
　　　（単位：千円）

1 財団法人　日本陸上競技連盟 チーム派遣 世界ジュニア陸上競技選手権 6,000

海外合宿 パンパシフィックジュニア大会及び海外合宿（競泳） 5,999

チーム派遣 ニュージーランドジュニア大会（競泳） 6,001

ナショナルトレセン Ｕ－１６

ナショナルトレセン Ｕ－１４　その１

ジャンプジュニア国内合宿（２回）

コンバインドジュニア国内合宿

クロスカントリージュニア国内合宿

アルペン女子ジュニア国内合宿（２回）

アルペン男子ジュニア国内合宿（２回）

フリースタイル・モーグル国内合宿（２回）

スノーボード国内合宿

Ｕ－１４　ワールドジュニア　アジア・オセアニア予選（女子）

Ｕ－１４　ワールドジュニア　アジア・オセアニア予選（男子）

Ｕ－１６　ジュニアフェドカップ　アジア・オセアニア予選（女子）

Ｕ－１６　ジュニアデビスカップ　アジア・オセアニア予選（男子）

Ｕ－１４　ヤングスター  ヨーロッパ遠征

Ｕ－１８　アジアジュニアサーキット遠征

Ｕ－１６　オセアニア遠征

6 社団法人　日本ボート協会 チーム派遣 世界ジュニア選手権 4,363

7 社団法人　日本ホッケー協会 チーム派遣 男子第５回ジュニア　アジアカップ 4,500

8 社団法人　日本アマチュアボクシング連盟 国内合宿 平成１６年度夏季ジュニア有望選手強化合宿 4,500

世界ジュニア選手権　女子アジア予選

世界ジュニア選手権　男子アジア予選

第２回新体操女子ユース強化練習会

第２回新体操女子選抜強化練習会

新体操女子選抜ジュニア強化国内合宿

第１回男子ジュニア国内合宿

女子体操シニア・ジュニア合同合宿

男子ジュニア強化海外合宿（ロシア）

新体操女子選抜ジュニア海外合宿（ロシア）

チーム派遣 男子ジュニアボローニンカップ（ロシア） 729

11 財団法人　日本バスケットボール協会 チーム派遣 第１８回FIBAアジア男子ジュニア選手権大会 6,000

国内合宿 ショートトラック強化合宿（測定合宿） 4,086

海外合宿 スピードジュニア特別強化夏季氷上合宿 4,282

フィギュアジュニアグランプリ　ハンガリー大会

フィギュアジュニアグランプリ　アメリカ大会

フィギュアジュニアグランプリ　中国大会

フィギュアジュニアグランプリ　ウクライナ大会

フィギュアジュニアグランプリ　セルビア＆モンテネグロ大会

フィギュアジュニアグランプリ　ルーマニア大会

ジュニア選抜強化合宿

シニア・ジュニア合同強化合宿

ミストラル級世界選手権

レーザー級世界選手権

セールメルボルン選手権大会

（スポーツ団体選手強化活動助成・スポーツ団体大会開催助成）

1,187

6,000

3,591

3,632

2 財団法人　日本水泳連盟

平成１６年度スポーツ振興基金助成金  団体別内定額内訳

国内合宿3 財団法人　日本サッカー協会

事　業　の　内　容

チーム派遣

国内合宿

チーム派遣

国内合宿

海外合宿

6,000

4,653

国内合宿

チーム派遣

内　定　額

6,000

8,556

5,494

№ 事業細目名団       体       名

4 財団法人　全日本スキー連盟

5 財団法人　日本テニス協会

9 財団法人　日本バレーボール協会

10 財団法人　日本体操協会

14 財団法人　日本セーリング連盟 チーム派遣

12 財団法人　日本スケート連盟

13 財団法人　日本レスリング協会
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　　　（単位：千円）

