に決定した事で益々ジュニアゴルフ熱は高まり国内はも

とより海外特にアジアの各国は選手育成に力を入れてくる事は予想される。

今回の大会を機に沖縄の気候とゴルフ関連の施設を見て体験した事で、キャンプ地として利

用したいとの声も聞かれた。

事務局としても今後参加国の増加と共に、キャンプ地としての検討を促していく必要がある。
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平成 24 年度沖縄県スポーツ・ツーリズム戦略推進事業（モデル事業実施業務）

観光庁ランナーズインフォ研究所選定ランニングコース沖縄県第１号採択記念事業

第１回古宇利島プレミア EKIDEN 
実施報告書(概要版）

古宇利島プレミア EKIDEN 実行委員会

■事業実施概要

【実施目的】

【実施内容】

主催   古宇利島プレミア EKIDEN 実行委員会

  【構成団体】古宇利島スポーツ・ツーリズム推進協議会、今帰仁村観光協会

      今帰仁村体育協会、リセットジャパン、一般社団法人スポーツツーリズム沖縄

後援   観光庁、沖縄県、名護市、北部広域市町村圏事務組合

      （財）沖縄観光コンベンションビューロー、沖縄県レンタカー協会

募集期間  ２０１２年 １2 月 30 日（日） ～ １月 30 日（水）

実施内容  駅伝の部：２００チーム（４区間 800 人）／１０km の部：５００人

     小学高学年駅伝の部：２０チーム（５区間：１００人）

      駅伝の部（４区間： ２１．６km）・・・ １人 3,500 円：１チーム 14,000 円）

      ①職域の部

      ②男女混成の部

      ③家族（親戚）の部

      ④郷友会の部

      ⑤各字の部

      ⑥父母会（PTA）の部

      ⑦同級生・同窓会の部

      ⑧模合いの部

      ⑨合格記念の部

      ⑩歓送迎会の部

      ⑪一般の部（上記種目に該当しない方）

      １０km の部       ・・・ １人 5,000 円

      小学生駅伝の部（５区間： ５km） １人 2,000 円）

人類発祥（ウミナイ・ウミキ伝説）の島と言われる古宇利島で
駅伝大会を通じて、着地型観光商品の開発を推進し、地域

自らが自主自立の精神で運営することで地域活性化をはかる
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■実施報告

大会当日は、観光庁ランナーズインフォメーション研究所認定ランニングコースの

認定プレート授与式も合わせて実施した

優勝トロフィは、古宇利島で採れたタカセ貝

優勝チームは山羊１頭を贈呈

古宇利島芸能祭。最後は全員でカチャーシー踊り。舞台に参加者が登壇して

非常に盛り上がりました。
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■事業実施結果

■推定経済波及効果（大会運営費除く）

部門 種　目 郵便振替ネット次郵便ネット総合計 総合計

駅伝 職域の部 47 188

男女混合の部 30 120

家族（親戚）の部 11 44

郷友会の部 0 0

各字の部 2 8

父母会（PTA)の部 0 0

同級生・同窓生の部 10 40

模合の部 8 32

合格記念の部 2 8

歓送迎会の部 3 12

一般駅伝の部 12 48

125 500

10km 男子 19 19

女子 16 16

35 35

駅伝 小学校高学年駅伝 5 25

7 25

167 560

県名 男 女 合計

北海道 4 4 8

神奈川 3 0 3

埼玉 1 0 1

東京 1 0 1

千葉 1 0 1

14

同伴あり宿泊なし
35.0%

同伴あり宿泊あり
10.0%

同伴なし宿泊なし
45.8%

同伴なし宿泊あり
9.2%

・沖縄初のアイランド市民駅伝開催。交通規制を４時間確保出来た。
・県外マラソン会場へ直接出向いて主催者・参加者の声を聞け客層の把握が出来た

・参加者の4割が同伴者と来場。単独種目に比べて同伴者数が多いことがわかった

・参加者の19.2%が宿泊した。また古宇利島芸能祭で沖縄の持つ観光力をPR

総来場大会参加者・同伴者数 789
後夜祭来場者数 106

895

会場内飲食売上 981,900
宿泊経済波及効果 1,323,000
大会以外飲食経済波及効果 302,400
（@1,600／日換算）
二次会飲食経済波及効果 1,512,000
（@8,000／日換算）
高速代（@2,000×166台） 332,000
ガソリン代（@2,000×166台） 332,000

