
（単位：千円）

海外合宿 フランス合宿 2,801

アジア選手権大会

トレトリ国際大会・欧州合宿

太平洋選手権

ロシア国際大会

グルジア国際大会

フランス国際大会

ハンガリー国際大会

ドイツ国際大会

ポーランド国際大会

ベルギー国際大会・パリ合宿

シニア欧州合宿

ジュニア欧州合宿

オーストリア・ドイツ合宿

アジア選手権大会

グランプリ

ロシア国際大会

フランス国際大会・オーストリア国際大会

ドイツ国際大会

チェコ国際大会

ブルガリア国際大会・合宿・フランス合宿

太平洋選手権

国内合宿 ジュニア中央研修合宿 11,880

チーム派遣 ヨーロッパグランプリサーキット大会 5,940

重点強化合宿（４回）

ジュニア世界選手権合宿（４回）

スイスオープン大会合宿（３回）

短距離 国内合宿 短距離国内合宿１ 1,836

投てき 海外合宿 ハンマー投げ海外合宿（３回） 1,163

国内合宿 マラソン国内合宿（１１回） 8,863

海外合宿 マラソン海外合宿（５回） 11,137

国内合宿 男子重点強化合宿（８回） 10,307

チーム派遣 ２００４年ジュニア・アジア選手権大会 4,247

国内合宿 女子重点強化合宿（１０回） 14,601

女子フランス強化合宿

女子ロシア強化合宿

チーム派遣 ２００４年ジュニア・アジア選手権大会 2,157

重点強化国内合宿（５回）

重点強化選手調整合宿（２回）

海外合宿 重点強化海外合宿 384

第１１回環太平洋選手権大会

ワールドカップシリーズ・グラスゴウグランプリ国際競技会

スイスカップ・ガンダーメモリアル杯

ワールドカップシリーズ・ＤＴＢカップ

ワールドカップファイナル

ワールドカップシリーズ・コトブス国際競技会

ワールドカップシリーズ・フランスインターナショナル

33,942

13,041

事　業　の　内　容事業細目名
団       体       名

 (競　　技　　種　　目）
内　定　額

財団法人　日本体操協会5

マラソン

国内合宿

海外合宿

体操競技（男子）

チーム派遣

財団法人　全日本柔道連盟

2 財団法人　日本水泳連盟

競泳

シンクロ

区　　分
（競技種目）

チーム派遣
男子

女子

海外合宿

チーム派遣

1

平成１６年度競技強化支援事業助成金　団体別内定額内訳

女子

国内合宿

3 財団法人　日本陸上競技連盟

4 財団法人　日本レスリング協会

男子

№

（スポーツ団体重点競技強化活動助成）

23,027

10,392

4,947

7,518

17,443
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（単位：千円）

事　業　の　内　容事業細目名
団       体       名

 (競　　技　　種　　目）
内　定　額

区　　分
（競技種目）№

国内合宿 女子重点強化合宿（４回） 2,040

韓国・シンガポール大会

ポーランドユース大会

ワールドジュニアサーキットカナダ大会

ブラジル・ＵＳオープン大会

アジア選手権大会

プロツアー大会

国内合宿 Ｕ－１９ＡＦＣ選手権直前キャンプ 2,538

Ｕ－１６モンタギュー国際大会

Ｕ－１９ツーロン遠征

Ｕ－１６海外遠征（ミルクカップ）

国内合宿 トレーニングキャンプ４月 1,963

海外合宿 アメリカ遠征 2,287

チーム派遣 Ｕ－１９女子アジア選手権 2,601

女子バレーボールチーム中国遠征

女子バレーボールチームヨーロッパ遠征

ＦＩＶＢビーチワールドツアー２００４　女子大会

ＦＩＶＢビーチワールドツアー２００４　男子大会

国内合宿 第２１回ＩＢＡＦ　ＡＡＡ世界選手権大会直前合宿 1,638

チーム派遣 第２１回ＩＢＡＦ　ＡＡＡ世界選手権大会 3,111

海外合宿 女子チーム第１次海外強化合宿 6,840

女子Ｕ２３チームカナダカップ大会

第１回世界大学女子選手権大会

ワールドＵ－２３レガッタ（２回）

シニア候補合宿（７回）

シニアチーム合宿

Ｕ-１３ジュニアチーム合宿

Ｕ-１９ジュニアチーム合宿

２００４年アジアジュニア選手権大会

ヨーロッパジュニア選手権大会