事　業　の　内　容 内　定　額№ 事業細目名団       体       名

中国オープン大会・上海オープン大会

ポーランドオープン大会・デンマークオープン大会

16 社団法人　日本ウエイトリフティング協会 チーム派遣 ２００４年アジア選手権大会 4,410

17 財団法人　日本ハンドボール協会 チーム派遣 第８回アジア女子ジュニア選手権大会 4,500

18 社団法人　日本フェンシング協会 チーム派遣 ２００４年世界ジュニア・カデ選手権大会 4,500

海外合宿 男子韓国・中央アジア合宿 4,647

世界ジュニア選手権大会（男・女）

ポルトガルジュニア・ロシアジュニア国際大会

20 財団法人　日本ソフトボール協会 海外合宿 女子チーム第３次海外強化合宿（オーストラリア） 5,562

国内合宿 ユースチーム合宿 1,558

チーム派遣
第２３回トマス杯男子世界団体・
第２０回ユーバー杯女子世界団体選手権大会 2,905

国内合宿 高校選抜合宿 540

日韓学生射撃選手権大会

世界ユニバ選手権大会

欧州エアガン

23 社団法人　日本近代五種・バイアスロン連合 海外合宿 第２次バイアスロンワールドカップ対策強化合宿 4,500

国内合宿 フラットウォーターレーシング選抜チーム合宿 2,700

チーム派遣 スラロームレーシングジュニア世界選手権大会 1,800

競技会開催（競技） アテネオリンピックアジア選考会 4,500

25 社団法人　全日本アーチェリー連盟 国内合宿 ジュニア強化合宿（２回） 1,659

ジュニアＵ１８夏期強化合宿

ジュニアＵ２０夏期強化合宿

女子ユース夏期強化合宿

国内合宿 第１回アジアクレー射撃選手権大会選抜チーム合宿 1,076

チーム派遣 アジアクレー射撃選手権大会 3,424

男子・女子　ボブスレー国内強化合宿（３回）

リュージュ国内強化合宿（３回）

スケルトン国内強化合宿（５回）

第３回ＢＦＡ　ＡＡアジア選手権大会

第２回ＢＦＡ　Ａアジア選手権大会

第１４回パシフィックカーリング選手権大会

第１回パシフィックジュニアカーリング選手権大会

31 社団法人　日本トランポリン協会 国内合宿 2004年度社団法人日本トランポリン協会認定強化選手強化合宿 1,261

32 財団法人　日本ソフトテニス連盟 競技会開催（競技） 第２１回全日本小学生ソフトテニス選手権大会 1,000

33 財団法人　全日本軟式野球連盟 競技会開催（競技） 高円宮賜杯第２４回全日本学童軟式野球大会 1,000

34 財団法人　全日本ボウリング協会 競技会開催（普及） 第３７回全日本新人ボウリング選手権大会 1,000

35 社団法人　日本武術太極拳連盟 競技会開催（競技） ２００４年全日本武術太極拳競技大会（第１５回） 1,500

36 財団法人　日本相撲連盟 競技会開催（競技） 天皇杯第５３回全日本相撲選手権大会 1,500

37 財団法人　全日本弓道連盟 競技会開催（競技） 第５５回全日本弓道遠的選手権大会 1,000

38 財団法人　全日本剣道連盟 競技会開催（競技） 第４３回全日本女子剣道選手権大会 1,500

39 財団法人　全日本空手道連盟 競技会開催（競技） 第３２回全日本空手道選手権大会 1,500

40 社団法人　全日本銃剣道連盟 競技会開催（競技） 第３５回全日本青年銃剣道大会 1,000

41 財団法人　全日本なぎなた連盟 競技会開催（競技） 皇后盃第４９回全日本なぎなた選手権大会 1,500

42 社団法人　日本綱引連盟 競技会開催（普及） 第２回全日本綱引選手権軽量級大会 1,500

43 財団法人　社会スポーツセンター 競技会開催（普及） 第１１回全日本スポーツダイビング室内選手権大会 1,000

44 社団法人　日本一輪車協会 競技会開催（普及） 第１２回国際一輪車競技大会 3,000

45 社団法人　日本インディアカ協会 競技会開催（普及） 第２回インディアカ世界選手権大会 2,000

46 社団法人　日本オリエンテーリング協会 競技会開催（普及） 第１３回全日本リレーオリエンテーリング選手権大会 1,000

3,456

4,875

4,408

6,000

6,000

チーム派遣

7,353

5,460

15 財団法人　日本卓球協会 チーム派遣

19 財団法人　全日本柔道連盟
チーム派遣

24 社団法人　日本カヌー連盟

21 財団法人　日本バドミントン協会

22 社団法人　日本ライフル射撃協会

26 財団法人　日本アイスホッケー連盟 国内合宿

27 社団法人　日本クレー射撃協会

28 日本ボブスレー・リュージュ連盟 国内合宿

29 全日本アマチュア野球連盟 チーム派遣

30 社団法人　日本カーリング協会 チーム派遣
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　　　（単位：千円）

事　業　の　内　容 内　定　額№ 事業細目名団       体       名

47 社団法人　日本グラススキー協会 競技会開催（普及） 第１１回高円宮牌グラススキージャパンオープン 1,000

48 財団法人　日本健康スポーツ連盟 競技会開催（普及） 第６回大阪ジャパンカップ国際親善ソフトボール大会 1,000

49 社団法人　日本ジュニアヨットクラブ連盟 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（第１回） 1,000

