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平成２２年度スポーツ振興事業に対する助成金 内定額（団体別）

○財団法人日本オリンピック委員会・財団法人日本体育協会　加盟競技団体

スポーツ団体分抜粋

○Ｊリーグ、トップリーグ関係団体

○障がい者スポーツ団体



No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及） スポーツ少年団競技会事業 37,353    

2 基金 スポーツ団体大会開催助成 研究集会等開催（普及） スポーツ少年団研究集会等事業 3,946     

3 基金 スポーツ団体大会開催助成 研究集会等開催（普及） スポーツ指導者育成事業 9,504     

50,803    

(北海道) 4 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

みついし地区総合型クラブ設立準備
委員会 1,053     

(北海道) 5 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

北斗スポーツクラブ設立準備委員会 1,080     

(北海道) 6 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

中ノ川地区総合型地域スポーツクラ
ブ設立準備委員会 929       

(北海道) 7 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

利尻富士町総合スポーツクラブ設立
準備委員会（仮称） 1,080     

(北海道) 8 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

中札内村総合型地域スポーツクラブ
設立準備委員会（仮称） 900       

(北海道) 9 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）春光台・鷹の巣地区総合型
地域スポーツクラブ設立準備委員会 1,075     

(北海道) 10 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）神楽宮前地区スポーツクラ
ブ設立準備委員会 1,073     

(北海道) 11 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

おとふけ総合型スポーツクラブ十勝
サーカス 1,080     

(北海道) 12 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

鹿追町総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 960       

(北海道) 13 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

鹿部カールスクラブ 720       

(北海道) 14 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

遊ゆうクラブ 720       

(北海道) 15 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ななえスポーツクラブぷらっと 800       

(北海道) 16 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

洞爺湖スポーツクラブ 800       

(北海道) 17 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

当別総合型地域スポーツクラブ 1,044     

(北海道) 18 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

芽室総合型地域スポーツクラブ設立
準備委員会 1,280     

(北海道) 19 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

上川北部広域スポーツクラブ 1,800     

(北海道) 20 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

枝幸三笠山スポーツクラブ 2,080     

(北海道) 21 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

上ノ国総合型地域スポーツクラブ 2,560     

(北海道) 22 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

沼田総合型地域スポーツクラブ 2,670     

(北海道) 23 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

スポーツコミュニティーのぼりべつ
クラブ♨おにスポ 2,720     

(北海道) 24 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

美幌スポーツクラブ（仮称） 3,200     

(北海道) 25 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

銀山地区総合型地域スポーツクラブ 4,160     

(北海道) 26 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

旭川健康クラブ 5,600     

(北海道) 27 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

幕別札内スポーツクラブ 5,600     

(北海道) 28 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

みなみふらのSHC　ゆっく 5,600     

(北海道) 29 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

とまこまい・ぬま・あそび塾 6,760     

(北海道) 30 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

Genキングしらおいクラブ 5,252     

(北海道) 31 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

清柳スポーツクラブ 1,600     

(北海道) 32 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

びふかスポーツクラブ 5,520     

(北海道) 33 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

羅臼スポーツクラブ　らいず 4,480     

(北海道) 34 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

摩周ふれあいスポーツクラブ 1,920     

(北海道) 35 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

はぼろスポーツクラブ 768       

(北海道) 36 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

総合型地域スポーツクラブ　Bay
WalK　Commnity　はこだて 2,013     

(北海道) 37 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

るもいスポーツクラブ「このゆびと
まれ」 3,400     

(北海道) 38 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

落部スポーツクラブ 1,800     

(北海道) 39 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

標津スポーツクラブ「すぽっと」 2,840     

(北海道) 40 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

よりづか☆ちょいスポ倶楽部 6,400     

(青森) 41 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

藤崎スポーツクラブ設立準備委員会
（仮称） 1,080     

(青森) 42 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

さんのへスポーツクラブ設立準備委
員会 1,080     

(青森) 43 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

三ツ岳スポーツクラブ設立準備委員
会 1,080     

(青森) 44 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

りんごの里総合型地域スポーツクラ
ブ準備委員会 1,035     

(青森) 45 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

東通村総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 540       
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

(青森) 46 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

スポーツクラブみさわ 1,000     

(青森) 47 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

車力楽笑スポーツクラブ 2,240     

(青森) 48 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

はしかみ総合スポーツクラブ 4,800     

(青森) 49 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ひらかわスポーツクラブ 5,200     

(青森) 50 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

総合型地域スポーツクラブ　ヴァン
ラーレ八戸スポーツクラブ 8,000     

(青森) 51 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

むつアスリートクラブ 2,400     

(青森) 52 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ウインズスポーツクラブ 5,593     

(岩手) 53 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

前沢いきいきスポーツクラブ 3,200     

(岩手) 54 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

チャグチャグスポーツクラブ 4,224     

(岩手) 55 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

奥中山高原クラブ 1,502     

(岩手) 56 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

コミスポクラブ東厨川 2,800     

(岩手) 57 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

いちのへサンビレッヂクラブ 2,120     

(岩手) 58 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

楽々クラブ矢巾 1,600     

(岩手) 59 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

カシオペア氷上スポーツクラブ 4,000     

(岩手) 60 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

浄法寺スポーツクラブ 816       

(宮城) 61 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

(仮称）いしのまき総合スポーツクラ
ブ設立準備委員会 1,080     

(宮城) 62 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

スポーツコミュニケーション・かく
だ 1,466     

(宮城) 63 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

南光台東エンジョイ倶楽部 1,564     

(秋田) 64 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

小坂町体育協会総合型地域スポーツ
クラブ設立準備委員会 666       

(秋田) 65 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

十和田地区総合型クラブ設立準備委
員会 900       

(秋田) 66 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

比内地区総合型地域スポーツクラブ
設立準備委員会 900       

(秋田) 67 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）かがちゅうスポーツ健康倶
楽部設立準備委員会 1,080     

(秋田) 68 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

内小友スポーツ振興会スポーツクラ
ブ設立準備委員会 990       

(秋田) 69 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

おおたスポーツクラブ設立準備委員
会 1,052     

(秋田) 70 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）スポーツクラブ秋田設立準
備委員会 1,080     

(秋田) 71 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

鹿角ウインプルスポーツクラブ設立
準備委員会 1,080     

(秋田) 72 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）東能代地区にこにこスポー
ツクラブ設立準備委員会 675       

(秋田) 73 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

山本地域スポーツクラブ設立準備委
員会 749       

(秋田) 74 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

八郎潟町スポーツクラブ 944       

(秋田) 75 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

スポーレおおがた 960       

(秋田) 76 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

大森町総合型地域スポーツクラブ
（仮称） 1,456     

(秋田) 77 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

美郷町総合型地域スポーツクラブ 2,924     

(秋田) 78 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

森吉クマゲラスポーツクラブ 3,824     

(秋田) 79 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

大曲スポーツクラブ 4,000     

(秋田) 80 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

BSスポーツクラブにかほ 4,000     

(秋田) 81 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

総合型地域スポーツクラブ「エスポ
ルチ秋田」 7,200     

(秋田) 82 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

S・レアル・ジャポンスポーツクラブ 2,400     

(秋田) 83 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

NPO鹿角くらすた 1,336     

(秋田) 84 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

仙人の郷スポーツクラブ 760       

(秋田) 85 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

小猿部スポーツクラブ 1,119     

(秋田) 86 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

二ツ井きみまちスポーツクラブ 1,200     

(秋田) 87 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ユーニアン城東スポーツクラブ 960       

(山形) 88 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）三川町総合型地域スポーツ
クラブ設立準備委員会 1,080     

(山形) 89 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮）山形県庄内町総合型スポーツ
クラブ設立準備委員会 1,080     

(山形) 90 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）いいで総合型地域スポーツ
クラブ設立準備委員会 1,080     

(山形) 91 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

スポーツかわにし 800       
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

(山形) 92 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

新庄２１地域スポーツクラブ 2,000     

(山形) 93 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

南陽市四道会スポーツクラブ 2,224     

(山形) 94 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

（仮称）おぐにスポーツクラブ 3,200     

(山形) 95 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

（仮）鮭川村総合型地域スポーツク
ラブ 3,200     

(山形) 96 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

寒河江市総合スポーツクラブ 1,632     

(山形) 97 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

Ｏｈ！蔵　Sport 1,680     

(山形) 98 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

中山総合スポーツクラブ準備委員会 2,400     

(山形) 99 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

沖郷スポーツクラブ 4,000     

(山形) 100 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

稲穂ファミリースポーツクラブ 944       

(山形) 101 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

やわたY-Yクラブ 2,747     

(山形) 102 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ひらた目ん玉スポーツクラブ 1,429     

(山形) 103 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

とざわスポーツクラブ　「ふれスポ
Cha３」 2,731     

(山形) 104 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

かみのやま総合型地域スポーツクラ
ブ 3,712     

(山形) 105 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

みなスポ松山 1,120     

(福島) 106 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

川内クラブ設立準備委員会 1,080     

(福島) 107 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

古殿スポーツクラブ（仮称） 1,080     

(福島) 108 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

ViVa Kids スポーツクラブ 1,080     

(福島) 109 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）石川ユナイテッドスポーツ
クラブ　きらり 1,070     

(福島) 110 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

広野みかんクラブ 2,640     

(福島) 111 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

岳クラブ 4,000     

(福島) 112 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ひらたスポーツクラブ 1,664     

(福島) 113 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

西の郷スポーツクラブ 3,672     

(福島) 114 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

かがみいしスポーツクラブ 2,160     

(福島) 115 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

総合型地域スポーツクラブ　泉クラ
ブ 2,000     

(福島) 116 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

はなわふれあいスポーツクラブ 2,296     

(福島) 117 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ただみコミュニティークラブ 6,400     

(福島) 118 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

２１’スポーツクラブinしらかわ 1,272     

(福島) 119 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

いわきふれあいスポーツクラブ 3,200     

(茨城) 120 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

行方市総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 1,035     

(茨城) 121 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）つくばみらい市総合型地域
スポーツクラブ設立準備委員会 1,021     

(茨城) 122 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

桜川市総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 900       

(茨城) 123 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

阿見いきいきクラブ 436       

(茨城) 124 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）サンドレイククラブ 1,080     

(茨城) 125 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

総合型地域スポーツクラブみほ設立
準備委員会 1,080     

(茨城) 126 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

茨城町スポーツクラブ設立準備委員
会 990       

(茨城) 127 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

酒門いきいきスポーツクラブ 3,200     

(茨城) 128 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

滑川ファミリースポーツクラブ 4,653     

(茨城) 129 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

取手東部わいわいスポーツクラブ 5,253     

(茨城) 130 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ライフスポーツクラブしんとね 726       

(茨城) 131 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

土浦スポーツ健康倶楽部 5,120     

(茨城) 132 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

いきいきITAKOスポーツクラブ 1,360     

(茨城) 133 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

取手セントラルクラブ 3,630     

(茨城) 134 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

とりで西部ふれあいクラブ 1,360     

(茨城) 135 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

スポーツクラブさしま 4,000     

(茨城) 136 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

塙山コミュニティクラブ 2,952     

(栃木) 137 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

那須町田中地区総合型地域スポーツ
クラブ創設準備委員会 1,080     
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

(栃木) 138 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

まほろばの里スポーツクラブ設立準
備委員会 1,080     

(栃木) 139 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

壬生町総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 1,080     

(栃木) 140 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

岩舟町総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 1,080     

(栃木) 141 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ジョータロークラブ 400       

(栃木) 142 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

スポーツクラブ　YOU　GO！ 953       

(栃木) 143 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

生子の里スポーツクラブ　スマイル 1,040     

(栃木) 144 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

さくらスポーツクラブエンジョイ 1,200     

(栃木) 145 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

JOHOKUスポーツクラブ 2,000     

(栃木) 146 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

HOKUTO．S．C 2,400     

(栃木) 147 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

元気UPスポーツクラブ 2,693     

(栃木) 148 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

仮称　元気ワイワイ・スポーツクラ
ブ南河内 3,200     

(栃木) 149 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

いきいきクラブ上三川 3,200     

(栃木) 150 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

しおやユリピースポーツクラブ 3,744     

(栃木) 151 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

元気の出るスポーツクラブのぎ 640       

(栃木) 152 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

グリムの里スポーツクラブ 849       

(栃木) 153 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

夢クラブ国分寺 5,587     

(栃木) 154 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

大平スポーツネット 4,573     

(栃木) 155 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

みんなで楽しむスポーツクラブ 3,487     

(栃木) 156 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

たぬまアスレチッククラブ 3,235     

(栃木) 157 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

加蘇スポーツクラブきらら☆ 1,040     

(栃木) 158 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

市貝いきいきクラブ 1,200     

(栃木) 159 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

みくりやスポーツクラブ 4,000     

(群馬) 160 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

健康夢友クラブ 1,071     

(群馬) 161 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

あんなかスポーツクラブ 1,080     

(群馬) 162 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

中之条スポーツクラブ　KEYAKI 1,080     

(群馬) 163 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

しょうわスポーツクラブ 1,080     

(群馬) 164 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）吉岡総合スポーツクラブ 1,080     

(群馬) 165 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

めいわスポーツクラブ 1,080     

(群馬) 166 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

館林西スポーツクラブ 800       

(群馬) 167 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

草津温泉健康クラブ 1,600     

(群馬) 168 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ちよだスポーツクラブ 1,840     

(群馬) 169 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

伊勢崎西部スポーツクラブ 3,092     

(群馬) 170 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

渋川いきいき健康スポーツクラブ 5,600     

(群馬) 171 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

あいおいスポーツクラブ 800       

(群馬) 172 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

宮城スポーツクラブ 1,600     

(群馬) 173 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

高崎スポーツクラブ 6,400     

(埼玉) 174 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）桜区総合型地域スポーツク
ラブ設立準備委員会 1,080     

(埼玉) 175 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）浦和美園SCC設立準備委員会 543       

(埼玉) 176 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）総合型地域スポーツクラブ
BAGUS 1,080     

(埼玉) 177 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

36スポーツアカデミー総合型地域ス
ポーツクラブ設立準備委員会 1,080     

(埼玉) 178 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

T.A.Pいるま総合型地域スポーツクラ
ブ設立準備委員会 1,080     

(埼玉) 179 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

ときがわ総合スポーツクラブ設立準
備委員会 1,080     

(埼玉) 180 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

クラブ　ラッキー 3,600     

(埼玉) 181 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

総合型地域スポーツクラブ　ジュベ
ニール白岡 4,770     

(埼玉) 182 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

飯能総合型地域スポーツクラブ 8,000     

(埼玉) 183 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

リリー・アスレチック・クラブ 4,128     
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

(埼玉) 184 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

クラブ幸手 5,567     

(埼玉) 185 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ふじみ野ふぁいぶるクラブ 5,520     

(埼玉) 186 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ハッスルはすだ総合型地域スポーツ
クラブ 5,600     

(埼玉) 187 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

北坂戸総合型地域スポーツクラブ 6,996     

(埼玉) 188 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

杉戸町総合型地域スポーツクラブ
「すぎスポ」 3,600     

(埼玉) 189 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ピースふぁいぶるクラブ 1,337     

(埼玉) 190 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

鴻巣ブレス総合型スポーツクラブ 4,000     

(埼玉) 191 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

川口戸塚総合型地域スポーツクラブ
「どりーむらいふ」 1,640     

(千葉) 192 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

のさか地区総合型地域スポーツクラ
ブ設立準備委員会 622       

(千葉) 193 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

加茂総合型地域スポーツクラブ設立
準備委員会 1,008     

(千葉) 194 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

流山市総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 1,080     

(千葉) 195 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

矢切S.C.育成会　設立準備委員会 784       

(千葉) 196 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

佐貫地区総合型地域スポーツクラブ
設立準備委員会 375       

(千葉) 197 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

市川スポーツガーデン国府台 1,907     

(千葉) 198 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

高田倶楽部 1,341     

(千葉) 199 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

市川スポーツガーデン塩浜 3,120     

(千葉) 200 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

千種ふれあいくらぶ 1,600     

(東京) 201 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

調布地区地域スポーツクラブ（仮
称）設立準備委員会 1,080     

(東京) 202 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

狛江市総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 1,080     

(東京) 203 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）昭島市くじらスポーツクラ
ブ発起人会 1,078     

(東京) 204 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

瑞穂町総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 1,080     

(東京) 205 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

東陽地区総合型地域スポーツクラブ
設立準備委員会 1,080     

(東京) 206 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

あきる野総合スポーツクラブ 3,200     

(東京) 207 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

U&Uクラブ 3,535     

(東京) 208 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

興本倶楽部 5,020     

(東京) 209 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

烏山スポーツクラブユニオン 1,752     

(東京) 210 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ほんまちクラブ 2,800     

(東京) 211 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

クラブ１２３荻窪 2,252     

(東京) 212 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ＳＵＫ2　クラブ 5,426     

(東京) 213 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

稲城市総合型地域スポーツクラブｉ
クラブ 6,812     

(東京) 214 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

深川七中エリア地域スポーツクラブ 4,640     

(東京) 215 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

新宿チャレンジスポーツ文化クラブ 2,758     

(神奈川) 216 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

松田町スポーツを楽しむ会 900       

(神奈川) 217 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

腰越スポーツクラブ連絡会 1,080     

(神奈川) 218 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

大沼若松総合型地域スポーツクラブ
設立準備委員会 720       

(神奈川) 219 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

川中島総合型スポーツクラブ設立準
備会 1,080     

(神奈川) 220 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

菅生スポーツ・コミュニティクラブ
設立実行委員会 1,080     

(神奈川) 221 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

あしがら総合型スポーツクラブ「あ
すぽ」設立準備会 1,080     

(神奈川) 222 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

愛川ウエルネスネットワーク 1,080     

(神奈川) 223 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

川崎市広域型スポーツクラブ
「K.S.D.」 1,080     

(神奈川) 224 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

はざわクラブ 1,408     

(神奈川) 225 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

中野島総合型スポーツクラブ「ビル
ネ」 2,560     

(神奈川) 226 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

善行・大越スポーツクラブ 7,200     

(神奈川) 227 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

さかえスポーツくらぶ 1,516     

(神奈川) 228 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

茅ヶ崎総合型スポーツクラブ”YOU・
悠” 1,600     

(神奈川) 229 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

寒川総合スポーツクラブ 6,400     
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

(神奈川) 230 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

若葉台スポーツ・文化クラブ 6,400     

(神奈川) 231 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

都筑スポーツプランナー　竹の子会 800       

(新潟) 232 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

田上町総合型スポーツクラブ設立準
備委員会 1,080     

(新潟) 233 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

長岡蒼柴スポーツクラブ設立準備委
員会 1,080     

(新潟) 234 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

燕総合型地域スポーツクラブ設立準
備委員会 1,080     

(新潟) 235 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

川口町総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 1,080     

(新潟) 236 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

胎内市総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 1,080     

(新潟) 237 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

湯沢町総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 1,080     

(新潟) 238 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

西山町総合型クラブ（仮称）設立準
備委員会 4,800     

(新潟) 239 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

あさひ総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 4,984     

(新潟) 240 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

こいこいスポーツクラブおぢや 8,000     

(新潟) 241 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

阿賀野市総合型クラブ“やろでば！
みんなで” 3,461     

(新潟) 242 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

さんわスポーツクラブ 2,400     

(新潟) 243 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

元気×2トキめきクラブ 6,400     

(新潟) 244 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

かきざきスポーツクラブ 800       

(新潟) 245 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

見附市総合型地域スポーツクラブ 3,200     

(新潟) 246 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

おおがたスポーツクラブ 1,194     

(新潟) 247 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

三条市総合型地域スポーツクラブり
んぐる 4,354     

(新潟) 248 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

中里総合クラブYO-BE 2,800     

(富山) 249 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）立山山麓あわすのスポーツ
クラブ 1,080     