海外合宿 トラック強化合宿 5,127

チーム派遣 トラックジュニア世界選手権大会 3,037

14 財団法人　日本バスケットボール協会 女子 海外合宿 第６次強化合宿　ヨーロッパ遠征 10,000

２００４　ヨーロッパグランプリ　ドイツ大会

２００４　ヨーロッパグランプリ　トルコ大会

第５回世界学生選手権大会　スペイン

第８回世界室内選手権大会　デンマーク

国内合宿 女子第５回ジュニア　アジアカップ事前合宿 245

チーム派遣 女子第５回ジュニア　アジアカップ 6,233

ジャンプ Ａチーム　海外遠征合宿（２回）

ジャンプ Ｂチーム　海外遠征合宿

ジャンプ ジュニアチーム　海外遠征合宿

第１回コンバインド Ａチーム　海外遠征合宿

第１回コンバインド Ｂチーム　海外遠征合宿

コンバインド ジュニアチーム　海外遠征合宿（２回）

フリースタイル モーグル　海外遠征合宿（２回）

第１回フリースタイル モーグル　ジュニア海外遠征合宿

スノーボード アルペン　海外遠征合宿（２回）

スノーボード ハーフパイプ　海外遠征合宿（２回）

第１回スノーボード クロス　海外遠征合宿

スノーボード 海外合宿 10,000

ノルディク複合 海外合宿 9,900

フリースタイル 海外合宿 9,450

国内合宿

チーム派遣

ジャンプ 海外合宿

チーム派遣

13 社団法人　日本自転車競技連盟 トラック

12 財団法人　日本バドミントン協会 －

10,000

女子

9 全日本アマチュア野球連盟 －

10,000

8 財団法人日本バレーボール協会

海外合宿

ビーチバレー

7,132

7,462

7 財団法人　日本サッカー協会

男子
チーム派遣

女子

6 財団法人　日本卓球協会 女子
チーム派遣

チーム派遣

11 社団法人　日本ボート協会 男子 国内合宿

10 財団法人　日本ソフトボール協会 －
チーム派遣

16 社団法人　日本ホッケー協会 女子

15 社団法人　全日本アーチェリー連盟 －

17 財団法人　全日本スキー連盟

10,107

3,820

5,338

9,630

10,000

17,631
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（単位：千円）

事　業　の　内　容事業細目名
団       体       名

 (競　　技　　種　　目）
内　定　額

区　　分
（競技種目）№

スピードジュニア特別強化研修合宿

スピードシニア国内氷上合宿

スピードジュニア国内特別強化氷上合宿

スピード・ワールドカップ  前半戦（中長距離）

スピード・ワールドカップ　ハルビン大会（短距離）

スピード・世界スプリント選手権大会・ワールドカップ（短距離）

スピード・ジュニアカントリーマッチ・世界ジュニアスピード選手権大会

スピード・オリンピックオーバル国際大会

特別強化合宿

強化合宿

神宮合宿

海外特別強化合宿Ａ

海外特別強化合宿Ｂ

２００５世界フィギュアスケート選手権大会（ロシア・モスクワ）

２００５世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会（カナダ･キッチナー）

２００４四大陸フィギュアスケート選手権大会（韓国・ソウル）

世界ショートトラックチーム選手権大会 及び 世界ショートトラック選手権大会

ショートトラックワールドカップ　北米大会

ショートトラックワールドカップ　ヨーロッパ大会

海外合宿 第１回海外強化合宿 5,540

ワールドカップ３・４・５戦、世界選手権大会

ジュニア選手権大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　１７９件 422,485

10,000

19 日本ボブスレー・リュージュ連盟 スケルトン
チーム派遣 4,460

海外合宿

チーム派遣

ショート チーム派遣

18 財団法人　日本スケート連盟

スピード

国内合宿

チーム派遣

フィギュア

国内合宿

10,456

18,992

6,189

5,900

7,192
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