
　団体別一覧

団体名 区分 事業細目名 事業名 内定額（円）

スポーツ情報提供 情報誌「指導者のためのスポーツジャーナル」発行事業 45,814,000

ドーピング検査 国民体育大会ドーピング検査事業 28,890,000

平成２１年度日本体育協会クラブマネジメント指導者海外研修
事業

5,866,000

平成２１年度日本体育協会公認スポーツ指導者海外調査研
修事業

2,995,000

83,565,000

基金 競技会開催（競技） JOCジュニアオリンピックカップ大会開催 25,000,000

JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ支援事業 2,697,000

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ有望選手研修会 5,397,000

優れた素質を有する競技者の発掘 3,138,000

ｱｽﾘｰﾄの練習環境整備のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3,931,000

科学ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1,703,000

情報戦略ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3,139,000

スポーツ情報提供 国際競技力向上のためのＷＥＢの開設 9,005,000

ドーピング検査 ドーピング検査 184,662,000

在外研修 若手スポーツ指導者長期在外研修 49,012,000

262,684,000

287,684,000

指導者養成・活用 指導者育成のための学習プログラム開発モデル事業 4,400,000

高齢者子どもの身体活動、機会、人材情報集約・提供システ
ム開発

4,500,000

生涯スポーツ推進媒体の作製・配布 1,100,000

10,000,000

短距離国内強化合宿1 990,000

短距離国内強化合宿2 1,107,000

短距離国内強化合宿3 3,195,000

短距離国内強化合宿4 580,000

短距離国内強化合宿5 572,000

短距離国内強化合宿6 572,000

短距離国内強化合宿7 763,000

海外合宿 短距離海外強化合宿1 1,335,000

9,114,000

投てき国内強化合宿1 1,423,000

投てき国内強化合宿2 1,496,000

2,919,000

マラソン国内強化合宿1 2,790,000

マラソン国内強化合宿2 2,790,000

マラソン国内強化合宿3 1,387,000

海外合宿 マラソン海外強化合宿1 1,485,000

8,452,000

20,485,000

１　競技力向上に対する助成（第一部会）

3

国内合宿

小計

国内合宿

小計

小計

投てき

マラソン

財団法人日本レクリエーション協会

国内合宿

小計

小計

重点

短距離

くじ スポーツ情報提供

4 財団法人日本陸上競技連盟

財団法人日本体育協会1

小計

くじ2 財団法人日本オリンピック委員会

小計

合計

くじ

海外研修

発掘及び育成強化

調査研究
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団体名 区分 事業細目名 事業名 内定額（円）

発掘及び育成強化 競技者育成クリニック事業 15,024,000

スポーツ情報提供 クリーンアスリートをめざして２００９の冊子作成 558,000

ドーピング検査 ドーピング検査事業 54,667,000

70,249,000

90,734,000

基金 海外合宿 ジュニア選抜代表遠征及び海外合宿 5,400,000

競泳 チーム派遣 日本・オーストラリア対抗戦2009派遣 25,000,000

重点強化合宿① 2,817,000

重点強化合宿② 754,000

重点強化合宿③ 1,504,000

重点強化合宿④ 1,504,000

重点強化合宿⑤ 2,629,000

重点強化合宿⑧ 792,000

10,000,000

35,000,000

発掘及び育成強化 シンクロ競技者育成プログラム・ユース育成推進事業 7,500,000

ドーピング検査 競技会におけるドーピング検査 16,985,000

24,485,000

64,885,000

ナショナルトレセンU-14（前期） 9,556,000

ナショナルトレセンU-14（後期） 9,556,000

ナショナルトレーニングキャンプU-16（前期） 888,000

20,000,000

チーム派遣 U18日本代表UAE国際大会 6,500,000

6,500,000

チーム派遣 AFC U-16女子選手権2009 6,500,000

6,500,000

13,000,000

ＪＦＡアカデミー熊本宇城 14,892,000

ＪＦＡアカデミー福島 32,633,000

JFAエリートプログラム 6,464,000

Ｕ-13育成事業 56,962,000

Ｕ-17育成事業 14,532,000

スーパー少女プロジェクト 4,500,000

ナショナルトレセンU-12 20,908,000

ナショナルトレセン女子U-15 12,018,000

なでしこチャレンジプロジェクト 3,481,000

モデル地区トレセンU-12 1,500,000

ユース年代ＧＫキャンプ 1,474,000

女子ユース（U-15）育成事業 15,000,000

地域トレーニングキャンプU-17 3,199,000

4 財団法人日本陸上競技連盟

6 財団法人日本サッカー協会

くじ

5 財団法人日本水泳連盟

5 財団法人日本水泳連盟

小計

重点

小計

基金

国内合宿

国内合宿

シンクロ

小計

小計

男子

小計

合計

シンクロ

小計

くじ

重点

重点

国内合宿

発掘及び育成強化

小計
女子

小計

合計

くじ
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団体名 区分 事業細目名 事業名 内定額（円）

発掘及び育成強化 地域トレセン女子U-15 3,078,000

ナショナルトレセンコーチ研修会 1,950,000

地域女子トレセンコーチ研修会 1,260,000

スポーツ情報提供 育成啓蒙活動 4,000,000

ドーピング検査 JFAドーピングコントロール 59,451,000

国際交流推進スタッフ
育成

アジアサッカー連盟（AFC）への出向 1,660,000

258,962,000

291,962,000

7 社団法人日本プロサッカーリーグ くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

2009JリーグU-14 3,753,000

8 日本女子サッカーリーグ トップ
マネジメント機能強化

等
なでしこリーグ 13,500,000

フリースタイルモーグル国内合宿（１） 742,000

フリースタイルモーグル国内合宿（２） 618,000

フリースタイルモーグルジュニア国内合宿（２） 586,000

ジャンプジュニア国内合宿 481,000

コンバインドジュニア国内合宿（１） 475,000

フリースタイルモーグルジュニア国内合宿（３） 458,000

アルペン男子シニア国内合宿 426,000

コンバインドシニア国内合宿（１） 396,000

フリースタイルモーグルジュニア国内合宿（１） 394,000

コンバインドジュニア国内合宿（２） 370,000

コンバインドシニア国内合宿（２） 369,000

フリースタイルスキークロス国内合宿 280,000

5,595,000

アルペンサマーキャンプ（A） 3,600,000

アルペンオータムキャンプ（A） 4,770,000

8,370,000

クロスカン
トリー

チーム派遣 第1次クロスカントリー遠征 9,000,000

第1次ジャンプ遠征 7,010,000

ジャンプサマーグランプリ遠征 4,230,000

海外合宿 ジャンプオリンピック事前合宿 2,020,000

13,260,000

チーム派遣 第1次コンバインド遠征 6,760,000

6,760,000

フリースタイルサマーキャンプ（モーグル） 5,060,000

フリースタイルオータムキャンプ（モーグル） 5,130,000

フリースタイルサマーキャンプ（スキークロス） 3,810,000

14,000,000

くじ

財団法人日本サッカー協会6

9 財団法人全日本スキー連盟

重点

くじ

基金

指導者養成・活用

ノルディッ
ク複合

小計

海外合宿

チーム派遣

海外合宿

小計

小計

小計

ジャンプ

フリースタ
イル

小計

合計

小計

アルペン

国内合宿
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団体名 区分 事業細目名 事業名 内定額（円）