4,783 ,300
機会ロス（@2,000円） 1,790 ,000
（18時以降飲食店完売。在庫があったと過程した場合）

推定直接経済波及効果 6,573 ,300

同伴者宿泊数 65
同伴あり宿泊ありチーム数 12
１チームあたり平均同伴者数 5.4

同伴者数 223
同伴ありチーム数 54
１チームあたり平均同伴者数 4.1

のべ宿泊数＋同伴者宿泊数 189

参加者数 566
のべ宿泊人数 124
実宿泊人数 96
平均宿泊数 1.29

同伴者宿泊数 65
同伴あり宿泊ありチーム数 12
１チームあたり平均同伴者数 5.4

同伴者数 223
同伴ありチーム数 54
１チームあたり平均同伴者数 4.1

のべ宿泊数＋同伴者宿泊数 189

参加者数 566
のべ宿泊人数 124
実宿泊人数 96
平均宿泊数 1.29
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■事業総括 

県外プロモーションで実施した、参加者

 アンケート調査。沖縄への大会参加は、大会

開催日半年前に参加意思決定する為、次回大会

は、早めのプロモーション活動を実施していく。

【開催時期】
A案：2014年11月第3土曜／B案：2013年11月第3土曜古宇利島のウミンチュ
や農家が大会運営のお手伝いがしやすい時期として11月の要望を頂く。
天候が安定している11月で調整を進める。

【種目設定】
■一般駅伝の部：県内200チーム（800人） ／県外30チーム（200人）
■10kmの部 ：県内300名／県外50名
■２人駅伝の部 ：県内100名／県外50名
■小学駅伝の部：県内20チーム：80名
---------------------------------------------------------------------
２人駅伝の部を新設し、県外参加者の参加敷居を低くすると共にホテル
パック（ツインルーム等）の旅行商品造成しやすい対応にする。
（10kmの部と同時スタートで対応）

【着地型観光プログラム】
■海上輸送：不定期航路免許をウミンチュに取得していただき、参加者の海上
輸送および海上クルーズの海洋体験プログラムを導入する
■観光プログラムは、土曜開催の利点を活用し、日曜に体験出来るプログラ
ムを開発していく

【広報活動】
①今回実施出来なかった、皇居周辺
ランニングステーション施設とタイ
アップしたプロモーション活動を実
施する。

②今回は東京マラソンと時期が重なり
ターゲットにしていた層が東京マラソ
ン応援等により参加検討に取り上げ
られなかったことから、開催時期を
変更してPR活動を実施する
11月開催の場合、6～9月迄の優良
大会をリストUPし、申込パンフの手
配りを実施する

募集開始後　6～

5ヶ月前

59.6%

募集開始後　4～

3ヶ月前

27.7%

募集開始前から

8.5%

募集開始後　2～

1ヶ月前

4.3%
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平成２４年度スポーツ・ツーリズム戦略推進事業（モデル事業実施業務）

