
    （単位：千円）

団       体       名 助成活動名 助  成  活  動  の  内  容 助成金額

（財）日本陸上競技連盟 競技会開催（競技） 国際グランプリ陸上競技大阪大会 7,500
（財）全日本スキー連盟 競技会開催（普及） 2003全日本スキーマスターズ大会 1,500
（社）日本ホッケー協会 競技会開催（競技） 世界女子ホッケー６カ国大会・岐阜 4,000
（財）日本体操協会 競技会開催（競技） ２００２全日本社会人体操選手権大会 1,300
（財）日本スケート連盟 競技会開催（競技） 第７１回全日本フィギュアスケート選手権大会 3,000
（財）日本レスリング協会 競技会開催（競技） 天皇杯　平成１４年度日本レスリング選手権大会 3,000

オリンピックウィーク2002博多 2,000
セーリング装備規制  全国講習会 1,300

（財）日本卓球協会 競技会開催（普及） 第２０回  全国ホープス卓球大会 2,250
（社）日本ウエイトリフティング協会 競技会開催（競技） ２００２年全日本選手権大会 2,000
（社）日本馬術連盟 競技会開催（競技） 第３２回全日本総合馬術大会 3,000
（財）日本バドミントン協会 競技会開催（競技） 日本ランキングサーキット大会 1,000
（社）日本ライフル射撃協会 競技会開催（普及） 第１５回  全日本身障者射撃選手権大会 1,200

２００２年近代五種東京国際大会兼第10回近代五種アジア選手権大会 4,000
第３８回バイアスロン競技全日本選手権大会 1,000

（社）全日本アーチェリー連盟 競技会開催（競技） 第４４回全日本ターゲットアーチェリー選手権大会 1,000
日本ボブスレー・リュージュ連盟 競技会開催（競技） ２００２／２００３　全日本ボブスレー・スケルトン選手権大会 1,000
（社）日本カーリング協会 競技会開催（競技） 第２０回日本カーリング選手権大会 1,600
（財）日本ソフトテニス連盟 競技会開催（競技） 全日本小学生ソフトテニス選手権大会 1,500
（財）全日本軟式野球連盟 競技会開催（競技） 天皇賜杯第５７回全日本軟式野球大会 2,000

競技会開催（競技） 文部科学大臣杯争奪第４１回全日本ボウリング選手権大会 2,000
競技会開催（普及） 第３５回全日本シニアボウリング選手権大会 1,500

（社）日本武術太極拳連盟 競技会開催（競技） 第１９回全日本武術太極拳選手権大会 2,000
（財）日本相撲連盟 競技会開催（競技） 第７回全日本新相撲選手権大会 2,000
（財）全日本弓道連盟 競技会開催（競技） 第５３回全日本男子弓道選手権大会並びに第３５回全日本女子弓道選手権大会 1,000

競技会開催（競技） 第３７回全日本居合道大会 2,000
競技会開催（普及） 第１９回全国家庭婦人剣道大会 1,500

（社）全日本銃剣道連盟 競技会開催（競技） 第４６回全日本銃剣道優勝大会 2,000
（財）全日本なぎなた連盟 競技会開催（競技） 第２回全日本男子なぎなた選手権大会 1,520
（社）日本綱引連盟 競技会開催（普及） ２００３全日本綱引選手権大会 2,000
（社）日本トランポリン協会 競技会開催（競技） 第３９回全日本トランポリン競技選手権大会 2,099
（財）日本オリンピック委員会 競技会開催（競技） ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会 20,000
（財）日本ゲートボール連合 競技会開催（普及） 文部科学大臣杯 第１８回全日本ゲートボール選手権大会 3,000
（財）少林寺拳法連盟 競技会開催（普及） ２００２年少林寺拳法全国大会 3,000
（財）日本体育施設協会 研究集会開催（普及） 平成１４年度全国スポーツプログラマー研究大会 1,584
（財）健康・体力づくり事業財団 講習会開催（普及） ニュースポーツ全国指導者交流会 1,550
（財）講道館 講習会開催（普及） 平成１４年度講道館中学校柔道指導者講習会 1,500
（財）社会スポーツセンター 講習会開催（普及） スクーバ・ダイビングＣ級スポーツ指導員資格認定講習会 2,250
（財）生弓会 講習会開催（普及） 弓道研究発表会・中央研修会 1,096
（社）全日本ジュニア体操クラブ連盟 競技会開催（普及） ２００２全日本ジュニア体操競技選手権大会 2,250
（社）日本一輪車協会 競技会開催（普及） さわやか全日本一輪車競技大会 1,000
（社）日本インディアカ協会 競技会開催（普及） 第５回全日本シニアインディアカ大会 1,419
（社）日本オリエンテーリング協会 競技会開催（普及） 第11回全日本リレーオリエンテーリング選手権大会 2,700
（社）日本キャンプ協会 講習会開催（普及） 文部科学大臣認定「スポーツ指導者の知識・技能審査事業」

平成１４年度キャンプ・ディレクター養成講習会 3,000
（社）日本グラウンド・ゴルフ協会 競技会開催（普及） 第１５回全国グラウンド・ゴルフ交歓大会 2,250
（社）日本グラススキー協会 競技会開催（普及） 第18回全日本グラススキー選手権大会兼第9回高円宮牌グラススキージャパンオープン 1,000
（財）日本健康スポーツ連盟 競技会開催（普及） 第４回富士宮ジャパンカップ国際親善ソフトボール大会 2,107
（社）日本ジュニアヨットクラブ連盟 競技会開催（普及） 第２７回全国少年少女ヨット大会 2,250
（社）日本職業スキー教師協会 競技会開催（普及） 第２３期ＳＩＡデモンストレーター選考会 2,000
（社）日本スイミングクラブ協会 競技会開催（普及） 第９回ＪＳＣＡマスターズカップ 1,215
（財）日本スポーツクラブ協会 研究集会開催（普及） 第４回スポーツクラブセミナー 1,000
（社）日本ダーツ協会 競技会開催（普及） 日本選抜選手権大会 1,000
（財）日本釣振興会 講習会開催（普及） キャスティングにトライ 1,000
（社）日本ハンググライディング連盟 競技会開催（普及） ２００２パラグライディング日本選手権イン大佐山 1,000
（社）日本ビリヤード協会 競技会開催（普及） 第1回全国アマチュアビリヤード　都道府県選手権大会 2,000
（社）日本フィールド・トライアル協会 競技会開催（普及） 第２７回日本フィールド・トライアル選手権大会 1,300