チーム派遣 第1次スノーボード遠征（ハーフパイプ） 3,480,000

スノーボードサマーキャンプ（ハーフパイプ） 4,370,000

スノーボードサマーキャンプ（アルペン） 2,760,000

スノーボードオータムキャンプ（アルペン） 3,180,000

13,790,000

65,180,000

アルペンコーチセミナー 344,000

アルペンスーパーGトレーニングキャンプ 523,000

クロスカントリーチルドレン夏季強化合宿 348,000

発掘及び育成強化 クロスカントリーチルドレン雪上強化合宿 397,000

フリースタイルスキー・モーグル指導者養成セミナー 1,500,000

ＳＡＪＢ級コーチ養成講習・検定会 600,000

ドーピング検査 平成21年度財団法人全日本スキー連盟　競技会検査 9,350,000

13,062,000

83,837,000

ワールドジュニア女子　アジア・オセアニア予選 526,000

ワールドジュニア男子　アジア・オセアニア予選 526,000

ジュニアフェドカップ　アジア・オセアニア予選 673,000

ジュニアデビスカップ　アジア・オセアニア予選 673,000

2,398,000

発掘及び育成強化 全国９地域ジュニア及び指導者強化合宿の支援事業 1,651,000

指導者養成・活用 ジュニアテニス選手のコンディショニングに関する講習会 553,000

ジュニア選手及びユニバ選手を対象とした戦術・ゲーム分析 1,597,000

強化指定選手を対象とした体力他に関する研究 1,875,000

スポーツ情報提供 ホームページ情報提供事業 4,000,000

ドーピング検査 ドーピング検査事業 8,129,000

17,805,000

20,203,000

基金 チーム派遣 2009年世界ジュニア選手権大会 4,306,000

発掘及び育成強化 U-19天竜合宿 2,124,000

調査研究 安全性の高い普及艇の開発 662,000

ドーピング検査 ドーピング検査事業 6,229,000

マネジメント機能強化 JARAスポーツマネージメント 5,400,000

14,415,000

18,721,000

国内合宿 第9回男子ジュニアワールドカップ事前合宿 1,186,000

第9回男子ジュニアワールドカップ 3,972,000

第2回女子U-18アジアカップ 4,326,000

9,484,000

くじ ドーピング検査 ドーピング検査 6,972,000

16,456,000

12

11

くじ

基金

社団法人日本ホッケー協会

社団法人日本ボート協会

合計

小計

小計

合計

小計

くじ

調査研究

小計

合計

基金 チーム派遣

9 財団法人全日本スキー連盟

チーム派遣

合計

くじ

くじ

重点

10 財団法人日本テニス協会

小計

小計

発掘及び育成強化

小計

スノーボー
ド

海外合宿

指導者養成・活用
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団体名 区分 事業細目名 事業名 内定額（円）

13 ホッケー日本リーグ機構 トップ
マネジメント機能強化

等
高円宮牌2009ホッケー日本リーグ 18,000,000

基金 チーム派遣 AIBAジュニア世界選手権大会 2,534,000

くじ ドーピング検査 ドーピング検査事業 754,000

3,288,000

チーム派遣 2009男子ユース（U19）世界選手権大会 4,738,000

競技会開催（競技）
ミキプルーンスーパカレッジバレー2009
平成21年度第62回秩父宮賜杯・第56回秩父宮妃賜杯
全日本バレーボール大学男女選手権大会

2,000,000

6,738,000

重点 女子 チーム派遣 シニア女子チーム　ヨーロッパ遠征 6,500,000

発掘及び育成強化 中学ブロック長身選手発掘育成合宿 6,234,000

ドーピング検査 ドーピング検査事業 15,186,000

21,420,000

34,658,000

16
有限責任中間法人日本バレーボールリー
グ機構

トップ
マネジメント機能強化

等
Ｖプレミアリーグ（男子・女子） 18,000,000

男子体操／男子ジュニアコントロールテスト合宿 1,886,000

女子体操／女子ジュニアコントロールテスト合宿 1,886,000

海外合宿 男子体操／男子ジュニア海外強化合宿 3,496,000

競技会開催（競技） 2009全日本社会人体操選手権大会 5,000,000

12,268,000

第2回強化合宿 1,251,000

第4回強化合宿 482,000

チーム派遣
第41回世界体操競技選手権ロンドン大会事前合宿兼第41回
世界体操競技選手権ロンドン大会

8,267,000

10,000,000

世界選手権大会 4,882,000

ワールドゲームズ大会 810,000

5,692,000

15,692,000

新体操女子／エリートプレジュニアキャンプ 2,872,000

新体操女子／コーチ研修会 565,000

新体操女子／タレント発掘9ブロックプレジュニア研修会 810,000

新体操女子／推進・連絡委員中央研修会 1,261,000

男子体操／東西ブロック指導者講習会 166,000

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

2009スポーツ健康フェスタ東京 10,000,000

第29回世界新体操選手権大会ドーピング検査 3,060,000

第46回全日本トランポリン選手権大会ドーピング検査 625,000

第62回全日本新体操選手権大会ドーピング検査 481,000

第63回全日本体操競技団体・種目別選手権大会ドーピング検
査

481,000

20,321,000

48,281,000

基金

社団法人日本アマチュアボクシング連盟14

15

合計

国内合宿

小計

小計

合計

くじ

基金

小計

小計

17 財団法人日本体操協会

重点

基金

合計

くじ

財団法人日本バレーボール協会

国内合宿

チーム派遣

発掘及び育成強化

ドーピング検査

小計

小計

小計

トランポリ
ン

体操競技
（男子）
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団体名 区分 事業細目名 事業名 内定額（円）

第1回FIBAアジアU16男子バスケットボール選手権大会 3,850,000

第1回FIBAアジアU16女子バスケットボール選手権大会 3,032,000

第8回FIBA U19女子世界バスケットボール選手権大会 3,642,000

競技会開催（競技） 第5回全日本社会人バスケットボール選手権大会 2,500,000

13,024,000

Ｕ－１５・Ｕ－１８トップエンデバー（競技者育成事業） 8,497,000

Ｕ－１５・Ｕ－１８ブロックエンデバー（競技者発掘事業） 11,531,000

育成強化事業 7,409,000

ドーピング検査 ドーピング検査事業 16,337,000

43,774,000

56,798,000

19 日本バスケットボールリーグ トップ
マネジメント機能強化

等
日本バスケットボールリーグ 18,000,000

20 バスケットボール女子日本リーグ機構 トップ
マネジメント機能強化

等
Ｗリーグ 12,000,000

21 財団法人日本スケート連盟 基金 海外合宿 スピードジュニア特別強化夏季氷上合宿 6,886,000

国内合宿 シニア強化氷上合宿 6,725,000

チーム派遣 ワールドカップ北米大会 7,275,000

14,000,000

2010世界フィギュアスケート選手権大会 5,632,000

2010四大陸選手権大会 3,292,000

2010世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会 3,360,000

ISUグランプリ　トロフィー・エリックボンパール 1,623,000

ISUグランプリ　カップオブロシア 1,848,000

ISUグランプリ　カップオブチャイナ 1,218,000

ISUグランプリ　スケートアメリカ 1,406,000

ISUグランプリ　スケートカナダ 1,833,000

ISUジュニアグランプリ　ハンガリー大会 907,000

ISUジュニアグランプリ　アメリカ大会 930,000

ISUジュニアグランプリ　ポーランド大会 1,578,000

ISUジュニアグランプリ　ベラルーシ大会 1,736,000

ISUジュニアグランプリ　ドイツ大会 742,000

ISUジュニアグランプリ　クロアチア大会 907,000

ISUジュニアグランプリ　トルコ大会 1,668,000

ネーベルホルン杯 1,320,000

30,000,000

ショートトラックワールドカップ欧州地区大会 7,425,000

ショートトラックワールドカップアジア地区大会 6,300,000

13,725,000

57,725,000

18

チーム派遣

発掘及び育成強化

財団法人日本スケート連盟21

小計

小計

フィギュア
チーム派遣

チーム派遣

くじ

重点

基金

ショートト
ラック

スピード

小計

小計

小計

合計

小計

財団法人日本バスケットボール協会
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団体名 区分 事業細目名 事業名 内定額（円）