第 2 回マリンカップ in 沖縄

実施報告書（概要版）

財団法人社会スポーツセンター

■事業実施概要

【実施目的】

 沖縄県の豊かな自然を活用したマリンスポーツを全島で開催することにより、沖縄県でのマリ

ンスポーツ及び観光の振興、また国際的なマリンスポーツの拠点としての確立を目指します。

【実施内容】

・主催：財団法人社会スポーツセンター、日本マリンカップ委員会

・主管：沖縄県マリンカップ実行委員会

・後援：文部科学省、観光庁、第十一管区海上保安本部、環境省那覇自然環境事務所、

沖縄県、豊見城市、豊見城市観光協会、公益財団法人日本オリンピック委員会、

公益財団法人日本体育協会、公益財団法人日本水泳連盟、

公益財団法人日本バレーボール協会、公益社団法人日本カヌー連盟、

独立行政法人海洋研究開発機構国際海洋環境情報センター、

独立行政法人国立沖縄青少年交流の家、公益財団法人沖縄県体育協会、

一般社団法人日本旅行業協会、財団法人沖縄観光コンベンションビューロー、

財団法人沖縄マリンレジャーセーフティービューロー、

一般社団法人沖縄県レンタカー協会、琉球新報社、沖縄タイムス社、

琉球放送株式会社、スポーツツ－リズム沖縄実行委員会

・実施日程

前夜祭：2012 年 10 月 26 日（金）、豊崎美ら SUN ビーチ

本大会：2012 年 10 月 27 日(土)-28 日(日)、豊崎美ら SUN ビーチ

・実施内容  他

事業実施結果欄に詳細を記載。
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■実施報告

※画像 10 点程
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■事業実施結果

第 2 回マリンカップ in 沖縄は 14 種目にて開催いたしました。参加者数は第 1 回大

会 2,495 名から、第 2 回大会 2,573 名と微増になりました。

 開催のねらいとしておりましたマリンスポーツにおける高い潜在需要の顕在化に

関しては、14 種目を同じ会場で行なったこと、当日申込で参加できる体験会を多く

開催したこと等により、参加者が複数の種目に選手として参加したり、体験会に参加

できたり、観戦したりすることが出来ました。“興味はあったけれども、機会が無く

て見たり体験したりしたのは今回がはじめて、楽しかった。”との声が多く聞かれま

した。多くの参加者から「来年も参加したい。別の種目も体験してみたい。他のフィ

ールドでも活動してみたい。また、沖縄に来たい。」との声が聞かれました。

 また、国際性という観点からは、ビーチサッカーを中心に子どもも大人も広く国際

交流が行われ、観戦者の中に外国の方の姿が多く見られました。

さらに、メイン種目として新規採用した学生トライアスロンでは、30 チーム 90 名

の全国から集まった大学生が競技を繰り広げ、会場は大変な盛り上がりを見せました。

また、オープンウォータースイミングでは、世界選手権およびユニバーシアード日本

代表選手選考レースし指定され、ロンドンオリンピックの男女日本代表選手も参加い

たしました。

これらの結果により、マリンスポーツの多種目同時開催という我が国のみならず、

世界でも先進的な取り組みを沖縄県から発することができ、マリンスポーツの“メッ

カ”としての沖縄をアピールすることができました。
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■事業総括（課題と今後の展望）

 今後の課題といたしまして、イベントの質という観点からは、マリンカップを基盤

とした、さらなるオプションツアー等の企画を充実させていくと共に、外国の方に向

けてさらにＰＲし、参加しやすい体制の確立のために、外国語によるホームページの

作成、通訳ボランティアの育成について検討を進めております。また、種目間のタイ

ムスケジュールを調整したり、内容を再検討したりすることにより、複数種目に参加

を希望される方が参加しやすいようにさらに配慮して参りたいと存じます。

 さらに、第 3 回以降の発展的な課題といたしましては、現在メイン会場を１会場に

て開催しておりますが、収容人数と種目を検討した上で、さらに沖縄県各地で行える

よう検討を進めて参りたいと存じます。

 運営面につきましては、マリンボランティアの育成を進め、さらに円滑で安全な運

営体制の確立を行なって参ります。

これら課題や上記結果を踏まえ、第 3 回大会においては、さらに多くの種目、多く

の国からの参加者を増やしていけるよう努力して参ります。既に、新規種目として複

数種目よりオファーが届いており、具体的には、種目数 20 種目、参加人数 5,000
名を目標として準備を進めて参ります。
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平成２４年度スポーツ・ツーリズム戦略推進事業（モデル事業実施業務）

沖縄国際トロピカルカップ少年サッカー大会

実施報告書（概要版）

株式会社ジャンボツアーズ

■事業実施概要

【実施目的】

15 回目を迎える「沖縄トロピカルカップ少年サッカー大会」を国際大会に発展させ海外からの少

年サッカーチームの参加を促し、県外からの参加チームの増員を図り、このことにより少年達の

家族や指導者層を沖縄観光に誘引する。

目標１ Ｈ23（現状） Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 

県外集客数 160 人 320 人 480 人 600 人 

目標２ Ｈ23（現状） Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 

総集客数 960 人 960 人 1080 人 1200 人 

【実施内容】 

①少年サッカー大会の実施

○大会正式名：「第１５回沖縄トロピカルカップ国際少年サッカー大会」

○主催：社団法人沖縄県サッカー協会、那覇市サッカー協会 共催：沖縄県 

○実施期間：平成 24 年 12 月 23 日（日）・24日（土） 

○会場：奥武山陸上競技場、東風平運動公園サッカー場、糸満市西崎陸上競技場、糸満市西崎陸

上競技場（サブグランド）、与那原東浜多目的広場（２面）、豊見城市陸上競技場、東埼公園、 

○海外チーム、県外・海外指導者招聘 

②少年サッカー教室 Aの実施

○開催日：平成２４年１２月２２日（土）○会場：那覇セルラースタジアム・室内練習場 

少年サッカー教室 Bの実施

○開催日：平成２４年１２月２２日（土）○会場：与根野外サッカー場 

③文化交流の実施 A エイサー体験

○開催日：平成２４年１２月２２日（土）○会場：那覇セルラースタジアム・室内練習場 

文化交流の実施 B ホームステイ

○開催日：平成２４年１２月２２日（土）○会場：那覇市サッカー協会父兄宅 

④県産品食材の活用○開催日：平成２４年12月２３日（日）～２４日（月）昼食 

⑤sky-A スポーツ CS デジタル放送
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■ 実施報告

■ 事業実施結果

①少年サッカー大会の実施

○大会正式名：「第１５回沖縄トロピカルカップ国際少年サッカー大会」

○参加者：県外７チーム１２５人参加（茨城県、千葉県、静岡県、滋賀県、広島県、鹿児島県）

○東北岩手県宮古市田老１チーム２２人招聘 ○海外・台湾 2チーム３５人招聘

○県内 38チーム（那覇市内 12）の計 48チームが参加。６６７人

 海外 県外 県内 那覇市 総数 

２３年度 ０ ８（１４２人） １４（２８９人） ２６(５１９人) ４８（９５０人）

２４年度 ２（３５人） ８（１４７人） １５（３１７人） ２５（５１５人） ４８（１０１４人）
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○海外指導者６人招聘北京：Zhu Xiaodong、Kudaka Yasuhiro 香港：LosadaRodriguez Roberto、

