
１　競技力の向上に対する助成

・ スポーツ団体別一覧

（単位：千円）

団体名 種類 No． 事業細目名 事業名 内定額

基金 1 チーム派遣 世界ユース陸上競技選手権 3,600

国内合宿 短距離国内強化合宿１ 2,157

国内合宿 短距離国内強化合宿２ 1,702

国内合宿 短距離国内強化合宿３ 795

海外合宿 短距離海外強化合宿１ 927

5,581

国内合宿 投てき国内強化合宿１ 1,083

国内合宿 投てき国内強化合宿２ 2,259

海外合宿 投てき海外強化合宿１ 629

海外合宿 投てき海外強化合宿２ 1,215

5,186

国内合宿 マラソン国内強化合宿１ 1,792

国内合宿 マラソン国内強化合宿２ 2,071

国内合宿 マラソン国内強化合宿３ 527

国内合宿 マラソン国内強化合宿４ 237

国内合宿 マラソン国内強化合宿５ 345

国内合宿 マラソン国内強化合宿６ 1,845

国内合宿 マラソン国内強化合宿７ 1,391

国内合宿 マラソン国内強化合宿８ 1,846

国内合宿 マラソン国内強化合宿９ 849

国内合宿 マラソン国内強化合宿１０ 783

国内合宿 マラソン国内強化合宿１１ 1,842

国内合宿 マラソン国内強化合宿１２ 967

国内合宿 マラソン国内強化合宿１３ 967

国内合宿 マラソン国内強化合宿１４ 480

国内合宿 マラソン国内強化合宿１５ 885

国内合宿 マラソン国内強化合宿１６ 1,391

海外合宿 マラソン海外強化合宿１ 3,826

海外合宿 マラソン海外強化合宿２ 954

海外合宿 マラソン海外強化合宿３ 708

海外合宿 マラソン海外強化合宿４ 614

海外合宿 マラソン海外強化合宿５ 1,095

海外合宿 マラソン海外強化合宿６ 661

海外合宿 マラソン海外強化合宿７ 941

海外合宿 マラソン海外強化合宿８ 661

海外合宿 マラソン海外強化合宿９ 567

海外合宿 マラソン海外強化合宿１０ 567

海外合宿 マラソン海外強化合宿１１ 1,050

29,862

40,629

発掘及び育成強化 強化委員会ジュニア（U-18）強化研修合宿 4,500

ドーピング検査 競技会における検査および競技外における検査 603

5,103

49,332

1

小　　　　　計

重点 1

財団法人　日本陸上競技連盟

くじ 1

合　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

短距離

投てき

マラソン

1



（単位：千円）

団体名 種類 No． 事業細目名 事業名 内定額

基金 2 海外合宿 ジュニア・オーストラリア遠征・海外合宿（競泳） 4,400

国内合宿 オリンピック準強化選手強化合宿 17,040

チーム派遣 サンタクララ国際大会及び海外合宿派遣 7,545

24,585

国内合宿 重点強化合宿１ 1,762

国内合宿 重点強化合宿２ 1,438

国内合宿 重点強化合宿３ 3,058

国内合宿 重点強化合宿４ 3,534

国内合宿 重点強化合宿５ 1,129

国内合宿 スイスオープン大会合宿１ 2,736

13,657

38,242

発掘及び育成強化 シンクロ一貫指導育成プロジェクト（英才教育） 1,500

ドーピング検査 競技会におけるドーピング 150

1,650

44,292

基金 3 国内合宿 ナショナルトレセン Ｕ－１６ 2,400

国内合宿 Ｕ－１８　強化合宿５月 2,900

海外合宿 Ｕ－１５　海外遠征アジア８月 4,170

7,070

国内合宿 Ｕ－１７　女子トレーニングキャンプ４月 2,390

国内合宿 女子学生選抜ユニバーシアード直前トレーニングキャンプ 1,791

チーム派遣 Ｕ－１８　女子アディダスカップ 2,538

6,719

13,789

発掘及び育成強化 ナショナルトレセンＵ-14 2,400

発掘及び育成強化 U-18/15GKキャンプ　+　ストライカーキャンプ 1,350

3,750

19,939

合　　　　　計

男子

女子

小　　　　　計

小　　　　　計

2

競泳

シンクロ

くじ 2

2

重点

小　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

3

財団法人　日本水泳連盟

財団法人　日本サッカー協会

重点 3

3くじ

小　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

合　　　　　計

2



（単位：千円）