フィギュアスケート　野辺山新人発掘研修会 8,512,000

有望新人発掘研修会 1,425,000

調査研究 スケート靴開発プロジェクト 1,251,000

ドーピング検査 平成21年度スケート競技会ドーピング検査 14,422,000

25,610,000

90,221,000

チーム派遣 カデット・アジアレスリング選手権大会 6,663,000

競技会開催（競技） 天皇杯平成21年度全日本レスリング選手権大会 7,500,000

平成21年度全日本女子レスリング選手権大会 7,500,000

小計 21,663,000

男子第1次強化合宿 1,405,000

男子第2次強化合宿 2,375,000

男子第3次強化合宿 759,000

男子第4次強化合宿 759,000

男子第5次強化合宿 3,336,000

男子第6次強化合宿 759,000

小計 9,393,000

女子第1次強化合宿 1,561,000

女子第2次強化合宿 1,561,000

女子第3次強化合宿 1,637,000

女子第4次強化合宿 1,830,000

女子第5次強化合宿 1,772,000

女子第6次強化合宿 1,561,000

女子第7次強化合宿 1,165,000

女子第8次強化合宿 1,350,000

女子ワールドカップ 2,325,000

ロシア国際大会 2,143,000

小計 16,905,000

小計 26,298,000

ナショナルトレーニングシステムブロック研修会 11,250,000

ナショナルトレーニングシステム中央研修会（女子） 1,804,000

ナショナルトレーニングシステム中央研修会（男子） 2,673,000

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

ジュニアレスラーのための栄養教育プログラムの実施 654,000

スポーツ情報提供 ジュニアレスラーのためのスポーツ医科学ハンドブック作成 3,317,000

ドーピング検査 ドーピング検査事業 8,170,000

小計 27,868,000

合計 75,829,000

21 財団法人日本スケート連盟

発掘及び育成強化

重点

22 財団法人日本レスリング協会

くじ

小計

合計

国内合宿男子

基金

くじ

女子

国内合宿

チーム派遣

発掘及び育成強化

7



団体名 区分 事業細目名 事業名 内定額（円）

チーム派遣 ４７０ジュニアワールド選手権大会 4,266,000

競技会開催（競技） JSAF和歌山インターナショナルレガッタ２００９ 4,283,000

8,549,000

チーム派遣 スカンディア大会（オリンピックテストイベント） 10,000,000

10,000,000

発掘及び育成強化 有望選手発掘、育成・強化事業 12,834,000

ドーピング検査 競技会検査事業 4,731,000

17,565,000

36,114,000

基金 チーム派遣 サフィールインターナショナル大会 2,239,000

プロツアー中国・韓国オープン大会男子派遣チーム 2,529,000

ワールドチームカップ・プロツアーイングランド・ロシアオープン
大会男子派遣チーム

3,055,000

アジア選手権大会男子派遣チーム 2,411,000

世界ジュニア選手権大会男子派遣チーム 1,954,000

12,188,000

プロツアー中国・韓国オープン大会女子派遣チーム 2,529,000

ワールドチームカップ・プロツアーイングランド・ロシアオープン
大会女子派遣チーム

3,055,000

アジア選手権大会女子派遣チーム 2,411,000

世界ジュニア選手権大会女子派遣チーム 1,954,000

9,949,000

22,137,000

全国ブロック別研修合宿 7,737,000

男子・女子ホープス，カブ選手＋指導者研修合宿 3,345,000

指導者養成・活用 ペンホルダー指導者養成講座 1,112,000

調査研究 卓球ｻｰﾋﾞｽの科学ｻﾎﾟｰﾄに関する実践的研究 1,071,000

ドーピング検査 ドーピング検査事業 9,110,000

22,375,000

46,751,000

ジュニア・トラック世界選手権大会特別強化合宿 855,000

第1回ジュニア・トラック国内強化合宿 1,800,000

第2回ジュニア・トラック国内強化合宿 2,995,000

5,650,000

チーム派遣 ジュニア・トラック世界選手権大会派遣 4,350,000

10,000,000

くじ ドーピング検査 ドーピング検査事業 9,679,000

19,679,000

24 財団法人日本卓球協会

重点

基金

合計

小計

小計

合計

財団法人日本自転車競技連盟25

重点

国内合宿

発掘及び育成強化

男子

くじ

小計

小計

重点

チーム派遣

小計

チーム派遣

小計

女子

23

合計

小計

財団法人日本セーリング連盟

くじ

小計

小計

トラック
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団体名 区分 事業細目名 事業名 内定額（円）

