
 

 

 

 

 

 
 

ご旅行の取扱いは、名鉄観光サービス（株）沖縄支店が旅行企画・実施する『募集型企画旅行』です。 

※弁当の取扱いに関しましては、『手配旅行』になります。 

旅行条件は平成３０年６月１日現在を基準とします。（別紙の「ご旅行条件書」をご確認ください。） 

添乗員は同行しません。 

１．基本方針 
第６０回沖縄県中学校バスケットボール競技大会の航空便・宿泊・昼食の確保に万全を期する事を目的とし、次

のように定めます。 

（１） 航空便・宿泊・弁当等の取扱いにつきましては第６０回沖縄県中学校バスケットボール競技大会実行委員会

（以下「実行委員会」という）の基本方針に従って実施します。 

（２） この要項の適用対象者（以下「大会参加者」という）は第６０回沖縄県中学校バスケットボール競技大会に

参加される下記の方です。それ以外の方（保護者、応援など）のお申込の受付は致しかねますので予めご了

承ください。 

１５名(選手)＋１名マネージャー（中学生）＋３名（監督・引率者・コーチ）合計１９名様 

（３） 宿舎の配宿については、希望クラス・男女チーム別・宿泊人数等を考慮して配宿をするものとします。尚、

大会期間中は夏休みの最繁忙期で島内が大変混み合っており、各施設から相当無理をお願いして部屋の提供

に協力いただいているため、ホテルの指定やお部屋割（シングル希望等）のご希望は受けかねます。また、

ご希望頂いたクラスとは異なるクラスへ配宿とさせていただく場合もございますので併せてご協力をお願

い致します。 

（４） 宿泊施設によっては、食事会場がホテル外レストランとなる場合もございます。また、状況により食事対応

ができない施設もございますが、その際には食事相当額を現金でお渡ししますので、最寄の施設でご対応を

お願いいたします。何卒ご理解とご協力の程お願い申し上げます。 

（５） 変更によって生じた紛議や損失は、任意に宿泊を変更したものがその責任を負うことになります。 

（６） ご旅行の取扱いは、実行委員会が指定した「名鉄観光サービス（株）沖縄支店」（以下、「宿泊センター」と

いう）が担当します。宿泊センターを通じてお申し込み等を行ってください。 

 

２．取扱期間 
平成３０年７月２２日（日）～７月２５日（水） ４日間（大会前日泊を含みます） 

※但し、災害等特別な事由が生じた場合は別途考慮します。 

３．宿泊について ※最少催行人員１名 
（１）宿舎について 

① 部屋タイプ：ツイン・トリプルルーム使用の場合、エキストラベッド対応になる場合もあります。 

② 宿泊施設を指定してのお申し込みは受付できません。宿泊ランク（Ａ・Ｂ・Ｃ）にてお申し込みください。 

③ 部屋タイプ(シングル・洋室及び和室等)の指定も出来ませんのでご了承ください。 

④ 宿泊代金には、旅行日程に記載された宿泊費、食事代（朝食・夕食）、及び消費税等諸税を含みます。 

⑤ 禁煙ルームは選手の方を優先的にご案内させて頂きますが、空室状況により喫煙ルームにての「スプレー消臭

対応」となる場合がございますので予めご了承くださいますよう宜しくお願いいたします。 

（２）早着・遅発の取扱い 

チェックインは１５：００以降、チェックアウトは１０：００以前を原則とします。 

それ以前・以降の場合は追加料金がかかる場合があります。 

（３）欠食について 

朝食及び夕食の欠食はできません。 

（４）配宿について 

① 配宿は大会本部と協議の上、行います。各宿泊区分及び宿泊施設の収容人員が満員に達した場合、やむを得ず 

ご希望外または利用宿泊施設以外の宿舎への配宿を行う場合もありますので予めご了承ください。 

② 宿泊施設は駐車場がない、またはあっても有料である施設が多い為、駐車料金がかかる場合があります。 

③ ベスト８以上に勝ち進んだ場合は、引率責任者へご連絡の上、弊社が現地にて７月２４日延泊分の追加手配

の調整をさせていただきます。但し延泊ホテルについては前泊ホテルと異なる施設及び別クラスへの移動を

お願いする場合もございますので、予めご了承ください。 

 
第６０回沖縄県中学校バスケットボール競技大会 

宮 古 島 大 会  輸 送 ・ 宿 泊 ・ 弁 当 要 項 



旅行料金（１泊２食付き宿泊代金・１名あたり定員利用）  ７月２２日（日）から２連泊           

 

