
・ 全国規模の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（クラブ名） 内定額

基金 1 競技会開催（普及） スポーツ少年団競技会事業等 40,000

総合型地域スポーツクラブ活動支援 東和さわやかスポーツクラブ 800

総合型地域スポーツクラブ活動支援 鳥取市中ノ郷スポーツクラブ 800

総合型地域スポーツクラブ活動支援 いけだスポーツクラブ 800

総合型地域スポーツクラブ活動支援 ほくぶ総合スポーツクラブ 800

総合型地域スポーツクラブ活動支援 長野スポーツコミュニティークラブ東北 800

総合型地域スポーツクラブ活動支援 長岡第七小学校区総合型地域スポーツクラブ 800

総合型地域スポーツクラブ活動支援 太田大甕スポーツクラブ 800

総合型地域スポーツクラブ活動支援 椎の美スポーツクラブ 800

総合型地域スポーツクラブ活動支援 日吉地域総合型スポーツクラブ 800

7,200

47,200

2 財団法人　全日本ボウリング協会 基金 2 競技会開催（普及） 第３８回全日本新人ボウリング選手権大会 1,000

3 社団法人　日本綱引連盟 基金 3 競技会開催（普及） 第３回全日本綱引選手権軽量級大会 1,500

4 財団法人　社会スポーツセンター 基金 4 競技会開催（普及） 全日本スポーツダイビング室内選手権大会 1,000

5 社団法人　日本一輪車協会 基金 5 競技会開催（普及） ２００５　さわやか全日本一輪車マラソン大会 1,000

6 社団法人　日本インディアカ協会 基金 6 競技会開催（普及）
０５’ Ａｌｌ Ｊａｐａｎ Ｉｎｄｉａｃａ
Ｔｏｕｒｎａｍｅｎｔ

1,000

7 社団法人　日本グラススキー協会 基金 7 競技会開催（普及） 第１２回高円宮牌グラススキージャパンオープン 1,000

8 財団法人　日本健康スポーツ連盟 基金 8 競技会開催（普及）
メイジャ・マクレ・１４リーグ
第７回　長崎ジャパンカップ国際親善ソフトボール大会

1,000

9 社団法人　日本ジュニアヨットクラブ連盟 基金 9 競技会開催（普及） 国際交流日本ジュニアヨットクラブ競技会２００５ 1,000

10 社団法人　日本職業スキー教師協会 基金 10 研究集会等開催（普及） フランススキー・スノーボード技術講習会 1,000

11 財団法人　日本スポーツクラブ協会 基金 11 研究集会等開催（普及） 全国スポーツクラブマネジャー資格認定講習会 1,000

12 社団法人　日本フィールド・トライアル協会 基金 12 競技会開催（普及）
第３回本部アマチュア・シューティング・ドッグ・
チャンピオン戦

1,000

13 社団法人　日本ボディビル連盟 基金 13 競技会開催（普及） 第１７回日本ジュニア・マスターズボディビル選手権大会 1,000

14 財団法人　日本ボールルームダンス連盟 基金 14 研究集会等開催（普及）
第６回コングレスin幕張メッセ講習会
「ボールルームダンスクリニック」

1,000

基金 15 研究集会等開催（普及）
第５９回全国レクリエーション大会ＩＮとうきょう
研究フォーラム

1,000

総合型地域スポーツクラブ活動支援 Ｒｅｘなかがわ 800

総合型地域スポーツクラブ活動支援 岡田スポ・レククラブ 800

総合型地域スポーツクラブ活動支援 藤塚浜スポーツドリームクラブ 800

総合型地域スポーツクラブ活動支援 掛川総合スポーツクラブ 960

3,360

4,360

16 財団法人　水戸東武館 基金 16 競技会開催（普及） 第４７回全国選抜少年剣道錬成大会 1,000

17 社団法人　少年軟式野球国際交流協会 基金 17 競技会開催（普及） 第２回中学生軟式野球世界大会 2,000

18 財団法人　日本野球連盟 基金 18 研究集会等開催（普及） 第４８回全国審判講習会 1,000

19 社団法人　日本ネイチャーゲーム協会 基金 19 研究集会等開催（普及） ネイチャーゲーム研究集会 1,000

20 日本サーフィン連盟 基金 20 競技会開催（普及） ２００５年度全日本級別サーフィン選手権大会 1,000

21 日本タッチ協会 基金 21 競技会開催（普及） 第１４回ジャパンカップトーナメント 1,000

22 社団法人　日本パワーリフティング協会 基金 22 競技会開催（普及）
第２３回全日本マスターズパワーリフティング選手権大会
第２４回全日本ジュニアパワーリフティング選手権大会