チーム派遣 2009年世界ジュニア選手権大会 5,660,000

競技会開催（競技） 2009年全日本選手権大会 1,700,000

7,360,000

2009年世界選手権大会候補合宿（1） 1,815,000

2010年世界選手権大会候補合宿 1,969,000

3,784,000

チーム派遣 2009年世界選手権大会女子派遣 2,716,000

6,500,000

発掘及び育成強化 平成２１年度ジュニア研修合宿 7,820,000

ドーピング検査 ドーピング検査事業 6,047,000

13,867,000

27,727,000

基金 チーム派遣 第3回女子ユースアジア選手権 5,871,000

発掘及び育成強化 ナショナルトレーニングシステム（ＮＴＳ） 35,267,000

ドーピング検査 ドーピング検査事業 10,976,000

46,243,000

52,114,000

28 日本ハンドボールリーグ機構 トップ
マネジメント機能強化

等
日本ハンドボールリーグ 12,000,000

基金 海外合宿 ジュニア・ヤングライダー総合馬術海外強化合宿 1,990,000

発掘及び育成強化 ヤングライダー育成強化及び発掘 2,377,000

指導者養成・活用 指導者養成講習会 1,004,000

ドーピング検査 ドーピング検査事業 4,994,000

8,375,000

10,365,000

チーム派遣 2009年世界ジュニア・カデ選手権 12,000,000

競技会開催（競技） 2009高円宮牌ワールドカップ大会 10,000,000

22,000,000

重点 － 国内合宿 2009世界選手権直前強化合宿 8,000,000

ブロック別競技者育成（ＮＡＶI2009） 8,000,000

ミニム・チャレンジ事業 1,110,000

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

クラブ交流スポーツ教室 610,000

調査研究 フェンシング競技者の基礎的トレーニングの調査 928,000

ドーピング検査 ドーピング検査事業 2,506,000

13,154,000

43,154,000

30 社団法人日本フェンシング協会

女子

小計

合計

基金

合計

小計

重点

小計

くじ

くじ

小計

発掘及び育成強化

国内合宿

くじ

くじ

小計

合計

小計

小計

小計

基金

社団法人日本ウエイトリフティング協会

くじ

26

27

29

財団法人日本ハンドボール協会

社団法人日本馬術連盟

合計
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団体名 区分 事業細目名 事業名 内定額（円）

世界ジュニア選手権大会 8,390,000

世界カデ選手権大会 10,110,000

18,500,000

グランドスラム・パリ 5,187,000

グランプリ・ハンブルグ 5,232,000

ワールドカップ・ウィーン 2,577,000

ベルギー国際大会 2,402,000

グランプリ・チュニス 2,987,000

グランドスラム・モスクワ 5,365,000

グランプリ・北京 1,250,000

25,000,000

グランドスラム・パリ 4,619,000

グランプリ・ハンブルグ 5,479,000

ワールドカップ・ブタペスト 5,303,000

ベルギー国際大会・フランス合宿 8,829,000

24,230,000

49,230,000

発掘及び育成強化 全国少年競技者育成事業 25,860,000

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

柔道教室 1,189,000

指導者養成・活用 「安全指導」講習会 903,000

調査研究 映像・情報戦略活動 2,080,000

ドーピング検査 ドーピング検査事業 17,783,000

47,815,000

115,545,000

国内合宿 女子第２次国内強化合宿 2,105,000

チーム派遣 女子Ｕ１６ユースワールドカップ大会 6,675,000

海外合宿 女子第１次海外強化合宿 6,220,000

15,000,000

トップ
マネジメント機能強化

等
日本女子ソフトボールリーグ 6,000,000

発掘及び育成強化 全国女子ｼﾞｭﾆｱ育成中央研修会 6,642,000

ドーピング検査 ドーピング検査事業 4,641,000

11,283,000

32,283,000

小計

小計

チーム派遣

くじ

チーム派遣

基金

基金

重点

31

32

小計

小計

小計

チーム派遣

小計

くじ

財団法人全日本柔道連盟

財団法人日本ソフトボール協会

合計

合計

小計

女子

男子
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団体名 区分 事業細目名 事業名 内定額（円）

スティルマンカップ２００９ 1,950,000

世界選手権２００９ 2,517,000

4,467,000

チャイニーズタイペイオープン2009 2,067,000

アジアジュニア選手権大会2009 2,595,000

世界ジュニア選手権大会2009 1,838,000

6,500,000

くじ ドーピング検査 ドーピング検査事業 8,428,000

19,395,000

国内合宿 高校ジュニア育成合宿 413,000

チーム招待 日韓高等学校射撃大会 1,542,000

1,955,000

発掘及び育成強化 ジュニア8ブロック強化合宿 2,148,000

ドーピング検査 ドーピング競技会検査（５大会） 3,455,000

5,603,000

7,558,000

海外合宿 第1回バイアスロン海外合宿 3,608,000

競技会開催（競技） 第6回アジアバイアスロン選手権大会 7,930,000

11,538,000

ビアスレ＆シューティング講習会、及び大会開催 3,024,000

ミニバイアスロン競技講習会・大会の実施 1,929,000

ドーピング検査 ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ検査事業 1,127,000

6,080,000

17,618,000

世界カヌースプリントジュニア選手権大会 6,580,000

スラロームジュニアジャーマンオープン・スロバキアオープン派
遣

2,680,000

競技会開催（競技） 2010カヌースプリント海外派遣選手選考会 5,000,000

14,260,000

公式ホームページによる情報提供 336,000

機関誌「ＣＡＮＯＥ」の発行 1,538,000

ドーピング検査 ドーピング検査事業 7,365,000

9,239,000

23,499,000

小計

小計

合計

小計

合計

小計

社団法人日本ライフル射撃協会

くじ

基金

社団法人日本カヌー連盟

くじ

基金

社団法人日本近代五種・バイアスロン連
合

くじ

36

合計

小計

重点 チーム派遣－

35

34

33

チーム派遣

スポーツ情報提供

小計

小計

合計

チーム派遣

発掘及び育成強化

基金

財団法人日本バドミントン協会

小計

基金
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団体名 区分 事業細目名 事業名 内定額（円）

第11回世界ユース選手権大会強化合宿 1,464,000

第25回ユニバーシアード強化合宿 558,000

ジュニアナショナルチーム強化合宿 742,000

チーム派遣 第11回世界ユース選手権大会チーム 5,325,000

競技会開催（競技） 第19回全日本室内アーチェリー選手権大会 1,000,000

9,089,000

第3回ワールドカップ（トルコ・アンタリア） 3,719,000

第45回世界選手権（韓国・蔚山） 2,696,000

第16回アジア選手権（インドネシア・バリ） 2,589,000

第4回ワールドカップ（中国・上海） 996,000

10,000,000

くじ ドーピング検査 ドーピング検査事業 3,577,000

22,666,000

女子代表候補合宿 1,800,000

U16男子選抜合宿 1,600,000

女子ユース合宿 1,900,000

U20強化育成合宿 1,900,000

7,200,000

トップ
マネジメント機能強化

等
アジアリーグアイスホッケー 18,000,000

くじ ドーピング検査 ドーピング検査事業 1,049,000

26,249,000

基金 競技会開催（競技） 2009年アジアクレー射撃選手権大会 10,000,000

第7回強化合宿 1,500,000

第8回強化合宿 1,500,000

第9回強化合宿 1,500,000

第10回強化合宿 1,500,000

6,000,000

発掘及び育成強化 平成21年度クレー射撃指導者育成講習会 6,112,000

ドーピング検査 ドーピング検査事業 5,400,000

11,512,000

27,512,000

38 財団法人日本アイスホッケー連盟

基金

基金

37

39
小計

－

合計

国内合宿

国内合宿

小計

合計

社団法人日本クレー射撃協会

くじ

重点

国内合宿

国内合宿

チーム派遣

小計

ー

社団法人全日本アーチェリー連盟

重点

基金

小計

小計

合計
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団体名 区分 事業細目名 事業名 内定額（円）

スケルトン国内強化合宿　第2回 1,358,000

第3回　男子・女子ボブスレー国内強化合宿 1,512,000

リュージュ強化合宿（一般・ジュニア強化指定選手） 1,153,000

海外遠征代表男子・女子ボブスレー強化合宿 838,000

スケルトン国内強化合宿　第3回 919,000

ジュニア男子・女子ボブスレー国内強化合宿 594,000

スケルトン国内強化合宿　第4回 594,000

リュージュジュニア海外強化合宿 3,261,000

スケルトン第1回海外強化合宿 3,176,000

ジュニア男子・女子海外ボブスレースクール 1,595,000

2009-2010全日本ボブスレー・スケルトン選手権大会 1,700,000

第43回全日本リュージュ選手権大会 1,300,000

18,000,000

くじ ドーピング検査 ドーピング検査事業 518,000

18,518,000

第1回日本代表候補選手強化合宿 2,403,000

第3回日本代表候補選手強化合宿 2,403,000

BFA第8回AAAアジア選手権 5,168,000

IBAF第14回AA世界選手権 1,500,000

11,474,000

スポーツ情報提供 インターネットホームページ 2,000,000

ドーピング検査 ドーピング検査事業 4,194,000

6,194,000

17,668,000

海外合宿 ジュニアチーム海外強化合宿 5,000,000

競技会開催（競技） 第6回（2010）パシフィックジュニアカーリング選手権大会 2,000,000

7,000,000

重点 女子 海外合宿 女子強化指定チーム秋季海外強化合宿 9,000,000

くじ ドーピング検査 ドーピング検査事業 3,489,000

19,489,000

基金 競技会開催（競技） 第15回みやぎ国際トライアスロン仙台ベイ七ヶ浜大会 3,500,000

ドーピング検査 ドーピング検査事業 6,114,000

国際競技大会開催 2009ﾄﾗｲｱｽﾛﾝﾜｰﾙﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟｼﾘｰｽﾞ横浜大会 28,384,000