団体名 種類 No． 事業細目名 事業名 内定額

国内合宿 ジャンプジュニア国内合宿（２） 499

国内合宿 ジャンプジュニア国内合宿（３） 640

国内合宿 コンバインドジュニア国内合宿（１） 592

国内合宿 コンバインドジュニア国内合宿（２） 623

国内合宿 クロスカントリージュニア国内合宿（２） 451

国内合宿 アルペン男子ジュニア国内合宿（１） 524

国内合宿 アルペン男子ジュニア国内合宿（２） 695

国内合宿 アルペン女子ジュニア国内合宿 770

国内合宿 フリースタイル・モーグル国内合宿 729

国内合宿 スノーボード国内合宿（２） 777

6,300

海外合宿 アルペン男子スプリングキャンプ 6,060

海外合宿 アルペン女子スプリングキャンプ 3,150

9,210

海外合宿 ジャンプサマーグランプリ遠征合宿（ＷＣ第１ピリオド） 4,890

海外合宿 第１次ジャンプ遠征合宿（ＷＣ第２ピリオド） 6,660

11,550

国内合宿 強化合宿 480

海外合宿 ノルディックコンバインドサマーグランプリ遠征合宿 4,170

海外合宿 第１次ノルディックコンバインド遠征合宿（ＷＣＢ第１ピリオド） 5,350

10,000

国内合宿 モーグル春季国内ＷＪ合宿 1,420

国内合宿 モーグル秋季国内ＷＪ合宿 830

国内合宿 モーグル冬季国内雪上合宿 600

海外合宿 モーグルスプリングキャンプ 2,800

海外合宿 モーグルサマーキャンプ 4,400

10,050

国内合宿 国内ワールドカップ参戦合宿及び雪上合宿 2,590

海外合宿 第１次スノーボードＨＰ・ＳＢＸ遠征合宿 4,490

海外合宿 第１次スノーボードアルペン遠征合宿 2,250

9,330

50,140

発掘及び育成強化 アルペン競技者育成プログラムの普及 988

発掘及び育成強化 ジャンプ・ノルディックコンバインドコーチ対象セミナー 609

ドーピング検査 全日本スキー選手権大会　競技会ドーピング 480

2,077

58,517

チーム派遣 Ｕ１４　ワールドジュニア　アジア・オセアニア予選（女子） 463

チーム派遣 Ｕ１４　ワールドジュニア　アジア・オセアニア予選（男子） 463

チーム派遣 Ｕ１６　ジュニアフェドカップ　アジア・オセアニア予選 436

チーム派遣 Ｕ１６　ジュニアデビスカップ　アジア・オセアニア予選 436

1,798

重点 5 女子 チーム派遣 フェドカップ　チェコ戦 4,435

発掘及び育成強化 指導者養成とジュニア発掘、育成システムの推進 863

ドーピング検査
第80回全日本テニス選手権大会における
ドーピング検査　外1件

175

1,038

7,271

基金 6 チーム派遣 ２００５年世界ジュニア選手権代表派遣 1,000

重点 6 男子 チーム派遣 ２００５年ワールドカップ第３戦代表派遣 3,750

発掘及び育成強化 競技者の発掘と育成 505

ドーピング検査
全日本選手権等大会時抽出検査及び
世界選手権等派遣前検査

150

655

5,405

4

アルペン

ジャンプ

ノルディック複合

小　　　　　計

財団法人　日本テニス協会

社団法人　日本ボート協会
くじ

基金 4

基金 5

くじ 5

小　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

フリースタイル

スノーボード

小　　　　　計

小　　　　　計

6

5

6

4

くじ 4

財団法人　全日本スキー連盟

合　　　　　計

合　　　　　計

合　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

重点

3



（単位：千円）

団体名 種類 No． 事業細目名 事業名 内定額

基金 7 チーム招待 韓国女子・男子代表チーム 1,800

重点 7 女子 チーム派遣 チャンピオンズチャレンジ大会 6,746

トップ 1 トップリーグ開催等 高円宮牌・2005ホッケー日本リーグ 30,000

くじ 7 ドーピング検査 第６６回全日本女子ホッケー選手権大会 150

38,696

8 社団法人　日本アマチュアボクシング連盟 基金 8 国内合宿 平成１７年度夏季ジュニア有望選手強化合宿 1,800

チーム派遣 第５回アジアユース（U19）男子選手権大会 2,400

競技会開催（競技）
ミキプルーンスーパーカレッジバレー２００５
平成１７年度第５８回秩父宮賜杯・第５２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