1,000

23 日本マウンテンバイク協会 基金 23 競技会開催（普及）
キッズ・ジュニア
マウンテンバイク・ナショナル・チャレンジ

1,000

24 社団法人　日本マスターズ陸上競技連合 基金 24 競技会開催（普及） 第１８回都道府県対抗全日本マスターズ駅伝大会 1,000

25 社団法人　日本マスターズ水泳協会 基金 25 競技会開催（普及） ２００５年度日本マスターズ水泳選手権大会 1,000

26 社団法人　全国体育指導委員連合 基金 26 研究集会等開催（普及） 全国体育指導委員幹部指導者講習会 1,000

27 社団法人　日本滑空協会 基金 27 研究集会等開催（普及） 第３回滑空競技セミナー 1,000

28 日本ペタンク協会 基金 28 競技会開催（普及） 第２０回日本ペタンク選手権大会 1,000

29 社団法人　日本女子体育連盟 基金 29 研究集会等開催（普及） ダンスムーブメント指導員　養成・研修講座 1,000

30 日本セパタクロー協会 基金 30 競技会開催（普及）
第５回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
全日本セパタクロージュニア選手権大会

1,000

31 社団法人　日本３Ｂ体操協会 基金 31 研究集会等開催（普及） ジュニア３Ｂ全国大会 1,000

２　スポーツの普及に対する助成

1 財団法人　日本体育協会 く じ 1

合　　　　　計

小　　　　　計

15 財団法人　日本レクリエーション協会
く じ 2

合　　　　　計

小　　　　　計
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団体名 種類 No． 事業細目名 事業名（クラブ名） 内定額

32
特定非営利活動法人
日本ティーボール協会

基金 32 研究集会等開催（普及）
第１３回日本ティーボールセミナー兼
ＴＴＡ中級公認指導者講習会

1,000

33
特定非営利活動法人
日本フライングディスク協会

基金 33 競技会開催（普及） 第３０回全日本フライングディスク個人総合選手権大会 1,000

34
特定非営利活動法人
全日本アマチュアエアロビクス連盟

基金 34 競技会開催（普及）
第５回全日本エアロビクスコンテスト
キッド･ｼﾞｭﾆｱ選抜全国大会

1,000

35
特定非営利活動法人
日本ラケットボール協会

基金 35 競技会開催（普及）
第２５回男子・第２４回女子
ジャパンオープンラケットボール大会

1,000

※　「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である。
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・ 都道府県別一覧

北海道関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 北海道 広域スポーツセンター指導者派遣等 北海道広域スポーツセンター機能整備促進事業 1,300

2 北海道江別市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 地域スポーツクラブきらり 1,728

3 北海道南幌町 総合型地域スポーツクラブ活動支援 夕張太地区総合型地域スポーツクラブ（夕友） 800

4 北海道上川郡風連町 総合型地域スポーツクラブ活動支援 風連町スポーツクラブ「ポポ」 800

４件 4,628

岩手県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 岩手県 広域スポーツセンター指導者派遣等 広域スポーツセンター運営事業 740

2
特定非営利活動法人
まつぞのスポーツクラブ
（所在地　盛岡市）

総合型地域スポーツクラブ活動 まつぞのスポーツクラブ活動事業 1,717

２件 2,457

宮城県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 宮城県 広域スポーツセンター指導者派遣等 広域スポーツセンター事業 1,300