34,498,000

37,998,000

44 社団法人全日本テコンドー協会 くじ ドーピング検査 アンチ・ドーピング活動推進事業 645,000

42 社団法人日本カーリング協会

合計

日本ボブスレー・リュージュ連盟

社団法人日本トライアスロン連合 くじ

基金

43

41

40

海外合宿

競技会開催（競技）

全日本アマチュア野球連盟

くじ

基金

基金

合計

小計

小計

合計

小計

チーム派遣

小計

小計

国内合宿

合計

国内合宿
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団体名 区分 事業細目名 事業名 内定額（円）

女子全日本アンダーチーム合同合宿 3,845,000

男子全日本アンダーチーム合同合宿 3,845,000

第8回チャイニーズカップ選抜チーム 1,663,000

第5回バイカル杯国際大会選抜チーム 1,753,000

第6回ハンガリー国際大会選抜チーム 2,398,000

第7回中山杯国際大会選抜チーム 422,000

第64回全日本ソフトテニス選手権大会 2,253,000

第1回国際ジュニアソフトテニス大会 7,235,000

23,414,000

発掘及び育成強化
競技者育成プログラムStep-3(Step-4出場選手選考会兼強化
合宿）

34,128,000

ドーピング検査 ドーピング検査事業 5,082,000

39,210,000

62,624,000

トップ
マネジメント機能強化

等
ジャパンラグビートップリーグ 27,000,000

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

レガシープログラム 4,328,000

スポーツ情報提供 ラグビーハンドブック 3,333,000

指導者養成・活用
（タグラグビー）小学校の先生方を指導者として養成するプロ
グラム

2,339,000

ドーピング検査 ドーピング検査事業 32,635,000

国際競技大会開催 IRBジュニアワールドチャンピオンシップ 131,585,000

174,220,000

201,220,000

基金 競技会開催（競技） 高松宮賜杯第53回全日本軟式野球大会（2部） 3,000,000

くじ ドーピング検査 ドーピング検査事業 990,000

3,990,000

発掘及び育成強化 地域における有望選手発掘のためのジュニア合宿 2,392,000

ドーピング検査 ドーピング検査事業 1,725,000

4,117,000

国内合宿 2009年度第1回国内強化合宿 1,619,000

チーム派遣 ワールドゲームズ2009・高雄　日本選手団派遣 858,000

2,477,000

基金 競技会開催（競技） 天皇杯第58回全日本相撲選手権大会 1,500,000

くじ ドーピング検査 ドーピング検査事業 11,208,000

12,708,000

51 財団法人全日本弓道連盟 基金 競技会開催（競技） 第28回全国高等学校弓道選抜大会 4,000,000

52 財団法人全日本剣道連盟 くじ ドーピング検査 ドーピング検査事業 1,044,000

国内合宿 第4回選手強化国内合宿 2,690,000

海外合宿 選手強化海外合宿 2,780,000

5,470,000

くじ ドーピング検査 ドーピング検査事業 706,000

6,176,000

54 社団法人全日本銃剣道連盟 基金 競技会開催（競技） 第53回全日本銃剣道優勝大会 1,000,000

46

財団法人日本ソフトテニス連盟

くじ

合計

小計

基金

合計

くじ

50

財団法人全日本空手道連盟53

49

45

47

48

合計

財団法人日本ラグビーフットボール協会

社団法人日本武術太極拳連盟

合計

財団法人日本相撲連盟

基金

小計

小計

競技会開催（競技）

基金

合計

財団法人全日本軟式野球連盟

財団法人全日本ボウリング協会

合計

小計

合計

国内合宿

チーム派遣

くじ
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団体名 区分 事業細目名 事業名 内定額（円）

55 財団法人全日本なぎなた連盟 基金 競技会開催（競技） 皇后杯第54回全日本なぎなた選手権大会 1,519,000

56 社団法人日本綱引連盟 くじ ドーピング検査 ドーピング検査事業 583,000

57 社団法人日本トランポリン協会 基金 国内合宿 全日本強化合宿 1,661,000

第27回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 5,000,000

第41回全日本大学駅伝対校選手権大会 5,000,000

第7回全日本大学女子選抜駅伝競走 5,000,000

15,000,000

59 一般財団法人日本ゴルフ協会 くじ ドーピング検査 ドーピング検査事業 3,899,000

年刊会報誌 3,333,000

インターネットホームページ 1,600,000

月刊会報誌 800,000

5,733,000

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

ドリームサッカー 604,000

指導者養成・活用 スノーケリング指導者講習会 2,941,000

3,545,000

ドーピング分析機器整備事業 684,382,000

競技会検査 4,525,000

競技者及び競技者支援要員向け教育啓発活動 69,759,000

国際会議派遣事業 14,065,000

772,731,000

中高老年期運動指導士資格認定講習会（東日本地区） 750,000

中高老年期運動指導士資格認定講習会（西日本地区） 1,000,000

1,750,000

65 財団法人日本ボールルームダンス連盟 くじ ドーピング検査 ドーピング検査事業 866,000

66
財団法人日本モーターサイクルスポーツ
協会

くじ ドーピング検査 ドーピング検査事業 2,151,000

第１回台北デフリンピック強化合宿 320,000

2009年度第1回日本ろう者男子代表国内強化合宿 1,376,000

2009年度第1回日本ろう者女子代表国内強化合宿 1,376,000

第２回台北デフリンピック強化合宿 320,000

2009年度第2回日本ろう者男子代表国内強化合宿 1,376,000

2009年度第2回日本ろう者女子代表国内強化合宿 1,376,000

第３回台北デフリンピック強化合宿 320,000

2009年度第3回日本ろう者男子代表国内強化合宿 1,376,000

2009年度第3回日本ろう者女子代表国内強化合宿 1,376,000

第４回台北デフリンピック強化合宿 320,000

INAS-FIDアルペンスキー白馬合宿 1,174,000

67 財団法人日本障害者スポーツ協会

社団法人日本学生陸上競技連合58

60

61

63

64

財団法人日本アンチ・ドーピング機構

財団法人社会スポーツセンター

競技会開催（競技）

指導者養成・活用

くじ

国内合宿

国内合宿

財団法人日本スポーツクラブ協会

合計

くじ

合計

財団法人日本野球連盟

基金

ドーピング検査

スポーツ情報提供

合計

合計

合計

くじ

基金

くじ
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団体名 区分 事業細目名 事業名 内定額（円）

障害者アルペンスキーヨーロッパカップ派遣 3,733,000

メリノマスター2009派遣 3,340,000

アメリカNAGA Championship派遣 1,100,000

インターナショナル車いすダンススポーツ競技会（台湾大会） 1,756,000

インターナショナル車いすダンススポーツ競技会（韓国大会） 1,376,000

国際親善試合男女派遣（韓国） 1,973,000

インターナショナル車いすダンススポーツ競技会（中国大会） 812,000

チーム招待 インターナショナル車いすダンススポーツ競技会（日本大会） 5,200,000

競技会開催（競技） 第3回IBSA視覚障害者サッカーアジア選手権大会 10,000,000

第11回全日本身体障害者野球選手権大会 1,000,000

第15回日本電動車椅子サッカー選手権大会 1,452,000

第9回ＣＰサッカー全日本選手権大会 1,000,000

第14回日本障害者オープンゴルフ選手権 1,000,000

第12回日本知的障害者水泳短水路大会 1,748,000

2009FIDジャパン・チャンピオンシップ卓球大会 1,000,000

47,200,000

スポーツ情報提供 「ジャパンパランピックデイ2009イン東京」 10,000,000

ドーピング検査 ドーピング検査事業 5,584,000

15,584,000

62,784,000