1,000

3,400

重点 8 女子 チーム派遣 女子バレーボールチームヨーロッパ遠征 6,688

トップ 2 マネジメント機能強化等 Ｖリーグ 16,000

発掘及び育成強化 高校９ブロック長身選手発掘育成合宿 2,591

ドーピング検査 ワールドグランドチャンピオンズカップ2005男女大会 341

マネジメント機能強化
全日本女子競技力向上のための
マネジメント機能強化事業

1,260

4,192

30,280

国内合宿 北京女子体操・第４回世界選手権大会代表合宿 767

国内合宿 北京新体操女子・第１回強化練習会 414

海外合宿 男子体操競技・男子ジュニア海外強化合宿 2,419

競技会開催（競技） ２００５全日本社会人体操選手権大会 1,000

4,600

国内合宿 第１回重点強化合宿 752

国内合宿 第１回重点強化選手調整合宿 1,062

国内合宿 第２回重点強化合宿 1,042

国内合宿 第２回重点強化選手調整合宿 1,231

国内合宿 第３回重点強化選手調整合宿 1,231

国内合宿 第３回重点強化合宿 1,089

国内合宿 第４回重点強化合宿 422

国内合宿 第５回重点強化合宿 699

国内合宿 日米合同合宿 1,837

国内合宿 第６回重点強化合宿 607

国内合宿 第７回重点強化合宿 607

チーム派遣 ワールドカップシリーズ・ゲント国際競技会 1,284

チーム派遣 ワールドカップシリーズ・フランスインターナショナル 969

チーム派遣 ワールドカップシリーズ・グラスゴウグランプリ国際競技会 969

チーム派遣 ワールドカップシリーズ・ＤＴＢカップ 879

チーム派遣 ワールドカップシリーズ・アメリカンカップ 834

チーム派遣 ワールドカップシリーズ・コトブス国際競技会 879

チーム派遣 ワールドカップシリーズ・フランスインターナショナル 969

17,362

発掘及び育成強化 男子ジュニアコントロールテスト合宿 636

発掘及び育成強化 東西ブロック指導者講習会 45

発掘及び育成強化
新体操指導者養成ブロック研修会および
タレント発掘研修会

281

ドーピング検査 全日本新体操競技選手権大会ドーピング検査　外1件 150

1,112

23,074

9重点
体操競技（男子）

小　　　　　計

小　　　　　計

10

小　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

社団法人　日本ホッケー協会

8

7

基金

基金

9

10

財団法人　日本バレーボール協会

くじ

9

合　　　　　計

合　　　　　計

合　　　　　計

9くじ

財団法人　日本体操協会

4



（単位：千円）

団体名 種類 No． 事業細目名 事業名 内定額

基金 11 チーム派遣 女子Ｕ-１８チーム　フランス合宿 1,800

国内合宿 第６次国内強化合宿 1,791

チーム派遣 第２１回ＦＩＢＡアジア女子バスケットボール選手権大会 5,086

6,877

発掘及び育成強化 優れた素質を有する競技者の発掘事業 4,500

ドーピング検査 競技会および代表選手ドーピング検査 202

4,702

13,379

12 バスケットボール日本リーグ機構（男子） トップ 3 マネジメント機能強化等 ＪＢＬスーパーリーグ 8,000

13 バスケットボール女子日本リーグ機構 トップ 4 トップリーグ開催等 Ｗリーグ 36,000

国内合宿 ショートトラック測定合宿 2,900

チーム派遣 フィギュアジュニアグランプリ　スロバキア大会 826

チーム派遣 フィギュアジュニアグランプリ　アンドラ大会 826

チーム派遣 フィギュアジュニアグランプリ　エストニア大会 726

チーム派遣 フィギュアジュニアグランプリ　カナダ大会 726

チーム派遣 フィギュアジュニアグランプリ　ブルガリア大会 826

チーム派遣 フィギュアジュニアグランプリ　クロアチア大会 893