2 宮城県登米市（中田町） 総合型地域スポーツクラブ活動支援 なかだスポーツクラブ“パティオ” 1,807

3 宮城県登米市（豊里町） 総合型地域スポーツクラブ活動支援 とよさとマイ・タウンクラブ 945

4 宮城県栗原市（栗原郡志波姫町） 総合型地域スポーツクラブ活動支援 しわひめスポーツクラブ 1,000

5
社団法人
塩竈フットボールクラブ
（所在地　塩竈市）

総合型地域スポーツクラブ活動 みんなでエンジョイスポーツクラブ事業 1,791

6
特定非営利活動法人
ジョイナス
（所在地　加美町）

総合型地域スポーツクラブ活動 2005ジョイナス活動事業 1,442

６件 8,285

秋田県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1
特定非営利活動法人
スポーツクラブあきた
（所在地　秋田市）

総合型地域スポーツクラブ活動 スポーツクラブあきた活動事業 1,817

１件 1,817

山形県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 山形県 広域スポーツセンター指導者派遣等 山形県広域スポーツセンター事業 1,300

2 山形県鶴岡市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 鶴岡市民健康スポーツクラブ 800

3 山形県酒田市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 希望ヶ丘体育文化振興会 800

4 山形県尾花沢市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 尾花沢スポーツクラブ 960

5 山形県金山町 総合型地域スポーツクラブ活動支援 金山健康ふれあいスポーツクラブ 800

6
特定非営利活動法人
アビーカ米沢スポーツクラブ
（所在地　米沢市）

総合型地域スポーツクラブ活動 スポーツクラブ活動事業 1,000

7
特定非営利活動法人
生涯スポーツ振興会
（所在地　山形市）

総合型地域スポーツクラブ活動 スポーツクラブの運営 800

７件 6,460

計

計

計

計

計

14



福島県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1
特定非営利活動法人
いわきクラブ
（所在地　いわき市）

総合型地域スポーツクラブ活動 サッカー教室　スキー教室　ハイキング教室　ニュースポーツ教室 1,800

2
特定非営利活動法人
福島スポーツネット
（所在地　福島市）

総合型地域スポーツクラブ活動 NPO法人福島スポーツネットスポーツスクール 800

２件 2,600

　　　　全国規模のスポーツ団体に含まれる当該都道府県分

総合型地域スポーツクラブ活動支援事業（2年目）
（東和さわやかスポーツクラブ）

800

総合型地域スポーツクラブ活動支援事業（4年目）
（太田大甕スポーツクラブ）

800

２件 1,600

茨城県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1
特定非営利活動法人
霞ヶ浦フットサルクラブ
（所在地　霞ヶ浦町）

総合型地域スポーツクラブ活動 地域スポーツ活動推進事業 1,166

2
特定非営利活動法人
スカイスポーツクラブ取手
（所在地　取手市）

総合型地域スポーツクラブ活動 平成17年度総合型地域スポーツクラブ活動事業 1,000

3
特定非営利活動法人
ミラクルスポーツ・キングダム
（所在地　牛久市）

総合型地域スポーツクラブ活動 スポーツレッスン・スポーツサークル・スポーツイベント 1,000

4
特定非営利活動法人
阿見アスリートクラブ
（所在地　阿見町）

総合型地域スポーツクラブ活動 子どもから大人まで元気に体を動かそう 1,000

４件 4,166

栃木県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 栃木県宇都宮市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 友遊いずみクラブ 1,000

１件 1,000

群馬県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 群馬県前橋市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 粕川スポーツクラブ 800

2 群馬県太田市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 おおたスポーツ学校 800

２件 1,600

埼玉県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 埼玉県 広域スポーツセンター指導者派遣等 広域スポーツセンター運営事業 741

2
特定非営利活動法人
フィジカルコミュニケーション
（所在地　さいたま市）

総合型地域スポーツクラブ活動 高齢者健康維持運動事業 852

3
特定非営利活動法人
秩父地域スポーツクラブ
（所在地　秩父市）

総合型地域スポーツクラブ活動 秩父地域スポーツ活性化プロジェクト 800

３件 2,393

千葉県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 千葉県 広域スポーツセンター指導者派遣等 千葉県広域スポーツセンター事業 540

2 千葉県千葉市 総合型地域スポーツクラブ創設支援 総合型地域スポーツクラブ育成モデル事業 320

3
特定非営利活動法人
習志野スポーツ文化協議会
（所在地　習志野市）

総合型地域スポーツクラブ活動 ＮＳＢＫスポーツクラブ活動 1,000

３件 1,860

計

計

財団法人日本体育協会 総合型地域スポーツクラブ活動支援

計

計

計

計

計
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東京都関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 東京都 広域スポーツセンター指導者等派遣 平成１７年度広域スポーツセンター指導者派遣事業 786