Lam Tasing 台湾：Justin Chuang、Lu Yen-Chieh  

○自費参加した海外指導者６人 ○県外チームの家族・指導者など大人約６０人同行  

○海外・台湾チームの家族・指導者など大人約３０人同行 

○元１級審判員１人（古元準一郎、現在、審判インストラクター）招聘 

②少年サッカー教室 Aの実施

○参加者：台湾好運足球総隊（14人）、台湾桃園同安国小足球隊（16 人） 

○指導者：法政大学サッカー部監督 大石和孝氏（ラモス瑠偉氏の代役として） 

少年サッカー教室 Bの実施

○参加者：岩手県・デルフィーレ田老（２１人）、ヴィクサーレ沖縄 FC ジュニア（２２人）  

○指導者：元日本代表 加藤久氏  

③文化交流の実施 A エイサー体験

○参加者：台湾好運足球総隊（14人）、台湾桃園同安国小足球隊（16 人） 

文化交流の実施 B ホームステイ

○参加者：岩手・デルフィーレ田老（21人）、茨城・鹿島アントラーズ（１５人）、千葉・行徳サ

ッカークラブ（20人）、静岡・藤枝トレセン（18人）、滋賀・米原ジュニアフットボールクラブ（20

人）、広島高陽FC（13人）、鹿児島・茶花FC（18人）、鹿児島・与論サッカースポーツ少年団（15

人） 

④県産品食材の活用

○開催日：平成２４年 12月２３日（日）～２４日（月）昼食 

○対象者：台湾好運足球総隊（14人）、台湾桃園同安国小足球隊（16 人） 

⑤台湾・民視新聞台（FTV）で１２月２３日台湾全土で２分以上のニュースで数回にわたり放送さ

れた。これを受け台湾スポーツ省から感謝の意の連絡が台湾サッカー協会を通して私たちの元に

入った。（民視は台湾で最も評価の高いテレビ局である） 

http://www.youtube.com/watch?v=2eTjsabX2Cw 

sky-A スポーツ CSデジタル放送（平成２５年１月２７日、再放送２月２日）

朝日放送を母体とした関西発の CS チャンネルとして主にスポーツ番組を中心に編成するテレビ

局。視聴可能世帯数は 6,739,311 世帯。 

http://www.sky-a.co.jp/prgsports/soccer.html

⑥台北市サッカー協会等の沖縄視察及び表敬訪問

○参加者：蘇文和（中華民国陸連常任幹事、元陸上オリンピック代表選手メキシコ、ミュンヘン、モントリオ

ール）、鄭當興（台北市サッカー協会理事長、台湾・桃園県体育協会青少年サッカー事務局長）

楊珊需（台北市サッカー協会秘書）

11 月 10 日 台湾サッカー協会視察（サッカーグランド５か所）

11 月 11 日 台湾サッカー協会視察（宿泊先、観光地、グランド 3 か所）

11 月 12 日 終日：沖縄県庁表敬訪問（文化観光スポーツ部スポーツ振興課）
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■事業総括（課題と今後の展望） 

本事業はこれまで 14 回行われてきた沖縄トロピカルカップ少年サッカー大会を第１５回目を機

に初めて海外チームを招き国際大会に発展させた。当初、尖閣諸島の問題があり海外チーム・海

外指導者の招聘が懸念されたが、直接現地に赴き、丁寧な交渉を行った結果順調に進んだ。また、

当初に予定が無かったが、台湾サッカー協会と陸連関係者を事前に招き、県への表敬訪問などを

行った結果、信頼関係を築くことができた。今後、国際大会を継続していく上で、また、海外か

らの選手を招く上でこうした丁寧な対応が必要であると改めて実感した。 

＜今後の課題＞ 

① スポーツ医療の充実や審判団の充実等より良質な大会にすることで海外チームの 

誘因を図れる。 

② 外国人の慣習の違いなどの理解とケアーが必要である。例えば、観光の仕方や 

食事等の好み。時間の観念等。 

③ 通訳等、言葉の問題への対応。 

④ 日程の調整（日本と海外の休暇期間の違いやクリスマスなどへの配慮） 

今回はスタッフの努力や国際大会という付加価値により広告収入が大幅に増えた。次年度以降は

今回の実績をもとにテレビ番組等にもスポンサーを付け、運営の充実を図りたい。また、平成２

６年度からは海外からの招待を止め、自費参加を多く募るとともに家族等の同行も増やしていき

たい。 

＜今後の目標＞ 

①イベント等の誘客目標

目標１ Ｈ24（現状） Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

県外集客数 280 人 320 人 480 人 600 人 

目標２ Ｈ24（現状） Ｈ25 Ｈ25 Ｈ26 

総集客数 960 人 1080 人 1080 人 1200 人 

②収支計画の概要（助成金を除く） 

収入項目 Ｈ24（現状） Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

 569 万円 650 万円 700 万円 750 万円 

支出項目 Ｈ24（現状） Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

  1,465 万円  1,000 万円  650 万円  650 万円 
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平成２４年度スポーツ・ツーリズム戦略推進事業（モデル事業実施業務）