(富山) 250 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

(仮称）KUスポーツクラブ設立準備委
員会 1,080     

(富山) 251 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

スポーツFunたてやま 3,200     

(富山) 252 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

おおさわのスポーツクラブ 6,175     

(富山) 253 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

パレススポーツクラブ 7,600     

(富山) 254 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

常願寺スポーツクラブ 8,000     

(富山) 255 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

Rヴィレッジスポーツクラブ 8,000     

(富山) 256 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

立山連峰スポーツクラブ 7,200     

(富山) 257 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

五福公園スポーツクラブ 2,800     

(富山) 258 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ひすいスポーツクラブ 4,400     

(富山) 259 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

大広田元気スポーツクラブ 5,328     

(富山) 260 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

中央スポーツクラブ 2,400     

(富山) 261 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

立山フレンドリースポーツクラブ 2,400     

(富山) 262 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

きらぴか☆スポーツクラブ 6,400     

(富山) 263 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

五箇山スポーツクラブ 1,760     

(石川) 264 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

美川地域総合型スポーツクラブ（仮
称） 8,000     

(石川) 265 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

内川体育協会 4,000     

(石川) 266 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

杜の里スポーツクラブ 5,600     

(石川) 267 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

NASPO 1,040     

(石川) 268 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

クラブタッチ 6,400     

(福井) 269 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

若狭町総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会（仮） 822       

(福井) 270 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）若狭小浜総合型地域スポー
ツクラブ 1,080     

(福井) 271 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）永平寺総合型地域スポーツ
クラブ設立準備委員会 720       

(福井) 272 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

あわら総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 4,000     

(山梨) 273 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

市川三郷総合型地域スポーツクラブ
設立準備委員会 900       

(山梨) 274 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

忍野村総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 1,080     

(山梨) 275 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

甲州スポーツ倶楽部 3,200     
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

(山梨) 276 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

玉穂総合スポーツクラブ 1,269     

(山梨) 277 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

大月市健やかスポーツクラブ 800       

(山梨) 278 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

アストリースポーツクラブ 2,800     

(長野) 279 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）東和田総合型スポーツクラ
ブ 1,080     

(長野) 280 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）ふぁ～すとマム上田クラブ 1,080     

(長野) 281 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

ながの北部スポーツクラブ 1,080     

(長野) 282 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）天龍100年クラブ 1,080     

(長野) 283 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

王滝村総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 1,080     

(長野) 284 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

須坂中央総合型地域スポーツクラブ
設立準備委員会 1,080     

(長野) 285 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）信濃町総合型スポーツクラ
ブ 900       

(長野) 286 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）総合型スポーツクラブ
NAGANO　BAGUS 1,080     

(長野) 287 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

中条スポーツクラブ 1,080     

(長野) 288 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

はつらつ千曲クラブ 1,080     

(長野) 289 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

蓼科高原スポーツクラブ 1,080     

(長野) 290 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）岡谷やまびこクラブ 1,080     

(長野) 291 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）木曽ずくクラブ 900       

(長野) 292 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）スポーツシューレ小海 1,080     

(長野) 293 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

スポーツクラブタップス 1,080     

(長野) 294 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

浅間嶺スポーツクラブ 1,080     

(長野) 295 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）高山村総合型スポーツクラ
ブ 1,080     

(長野) 296 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

塩田総合型地域スポーツクラブ設立
準備委員会 1,080     

(長野) 297 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

小谷村総合型地域スポーツクラブ 832       

(長野) 298 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

オヤジ改造クラブ 842       

(長野) 299 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

小川スポーツふれあいクラブ 2,160     

(長野) 300 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

千曲アプリコットスポーツクラブ 5,600     

(長野) 301 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

蓼科総合型地域スポーツクラブ 5,600     

(長野) 302 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

中野南部総合型地域スポーツクラブ
設立準備委員会（仮称） 5,600     

(長野) 303 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

さなだスポーツクラブ 8,000     

(長野) 304 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

富士見町地域スポーツクラブ 960       

(長野) 305 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

安曇野総合型地域スポーツクラブ
スポネット常念 1,280     

(長野) 306 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

白馬総合型地域スポーツクラブ 7,183     

(長野) 307 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

岸野スポーツクラブ 5,600     

(長野) 308 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ゆたかのスポーツクラブ 1,200     

(長野) 309 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

たけしスポーツクラブ 1,000     

(長野) 310 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

とよおか総合型地域スポーツクラブ 4,400     

(岐阜) 311 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

南濃スポーツクラブ（仮名称）設立
準備委員会 1,080     

(岐阜) 312 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

せき西部スポーツクラブ（仮称）設
立準備委員会 961       

(岐阜) 313 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

みたけスポーツ・文化倶楽部設立準
備委員会 1,080     

(岐阜) 314 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

Club Puff 設立準備委員会 1,080     

(岐阜) 315 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

各務原市　桜ファミリークラブ 1,080     

(岐阜) 316 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

ESPERANZA 加茂スポーツクラブ設立
準備委員会 1,080     

(岐阜) 317 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

輪之内スポーツクラブ 640       

(岐阜) 318 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

長良西スポーツクラブ 960       

(岐阜) 319 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

えな花の木スポーツクラブ 1,904     

(岐阜) 320 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

スマイルクラブこん平田 2,592     

(岐阜) 321 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

えなイースト総合スポーツクラブ 1,120     
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

(岐阜) 322 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

稲津スポーツ・文化クラブ 3,502     

(岐阜) 323 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

みわスポーツクラブ（岐阜市） 992       

(岐阜) 324 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

なかよしクラブすなみ 800       

(静岡) 325 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

清水町総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 841       

(静岡) 326 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

アプロス菊川（仮称）設立準備委員
会 1,080     

(静岡) 327 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

小山町総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 1,080     

(静岡) 328 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

芝川健・楽・遊スポーツクラブ設立
準備委員会 1,080     

(静岡) 329 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

岡部総合型地域スポーツクラブ（仮
称）「りゅうせい」 1,080     

(静岡) 330 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

宮Keiスポーツクラブ 2,584     

(静岡) 331 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

広幡スポーツクラブ 2,094     

(静岡) 332 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

総合型地域スポーツクラブ・プラス
ワン 5,329     

(静岡) 333 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

エンジョイスポーツ三島 5,075     

(静岡) 334 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

スポーツクラブかわせみ 800       

(静岡) 335 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

清水スポーツクラブ 6,400     

(愛知) 336 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

スポーツクラブ東海 6,400     

(愛知) 337 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

三好さんさんスポーツクラブ 2,653     

(三重) 338 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）木曽岬町総合型地域スポー
ツクラブ設立準備委員会 749       

(三重) 339 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

渡会スポーツクラブ設立準備委員会 450       

(三重) 340 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

二見総合型地域スポーツクラブ設立
準備委員会 1,080     

(三重) 341 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

かんべスポーツクラブ 1,881     

(三重) 342 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

府中スポーツクラブ 2,400     

(滋賀) 343 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

長浜市総合型スポーツクラブ準備委
員会 1,080     

(滋賀) 344 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

彦クラブ設立準備委員会 1,080     

(滋賀) 345 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

奥びわ湖スポーツクラブ実行委員会 1,080     

(滋賀) 346 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

奥永源寺総合型地域スポーツクラブ
実行委員会 1,080     

(滋賀) 347 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

総合型クラブ　きのもとeye's 1,600     

(滋賀) 348 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

こうかサスケくらぶ 3,640     

(滋賀) 349 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

小津クラブ 4,400     

(滋賀) 350 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

多賀やまびこクラブ 2,400     

(京都) 351 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

みやま総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 802       

(京都) 352 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

そのべ総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 1,080     

(京都) 353 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

宮津総合型スポーツクラブ設立準備
委員会 854       

(京都) 354 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

長五校区総合型地域スポーツクラブ
設立準備委員会 610       

(京都) 355 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

久世スポーツクラブ設立準備委員会 1,080     

(京都) 356 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

東宇治スポーツクラブ 5,060     

(京都) 357 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

網野スポーツクラブ 7,200     

(京都) 358 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

寺田西総合型地域スポーツクラブ 3,199     

(京都) 359 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

野田川スポーツクラブ 800       

(大阪) 360 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

箕面中央総合型スポーツクラブ設立
準備委員会 978       

(大阪) 361 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

摂津市総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 1,073     

(大阪) 362 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

かきの木スポーツクラブ設立準備委
員会 1,075     

(大阪) 363 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

てしま総合型ローズクラブ 1,840     

(大阪) 364 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

さつき総合型地域スポーツクラブ 2,318     

(大阪) 365 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

錦綾健康づくりクラブ 1,324     

(大阪) 366 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

箕面東コミュニティスポーツクラブ 2,400     

(大阪) 367 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

いきいき大東スポーツクラブ 7,200     
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

(大阪) 368 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

岬町総合型地域スポーツクラブ　み
さきタコクラブ 438       

(大阪) 369 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

池の里クラブ 3,146     

(大阪) 370 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ふれあいスマイルクラブ 4,400     

(奈良) 371 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）五條スポーツクラブ設立準
備委員会 1,080     

(奈良) 372 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

桜井西体育協会スポーツクラブ 689       

(奈良) 373 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

すこやか安堵スポーツクラブ 1,456     

(奈良) 374 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

桜井校区体育協会スポーツクラブ 1,884     

(奈良) 375 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

大福地域スポーツクラブ 3,600     

(奈良) 376 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

元気クラブいかるが 4,285     

(奈良) 377 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

芝運動公園スポーツクラブ 4,000     

(奈良) 378 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

川西スポーツクラブ 2,413     

(奈良) 379 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

橿原健康スポーツクラブ　Ｋ・Ｋ・
Ｓ・Ｃ 4,400     

(奈良) 380 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

安倍体育協会スポーツクラブ 1,284     

(和歌山) 381 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

(仮称）橋本地区　総合型地域スポー
ツクラブ設立準備委員会 1,080     

(和歌山) 382 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）高野口総合型スポーツクラ
ブ 1,080     

(和歌山) 383 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

岩出総合型地域スポーツクラブ設立
準備委員会 1,080     

(和歌山) 384 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

砂山地区総合型地域クラブ設立準備
委員会 1,078     

(和歌山) 385 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮）サラダクラブ 1,080     

(和歌山) 386 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

和歌山さわやかスポーツクラブ設立
準備委員会 1,080     

(和歌山) 387 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

由翔会 1,080     

(和歌山) 388 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

熊野本宮スポーツクラブ設立準備委
員会 1,074     

(和歌山) 389 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）和歌山北高校総合型地域ス
ポーツクラブ設立準備委員会 1,078     

(和歌山) 390 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

ソイジョイ・ウォーキングクラブ 958       

(和歌山) 391 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

憩楽クラブかつらぎ 5,600     

(和歌山) 392 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

下津スポーツクラブ 5,088     

(和歌山) 393 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

安原スポーツクラブ 3,200     

(和歌山) 394 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

スプラウトスポーツクラブ和歌山 5,600     

(和歌山) 395 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

紀三井寺スポーツクラブ 5,571     

(和歌山) 396 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

港総合型地域スポーツクラブ 936       

(和歌山) 397 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

桃山体育王国スポーツクラブ 1,120     

(鳥取) 398 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

南部町総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 1,080     

(鳥取) 399 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

大山町総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 810       

(鳥取) 400 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ウルトラ　カルチャー＆スポーツク
ラブ 1,764     

(鳥取) 401 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

泊クラブ 1,760     

(鳥取) 402 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

Ｄｏ・スポーツ 2,800     

(鳥取) 403 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

打吹スポーツクラブ 4,400     

(島根) 404 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

西ノ島総合型スポーツクラブ設立準
備委員会 900       

(島根) 405 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

美川総合型地域スポーツクラブ設立
準備委員会 461       

(島根) 406 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

金城町総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 773       

(島根) 407 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

あさひスポーツクラブ 922       

(島根) 408 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

仮称　江津いきいきスポーツクラブ
設立準備委員会 690       

(島根) 409 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

川本町体育協会 504       

(島根) 410 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）海士町体育協会 630       

(島根) 411 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

奥出雲町体育協会 478       

(島根) 412 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

吉賀町総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 845       

(島根) 413 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

津和野町総合型スポーツクラブ設立
準備委員会 603       
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

(島根) 414 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

知夫里島総合型スポーツクラブ設立
準備委員会（仮称） 558       

(島根) 415 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

飯南町総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 998       

(島根) 416 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

三刀屋町総合型地域スポーツクラブ
設立準備委員会 1,080     

(島根) 417 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

美保関クラブ 1,360     

(島根) 418 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

斐川町総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 4,920     

(島根) 419 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

隠岐の島町総合型地域スポーツクラ
ブ 8,000     

(島根) 420 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

城北総合スポーツクラブ運営委員会 800       

(島根) 421 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

大東総合型スポーツクラブ 2,248     

(島根) 422 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

Yu-Gaku加茂スポーツクラブ 3,200     

(島根) 423 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

みなみ総合スポーツクラブ 6,480     

(島根) 424 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

島田総合スポーツクラブ 3,840     

(島根) 425 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

リバーサイドスポーツクラブ 3,918     

(島根) 426 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

おおの輪・和・ワークラブ 2,000     

(島根) 427 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

銀ギンginスポーツクラブ 1,360     

(岡山) 428 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

勝央町健康スポーツクラブ設立準備
委員会 1,062     

(岡山) 429 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

吉井スポレククラブ設立準備委員会 1,080     

(岡山) 430 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

和気町総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 1,080     

(岡山) 431 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

夢咲クラブ 4,427     

(岡山) 432 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

浅口市総合型スポーツクラブ“遊ぶ
ところ” 4,725     

(岡山) 433 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

しょうぼくスポーツクラブ 3,968     

(岡山) 434 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

柵原星の里スポレク倶楽部 4,888     

(岡山) 435 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

たかはしコミュニティ・スポーツク
ラブ“ピオーネ” 2,799     

(岡山) 436 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

児島総合型スポーツクラブ 6,352     

(岡山) 437 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

みやまスポーツクラブ 4,400     

(広島) 438 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

オールラウンド鈴張 495       

(広島) 439 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

沼田川スポーツくらぶ 1,080     

(広島) 440 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

らくらくクラブ 720       

(広島) 441 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

江田島市総合型地域スポーツクラブ
設立準備委員会 4,800     

(広島) 442 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

呉娑々宇スポーツクラブ 5,132     

(広島) 443 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

みわスポーツクラブ 5,600     

(広島) 444 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

わくわくスポーツランドこうち 960       

(広島) 445 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

鯉城ふれあいクラブ 1,040     

(広島) 446 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

koi koiスポーツクラブ 2,000     

(山口) 447 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

下松中央スポーツ振興会 1,080     

(山口) 448 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

伊上地区スポーツクラブ設立準備委
員会 1,080     

(山口) 449 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

三隅地区スポーツクラブ設立準備委
員会 1,080     

(山口) 450 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

俵山スポーツ振興会 1,080     

(山口) 451 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

今宿スポーツクラブ設立準備委員会 1,080     

(山口) 452 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

久米いきいき健康クラブ設立準備委
員会 1,080     

(山口) 453 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

櫛浜スポーツクラブ設立準備委員会 1,080     

(山口) 454 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

城南スポーツクラブ設立準備委員会 1,080     

(山口) 455 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

右田体育協会 1,080     

(山口) 456 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

麦川体力づくり振興会 1,080     

(山口) 457 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

宇田ふれあいスポーツクラブ設立準
備委員会 1,080     

(山口) 458 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

小串地区総合型地域スポーツクラブ
設立準備委員会 1,080     

(山口) 459 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

豊田中いなほクラブ 1,433     
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

(山口) 460 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

Goppoええぞなクラブ 4,400     

(山口) 461 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

菊川スポーツクラブ 2,400     

(徳島) 462 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮）神山町スポーツクラブ 477       

(徳島) 463 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮）海陽町総合型地域スポーツク
ラブ設立準備委員会 1,080     

(徳島) 464 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

土成Uクラブ設立準備委員会 962       

(徳島) 465 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮）つるぎスポーツクラブ設立準
備委員会 900       

(徳島) 466 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

那賀町総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会（仮） 2,560     

(徳島) 467 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

（仮）こまつしま総合型地域スポー
ツクラブ設立準備委員会 4,000     

(徳島) 468 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

おおくすクラブ 4,435     

(徳島) 469 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

板野ぴょん太スポーツクラブ 5,440     

(徳島) 470 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

K-Friends 6,976     

(徳島) 471 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

鳴門市総合型地域スポーツクラブ
NICE 7,200     

(徳島) 472 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

上板ふれあいクラブ 4,000     

(徳島) 473 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

徳島スポーツクラブ･カバロス 2,800     

(徳島) 474 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

さなごうちスポーツクラブ 2,040     

(徳島) 475 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

えのみや睦会 1,586     

(徳島) 476 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ひょうたん島クラブ 5,384     

(徳島) 477 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

スポーツネットワーク　ひわさ夢く
らぶ 4,134     

(香川) 478 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮）多度津総合型地域スポーツク
ラブ設立準備委員会 1,080     

(香川) 479 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

DISPORT・キラキラうたづ 3,200     

(香川) 480 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

栗林スポーツクラブ 2,800     

(香川) 481 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

さぬき三木スポーツクラブ 4,000     

(香川) 482 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

弦打スポーツクラブ 4,000     

(愛媛) 483 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

スポーツクラブ保内 639       

(愛媛) 484 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

伊予地区総合型郡中スポレククラブ
設立準備委員会 1,080     

(愛媛) 485 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

おおずスポーツクラブ 2,400     

(愛媛) 486 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

三瓶スポーツクラブ 5,704     

(愛媛) 487 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

西条中央スポーツクラブ 6,240     

(愛媛) 488 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

うわじまアウトドアスポーツクラブ 800       

(愛媛) 489 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

しまなみスポーツクラブ 4,000     

(高知) 490 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）ひだか茂平クラブ 1,080     

(高知) 491 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

まほろばクラブ南国 1,080     

(高知) 492 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）香美市民スポーツクラブ設
立準備委員会 1,080     

(高知) 493 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）梼原雲の上スポーツクラブ 1,080     

