
▶沖縄市コザ運動公園

All facilities meet parasports requirements. Ask the 
staff if you need specific equipment. A part of the 
baseball stadium and gymnasium stands use audio 
induction loop system to assist hearing-impaired 
athletes.

公園内の全施設がパラスポーツに対応していますが、必要な器
材類はご相談ください。野球場と体育館の観客席の一部に磁気

ループ補聴システムを導入し、難聴者の聴覚を補っています。

Okinawa City
KOZA Sports
Park

MESSAGE FROM THE STAFF

Excellent access, located 1 min from 
the expressway (South Exit: Okina-
wa-Minami IC).
高速インター出口からわずか1分という抜群
の交通アクセス（出口：沖縄南IC）。

Easy access from accommodations 
within the city.
市内の宿泊施設からも近くて便利な立地。

All facilities are barrier-free designed 
to avoid stress.
公園全体の施設がバリアフリー設計なのでス
トレスフリー。

The gymnasium is the home arena of  the 
Japanese professional basketball team, the 
Ryukyu Golden Kings.
体育館は日本プロバスケットボールチーム「琉球ゴールデ
ンキングス」のホームアリーナ。

A new indoor training facility (Green Field) was 
built in 2018.
2018年に、天候に左右されない新たな屋内運動施設（グリー
ンフィールド）が完成。

A new multipurpose arena with a capacity of 10,000 
will be finished in 2020. This arena will be a venue for 
the FIBA Basketball World Cup 2023 preliminary round.
2020年には、収容人数1万人規模の多目的アリーナが完成
予定。「FIBAバスケットボールワールドカップ2023」の予選
ラウンド開催決定。

The baseball field in the park is used 
each spring by the Japanese profes-
sional baseball team, the Hiroshima 
Toyo Carp.
公園内の野球場は日本のプロ野球チーム「広
島東洋カープ」が毎年春季キャンプで利用。

The Athletic stadium certified by JOC (Japanese 
Olympic Committee) has hosted many training 
camps for Olympic and Paralympic athletes and 
corporate sports teams.
陸上競技場は沖縄県内唯一のＪＯＣ（日本オリンピック委
員会）陸上競技強化センターとして、オリンピック・パラリ
ンピック代表選手や実業団の合宿実績あり。

TEL +81-98-932-0777 TEL.098-932-0777

利用時間／9:00 〜22:00

住所／沖縄市諸見里2-1-1
ADDRESS  2-1-1 Moromizato, Okinawa City

OPEN 9:00 - 22:00

LANGUAGES 
SPOKEN

Okinawa City KOZA Sports Park
沖縄市コザ運動公園

http://kozaspo.jp

CLOSED The second and fourth Tuesdays of the month
 (If Tuesday is a holiday, the next day will be closed.)

定休／第2・4火曜（祝日の場合翌日）

対応言語／英語

*あいさつ程度

ENGLISH
 (basic level)

A Complete Training 
Environment Used by 
the Best Athletes from 
Around the World
世界のトップアスリートが利用する充実した環境
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Athletics Stadium
陸上競技場

Training Room
トレーニングルーム

Sub-Track and Softball Field
サブトラック兼ソフトボール場

Gymnasium
体育館

Multipurpose Indoor Facility
多目的運動場

Martial Arts Gym
武道館

Archery Field
弓道場

Tennis Courts
庭球場Pitching Practice Ground

投球練習場

Green Field (Indoor Training Facility)
グリーンフィールド

（屋内運動施設）

Koza Shinkin Stadium 
(Okinawa City Baseball Stadium)
コザしんきんスタジアム（野球場）

至 沖縄南ICto Okinawa-Minami IC (South Exit)至 知花to Chibana

Facility Map 施設マップ
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JOC（日本オリンピック委員会）認定の陸上競技
場は、数多くのオリンピック・パラリンピック代
表選手や実業団チームの合宿に利用されている

The JOC (Japanese Olympic Committee) 
certified athletics stadium hosts many 
training camps for Olympic and Paralym-
pic athletes, and corporate sports teams.