2 東京都調布市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 特定非営利活動法人　調和SHC倶楽部 800

3 東京都西東京市 総合型地域スポーツクラブ創設支援 総合型地域スポーツクラブ創設支援事業 320

4
特定非営利活動法人
杉並アヤックスサッカークラブ
（所在地　杉並区）

総合型地域スポーツクラブ活動 サッカー教室　ダンス教室　キンボール教室 1,424

5
特定非営利活動法人
JAPAN ATHLETE SPORTS CLUB
（所在地　町田市）

総合型地域スポーツクラブ活動 ラグビースクール．テニススクール．女子サッカースクール 800

6
特定非営利活動法人
MIPスポーツ・プロジェクト
（所在地　世田谷区）

総合型地域スポーツクラブ活動 MIPスポーツクラブ運営事業 1,000

7
特定非営利活動法人
ＳＳＣ谷原アルファ
（所在地　練馬区）

総合型地域スポーツクラブ活動 総合型地域スポーツクラブ活動 800

8

特定非営利活動法人
総合型地域スポーツクラブ平和台
(NPO法人SSC平和台）
（所在地　練馬区）

総合型地域スポーツクラブ活動 総合型地域スポーツクラブ 800

9
特定非営利活動法人
スポーツクラブホワイエ上石神井
（所在地　練馬区）

総合型地域スポーツクラブ活動 総合型地域スポーツクラブ事業 800

10
特定非営利活動法人
地域総合スポーツ倶楽部ピボットフット
（所在地　大田区）

総合型地域スポーツクラブ活動 H17年度ピボットフット運営事業 1,594

11
特定非営利活動法人
多摩湖スポーツクラブ
（所在地　東村山市）

総合型地域スポーツクラブ活動 H17年度多摩湖スポーツクラブ活動事業 800

１１件 9,924

　　　　全国規模のスポーツ団体に含まれる当該都道府県分

日本体育協会 総合型地域スポーツクラブ活動支援
総合型地域スポーツクラブ活動支援事業（4年目）
（椎の美スポーツクラブ）

800

１件 800

神奈川県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 神奈川県 広域スポーツセンター指導者派遣等 広域スポーツセンター活動事業 655

2 神奈川県平塚市 総合型地域スポーツクラブ創設支援
総合型地域スポーツクラブモデル支援事業
（港スポーツクラブ）

320

3
特定非営利活動法人
かながわクラブ
（所在地　横浜市）

総合型地域スポーツクラブ活動 総合型地域スポーツクラブ運営事業 800

4
特定非営利活動法人
湘南ルベントスポーツクラブ
（所在地　鎌倉市）

総合型地域スポーツクラブ活動 平成17年度湘南ルベントスポーツクラブ活動事業 800

４件 2,575

新潟県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 新潟県新発田市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 新発田市総合型地域スポーツクラブ（仮称） 1,000

2 新潟県分水町 総合型地域スポーツクラブ活動支援 NPO法人ｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｲｷﾝｸﾞぶんすい 1,639

3 新潟県岩船郡神林村 総合型地域スポーツクラブ活動支援 かみはやし総合スポーツクラブ　希楽々 1,091

３件 3,730

　　　　全国規模のスポーツ団体に含まれる当該都道府県分

財団法人日本レクリエーション協会 総合型地域スポーツクラブ活動支援
総合型地域スポーツクラブ活動支援事業
（藤塚浜スポーツドリームクラブ）

800

１件 800

計

計

計

計

計
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富山県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 富山県 広域スポーツセンター指導者派遣等 富山県広域スポーツセンター事業 1,300

2 富山県富山市（八尾町） 総合型地域スポーツクラブ活動支援 やつおスポーツクラブ 931

3 富山県富山市（山田村） 総合型地域スポーツクラブ活動支援 やまだスポーツクラブ 800

4 富山県新湊市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 新湊カモンスポーツクラブ 1,000

5 富山県魚津市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 うおづ総体スポーツクラブ 800

6 富山県氷見市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 ひみスポーツプラザ 1,000

7 富山県滑川市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 なめりCANクラブ 900

8 富山県砺波市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 庄川スポーツクラブ『アユーズ』 1,000