(高知) 494 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

レッツおおつき 1,488     

(高知) 495 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

津野げんき倶楽部 3,200     

(高知) 496 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

むろとスポーツクラブ 5,600     

(高知) 497 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

総合型地域スポーツクラブ　あっ
きーな 5,600     

(高知) 498 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

高知チャレンジドクラブ 5,600     

(高知) 499 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

もとやま元気クラブ 3,040     

(高知) 500 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

田野町スポーツクラブ 2,810     

(高知) 501 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

清流クラブ　池川 1,600     

(高知) 502 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

大正スポーツクラブ 1,320     

(高知) 503 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

スポレクすくも 2,518     

(高知) 504 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

はるのGENKIクラブ 1,539     

(高知) 505 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

いのスポーツクラブ 4,360     
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

(高知) 506 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

佐川町さくらスポーツクラブ 2,352     

(福岡) 507 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

大任無限スポーツクラブ 1,080     

(福岡) 508 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

YAWATAキッズほっと倶楽部設立準備
委員会 1,080     

(福岡) 509 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

前原市総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 1,080     

(福岡) 510 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

中間南ドリームスポーツクラブ設立
準備委員会（仮称） 648       

(福岡) 511 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

鞍手コミュニティクラブ設立準備委
員会 1,080     

(福岡) 512 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

総合型地域スポーツクラブちくしの
設立準備委員会 1,080     

(福岡) 513 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

みやま市スポーツクラブ（仮称） 1,080     

(福岡) 514 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

立岩スポーツクラブ設立準備委員会 1,080     

(福岡) 515 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）TAGAWAスポーツカテゴリー
ワン設立準備委員会 1,080     

(福岡) 516 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

エコリバ小倉スポーツクラブ設立準
備委員会 1,080     

(福岡) 517 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

桂川中学校区総合型地域スポーツク
ラブ設立準備委員会 900       

(福岡) 518 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

赤球友クラブ総合型スポーツクラブ
設立準備委員会 495       

(福岡) 519 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

ペラーダ設立準備委員会 1,080     

(福岡) 520 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

水巻町総合型地域スポーツクラブ
（仮称） 1,080     

(福岡) 521 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

アクアススポーツクラブ 1,080     

(福岡) 522 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ＥＡＳＴクラブ 5,600     

(福岡) 523 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ボアソルテ・Ｆ・飯塚 5,600     

(福岡) 524 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

KAWASAKI UNITED SPORTS CLUB 960       

(福岡) 525 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

宮若市総合型スポーツクラブ設立準
備委員会 1,520     

(福岡) 526 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ふれスポ・あしや 1,968     

(福岡) 527 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ふくつ総合型スポーツクラブ（仮
称） 3,200     

(福岡) 528 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

スポーツＢＲＡＮＤＥＸ福岡 5,600     

(福岡) 529 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ＭＣＡ 3,200     

(福岡) 530 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

スポネット・しろやま 1,440     

(福岡) 531 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

しいだコミュニティ倶楽部 4,320     

(福岡) 532 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ＳＯＵＴＨクラブ 800       

(福岡) 533 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

L＆Sたがわ 3,520     

(佐賀) 534 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

みやき町総合型地域スポーツクラブ
設立準備委員会 529       

(佐賀) 535 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

江北町総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 1,080     

(佐賀) 536 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

基山町総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 1,035     

(佐賀) 537 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

太良町総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 876       

(佐賀) 538 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

フィッ鳥栖（仮称） 1,600     

(佐賀) 539 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

有田スポーツクラブ“いきいき” 1,232     

(佐賀) 540 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

玄海セーリングクラブ 4,400     

(佐賀) 541 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

スポーツライフ・鹿島 1,135     

(佐賀) 542 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

赤松スポーツクラブ・シャチ 800       

(長崎) 543 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

波佐見ルピナス倶楽部設立準備委員
会 1,080     

(長崎) 544 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

総合型地域スポーツクラブ「ひがし
そのぎ」設立準備委員会 1,080     

(長崎) 545 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

おぢか総合型総合型スポーツクラブ
設立準備委員会 1,080     

(長崎) 546 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

東長崎地区総合型地域スポーツクラ
ブ設立準備委員会 988       

(長崎) 547 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

みなみ島原スポーツクラブ（仮） 1,080     

(長崎) 548 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

やまんた倶楽部 3,170     

(長崎) 549 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

アイランズスポーツクラブ 5,600     

(長崎) 550 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

長与スポーツクラブ 1,600     

(長崎) 551 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

のんのこ総合型地域スポーツクラブ 4,000     
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

(熊本) 552 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

益城町総合型地域スポーツクラブ準
備委員会 586       

(熊本) 553 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

菊池市総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 900       

(熊本) 554 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

津奈木町総合型地域スポーツクラブ
準備委員会 556       

(熊本) 555 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

氷川町総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 1,080     

(熊本) 556 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

山江村総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 899       

(熊本) 557 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

小国町総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 1,080     

(熊本) 558 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

相良村総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 1,080     

(熊本) 559 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

産山村総合型地域スポーツクラブ設
立実行準備委員会 1,026     

(熊本) 560 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）本渡地区総合型地域スポー
ツクラブ設立準備委員会 849       

(熊本) 561 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

宇城市小川町総合型地域スポーツク
ラブ設立準備委員会 1,080     

(熊本) 562 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

松橋総合型地域スポーツクラブ準備
委員会 378       

(熊本) 563 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

長洲にこにこクラブ 595       

(熊本) 564 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

帯山地域スポーツクラブ 1,600     

(熊本) 565 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

御幸スポーツクラブ 1,760     

(熊本) 566 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

長嶺地域スポーツクラブ 4,000     

(熊本) 567 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

やまが総合スポーツクラブ 4,236     

(熊本) 568 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

熊本西総合型スポーツクラブ 3,876     

(熊本) 569 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ふれあいスポーツクラブあさぎり 800       

(熊本) 570 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

出水南どっとネット 1,826     

(熊本) 571 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

カルヴァーリョ・ラッソ人吉 1,200     

(熊本) 572 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

オレンジはあとクラブ 5,600     

(熊本) 573 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

託麻西校区総合型地域スポーツクラ
ブ 2,835     

(熊本) 574 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

南関すこやかスポーツクラブ 6,394     

(熊本) 575 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

エス・エス・月出 800       

(熊本) 576 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

湯前さわやかクラブ『だんだん』 880       

(熊本) 577 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

うえきクラブ（Ｕ＆Ｕ） 6,400     

(熊本) 578 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

火の山スポーツクラブ 2,956     

(熊本) 579 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

太田郷スポーツクラブ 2,400     

(大分) 580 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮）亀川地区総合型地域スポーツ
クラブ設立準備委員会 1,080     

(大分) 581 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）西部地区スポーツクラブ 1,080     

(大分) 582 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

あさみ川クラブ設立準備委員会 1,080     

(大分) 583 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

蒲江地区総合型地域スポーツクラブ
設立準備委員会 1,080     

(大分) 584 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

日出町総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 1,065     

(大分) 585 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

姫島村設立準備委員会 998       

(大分) 586 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

下ノ江ふれあいクラブ設立準備委員
会 1,080     

(宮崎) 587 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

旭ヶ丘スポーツクラブ 4,800     

(宮崎) 588 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

串間スポーツクラブ（仮） 1,079     

(宮崎) 589 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

五ヶ瀬町スポーツクラブ設立準備委
員会 799       

(宮崎) 590 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

都濃スポーツクラブ 1,080     

(宮崎) 591 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

青島スポーツクラブ 1,080     

(宮崎) 592 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

スポーツクラブのじり 800       

(宮崎) 593 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

半九レインボースポーツクラブ 3,200     

(宮崎) 594 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

真幸ホットほっとクラブ 4,371     

(宮崎) 595 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

MIYAZAKIうづらaiクラブ 4,400     

(宮崎) 596 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

いいの夢クラブ 5,860     

(宮崎) 597 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

西都スポーツクラブ 800       
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

(宮崎) 598 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

小林元気クラブ 1,552     

(宮崎) 599 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

いい汗加久藤クラブ 4,400     

(宮崎) 600 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

住吉スポーツクラブ 2,288     

(宮崎) 601 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

佐土原スポーツクラブ 5,600     

(鹿児島) 602 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

龍郷スポーツクラブ設立準備委員会 741       

(鹿児島) 603 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

大和村総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 1,005     

(鹿児島) 604 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

南種子町総合型地域スポーツクラブ
設立準備委員会 1,061     

(鹿児島) 605 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

種子島スポーツクラブ設立準備委員
会 1,080     

(鹿児島) 606 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

喜界町総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会 1,056     

(鹿児島) 607 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

ひまわり元気クラブ設立準備委員会 855       

(鹿児島) 608 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

枕崎きばらん海クラブ 2,880     

(鹿児島) 609 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

大崎スポーツクラブ 2,800     

(鹿児島) 610 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

国分舞鶴スポーツクラブ 6,400     

(鹿児島) 611 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ＮＩＦＳスポーツクラブ 6,320     

(鹿児島) 612 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

コミュニティスポーツクラブ　チェ
スト伊集院 2,400     

(鹿児島) 613 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

ひろきスポーツクラブ 952       

(沖縄) 614 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

豊見城ニュータウン地域スポーツク
ラブ（仮称） 1,080     

(沖縄) 615 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

那覇うまんちゅスポーツクラブ 1,080     

(沖縄) 616 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

渡慶次がんじゅークラブ 1,080     

(沖縄) 617 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

大里グスク健康クラブ 1,080     

(沖縄) 618 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

小城スポーツクラブ設立準備委員会 720       

(沖縄) 619 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

やえせ桜健康クラブ 1,080     

(沖縄) 620 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

江口スポーツクラブ 810       

(沖縄) 621 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）竹富町総合型地域スポーツ
クラブ 1,080     

(沖縄) 622 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

南大東村スポーツクラブ 918       

(沖縄) 623 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

渡名喜スポーツクラブ 990       

(沖縄) 624 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

おおざと南山クラブ 977       

(沖縄) 625 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

仲西自治会スポーツクラブ 1,080     

(沖縄) 626 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

美咲スポーツクラブ 900       

(沖縄) 627 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

勝山区スポーツクラブ 900       

(沖縄) 628 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

兼城スポーツクラブ（仮称） 1,080     

(沖縄) 629 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

安谷屋スポーツクラブ（仮称） 1,080     

(沖縄) 630 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

わにやスポーツクラブ（仮称） 1,080     

(沖縄) 631 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）石垣地区総合型地域スポー
ツクラブ 1,080     

(沖縄) 632 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

（仮称）総合型スポーツクラブサン
ビスカス沖縄 1,080     

(沖縄) 633 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

スポーツクラブ赤蜂 1,600     

(沖縄) 634 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

こくら文化・スポーツクラブ 1,960     

(沖縄) 635 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

兼城ハイツ健康クラブ 3,141     

(沖縄) 636 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

はごろもスポーツクラブ 3,436     

(沖縄) 637 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

楚辺スポーツクラブ 2,464     

(沖縄) 638 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

吉の浦総合スポーツクラブ 1,200     

(沖縄) 639 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

那覇新都心ゆいスポーツ・文化クラ
ブ 800       

(沖縄) 640 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

八重瀬町総合型スポーツクラブ 1,564     

641 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

日体協・ＪＯＣ創立100周年記念事業
シンポジウム 22,330    

642 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用
日本体育協会公認アスレティックト
レーナー（AT）育成事業 30,283    

643 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

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 53,486    

財団法人日本体育協会1
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

644 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 国民体育大会ドーピング検査事業 26,461    

645 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

教育・啓発活動 ドーピング防止教育・啓発事業 10,372    

646 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

海外研修
平成２２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 5,373     

1,626,124
1,676,927

1 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ事業 48,085    

2 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

タレント発掘・育成支援事業 7,626     

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ＪＯＣジュニアアスリート育成支援
事業 1,863     

4 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

拠点ネットワーク連携のための研修
会事業 771       

5 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁｱｶﾃﾞﾐｰ事業 5,449     

6 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

調査研究 JOCｷｬﾘｱｱｶﾃﾞﾐｰｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ事業 11,436    

7 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

調査研究 実力把握ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2,236     

8 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

調査研究 科学ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（ｺﾝﾄﾛｰﾙﾃｽﾄ） 3,247     

9 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

調査研究 拠点ﾈｯﾄﾜｰｸ連携事業の為の調査研究 2,997     

10 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

調査研究
競技団体競技者育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ調査支援
事業 1,747     

11 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 国際競技力向上のためのWEB 6,418     

12 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ検査 208,630   

13 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

在外研修 若手ｽﾎﾟｰﾂ指導者長期在外研修 47,586    

348,091

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 研究集会等開催（普及）
子どもと高齢者の身体機能向上へ向
けた事業企画・運営者研修会 3,300     

3,300

(北海道) 2 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

中の島地区総合型地域スポーツクラ
ブ創設支援事業 1,080     

(神奈川) 3 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

幸総合型スポーツクラブPLUM 5,600     

(静岡) 4 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
創設支援事業

かわねライフSP設立準備委員会 1,080     

(愛知) 5 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
自立支援事業

碧南南部総合型地域スポーツクラブ 5,600     

6 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

子どもの居場所を活用した子ども体
力向上プログラムの展開 1,710     

7 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用
潜在的な指導者発掘と結集による事
業展開モデル 1,400     

8 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用
運動が苦手の人もｽﾎﾟｰﾂ好きになる！
ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ指導者ｾﾐﾅｰ 2,527     

9 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用
高齢者の元気づくりサポーター養成
事業 6,712     

10 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

調査研究
高齢者障害者のための指導者養成ｶﾘ
ｷｭﾗﾑの教育効果把握・評価研究 936       

26,645
29,945

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 競技会検査事業 1,692     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング分析機器整備事業 749,975   

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

教育・啓発活動
競技者及び競技者支援要員向け教
育・啓発事業 34,159    

785,826

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 測定合宿 544       

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿
第1回ユースオリンピック代表強化合
宿 558       

3 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第52回全日本ターゲットアーチェ
リー選手権大会 1,803     

4 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第20回全日本室内選手権大会 1,524     

5 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
平成22年度JOCジュニアオリンピック
カップ大会　第29回全国高等学校
アーチェリー選抜大会

1,500     

5,929

6 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 3,746     

3,746

7 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
第3回ワールドカップ（トルコ・アン
タリア） 3,497     

8 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
第22回世界フィールド選手権大会
（ハンガリー・ブタペスト） 2,662     

9 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 第4回ワールドカップ（中国・上海） 1,914     

財団法人日本オリンピック委員会2

4

合　　　　計

くじ　　　計

基金　　　計

合　　　　計

くじ　　　計

くじ　　　計

くじ　　　計

くじ　　　計

基金　　　計

財団法人日本アンチ・ドーピング機
構

5

財団法人日本体育協会1

財団法人日本レクリ
エーション協会

3

社団法人全日本アーチェリー連盟
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

10 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
アジアグランプリ（タイ・バンコ
ク） 927       

9,000
18,675

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 女子ユースキャンプ 1,995     

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 男子U16エリートキャンプ 988       

3 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 男子ユース合宿 1,282     

4 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 アジア女子チャレンジカップ上海 2,756     

5 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 男子ユース　ヨーロッパ遠征 3,479     

6 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第30回全日本女子選手権A 1,825     

7 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及） 第15回全日本女子選手権B 2,269     

14,594

8 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 公式ホームページの 刷新 5,566     

9 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 1,280     

10 くじ スポーツ団体スポーツ活動助
成

マネジメント機能強化 国際競争力基盤強化事業 5,400     
12,246

11 強化
スポーツ団体トップリーグ運
営助成

トップリーグ活性化 アジアリーグアイスホッケー 15,600    

15,600
42,440

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 2010AIBAユース世界選手権大会 2,370     

2,370

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 967       

967
3,337

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 第3回日本代表候補選手強化合宿 2,326     

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 BFA第6回AAアジア選手権 1,533     

3 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 IBAF第4回女子ワールドカップ 6,641     

4 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及） BFA第5回Aアジア選手権 4,000     

5 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及） FISU第5回世界大学野球選手権 4,000     

18,500

6 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 4,598     

4,598
23,098

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 2010世界ジュニア選手権大会 6,498     

2 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

2010年全日本選手権大会 1,900     

8,398

3 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

平成２２年度ジュニア研修合宿 9,652     

4 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 5,648     

15,300

(女子) 5 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 2010世界選手権大会代表合宿 2,357     

(女子) 6 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 2010世界選手権大会女子派遣 4,010     

6,367
30,065

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

海外合宿 ジュニアチーム海外強化合宿 5,200     

2 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第28回日本カーリング選手権大会 2,000     

7,200

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査検査事業 2,579     

4 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

マネジメント機能強化 国際交流基盤の確立 6,930     

9,509

5 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

海外合宿
強化指定女子チーム秋季海外強化合
宿 6,500     

6,500
23,209

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣
スラロームジュニア世界選手権大会
派遣 3,222

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣
カヌースプリントジュニア国際大会
派遣① 7,278

基金　　　計

競技強化　計

合　　　　計

くじ　　　計

合　　　　計

合　　　　計

9

基金　　　計

くじ　　　計

合　　　　計

社団法人日本カーリング協会10

基金　　　計

くじ　　　計

社団法人日本ウエイトリフティング
協会

合　　　　計

基金　　　計

くじ　　　計

競技強化　計

合　　　　計

競技強化　計

全日本アマチュア野球連盟8

くじ　　　計

競技強化　計

社団法人日本アマチュアボクシング
連盟

7

基金　　　計

6 財団法人日本アイスホッケー連盟

社団法人日本カヌー連盟11

5 社団法人全日本アーチェリー連盟
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

3 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第33回NHK杯全日本カヌースラローム
競技大会 2,374     

4 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

2011カヌースプリント海外派遣選手
選考会 2,500     

15,374

5 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

競技力向上全国４ブロック・ジュニ
アCSP研究協議合宿 880       

6 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 機関誌「CANOE」の発行 1,472     

7 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 5,686     

8,038

(ｽﾗﾛｰﾑ) 8 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

海外合宿
カヌースラロームシニア選抜海外合
宿① 465       

(ｽﾗﾛｰﾑ) 9 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

海外合宿
カヌースラロームシニア選抜海外合
宿⑤ 101       

(ｽﾗﾛｰﾑ) 10 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

海外合宿
カヌースラロームシニア選抜海外合
宿⑥ 131       

(ｽﾗﾛｰﾑ) 11 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

海外合宿
カヌースラロームシニア選抜海外合
宿⑦ 524       

(ｽﾗﾛｰﾑ) 12 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

海外合宿
カヌースラロームシニア選抜海外合
宿⑧ 867       

(ｽﾗﾛｰﾑ) 13 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

海外合宿
カヌースラロームシニア選抜海外合
宿⑨ 1,010     

(ｽﾗﾛｰﾑ) 14 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 スラローム世界選手権大会派遣 3,402     

(ｽﾌﾟﾘﾝﾄ) 15 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

海外合宿 カヌースプリントシニア海外合宿① 2,106     

(ｽﾌﾟﾘﾝﾄ) 16 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
カヌースプリント世界選手権大会派
遣 4,394     

13,000
36,412

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 第4回選手強化合宿 3,580     

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

海外合宿 選手強化海外合宿 2,382     

3 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第38回全日本空手道選手権大会 5,000     

10,962

4 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 アンチ・ドーピング活動推進事業 844       

844
11,806

1 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第61回全日本弓道遠的選手権大会 5,000     

2 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第29回全国高等学校弓道選抜大会 3,000     

8,000

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

海外合宿 第2回バイアスロン海外合宿 5,530     

2 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第47回バイアスロン日本選手権大会 2,000     

7,530

3 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

近代五種競技講習会とビアレス大会
(木曽・飯田市・東京都・さいたま 1,989     

4 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

近代五種競技講習会とビアレス大会
(名寄・札幌・津南・南砺、Ａ／Ｂ地 2,061     

4,050
11,580

1 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第2回全日本都道府県対抗女子剣道優
勝大会 1,500     