Okinawa City Athletics Stadium
沖縄市陸上競技場

Facility Outline ／施設概要

400m×8-lane track, 110m×8-straight lane track, tartan track, natural grass field, 
six jumping locations with long jump and triple jump, four pole vaulting 
locations, three shot put circles, two disc/hammer throwing circles, two javelin 
throwing locations, 3000m steeplechase facility, 50m×3-lane indoor track, tartan 
slope course, 4 courts for 5v5 football (soccer), 4 blind football (soccer) courts, 
approximately 15,000 seating capacity
*Certified by the Japan Association of Athletics Federations

400mトラック8レーン、110m直線8レーン、タータントラック、天然芝フィール
ド、幅跳び・三段跳びの跳躍場6ヶ所、棒高跳びの跳躍場4ヶ所、砲丸投げサークル
3ヶ所、円盤投げ・ハンマー投げサークル2ヶ所、やり投げ2ヶ所、3000m障害施設
有、50m雨天走路3レーン、タータンスロープコース、5人制サッカー4面、ブライン
ドサッカー4面 約15,000人収容
※日本陸連公認

Main Facilities and Equipment ／主な設備

floodlights, training room, operating room, broadcasting room, photo-finish 
room, locker room, shower room, meeting room, medical room, AED

ナイター設備、トレーニングルーム、運営指令室、放送室、写真判定室、更衣室、シャ
ワー室、会議室、救護室、AED

A Training Room Complete with 
Free Weight Equipment
フリーウエイトが充実したトレーニングルーム

Take a Look!

Equipment ／器具

120 plates (42 painted plates, 64 rubber plates, 14 rubber EZ 
plates), 3 platforms, high-pressure oxygen cabin, etc.

プレート120枚（ペイントプレート42枚、ラバープレート64枚、ラバーイー
ジープレート14枚）、プラットフォーム3面、高気圧酸素キャビン　ほか

約40種類のトレーニングマシン。

There are about 40 different training machines.

フリーウエイトは500Kgまで対応可能。
Weights up to 500kg are available.

リカバリー効果の高い、高気圧酸素キャ
ビンを２台完備。

There are two high-pressure oxygen 
cabins to facilitate recovery.

Japan Para Athletics/ Since Dec. 2016
Gyeongbuk Sports Association for the Disabled Athletics Team 
(Korean team)/ Since Nov. 2015

H�ting �perience 合宿実績

日本パラ陸上競技連盟/2016.12〜
慶尚北道障害者体育会陸上実業チーム（韓国）/2015.11〜

Wheelchair Rollers
車いす用ローラー台

There are training machines for wheelchairs 
that can be used without tracks. They are 
convenient in case of rain.
トラックを走らずにその場でトレーニング可能な競
技用車いすトレーニングマシン。雨天時にも便利。

50m×3-Lane Indoor Track
雨天走路50ｍ×3レーン

The indoor track is also in tartan as is the outdoor track. It can also be 
used with wheelchairs.
屋外競技場同様、雨天走路もタータン素材。車いすでも利用可能。

There is a flat space available 
in the stadium seats for wheel-
chairs.
スタンド席にあるフラットな車いす専用席

Ramp to the indoor track. Can 
be used in case of rain, or for 
warming-up.
雨天走路へのスロープ。雨天時以外に
も、ウォーミングアップに利用できる

It is possible to access the 2nd 
floor seats directly from outside 
the stadium using the ramp. An 
elevator is also available.
スロープを利用して、陸上競技場の外側から直
接2階観覧席へ移動可能。エレベーターもあり

The shower room is wide and 
comfortable, and is equipped with 
assistance chair.
広々した造りのシャワー室。補助用いすが
設置されている

Wheelchair ramp at the facility entrance ◯施設入り口にスロープ

Accessible parking ◯身障者専用駐車場

Wheelchair-accessible shower ◯車いす対応シャワー

Accessible toilet ◯身障者対応トイレ

沖縄県内で唯一、JOC（日本オリンピック委員会）陸上競技強化センターとして認定されている競技場。

It is the only athletics stadium within Okinawa to have been certified as a training center 
by the JOC (Japanese Olympic Committee).

代表チーム、実業団、大学など年間100～120の競技団体の合宿実績あり。

It hosts between 100 to 120 national, professional, corporate or university team training 
camps per year.

スタンド周辺にあるタータンのスロープコースでは、坂道トレーニングも可能。
The tartan slope course around the stands allows uphill training.