チーム派遣 フィギュアジュニアグランプリ　ポーランド大会 677

8,400

国内合宿 スピードシニア氷上強化合宿 15,070

チーム派遣
２００６世界オールラウンド選手権アジア予選会・
２００６アジア距離別選手権大会

1,922

チーム派遣 ２００６世界オールラウンド選手権大会 3,008

20,000

国内合宿 強化合宿 1,639

国内合宿 特別強化合宿 2,919

海外合宿 海外特別強化合宿Ｄ 1,087

チーム派遣 ２００６世界フィギュアスケート選手権大会 5,209

チーム派遣 ２００６四大陸フィギュアスケート選手権大会 5,299

チーム派遣 ２００６世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会 3,847

20,000

海外合宿 オリンピック事前合宿 3,472

チーム派遣 ワールドカップヨーロッパ地区大会 4,992

チーム派遣 世界ジュニア選手権 1,536

10,000

50,000

発掘及び育成強化 ショートトラック有望新人発掘研修会 534

発掘及び育成強化 スピードスケート有望選手発掘研修会 354

ドーピング検査 大会時に於けるドーピング検査 873

1,761

60,161

小　　　　　計

小　　　　　計

スピード

フィギュア

ショート

12

重点 11

小　　　　　計

女子

小　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

基金

11

14

財団法人　日本バスケットボール協会

財団法人　日本スケート連盟

くじ

くじ 10

重点 10

合　　　　　計

合　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

11

5



（単位：千円）

団体名 種類 No． 事業細目名 事業名 内定額

基金 13 国内合宿 ジュニア強化合宿 917

国内合宿 男子第１次全日本強化合宿 1,485

国内合宿 男子第２次全日本強化合宿 1,276

国内合宿 男子第３次全日本強化合宿 1,276

国内合宿 男子第４次全日本強化合宿 1,485

国内合宿 男子第５次全日本強化合宿 1,879

国内合宿 男子第６次全日本強化合宿 753

国内合宿 男子第７次全日本強化合宿 1,276

国内合宿 男子第８次全日本強化合宿 1,485

国内合宿 男子第９次全日本強化合宿 753

国内合宿 男子第１０次全日本強化合宿 766

12,434

国内合宿 女子第１次全日本強化合宿 750

国内合宿 女子第２次全日本強化合宿 1,239

国内合宿 女子第３次全日本強化合宿 766

国内合宿 女子第４次全日本強化合宿 255

国内合宿 女子第５次全日本強化合宿 1,239

国内合宿 女子第６次全日本強化合宿 1,239

国内合宿 女子第７次全日本強化合宿 641

国内合宿 女子第８次全日本強化合宿 892

国内合宿 女子第９次全日本強化合宿 766

国内合宿 女子北京対策強化合宿 766

海外合宿 女子冬季海外遠征 2,055

海外合宿 女子ジュニア選抜海外遠征 3,753

14,361

26,795

発掘及び育成強化 ナショナルトレーニングシステムブロック合宿研修 2,694

ドーピング検査 競技会検査および代表選手に対する競技会外検査 376

3,070

30,782

チーム派遣 ４７０ジュニアワールド選手権大会 2,400

競技会開催（競技） ＪＳＡＦオリンピックウィーク２００５ 2,500

4,900

国内合宿 第１回４７０級強化合宿 1,298

国内合宿 第３回４７０級強化合宿 1,212

国内合宿 第４回４７０級強化合宿 1,506

国内合宿 第１回レーザー級・レーザーラジアル級合同強化合宿 738

国内合宿 第２回レーザー級・レーザーラジアル級合同強化合宿 900