旅行料金（１泊２食付き宿泊代金・１名あたり定員利用）  ７月２４日（火）のみ  

※Ｃクラスの設定はありません 

宿泊 

ランク 

宿泊料金    

（税込） 
宿 泊 施 設 名 収容人数        学 校 数 

地 図 

番 号 

Ａ 8,500円 

ピースアイランド宮古島 ９５名 ５ （１）  

ピースアイランド宮古島市役所通り ５７名 ３ （２）  

ピースリーイン宮古島 NEXUS １９名 １ （３）  

ホテルサザンコースト宮古島 ３８名 ２ （４）  

ホテルライジングサン宮古島 １９名 １ （５）  

ホテルローカス宮古島 １９名 １ （６）  

ホテルアトールエメラルド宮古島 ３８名 ２ （７）  

観光ホテルセイルイン宮古島 ３８名 ２ （８）  

ミヤコセントラルホテル ３８名 ２ （９）  

Ｂ 7,500円 

宮古島温泉ホテル ９５名 ５ （１０）  

ホテルニュー丸勝 ９５名 ５ （１１）  

宮古第一ホテル ３８名 ２ （１２）  

ホテル共和 ５７名 ３ （１３）  

ペンションカントリー ３８名 ２ （１４）  

マリンロッジマレア １９名 １ （１５）  

ホテルオアシティ共和 １９名 １ （１６）  

ホテルてぃだの郷 ３８名 ２ （１７）  

Ｃ 6,500円 

ペンションジロー村 １９名 １ （１８）  

ペンションＭＵ １９名 １ （１９）  

ペンションオレンジボックス １９名 １ （２０）  

ペンションタカラガイ １９名 １ （２１）  

宿タテッチャー １９名 １ （２２）  

下地島コーラルホテル ３８名 ２ （２３）  

民宿まるよし １９名 １ （２４）  

ホテルサウスアイランド １９名 １ （２５）  

宿泊 

ランク 

宿泊料金    

（税込） 
宿 泊 施 設 名 収容人数        学 校 数 

地 図 

番 号 

Ａ 8,500円 ミヤコセントラルホテル  ３８名 ２ （９） 

Ｂ 7,500円 

宮古島温泉ホテル  ９５名 ５ （１０） 

ホテルニュー丸勝  ７６名 ４ （１１） 

宮古第一ホテル  ３８名 ２ （１２） 

ホテル共和  ５７名 ３ （１３） 



４．航空便の取扱いについて（計画輸送） 
（１）航空便について 

大会に参加する選手・マネージャー・監督・引率者・コーチは原則として７月２２日（日）入り込みとさせて

いただきます。 

   ・1回戦 2回戦敗戦校（７月２３日）        →７月２４日（火）の航空便でお帰りいただきます。 

・3回戦敗戦校（７月２４日）・準々決勝敗戦校    →７月２５日（水）の航空便でお帰りいただきます。 

・決勝リーグ参加校（ベスト４）                →７月２５日（水）の航空便でお帰りいただきます。             

※試合の進行や勝敗地区の起因により航空便確保席数の調整のため、やむ無く翌日等の航空便に変更となる

場合がございますのでご協力お願い致します。 

① 往路は、那覇空港最寄り地区より早い便を利用し、復路においては、那覇空港から遠方地区より早い

便の利用を原則とします。（但し専門部役員帯同校や試合状況等によっては前後することもございま

す）。尚、予め航空便の指定は出来ませんのでご了承下さい。 

② 各出発便の９０分前が空港集合時刻となります。航空券は、各空港内の団体カウンターにてお渡しい

たします。また、航空券は「団体航空券」のため、便の変更は認められません。やむ無く変更の場合

には所定の手数料が発生いたします。 

③ 航空運賃につきましては、「往復団体特別運賃」を設定いたします。 

（２）航空運賃について（往復団体特別運賃） 

那覇＝宮古＝那覇 （往復）￥２７,０００  （片道）￥１３,５００ 

   ※離団等で下記計画輸送以外の便をご利用の場合、上記団体特別運賃と普通運賃との追加差額代金（片道あた