プロ仕様のトレーニング機材も充実。
Complete training equipment for professionals are available.

Meeting Room 会議室

There are two meeting rooms with a 
capacity of 30, and one meeting room 
with a capacity of 10.
30人収容の会議室が2室、10人収容の会議
室が1室ある。

Photo-finish Room
写真判定室

During a tournament, you can rent a 
camera with a 1/1000th of a second 
linked with the starting pistol, or you can 
bring in and install your own camera.
大会時には、ピストルと連動した1/1000秒計測カメ
ラの貸出のほか、持ち込みカメラの設置も可能。

▶Okinawa City KOZA Sports Park 沖縄市コザ運動公園

パラ陸上競技
PARA

ATHLETICS
5人制サッカー

5V5 FOOTBALL (SOCCER)

ブラインドサッカー
BLIND FOOTBALL 

(SOCCER)

Accessibility Information
バリアフリー情報

【Most Reserved Months】 From December until March all day, after evening for 
the rest of the year

【予約が多い月】 12〜3月終日、通年夕方以降

Reservations ／受け入れ状況

agility ladders, vortex football, discus, quick release speed harness, signal, lap 
counter, starting blocks, sticks (10 in 1 bag), step hurdles (one set of 5), 
stopwatch, stretch ball, soft cones (one set of 6 cones), soft training bar, dome 
cone hurdles (one set of 5), hurdles, high jump equiment, batons, long jump 
equipment, balance board, hammer, take-off board, flexible hurdles, plyo box, 
shots, pole vault equipment, tape measure, velcro belt (rubber plate), 
springboard, javelins, medicine balls
アドラダー、ヴォーテックスフットボール、円盤、クイックリリーススピードハー
ネス、シグナル、周回表示器、スターティングブロック、スティック(10本1袋)、ス
テップハードル(5本1セット)、 ストップウォッチ、ストレッチポール、ソフトコー
ン(6個1セット)、ソフトトレーニングバー、ドームコーンハードル(5台1セット)、
ハードル、走高跳用器具、バトン、幅跳用器具、バランスボード、ハンマー、踏切ス
ロープ、フレキシブルハードル、プライオボックス、砲丸、棒高用器具、巻尺、マジッ
クベルト(ラバープレート)、ロイター板、やり、メディシンボール各種

Rental Equipment ／貸出機材
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Wheelchair-accessible seating area on the first 
and third base sides. Accessible by elevator.
1塁側と3塁側に設置された車いす専用観覧席。エ
レベーターで移動可

Facility Outline／施設概要

74m right field, 98m left field, 118m center field, 
clay (mixture),  4 football (soccer) courts (5v5), 
4 blind football (soccer) courts
両翼(右)74m(左)98m、中堅118m、土(混合)、5人制サッ
カー4面、ブラインドサッカー4面

Main Facilities and Equipment／主な設備

floodlights, AED ナイター設備、AED

2018年2月に完成し、施設内のバリアフリー
も充実している

Newly constructed in February 
2018. Facility fully barrier free.

ナイター用の照明完備

I t  is  equipped  with  
floodlights for night 
training.

Okinawa City Green Field
沖縄市グリーンフィールド

Okinawa City Sub-Track and Softball Field
沖縄市サブトラック兼ソフトボール場

2014年にリニューアルし、高機能ピッチングマシーン、屋根付きブルペン、
ダッグアウト、更衣室など諸設備も充実。

Renovated in 2014, it is fully-equipped with high performing pitching 
machines, an indoor bullpen, a dugout, and changing rooms.

日本プロ野球チーム「広島東洋カープ」の春季キャンプ地。

Spring training camp venue for the Japanese professional 
baseball team Hiroshima Toyo Carp.

観客席の一部に磁気ループ補聴システム導入。

Part of the stands are equipped with audio induction loop 
system.

プロチーム、実業団や強豪大学チームの合宿
など、多くの実績あり

The facility has ample experience 
in hosting professional, corporate 
and strong university team sports 
training camps.

Indoor 
Bullpen 屋根付きブルペン

It can be used by two groups at the 
same time.
一度に2組が使用可能。

Clean and comfortable changing rooms 
are available.