国内合宿 第１回レーザーラジアル級強化合宿 465

国内合宿 第２回ＷＳ　ＲＳ－Ｘ強化合宿 1,017

国内合宿 第１回４９ｅｒ強化合宿 475

チーム招待 ＪＳＡＦオリンピックウィーク２００５事前チーム招待合宿 6,128

チーム招待 レーザー級チーム招待強化合宿 1,250

14,989

発掘及び育成強化 有望選手発掘、育成・強化事業 1,103

ドーピング検査
世界選手権大会派遣代表選手及び
JSAFｵﾘﾝﾋﾟｯｸｳｨｰｸ参加選手検査

156

1,259

21,148

小　　　　　計

男子

女子

12

重点

小　　　　　計

13

12

小　　　　　計

－

小　　　　　計

小　　　　　計

14

くじ 13

15 財団法人　日本レスリング協会

財団法人　日本セーリング連盟16

重点

くじ

合　　　　　計

基金

小　　　　　計

小　　　　　計

合　　　　　計

6



（単位：千円）

団体名 種類 No． 事業細目名 事業名 内定額

基金 15 チーム派遣 韓国・チャイニーズタイペイオープン大会派遣 2,400

チーム派遣 アジア選手権大会男子派遣 1,775

チーム派遣 世界ジュニア選手権大会男子派遣 2,469

チーム派遣 プロツアー（中東）男子派遣 1,710

5,954

チーム派遣 アジア選手権大会女子派遣 1,775

チーム派遣 世界ジュニア選手権大会女子派遣 2,469

チーム派遣 プロツアー（中東）女子派遣 1,710

5,954

11,908

発掘及び育成強化 全国ブロック別研修合宿 3,072

発掘及び育成強化 男子・女子ホープス、カブ選手＋指導者研修合宿 1,428

ドーピング検査
平成17年度全日本卓球選手権大会における
ドーピング検査

150

4,650

18,958

18 財団法人　日本自転車競技連盟 重点 15 トラック チーム派遣 トラックジュニア世界選手権 3,780

チーム派遣 ２００５年ジュニア世界選手権大会派遣 1,800

競技会開催（競技） ２００５年日韓中ウエイトリフティング大会 1,850

3,650

国内合宿 女子合宿２ 570

海外合宿 日韓合同合宿 3,700

チーム派遣 ２００５年世界選手権大会女子派遣 2,800

7,070

発掘及び育成強化 平成１７年度ジュニア強化研修合宿 1,561

ドーピング検査 平成１７年度ドーピング検査事業 161

1,722

12,442

基金 17 チーム派遣 第１５回女子ジュニア世界選手権大会 1,800

発掘及び育成強化 ナショナルトレーニングシステム（NTS） 4,500

ドーピング検査 ドーピング検査・競技会及び競技外における検査 176

4,676

6,476

21 日本ハンドボールリーグ機構 トップ 5 トップリーグ開催等 日本ハンドボールリーグ 24,000

基金 18 国内合宿 平成１７年度障害馬術強化訓練合宿 980

発掘及び育成強化 指導者養成研修会 756

ドーピング検査 全日本馬術大会ドーピング検査 605

1,361

2,341

海外合宿 ジュニア・カデロシア海外合宿 1,800

競技会開催（競技） ２００５高円宮ワールドカップ大会 3,000

4,800

発掘及び育成強化 ブロック別競技者育成研修 2,100

ドーピング検査 競技会におけるドーピング検査 150

2,250

7,050

重点 16

基金

くじ

合　　　　　計

くじ 15

20

22

23

社団法人　日本馬術連盟

社団法人　日本フェンシング協会

合　　　　　計

財団法人　日本ハンドボール協会

合　　　　　計

18

14重点

くじ 14

19

17

社団法人　日本ウエイトリフティング協会19

財団法人　日本卓球協会

合　　　　　計

くじ 16

基金

17くじ