り７，４００円）が発生いたします。  

往路：那覇→宮古   ７月２２日（日） 

NO 便  名 出発時刻 到着時刻 

１ ＪＴＡ５５１ ０７：３０ ０８：１５ 

２ ＲＡＣ８０１ ０８：００ ０８：５０ 

３ ＡＮＡ１７２１ ０９：４５ １０：３５ 

４ ＪＴＡ５５７ １０：３０ １１：２０ 

５ ＡＮＡ１７２３ １０：４０ １１：３０ 

６ ＪＴＡ５５９ １１：３５ １２：２５ 

７ ＡＮＡ１７２５ １２：４０ １３：３５ 

８ ＪＴＡ５８１ １３：５０ １４：４０ 

９ ＪＴＡ５６５ １４：４０ １５：３０ 

１０ ＪＴＡ５６７ １５：２５ １６：２０ 

 

復路：宮古→那覇  ７月２４日（火） 

NO 便  名 出発時刻 到着時刻 

１ ＡＮＡ１７２２ １１：１０ １２：０５ 

２ ＪＴＡ５５８ １１：５５ １２：４５ 

３ ＡＮＡ１７２４ １２：１０ １３：００ 

４ ＪＴＡ５６０ １３：０５ １４：００ 

５ ＡＮＡ１７２６ １４：１５ １５：１０ 

６ ＪＴＡ５８２ １５：１５ １６：０５ 

７ ＪＴＡ５６４ １６：０５ １６；５５ 

 

復路：宮古→那覇  ７月２５日（水） 

NO 便  名 出発時刻 到着時刻 

1 ＪＴＡ５５８ １１：５５ １２：４５ 

２ ＡＮＡ１７２４ １２：１０ １３：００ 

復路：宮古→那覇  ７月２５日（水） 

NO 便  名 出発時刻 到着時刻 

１ ＡＮＡ１７３０ １８：３０ １９：２０ 

２ ＪＴＡ５７２ １９：０５ １９：５５ 

※やむ無く座席が不足する場合は上記以外の航空便となる場合がございます。   



５．弁当の取扱いについて（手配型旅行契約） 
（１）平成３０年７月２２日（日）～２５日（水）の間、１食７００円（税込・お茶付き）でご希望により手配しま

す。なお、ご予約以外の当日の販売は行いませんのでご了承ください。 

   ※７月２４日（火）・２５日（水）は現地にての追加手配となります。 

（２）弁当の引き換えは指定弁当引換所にて学校毎にて１１：００～１４：００の間に行います。 

（３）弁当は、受け取り後すぐにお召し上がりください。食中毒防止のため、受け取りに来られないお弁当につきま

しては１４：００をもって廃棄処分させていただきます。 

（４）弁当の空き容器は引換所に１４：００迄にご持参くださいますようご協力のほどお願いいたします。 

（５）会場周辺は飲食施設が限られておりますので、弁当のご注文をお勧めいたします。 

 (６) 受け取りの前日に変更がある場合は、前日１４：００ までに、「宿泊センター」まで最終の必要個数をご連絡

ください。尚、ご連絡が無い場合には当初のお申込み個数でのお渡しとさせていただきます。 

 

６．取消料規定について ※取消日基準時間は 17：30まで（17：30を過ぎた場合は翌日受付扱いとさせて頂きます） 

 

 お申込内容にご変更、お取り消しが発生した場合は、間違い防止のため必ずメール又は FAXにて弊社営業時間 

内にご連絡ください。休日・営業時間外のお取消については、翌営業日での取り消し受付となります。 

           

 お申込み以降のご変更、お取り消しをされる場合、以下の手数料が発生致しますのでご注意ください。（お一人様

片道または１泊あたり）                       

      ■いずれも出発日前日から起算してさかのぼって    

航空便  お申込から便出発の２１日前まで  ・・・・￥４３０ 

便出発の２０日前から８日前まで  ・・・・￥２，４３０ 

便出発の７日前から前日まで    ・・・・￥４，４３０ 

           出発当日             ・・・・￥６，４３０ 

           便出発時刻以降          ・・・・払戻不可 

 