2 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及） 第37回全日本杖道大会 1,000     

2,500

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 1,284     

1,284
3,784

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

海外合宿 男子合宿 1,524     

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

海外合宿 女子合宿 1,524     

3 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣
第24回世界女子アマチュアゴルフ
チーム選手権派遣 2,217     

4 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣
第27回世界アマチュアゴルフチーム
選手権派遣 2,088     

7,353

5 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 4,349     

4,349
11,702

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 ナショナルトレセンU-14（前期） 610       

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 ナショナルトレセンU-14（後期） 8,464     

3 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿
ナショナルトレーニングキャンプU-
16 4,926     

基金　　　計

財団法人全日本弓道連盟

合　　　　計

基金　　　計

合　　　　計

基金　　　計

合　　　　計

財団法人全日本空手道連盟12

くじ　　　計

基金　　　計

くじ　　　計

競技強化　計

合　　　　計

15

くじ　　　計

くじ　　　計

合　　　　計

社団法人日本近代五種・バイアスロ
ン連合

14

基金　　　計

くじ　　　計

基金　　　計財団法人全日本剣道連盟

13

社団法人日本カヌー連
盟

11

一般財団法人日本ゴルフ協会16

財団法人日本サッカー協会17

- 17 -



No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

4 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
第9回全国シニア（50歳以上）サッ
カー大会 1,500     

5 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
第10回全国シニア（60歳以上）サッ
カー大会 1,393     

6 基金 スポーツ団体大会開催助成
研究集会等開催(競技力向
上活動）

第7回フットボールカンファレンス 3,000

7 基金 スポーツ団体大会開催助成
研究集会等開催(競技力向
上活動）

育成年代指導者強化研修会 3,000

8 基金 スポーツ団体大会開催助成
研究集会等開催(競技力向
上活動）

S級コーチ養成講習会 3,000

9 基金 スポーツ団体大会開催助成 研究集会等開催（普及）
JFAスポーツマネジャーズカレッジ本
講座 3,000     

28,893

10 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

U-13育成事業 48,165    

11 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

ユース年代ＧＫキャンプ 1,038     

12 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

ＪＦＡアカデミー福島 62,077    

13 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

JFAエリートプログラム　女子 3,372     

14 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

地域トレーニングキャンプU-17 3,753     

15 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

Ｕ-17育成事業 8,261     

16 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

JFAエリートプログラム　男子 5,994     

17 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

モデル地区トレセンU-12 540       

18 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

地域トレセン女子U-15 4,617     

19 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

ＪＦＡアカデミー熊本宇城 23,120    

20 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

スーパー少女プロジェクト 3,750     

21 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

なでしこチャレンジプロジェクト 3,713     

22 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

ナショナルトレセンU-12 20,110    

23 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

ナショナルトレセン女子U-15 10,062    

24 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

JFAこころのプロジェクト「夢の教
室」 8,633     

25 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用 S級リフレッシュ研修会 577       

26 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用 フットサル審判研修会 654       

27 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 ユースレフェリーへの情報提供 800       

28 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 育成啓蒙ハンドブック制作 4,000     

29 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供
大型ビジョン対応日本サッカー紹介
映像製作 1,666     

30 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供
日本サッカーミュージアムリーフ
レット作成 800       

31 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 アンチ・ドーピング活動推進事業 56,847    

32 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

国際交流推進スタッフ育成
EXCHANGE PROGRAMME 2010 ENGLAND-
JAPAN 1,543     

33 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

国際交流推進スタッフ育成
EXCHANGE PROGRAMME 2010 Poland-
JAPAN 1,476     

275,568

(男子) 34 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 U-21日本代表トゥーロン国際大会 6,500     

(女子) 35 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
日本女子代表AFC女子アジアカップ
2010 5,670     

12,170
316,631

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿
スポーツクライミング日本代表強化
合宿 2,200     

2,200

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用 山岳ﾚｽｷｭｰ講習会 2,200     

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

調査研究 入下山届け管理システムの構築 3,000     

4 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 競技会検査 1,800     

7,000
9,200

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 45,546    

45,546
(トラッ

ク)
2 強化

スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿
第1回ジュニア・トラック国内強化合
宿 1,535     

(トラッ
ク)

3 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿
第2回ジュニア・トラック国内強化合
宿 1,291     

(トラッ
ク)

4 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿
第3回ジュニア・トラック国内強化合
宿 1,291     

基金　　　計

くじ　　　計

合　　　　計

基金　　　計

18 社団法人日本山岳協会

競技強化　計

17

くじ　　　計

合　　　　計

くじ　　　計

19

財団法人日本サッカー
協会

財団法人日本自転車競
技連盟

- 18 -



No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

(トラッ
ク)

5 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
ジュニア・トラック世界選手権大会
派遣 4,290     

8,407
53,953

1 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第54回全日本銃剣道優勝大会 1,000     

2 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第18回全日本銃剣道選手権大会 1,000     

3 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第10回全日本短剣道大会 1,000     

3,000

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 世界ジュニア選手権大会 12,008    

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 アジアジュニア・ユース選手権大会 4,920     

3 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 フランスジュニア国際大会 1,695     

4 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 東アジア選手権大会 2,418     

5 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 韓国ジュニア国際大会 2,142     

6 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 ドイツジュニア国際大会 2,734     

7 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 ロシアジュニア国際大会 2,083     

8 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

平成22年度全日本ジュニア柔道体重
別選手権大会 3,000     

31,000

9 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

全国少年競技者育成事業 26,831    

10 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

柔道教室 2,107     

11 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用 「安全指導」講習会 755       

12 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

調査研究 映像・情報戦略活動 2,220     

13 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 23,051    

14 くじ 国際競技大会開催助成 国際競技大会開催 世界柔道選手権2010東京大会 73,460    
128,424

(男子) 15 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

海外合宿 韓国合宿 3,735     

(男子) 16 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 ワールドカップ・アルマティ 2,541

(男子) 17 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 グランドスラム・パリ 4,609     

(男子) 18 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 ワールドカップ・ブタペスト 4,577     

(男子) 19 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 グランプリ・デュッセルドルフ 4,827     

(男子) 20 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 ベルギー国際大会 2,472     

(女子) 21 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 ワールドカップ・ウランバートル 447       

(女子) 22 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 ワールドカップ・スウォン 911       

(女子) 23 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 グランドスラム・パリ 4,283     

(女子) 24 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 ワールドカップ・ウィーン 4,986     

(女子) 25 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 グランプリ・デュッセルドルフ 4,763     

(女子) 26 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 ワールドカップ・プラハ 1,557     

(女子) 27 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 ベルギー国際大会・フランス合宿 6,053     

45,761
205,185

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 競泳ナショナルチーム　強化合宿① 1,800     

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 競泳ナショナルチーム　強化合宿② 2,600     

3 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 競泳ナショナルチーム　強化合宿③ 1,000     

4 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 競泳ナショナルチーム　強化合宿④ 3,600     

9,000

5 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
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計画書 10,263    

6 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 競技会におけるドーピング検査 21,009    

31,272

(競泳) 7 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
パンパシフィック選手権2010遠征
派遣 23,000    

(シンク
ロ)

8 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 重点強化合宿① 1,735     

(シンク
ロ)

9 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 重点強化合宿② 1,837     

基金　　　計

くじ　　　計

基金　　　計

くじ　　　計

競技強化　計

合　　　　計

競技強化　計

合　　　　計

くじ　　　計

財団法人全日本銃剣道連盟

財団法人日本自転車競
技連盟

19

20

財団法人全日本柔道連
盟

21

財団法人日本水泳連盟22

- 19 -



No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

(シンク
ロ)

10 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 重点強化合宿③ 1,477     

(シンク
ロ)

11 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
ワールドカップ　シンクロ遠征　派
遣 3,577     

31,626
71,898

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 ジャンプジュニア国内合宿（1） 501       

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 ジャンプジュニア国内合宿（2） 501       

3 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 コンバインドジュニア国内合宿（1） 501       

4 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 コンバインドジュニア国内合宿（2） 501       

5 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 クロスカントリー国内合宿（1） 501       

6 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 クロスカントリー国内合宿（2） 501       

7 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 アルペン国内合宿（1） 501       

8 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 アルペン国内合宿（2） 501       

9 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 フリースタイル国内合宿（1） 501       

10 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 フリースタイル国内合宿（2） 501       

11 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 スノーボード国内合宿（1） 501       

12 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 スノーボード国内合宿（2） 501       

6,012

13 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

クロスカントリーチルドレン育成合
宿 460       

14 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

アルペンスーパーＧトレーニング
キャンプ 680       

15 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査
平成22年度財団法人全日本スキー連
盟競技会ドーピング検査 5,474     

6,614
(アルペ

ン)
16 強化

スポーツ団体重点競技強化活
動助成

海外合宿 アルペン（Aチーム）サマーキャンプ 3,825     

(アルペ
ン)

17 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

海外合宿
アルペン（Aチーム）オータムキャン
プ 2,675     

(クロスカ
ントリー)

18 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

海外合宿 クロスカントリーオータムキャンプ 4,590

(ジャン
プ)

19 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

海外合宿 ジャンプサマーキャンプ 3,825

(ジャン
プ)

20 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

海外合宿 ジャンプオータムキャンプ 3,825

(ノル
ディック

21 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

海外合宿 コンバインドサマーキャンプ 3,442

(ノル
ディック

22 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

海外合宿 コンバインドオータムキャンプ 3,442

(ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ) 23 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

海外合宿
フリースタイルモーグルサマーキャ
ンプ 3,825

(ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ) 24 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

海外合宿
フリースタイルモーグルオータム
キャンプ 3,825

(ｽﾉｰﾎﾞｰ
ﾄﾞ)

25 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

海外合宿
スノーボード（AL）オータムキャン
プ 3,360

(ｽﾉｰﾎﾞｰ
ﾄﾞ)

26 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

海外合宿
スノーボード（SBX）オータムキャン
プ 3,360

(ｽﾉｰﾎﾞｰ
ﾄﾞ)

27 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

海外合宿
スノーボード（HP）オータムキャン
プ 2,280

42,274
54,900

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣
世界ジュニアショートトラック選手
権大会 3,293     

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣
世界ジュニアスピードスケート選手
権大会・ジュニアワールドカップ最 6,340     

9,633

3 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強
化助成

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

有望新人発掘研修会 1,125     

4 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

フィギュアスケート　野辺山研修合
宿 8,512     

5 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 大会ドーピング検査 13,351    

22,988
(スピー

ド)
6 強化

スポーツ団体重点競技強化活
動助成

海外合宿 ジュニア夏季氷上合宿 9,000     

(ﾌｨｷﾞｭｱ) 7 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 ジュニア強化合宿 977       

(ﾌｨｷﾞｭｱ) 8 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 四大陸選手権大会 3,296     

(ﾌｨｷﾞｭｱ) 9 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
世界ジュニアフィギュアスケート選
手権大会 2,722     

(ﾌｨｷﾞｭｱ) 10 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 ISUグランプリ　スケートカナダ 1,483     

(ﾌｨｷﾞｭｱ) 11 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 ISUグランプリ　カップオブチャイナ 1,226     

基金　　　計

くじ　　　計

競技強化　計

競技強化　計

合　　　　計

合　　　　計

基金　　　計

くじ　　　計

財団法人日本水泳連盟22

23
財団法人全日本スキー
連盟

財団法人日本スケート
連盟

24
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

(ﾌｨｷﾞｭｱ) 12 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 ISUグランプリ　スケートアメリカ 1,483     

(ﾌｨｷﾞｭｱ) 13 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 ISUグランプリ　ロステレコムカップ 1,631     

(ﾌｨｷﾞｭｱ) 14 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
ISUグランプリ　トロフィー・エリッ
クボンパール 1,541     

(ﾌｨｷﾞｭｱ) 15 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
ISUグランプリ／ジュニアグランプリ
ファイナル 2,259     

(ﾌｨｷﾞｭｱ) 16 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
ISUジュニアグランプリ　フランス大
会 797       

(ﾌｨｷﾞｭｱ) 17 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
ISUジュニアグランプリ　ルーマニア
大会 795       

(ﾌｨｷﾞｭｱ) 18 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
ISUジュニアグランプリ　オーストリ
ア大会 1,599     

(ﾌｨｷﾞｭｱ) 19 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
ISUジュニアグランプリ　イギリス大
会 1,599     

(ﾌｨｷﾞｭｱ) 20 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 ISUジュニアグランプリ　ドイツ大会 797       

(ﾌｨｷﾞｭｱ) 21 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 ISUジュニアグランプリ　チェコ大会 795       

(ショート
トラック)

22 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
世界ショートトラック選手権＆世界
STチーム選手権 6,750     

38,750
71,371

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 907       

907

1 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

天皇杯第58回全日本相撲選手権大会 1,500     

1,500

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 10,551    

10,551
12,051

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 470ジュニアワールド選手権大会 3,531     

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 420級世界選手大会 4,396     

3 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 スナイプ級西半球選手権大会 756       

4 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム招待 英国470級チーム招聘 1,896     

5 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム招待 ニュージーランドユースチーム招聘 1,550     

6 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

JSAFインターナショナルレガッタシ
リーズ2010 4,728     

7 基金 スポーツ団体大会開催助成
研究集会等開催(競技力向
上活動）

420級コーチングセミナー 1,618     

18,475

8 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

有望選手発掘、育成・強化事業 13,856    

9 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

調査研究 ウエイマス調査事業 2,423     

10 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供
セーリング技術習得のためのビジュ
アル化事業 1,483     

11 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 競技会検査事業 6,156     

12 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

マネジメント機能強化 マネジメント機能強化 6,930     

30,848

13 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 スカンディア選手権大会 9,000     

58,323
58,323

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿
女子全日本アンダーチーム合同強化
合宿 3,402     

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿
男子全日本アンダーチーム合同強化
合宿 2,930     

3 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 第9回チャイニーズカップ選抜チーム 4,168     

4 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第65回全日本ソフトテニス選手権大
会 1,839     

12,339

5 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
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） 34,716    

6 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 3,956     

38,672
51,011

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣
第12回世界女子ソフトボール選手権
大会 10,050    

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣
第3回世界女子大学ソフトボール選手
権大会 450       

10,500

28 財団法人日本ソフトテニス連盟

競技強化　計

合　　　　計

財団法人日本セーリング連盟
基金　　　計

くじ　　　計

合　　　　計

くじ　　　計

競技強化　計

基金　　　計

くじ　　　計

くじ　　　計

合　　　　計

27

基金　　　計

合　　　　計

基金　　　計

26

社団法人日本スカッシュ協会25

財団法人日本相撲連盟

29 財団法人日本ソフトボール協会

24
財団法人日本スケート
連盟
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

3 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

全国女子ジュニア育成中央研修会 6,764     

4 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 5,614     

12,378

5 強化
スポーツ団体トップリーグ運
営助成

トップリーグ活性化 日本女子ソフトボールリーグ 5,400     

5,400
28,278

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿
男子体操/男子ジュニアコントロー
ル・テスト合宿 1,886     

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

海外合宿 男子体操/男子ジュニア海外強化合宿 3,604     

3 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 女子体操/イタリア遠征競技会 1,480     

4 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

ジャパンカップ　２０１０ 7,000

5 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

2010　全日本社会人体操選手権大会 3,000

6 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第63回全日本新体操選手権大会 3,850

20,820

7 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 1,774     

1,774
(体操男

子)
8 強化

スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿
ロンドン男子体操／第1回日本代表・
ナショナル選手強化合宿 1,191     

(体操男
子)

9 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿
ロンドン男子体操／第2回日本代表・
ナショナル選手強化合宿 1,154     

(体操男
子)

10 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿
ロンドン男子体操／第3回日本代表・
ナショナル選手強化合宿（世界選手 1,219     

(体操男
子)

11 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿
ロンドン男子体操／第4回日本代表・
ナショナル選手強化合宿（世界選手 1,219     

(体操男
子)

12 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿
ロンドン男子体操／第6回日本代表・
ナショナル選手強化合宿（中国合同 1,950     

(体操男
子)

13 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿
ロンドン男子体操／第7回日本代表・
ナショナル選手強化合宿（英国合同 680       

(体操男
子)

14 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 ロンドン男子体操／WCSパリ大会 1,460     

(体操男
子)

15 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
ロンドン男子体操／第42回世界体操
競技選手権大会 8,646     

(体操男
子)

16 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
ロンドン男子体操／WCSモントリオー
ル大会 1,827     

(体操男
子)

17 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 ロンドン男子体操／WCSコトブス大会 1,827     

(体操男
子)

18 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 ロンドン男子体操／WCSドーハ大会 1,827     

(体操女
子)

19 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
ロンドン女子体操／第42回世界体操
競技選手権大会 6,500

(新体操) 20 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

海外合宿
ロンドン新体操／サンクトペテルブ
ルグ強化合宿（団体）① 2,460

(新体操) 21 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
ロンドン新体操／第30回世界新体操
選手権モスクワ大会 3,304

(ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ) 22 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
トランポリン／WCSスイス・フランス
大会 2,880

(ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ) 23 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 トランポリン／世界選手権大会 6,120

44,264
66,858

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 成都ジュニアサーキット大会派遣 2,463     

2,463

2 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

全国ブロック別研修合宿 7,128     

3 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
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 3,096     

4 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

調査研究
科学サポートを用いた卓球における
サービス力向上のための実践的研究 780       

5 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 6,179     

17,183

(男子) 6 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
世界選手権直前合宿・世界選手権大
会男子派遣チーム 4,559     

(男子) 7 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
世界ジュニア選手権大会男子派遣
チーム 1,766     

(女子) 8 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
世界選手権直前合宿・世界選手権大
会女子派遣チーム 4,559     

(女子) 9 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
プロツアー韓国・中国オープン女子
派遣チーム 1,228     

(女子) 10 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
ワールドチームカップ女子派遣チー
ム 1,447     

(女子) 11 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
世界ジュニア選手権大会女子派遣
チーム 1,766     

15,325
34,971

基金　　　計

くじ　　　計

財団法人日本体操協会30

競技強化　計

くじ　　　計

競技強化　計

合　　　　計

くじ　　　計

合　　　　計

基金　　　計

競技強化　計

合　　　　計

財団法人日本卓球協会31

財団法人日本ソフトボール協会29
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 アンチ・ドーピング活動推進事業 927       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

マネジメント機能強化 テコンドースポーツマネジメント 6,924     

7,851

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 ジュニアフェドカップ　AO予選 600       

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 ジュニアデビスカップ　AO予選 600       

3 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 ワールドジュニア女子　AO予選 600       

4 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 ワールドジュニア男子　AO予選 600       

5 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第85回ニッケ全日本テニス選手権 5,000     

6 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

大阪市長杯2010世界スーパージュニ
アテニス 3,945     

7 基金 スポーツ団体大会開催助成
研究集会等開催(競技力向
上活動）

S級エリートコーチ養成講習会 3,000     

14,345

8 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用
全国9地域ナショナルメソッド地域伝
達講習会 1,103     