宜野湾市長杯 オキナワ ビッグフィッシングトーナメント２０１３

実施報告書（概要版）

オキナワ ビッグフィッシング トーナメント実行委員会

■事業実施概要

【実施目的】

スポーツフィッシング大会を通して沖縄の魅力や優位性をアピールし、沖縄の新しい     

観光素材の開発促進を図る。

【実施内容】

主 催： オキナワ ビッグフィッシング トーナメント実行委員会

共 催： 株式会社 プロダクツ･プラニング、株式会社 米須釣具

後 援： 沖縄県、宜野湾市、(社)宜野湾市観光振興協会、宜野湾港マリーナ管理事務所、

ジャパンゲームフィッシュ協会、(財)沖縄観光コンベンションビューロー、

第十一管区海上保安本部、琉球放送、琉球朝日放送、沖縄テレビ放送、

ラジオ沖縄、エフエム沖縄、沖縄タイムス社、琉球新報社、NHK 沖縄放送局

協 力： 浦添宜野湾漁業協同組合

実施日程： 平成２５年１月１９日（土）～２０日（日）

実施内容： １月１８日（金）競技説明会

        １９日（土）トーナメント本番

        ２０日（日）トーナメント予備日

■実施報告

１月１８日(金)  

19：00～20：30 競技説明会    実施場所／宜野湾港マリーナ会議室 

●チーム代表・船長の皆様     ●JGFA：岡田正文氏        ●PR 大使：高橋哲也氏 
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１月１９日(土) トーナメント本番 

05：00～06：00 出 航        実施場所／①宜野湾港マリーナ、②那覇北マリーナ、③その他 

●出航前(サンノリー２)②      ●YOSEMIYAⅢ出航②      ●コーラルⅢ出航③ 

10：00～12：00 競技中       実施場所／東シナ海沖縄本島近海（競技海域内） 

●第五寄宮丸       ●ゆりか 

16：00～17：00 検 量        実施場所／①宜野湾港マリーナ、②那覇北マリーナ 

●検量の様子②       ●釣果とジグ①       ●検量の様子① 

●チーム 1 位(OFD 船部)① ●チーム 2 位(サンノリー２)② ●個人 1 位 喜納さん①
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県内 県外 海外 合計

競技参加者 45 12 6 63

同伴者 5 6 0 11

ゲスト 1 2 0 3

メーカー 0 2 0 2

関係者 42 8 0 50

一般来場 20 0 0 20

合計 113 30 6 149

OBFT動員数

名前 チーム名 ボート名 魚種 重量 長さ 順位

喜納
キナ

　智
サトシ

OFD船
フネ

部
ブ

ゆりか カンパチ ８．４５kg ９３cm ①

新屋　宗雅 サンノリー２ YOSEMIAⅢ カンパチ ４．５kg ７７cm ②

島袋　重論 サンノリー２ YOSEMIAⅢ ウムナガー ４．４５kg ７４cm ③

金城　純 OFD船
フネ

部
ブ

ゆりか カンパチ ４．３５kg ７８cm ④

佐久
サク

川
カワ

　正悟
ショウゴ

サンノリー２ YOSEMIAⅢ カンパチ ３．８５kg ７２cm ⑤

崎浜　秀智 オーパフィッシングクラブ KYOEIⅢ カンパチ ３．３kg ６７cm ⑥

清水　耕太 シェア　ショッツ 群星（むるぶし） アカジン ３．２５kg ６５cm ⑦

上地　克季 サンノリー２ YOSEMIAⅢ ウムナガー ２．９５kg ６７．５cm ⑧

城間　敏 オーパフィッシングクラブ KYOEIⅢ カンパチ ２．８kg ６６cm ⑨

LU KUANG TEN 台湾隊 美好３ シルイユー ２．７５kg ５９cm ⑩

19：00～20：00 表彰式       実施場所／宜野湾港マリーナ特設会場

●ゲストトークショー         ●米須会長、佐喜眞市長、     ●取材の様子 

                       玉城実行委員長 

●個人 1～5位            ●チーム優勝(OFD 船部)     ●船長賞 荻堂さん 

■事業実施結果

参加動員：

大会結果： ＜個人戦＞

＜チーム戦＞

宜野湾市長 杯授与
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OFD船部 ゆりか カンパチ ４．０５kg cm カンパチ ８．４５kg ９３cm カンパチ ４．３５kg ７８cm １６．８５kg