      宿 泊  宿泊日の１４日前から３日前まで・・・・・・宿泊料の１０％ 

           宿泊日の前日まで ・・・・・・・・・・・・宿泊料の２０％            

           宿泊当日     ・・・・・・・・・・・・宿泊料の５０％ 

           宿泊当日無連絡  ・・・・・・・・・・・・宿泊料の１００％ 

       

弁 当  前日の１４：００まで・・・・・・・・・・・無料 

     前日の１４：００以降・・・・・・・・・・・１００％ 

     当日または無連絡・・・・・・・・・・・・・１００％ 

(１) 宿泊のお取消に関しては初日から起算いたします。 

２泊目以降のお取消に関しては旅行開始以降となり、宿泊代金の１００％となります。 

営業日・営業時間外にお申し出の場合は翌営業日のお取扱いとなります。 

(２) お弁当取消料規定は、宿泊取消料と異なりますのでご注意ください。 

 

６．お申し込み方法 
(１) お申し込み方法について 

① 出場が決定次第、所定のＷＥＢ申込画面に必要事項を入力しお申し込みください。 

[申込ＵＲＬ] https://www.mwt-mice.com/events/basketball_okinawa2018 
② 電話でのお申し込み・変更・取消は間違い防止のためお受けできません。必ずＷＥＢ画面を通しての入力をお

願い致します。 

③ ＷＥＢ申込画面でのお申込が出来ない場合は、名鉄観光サービス㈱沖縄支店『第６０回沖縄県中学校バスケッ

トボール競技大会輸送・宿泊センター』までＦＡＸ申込用紙をご請求ください。宿泊施設決定後、ＦＡＸにて

ご回答させていただきます。 

(２)申し込み締切日 

平成３０年６月１９日（火）１５：００まで 
※航空便および宿泊の調整があるため、時間厳守でお願いいたします。 

 

 

https://www.mwt-mice.com/events/basketball_okinawa2018


(３)【予約方法】 

 

 
(４)【変更・取消】 

① 申込締切日までの「変更・取消・追加」につきましては、システム上の変更画面にてお願いいたします。 

② 申込締切後の「変更・取消・追加」につきましては、ＷＥＢ申込トップ画面に添付の「変更・取消・追加連絡

書」をご記入の上、ＦＡＸ又はメール（chutairen-basketball@mwt.co.jp）にてご送信願います。 

※間違い防止の為、電話での受付は致しませんのでご了承願います。 

③ 取消の場合、取消日（旅行契約の解除期日）により、項目５の取消料がかかりますのでご注意ください。 

※取消日とは、お客様が当社の営業日・営業時間内に弊社へご連絡頂いた日とします。 

(５)【宿泊決定通知】 

① 平成３０年６月２５日（月）までに、ご登録のメールアドレスに配宿完了通知メールを送付いたします。 

② メール通知後、本大会システムより「お申し込み内容確認書(ＰＤＦ）」を出力いただきますと、配宿結果を．

ご確認頂けます。 

※その書類は予約確認・受付にて必要な書類となりますので必ずプリントアウトの上、当日ご持参ください。 

 ③ 配宿決定後、ご登録のメールアドレスへ配宿完了通知メールを送信いたします。 

   ホーム画面よりお申し込み内容確認書をダウンロードいただき宿泊施設名をご確認ください。 

 