9 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

調査研究
国内国際大会および全日本選手権に
おけるゲーム分析調査 1,846     

10 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

調査研究
強化指定選手を対象としたコンディ
ショニングチェックの開発とスポー 1,862     

11 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

調査研究
ジュニア選手のテニスフィールドテ
ストおよび競技実施環境に関する調 1,849     

12 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 6,281     

12,941

(女子) 13 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 全仏オープン遠征 1,335     

(女子) 14 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 ウィンブルドン遠征 1,260     

(女子) 15 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 全米オープン遠征 1,260     

(女子) 16 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 全豪オープン遠征 1,260     

5,115
32,401

1 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第16回みやぎ国際トライアスロン仙
台ベイ七ヶ浜大会 3,500     

2 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第26回天草国際トライアスロン大会 3,000     

3 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

Ishigaki Triathlon World Cup 2010
石垣島トライアスロン2010 3,000     

9,500

4 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

２０１０オールキッズトライアスロ
ン大会 8,640     

5 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 2,535     

11,175

(女子) 6 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 女子国内強化合宿 1,147     

(女子) 7 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

海外合宿 女子海外強化合宿 1,987     

(女子) 8 強化 スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣 2010ITUトライアスロン世界選手権シ
リ ズ第1戦 シド 大会

1,500     

(女子) 9 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
2010ITUトライアスロン世界選手権シ
リーズ第3戦・マドリード大会 1,732     

6,366
27,041

1 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

皇后盃第55回全日本なぎなた選手権
大会 1,591     

1,591

1 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

高円宮賜杯第30回全日本学童軟式野
球大会 3,000     

3,000

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 1,351     

1,351
4,351

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

海外合宿
ジュニア・ヤングライダー総合馬術
強化合宿 1,586     

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 世界馬術選手権大会 6,423     

8,009

3 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

ヤングライダー育成強化及び発掘 2,427     

4 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用 指導者養成講習会 1,256     

5 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 競技会ドーピング検査 8,563     

12,246
20,255

財団法人日本テニス協
会

基金　　　計

くじ　　　計

競技強化　計

合　　　　計

くじ　　　計

社団法人全日本テコンドー協会

合　　　　計

36

基金　　　計

くじ　　　計

財団法人全日本軟式野球連盟

くじ　　　計

基金　　　計

基金　　　計
35 財団法人全日本なぎなた連盟

基金　　　計

くじ　　　計

競技強化　計

合　　　　計

32

社団法人日本トライア
スロン連合

34

合　　　　計

社団法人日本馬術連盟37

33
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣
第21回FIBAアジアU-18男子バスケッ
トボール選手権大会 2,354     

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣
第20回FIBAアジアU-18女子バスケッ
トボール選手権大会 4,020     

3 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣
第1回FIBA U-17女子バスケットボー
ル世界選手権大会 4,126     

4 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第6回全日本社会人バスケットボール
選手権大会 3,000     

5 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
財団法人日本バスケットボール協会
創立80周年記念事業全日本3on3バス 2,485     

6 基金 スポーツ団体大会開催助成
研究集会等開催(競技力向
上活動）

バスケットボール全国コーチクリ
ニック 3,000     

18,985

7 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

ジュニア育成 7,920     

8 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

ブロックエンデバー（競技者発掘事
業） 14,712    

9 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

トップエンデバー（競技者育成事
業） 14,970    

10 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

育成強化キャンプ 4,878     

11 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供
日本バスケットボール協会80年史・
記念誌発行 7,863     

12 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 指導者向けDVD作成 2,213     

13 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 11,122    

63,678
82,663

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 トマス杯・ユーバ杯 2010 2,754     

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 世界選手権 2010 4,288     

3 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 世界ジュニア 2010 2,432     

9,474

4 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 9,117     

9,117

5 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
オランダオープン・デンマークオー
プン2010 6,500     

6,500
25,091

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 2010アジアユース男子選手権大会 3,899     

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 2010アジアユース女子選手権大会 2,107     

3 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

ミキプルーンスーパーカレッジバ
レー2010 2,000     

8,006

4 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

中学長身選手発掘育成事業 11,256    

5 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 13,755    

6 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

マネジメント機能強化
全日本男子競技力向上のためのマネ
ジメント機能強化事業 4,273     

29,284

(女子) 7 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
女子バレーボールチーム　ヨーロッ
パ、ブラジル遠征 6,500     

6,500
43,790

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 第17回女子ジュニア世界選手権 5,724     

2 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及） JAPAN CUP 2010 TOKYO GAMES 6,000     

3 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及） JOCジュニアオリンピックカップ 1,300     

4 基金 スポーツ団体大会開催助成
研究集会等開催(競技力向
上活動）

JHA レフェリーアカデミー 3,000     

16,024

5 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

ナショナルトレーニングシステム
（ＮＴＳ） 32,099    

6 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 指導者のためのＤＶＤ・教本作成 2,202     

7 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 13,635    

47,936
63,960

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 競技会検査（ビリヤード） 930       

930

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 2010年世界ジュニア・カデ選手権 9,000     

2 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

2010高円宮牌ワールドカップ大会 7,000     

基金　　　計

くじ　　　計

合　　　　計

くじ　　　計
42 社団法人日本ビリヤード協会

くじ　　　計

合　　　　計

合　　　　計

くじ　　　計

競技強化　計

くじ　　　計

財団法人日本バスケットボール協会38

競技強化　計

合　　　　計

基金　　　計

基金　　　計

財団法人日本バレー
ボール協会

40

基金　　　計

43

財団法人日本バドミントン協会39

41 財団法人日本ハンドボール協会

社団法人日本フェンシング協会
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

3 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第18回JOCジュニア・オリンピック・
カップ　フェンシング大会 3,000     

19,000

4 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

ミニム・チャレンジ 4,440     

5 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

ブロック別競技者育成（ＮＡＶＩ２
０１０） 9,240     

6 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

東京都フェンシング体験指導教室 1,339     

7 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 2,963     

17,982

8 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 世界選手権・アジア大会強化合宿 9,000     

9,000
45,982

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 2010年度夏季ジュニア強化合宿 1,404     

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 2010年度冬季ジュニア強化合宿 1,404     

3 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

2010年第18回JOCジュニアオリンピッ
クカップ大会 3,000     

5,808

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 2010年世界ジュニア選手権大会 5,126     

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 第16回アジアジュニア選手権大会 1,973     

7,099

3 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

U19天竜合宿 2,124     

4 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

お台場レガッタ2010開催 2,111     

5 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 5,914     

6 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

マネジメント機能強化 JARAスポーツマネージメント 5,400     

15,549
22,648

1 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第5回全国高等学校・JOCジュニアオ
リンピック第22回ジュニアボディビ 1,060     

1,060

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 7,387     

7,387
8,447

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
第43回全日本新人ボウリング選手権
大会 2,198     

2,198

2 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
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 2,174     

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 2,274     

4,448
6,646

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 女子シニア強化合宿 816       

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 男子シニア強化合宿 2,220     

3 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

海外合宿
女子シニア　オーストラリア・
ニュージーランド海外合宿 4,228     

4 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

海外合宿
男子シニア　オーストラリア海外合
宿 3,418     

10,682

5 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 8,359     

8,359
19,041

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿
第3回　男子・女子ボブスレー国内強
化合宿 979

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿
リュージュ強化合宿（一般・ジュニ
ア強化指定選手） 1,190

3 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 スケルトン国内強化合宿　第2回 1,091

4 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

海外合宿
ジュニア男子・女子海外ボブスレー
スクール 119       

5 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

海外合宿 リュージュジュニア海外強化合宿 3,546     

6 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

海外合宿 スケルトン第1回海外強化合宿 3,575     

7 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第44回全日本リュージュ選手権大会 1,109     

8 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

2010-2011 全日本ボブスレー・スケ
ルトン選手権大会 1,266     

9 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第18回ジュニアオリンピックカップ
リュージュ・ボブスレー大会 1,546     

14,421

基金　　　計

基金　　　計

基金　　　計

合　　　　計

基金　　　計

合　　　　計

合　　　　計

46

基金　　　計

44

基金　　　計

くじ　　　計

合　　　　計

くじ　　　計

くじ　　　計

合　　　　計

競技強化　計

社団法人日本ホッケー協会48

47

基金　　　計

財団法人全日本ボウリング協会

くじ　　　計

くじ　　　計

日本ボブスレー・リュージュ連盟

社団法人日本フェンシング協会43

社団法人日本ボート協会45

社団法人日本武術太極拳連盟

49

社団法人日本ボディビル連盟

- 25 -



No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

10 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 523       

523
14,944

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 高校ジュニア育成合宿 380       

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 世界選手権ジュニア事前合宿 82        

3 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 日韓高等学校射撃大会 1,770     

4 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 世界学生射撃選手権大会 1,501     

3,733

5 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

ジュニア有望選手発掘・育成合宿 2,209     

6 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング競技会検査 3,746     

5,955
9,688

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 日本代表強化合宿① 9,102     

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 日本代表強化合宿② 1,398     

3 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第6回全国高等学校合同チームラグ
ビーフットボール大会 2,215     

12,715

4 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

セブンズアカデミー 5,493     

5 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用 タグラグビー指導者養成講習会事業 6,755     

6 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 14,510    

7 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

国際交流推進スタッフ育成 国際レフリー育成事業 1,575     

28,333

8 強化
スポーツ団体トップリーグ運
営助成

トップリーグ活性化 ジャパンラグビートップリーグ 23,400    

23,400
64,448

1 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第94回日本陸上競技選手権大会（混
成競技）第26回日本ジュニア陸上競 1,930     

1,930

2 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

競技者育成クリニック事業 11,932    

3 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

U-15(中学生)優秀選手選抜研修会 6,822     

4 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 陸上競技研究紀要発行 773       

5 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 ホームページコンテンツ作成 1,393     

6 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 イヤーブック発行 1,186     

7 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 デレゲーションハンドブック発行 1,448     

8 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 陸連ドーピング防止ノートの作成 830       

9 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 アンチ・違法薬物の冊子作成 320       

10 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 56,562    

81,266

(投てき) 11 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 投てき国内強化合宿1 2,805     

(投てき) 12 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 投てき国内強化合宿2 2,805     

(マラソ
ン)

13 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 マラソン国内強化合宿1 1,781     

(マラソ
ン)

14 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

海外合宿 マラソン海外強化合宿1 3,696     

(マラソ
ン)

15 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

海外合宿 マラソン海外強化合宿2 3,523     

14,610
97,806

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣
アジアカデットレスリング選手権大
会（男子・女子） 8,273     

2 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

天皇杯平成22年度全日本レスリング
選手権大会 5,000     

3 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

平成22年度ジュニアクイーンズカッ
プ・レスリング選手権大会 3,000     

4 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
平成22年度第27回全国少年少女レス
リング選手権大会 3,300     

19,573

5 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

ナショナルトレーニングシステム中
央研修会（女子） 1,457     

6 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

ナショナルトレーニングシステム中
央研修会（男子） 1,700     

7 くじ
スポーツ団体が行う将来性を
有する選手の発掘及び育成強

将来性を有する選手の発掘
及び育成強化

ナショナルトレーニングシステムブ
ロック研修会 10,300    

合　　　　計

くじ　　　計

51

基金　　　計

くじ　　　計

合　　　　計

基金　　　計

競技強化　計

基金　　　計

基金　　　計

くじ　　　計

競技強化　計

合　　　　計

くじ　　　計

合　　　　計

財団法人日本ラグビーフットボール
協会

日本ボブスレー・リュージュ連盟

財団法人日本陸上競技
連盟

52

財団法人日本レスリング協会53

49

社団法人日本ライフル射撃協会50
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

8 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

調査研究 調査研究 1,504     

9 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 10,985    

25,946

(男子) 10 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 男子第1次強化合宿 491       

(男子) 11 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 男子第2次強化合宿 1,054     

(男子) 12 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 男子第3次強化合宿 224       

(男子) 13 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 男子第4次強化合宿 224       

(男子) 14 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 男子第5次強化合宿 224       

(男子) 15 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 男子第6次強化合宿 662       

(男子) 16 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 男子第7次強化合宿 2,322     

(男子) 17 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 男子第8次強化合宿 1,250     

(男子) 18 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 男子第9次強化合宿 760       

(男子) 19 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 男子第10次強化合宿 858       

(男子) 20 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 男子第11次強化合宿 931       

(女子) 21 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 女子第1次強化合宿 1,599     

(女子) 22 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 女子第2次強化合宿 2,219     

(女子) 23 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 女子第3次強化合宿 3,568     

(女子) 24 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 女子第4次強化合宿 2,219     

(女子) 25 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 女子第5次強化合宿 2,219     

(女子) 26 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 女子第6次強化合宿 1,599     

(女子) 27 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 女子第7次強化合宿 1,729     

(女子) 28 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 女子第8次強化合宿 1,844     

(女子) 29 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 女子第9次強化合宿 1,599     

(女子) 30 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 女子第10次強化合宿 1,354     

(女子) 31 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

国内合宿 女子第11次強化合宿 1,354     

(女子) 32 強化
スポーツ団体重点競技強化活
動助成

チーム派遣
女子シニア世界レスリング選手権大
会 1,697     

32,000
77,519

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
第6回全国フライト・エアロビック選
手権決勝 1,168     

1,168

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿
スキーO選手強化シーズンインキャン
プ 570       

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 フットO冬季選手強化キャンプ 875       

3 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 2010年フットO世界選手権チーム 2,104     

4 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 2011年スキーO世界選手権チーム 1,842     

5 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣
2010年フットOジュニア世界選手権
チーム 1,609     

6 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
第2回アジアオリエンテーリング選手
権大会（The 2nd Asian
Orienteering Championships）

1,300     

8,300

7 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 2,282     

2,282
10,582

1 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

文部科学大臣杯　第26回全日本ゲー
トボール選手権大会 5,000     

5,000

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 ゲートボールリーフレット作成 1,132     

1,132
6,132

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及） 第4回全国中学生少林寺拳法大会 300       

300

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 3,979     

3,979

くじ　　　計

基金　　　計
57 財団法人少林寺拳法連盟

社団法人日本エアロビック連盟54

くじ　　　計
58 社団法人日本ダンススポーツ連盟

基金　　　計

くじ　　　計

競技強化　計

合　　　　計

基金　　　計

基金　　　計

合　　　　計

くじ　　　計

合　　　　計

56 財団法人日本ゲートボール連合

財団法人日本レスリン
グ協会

53

社団法人日本オリエンテーリング協
会

55
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

1 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

2011全日本綱引選手権大会 3,000     

2 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及） 2010全日本綱引選手権軽量級大会 1,500     

1,500

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 アンチ・ドーピング活動推進事業 697       

697
5,197

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 全日本強化合宿 1,860     

1,860

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 7,274     

7,274

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供
スポーツ情報誌の提供（年刊会報
誌） 4,180     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供
スポーツ情報の提供（インターネッ
トホームページ） 1,173     

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 スポーツ情報の提供（月刊会報誌） 4,312     

9,665

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 競技会検査 1,702     

1,702

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

2010 JリーグU-12フェスティバル 9,072     

9,072

1 強化
スポーツ団体トップリーグ運
営助成

トップリーグ活性化 トップリーグ支援 14,400    

14,400

1 強化
スポーツ団体トップリーグ運
営助成

トップリーグ活性化 なでしこリーグ 17,600    

17,600

1 強化
スポーツ団体トップリーグ運
営助成

トップリーグ活性化 日本バスケットボールリーグ 16,200    

16,200

1 強化
スポーツ団体トップリーグ運
営助成

トップリーグ活性化 Ｗリーグ 13,200    

13,200

1 強化
スポーツ団体トップリーグ運
営助成

トップリーグ活性化 Ｖプレミアリーグ（男子・女子） 15,600    

15,600

1 強化
スポーツ団体トップリーグ運
営助成

トップリーグ活性化 日本ハンドボールリーグ 19,800    

19,800

1 強化
スポーツ団体トップリーグ運
営助成

トップリーグ活性化 高円宮牌2010ホッケー日本リーグ 16,200    

16,200

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
2010さわやか全日本一輪車マラソン
大会 1,000     

1,000

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
第6回全日本インディアカトーナメン
ト大会 1,600     

1,600

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

歩育ウオーキングイベント 2,200     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用
健康ウオーキング指導士　ワーク
ブック開発および制作 1,872     

4,072

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用
第2回ジュニア対象指導者キンボール
ワークショップ 746       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用 キンボール指導者講習会2010 1,159     

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供
キンボール広報誌および競技紹介用
パンフレットの発行、提供事業 1,774     

3,679

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
第26回全日本グラススキー選手権大
会・第17回高円宮牌グラススキー 1,063     

1,063

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
第22回フィンスイミング日本選手権
大会 3,203     

3,203

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

関東オープンフィンスイミング大会 1,100     

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査
第22回フィンスイミング日本選手権
大会 803       

1,903

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

タッチラグビー体験教室 1,258     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用 レフリー講習会 1,177     

2,435

(NPO)日本水中スポーツ連盟

合　　　　計

くじ　　　計

64

77

59 基金　　　計

日本ハンドボールリーグ機構

一般社団法人日本バレーボールリー
グ機構

くじ　　　計

くじ　　　計

78 ジャパンタッチ協会

くじ　　　計

社団法人日本ウオーキング協会74

くじ　　　計

日本キンボール連盟75

くじ　　　計

62 財団法人日本野球連盟

くじ　　　計

61
社団法人日本パワーリフティング協
会

くじ　　　計

社団法人日本綱引連盟

競技強化　計

競技強化　計

バスケットボール女子日本リーグ機
構

日本トップリーグ連携機構

競技強化　計

基金　　　計
60 社団法人日本トランポリン協会

くじ　　　計

63
社団法人日本アメリカンフットボー
ル協会

67

68

69

70

71

日本女子サッカーリーグ

競技強化　計
日本バスケットボールリーグ

競技強化　計

競技強化　計
ホッケー日本リーグ機構

65

66

競技強化　計

基金　　　計
72 社団法人日本一輪車協会

基金　　　計
73 社団法人日本インディアカ協会

基金　　　計
76 社団法人日本グラススキー協会

基金　　　計

社団法人日本プロサッカーリーグ
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 研究集会等開催（普及）
第18回日本ティーボールセミナー兼
TTA上級・中級公認指導者講習会 1,000     

1,000

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
ジャパンオープン　ディスクゴルフ
2010 6,000     

6,000

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

平成22年度審判員中央研修会 1,265     

1,265

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

地域ネイチャーゲーム教室 1,412     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用 地域ネイチャーゲームセミナー 2,679     

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

調査研究 ネイチャーゲーム調査研究事業 973       

4 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 ネイチャーゲーム情報提供事業 4,933     

9,997

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

国内合宿 ペタンク国内合宿 1,500     

2 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及） 第25回日本ペタンク選手権大会 1,000     

2,500

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 研究集会等開催（普及） 第11回サマーセミナー（講習会） 1,000     

1,000

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 881       

881
1,881

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及） 白馬24時間マウンテンバイク大会 1,000     

1,000

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

白馬チャレンジ（マウンテンバイク
大会） 3,090     

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用 平成22年度普及・指導者養成講座 1,492     

5,582

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

第14回厚生労働大臣杯日本マレット
ゴルフ選手権大会 938       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