68 財団法人健康・体力づくり事業財団 くじ 調査研究 スポーツ・運動指導者に対するニーズ調査 2,000,000

69 社団法人日本アメリカンフットボール協会 くじ ドーピング検査 ドーピング検査事業 1,456,000

70 社団法人日本ウオーキング協会 くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

第２回ピースウオークひろしまツーデー 1,048,000

71 社団法人日本エアロビック連盟 くじ スポーツ情報提供 社団法人日本エアロビック連盟公式ホームページ全面改定 1,333,000

72 社団法人日本オリエンテーリング協会 くじ ドーピング検査 ドーピング検査事業 1,038,000

指導者養成・活用 ２級普及指導員養成講習会 3,500,000

スポーツ情報提供 機関紙「グラウンド・ゴルフだより」の発行 6,500,000

10,000,000

74 社団法人日本スカッシュ協会 くじ ドーピング検査 ドーピング検査事業 647,000

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

横浜開港１５０周年ヨコハマから世界へ 600,000

スポーツ情報提供 スポーツチャンバラ技術情報提供 4,000,000

4,600,000

76 社団法人日本ダンススポーツ連盟 くじ ドーピング検査 ドーピング検査事業 3,510,000

基金 チーム派遣 第5回チアリーディング世界選手権ドイツブレーメン大会 10,000,000

合計 10,000,000

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

地域ネイチャーゲーム教室 4,000,000

指導者養成・活用 地域ネイチャーゲームセミナー 2,690,000

調査研究 ネイチャーゲーム調査研究事業 896,000

スポーツ情報提供 ネイチャーゲーム情報提供事業 2,400,000

合計 9,986,000

79 社団法人日本パワーリフティング協会 くじ ドーピング検査 ドーピング検査事業 5,592,000

合計

小計

合計

67

75

財団法人日本障害者スポーツ協会

社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会

社団法人日本チアリーディング協会

社団法人日本スポーツチャンバラ協会

社団法人日本ネイチャーゲーム協会

73

78

77

チーム派遣

くじ

合計

競技会開催（競技）

小計

基金

くじ

くじ

くじ
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団体名 区分 事業細目名 事業名 内定額（円）

80 社団法人日本ビリヤード協会 くじ ドーピング検査 競技会検査（ビリヤード） 715,000

基金 競技会開催（競技）
第4回全国高等学校・JOCジュニアオリンピックカップ第21回
ジュニアボディビル選手権大会

1,060,000

くじ ドーピング検査 ドーピング検査事業 6,030,000

合計 7,090,000

基金 海外合宿 スポーツクライミングオーストリア合宿2010 2,800,000

スポーツクライミング競技者育成指導者研修会 1,100,000

山岳遭難救助指導者養成講習会 2,000,000

ドーピング検査 ドーピング検査事業 1,828,000

4,928,000

合計 7,728,000

83 社団法人日本スポーツ吹矢協会 くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

障がい者スポーツ吹矢競技会事業 600,000

84
社団法人国際空手道連盟極真会館全日
本極真連合会

くじ ドーピング検査 ドーピング検査事業 2,165,000

85 社団法人日本滑空協会 くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

安全飛行大会2009 1,202,000

スポーツ乗馬教室 1,330,000

ハナミズキ大会(5/5～6) 825,000

オータムホースショー(9/22～23) 825,000

ハナミズキ大会(5/30～31) 958,000

クリスマスホースショー(12/5～6) 958,000

フレンドシップホースショー(11/22～23) 958,000

合計 5,854,000

87 一般財団法人日本スポーツ仲裁機構 くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

第6回スポーツ仲裁シンポジウム 2,000,000

89 財団法人福島県体育協会 くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

うつくしまスポーツキッズ発掘事業 2,099,000

90 財団法人千葉県体育協会 くじ スポーツ情報提供 普及広報事業 630,000

91 財団法人長野県体育協会 くじ スポーツ情報提供 「県体協だより」「たいきょう長野」発刊事業 1,148,000

指導者養成・活用 スポーツリーダーバンク登録指導者派遣事業 666,000

スポーツ情報提供 広報事業 500,000

合計 1,166,000

93 財団法人兵庫県体育協会 くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

ひょうごジュニア・スポーツアカデミー事業 3,000,000

94 財団法人岡山県体育協会 くじ スポーツ情報提供 岡山県スポーツ情報提供事業 1,422,000

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

愛媛県スポーツ少年大会 1,200,000

スポーツ情報提供 ホームページ情報提供 540,000

合計 1,740,000

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

ユースセーリングクリニック 854,000

スポーツ情報提供 「体協時報」作成事業 298,000

合計 1,152,000

97 財団法人島根県体育協会 くじ 調査研究 国体候補選手医科学サポート事業 600,000

92

財団法人愛媛県体育協会

財団法人佐賀県体育協会

社団法人日本ボディビル連盟81

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

86 社団法人神戸乗馬倶楽部
くじ

くじ

くじ

くじ

95

96

社団法人日本山岳協会

財団法人岐阜県体育協会

82

小計

指導者養成・活用

くじ
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団体名 区分 事業細目名 事業名 内定額（円）

プロスポーツチームとの交流事業 1,660,000

ヨコハマ・スポーツ・ヴィレッジ 918,000

各区対抗　グラウンドゴルフ・ペタンク大会 640,000

横浜スポーツ情報サイト「ハマスポどっとコム」管理運営事業 4,211,000

スポーツ情報誌「ＳＰＯＲＴＳよこはま」発行 2,510,000

合計 9,939,000

99 財団法人豊田市体育協会 基金 競技会開催（競技）
平成21年度日本カヌーワイルドウォーター選手権大会
2009スラロームジャパンカップ最終戦
平成21年度日本カヌースラローム選手権大会

1,800,000

100 財団法人宮崎市体育協会 くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

スポーツゲームズin宮崎 694,000

ニュースポーツセミナー 696,000

東京都レクリエーション研究大会 604,000

指導者養成・活用 レクリエーションインストラクター養成講習会 712,000

合計 2,012,000

102 社団法人新潟県レクリエーション協会 くじ スポーツ情報提供 情報誌「ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝにいがた」 712,000

103 長野県レクリエーション協会 くじ スポーツ情報提供 会報「レクながの」（季刊） 1,065,000

104 京都府レクリエーション協会 くじ 指導者養成・活用
高齢者・障がい者ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動を支援する指導者育
成

660,000

105 大分県レクリエーション協会 くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

大分県レクリエーション大会inさいき（兼ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ） 1,130,000