＜ 船長賞 ＞荻堂竜治(ＯＦＤ船部ボート｢ゆりか」船長) 

■事業総括（課題と今後の展望）

成 果： スポーツフィッシング大会の開催とそれに伴なうプロモーション並びに旅行 

      商品の開発により、フィッシングツアーの適地としての地位確立に前進した。 

      また今後の展開を視野に入れたネットワーク構築を主として行った、台湾で 

      の誘客渉外活動の結果が僅かではあるが出た(台湾より６名参加)。 

      大会参加の地元釣り業界の次世代メンバーより、今後の運営協力の申し出が 

      あり受入態勢強化が期待できる。 

問 題 点： フィッシングのオフシーズンに大会を開催することにより「亜熱帯の海＝フ 

      ィッシングアイランド オキナワ」のイメージ発信はできた。しかし、釣果量・ 

      サイズとも期待していた“ビッグフィッシング”とまではいかず、参加者の 

      ヒアリング、アンケートにはトップシーズンでの開催を望む声が多く見受け 

      られた。今回、主なプロモーション先となった JGFA の会員からも、時期の見 

      直しについてのアドバイスを頂いており、今後更なる誘客を図るには時期の 

      見直しを検討したい。 

課 題： 開催時期の検討、対象魚の設定、釣法の検討、受入態勢整備
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平成２４年度スポーツ・ツーリズム戦略推進事業（モデル事業実施業務）

沖縄草野球キャンプ

（小宮山氏投手キャンプ・篠塚氏野手キャンプ）

実施報告書（概要版）

沖縄草野球キャンプ事業事務局

■事業実施概要

【実施目的】

沖縄草野球キャンプは、全国でおよそ 580 万人いる野球人をターゲットに、プロ野球キャンプ期

間中に元プロ野球選手と一緒にキャンプを体験できるという夢のパッケージツアー。投手キャン

プとして元千葉ロッテマリーンズで活躍された小宮山氏を、野手キャンプには元読売ジャイアン

ツの篠塚氏を講師に迎え、草野球プレーヤーと野球ファンに提供した。野球の指導や練習試合は

もちろん、夜にはそれぞれの OB 選手を囲んでキャンプミーティングとしてトークショーやお食

事会を開催した。プロ野球キャンプ地巡りが出来るキャンプ地巡回バスのフリーパスチケット付

で本物のプロ野球キャンプも見学可能。このようなプロ野球という魅力あるコンテンツをスポー

ツ・ツーリズムに最大限活用し、更に多くの野球人が沖縄に足を運ぶ環境作りを本事業として実

現すべく、沖縄県で最も盛んなスポーツ“野球”を沖縄のシンボルとし、プロ野球のキャンプイ

ンと同時期に「沖縄草野球キャンプ」を誘致・開催した。全国の野球プレーヤーが集まる毎年恒

例のツアーとして定着させることで、全国各地から沖縄県への訪問観光促進、そして県外と県内

の交流の場として確立することを本事業の取組の目的とした。

【実施内容概要】

・事業名称 「沖縄草野球キャンプ」

・主催 沖縄草野球キャンプ事業事務局

・実施日程 ２０１３年２月２日（土）、２月２３日（土）、２月２４日（日）

・実施会場 沖縄県南城市新開球場

・トークショー会場 沖縄ポートホテル

・参加者数 合計６６名
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■ 実施報告【小宮山氏投手キャンプ 2 月 2 日（土）】
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■ 実施報告【篠塚氏野手キャンプ２月２３日（土）、２月２４日（日）】
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■事業実施結果

【目標と結果】

目標１：草野球キャンプ定着化で継続的な誘客サイクルの実現

アンケートによると、今回沖縄草野球キャンプ参加者の 90％以上が満足している結果となった。

来年も参加したいという声も多数あり、定着化に向けた誘客サイクルの可能性が広がった。

目標２：全国の草野球人 480 万人の囲い込みによる沖縄誘致

「草野球オンライン」の協力により、全国の草野球プレーヤーに沖縄草野球キャンプの内容をダ

イレクトに伝えられ、Facebook や Twitter 等の SNS を利用し、拡散までつなげることが出来た

と考える。また、その他、草野球関係機関との連携を図ることで、インターネット上ではリーチ

出来ない草野球プレーヤー層にまで確実に情報発信を行うことができた。

【数値目標に対する結果】

参加者目標：１００名

実績：６６名   ６６％

〔参加者内訳（県内外別）〕

沖縄県内  ８名 １２％

沖縄県外 ５８名 ８８％
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■事業総括（課題と今後の展望）