文部科学大臣賞第6回日本マレットゴ
ルフ選手権大会 768       

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用
平成22年度第1回日本マレットゴルフ
指導者育成研修会 773       

4 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用
平成22年第2回日本マレットゴルフ指
導者育成研修会 875       

5 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用
平成22年度第3回日本マレットゴルフ
指導者育成研修会 855       

4,209

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 イタリアへのチーム派遣 2,384

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 IBSA World GoalBall Championship 4,788

3 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣
French International Disabled
Championship 2010 1,680

4 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣
第6回車いすダンススポーツ世界選手
権大会 3,344

5 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣
韓日脳性麻痺障害者サッカー大会兼
国際親善大会派遣 1,510

6 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣
IPCワールドカップ　日本代表アルペ
ンチーム派遣 7,360

7 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣
IPCワールドカップ　日本代表クロス
カントリーチーム派遣 3,360

8 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣
2010 Joseph F. Lyttle World
Basketball Challenge Men's 2,796

9 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣 INAS-FIDサッカー世界選手権派遣 2,778

10 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第15回日本障害者オープンゴルフ選
手権 1,000

11 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第14回シッティングバレーボール選
手権大会 1,000

12 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第33回全国ろうあ者卓球選手権大会 1,649

13 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
第12回全日本身体障害者野球選手権
大会 1,000     

14 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
第39回全国身体障害者アーチェリー
選手権大会 1,000     

15 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
第13回日本知的障害者水泳短水路大
会 1,830     

16 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
2010FIDジャパン・チャンピオンリー
グ卓球大会 1,000     

17 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
第13回シッティングバレーボール全
国親善交流大会IN白馬 1,000     

39,479

18 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

2010ゴールボール選手権大会予選大
会 1,000     

19 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

シッティングバレーボール大会 1,280     

基金　　　計

くじ　　　計

くじ　　　計
一般財団法人日本ドッジボール協会

基金　　　計

財団法人日本障害者スポーツ協会87

基金　　　計

(NPO)日本ペタンク協会

くじ　　　計

基金　　　計

81

83

86
一般財団法人日本マレットゴルフ協
会

82

くじ　　　計

くじ　　　計

社団法人日本ネイチャーゲーム協会

合　　　　計

84
財団法人日本ボールルームダンス連
盟

85

基金　　　計
79 (NPO)日本ティーボール協会

基金　　　計
80 日本ディスクゴルフ協会

日本マウンテンバイク協会
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

20 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

脳性麻痺７人制サッカー親善交流大
会 628       

21 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

第４０回日本車椅子バスケットボー
ル選手権大会予選 3,352     

22 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 5,620     

11,880
51,359

1 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第2回インターナショナル車いすダン
ススポーツ競技会 3,446     

3,446

1 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第25回全日本視覚障害者柔道大会 1,000     

2 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及） 第3回全国視覚障害者学生柔道大会 1,000     

2,000

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及） 第40回全国身体障害者スキー大会 2,401     

2 基金 スポーツ団体大会開催助成 研究集会等開催（普及） 第32回日本チェアスキー大会 2,552     

4,953

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 2010障害者スキー広報事業 2,000     

2,000
6,953

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用 コーチクリニック 2,666     

2,666

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用
地域で楽しむリクリエーションス
ポーツ 1,593     

1,593

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及） 全国障害者馬術競技大会 1,000     

1,000

1 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第14回日本デフゴルフ選手権大会 1,287     

2 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及） チャレンジド・日本デフオープン 1,161     

2,448

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
第13回バリアフリーダイビング全国
大会 1,000     

1,000

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

第２８回ＪＢＭＡ神宮外苑ロード
レース 1,753     

1,753

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

蒲郡セーリングチャレンジ 1,300     

1,300

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

第１０回石狩市民スポーツまつり 2,000     

2,000

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

地域連携研修会 646       

646

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター指導
者派遣等事業

秋田県総合型クラブ育成支援事業 1,412     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

秋田県総合型クラブ啓発研修会開催
等事業 607       

2,019

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター指導
者派遣等事業

広域スポーツセンター指導者派遣事
業等 928       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

うつくしまスポーツキッズ発掘事業 1,510     

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用 啓発セミナー 673       

3,111

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

千葉県スポーツ少年団軟式野球交流
大会 763       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

千葉県スポーツ少年団空手道交流大
会 670       

1,433

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター指導
者派遣等事業

SC東京ネットワーク活動推進事業 622       

622

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業
泉中央テニスガーデン砂入り人工芝
工事 11,625    

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成 スポーツ施設等整備事業
根岸テニスガーデンインドアコート
カーペット更新工事 8,551     

3 くじ 地域スポーツ施設整備助成 スポーツ施設等整備事業
泉中央テニスガーデン照明設備更新
工事 3,466     

4 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

さわやかスポーツプ ロモーション事
業 602       

5 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用
地域スポーツ人材養 成・活用システ
ム 469       

6 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

調査研究 平成22年度市民スポーツ意識調査 698       

くじ　　　計
98

財団法人石狩市体育協
会

(北海道)

くじ　　　計
99

(NPO)日本障害者スキー連盟

(NPO)スペシャルオリンピックス日
本

基金　　　計

88

(NPO)日本視覚障害者柔道連盟89

基金　　　計

合　　　　計

基金　　　計
(NPO)日本車いすダンス連盟

97

92

93

94

95

くじ　　　計
(NPO)ヨットエイドジャパン

(NPO)日本知的障害者スポーツ連盟

基金　　　計

87 財団法人日本障害者スポーツ協会

一般社団法人日本障害者乗馬協会

基金　　　計

(NPO)日本デフゴルフ協会

くじ　　　計

90

くじ　　　計
91

くじ　　　計

96

くじ　　　計

合　　　　計

くじ　　　計

基金　　　計

(NPO)日本バリアフリーダイビング
協会

(NPO)日本盲人マラソン協会

100

くじ　　　計

101 財団法人福島県体育協会

くじ　　　計

財団法人青森県体育協会

財団法人秋田県体育協会

財団法人千葉県体育協会102

くじ　　　計

くじ　　　計
103 財団法人東京都体育協会

財団法人横浜市体育協会104
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

7 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供
横浜スポーツ情報サ イト「ハマスポ
どっとコム」の運営 800       

8 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供
横浜スポーツ情報誌 「ＳＰＯＲＴＳ
よこはま」発行 4,511     

30,722

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

財団法人逗子市体育協会スポーツク
ラブ運営事業 1,548     

1,548

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 情報誌発行事業 400       

400

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供
情報誌「スポーツおだわら」発行事
業 468       

468

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター指導
者派遣等事業

総合型クラブへの育成支援、クラブ
間の情報共有・連携事業 1,067     

1,067

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ＳＷＡＮプロジェクト（地域タレン
ト発掘・育成事業） 6,042     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供
「県体協だより」「体協ながの」発
刊事業 1,272     

7,314

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター指導
者派遣等事業

総合型地域スポーツクラブ育成推進
事業 2,152     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 広報事業 280       

2,432

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

交流プログラム 652       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

健康運動 608       

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

フィットネス 1,458     

2,718

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

陸上教室～目指せメダリスト～ 799       

799

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター指導
者派遣等事業

総合型地域スポーツクラブ育成支援
事業 148       

148

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター指導
者派遣等事業

総合型地域スポーツクラブ運営支援
事業 1,754     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

びわ湖男女駅伝フェスティバル 2,028     

3,782

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター指導
者派遣等事業

京都府総合型地域スポーツクラブ推
進事業 642       

642

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

スポーツチャレンジデー！ 600       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

スポーツ教室（バドミントン） 1,400     

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

スポーツ教室（ソフトテニス） 1,400     

4 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

みんなのスポーツフェスタ 2,800     

5 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

スポーツ教室（卓球） 1,600     

6 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 スポーツ情報発信 2,200     

10,000

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター指導
者派遣等事業

総合型地域スポーツクラブ創設・運
営支援事業 842       

842

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター指導
者派遣等事業

地域スポーツクラブ活動支援事業 5,515     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ひょうごジュニアスポーツアカデ
ミー事業 4,916     

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供
ひょうごスポーツ・ウェブ・ネット
事業(仮称) 616       

11,047

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

市民スポーツセミナー 3,000     

3,000

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター指導
者派遣等事業

鳥取県総合型地域スポーツクラブ育
成支援事業 814       

814

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

調査研究
国体ジュニア候補選手医科学サポー
ト事業 600       

600

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター指導
者派遣等事業

総合型地域スポーツクラブ育成支援
事業 864       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用
岡山県ゴールデンエイジスポーツ強
化事業 1,280     

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

調査研究
岡山県の生涯スポーツ推進に関する
調査研究 708       

くじ　　　計
105 財団法人逗子市体育協会 (神奈川)

110 財団法人岐阜県体育協会

くじ　　　計

109 財団法人長野県体育協会

くじ　　　計

くじ　　　計

くじ　　　計

くじ　　　計
107

財団法人小田原市体育
協会

(神奈川)

くじ　　　計
108 財団法人新潟県体育協会

115

財団法人京都市体育協会

財団法人京都府体育協会

116

くじ　　　計
117 財団法人大阪体育協会

くじ　　　計

111 (NPO)掛川市体育協会 (静岡)

くじ　　　計

118 財団法人兵庫県体育協会

くじ　　　計

一般財団法人岡崎市体
育協会

(愛知)112

くじ　　　計
113 財団法人三重県体育協会

くじ　　　計

114 財団法人滋賀県体育協会

くじ　　　計
119 財団法人神戸市体育協会

くじ　　　計
120 財団法人鳥取県体育協会

くじ　　　計
121 財団法人島根県体育協会

財団法人岡山県体育協会122

くじ　　　計

くじ　　　計

106
財団法人厚木市体育協
会

(神奈川)

財団法人横浜市体育協会104
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

4 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 岡山県スポーツ情報提供事業 1,240     

3,228

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ＹＡＭＡＧＵＣＨＩジュニアアス
リートアカデミー 3,140     

3,140

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター指導
者派遣等事業

香川県総合型クラブ育成支援事業 304       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

調査研究
国体選手の競技力向上のための調査
研究事業 670       

974

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ユースセーリングクリニック 851       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供
(財)佐賀県体育協会「体協時報」作
成事業 504       

1,355

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター指導
者派遣等事業

熊本県体育協会総合型地域スポーツ
クラブ育成委員会所管事業 1,420     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

スポーツ活動推進事業 880       

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 スポーツ情報提供事業 364       

2,664

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 広報誌｢スポーツ大分｣ 828       

828

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター指導
者派遣等事業

総合型クラブ育成支援チームの設置 200       

200

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター指導
者派遣等事業

広域スポーツセンター指導者派遣等
事業 782       

782

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

第３９回群馬県レクリエーション大
会 700       

700

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

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 679       

679

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供
情報誌「レクリエーションにいが
た」 699       

699

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 会報「レクながの」（季報） 562       

562

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

第１２回岐阜県レクリエーション・
フェスティバルin長良公園 1,109     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用
スポーツ・レクリエーションを支援
する指導者養成講習会 750       

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供
広報誌「ＧＩＦＵ　ＲＥＣ」の発行
及び提供 410       

2,269

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

レクリエーション祭りin桃太郎ア
リーナ 823       

823

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用
高齢者のためのレクリエーション楽
園 560       

560

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 広報誌発行事業 375       

375

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

体育の日　アクシオンフェア　２０
１０ 600       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用
介護予防・高齢者元気ｱｯﾌﾟ指導者養
成講座 466       

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ情報の提供 266       

1,332

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

秋まんきつ！in今宿 600       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

運動不足解消！　今日からスポーツ
ファミリーキャンプ 600       

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ニュースポーツ・フェスティバル２
０１０ 600       

1,800

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

県民スポーツ・レクリエーション祭
2001inごとう 2,555     

2,555

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

日韓交流Ｕ－１６ユースサッカー大
会２０１０ 1,805     

1,805

1 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

FIS ジャンプワールドカップ2011札
幌大会 7,000     

7,000

群馬県レクリエーション協会

くじ　　　計
131

社団法人東京都レクリエーション協
会

くじ　　　計

くじ　　　計
123 財団法人山口県体育協会

くじ　　　計

124 財団法人香川県体育協会

財団法人岡山県体育協会122

(NPO)福岡市レクリエーション協会

134

138 (NPO)福岡県レクリエーション協会

(NPO)岐阜県レクリエーション協会

くじ　　　計
133 長野県レクリエーション協会

くじ　　　計

くじ　　　計
135

くじ　　　計
132

社団法人新潟県レクリエーション協
会

125

くじ　　　計

くじ　　　計

126 財団法人熊本県体育協会

くじ　　　計
127 財団法人大分県体育協会

くじ　　　計
128 財団法人宮崎県体育協会

財団法人佐賀県体育協会

岡山県レクリエーション協会

くじ　　　計
129 財団法人沖縄県体育協会

くじ　　　計
130

くじ　　　計
136 (NPO)徳島県レクリエーション協会

くじ　　　計
137 (NPO)香川県レクリエーション協会

くじ　　　計

くじ　　　計

くじ　　　計
140 (NPO)長崎県レクリエーション協会

くじ　　　計
141 一般財団法人北海道サッカー協会

基金　　　計
142 財団法人札幌スキー連盟

139
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

キッズ巡回指導 2,879     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

キッズサッカーフェスティバル 1,006     

3,885

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

キッズプログラムの推進（巡回指
導・キッズフェスティバル） 2,787     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

キッズエリート養成システムの確立 994       

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用 キッズリーダー養成講習会 579       

4 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 トレーニング動画コンテンツの作成 2,989     

7,349

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

平成２２年度神奈川県クラブユース
サッカーリーグ 1,815     

1,815

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

障害を持つ人のためのスキー教室 1,092     

1,092

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

第１６回神奈川オープンふれあい
ティーボール大会 600       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

第１２回かながわ小学生・親子ふれ
あいティーボール大会 600       

1,200

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙinとやま 1,929     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用 平成22年度 地域巡回指導 2,716     

4,645

1 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

2010FISサマーグランプリジャンプ白
馬大会 7,000     

7,000

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

第7回ぎふ国際ユースサッカー大会 869       

869

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及） 第24回全国少年少女草サッカー大会 3,300     

3,300

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

豊田国際ユースサッカー大会 6,167     

6,167

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

第19回滋賀招待中学生サッカー大会 600       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

第15回 びわこカップ2010 滋賀県女
子招待サッカー大会 600       

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用 キッズ巡回指導 4,000     

5,200

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
第5回びわ湖ドラゴンボート1000m選
手権大会 1,034     

1,034

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

兵庫県サッカー選手権大会 1,346     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ＫＯＢＥＣＵＰジュニアサッカー２
０１０ 1,623     

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

第2回関西ｽｰﾊﾟｰｶｯﾌﾟ　第43回兵庫県
少年サッカー大会 700       

4 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

兵庫サッカークリニック 1,673     

5 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

第44回兵庫県中学生（Ｕ-15）サッ
カー選手権大会 1,316     

6 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

県民体育大会サッカー競技 769       

7,427

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

(NPO)西播磨サッカー大会 2,800     

2,800

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

兵庫ジュニアフットサルクリニッ
ク、シニアフットサルクリニック 1,850     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

FUTSAL　KOBE　FESTA2010 1,150     

3,000

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

和歌山県サッカーフェスティバル 628       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

JFAファミリーフットサルフェスティ
バル 693       

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

紀の国チャレンジカップ2010 629       

4 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

巡回指導 2,348     

5 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

中3チャレンジサッカー 885       

6 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

JFAキッズサッカーフェスティバル 614       

7 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

(社)和歌山県サッカー協会公認サッ
カースクール 1,033     

155 社団法人兵庫県サッカー協会

(NPO)兵庫県フットサル連盟157

社団法人滋賀県サッカー協会

財団法人福島県サッカー協会144

社団法人和歌山県サッカー協会158

くじ　　　計

くじ　　　計
156

(NPO)西播磨サッカー協
会

(兵庫)

くじ　　　計

くじ　　　計

くじ　　　計
145 社団法人神奈川県サッカー協会

基金　　　計
151 財団法人静岡県サッカー協会

(NPO)日本ティーボール協会神奈川
県連盟

147

社団法人富山県サッカー協会148

くじ　　　計

143 社団法人岩手県サッカー協会

くじ　　　計
152 財団法人愛知県サッカー協会

くじ　　　計

基金　　　計
154

一般社団法人滋賀県ドラゴンボート
協会

くじ　　　計
146 財団法人神奈川県スキー連盟

くじ　　　計

くじ　　　計

基金　　　計
149 財団法人長野県スキー連盟

くじ　　　計
150 財団法人岐阜県サッカー協会

153
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

8 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

キッズ(Ｕ-8)サッカースクール 2,689     

9 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用 キッズリーダー養成講習会 475       

9,994

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

U-8キッズサッカーフレンドパーク 703       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

大人のサッカースクール 1,670     

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ユース・フットサルスクール 1,339     

4 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

レディースジョギング教室 980       

5 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

浜田チャレンジサッカーフェスティ
バル 601       

6 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

幼児年代スポーツ普及事業 2,538     

7 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供
新聞情報誌によるサッカー情報の提
供 2,095     

9,926

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

キッズサッカー交流会 1,280     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

U-10キッズサッカーフェスティバル 680       

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用 キッズ巡回指導 2,340     

4 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用 公認C級コーチ養成講習会 500       

4,800

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

大分県ジュニアサッカー選手権大会 646       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

なでしこ大分育成プロジェクト 1,976     

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用
なでしこ大分育成プロジェクト(指導
者養成) 640       

3,262

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
第25回記念　POINT＆K.O.空手道選手
権大会 6,000     

6,000

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 研究集会等開催（普及） 体力つくり運動指導者等講習会 3,000     

3,000

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

調査研究 貯筋プロジェクト 8,560     

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

調査研究 体力の趨勢に関する調査研究 1,440     

10,000
13,000

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 1,992     

1,992

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

キッズスポーツアカデミー 3,000     

3,000

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
第17回全日本スポーツダイビング室
内選手権大会 3,052     

3,052

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ドリームサッカー２０１１ 415       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

マリンピック２０１０ 3,150     

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用 スノーケリング指導者講習会 5,577     

4 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用 スクーバ・ダイビング指導者研修会 858       

10,000

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

Ｊ－ＯＢフットボールクリニック 7,906     

7,906

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

子どもから高齢者まで！スポーツ自
転車体験プログラム 3,000     

3,000

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及） 第28回少年軟式野球世界大会 5,081     

2 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及） 第6回中学生軟式野球世界大会 3,389     

8,470

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
トヨタジュニアゴルフワールドカッ
プ2010 6,600     