小　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

16

男子

小　　　　　計

女子

小　　　　　計

合　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

女子

小　　　　　計

小　　　　　計

7



（単位：千円）

団体名 種類 No． 事業細目名 事業名 内定額

チーム派遣 東アジア選手権 2,110

チーム派遣 中国国際 2,004

チーム派遣 ロシアジュニア国際 686

4,800

チーム派遣 アジア選手権大会 3,095

チーム派遣 韓国国際大会 1,071

チーム派遣 ロシア国際大会 2,591

チーム派遣 グルジア国際大会 2,872

チーム派遣 フランス国際大会 3,740

チーム派遣 ハンガリー国際大会 2,913

チーム派遣 ドイツ国際大会 3,615

チーム派遣 チェコ国際大会 2,931

チーム派遣 韓国ジュニア国際大会 1,119

チーム派遣 ベルギー国際大会・パリ合宿 5,514

29,461

海外合宿 ジュニアオーストリア・ドイツ合宿 4,714

海外合宿 欧州合宿 5,614

チーム派遣 アジア選手権大会 2,725

チーム派遣 ロシア国際大会 2,483

チーム派遣 フランス国際大会 2,611

チーム派遣 オーストリア国際大会 2,237

チーム派遣 ドイツ国際大会 2,463

チーム派遣 ポーランド国際大会 1,916

チーム派遣 ブルガリア国際大会・フランス合宿 5,050

29,813

59,274

発掘及び育成強化 全国少年競技者育成事業 4,500

ドーピング検査 アンチ・ドーピング活動 1,048

5,548

69,622

基金 21 チーム派遣
男子ジュニア日本代表チーム
第８回世界男子ジュニアソフトボール選手権大会派遣

4,800

チーム派遣 女子Ｕ２３チームカナダカップ大会 6,325

チーム派遣 女子チームＵＳカップ大会 6,716

13,041

トップ 6 トップリーグ開催等 日本女子ソフトボールリーグ 9,000

くじ 20 ドーピング検査 ア．競技会における検査　イ．競技外における検査 304

27,145

基金 22 国内合宿 Ｕ１９ジュニアチーム合宿 2,400

くじ 21 ドーピング検査
2005バドミントン選手権大会
（ﾖﾈｯｸｽｵｰﾌﾟﾝ・全日本総合）

150

2,550

チーム招待 日韓射撃大会 1,291

競技会開催（競技） 全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 1,000

2,291

発掘及び育成強化 ジュニア８ブロック強化合宿 680

ドーピング検査 ドーピング検査 150

830

3,121

基金 24 海外合宿 第３次バイアスロン海外強化合宿 3,200

発掘及び育成強化 ﾐﾆﾊﾞｲｱｽﾛﾝ講習会の開催 280

ドーピング検査 近代五種全日本選手権大会　外2件 150

430

3,630

財団法人　全日本柔道連盟

社団法人　日本ライフル射撃協会

財団法人　日本バドミントン協会

重点

重点

基金

－

小　　　　　計

24

25

26

27

合　　　　　計

くじ

財団法人　日本ソフトボール協会

20

17

18

合　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

男子

小　　　　　計

女子

合　　　　　計

くじ

合　　　　　計

19

合　　　　　計

22

小　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

基金 23

28 くじ 23社団法人　日本近代五種・バイアスロン連合
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（単位：千円）