初めての試みとなる『沖縄草野球キャンプ』は、プロ野球のキャンプ期間中に、草野球もキャン

プインするという野球の楽しみ方の新しいスタイル構築を目的とした。多くの参加者が野球と沖

縄旅行を一度に楽しむことができている様子であり、草野球キャンプのみならず全国各地から沖

縄県への訪問観光促進も実現できていた。今後も継続実施することで定着化を図り、県外と県内

の交流の場として確立させていくことを望む。反省点は、募集期間の短さや、沖縄県内での不十

分な告知により、参加者が定員に到達しなかった点である。プロモーション強化や余裕をもった

準備期間の調整、参加者の野球技術レベルに関係なく楽しめるキャンプ構成作りも課題としたい。

今回のキャンプに参加した草野球人が自身のチームに沖縄草野球キャンプの経験をシェアするこ

とにより、連鎖反応を起こし、より多くの草野球人が「参加してみたい」という感情になること

を期待する。

本事業により日本での野球普及と野球競技人口の増加、沖縄県のスポーツ振興と観光訪問促進の

一端を担うことができたと考えている。
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平成２４年度スポーツ・ツーリズム戦略推進事業（モデル事業実施業務） 

ＹＯＧＡ ＩＳＬＡＮＤ ２０１３ ｉｎ ＯＫＩＮＡＷＡ 

実施報告書 

実施報告書（概要版） 

（株）オリコム 

■事業実施概要 

【実施目的】 

沖縄県が形成しつつあるスポーツ先進県のイメージを定着・向上させることを目的に、東京で

多くのヨガスタジオを展開する日本の代表的なヨガ講師陣を沖縄に招聘し、沖縄を基点として全

国に向けて情報発信する。沖縄県での定期的な開催によって、ホテルや旅行業界が、ヨガを基点

とした観光商品を主体的に造成していくことも期待され、本イベントを契機として、豊富な自然

資源を有する沖縄県が「ヨガの聖地」というブランドイメージを確立し、全国のYogi（ヨガ経験

者）にとっての憧れの場所となることを目指す。 

【実施内容】 

・ 主催 YOGA ISLAND 2013 in OKINAWA 実行委員会 

・ 共催 沖縄県 

・ 協力 ザ・ブセナテラス、万国津梁館 

・ 協賛   （株）セザンヌ化粧品、（株）プロデュースアグリ沖縄、オルガノ（株） 

【実施時期】  

 平成25年3月9日（土）、10日（日） 

【実施場所】 

 ザ・ブセナテラス及び万国津梁館 沖縄県名護市喜瀬1808 

【対象者・ターゲット】  

 今年度は東京を中心とするヨガスタジオ生徒及び沖縄県内のヨガ興味者を中心に募集 
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【開催内容】 

「自然と身体の調和」をテーマにしたヨガイベント。夜はビーチで沖縄音楽を楽しみ、沖縄ヨ

ガを「ビーチヨガ×音楽」とい新たな独自性のもと情報発信しブランドとして確立させる。 
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ウェルカムパーティ 案内版 受付の様子

受付の様子
受付の様子 ヨガレッスン風景

音楽ライブ風景

■ 実施報告 
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■ 事業実施結果 

１．ヨガ体験 総集客数・・・205 名 ※ヨガ体験参加者数（同意書数による確認） 

アンケート回収数 
3 月 9日

（土） 

3 月 10 日

（日） 
合計 

１．県外 15 59 74

２．県内 28 75 103

３．郵便番号未記入 4 10 14

アンケート回収数計（1～3計） 47 144 191

参加者数（同意書数） 50 155 205

１－１．県外集客数・・・74名（初日：15名、二日目：59名）※アンケート結果の集計数 

当初の目標が 100 名であったのに対して目標数を下回る結果となった。そのうち、旅行会社で

のツアー参加者は、42 名であった。集客告知に影響を与えた要因としては、東京におけるヨガ講

師が、自身の生徒たちに対して呼びかけを行ったこと、またヨガ講師が運営するブログやフェイ

スブック等において、彼女たち自らイベント告知を行い、そのファンが集まったことなどが挙げ

られる。告知媒体では、ヨガ専門ウェブサイト、ヨガスクールにおけるチラシ等を見たという声

が多かった。また、実施会場であるブセナテラスの宿泊者が、空き時間にヨガを行うケースもあ

り、軽装のみで気軽に参加できるというヨガならではのエントリーに対する敷居の低さが影響し

ていると考えられる。 

１－２．県内集客数・・・103 名（初日：28名、二日目：75 名）※アンケート結果 

 当初の目標が 100 名であったがこちらは目標を上回る結果であった。主な要因としては、県内

のヨガ講師が自身の生徒たちへ直接告知を行ったことが大きい。また、立地的に那覇市内から離

れていることにより、参加を見送った生徒も多かったようであるが、ブセナテラスという“リゾ

ートホテルでのヨガ”、“ビーチヨガ”という希少性が集客にプラスに働き、ブセナでヨガをやっ

てみたい、という理由で参加した生徒が多く見られた。 

２．音楽イベント（3月 9日 18 時 30 分～20 時）参加者数・・・80 名 

 宿泊施設へ向かう途中の目立つスペースが音楽会場であったことから、ヨガ参加者でなくとも、

立ち寄った参加者が多く見られた。また、初日の最後のコマにおいて、ヨガ講師が音楽イベント

の告知を行ったことも集客に影響を与えたと見られる。 
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■事業総括（課題と今後の展望） 