1

2
迄

3
ご登録いただいたメールアドレスに登録完了通知メールが自動配信されます。

※ホーム画面の「お申し込み内容（PDF）」画面で申込内容の確認が可能です。

4
迄

　約款・説明文・マップ（トップページよりダウンロード願います。）

5
迄 までに弊社指定口座へお振込ください。

6

※申し込み締切日　　　　　 　以前の変更はWEBにて入力可能です。

以降の変更は『変更・取消・追加連絡書』を出力後FAXしてください。

登録画面で，名前・メールアドレス・パスワード等を 登録してください

新規ＩＤの取得
初めてお申込操作をされる場合は， 「新規お申し込みはこちら」から入り，新規ユーザー

h ttps://www.mwt-mice .com/even ts/baske tball_okinawa2018 にアクセス

変更・取消については，再ログインしていただき、編集ください。(締切期限前まで）

個人情報取り扱い条項に同意頂きました後に，新規申込画面へお進みください。

各種情報登録・申込内容登録 各種情報をご登録いただき，宿泊・弁当等のお申込み内容を入力ください。

6月19日

予約申請完了 予約内容入力後，確認画面にて申込内容をご確認の上，「申し込む」を押して頂きますと

宿泊はご希望のランクをお選びください。

ご要望等は備考欄にご入力ください。

変更・取消しについて

6月19日

締切日以前の変更は，再ログインの上，該当箇所の登録変更をお願いいたします。

6月20日

FAX送付先 頂き，ＦＡＸ又はメールにてご送付お願いいたします。大会終了後領収書を発送します。

宿泊配宿決定通知

領収書・返金 領収書が必要な場合はＷＥＢトップ画面に添付の「領収書発行依頼書」をご記入

098-862-8212 ご入金後変更が発生した場合は，『ご返金先口座確認書』をFAXしてください。

ご登録のメールアドレスに配宿完了通知メールが届きましたら，再ログインしてください。

6月25日 出力書類 　お申し込み内容確認書（ホーム画面よりダウンロード願います。）

※出力頂いた書類は，大会当日必ずお持ちください。

予約内容確認・代金振込 お申し込み内容確認書の内容をご確認の上，ご旅行代金を

6月27日 6月27日



(６)【お支払いについて】 

配宿決定通知後に予約内容確認書に基づき、平成３０年６月２７日（水）までに、弊社指定口座へお振込み 

ください。お手数ですが振込手数料はお客様ご負担にてお願い申し上げます 

〔指定口座〕 

琉球銀行 那覇出張所 普通 №１３５２８０ 

メイテツカンコウサービス（カ 沖縄支店 支店長 近藤 正幸 

 
(７)【返金について】 

振込後、変更・取消などにより返金が生じた場合、大会終了後、お客様指定の口座へ振り込みます。 

その際、ＷＥＢ申込トップ画面に添付の「ご返金口座確認書」をＦＡＸ又はメールにてご送信くださいますよ 

うよろしくお願いいたします。 

 

(８)【領収書発行について】 

① 領収書が別途ご必要な場合は、旅行代金ご入金後、ＷＥＢ申込トップ画面に添付の「領収書発行依頼書」に但

し書き等の内容をご記入いただき、ＦＡＸ又はメールにて宿泊センター宛にご送信ください。 

② ご依頼いただきました領収書は、大会終了後ご指定の宛先に郵送させていただきます。 

③ 一旦発行した領収書の差し替えは発行済領収書と返信用封筒同封のうえ、郵送にてご依頼願います 

 

●お問い合わせ・お申込み先 

 

名鉄観光サービス（株）沖縄支店  

『第６０回沖縄県中学校バスケットボール競技大会輸送・宿泊センター』 
 

観光庁長官登録旅行業第５５号・日本旅行業協会正会員 

〒900-0032 那覇市松山 1-1-14 那覇共同ビル２Ｆ 

ＴＥＬ０９８－８６２－８２１１ ＦＡＸ０９８－８６２－８２１２     

営業時間：９：００～１７：００（土・日・祝祭日休業） 

旅行業務取扱管理者：近藤 正幸  

担当：近藤（こんどう）平良（たいら）原（はら）林（はやし） 

E-mail: chutairen-basketball@mwt.co.jp 
名鉄観光ホームページ  http//www.mwt.co.jp 

承認コード    S18-0513 

 

個人情報の取り扱いについて 

当社は、お申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために 

利用させていただくほか、お客様がお申込いただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの 

手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。 

上記以外の目的で本人の了承なく個人情報を第三者に開示することはありません。 

 

７．その他 
（１）本大会は組織募集であり、主催者が確定しているため、旅行契約は申込金なしであっても申込みを頂いた 

   時点で成立するものとします。 

（２）各プランの旅行日程に明示された宿泊費、航空運賃、特別補償および消費税が含まれます。 

   なお、行程に含まれない交通費等諸費用および個人的費用は含みません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８．宿泊施設アクセスマップ 

