施設名

第20回宿泊応援プラン

うるま市字赤道179-1

098－973-1121 098-974-0446

○

○

有

・早朝の食事 サンドイッチ対応
・黑糖、お守りプレゼント

https://cocogarden.com
https://directin.jp/?y=A4ZAT1

うるま市石川伊波501

098-965-1000 098-965-5011

○

○

有

会場への送迎・早朝の朝食対応・おいしい
栄養満点のラーメン・フットマッサージャー貸出

料 ⾦
1８,０00円/室
1泊朝食付税込み・サ込
シングル7,000円 素泊り6,600円
ダブル12,760円 素泊り11,000円
トリプル15,840円 素泊り13,200円
2名様/室 利⽤の場合
お一人様当たり ７,500円

ホテル潮騒

うるま市石川白浜1-11-15

098-964-2248 098-965-4435

電話受付

有

うるま市勝連比嘉1527

098-977-8263 098-977-8265

○

○

企画中

会場への送迎・朝食対応

素泊まり1泊 4,500円/室/1名 食事別途
朝食 500円
夕食 1,000円
一人一泊大人3,500円・子供1950円ＨＰ変更の
可能性あり

うるま市赤道252－2

098－974-0292 098-993-5624

○

○

検討中

うるま市赤道256－3

098-974-0283 098-894-4636

電話受付

検討中

うるま市与那城平安座2421－1 098－977－8230 098-977-8019

電話受付

検討中

HIDEOUT OKINAWA URUMA

http://hideoutokinawa.com
春日観光ホテル

http://www.kasugakankou.com/
ココガーデンリゾートオキナワ

⺠宿 ゆがふの郷
http://www.yugafu-okinawa.jp
⺠宿 ちねん
http://www.inochi14.com/
ゲストハウス赤道直家
観光ビジネスホテル平安
ホテル浜比嘉リゾート

http://www.hamahiga-resort.jp/
アイランドホテルへんざ

住所
連絡先
FAX
ホームページ開設 大会ＨＰからリンク 大会プラン
内 容
あやはし海中ロードレース参加者限定
うるま市石川東恩納１７１０番地１ 098-963-0600 098-963-0601
○
○
有
1名でも6名泊まっても 18,000円/室

うるま市勝連比嘉202

098-977-8088 098-977-8087

○

うるま市与那城平安座8197番地 098-977-8412 098-977-8414

はなりびら

うるま市与那城伊計90番地

098-977-8800

ゲストハウス ラフスタイル

うるま市石川2111-5

090-3195-3049

○

098-983-1230 098-983-1231

○

http://lafstyle.net/new/

ＡＪリゾートアイランド伊計島

http://www.aj-hotels.com/facility
ペンション藍ランド
コテージ伊計島海の唄

うるま市与那城伊計1286

うるま市与那城宮城1151番地82 090-3073-1102

電話受付

企画中 送迎あり（⼈数限定）朝⾷６：３０〜対
応
検討中

電話受付

検討中

○

有

○

○

企画中

電話受付

検討中

http://uminouta.com/

うるま市与那城伊計471番地

098-977-7565 098-978-3734

○

○

検討中

www.hotel-harbor.com

うるま市字平良川94番地

098-973-3720 098-973-0221

○

○

企画中

電話受付

検討中

ホテルハーバー
コテージ潮風

うるま市与那城宮城1151番地81 090-1948-1692

1人様 素泊まり ¥2,400
早朝のお弁当対応

スポーツドリンクサービス

1泊4,000円〜
2名様まで〜14,000円／1⽇ 1名様追加あたり
３,000円／1日
ツインルーム（2名様）素泊りプラン6,400円・ダブル
ルーム（2名様）素泊りプラン5,000円・シングルルー
ム（1名様）素泊り4,500円

ゲストハウスみやぎ島

うるま市与那城桃原268番地

090-3826-0973

電話受付

検討中

電話受付

検討中
企画中 会場への送迎・限定宿泊プラン・朝食ランチ シングル＠9,500円ダブル＠12,000円ツイン＠
16,000円1室1泊素泊り料⾦
ＢＯＸ テント設置を依頼
【あやはし海中ロードレース大会参加者限定】《宿泊
⼈数》 最低3⼈〜最⼤6⼈まで 《宿泊料⾦》 3名
【あやはし海中ロードレース大会参加者限 様1泊 /1人1300円 ・4名様1泊/1人1400円 ・5
有り
定】
名様1泊/1人1500円 ・6名様1泊/1人1600円
・大会会場への送迎あり
《予約期間》 〜3⽉19⽇（⽊）まで
《宿泊期間》3⽉20⽇（⾦）14時〜 3⽉23⽇
(月)11時までの間
2名様1室20,000円・3名様1室25,000円・4名様
特製ディナープラン・早朝の朝食対応・送迎 1室30,000円・5名1室33.000円・6名様1室
可能・連泊割引など
36,000円
有り
素泊り料⾦⾷事別途1⼈当たり朝⼣2⾷3,500円・
朝食のみ1,000円・夕食のみ3,000円

⺠宿やすま

うるま市石川2850-1

098-964-2841

ホテルユクエスタ旭橋

那覇市東町5番19号

098-866-0600 098-866-6524

うるま464955ランナー

うるま市赤野1001-7

090-4531-9016

うるま市勝連浜７６

098-923-1676

http://www.yuquesta.jp/?men=2

Island Resort 76

○

○
電話受付

○

○

〇

〇

https://www.facebook.com/hamahiga76
Guest house Kirari

うるま市与那城照間１８１１－３ 090-1940-2025
うるま市石川2-25-11

098-964-2243

ゲストハウス エスペランサ

うるま市石川伊波801-4

080-8369-9916

コートハウス

うるま市石川東恩納626-1

090-9787-6541

北欧スタイルハウス

うるま市与那城桃源181
うるま市石川山城814-1

090-1122-7250
098-989-9167

〇

〇

うるま市勝連浜247-5

070-5489-3969

〇

〇

098-923-1355 098-923-1356
098-983-1413

〇

〇

安間商店 ⺠宿 酒の家
http://esperanza.okinawa/

ザ・ホワイトリーフ

https://the-white-reef.localinfo.jp/
Trip ShotVillas ・ HAMAHIGA

https://hamahiga.tripshot-hotels.com/
Mr.KINJOin石川インター

http://mrkinjo.jp/hotel/mr-kinjo-in-石川インター/
413はまひが ホテル＆カフェ
Mr.KINJOin URUMA

うるま市石川東山本町1-3-1
うるま市勝連浜548-2

うるま市字田場１１００番地１ 098-923-1032 098-923-1033

〇

〇

ホワイトビーチin石川

うるま市石川白浜２丁目3-26

098-989-6644 098-989-7679

〇

〇

Nature Guest House LongIｓland

うるま市石川山城1468-201

098-989-5559 098-989-5559

宇流摩 堂夢
http://urumadome.com/

うるま市与那城饒辺1007-7

〇

〇

https://gratias-hotel.jp/

沖縄県うるま市石川曙2-1-15

〇

〇

https://mrkinjo.com/hotel/mr-kinjo-in-uruma/
http://beachinn.seven.okinawa/

THE GRATIAS HOTEL RESORT

098-987-8544

検討中

検討中

１Ｒ1名〜4名）

1⼈4,500円（駐⾞場付き）
1⼈4,000円（駐⾞場なし）