初年度事業としては、集客目標数を若干上回ったという点において一定の基準をクリアできた。

しかしながら、課題は山積しており、ヨガというスポーツを基点に沖縄への集客効果を高めるた

めには、以下の４点を推進していくことが今後必要である。 

① 情報発信の強化 

今回の動員の背景には、ヨガ講師からの口コミ、ヨガ専門サイト等における告知が主な要因で

あった。イベント告知期間が約 1 ヶ月という短期間であったことから、ヨガ興味者に広く情報が

行き届いたとは言えず、次回は、告知期間を十分設けた上での周知徹底が課題である。また、集

客においては、ヨガを沖縄で行うことのメリットを訴求していくことが重要であり、短期的なイ

ベント集客告知に加えて、定期的にターゲットを絞った上でヨガ＝沖縄というイメージ付けを行

い、沖縄でヨガをやってみたいというブランド形成が必要である。また、海外からの集客におい

ては課題が残り、本年軽井沢・箱根で開催されるヨガイベント「True Nature」と連携を図りなが

ら、海外からの集客を図る。 

② リピーターの育成 

 参加者アンケートを見ると本イベントへの満足度が高く、次年度以降も本イベントが開催され

ればリピートする可能性が高い。たとえば、参加者を会員化し、メール等により事前情報発信を

行いながら囲い込みを図るとともに、フェイスブックでヨガ参加状況をアップしてもらうよう促

すなど、参加者を基点にソーシャルメディアによって情報発信してもらう工夫が有効であると考

える。参加者からは、本イベントが定期的に開催されるものかといった問い合わせが複数あり、

本事業への期待は高い。本事業では、招聘したヨガ講師のファン層が多かったと推測されるため、

ヨガ講師から定期的に「沖縄でのヨガ」という情報発信を促しながら、ヨガ関心者の興味をひき

つけていくことが重要である。 

③ 旅行商品造成の促進及びアクセシビリティの向上 

 本イベントの市場性をより高めるためには、旅行商品化が不可欠である。今回は一社の旅行会

社と連携して商品造成を行ったが、今後は、旅行会社はもちろん複数のホテル向けに説明会を開

催するなど、宿泊施設からの販売を促し、商品販売チャネルを多様化させていく必要があると考

える。また、より参加へのハードルを低くするために、ツアー料金やビーチを意識した上でのア

クセスのしやすい会場設定などの見直しを行っていく。特に、沖縄の地元の方々からは、名護と

いう場所の遠さが、ボトルネックになっているという意見も聞かれており、次年度は場所をより

那覇に近いビーチにすることを視野に入れながら会場の検討を行っていきたい。



41

④ ヨガクラスの見直し 

参加者のヨガの習熟度にはバラツキがあるため、「初心者向け」、「中級者向け」など自分がどの

クラスに向いているかをより分りやすく伝えるツールの工夫が必要である。また、クラスによる

人気度が異なっており、特にビーチで行うヨガが人気を博していたことから、次年度以降はビー

チヨガの回を増やすなどクラスの見直しを行っていく。 

【次年度目標】 

定量的には、本年度事業目標の 3 倍、600 名の集客を目指す。これは、一定の告知期間を確保

した上で、5 月、9 月に開催される大規模ヨガイベントである「True Nature」における告知を含

めた連動を行い、国内外のヨガ関係者に広く周知徹底していくことで動員数を増やすことができ

ると考える。 

一方で、本事業の大きな反省点として、事業決定のタイミングから告知期間までの期間が短か

ったことにより、会場を優先して確定させなければならなかった都合上、想定以上に値引き交渉

が進捗しなかったことなどにより、支出コストが多くなったことが挙げられる。次年度は、上記

課題解決を図ることで集客数を高めるとともに、会場含め支出コストを見直し、効率的な事業運

営を行っていく。 

本年成果に乏しかった海外からの集客を図るためには、海外のヨガ講師を招聘し、現地のヨガ

受講生の集客を図る、また英語版ヨガウェブサイトへの告知、旅行商品の販売等を行っていくこ

とでインバウンド需要を取り込んでいく。また、ヨガを沖縄で行うことへの憧れを醸成するため

に、本事業においては、事後露出を含めた情報発信を推進させ、沖縄でヨガを楽しむという行為

を定着させていく。本事業では、雑誌「ヨガジャーナル」の編集者及びカメラマンを招聘してお

り、4月以降に記事化される予定である。 