Locker Room 更衣室

清潔感があり快適な更衣室。
Dugout
ダッグアウト

Multipurpose 
Room 多目的室

There are three multipurpose rooms that 
can be used for various purposes.
3室備わる多目的室。

Accessibility Information
バリアフリー情報

Wheelchair ramp at the facility entrance ◯施設入り口にスロープ

Accessible parking ◯身障者専用駐車場

Wheelchair-accessible shower ◯車いす対応シャワー

Accessible toilet ◯*身障者対応トイレ

* Ostomate-compatible ※オストメイト対応あり

▶Okinawa City KOZA Sports Park 沖縄市コザ運動公園

The press camera space can also be 
used as wheelchair space.
プレス用カメラスペースは、エレベーターに隣接する
ため車いす用観覧席としても利用可能

Accessible parking 
with a roof located 
near the entrance.
車いす専用の駐車スペー
スは屋根付きでエントラ
ンスに隣接

The shower rooms with a 
wide entrance are easy to use.
シャワー室の出入り口が広く、使いやすい

Ostomate-Compatible 
Multipurpose Toilet.
オストメイト対応の多目的トイレ

Handrails are located throughout the 
facility. The stairs and ramps have 
handrails with braille guides.
施設内には手すりがいたるところに設置済。階段とス
ロープにも点字案内付の手すり有り

Ostomate-Compatible Multipurpose Toilet.
オストメイト対応の多目的トイレ

Koza Shinkin Stadium (Okinawa City Baseball Stadium)
コザしんきんスタジアム(沖縄市野球場)

フィールドはロングパイル人工芝とゴムチップを使用し、
衝撃の吸収率が高い天然芝に近い感触。

The field uses a long pile artificial turf and 
rubber chips. It feels like natural turf and has 
high shock absorbing performance.

Facility Outline ／施設概要

Area of approximately 4028.9㎡, artificial 
grass, ball net, 1 court for 5v5 football 
(soccer),  1 blind football (soccer) court
面積約4028.9m²、人工芝、防球ネット、5人制
サッカー1面、ブラインドサッカー1面

※オストメイト対応あり

Wheelchair ramp at the facility entrance ◯施設入り口にスロープ

Accessible parking ◯身障者専用駐車場

Wheelchair-accessible shower ◯車いす対応シャワー

Accessible toilet ◯*身障者対応トイレ

* Ostomate-compatible

High Quality
Artificial Turf
良質な人工芝

パラ陸上競技
PARA

ATHLETICS
5人制サッカー

5V5 FOOTBALL (SOCCER)

Wheelchair ramp at the facility entrance ○施設入り口にスロープ

Accessible parking ○身障者専用駐車場

Wheelchair-accessible shower —車いす対応シャワー

Accessible toilet ○身障者対応トイレ

Renovated in March 2018, it is 
equipped with 5 pitcher's mounds.
2018年3月にリニューアル。 ピッチャ―
マウンド5面を完備。

Pitching Practice Ground
投球練習場

Take a Look!

パラ陸上競技
PARA

ATHLETICS
5人制サッカー

5V5 FOOTBALL (SOCCER)

Accessibility Information
バリアフリー情報

Accessibility Information
バリアフリー情報

【Most Reserved Months】 December to March, April to November 
(Saturdays and Sundays)
【Least Reserved Months】 April to November (Mondays to Fridays)
【予約が多い月】 12〜3月、4〜11月の土曜・日曜
【予約が少ない月】 4〜11月の月曜〜金曜

Reservations ／受け入れ状況

Facility Outline／施設概要

100m left/right field, 122m center field, natural grass, rubber 
fence, fence height: 4,720mm, capacity of approximately 15,000
*Meets JIS (Japan industrial standards) regulations.