ニュースポーツ・フェスティバル2009 500,000

遊びフェスタ2009inUMINAKA 500,000

秋の収穫祭in今宿 500,000

バラエティキッズスポーツ 500,000

合計 2,000,000

107 群馬県レクリエーション協会 くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

第38回群馬県レクリエーション大会 700,000

108 千葉県レクリエーション協会 くじ 指導者養成・活用 高齢者障害者のスポレク活動を支援する指導者育成 581,000

109 財団法人石川県レクリエーション協会 くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

石川県レクリエーション大会 624,000

110 岡山県レクリエーション協会 くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

スポ・レク　IN　OKAYAMA　2009 600,000

111 財団法人中標津町文化ｽﾎﾟｰﾂ振興財団 くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

中標津町制施行60年記念事業　第1回 なかしべつ330°開陽
台ﾏﾗｿﾝ

3,028,000

112 財団法人北海道陸上競技協会 くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

ジュニアグランプリ大会（陸上競技) 1,000,000

113 財団法人北海道サッカー協会 くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

２００９北海道国際ユースサッカー大会 3,208,000

114 財団法人福島県サッカー協会 くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

キッズエリート養成プログラム 1,713,000

115 財団法人愛知県サッカー協会 くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

第１０回豊田国際ユースサッカー大会 8,913,000

116 財団法人福岡県スポーツ振興公社 くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

福岡県タレント発掘事業 4,000,000

キッズ巡回指導 3,109,000

キッズサッカーフェスティバル 680,000

合計 3,789,000

浜田チャレンジサッカーフェスティバル 688,000

幼児年代スポーツ普及事業 1,378,000

松江レディースジョギング教室 1,200,000

指導者養成・活用 幼児年代スポーツ普及事業 599,000

合計 3,865,000

社団法人岩手県サッカー協会117

くじ

くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

98

101

社団法人島根県サッカー協会

社団法人東京都レクリエーション協会

特定非営利活動法人福岡県レクリエー
ション協会

財団法人横浜市体育協会

118

106

くじ

くじ

くじ

スポーツ情報提供

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

18



団体名 区分 事業細目名 事業名 内定額（円）

U-10キッズサッカーフェスティバル 610,000

2009KFAキッズサッカー交流会 870,000

シニア年代活性化支援事業 830,000

2009キッズサッカーサマーキャンプ 720,000

公認C級コーチ養成講習会 660,000

キッズ巡回指導 1,140,000

スポーツ情報提供 普及促進ホームページの新規制作 1,040,000

合計 5,870,000

120 社団法人鹿児島県サッカー協会 くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

鹿児島県フットサルフェスタ 1,333,000

121
特定非営利活動法人生涯スポーツ振興
会

くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

子どものスキー教室 2,000,000

122 特定非営利活動法人かながわクラブ くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

スポーツ教室の開催 2,000,000

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

みかわ21サッカー塾 1,493,000

指導者養成・活用 鶴岡地区サッカー協会３種トレーニングセンター指導者派遣 500,000

合計 1,993,000

第１１回かながわ小学生・親子ふれあいティーボール大会 600,000

第１５回神奈川オープンふれあいティーボール大会 600,000

合計 1,200,000

125 特定非営利活動法人ヨットエイドジャパン くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

障害者セーリング競技力向上大会 1,260,000

ジュニアバレーボール教室、SSC谷原アルファ杯 650,000

ジュニア　スキー教室 600,000

練馬ジュニアレスリング大会 700,000

合計 1,950,000

127
特定非営利活動法人留学生スポーツ交
流協会

くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

第21回留学生秋のスポーツフェア 710,000

主婦層、中高齢者向け運動プログラム提供事業 1,400,000

放課後遊び場教室事業 600,000

合計 2,000,000

129
特定非営利活動法人田主丸カル・スポク
ラブ

くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

カル・スポキッズサッカースクール 650,000

130
特定非営利活動法人香川県レクリエー
ション協会

くじ スポーツ情報提供 広報誌発行事業 387,000

131 特定非営利活動法人羽幌町体育協会 くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

totoスポーツ教室「全日本選手からバレーボールを学ぼう」 1,234,000

133
特定非営利活動法人ひとよしフットボール
クラブ

くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

３県交流ひとよしグリーンサッカーフェスタ 600,000

134
特定非営利活動法人日本バドミントン指
導者連盟

くじ 調査研究 ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝﾌﾟﾚｰﾔｰの体力指標と評価支援システムの作成 919,000

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

第11回岐阜県レクリエーション・フェスティバルin長良公園 830,000

指導者養成・活用
高齢者･障害者のｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動を支援する指導者育
成