団体名 種類 No． 事業細目名 事業名 内定額

基金 25 チーム派遣 フラットウォーターレーシングシニア世界選手権大会派遣 1,800

くじ 24 ドーピング検査
平成17年度日本カヌースラローム・
ワイルドウォーター選手権大会　外1件

233

2,033

国内合宿 第１回ジュニアナショナルチーム強化合宿 842

国内合宿 第２回ジュニアナショナルチーム強化合宿 663

1,505

重点 19 － チーム派遣 第４３回世界選手権大会 5,196

くじ 25 ドーピング検査 第４７回全日本ターゲットアーチェリー選手権大会 150

6,851

基金 27 国内合宿 ジュニアＵ１８夏期強化合宿 1,468

トップ 7 トップリーグ開催等 アジアリーグアイスホッケー 24,000

25,468

基金 28 チーム派遣 アジアクレー射撃選手権大会チーム派遣 1,800

国内合宿 第１回選抜チーム全体合宿 1,367

国内合宿 第２回選抜チーム全体合宿 1,367

国内合宿 第１回選抜チーム個別合宿 440

国内合宿 第２回選抜チーム個別合宿 440

国内合宿 第３回選抜チーム個別合宿 440

国内合宿 第４回選抜チーム個別合宿 440

国内合宿 第５回選抜チーム個別合宿 440

チーム派遣 世界クレー射撃選手権大会選手団派遣 2,525

7,459

発掘及び育成強化 競技者育成プログラム事業 1,447

ドーピング検査 ドーピング検査事業（競技会検査、競技外検査） 150

1,597

10,856

国内合宿 男子・女子　ボブスレー国内強化合宿　第５回 795

国内合宿 スケルトン国内強化合宿　第１回 597

国内合宿 スケルトン国内強化合宿　第４回 907

国内合宿 リュージュ国内強化合宿　第４回 770

競技会開催（競技） 第３９回　全日本リュージュ選手権大会 1,500

4,569

海外合宿 第２回海外強化合宿 3,800

チーム派遣 ワールドカップ第６・７・８戦 6,200

10,000

14,569

基金 30 チーム派遣 第１２回ＩＢＡＦ　ＡＡ世界選手権大会 3,600

国内合宿 第６回ＢＦＡ　ＡＡＡアジア選手権直前合宿 2,085

チーム派遣 第６回ＢＦＡ　ＡＡＡアジア選手権 3,825

5,910

くじ 27 ドーピング検査 ドーピング・コントロールテスト 150

9,660

チーム派遣 第１５回パシフィックカーリング選手権大会 3,288

競技会開催（競技）
第１４回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
日本ジュニアカーリング選手権大会