6,600

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及） SHOWBOL　国際親善試合 6,000     

2 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及） SHOWBOL　世界大会 6,000     

12,000

くじ　　　計

社団法人和歌山県サッカー協会158

財団法人社会スポーツセンター167

社団法人島根県サッカー協会

くじ　　　計

くじ　　　計

くじ　　　計

159

くじ　　　計
164

社団法人国際空手道連盟極真会館全
日本極真連合会

172
一般社団法人SHOWBOL
INTERNATIONAL

165 (NPO)国際スポーツ推進機構

基金　　　計

くじ　　　計

くじ　　　計

合　計

くじ　　　計

基金　　　計

くじ　　　計

財団法人健康・体力づくり事業財団163

基金　　　計
171 (NPO)世界ジュニアゴルフ推進会

168 社団法人Jリーグ選手OB会

くじ　　　計
169

(NPO)ジャパン・スポーツ・プロ
デュース

基金　　　計

170 社団法人少年軟式野球国際交流協会

基金　　　計
166 財団法人社会スポーツセンター

基金　　　計
162 (NPO)空手道POINT＆K.O.ルール協会

160 社団法人熊本県サッカー協会

社団法人大分県サッカー協会161
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 研究集会等開催（普及） 指導者養成研修会 1,250     

2 基金 スポーツ団体大会開催助成 研究集会等開催（普及） 全国大学体育指導者中央研修会 2,033     

3,283

1 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第42回全日本空手道選手権大会 4,690     

2 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第27回全日本ウエイト制空手道選手
権大会 1,827     

6,517

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 1,965     

1,965
8,482

1 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣
第6回「日中韓エアロビクス選手権大
会」 1,500     

2 基金
スポーツ団体選手強化活動助
成

チーム派遣
第1回「アジアエアロビクス選手権大
会」 2,500     

3 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
第3回　世界スーパージュニア選手権
大会 2,000     

6,000

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

第９回首都圏少年少女空手道交流会 1,801     

1,801

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

柔道祭 1,160     

1,160

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
12thゴールドウィンナスターレース
チルドレン／キッズジャパンカップ 3,300     

2 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
2011ゴールドウィンナスターレース
チルドレン／キッズチャンピオン 2,204     

5,504

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用
2011年度ナスターレースペースセッ
ティングトライアル 835       

835
6,339

1 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第79回日本学生陸上競技対校選手権
大会 3,000     

2 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第8回全日本大学女子選抜駅伝競走 3,000     

6,000

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

滑空スポーツ講習会2010 1,053     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

安全飛行大会2010 856       

1,909

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

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 13,333    

13,333

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
ALL JAPAN SURFING GRAND CHAMPION
GAMES 2010 1,000     

1,000

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 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2010 2,000     

2,000

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 研究集会等開催（普及）
カナダスキー技術（GSL・テレマーク
スキー）講習会 1,236     

1,236

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 研究集会等開催（普及） 指導者の養成及び研修 1,500     

1,500

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
FISB第24回世界スピードボール選手
権2010日本大会 1,702     

1,702

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 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     

1,000

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用
平成22年度中高老年期運動指導士資
格認定講習会（西日本地区） 1,500     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用
平成22年度中高老年期運動指導士資
格認定講習会（中日本地区） 1,000     

2,500

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 広報紙発行 1,000     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 ＨＰの充実 1,000     

2,000

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

地域スポーツふれあい交流体験 1,528     

1,528

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

第7回スポーツ仲裁シンポジウム 2,573     

2,573

基金    　計

合　計

(NPO)全世界空手道連盟新極真会174

基金　計

188 財団法人日本スポーツクラブ協会

189 (NPO)日本スポーツ芸術協会

(NPO)全日本アマチュアエアロビク
ス連盟

くじ　　　計
181

社団法人日本グラウンド・ゴルフ協
会

基金　　　計
182 日本サーフィン連盟

基金　　　計
183

社団法人日本ジュニアヨットクラブ
連盟

くじ　　　計

合　計

178 (NPO)ナスターレース協会

180 社団法人日本滑空協会

社団法人日本学生陸上競技連合179

基金　　　計

基金　　　計

173 社団法人全国大学体育連合

くじ　　　計

基金    　計

175

くじ　　　計

くじ　　　計
176 一般社団法人全日本空手道一友会

くじ　　　計
177 (NPO)全日本柔道普及会

基金    　計

187 財団法人日本スポーツクラブ協会

くじ　　　計

くじ　　　計

くじ　　　計
190 (NPO)日本スポーツ振興協会

くじ　　　計
191 一般財団法人日本スポーツ仲裁機構

基金　　　計
184 社団法人日本職業スキー教師協会

基金　　　計
185 社団法人日本女子体育連盟

基金　　　計
186 (NPO)日本スピードボール協会
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

第10回ソープボックス ダービー日本
グランプリ 746       

746

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用 指導者育成事業 900       

900

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
第4回チアリーディアング　アジア
インターナショナル　オープン 6,000     

6,000

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 ディスクゴルフ紹介ＤＶＤの作成 1,400     

1,400

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

2010 東京都知事杯 有明チームテニ
スコンペティション 3,467     

3,467

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 アンチ・ドーピング活動推進事業 1,756     

1,756

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

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 II 944       

944

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
第2回パラグライディングアジア選手
権にし阿波 6,000     

6,000

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 「JHFレポート」の発行 4,000     

4,000
10,000

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
第35回日本フィールド・トライアル
選手権大会 1,300     

1,300

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
第23回都道府県対抗全日本マスター
ズ駅伝 1,000     

1,000

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

舞鶴フットサルフェスティバル 737       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

水戸フットサルフェスティバル 614       

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

長岡フットサルフェスティバル 755       

2,106

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

ドーピング検査 ドーピング検査事業 2,231     

2,231

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供
情報提供用印刷物製作、公式ホーム
ページ更新 2,375     

2,375

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

第７回ジュニア・ライフセービング
競技会 1,455     

1,455

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

スポーツ教室 742       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

スポーツ大会 737       

1,479

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ノルディックウォーキング楽しむ会 1,451     

1,451

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

フラッグフットボール教室の開催 2,996     

2,996

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供
「高齢者のためのニュースポーツ応
援サイト」の開設、運営事業 2,148     

2,148

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

アルゼンチンサッカー教室　集中ト
レーニング 3,000     

3,000

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

マナーキッズテニス教室の開催 3,000     

3,000

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

スポーツゲームズin薩摩川内 657       

657

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
第19回YMFSセーリングチャレンジ
カップIN浜名湖 2,646     

2,646

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及）
第30回男子・第29回女子ジャパン・
オープンラケットボール選手権大会 1,000     

1,000

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

特定非営利活動法人ＳＳＳスポーツ
クラブ活動事業 7,200     

7,200

社団法人日本チアリーディング協会

くじ　　　計

192 (NPO)日本ソープボックスダービー
くじ　　　計

くじ　　　計
193 一般社団法人日本太極柔力球協会

基金　　　計
194

基金　　　計

くじ　　　計

合　計

199
社団法人日本ハング・パラグライ
ディング連盟

基金　　　計
200

社団法人日本フィールド・トライア
ル協会

基金　　　計
201

社団法人日本マスターズ陸上競技連
合

195 日本ディスクゴルフ協会

くじ　　　計
196 社団法人日本テニス事業協会

くじ　　　計
197

一般社団法人日本ドラゴンボート協
会

くじ　　　計
198 (NPO)日本バドミントン指導者連盟

くじ　　　計

くじ　　　計
207 (NPO)ヒーローズ

くじ　　　計
208

(NPO)フラッグフットボール・マネ
ジメント・ジャパン

くじ　　　計
209 (NPO)フレンドリー情報センター

くじ　　　計

くじ　　　計
203

財団法人日本モーターサイクルス
ポーツ協会

くじ　　　計
204

(NPO)日本モータースポーツ推進機
構

くじ　　　計
205 (NPO)日本ライフセービング協会

206
(NPO)バレーボール・モントリオー
ル会

202 (NPO)日本フットサル振興会

基金　　　計
203

公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ
財団

基金　　　計
204 (NPO)日本ラケットボール協会

くじ　　　計
205

(NPO)ＳＳＳスポーツク
ラブ

(北海道)

くじ　　　計
210

(NPO)フンダシォン マーノ・ア・
マーノ

くじ　　　計
211 (NPO)マナーキッズプロジェクト

くじ　　　計
202 (NPO)MIPスポーツ・プロジェクト
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
クラブハウス整備事業
（新築）

さっぽろAMスポーツクラブクラブハ
ウス新築工事 28,280    

2 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

グランドゴルフ及クロスカントリー
スキー教室 5,132     

33,412

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ツール・ド・北海道2010市民レース
大会 1,458     

1,458

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

第２回　なかしべつ３３０°開陽台
マラソン 2,850     

2,850

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型地域スポーツ活動基盤強化事
業 7,200     

7,200

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 スポーツ雪合戦情報発信事業 2,436     

2,436

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型地域スポーツクラブ活動事業 7,200     

7,200

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

特定非営利活動法人スポネット弘前
活動事業（2年目） 3,953     

3,953

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

アクティブ弘前プラン 5,388     

5,388

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

トップスポーツ交流事業 600       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ＫＡＲＣラグビー交流会 712       

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ＫＡＲＣ出前ラグビー教室事業 1,421     

2,733

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

キッズテニス教室 822       

822

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

フォルダクラブ 5,677     

5,677

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型地域スポーツクラブ活動基盤
強化事業 3,008     

3,008

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

プリンスカップ2011　U14東日本男子
バレーボール交流大会 700       

700

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型地域スポーツクラブ活動事業 7,200     

7,200

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型地域スポーツクラブ基盤強化
事業 5,400     

5,400

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ運営、健康増進及びｽﾎﾟｰﾂ
振興を目的とする事業 6,400     

6,400

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

スポーツ教室・スポーツの集い 3,658     

3,658

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

マスターズ水泳アスリート養成クリ
ニック 819       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

元気キッズアスリート入門講座 867       

1,686

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
クラブハウス整備事業
（新築）

アプルス　クラブハウスの建設 60,000    

60,000

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

みかわ２１スペシャルサッカー塾 640       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

菜の花杯サッカー大会（Ｕ－１２、
Ｕ－１５） 600       

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用
サッカー協会３種トレセン（鶴岡地
区、山形県）指導者派遣 1,066     

2,306

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型地域スポーツクラブ活動基盤
強化事業（２年目） 3,480     

3,480

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

ＮＰＯ法人スポーツクラブバンビィ
活動事業（１年目） 7,865     

7,865

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

笑顔・夢・感動あふれる元気なまち
づくり事業 5,165     

5,165

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

つくばスポーツ探検隊／Visionネッ
トワーク 6,400     

6,400

(宮城)

くじ　　　計
223 (宮城)

(NPO)Place Of Play仙
台

(NPO)北上アスレチック
＆ラグビー倶楽部

(岩手)215

(NPO)健康づくりサポー
ト東北２１

(山形)225

くじ　　　計

くじ　　　計

くじ　　　計

くじ　　　計

くじ　　　計

くじ　　　計

(NPO)石巻スポーツ振興
サポートセンター

220

くじ　　　計
221

(NPO)TEAM i

くじ　　　計
(秋田)

(NPO)よこてスポーツク
ラブ

224

くじ　　　計
209

(NPO)北海道バーバリア
ンズラグビーフット
ボールクラブ

(北海道)

くじ　　　計
211

(NPO)雪合戦インターナ
ショナル

(北海道)

くじ　　　計

206
(NPO)さっぽろAMスポー
ツクラブ

(北海道)

くじ　　　計
207

財団法人ツール・ド・
北海道協会

(北海道)

くじ　　　計
208

財団法人中標津町文化
スポーツ振興財団

(北海道)

くじ　　　計
212 (NPO)青森健康・体力づくり協会

くじ　　　計

213 (NPO)スポネット弘前 (青森)

くじ　　　計
214

(NPO)リベロ津軽スポー
ツクラブ

(青森)

216
(NPO)テニスチャレンジ
いわて２０２０

(岩手)

217 (NPO)フォルダ (岩手)

218 (NPO)アクアゆめクラブ (宮城)

219 (宮城)

くじ　　　計
229

(NPO)スポーツクラブバ
ンビィ

(福島)

くじ　　　計
230 (NPO)はらまちクラブ (福島)

くじ　　　計
231 (NPO)アクティブつくば (茨城)

くじ　　　計

くじ　　　計
226 (山形)

(NPO)生涯スポーツ振興
会

くじ　　　計

くじ　　　計
228

(NPO)おおくまスポーツ
クラブ

(福島)

(山形)
(NPO)スポーツみかわ二
十一世紀

227

(宮城)
(NPO)泉パークタウンＳ
ＰＯ＆ＣＯＭクラブ
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

Dragons　U-12　U-15 600       

600

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

たかはら那須スポーツクラブ活動基
盤強化事業 7,200     

7,200

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
クラブハウス整備事業
（改造）

神流川スポーツクラブクラブハウス
改修工事 11,250    

2 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

toto総合型地域スポーツ事業 7,951     

19,201

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

スポーツを通じた地域づくり・健康
づくり活動 6,397     

6,397

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

第二回奥寺杯in昭和村サッカーフェ
スティバル 693       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

サッカージュニアユース「FCクリ
ロ」活動 881       

1,574

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

スポーツ教室事業 7,200     

7,200

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

サッカー育成事業・星空スポーツ広
場事業・スポーツ塾事業 6,400     

6,400

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

老いも若きも身障者も楽しめるス
ポーツ事業 7,200     

7,200

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

クラブ基盤強化事業 7,200     

7,200

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

サッカーエンジョイ育成事業、元気
広場事業、スポーツチャレンジ 7,200     

7,200

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

ＮＰＯ法人かさはらいきいきスポー
ツクラブ 1,415     

1,415

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型地域スポーツクラブ基盤強化
事業 5,795     

5,795

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

シュータススポーツクリニック（ス
クール） 600       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

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       

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 シュータスＷＥＢの配信 266       

1,332

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

多世代スポーツ交流事業 7,060     

7,060

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

おがのむてっぽう総合型クラブ事業 5,383     

5,383

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

スポーツ教室 5,600     

5,600

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

スポーツクラブ運営 4,853     

4,853

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型地域スポーツクラブ活動基盤
強化事業 8,000     

8,000

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

地域総合型スポーツクラブOHRE.SS運
営事業 5,599     

5,599

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型地域スポーツクラブ活動基盤
強化事業 5,600     

5,600

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

NPO法人京葉ISCﾏﾙﾁｽﾎﾟｰﾂｺｰｽ（ﾄﾗｲｱｽﾛ
ﾝ教室）他 5,600     

5,600

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

基盤強化事業 6,906     

6,906

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

平成２２年度見明川スポーツクラブ
活動運営事業 3,310     

3,310

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用
子供向けサッカー指導者の養成・活
用 3,000     

3,000

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ジュニアサッカースクール 2,921     

2,921

くじ　　　計

くじ　　　計
(埼玉)

(NPO)スポーツ･サンク
チュアリ･川口

246

くじ　　　計
247 (埼玉)

(NPO)ふぁいぶるクラブ
おがのむてっぽう

くじ　　　計
253

(NPO)京葉インターナ
ショナルスポーツ倶楽
部

(千葉)

くじ　　　計
257

(NPO)Eisvogelスポーツ
クラブ

(東京)

くじ　　　計
254 (千葉)

くじ　　　計
256 (NPO)desporter (東京)

(NPO)スポーツアカデ
ミー

くじ　　　計
255

(NPO)見明川スポーツク
ラブ

(千葉)

235
(NPO)神流川スポーツク
ラブ

(群馬)

(NPO)浦和スポーツクラ
ブ

(埼玉)

くじ　　　計
240 (埼玉)

(NPO)エルフェンスポー
ツクラブ

くじ　　　計
241

245
(NPO)シュータススポー
ツラボラトリ

(埼玉)

くじ　　　計

くじ　　　計
(群馬)

(埼玉)
(NPO)ゴールドルーツス
ポーツクラブ

くじ　　　計
239

(NPO)群大クラブ236

くじ　　　計

くじ　　　計
238

(NPO)あさひスポーツ・
文化クラブ

(埼玉)

くじ　　　計
232

(NPO)クラブ・ドラゴン
ズ

(茨城)

くじ　　　計
234

(NPO)たかはら那須ス
ポーツクラブ

(栃木)

(NPO)ジェイウィングス (群馬)237

くじ　　　計
242 (埼玉)

(NPO)コスモススポーツ
クラブ

くじ　　　計
(埼玉)

(NPO)かさはらいきいき
スポーツクラブ

243

くじ　　　計
(埼玉)

(NPO)さいたまスポーツ
クラブ

244

くじ　　　計
251 (NPO)ＯＨＲＥ．ＳＳ (千葉)

くじ　　　計
252

(NPO)クレンサ・スポー
ツ・アカデミー

(千葉)

くじ　　　計
248 (埼玉)

(NPO)ふぁいぶるクラブ
白鶴

くじ　　　計
(埼玉)

(NPO)フェアリースポー
ツクラブ

249

くじ　　　計
250 (埼玉)

(NPO)ユニオンスポーツ
クラブ
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ジュニアバレーボール教室 600       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

キッズ水泳教室 600       

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ジュニアレスリング教室 600       

1,800

1 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

第44回JSDFサッカー大会 3,000     

2 基金 スポーツ団体大会開催助成
競技会開催(競技力向上活
動）

平成22年度JSDFバドミントン大会 2,505     

3 基金 スポーツ団体大会開催助成 研究集会等開催（普及） 第1回JSDFサッカー講習会 2,360     
4 基金 スポーツ団体大会開催助成 研究集会等開催（普及） 第1回JSDFバドミントン講習会 1,075     

8,940

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

(NPO)　青山スポーツアソシエーショ
ン 3,000     

3,000

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
クラブハウス整備事業
（新築）

鶴川ゼルビアスポーツクラブ(仮称)
事業 60,000    

2 くじ 地域スポーツ施設整備助成 天然芝生化新設事業
鶴川ゼルビアスポーツクラブ(仮称)
事業 41,726    

3 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化新設事業
鶴川ゼルビアスポーツクラブ(仮称)
事業 48,000    

4 くじ 地域スポーツ施設整備助成 スポーツ施設等整備事業
鶴川ゼルビアスポーツクラブ(仮称)
事業 20,000    

169,726

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

テニス教室 691       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

健康教室 1,092     

1,783

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

京卓ジュニアクラブ 2,000     

2,000

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

ニュースポーツ教室他 6,599     

6,599

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ハンディキャップ・ローンボウルズ
教室 875       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ハンディキャップ・フライングディ
スク教室 757       

1,632

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

親子ふれあい事業 745       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

日曜定例スポーツ事業 1,136     

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

シニア健康教室事業 1,093     

2,974

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

陸上運動教室 2,905     

2,905

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ＡＬＬシチズン車イスバスケット
ボールシリーズ 1,330     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

東京リレートライアスロン2010 668       

1,998

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供
TOTO支援、サッカールールに関わる
啓発的書籍の発行よび普及 403       

403

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

府中市フットサル大会 1,047     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

サッカーがもっと好きになる少年少
女大会 999       

2,046

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型地域スポーツクラブ活動基盤
強化事業 6,400     

6,400

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

スポーツパラダイス　ＦＣゴール
なかなか何でもスポーツ体験団 4,400     

4,400

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

サッカー・陸上事業 6,400     

6,400

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

LIGUE AZUR 600       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

アズヴェールジュニアフットサル
リーグ 616       

1,216

(NPO)ＴＳ研究会 (東京)

277
(NPO)アズヴェール藤沢
スポーツクラブ

(神奈川)

(NPO)ＳＳＣ谷原アル
ファ

(東京)

くじ　　　計

273 (NPO)府中ワイエスエス (東京)