9 富山県小矢部市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 おやべスポーツクラブ 800

総合型地域スポーツクラブ活動支援 井波文化・スポーツクラブ　アイウェーブ 800

総合型地域スポーツクラブ活動支援 クラブJOY 1,000

総合型地域スポーツクラブ活動支援 福光スポーツクラブ 1,611

11 富山県中新川郡上市町 総合型地域スポーツクラブ活動支援 上市町総合スポーツクラブ 1,675

12 富山県新川郡宇奈月町 総合型地域スポーツクラブ活動支援 宇奈月スポーツクラブWill 960

13 富山県朝日町 総合型地域スポーツクラブ活動支援 ひすいスポーツクラブ（仮称） 800

14 富山県射水郡小杉町 総合型地域スポーツクラブ活動支援 こすぎ総合スポーツクラブきらり 1,000

15 富山県大門町 総合型地域スポーツクラブ活動支援 だいもんスポーツクラブ 800

16 富山県西砺波郡福岡町 総合型地域スポーツクラブ活動支援 遊・Uクラブ 800

17
特定非営利活動法人
ふくのスポーツクラブ
（所在地　南砺市）

総合型地域スポーツクラブ活動 ふくのスポーツクラブ事業 800

１９件 18,777

石川県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

総合型地域スポーツクラブ活動支援 今江町スポーツクラブ 800

総合型地域スポーツクラブ活動支援 荒屋スポーツクラブ 800

総合型地域スポーツクラブ活動支援 町野スポーツクラブ 800

総合型地域スポーツクラブ活動支援 南志見スポーツクラブ 800

3 石川県門前町 総合型地域スポーツクラブ活動支援 もんぜんスポーツクラブ 840

4
特定非営利活動法人
クラブレッツ
（所在地　かほく市）

総合型地域スポーツクラブ活動 総合型地域スポーツクラブ活動 800

６件 4,840

福井県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

総合型地域スポーツクラブ活動支援 北日野スポーツ文化クラブ 800

総合型地域スポーツクラブ活動支援 国高総合健康クラブ 800

総合型地域スポーツクラブ活動支援 吉楽 800

総合型地域スポーツクラブ活動支援 みなみ文化スポーツクラブ 800

2
特定非営利活動法人
さばえスポーツクラブ
（所在地　鯖江市）

総合型地域スポーツクラブ活動 特定非営利活動法人　さばえスポーツクラブ活動 1,457

５件 3,057

山梨県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1
特定非営利活動法人
ルーデンススポーツクラブ
（所在地　田富町）

総合型地域スポーツクラブ活動 サッカー、体操クラブ等運営事業 1,369

2
特定非営利活動法人
韮崎スポーツクラブ
（所在地　韮崎市）

総合型地域スポーツクラブ活動 平成17年度総合型地域スポーツクラブ活動事業 800

２件 2,169

計

石川県小松市

2 石川県輪島市

計

1

計

1

福井県武生市

計

10 富山県南砺市
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長野県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 長野県伊那市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 東部地区クラブ 800

2 長野県阿智村 総合型地域スポーツクラブ活動支援 チャレンジ　ゆう　Achi 1,000

3
特定非営利活動法人
アルウィンスポーツプロジェクト
（所在地　松本市）

総合型地域スポーツクラブ活動 インター・スポーツ教室 800

３件 2,600

　　　　全国規模のスポーツ団体に含まれる当該都道府県分

総合型地域スポーツクラブ活動支援
総合型地域スポーツクラブ活動支援事業（3年目）
（長野スポーツコミュニティークラブ東北）

800

１件 800

岐阜県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 岐阜県 広域スポーツセンター指導者派遣等 総合型地域スポーツクラブ支援事業 540

2 岐阜県羽島市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 はしまモアスポーツクラブ 800

3 岐阜県下呂市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 萩原スポーツクラブ 800

4 岐阜県垂井町 総合型地域スポーツクラブ活動支援 たるいチャレンジクラブＬｅｔ’ｓ 1,000

3
特定非営利活動法人
ごうどスポーツクラブ
（所在地　神戸町）

総合型地域スポーツクラブ活動 特定非営利活動法人ごうどスポーツクラブ活動事業 1,382

５件 4,522

静岡県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1
特定非営利活動法人
時之栖アカデミックスポーツクラブ
（所在地　裾野市）