1,000

4,288

くじ 28 ドーピング検査 ドーピング検査 150

4,438

基金 32 競技会開催（競技） ２００５ＩＴＵトライアスロン世界選手権蒲郡大会 5,000

くじ 29 ドーピング検査 日本選手権におけるドーピングコントロール 150

5,150

37 社団法人　日本トランポリン協会 基金 33 国内合宿
2005年度社団法人日本トランポリン協会
認定強化選手強化合宿

1,000

重点

－

21

31

31

社団法人　全日本アーチェリー連盟

26

30

基金

合　　　　　計

くじ

社団法人　日本クレー射撃協会

財団法人　日本アイスホッケー連盟

合　　　　　計

小　　　　　計

合　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

20重点

合　　　　　計

－

小　　　　　計

合　　　　　計

スケルトン

34

35

36

基金

全日本アマチュア野球連盟

社団法人　日本カーリング協会

社団法人　日本トライアスロン連合

重点

22

29基金

合　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

26

32

33 日本ボブスレー・リュージュ連盟

小　　　　　計

合　　　　　計

合　　　　　計

社団法人　日本カヌー連盟29
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（単位：千円）

団体名 種類 No． 事業細目名 事業名 内定額

チーム派遣 第４回チャイニーズカップ選抜チーム 1,000

競技会開催（競技） 第６０回全日本選手権大会 1,500

2,500

くじ 30 ドーピング検査 第４回東アジア競技会日本代表予選会　外2件 150

2,650

基金 35 チーム派遣 高校代表オーストラリア遠征 1,000

トップ 8 トップリーグ開催等 ジャパンラグビートップリーグ 24,000

くじ 31 ドーピング検査 ドーピング検査 772

25,772

40 財団法人　全日本軟式野球連盟 基金 36 競技会開催（競技） 高松宮賜杯第４９回全日本軟式野球大会　２部 1,000

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 788

ドーピング検査
文部科学大臣杯　第44回全日本ボウリング
選手権大会

151

939

939

チーム派遣 第３回アジアジュニア武術選手権大会 1,000

競技会開催（競技） ２００５年全日本武術太極拳競技大会 1,500

2,500

43 財団法人　日本相撲連盟 基金 38 競技会開催（競技） 天皇杯第５４回全日本相撲選手権大会 1,500

44 財団法人　全日本弓道連盟 基金 39 競技会開催（競技） 第５６回全日本弓道遠的選手権大会 1,000

45 財団法人　全日本剣道連盟 基金 40 競技会開催（競技） 第４４回全日本女子剣道選手権大会 1,500

国内合宿 第４回選手強化国内合宿 1,000

競技会開催（競技） 第３３回全日本空手道選手権大会 1,500

2,500

47 社団法人　全日本銃剣道連盟 基金 42 競技会開催（競技） 第３６回全日本青年銃剣道大会 1,000

48 財団法人　全日本なぎなた連盟 基金 43 競技会開催（競技） 皇后盃第５０回全日本なぎなた選手権大会 1,500

49 社団法人　日本チアリーディング協会 基金 44 競技会開催（競技） 第３回チアリーディング世界選手権大会 2,000

50 社団法人 日本山岳協会 くじ 33 ドーピング検査 競技会における検査 115

51 社団法人 日本ボディビル連盟 くじ 34 ドーピング検査 ドーピング検査 154

52 社団法人 日本パワーリフティング協会 くじ 35 ドーピング検査 全国的な競技会等におけるドーピング検査 165

53 社団法人 日本ダンススポーツ連盟 くじ 36 ドーピング検査
第8回東京インターナショナルオープン
ドーピング検査

150

54 財団法人 日本体育協会 くじ 37 ドーピング検査 国体選手ドーピング検査実施事業 1,669

発掘及び育成強化 優れた素質を有する競技者の発掘 1,536

ドーピング検査 ドーピング検査 2,725

在外研修 若手スポーツ指導者長期在外研修 6,604

10,865

ドーピング検査 競技外検査 594

アンチ・ドーピングの
教育・啓発活動

アスリートの意識調査　外5件 5,557

6,151

※　「種類」のうち、「基金」はスポーツ振興基金助成、「くじ」はスポーツ振興くじ助成、「重点」及び「トップ」は競技強化支援事業助成である。

※　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分を除いた数である。

基金 41

基金

基金

くじ

34

32

財団法人　日本ラグビーフットボール協会

財団法人 日本オリンピック委員会
くじ 38

合　　　　　計

社団法人　日本武術太極拳連盟

財団法人　全日本ボウリング協会

財団法人　全日本空手道連盟

合　　　　　計

37

合　　　　　計

合　　　　　計

小　　　　　計

合　　　　　計

小　　　　　計

合　　　　　計

合　　　　　計

39

くじ

財団法人　日本ソフトテニス連盟38

39
56 財団法人 日本アンチ・ドーピング機構

55

46

41

42
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・ 選手・指導者スポーツ活動助成一覧

1 日常スポーツ活動 318 人 346,800 千円

個人競技 200,000 円 × 12月 36 人 86,400 千円

チームゲーム 100,000 円 ×  12月 24 人 28,800 千円

　エ リ ー ト Ｂ 個人競技 100,000 円 × 12月 32 人 38,400 千円

　ユースエリート 50,000 円 × 12月 130 人 78,000 千円

（２）スタッフ

個人競技 100,000 円 ×  12月 66 人 79,200 千円

チームゲーム 100,000 円 × 12月 6 人 7,200 千円

エ リ ー ト Ｂ　のスタッフ 個人競技 100,000 円 ×  12月 24 人 28,800 千円

2 海外研さん活動 4 人 12,574 千円

3 能力育成教育 2 人 3,360 千円

324 人 362,734 千円

内　定　額人　　数助 成 活 動 名 １ 人 当 た り 年 額

※　内定者数については、平成１７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会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。

（１）アスリート

　エ リ ー ト Ａ

エ リ ー ト Ａ　のスタッフ

合　　　　計
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