259

一般社団法人東京ス
ポーツリンク

(東京)270

261
(NPO)アスレチッククラ
ブ町田

(東京)

258

くじ　　　計

くじ　　　計

基金　　　計

くじ　　　計
260

(NPO)青山スポーツアソ
シエーション

(東京)

くじ　　　計

くじ　　　計

くじ　　　計

くじ　　　計
(東京)(NPO)京卓ジュニア264

262 (東京)
(NPO)大田ウェルネスク
ラブ

266
(NPO)スポーツカウンシ
ル・ゲイン

(東京)

267
(NPO)スポーツクラブホ
ワイエ上石神井

(東京)

くじ　　　計
265 (NPO)黄金井倶楽部 (東京)

くじ　　　計

くじ　　　計
275 (神奈川)(NPO)ＦＣゴール

くじ　　　計
276 (NPO)ＦＣコラソン (神奈川)

くじ　　　計
271

(NPO)東京都サッカー審
判協会

(東京)

くじ　　　計

268
(NPO)スポーツ塾Sports
Cramming

(東京)

くじ　　　計

くじ　　　計
(東京)

(NPO)れっど・しゃっふ
る

274
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

綾瀬ＦＣクラブ活動運営事業 2,000     

2,000

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

大磯うみくらぶスポーツ教室実施事
業 5,600     

5,600

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

サッカースクール開催事業 3,000     

3,000

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

相模原フットボールイベント 1,414     

1,414

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

エスペランサ・サッカースクールの
開催 726       

726

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ランニング教室の開催 1,441     

1,441

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

健康つくり教室 2,333     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ビーチエキデンフェスタ2010 666       

2,999

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

ＳＥＬＦスポーツ教室実施事業 6,159     

6,159

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型地域スポーツクラブ活動基盤
強化事業 7,200     

7,200

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型地域スポーツクラブ活動事業 4,400     

4,400

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

大豆戸サッカー大会 866       

866

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

サッカー教室開催事業 3,000     

3,000

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

サッカーの普及及び近隣小学生の体
力向上・スポーツ体験教室 6,400     

6,400

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型地域スポーツクラブ活動事業 7,200     

7,200

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
クラブハウス整備事業
（新築）

ライフネットスポーツクラブ　クラ
ブハウス新築工事 49,226    

49,226

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

特定非営利活動法人わくわく教室 4,610     

4,610

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

生涯スポーツ推進事業（水泳教室ほ
か） 800       

800

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

テディクラブサッカースクール事業 2,712     

2,712

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 人工芝生化改設事業
新潟聖籠スポーツセンターアルビ
レッジF面人工芝張替 30,000    

30,000

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

特定非営利活動法人ネージュスポー
ツクラブ活動事業 6,191     

6,191

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型地域スポーツクラブ活動基盤
強化事業 5,241     

5,241

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ﾖｰｶﾞ教室 713       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

キッズ体操事業 905       

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

中高年体力アップ事業 1,306     

2,924

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型基盤強化事業 1,838     

1,838

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

エアロビクス教室 1,367     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

新体操教室教室 669       

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ヨーガ教室 761       

2,797

くじ　　　計
280 (神奈川)(NPO)かながわクラブ

くじ　　　計
281

(NPO)相模原ライズ・ア
スリート・クラブ

(神奈川)

くじ　　　計
282

(NPO)サッカースクー
ル･エスペランサ

(神奈川)

くじ　　　計
278

(NPO)綾瀬スポーツコ
ミュニティ

(神奈川)

くじ　　　計
279 (NPO)大磯うみくらぶ (神奈川)

(神奈川)

くじ　　　計
289

(NPO)横須賀シーガル
ズ・スポーツクラブ

(神奈川)

くじ　　　計
(神奈川)

(NPO)横浜かもめanima
クラブ

290

くじ　　　計
283

(NPO)湘南トラッククラ
ブ・インターナショナ
ル

(神奈川)

くじ　　　計

くじ　　　計
285

(NPO)高津総合型スポー
ツクラブＳＥＬＦ

(神奈川)

くじ　　　計
286

(NPO)パシフィックビー
チクラブ

(神奈川)

くじ　　　計
287

(NPO)Ｖｉｄａ相模ス
ポーツクラブ

(神奈川)

くじ　　　計
288

(NPO)大豆戸フットボー
ルクラブ

(NPO)湘南ベルマーレス
ポーツクラブ

(神奈川)284

くじ　　　計
(新潟)

(NPO)スポーツクラブあ
らい

294

くじ　　　計
285

(NPO)ジーニアスニイガ
タ

(新潟)

くじ　　　計
(神奈川)

(NPO)横浜スポーツアン
ドカルチャークラブ

291

くじ　　　計
(神奈川)

(NPO)ライフネットス
ポーツクラブ

292

くじ　　　計
(神奈川)(NPO)わくわく教室293

くじ　　　計
(富山)

(NPO)おおしまスポーツ
クラブ

289

くじ　　　計

くじ　　　計
291 (富山)

(NPO)しもむらスポーツ
クラブまいけ

くじ　　　計
286

(NPO)新潟スポーツコ
ミュニティ

(新潟)

くじ　　　計
287

(NPO)ネージュスポーツ
クラブ

(新潟)

290
(NPO)こすぎ総合スポー
ツクラブ

(富山)

くじ　　　計

(富山)
(NPO)新湊カモンスポー
ツクラブ

292

- 40 -



No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

健康体操教室 960       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

エアロビクス教室 706       

1,666

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

2010年ツーリップテレビ杯争奪Ｊ
ユースサッカー大会 735       

735

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

ふちゅうスポーツクラブ事業 3,000     

3,000

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

NPO法人かなざわ総合スポーツクラブ
活動事業 6,400     

6,400

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型地域スポーツクラブＣｏＣｏ
事業 3,200     

3,200

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

主婦層、中高齢者向け運動プログラ
ム提供事業 3,000     

3,000

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

特定非営利活動法人スポーツクラブ
Riopedra加賀活動事業 7,200     

7,200

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型地域スポーツクラブジョイナ
ス事業 7,200     

7,200

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ジュニアテニス教室・テニス大会・
テニス合宿事業 660       

660

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

FC.mais、シェイプアップ倶楽部、陸
上教室、水泳教室 4,900     

4,900

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型地域スポーツクラブ活動基盤
強化事業 4,104     

4,104

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

門前地区健康増進事業 600       

600

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

幼児スポーツ教室 619       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

フリースポーツクラブ 790       

1,409

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

ＦＣヴィオーラ総合型スポーツクラ
ブ事業 1,568     

1,568

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

「地域と子どもを元気にする」ス
ポーツプログラム事業 3,968     

3,968

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

硬式野球教室 707       

707

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成 スポーツ施設等整備事業 田原グランド照明増設工事 3,205     

2 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

スポーツ振興くじ助成金スポーツク
ラブ活動事業 5,600     

8,805

1 基金 スポーツ団体大会開催助成 競技会開催（普及） アマチュア　サーフィンコンテスト 1,000     

1,000

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

からだであそぼ！ファミスポフェス
タ 2,359     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

大洋薬品杯第３回あいち小学生フッ
トサル大会 1,103     

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

総合型地域スポーツクラブ交流会 770       

4,232

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

フラーテルカップ２０１０ 1,000     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ホッケー教室 600       

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

キッズトライアスロン教室 600       

4 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用 指導者講習会・指導者派遣 500       

5 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ情報提供 スポーツ情報提供 300       

3,000

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

朝日丘スポーツ教室事業 4,992     

4,992

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合地域スポーツクラブ基盤強化事
業 1,123     

1,123

くじ　　　計
297

一般社団法人クラブＣ
ｏＣｏ

(石川)

くじ　　　計
(愛知)

(NPO)いさとスポーツク
ラブ

314

くじ　　　計
298 (石川)(NPO)クラブパレット

くじ　　　計
(石川)

(NPO)スポーツクラブ
Riopedra加賀

299

くじ　　　計
300

一般社団法人地域ス
ポーツシステム研究所

(石川)

くじ　　　計

くじ　　　計
294 (富山)

(NPO)ひがしスポーツク
ラブ

くじ　　　計
(富山)

(NPO)ふちゅうスポーツ
クラブ

295

293
(NPO)だいもんスポーツ
クラブ

(富山)

くじ　　　計
(石川)

(NPO)かなざわ総合ス
ポーツクラブ

296

くじ　　　計

(NPO)もんぜんスポーツ
クラブ

304 (石川)

くじ　　　計

くじ　　　計
(岐阜)(NPO)ＦＣヴィオーラ306

くじ　　　計
(石川)

(NPO)町野スポーツクラ
ブ

301

くじ　　　計
(石川)(NPO)モア302

くじ　　　計
303 (長野)

(NPO)もちづき総合型ク
ラブ

305
(NPO)いけだスポーツク
ラブ

(岐阜)

基金　　　計
(静岡)

(NPO)マリンプロジェク
ト

310

くじ　　　計

くじ　　　計

くじ　　　計
(愛知)

(NPO)朝日丘スポーツク
ラブ

313

くじ　　　計
(岐阜)

(NPO)つけちスポーツク
ラブ

307

くじ　　　計

くじ　　　計
308

(NPO)ごうどスポーツク
ラブ

(岐阜)

311
財団法人愛知県教育・
スポーツ振興財団

(愛知)

309
(NPO)スポーツクラブた
はら

(静岡)

(NPO)愛知スポーツ倶楽
部

(愛知)312

- 41 -



No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

ＮＰＯ法人木曽川文化・スポーツク
ラブ　スポーツ教室 6,400     

6,400

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

幼稚園・保育園巡回サッカー教室 660       

660

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

『スポーツダンスフェスティバル』
開催事業 937       

937

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

totoソーシャルプログラム事業 7,200     

7,200

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

親子スポーツ教室 600       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

岡崎ジュニアフットサルリーグ 600       

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

三河バスケットボールリーグ 600       

1,800

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

平成２２年度楠スポーツクラブ事業 3,324     

3,324

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型地域スポーツクラブ活動事業 2,611     

2,611

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
クラブハウス整備事業
（改造）

ＦＣ岸和田クラブハウス改造事業 11,250    

2 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型スポーツクラブ地域活動基盤
整備事業 7,100     

18,350

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

キッズスポーツプログラム 751       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

マルチフィットネスプログラム 747       

1,498

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

特定非営利活動法人 茨木東スポーツ
クラブ レッツ 4,000     

4,000

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

USSSAオールスターチームとの野球交
流試合大会 600       

600

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型地域スポーツクラブ活動基盤
強化事業 8,000     

8,000

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

芦屋サッカークラブ 2,282     

2,282

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

コオーディネーション能力の育成の
ための体育教室 6,000     

6,000

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

クリスマスホースショー 1,025     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ノーベンバードレッサージュ 952       

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

スポーツ乗馬教室 2,746     

4 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ハナミズキホースショー（障害飛越
競技の部） 1,008     

5 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ハナミズキホースショー（馬場馬術
の部） 985       

6 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

フレンドシップホースショー 1,001     

7,717

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

少年サッカー・フットサル教室 2,190     

2,190

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ジュニアラグビークリニック 842       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用 ラグビー指導者講習会 550       

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

調査研究 ラグビー調査 773       

2,165

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

フットサルの普及・振興と、有能な
女子選手の育成を図る活動 2,803     

2,803

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

紀州型スポーツクラブ事業 5,600     

5,600

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型地域スポーツクラブ活動事業 6,832     

6,832

くじ　　　計
(愛知)

(NPO)木曽川文化・ス
ポーツクラブ

315

くじ　　　計

くじ　　　計

くじ　　　計
(愛知)

(NPO)スポーツフォーラ
ム愛知

316

くじ　　　計
(愛知)

(NPO)ソシアルダンス尾
張クラブ

317

くじ　　　計
(愛知)

(NPO)ソシオ成岩スポー
ツクラブ

318

くじ　　　計
(大阪)(NPO)ヒットエンドラン327

(NPO)ワスパ世界運動競
技推進協会

(愛知)319

324 (NPO)ＲＥＳＣ (大阪)

323 (NPO)ＦＣ岸和田 (大阪)

321 (NPO)楠スポーツクラブ (三重)

くじ　　　計
(大阪)

(NPO)ユナイテッド平野
スポーツクラブ

328

くじ　　　計
322 (NPO)アザックとよさと (滋賀)

くじ　　　計

くじ　　　計

くじ　　　計
(大阪)

(NPO)茨木東スポーツク
ラブレッツ

325

くじ　　　計
(和歌山)(NPO)くちくまのクラブ336

くじ　　　計
(兵庫)(NPO)ロリィポップ334

くじ　　　計
(和歌山)(NPO)紀州レンジャーズ335

くじ　　　計
(兵庫)

(NPO)芦屋サッカークラ
ブ

329

くじ　　　計
(兵庫)(NPO)アスロン330

くじ　　　計

331
社団法人神戸乗馬倶楽

部
(兵庫)

(NPO)六甲クラブ (兵庫)333

くじ　　　計
332

(NPO)サンブロススポー
ツクラブ

(兵庫)

くじ　　　計
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

スポーツ教室等運営事業 6,400     

6,400

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

特定非営利活動法人さくら総合ス
ポーツクラブ活動事業(１年目) 8,000     

8,000

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

NPO法人しんじ湖スポーツクラブ活動
事業 4,760     

4,760

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

竹原市民における健康増進・研修事
業 6,359     

6,359

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

Jr.マルチスポーツプログラム 7,200     

7,200

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

（仮）みんなで体力測定！！ 671       

671

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

くぼかわスポーツクラブ健康づくり
教室 3,000     

3,000

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ＫＳＣフットサルクリニック 1,000     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ＫＳＣサッカークリニック 1,180     

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

アクアビクス 600       

2,780

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

すさきスポーツ活性化事業 5,836     

5,836

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

スポーツ生きがいづくり事業 6,408     

6,408

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

サッカー教室 2,000     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

バドミントン教室 1,000     

3,000

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ふくつビーチサッカーフェスティバ
ル競技普及事業 600       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

豊島ビーチサッカーフェスティバル
競技普及事業 600       

1,200

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ふくつ　まちを元気にプロジェクト 2,000     

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用 ふくつ　指導者養成プロジェクト 1,000     

3,000

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

太宰府市総合型地域スポーツクラブ
活動事業 3,570     

3,570

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

広域スポーツセンター指導
者派遣等事業

福岡県広域スポーツセンター専任指
導者設置事業 704       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

福岡県タレント発掘事業 4,000     

4,704

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ビーチスポーツフェスタ’10 1,620     

1,620

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型地域スポーツクラブ活動事業 5,600     

5,600

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ヨーガ教室 959       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

キッズエアロビクス教室 606       

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ボディメイク教室 610       

2,175

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型地域スポーツクラブ 6,132     

6,132

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ＡＳＡ・ＨＩ杯少年サッカー大会 600       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

サッカー交流スクール 1,601     

2,201

350
(NPO)JAPANビーチサッ
カーネットワーク

(福岡)

351
(NPO)スポーツニュース
ター

(福岡)

くじ　　　計
(島根)

(NPO)しんじ湖スポーツ
クラブ

339

くじ　　　計
341

(NPO)バンブースポーツ
クラブ

(広島)

くじ　　　計
337 (和歌山)

(NPO)ゆうゆうスポーツ
クラブ海南

くじ　　　計
(島根)

(NPO)さくら総合スポー
ツクラブ

338

くじ　　　計
345 (高知)

(NPO)くぼかわスポーツ
クラブ

くじ　　　計

くじ　　　計
347

(NPO)すさきスポーツク
ラブ

(高知)

346
(NPO)こうなんスポーツ
クラブ

(高知)

くじ　　　計
(山口)

(NPO)レオーネ山口ス
ポーツクラブ

342

くじ　　　計
(愛媛)

(NPO)今治しまなみス
ポーツクラブ

344

くじ　　　計

353
財団法人福岡県スポー
ツ振興公社

(福岡)

くじ　　　計
354

(NPO)マリゾンビーチス
ポーツクラブ

(福岡)

くじ　　　計
348

(NPO)スポーツクラブス
クラム

(高知)

くじ　　　計

くじ　　　計

くじ　　　計

くじ　　　計
352 (福岡)(NPO)太宰府よか倶楽部

349 (NPO)春日イーグルス (福岡)

くじ　　　計
(熊本)(NPO)不知火クラブ358

くじ　　　計

くじ　　　計
355

(NPO)わかばスポーツ＆
カルチャークラブ

(福岡)

くじ　　　計

356
一般社団法人うきプラ
ザスポーツクラブ

(熊本)

359
(NPO)ひとよしフット
ボールクラブ

(熊本)
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No. 件数 種別 助成区分 事業細目名 事業名 内定額

(千円)

団体名／種目等・地域

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ジュニアサッカーチャレンジカップ
ＩＮ　Ｇパーク 636       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

2010 ﾌｭｰﾁｬｰｶｯﾌﾟ九州ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ(Ｕ-
14)ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ　IN NAKATSUE 629       

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

マクドナルド　スプリングフェス
ティバル ＩＮ ＮＡＫＡＴＳＵＥ 937       

4 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

指導者養成・活用 地域貢献サッカークリニック 611       

2,813

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

スポーツ子ども塾 860       

860

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

第3回蒲江元猿ビーチバレー大会
in2010 812       

812

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

Ｎスポファミリースポーツ感謝祭 784       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

Ｎスポジュニアテニス教室 814       

3 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

Ｎスポジュニアサッカー教室 1,228     

2,826

1 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

サッカースクール事業 955       

2 くじ
スポーツ団体スポーツ活動助
成

スポーツ教室・大会等の開
催

ビーチサッカー大会開催事業 716       

1,671

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

ASAコミュニティクラブ活動事業 5,600     

5,600

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型地域スポーツクラブ活動事業 4,094     

4,094

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型地域スポーツクラブ事業 4,387     

4,387

1 くじ 地域スポーツ施設整備助成
クラブハウス整備事業
（新築）

(NPO)アジアクラブ　クラブハウス新
築工事 60,000    

2 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型地域スポーツクラブ活動基盤
強化事業 8,000     

68,000

1 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

一般社団法人スポレク・クラブいひ
ちゃー活動事業（3年目） 2,417     

2,417

2 くじ
総合型地域スポーツクラブ活
動助成

総合型地域スポーツクラブ
活動基盤強化事業

総合型地域スポーツクラブ基盤強化
事業 3,448     

3,448

364 (NPO)ＭＳＵ (宮崎)

370 (NPO)ナスク (沖縄)

くじ　　　計

くじ　　　計
361

(NPO)９２３みんなんク
ラブ

(大分)

360 (熊本)(NPO)ブレイズ熊本

(鹿児島)(NPO)ＳＣＣ366

くじ　　　計
367 (鹿児島)

(NPO)健康づくりフォー
ラム

くじ　　　計

368 (NPO)アジアクラブ (沖縄)

くじ　　　計
362

(NPO)SAVA　SPORTS
CLUB

(大分)

くじ　　　計

くじ　　　計

くじ　　　計
(鹿児島)

(NPO)ＡＳＡ奄美スポー
ツアカデミー

365

(NPO)七瀬の里Ｎクラブ (大分)363

くじ　　　計
369 (沖縄)

一般社団法人スポレ
ク・クラブいひちゃー

くじ　　　計

くじ　　　計
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