両 翼 100 m 、中 堅 12 2 m 、天 然 芝 、ラ バ ー フ ェ ン ス 、フ ェ ン ス 高
4,720mm、約15,000人収容 ※JIS公式の硬式基準

Main Facilities and Equiment／主な設備

Indoor bullpen, floodlights, electronic scoreboard, head office 
room, building office, officials room (referee room), record 
room, announcer booth, ice machine, locker room, shower 
room, meeting room, multipurpose room, medical room, AED

屋根付きブルペン、ナイター設備、電光掲示板、本部室、管理室、審判室、記
録室、放送室、製氷機、更衣室、シャワー室、会議室、多目的室、救護室、AED

pitching machine, 64 nets (4m×2.5m [24 nets], 2m×2.5m [17 
nets], pitching machine [10 nets],  bags [5 nets], L-type gauge [8 
nets])
ピッチングマシーン、ネット64台(4m×2.5m24台、2m×2.5m17台、
ピッチングマシーン用10台、 袋5台、L型ゲージ8台)

Rental Equipment ／貸出機材

Main Facilities and Equipment ／主な設備

floodlights, locker room, shower room
ナイター設備、更衣室、シャワー室

【Most Reserved Months】 December to March, April  to 
November (Saturdays and Sundays)
【Least Reserved Months】 April to November (Monday to Friday)
【予約が多い月】 12〜3月、4〜11月の土曜・日曜
【予約が少ない月】 4〜11月の月曜〜金曜

Reservations ／受け入れ状況

ブラインドサッカー
BLIND FOOTBALL 

(SOCCER)

ブラインドサッカー
BLIND FOOTBALL 

(SOCCER)
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Multipurpose Room
多目的室

There are 4 rooms that can be used for 
various purposes.
4室ある多目的室は様々な用途で利用可能。

Okinawa City Gymnasium
沖縄市体育館

日本プロバスケットボールチーム「琉球ゴールデンキングス」のホームアリーナ。 

It is the home arena of the Japanese professional basket-
ball team, the Ryukyu Golden Kings.

リーグの公式戦が開催されるため、1,500ルクスまでのLEDを完備。

It is equipped with 1,500lx LED lights for official league 
games.

アリーナ、観客席ともに冷房完備で、夏場の練習も快適。

It is equipped with air conditioning in the arena and stands, 
making training in summer more comfortable. 

シャワー完備のロッカールーム（2ヶ所）や、多目的室（4室）など設備も充実。

It is complete with two locker rooms with showers, and 4 
multipurpose rooms.

Facility Outline ／施設概要

Area of 6,355㎡, a capacity of approximately 2,123, 3 goalball 
courts, 14 boccia courts, 14 sitting volleyball courts, 3 wheelchair 
basketball courts, 14 badminton courts, 20 table-tennis tables, 1 
wheelchair rugby court, 8 to 9 wheelchair fencing courts
面積6,355m²、約2,123人収容、ゴールボール3面、ボッチャ14面、シッ
ティングバレーボール14面、車いすバスケットボール3面、バドミントン
14面、卓球20台、ウィルチェアラグビー1面、車いすフェンシング8〜9面

▶Okinawa City KOZA Sports Park 沖縄市コザ運動公園

From the roofed accessible parking, take the 
ramp to get to the entrance.
屋根付きの車いす専用駐車スペースからスロープを
通ってエントランスへ

8 wheelchair spaces in the 
stands.
車いす専用観覧スぺース8台分あり

Large shower room with 
wheelchair.
補助用車いすを備えた広々とした
シャワー室

The outside ramp leads directly from 
the first floor to the second floor. It 
can also be accessed by elevator.
外部スロープで1階から直接2階へ。
エレベーターでも移動可

Wheelchair ramp at the facility entrance ◯施設入り口にスロープ

Accessible parking ◯身障者専用駐車場

Wheelchair-accessible shower ◯車いす対応シャワー

Accessible toilet ◯*身障者対応トイレ

Medical Room

Locker Room with Showers
更衣室・シャワー室

Lobby
ロビー

It can be used as eating 
and drinking space.
飲食スペースとして利用可能。

バドミントン
BADMINTON

卓　球
TABLE TENNIS

ゴールボール
GOALBALL

ボッチャ
BOCCIA

シッティングバレーボール
SITTING

VOLLEYBALL

車いすバスケットボール
WHEELCHAIR 
BASKETBALL

ウィルチェアラグビー
WHEELCHAIR 

RUGBY

車いすフェンシング
WHEELCHAIR 

FENCING

※オストメイト対応あり
* Ostomate-compatible

HOT TOPIC

［施設データ］
建築面積：約11,000m²　延床面積：約28,000m²
階数：6階　収容人数：約10,000人

In 2020, a new arena is 
scheduled to be completed!
2020年、新アリーナ完成予定！

[Facility Data]
Construction Area: Approximately 11,000m²
Total Floor Area: Approximately 28,000m²
Number of Floors: 6 floors
Seating Capacity: Approximately 10,000 

The concept in which it is being built is to exhibit, 
provide practical use, and to seat 10,000. Being 
constructed as the home arena of the Ryukyu Golden 
Kings basketball team, it will also be the center stage 
for concerts, conventions, and more!