総合型地域スポーツクラブ活動 NPO時之栖ASCスポーツクラブ事業 1,000

１件 1,000

　　　　全国規模のスポーツ団体に含まれる当該都道府県分

総合型地域スポーツクラブ活動支援 掛川総合型スポーツクラブ 960

１件 960

愛知県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 愛知県瀬戸市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 品野スポーツクラブ 800

総合型地域スポーツクラブ創設支援 豊田市地区総合型スポーツクラブ育成支援（前林地区） 320

総合型地域スポーツクラブ創設支援 豊田市地区総合型スポーツクラブ育成支援（若園地区） 320

3 愛知県高浜市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 たかはまスポーツクラブ 816

4 愛知県西加茂郡三好町 総合型地域スポーツクラブ活動支援 なかよしクラブ 800

5
特定非営利活動法人
名古屋TLCクラブ
（所在地　名古屋市）

総合型地域スポーツクラブ活動 総合型地域スポーツ活動事業 1,000

６件 4,056

計

財団法人日本レクリエーション協会

計

2 愛知県豊田市

計

計

財団法人日本体育協会

計

計
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三重県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 三重県津市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 橋南スポーツクラブ 1,000

2 三重県四日市市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 保々ふれあいスポーツクラブ 800

3 三重県名張市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 なばり総合型地域スポーツクラブ 800

4 三重県志摩市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 いそべスポーツクラブ 800

5 三重県宮川村 総合型地域スポーツクラブ活動支援 宮川スポーツクラブ 1,717

6 三重県御薗村 総合型地域スポーツクラブ活動支援 みそのスポレククラブ 800

7
社団法人
元気クラブいなべ
（所在地　いなべ市）

総合型地域スポーツクラブ活動 平成17年度総合型地域スポーツ文化クラブ活動事業 800

8
特定非営利活動法人
四日市ウェルネスクラブ
（所在地　四日市市）

総合型地域スポーツクラブ活動 平成17年度総合型地域スポーツクラブ活動事業 1,000

８件 7,717

滋賀県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

総合型地域スポーツクラブ活動支援 はーと貴生川スポーツクラブ 800

総合型地域スポーツクラブ活動支援 伴谷BANBANクラブ 800

総合型地域スポーツクラブ活動支援 紫香楽ポポンタスポーツ倶楽部 800

総合型地域スポーツクラブ活動支援 柏木レインボークラブ 800

総合型地域スポーツクラブ活動支援 KONAN忍にんスポーツクラブ 800

総合型地域スポーツクラブ活動支援 YASUほほえみクラブ 1,606

総合型地域スポーツクラブ活動支援 さざなみスポーツクラブ 800

3 滋賀県高島市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 新旭スポーツクラブ 800

4 滋賀県東近江市（八日市市） 総合型地域スポーツクラブ活動支援 コミスポようかいち 1,000

5 滋賀県米原市（山東町） 総合型地域スポーツクラブ活動支援 （仮称）山東スポーツクラブ 800

6 滋賀県竜王町 総合型地域スポーツクラブ活動支援 ドラゴンスポーツクラブ 800

7 滋賀県近江町 総合型地域スポーツクラブ活動支援 近江スポーツクラブ 800

１２件 10,606

京都府関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

　　　　全国規模のスポーツ団体に含まれる当該都道府県分

総合型地域スポーツクラブ活動支援
総合型地域スポーツクラブ活動支援事業（3年目）
（長岡第七小学校区総合型地域スポーツクラブ）

800

１件 800

大阪府関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 大阪府河内長野市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 長野総合スポーツクラブ「モックルクラブ」 1,000

2
特定非営利活動法人
山直スポーツクラブ
（所在地　岸和田市）

総合型地域スポーツクラブ活動 総合型・地域スポーツクラブ事業 800

3
特定非営利活動法人
総合型地域クラブF・RISEN
（所在地　寝屋川市）

総合型地域スポーツクラブ活動 総合型地域スポーツクラブ活動 800

３件 2,600

兵庫県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1
特定非営利活動法人
加古川総合スポーツクラブ
（所在地　加古川市）