宿泊 

ランク 
宿 泊 施 設 名 

住 所（宮古島市） 

電 話 番 号        

地 図 

番 号 

Ａ 

ピースアイランド宮古島 
平良西里３１０ 

０９８０－７４－１７１７ 

（１）  

ピースアイランド宮古島市役所通り 
平良西里３２８ 

０９８０－７９－５０７１ 

（２）  

ピースリーイン宮古島 NEXUS 
平良西里２８１－１ 

０９８０－７２－１１０１ 

（３）  

ホテルサザンコースト宮古島 
平良下里３３５－１ 

０９８０－７５－３３３５ 

（４）  

ホテルライジングサン宮古島 
平良久貝１０６３ 

０９８０－７９－００７７ 

（５）  

ホテルローカス宮古島 
平良下里３３８－４０ 

０９８０－７９－０２４０ 

（６）  

ホテルアトールエメラルド宮古島 
平良下里１０８－７ 

０９８０－７３－９８００ 

（７）  

観光ホテルセイルイン宮古島 
平良下里３ 

０９８０－７４－３８５４ 

（８）  

ミヤコセントラルホテル 
平良西里２２５ 

０９８０－７３－２００２ 

（９）  

Ｂ 

宮古島温泉ホテル 
平良東仲宗根添１７５３－１３７ 

０９８０－７４－２１００ 

（１０）  

ホテルニュー丸勝 
平良西里３０３－３ 

０９８０－７２－９９３６ 

（１１）  

宮古第一ホテル 
平良西里１９１ 

０９８０－７３－５５２２ 

（１２）  

ホテル共和 
平良西里７ 

０９８０－７３－２２８８ 

（１３）  

ペンションカントリー 
平良下里３１０７－４５２ 

０９８０－７３－６９００ 

（１４）  

マリンロッジマレア 
下地与那覇８４７－３ 

０９８０－７６－３８５０ 

（１５）  

ホテルオアシティ共和 
平良下里５７１－１１ 

０９８０－７９－０５５５ 

（１６）  

ホテルてぃだの郷 
伊良部長浜１６４７－３ 

０９８０－７８－５２５２ 

（１７）  

Ｃ 

ペンションジロー村 
平良東仲宗根４９１ 

０９８０－７２－３３３４ 

（１８）  

ペンションＭＵ 
平良久貝６７０－１ 

０９８０－７２－９３８３ 

（１９）  

ペンションオレンジボックス 
平良荷川取１０３ 

０９８０－７３－７３７３ 

（２０）  

ペンションタカラガイ 
平良久貝６７０－４ 

０９８０－７３－１３３１ 

（２１）  

宿タテッチャー 
平良下里１３２５－３ 

０９８０－７３－７７００ 

（２２）  

下地島コーラルホテル 
伊良部国仲９２５－１ 

０９８０－７８－６７８７ 

（２３）  

民宿まるよし 
伊良部国仲８６－１２ 

０９８０－７８－５５６７ 

（２４）  

ホテルサウスアイランド 
伊良部伊良部１４９３－１ 

０９８０－７８－３８９５ 

（２５）  



＜朝食について＞ 

※朝食時間につきましては、直接宿舎へお問合せください。但し、ご希望時間に添いかねる場合もございます 

ので何卒ご了承のほどお願い申し上げます。 

※他校との同宿の場合には、基本的に競技開始の早い学校からのご案内となります。 

※繁忙期の大会期間中は食事会場の混雑が予想され、必ずしもご希望に添えない場合もございますのでご了承 

のほどお願い申し上げます。 

 

・那覇空港3階受付ﾛﾋﾞｰ（ANA⑧番・JTA⑩番）にて係員がお待ち致しております。

・ご集合時間はご出発時間の90分前にてお願い申し上げます。

・宮古空港1階受付ﾛﾋﾞｰ（RACのすぐ隣）にて係員がお待ち致しております。

・ご集合時間はご出発時間の90分前にてお願い申し上げます。

団体航空券受付カウンター　ＭＡＰ3F

⑩ＪＡＬ団体受付カウンター ⑧ＡＮＡ団体受付カウンター

※団体受付カウンター



 