コンセプトは「観せる」「使いやすい」「一万人規模」。琉球ゴールデンキング
スのホームアリーナとして、またその他スポーツ興行からコンサート・コ
ンベンションまで、あらゆるイベントが開催できる施設として建設中！

Accessibility Information
バリアフリー情報

アリーナには冷房が完備され、抜群の練習環
境。観客席は固定席、移動席、貴賓席、車いす
観覧スペースを合わせて、2,123席を有する

The Arena is equipped with air 
conditioning, which makes it a 
perfect environment for training. 
There are 2,123 seats including 
fixed seats, moving seats, VIP 
seats, and wheelchair spaces.

【Most Reserved Months】 Throughout the year
【Least Reserved Months】 Throughout the year on weekday mornings
【予約が多い月】 通年　　【予約が少ない月】 通年平日午前

Reservations ／受け入れ状況

Main Facilities and Equipment／主な設備

air conditioner, locker room, shower room, meeting room, 
medical room, AED

冷房設備、更衣室、シャワー室、会議室、救護室、AED

Arena アリーナ

医務室
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沖縄県内に3ヶ所しかない弓
道場のひとつ

The facility is one of the 
three archery training 
dojos within Okinawa 
Prefecture.

Braille blocks are laid from the parking 
lot until the entrance.
駐車場からエントランスまで点字ブロックが敷設

５面ひと続きのクレーコート

The facility is equipped 
with 5 clay courts.

COLU M N

Lunchtime is a Fun Part of Training Camp
昼食タイムも合宿の楽しみのひとつに

多種多様なスポーツに対応

The facility can be 
used for different 
types of sports.

Okinawa City Tennis Courts
沖縄市庭球場

畳面の第1道場

First  Dojo with 
Tatami Floor

【Least Reserved Months】 Throughout the year

【予約が少ない月】 通年

Reservations ／受け入れ状況

Facility Outline ／施設概要

Area of 569㎡, 6 targets, capacity of 50
面積569m²、弓道6人立、50人収容

Main Facilities and Equipment／主な設備

air conditioner (only in team staff room), locker room, 
meeting room, AED
冷房設備（指導室のみ）、更衣室、会議室、AED

Okinawa City Martial Arts Gym
沖縄市武道館

Okinawa City Archery Field
沖縄市弓道場

2面のコート間は、天井からの防球ネットで分けられる。

A ball net hangs from the ceiling to separate the 
facility into two courts.

【Most Reserved Months】 Throughout the year in the 
evening
【Least Reserved Months】 Throughout the year in the 

morning and afternoon
【予約が多い月】　通年夕方
【予約が少ない月】　通年午前・午後

Reservations ／受け入れ状況

Facility Outline ／施設概要

5 clay courts クレーコート5面

Main Facilities and Equipment ／主な設備

floodlights, AED ナイター設備、AED

Okinawa City KOZA Sports Park is located in the downtown area, and conve-
nience stores are within a 5-minute walk. In the surrounding area, there are many 
popular restaurants that teams can enjoy, such as a popular franchise curry restau-
rant, a gyuu-don (beef bowl) restaurant, various ethnic restaurants unique to "Koza," 
Okinawan restaurants, and much more.

沖縄市コザ運動公園は中心市街地の一角にあり、徒歩5分圏内にコンビニエンスストアもある便利な立
地。周辺には、人気カレーチェーン店や牛丼チェーン店、“コザ”ならではの本場のエスニック料理店、沖縄
料理店など飲食店も多く、楽しみながら昼食を選ぶことができる。

Second Dojo 
with Wooden 
Floor 床面の第2道場

It can be used for tennis and soft tennis.