総合型地域スポーツクラブ活動 ＮＰＯ法人加古川総合スポーツクラブ活動 800

１件 800

計

計

財団法人日本体育協会

計

計

計

1 滋賀県甲賀市

2 滋賀県野洲市
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和歌山県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 和歌山県野上町 総合型地域スポーツクラブ活動支援 野上スポーツクラブ 1,000

１件 1,000

鳥取県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1
特定非営利活動法人
倉吉市河北地区スポーツクラブ
（所在地　倉吉市）

総合型地域スポーツクラブ活動 平成17年度　総合型地域スポーツクラブ活動事業 1,000

2
特定非営利活動法人
未来
（所在地　倉吉市）

総合型地域スポーツクラブ活動 地域資源活用スポーツ・レクリエーション事業 1,000

２件 2,000

　　　　全国規模のスポーツ団体に含まれる当該都道府県分

総合型地域スポーツクラブ活動支援
総合型地域スポーツクラブ活動支援事業（2年目）
（鳥取市中ノ郷スポーツクラブ）

800

１件 800

島根県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1
特定非営利活動法人
出雲スポーツ振興21
（所在地　出雲市）

総合型地域スポーツクラブ活動 いずもスポーツクラブ21開催事業 1,000

１件 1,000

岡山県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 岡山県井原市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 いばら生き生きクラブ 840

１件 840

広島県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 広島県 広域スポーツセンター指導者派遣等 ひろしま広域スポーツセンター運営及び指導者派遣事業 1,300

2 広島県因島市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 しまなみスポーツクラブ 800

3 広島県安芸高田市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 みつやの里スポーツクラブ 800

4 広島県呉市（音戸町） 総合型地域スポーツクラブ活動支援 清盛スポーツクラブ 1,000

5 広島県北広島町（豊平町） 総合型地域スポーツクラブ活動支援 どんぐりクラブ屋台村 1,000

6 広島県瀬戸田町 総合型地域スポーツクラブ活動支援 フレンド・シップせとだ 1,000

６件 5,900

徳島県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 徳島県海部町 総合型地域スポーツクラブ活動支援 海部ふれあいスポーツクラブ 800

2 徳島県美馬市（美馬町） 総合型地域スポーツクラブ活動支援 スポーツクラブ美馬 800

２件 1,600

　　　　全国規模のスポーツ団体に含まれる当該都道府県分

総合型地域スポーツクラブ活動支援
総合型地域スポーツクラブ活動支援事業（2年目
（いけだスポーツクラブ）

800

総合型地域スポーツクラブ活動支援
総合型地域スポーツクラブ活動支援事業
（Rexなかがわ）

800

２件 1,600計

計

財団法人日本レクリエーション協会

財団法人日本体育協会

計

計

計

財団法人日本体育協会

計

計

計
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愛媛県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 愛媛県 広域スポーツセンター指導者派遣等 総合型地域スポーツクラブ支援事業 756

2 愛媛県松山市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 総合型潮見地域スポーツクラブ 800

２件 1,556

　　　　全国規模のスポーツ団体に含まれる当該都道府県分

総合型地域スポーツクラブ活動支援
総合型地域スポーツクラブ活動支援事業
（岡田スポ・レククラブ）

800

１件 800

高知県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 高知県 広域スポーツセンター指導者派遣等 広域スポーツセンター指導者派遣事業 494

2 高知県香我美町 総合型地域スポーツクラブ活動支援 NPO法人　かがみスポーツクラブ 800

２件 1,294

福岡県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 福岡県 広域スポーツセンター指導者派遣等 福岡県総合型地域スポーツクラブ設立推進事業 540

総合型地域スポーツクラブ活動支援 笑群バイ 800

総合型地域スポーツクラブ活動支援 南薫クラブ 800

3 福岡県豊前市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 総合型地域スポーツクラブ　ぶぜんピープルズ 814