50 社団法人　日本職業スキー教師協会 競技会開催（普及）
第４回ＳＩＡスキー＆スノーボード教師選手権
兼　第２５期ＳＩＡデモンストレーター選考会 1,000

51 財団法人　日本スポーツクラブ協会 研究集会等開催（普及） 第６回スポーツクラブセミナー 1,000

52 社団法人　日本ビリヤード協会 競技会開催（普及） 第３回全国アマチュアビリヤード　都道府県選手権大会 1,000

53 社団法人　日本フィールド・トライアル協会 競技会開催（普及） 第１６回全日本アマチュア・ガンドッグ・チャンピオン戦 1,000

54 社団法人　日本ボディビル連盟 競技会開催（普及） 第１６回日本ジュニア・マスターズボディビル選手権大会 1,000

55 財団法人　日本ボールルームダンス連盟 研究集会等開催（普及） 第５回コングレin幕張メッセ講習会「ボールルームダンスクリニック」 1,000

56 財団法人　日本マリンスポーツ普及教育振興財団 競技会開催（普及） 第１３回ＪＭＰＦジュニアチャンピオンレガッタ全国大会 1,000

57 財団法人　日本ユースホステル協会 研究集会等開催（普及） 平成１６年度全日本ユースラリー（第４１回全国ユースホステル研究集会） 1,500

58 財団法人　日本レクリエーション協会 研究集会等開催（普及） 第５８回全国レクリエーション大会ＩＮとっとり　研究フォーラム 1,500

59 財団法人　水戸東武館 競技会開催（普及） 第４６回全国選抜少年剣道錬成大会 1,000

60 社団法人　少年軟式野球国際交流協会 競技会開催（普及） 第１回中学生軟式野球世界大会 3,000

61 社団法人　日本エアロビック連盟 競技会開催（普及）
第６回全国ユースオープン＆第３回グループエアロビック選手権大会
決勝 1,000

62 財団法人　日本野球連盟 研究集会等開催（普及） 第４７回全国審判講習会 1,000

63 社団法人　日本ネイチャーゲーム協会 研究集会等開催（普及） 平成１６年度第１４回全国ネイチャーゲーム研究大会 1,000

競技会開催（普及） スポーツ少年団競技会事業　 27,000

研究集会等開催（普及） スポーツ少年団研究集会事業 8,000

65 日本サーフィン連盟 競技会開催（普及） ２００４年度全日本級別サーフィン選手権大会（第２１（以上）回） 1,000

66 日本女子テニス連盟 研究集会等開催（普及） 第２1回全国普及指導研修会 1,000

67 日本タッチ協会 競技会開催（普及） 第１３回ジャパンカップトーナメント 1,000

68 特定非営利活動法人　日本ティーボール協会 研究集会等開催（普及） 第１２回日本ティーボールセミナー兼ＴＴＡ中級公認指導者講習会 1,000

69 社団法人　日本パワーリフティング協会 競技会開催（普及）
第２２回全日本マスターズパワーリフティング選手権大会
第２３回全日本ジュニアパワーリフティング選手権大会 1,000

70 日本フライングディスク協会 競技会開催（普及） 第２９回全日本フライングディスク個人総合選手権大会 1,000

71 日本マウンテンバイク協会 競技会開催（普及） 第３回全国小学生・中学生 マウンテンバイク大会 1,000

72 日本マスターズ陸上競技連合 競技会開催（普及）
日本マスターズ陸上競技連合創立２５周年記念
第１７回都道府県対抗全日本マスターズ駅伝大会 1,000

73 社団法人　日本マスターズ水泳協会 競技会開催（普及） ２００４年度日本マスターズ水泳選手権大会（第２１回） 1,000

74 特定非営利活動法人　日本ライフセービング協会 競技会開催（普及） 第１９回全日本学生ライフセービング選手権大会 1,000

75 社団法人　日本滑空協会 研究集会等開催（普及） 第２回滑空競技セミナー 1,000

76 社団法人　日本プロゴルフ協会 競技会開催（普及） 第６回障害者ゴルフ大会　東京フィランスロピーオープン 1,000

77 日本ペタンク協会 競技会開催（普及） 第１９回日本ペタンク選手権大会 1,000

78 社団法人　日本女子体育連盟 研究集会等開催（普及） 創立５０周年記念フォーラム（第３８回全国女子体育研究大会） 1,500

79 日本セパタクロー協会 競技会開催（普及）
第４回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
全日本セパタクロージュニア選手権大会 1,000

80 特定非営利活動法人　全日本ｱﾏﾁｭｱｴｱﾛﾋﾞｸｽ連盟 競技会開催（普及） 第４回全日本エアロビクスコンテスト　キッド･ｼﾞｭﾆｱ選抜全国大会 1,000

81 特定非営利活動法人　日本クリケット協会 競技会開催（普及） ２００４年東アジア・太平洋地域クリケットチャレンジ 1,000

82 特定非営利活動法人　日本ラケットボール協会 競技会開催（普及） 第２４回男子＆第２３回女子ジャパンオープンラケットボール大会 1,000

合計　　１４４件　　 273,167

64 財団法人　日本体育協会
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