The benches are equipped with a sunshade.
硬式、軟式ともに利用可能。

ベンチには日よけ用の屋根あり。

Facility Outline／施設概要

Area of 1,941㎡, first dojo (tatami) capacity of  76, 
second dojo  (wooden floor) capacity of 86, 2 judo 
courts,  2 taekwondo courts, 3 wheelchair fencing 
courts, 2 Karate courts
面積1,941m²、第1道場（畳）76人収容・第2道場（床）86人収容、柔道2面、
テコンドー2面、車いすフェンシング3面、空手2面

Main Facilities and Equipment／主な設備

air conditioner, locker room, shower room, meeting room, 
medical room, AED

冷房設備、更衣室、シャワー室、会議室、救護室、AED

【Most Reserved Months】 January to March, 
September to October
【Least Reserved Months】 April to August, Novem-

ber to December

【予約が多い月】　1月～3月、9月～10月
【予約が少ない月】　4月～8月、11月～12月

Reservations／受け入れ状況

Facility Outline ／施設概要

Area of 1,453 ㎡, artificial grass, 1 wheelchair 
tennis court, 2 goalball courts, 4 boccia courts, 4 
sitting volleyball courts, 1 wheelchair basketball 
court, 4 badminton courts
面積1,453m²、人工芝、車いすテニス1面、ゴールボー
ル2面、ボッチャ4面、シッティングバレーボール4面、
車いすバスケットボール1面、バドミントン4面

Main Facilities and Equipment ／主な設備

AED AED

▶Okinawa City KOZA Sports Park 沖縄市コザ運動公園

Wheelchair ramp at the facility entrance ◯施設入り口にスロープ

Accessible parking ◯身障者専用駐車場

Wheelchair-accessible shower —車いす対応シャワー

Accessible toilet ◯身障者対応トイレ

Meeting Room/ 
Team Staff Room
会議室・指導員室

The two rooms can be used as 
one large room.
2部屋ひと続きでの利用も可能。

Wheelchair ramp at the facility entrance ◯施設入り口にスロープ

Accessible parking ◯身障者専用駐車場

Wheelchair-accessible shower —車いす対応シャワー

Accessible toilet ◯身障者対応トイレ

Gymnasium equipped with 
handrails.
館内は手すりが設置されている

Accessible parking 
space  is  located  
near the entrance.
エントランスに隣接した車
いす専用の駐車スペース

Flat flooring is available from the 
entrance to the field.
エントランスからフィールドまでフラットな床面

Wheelchair ramp at the facility entrance ◯施設入り口にスロープ

Accessible parking ◯身障者専用駐車場

Wheelchair-accessible shower —車いす対応シャワー

Accessible toilet ◯身障者対応トイレ

Wheelchair ramp at the facility entrance ◯施設入り口にスロープ

Accessible parking ◯身障者専用駐車場

Wheelchair-accessible shower —車いす対応シャワー

Accessible toilet —身障者対応トイレ

道場は畳の第1道場と床の第2道場の２ヶ所あり。

There are two dojo rooms. The first dojo has tatami 
flooring, and the second dojo is wooden flooring.

約30人収容の会議室と26人収容の指導員室は、サイ
ズ・レイアウト調整可能。 

There is a meeting room with a capacity of 
30, and a team staff room with a capacity of 
26. The size for both can be adjusted.

車いすテニス
WHEELCHAIR 

TENNIS

車いすテニス
WHEELCHAIR 

TENNIS
空　手
KARATE

Accessibility Information
バリアフリー情報

Accessibility Information
バリアフリー情報

Accessibility Information
バリアフリー情報

Exiting and entering can be done 
smoothly by using the ramp on the 
martial arts gym (budokan) side.
武道館側のスロープで出入りもスムーズ

Accessibility Information
バリアフリー情報

【Most Reserved Months】 September to November
【Least Reserved Months】 Throughout the year in the morning
【予約が多い月】 9月～11月
【予約が少ない月】 通年午前

Reservations ／受け入れ状況

Okinawa City Multipurpose 
Indoor Facility 沖縄市多目的運動場
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柔　道
JUDO

テコンドー
TAEKWONDO

車いすフェンシング
WHEELCHAIR 

FENCING
バドミントン

BADMINTON
ゴールボール

GOALBALL
ボッチャ

BOCCIA

シッティングバレーボール
SITTING

VOLLEYBALL

車いすバスケットボール
WHEELCHAIR 
BASKETBALL