4
特定非営利活動法人
春日イーグルス
（所在地　春日市）

総合型地域スポーツクラブ活動 サッカー・バドミントン・中高年齢者健康等に関する普及事業 800

5
特定非営利活動法人
ウェブスポーツクラブ２１西国分
（所在地　久留米市）

総合型地域スポーツクラブ活動 平成17年度総合型地域スポーツクラブ活動事業 800

6
特定非営利活動法人
香月・千代スポーツクラブ
（所在地　北九州市）

総合型地域スポーツクラブ活動 平成17年度、総合型地域スポーツクラブ活動事業 800

７件 5,354

佐賀県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 佐賀県多久市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 多久スポーツピア 1,000

１件 1,000計

計

財団法人日本レクリエーション協会

計

計

2 福岡県久留米市

計
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熊本県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 熊本県 広域スポーツセンター指導者派遣等 火の国広域スポーツセンター事業 829

2 熊本県荒尾市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 中央ふれあいスポーツクラブ 800

3 熊本県牛深市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 うしぶかイキイキクラブ 800

4 熊本県上天草市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 おおやのスポーツクラブドリームズ 800

5
特定非営利活動法人
桜木ふれあいスポーツクラブ
（所在地　熊本市）

総合型地域スポーツクラブ活動 ＮＰＯ法人桜木ふれあいスポーツクラブ活動事業 800

6
特定非営利活動法人
うとスポーツクラブ
（所在地　宇土市）

総合型地域スポーツクラブ活動 ＮＰＯ法人うとスポーツクラブ活動事業 1,000

６件 5,029

　　　　全国規模のスポーツ団体に含まれる当該都道府県分

総合型地域スポーツクラブ活動支援事業（2年目）
（ほくぶ総合スポーツクラブ）

800

総合型地域スポーツクラブ活動支援事業（4年目）
（日吉地域総合型スポーツクラブ）

800

２件 1,600

大分県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 大分県大分市（野津原町） 総合型地域スポーツクラブ活動支援 Nスポーツクラブ 800

2 大分県佐伯市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 みなみスポーツクラブ 800

3 大分県豊後大野市（三重町） 総合型地域スポーツクラブ活動支援 みえスポーツクラブ 1,000

4 大分県豊後大野市（大野郡緒方町） 総合型地域スポーツクラブ活動支援 おがたいきいきスポーツクラブNest 1,000

5 大分県宇佐市（院内町） 総合型地域スポーツクラブ活動支援 スポーツクラブグレートサラマンダー 800

6 大分県国見町 総合型地域スポーツクラブ活動支援 923みんなんクラブ 800

7 大分県玖珠町 総合型地域スポーツクラブ活動支援 童里夢スポーツクラブ（仮称） 811

8
特定非営利活動法人
高齢者スポーツ医療研究所
（所在地　大分市）

総合型地域スポーツクラブ活動 日出スマイス・スポーツ振興事業 800

８件 6,011

宮崎県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 宮崎県宮崎市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 東大宮スポーツクラブ 1,000

１件 1,000

鹿児島県関係（単位：千円）

団体名 事業細目名 事業名 内定額

1 鹿児島県鹿屋市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 かのや健康・スポーツクラブ 800

2 鹿児島県指宿市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 いぶすきスポーツクラブ 1,511

3 鹿児島県加世田市 総合型地域スポーツクラブ活動支援 かせだコミュニティスポーツクラブ 800

4 鹿児島県姶良郡姶良町 総合型地域スポーツクラブ活動支援 エアーアクションスポーツクラブ 800

5 鹿児島県中種子町 総合型地域スポーツクラブ活動支援 中種子よいらーいきスポーツクラブ 1,801

6 鹿児島県上屋久町 総合型地域スポーツクラブ活動支援 かみやくスポーツクラブ 800

7 鹿児島県屋久町 総合型地域スポーツクラブ活動支援 屋久町コミュニティクラブ 909

8 鹿児島県和泊町 総合型地域スポーツクラブ活動支援 総合型地域スポーツクラブ元気！わどまりクラブ 800

9
特定非営利活動法人
鹿児島ブロンコス
（所在地　鹿児島市）

総合型地域スポーツクラブ活動 ｔｏｔｏ地域スポーツ育成事業 1,587

10
特定非営利活動法人
川内スポーツクラブ０１
（所在地　薩摩川内市）

総合型地域スポーツクラブ活動 川内スポーツクラブ０１活動事業 1,409

１０件 11,217

計

計

財団法人日本体育協会 総合型地域スポーツクラブ活動支援

計

計

計
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