（財）全日本剣道連盟

                                  スポーツ団体大会開催助成

競技会開催（競技）（財）日本セーリング連盟

（財）全日本ボウリング協会

（社）日本近代五種・バイアスロン連合 競技会開催（競技）
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    （単位：千円）

団       体       名 助成活動名 助  成  活  動  の  内  容 助成金額

（社）日本ボディビル連盟 競技会開催（普及） 公認指導員認定講習会 1,038
（財）日本ボールルームダンス連盟 講習会開催（普及） 第１４回全国生涯学習フェスティバル－ダンス・マイ・ライフ 1,500
（財）日本マリンスポーツ普及教育振興財団 競技会開催（普及） 第１１回ＪＭＰＦジュニアチャンピオンレガッタ 3,000
（財）日本ユースホステル協会 講習会開催（普及） 文部科学大臣認定「スポーツ指導者の知識・技能審査事業」

平成１４年度「ホステリング・ディレクター養成講習会」 1,223

（財）日本レクリエーション協会 講習会開催（普及） 文部科学大臣認定「スポーツ指導者の知識・技能審査事業」
平成１４年度「レクリエーション・コーディネーター養成講習会」 2,250

（財）水戸東武館 競技会開催（普及） 第４４回全国選抜少年剣道錬成大会 3,000
（財）合気会 講習会開催（普及） 第４０回全日本合気道演武大会 2,000

第２０回少年軟式野球世界大会及び第２０回少年軟式野球全国大会 7,500
第４回全国中学生軟式野球大会 1,000

（社）日本エアロビック連盟 講習会開催（普及） アクアエアロビック指導員（Ⅱ種）養成講習会 1,000
（財）日本野球連盟 講習会開催（普及） 第４５回全国審判講習会 1,000
（財）日本ゴルフ協会 競技会開催（普及） ２００２年度（第８７回）日本アマチュアゴルフ選手権競技 2,000
（社）日本ネイチャーゲーム協会 講習会開催（普及） 平成１４年度ネイチャーゲーム初級指導員養成講座 2,000
（財）吉田記念テニス研修センター 講習会開催（普及） テニス指導者のためのスポーツ科学セミナー 1,000

競技会開催（普及） スポーツ少年団競技会事業 24,376
研究集会開催（普及） スポーツ少年団研究集会等事業 35,400

日本アマチュアカバディ協会 競技会開催（普及） 第１３回全日本カバディ選手権大会 1,000
日本ウィンドサーフィン連盟 競技会開催（普及） ウィンドサーフィンジャパンカップ２００２ 1,000
日本けん玉協会 競技会開催（普及） 第１４回全日本少年少女けん玉道選手権大会 1,000
日本サーフィン連盟 競技会開催（普及） 第３７回全日本サーフィン選手権大会 1,000
日本女子テニス連盟 講習会開催（普及） 第１９回全国普及指導研修会 1,000
日本タッチ協会 競技会開催（普及） ﾌﾟﾚ ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ タッチトーナメント（含 第12回ジャパンカップ） 1,000
（NPO)日本ティーボール協会 競技会開催（普及） 第５回全国小学生ティボール選手権大会 1,000
日本バウンドテニス協会 競技会開催（普及） 第２０回全日本バウンドテニス選手権大会 1,000
（社）日本パワーリフティング協会 競技会開催（普及） 全日本パワーリフティング選手権大会（第31回男子・第26回女子） 1,000
（NPO)日本水中スポーツ協会 競技会開催（普及） 第１４回フィンスイミング日本選手権大会 1,000
日本フライングディスク協会 競技会開催（普及） 文部科学大臣杯第２７回全日本アルティメット選手権大会 1,000
日本マウンテンバイク協会 競技会開催（普及） 第１回全国小学生・中学生 マウンテンバイク大会 1,000
日本マスターズ陸上競技連合 競技会開催（普及） 第２３回全日本マスターズ陸上競技選手権島根大会 1,000
（社）日本マスターズ水泳協会 競技会開催（普及） ２００２年度日本マスターズ水泳選手権大会 2,000
（NPO)日本ライフセービング協会 競技会開催（普及） 第１７回全日本学生ライフセービング選手権大会 1,000
（社）全国野球振興会 講習会開催（普及） 第４回全国アマチュア野球指導者講習会 2,000
（社）全国体育指導委員連合 研究集会開催（普及） 第４３回全国体育指導委員研究協議会 2,000
（社）日本滑空協会 競技会開催（普及） 第１８回  日本滑空選手権 1,000
（社）日本プロテニス協会 講習会開催（普及） ニュージェネレーションテニス・ジュニアスカウトキャラバン 3,000
（社）日本プロゴルフ協会 競技会開催（普及） 第４回障害者ゴルフ大会東京フィランスロピーオープン 3,000
日本ペタンク協会 講習会開催（普及） ペタンク講習会 1,000

合        計                                ９３件 244,527

（財）日本体育協会

（社）少年軟式野球国際交流協会 競技会開催（普及）
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