(1) ホテルピースアイランド宮古島 0980-74-1717
〒906-0012 宮古島市平良西里310

(2) ホテルピースアイランド市役所通り 0980-79-5071
〒906-0012 宮古島市平良西里328

(3) ホテルピースリーイン宮古島NEXUS  0980-72-1101     
〒906-0012 宮古島市平良西里281-1

(4) ホテルサザンコースト宮古島 0980-75-3335    
〒906-0013 宮古島市平良下里335-1

(5) ホテルライジングサン宮古島 0980-79-0077   
〒906-0015 宮古島市平良久貝1063

(6) ホテルローカス宮古島 0980-79-0240 
〒906-0013 宮古島市平良下里338-40

(7) ホテルアトールエメラルド宮古島 0980-73-9800
〒906-0013 宮古島市平良下里108-7

(8) 観光ホテルセイルイン宮古島 0980-74-3854     
〒906-0013 宮古島市平良下里3

(9) 宮古セントラルホテル 0980-73-2002     
〒906-0012 宮古島市平良西里225

(10) 宮古島温泉ホテル 0980-74-2100   
〒906-0011 宮古島市平良東仲宗根添1753-137

(11) ホテルニュー丸勝 0980-72-9936   
〒906-0012 宮古島市平良西里303-3

(12) 宮古島第一ホテル 0980-73-5522    
〒906-0012 宮古島市平良西里191

(13) ホテル共和 0980-73-2288
〒906-0012 宮古島市平良西里7

(14) ペンションカントリー 0980-73-6900
〒906-0013 宮古島市平良下里3107-452

(15) マリンロッジマレア 0980-76-3850
〒906-0305 宮古島市下地与那覇847-3

(16) ホテルオアシティ共和 0980-79-0555
〒906-0013 宮古島市平良下里571-11

(17) ホテルてぃだの郷 0980-78-5252 
〒906-0506 宮古島市伊良部長浜1647-3

(18) ペンションジロー村 0980-72-3334
〒906-0007 宮古島市平良東仲宗根491

(19) ペンションMU 0980-72-9383

〒906-0015 宮古島市平良久貝670-1

(20) ペンションオレンジボックス 0980-73-7373    
〒906-0008 宮古島市平良荷川取103

(21) ペンションタカラガイ 0980-73-1331    
〒906-0015 宮古島市平良久貝670-4

(22) 宿タテッチャー 0980-73-7700
〒906-0013 宮古島市平良下里1325-3

(23) 下地島コーラルホテル 0980-78-6787   
〒906-0505 宮古島市伊良部国仲925-1

(24) 民宿まるよし 0980-78-5567    
〒906-0505 宮古島市伊良部国仲86-12

(25) ホテルサウスアイランド 0980-78-3895   
〒906-0503 宮古島市伊良部伊良部1493-1

平成30年第60回沖縄県中学校

バスケットボール競技大会宮古島大会

伊良部島・下地島地区

中心部地区

南部地区

宮古島市立狩俣中学校



 

⑥

1

宮古島市総合体育館宮古島市立北中学校

中心部地区詳細図

2

3

4

5

6

7

8

9

16

18

19

20

11

12

13

21

宮古島市中心部

22

ﾎﾃﾙｻｻﾞﾝｺｰｽﾄ宮古島

ﾍﾟﾝｼｮﾝMU

ﾎﾃﾙﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ宮古島

ﾍﾟﾝｼｮﾝｵﾚﾝｼﾞﾎﾞｯｸｽ

ﾍﾟﾝｼｮﾝﾀｶﾗｶﾞｲ

ﾍﾟﾝｼｮﾝｼﾞﾛｰ村

宿ﾀﾃｯﾁｬｰ 宮古島市平良中学校



 

24

23

25

伊良部島・下地島地区

南部地区

10

17

14

15

22

ﾎﾃﾙｻｳｽｱｲﾗﾝﾄﾞ

下地島ｺｰﾗﾙﾎﾃﾙ

ﾎﾃﾙてぃだの郷

民宿まるよし

ﾏﾘﾝﾛｯｼﾞﾏﾚｱ

宿ﾀﾃｯﾁｬｰ

ﾍﾟﾝｼｮﾝｶﾝﾄﾘｰ

宮古島温泉ﾎﾃﾙ

宮古島市上野体育館