770,000

スポーツ情報提供 広報誌「ＧＩＦＵ ＲＥＣ」の発行及び提供 396,000

合計 1,996,000

136
特定非営利活動法人いび川ソフトボール
協会

くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

Jr.ソフトボール　グロウアッププロジェクト 1,000,000

137
特定非営利活動法人日本モータースポー
ツ推進機構

くじ スポーツ情報提供 公式ホームページ及びプログラム、ポスター、会報誌の制作 2,000,000

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

シュータススポーツクリニック（スクール） 600,000

指導者養成・活用 シュータススポーツクリニック（指導者派遣） 466,000

スポーツ情報提供 シュータスＷＥＢの配信 266,000

合計 1,332,000

特定非営利活動法人岐阜県レクリエー
ション協会

135

特定非営利活動法人シュータススポーツ
ラボラトリ

138

特定非営利活動法人スポーツみかわ二
十一世紀

特定非営利活動法人ＳＳＣ谷原アルファ

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

指導者養成・活用

くじ

123

社団法人熊本県サッカー協会

くじ

128

126

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

くじ

くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

くじ

くじ

くじ

特定非営利活動法人日本ティーボール協
会神奈川県連盟

特定非営利活動法人クラブレッツ

119

124
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団体名 区分 事業細目名 事業名 内定額（円）

139
特定非営利活動法人富山スポーツコミュ
ニケーションズ

くじ スポーツ情報提供 スポーツお役立ち！｢すぽまぐ＠富山（あっとやま）」 2,000,000

140
特定非営利活動法人FC岐阜スティックル
バック

くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

ICスポーツスクール 1,028,000

武蔵野ミニサッカー・チャンピオンシップ 661,000

「地域に根ざしたスポーツクラブを考える」講演会 700,000

武蔵野サッカーC級ライセンス取得講習会 320,000

武蔵野コーチングセミナー 316,000

合計 1,997,000

142 特定非営利活動法人クラブ・ドラゴンズ くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

ドラゴンズラグビークラブＵ-12・Ｕ-15 600,000

143
特定非営利活動法人健康づくりサポート
東北２１

くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

マスターズ水泳アスリート養成クリニック 1,020,000

144 特定非営利活動法人京卓ジュニア くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

京卓ジュニアクラブ 2,000,000

146
特定非営利活動法人奈良県レクリエー
ション協会

くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

奈良県レクリエーション大会 1,073,000

147
特定非営利活動法人杉並フットボールク
ラブ

くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

創立30周年記念　ＳＦＣ杯サッカー大会 668,000

148
特定非営利活動法人アウルフットボール
クラブ

くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

アウルサッカー教室 1,126,000

149 特定非営利活動法人ＳＴＡＮＤ くじ スポーツ情報提供 障害者スポーツサイト　アスリート・ビレッジ　コンテンツ制作 2,000,000

151 特定非営利活動法人TEAM　i くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

プリンスカップ2010　Ｕ１４東日本男子バレーボール交流大会 700,000

沖縄北谷ビーチサッカー普及事業 600,000

福岡シーサイドももちビーチサッカー普及事業 600,000

指導者養成・活用 ビーチサッカー教育プログラム 466,000

合計 1,666,000

154
特定非営利活動法人徳島県レクリエー
ション協会

くじ 指導者養成・活用 高齢者のためのレクリエーション楽園 580,000

くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

関東オープンフィンスイミング大会 950,000

指導者養成・活用 フィンスイミング指導者養成講習 1,050,000

ドーピング検査 第21回フィンスイミング日本選手権大会 662,000

合計 2,662,000

156
特定非営利活動法人熊本県キッズサッ
カー協議会

くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

Ａｕｔｕｍｎキッズ・ジュニアサッカーフェスティバル 2,000,000

157 特定非営利活動法人クレール くじ 指導者養成・活用 地域活性化に携わる健康づくり運動員育成事業 546,000

158 特定非営利活動法人青竜スポーツクラブ くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

青竜体操クラブ 1,300,000

159
特定非営利活動法人マリゾンビーチス
ポーツクラブ

くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

ビーチスポーツフェスタ09 1,613,000

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

サッカー教室・浜名湖カップサッカー大会 668,000

指導者養成・活用 スポーツ指導者講習会 466,000

調査研究 世界調査プロジェクト 600,000

スポーツ情報提供 スポーツ情報の提供 266,000

合計 2,000,000

161
特定非営利活動法人国際スポーツ推進
機構

くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

キッズスポーツ教室 2,000,000

162
特定非営利活動法人日本オリンピアンズ
協会

くじ スポーツ情報提供 ニュースレターの発行 2,000,000

163
特定非営利活動法人かがみスポーツクラ
ブ

くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

ＫＳＣフットサルクリニック 1,208,000

164
特定非営利活動法人全世界空手道連盟
新極真会

くじ ドーピング検査 ドーピング検査事業 1,795,000

165
特定非営利活動法人バレーボール・モン
トリオール会

くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

スポーツ教室 652,000

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

テディクラブサッカースクール事業 1,060,000

調査研究 テディクラブ サッカー県外遠征事業 940,000

合計 2,000,000

152

特定非営利活動法人湖西FC160

特定非営利活動法人ジーニアスニイガタ166

155

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

指導者養成・活用

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

くじ

くじ

くじ

くじ

くじ
特定非営利活動法人武蔵野スポーツクラ
ブ

特定非営利活動法人JAPANビーチサッ
カーネットワーク

特定非営利活動法人日本水中スポーツ
連盟

141
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団体名 区分 事業細目名 事業名 内定額（円）

168
特定非営利活動法人日本ビーチクラブ連
盟

くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

THE BEACH 2,000,000

169
特定非営利活動法人日本盲人マラソン協
会

くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

第27回JBMAマラソン東京大会 1,546,000

170
特定非営利活動法人雪合戦インターナ
ショナル

くじ スポーツ情報提供 スポーツ雪合戦専門テレビ番組制作・放映事業 2,000,000

ジュニアサッカーチャレンジカップinNAKATSUE 990,000

Gパークジュニアユースフェスティバル 759,000

合計 1,749,000

172
特定非営利活動法人湘南ベルマーレス
ポーツクラブ

くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

ベルマーレスポーツ教室の開催 2,000,000

175
特定非営利活動法人スポーツネットワー
クジャパン

くじ スポーツ情報提供 無料スポーツ総合誌発行 2,000,000

176
特定非営利活動法人ソレイユ・ヴェルプッ
ト

くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

ソレイユフェスティバル 600,000

ＬＩＧＵＥ　ＡＺＵＲ 614,000

アズヴェールジュニアフットサルリーグ 910,000

合計 1,524,000

178
特定非営利活動法人日本ティーボール協
会

くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

第11回関東健康福祉ティーボール選手権大会 639,000

179
特定非営利活動法人横須賀シーガルズ・
スポーツクラブ

くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

サッカー教室開催事業 2,000,000

180 特定非営利活動法人空手道道場会 くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

第35回NPO法人日本空手道道場会選手権大会 2,000,000

181
特定非営利活動法人全日本ｱﾏﾁｭｱｴｱﾛﾋﾞ
ｸｽ連盟

基金 チーム派遣 第5回「日中韓エアロビクス選手権大会」 1,500,000

182
特定非営利活動法人地域スポーツ倶楽
部・ピボットフット

くじ
スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

H21年度ピボットフットスポーツ教室事業 600,000

「広報誌」の発行 1,000,000

HPリニューアル及び運営 1,000,000

合計 2,000,000

ホームページのリニューアル 1,040,000

フライングディスク競技10種紹介DVD作成 800,000

合計 1,840,000

基金 競技会開催（競技） 第39回全国障害者スキー大会 1,565,000

くじ スポーツ情報提供 障害者スキー広報事業 2,000,000

合計 3,565,000

186 日本トップリーグ連携機構 トップ
マネジメント機能強化

等
トップリーグ支援 7,000,000

アジア競技大会参加候補選手強化合宿 1,100,000

キングスカップ参加候補選手強化合宿 683,000

チーム派遣 キングスカップ大会派遣 2,140,000

合計 3,923,000

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

タッチラグビーサマーキャンプ 663,000

指導者養成・活用 レフリー、指導者講習会 947,000

合計 1,610,000

190 日本キンボール連盟 くじ 指導者養成・活用 第1回ジュニア対象指導者キンボールワークショップ 471,000

191 日本ディスクゴルフ協会 くじ スポーツ情報提供 日本ディスクゴルフ協会リーフレット作成・配布 390,000

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

白馬チャレンジ（マウンテンバイク大会） 3,200,000

指導者養成・活用 平成２１年度普及・指導者養成講座（マウンテンバイク） 1,000,000

スポーツ情報提供 インターネット情報提供　マウンテンバイク 1,000,000

合計 5,200,000

日本セパタクロー協会187

日本マウンテンバイク協会192

特定非営利活動法人アズヴェール藤沢ス
ポーツクラブ

177

特定非営利活動法人日本スポーツ芸術
協会

特定非営利活動法人日本フライングディ
スク協会

184

特定非営利活動法人ブレイズ熊本171

スポーツ情報提供

スポーツ情報提供

特定非営利活動法人日本障害者スキー
連盟

ジャパンタッチ協会

くじ

くじ

国内合宿

くじ

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

スポーツ教室、スポー
ツ大会等開催

くじ

くじ

基金

くじ

185

189

183
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団体名 区分 事業細目名 事業名 内定額（円）

基金 チーム派遣 ISA WORLD SURFING GAMES 2009 JAPAN 1,000,000

くじ スポーツ情報提供 イヤーブック 2,000,000

合計 3,000,000

194 日本ドラゴンボート協会 くじ ドーピング検査 ドーピング検査事業 1,683,000

195
2009年世界卓球選手権横浜大会組織委
員会

くじ 国際競技大会開催 2009年世界卓球選手権横浜大会 76,877,000

196
東京2009アジアユースパラゲームズ組織
委員会

くじ ドーピング検査 東京2009ｱｼﾞｱﾕｰｽﾊﾟﾗｹﾞｰﾑｽﾞにおけるﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ検査事業 10,180,000

197 三重県 くじ 国際競技大会開催 2009年第29回世界新体操選手権三重大会 93,668,000

156件（149件） 445,177,000

184件（129件） 524,508,000

360件（340件） 2,636,363,000

700件（618件） 3,606,048,000

※ スポーツ振興基金助成合計は、選手・指導者スポーツ活動助成を除いた額である。

総　　　　計

スポーツ振興基金助成合計

競技強化支援事業助成合計

スポーツ振興くじ助成合計

日本サーフィン連盟193

内定件数 内定額（円）

日常スポーツ活動 382 367,800,000

　　エリートＡ 51 104,400,000

　　エリートB 50 46,200,000

　　ユースエリート 200 120,000,000

　　スタッフ 81 97,200,000

海外研さん活動 3 9,364,000

能力育成教育 1 1,680,000

合　計 386 378,844,000

※　配分件数については、平成21年1月1日付けの認定者を基に算定したものである。

※　助成対象者の決定に当たっては、財団法人日本オリンピック委員から推薦された候補者の中から行い、

　　四半期ごとに見直しを行うこととする。

選手・指導者スポーツ活動助成
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