
2020.10.15現在
番号 区分 都道府県 属性 補助事業者名 法人番号 補助事業名 補助金交付決定額

1 個人事業主 山口県 インストラクター系 鷲頭　崇 ― ICT活用による距離を越えた新たなスポーツ振興事業 ¥1,226,000
2 個人事業主 神奈川県 アスリート 小原　太樹 ― 非対面型トレーニング環境の構築 ¥649,000
3 任意団体 神奈川県 事務局(運営) あおぞらマラソン実行委員会 ― 「スマートマラソン」方式による大会再開事業 ¥1,500,000
4 法人 愛媛県 体育・スポーツ協会 公益財団法人愛媛県スポーツ協会 6500005006845 リモートワーク・ペーパーレス環境整備事業 ¥1,430,000
5 任意団体 大阪府 事務局(運営) 新日本スポーツ連盟大阪府野球協議会 ― 安心に参加できる野球大会の開催 ¥1,235,000
6 法人 静岡県 競技団体 特定非営利法人静岡FIDサッカー連盟 1080005006819 サッカー練習会・体験会充実及び安全・安心再開事業 ¥1,275,000
7 個人事業主 栃木県 インストラクター系 磯　裕章 ― サッカースクール指導風景・サッカー試合のライブ観戦の実現 ¥600,000
8 任意団体 宮城県 スポーツ少年団 少林寺拳法　宮城美里スポーツ少年団 ― 新時代の活動に向けてのスポーツリトミックと非対面事業の導入 ¥972,000
9 個人事業主 神奈川県 アスリート 對馬　太陽 ― コロナ対策自宅トレーニング ¥644,000
10 法人 東京都 事務局(運営) 一般社団法人日本スポーツインストラクター協会 5010505002519 動画による授業・紹介の開始、及び新規種目への取組 ¥910,000
11 法人 東京都 競技団体 一般社団法人全日本チアダンス連盟 2013205001801 第８回チアダンス日本オープン選手権大会 ¥1,067,000
12 法人 鹿児島県 総合型クラブ NPO法人SCC 8340005001704 総合型地域スポーツクラブ運営事業 ¥1,350,000
13 個人事業主 神奈川県 アスリート 勝瀬　卓也 ― 室内トレーニングの充実化により非対面型モデルへの転換 ¥996,000
14 個人事業主 東京都 アスリート 大西　健士 ― 非対面型室内トレーニングの設営 ¥455,000
15 任意団体 福島県 スポーツ少年団 原町剣道スポーツ少年団 ― 剣道スポーツ少年団における活動継続事業 ¥278,000
16 個人事業主 神奈川県 アスリート 伊藤　翼 ― 競輪の復興、新型コロナウイルスの減少 ¥446,000
17 個人事業主 東京都 アスリート 大角　裕美子 ― オンライン指導への切替、対面イベント再開、練習環境の充実 ¥1,050,000
18 任意団体 大阪府 事務局(運営) 新日本スポーツ連盟大阪バレーボール協会 ― 安心安全に参加できるバレーボール大会の開催 ¥641,000
19 個人事業主 神奈川県 アスリート 野口　修平 ― 非対面によるトレーニング ¥415,000
20 法人 北海道 総合型クラブ 認定特定非営利活動法人北海道バーバリアンズラグビーアンドスポーツクラブ 4430005003109 コンテンツ・マネジメント・システムを持つホームページ構築 ¥942,000
21 個人事業主 神奈川県 インストラクター系 沢田　秀男 ― 「自宅で道場にいるみんなと一緒に稽古しよう」 ¥717,000
22 個人事業主 岐阜県 アスリート 板橋　慎治 ― 感染防止による室内トレーニングへの移行 ¥922,000
23 個人事業主 東京都 インストラクター系 宮本　未典 ― テレワークによる会議や動画配信環境の整備 ¥183,000
24 個人事業主 東京都 インストラクター系 宮田　志帆 ― レッスンのオンライン化による健康・美容サービスの維持と拡大 ¥1,008,000
25 個人事業主 大阪府 インストラクター系 松本　量平 ― コロナ対策を施したスクール運営及び指導方法の高度化 ¥924,000
26 個人事業主 静岡県 アスリート 松永　晃典 ― コロナ対策のため自宅練習環境の充実とトレーニングの高度化 ¥297,000
27 任意団体 静岡県 競技団体 静岡県バドミントン協会 ― オンライン会議実施、感染予防対策の実施、各種事業の再開 ¥1,500,000
28 個人事業主 長崎県 インストラクター系 松川　征平 ― 新機材導入及びWEBを活用した広報強化による新規顧客獲得 ¥678,000
29 法人 岡山県 競技団体 NPO法人岡山県水泳連盟 2260005004373 非対面形式への転換事業 ¥1,220,000
30 任意団体 大阪府 事務局(運営) 新日本スポーツ連盟大阪府連盟 ― 安心して誰でも参加できるスポーツ大会・イベントの開催 ¥1,500,000
31 任意団体 愛知県 総合型クラブ 大府市総合型地域スポーツクラブＯＢＵエニスポ ― スポーツ教室参加申し込みシステムの改善 ¥214,000
32 個人事業主 東京都 インストラクター 森田　昌治 ― コロナ対策を施したジム運営及び指導方法の高度化 ¥118,000
33 個人事業主 神奈川県 インストラクター 細井　隆 ― スクール内容改善、オンラインレッスン導入による事業活動の回復 ¥1,264,000
34 個人事業主 東京都 インストラクター 山内　明日香 ― 非対面型の指導環境の構築 ¥705,000
35 個人事業主 群馬県 インストラクター 中島　宏典 ― トレーニング指導のオンライン事業化による新たな顧客獲得 ¥1,013,000
36 個人事業主 京都府 インストラクター 河野　通明 ― オンラインカウンセリング、コーチング ¥1,425,000
37 個人事業主 東京都 インストラクター 景山　恵庭 ― オンラインレッスンの実施及び、広告による参加者回復事業 ¥730,000
38 個人事業主 神奈川県 アスリート 奥原　亨 ― 科学的トレーニングを非対面型での導入 ¥900,000
39 個人事業主 青森県 インストラクター 春藤　るみ ― 第５回春藤さくらカップ ¥1,298,000
40 法人 高知県 総合型クラブ NPO法人こうなんスポーツクラブ 4490005004588 自粛による低下した体力を回復する健康事業 ¥1,140,000
41 個人事業主 秋田県 インストラクター 大友　稔 ― 新型コロナに対しできる限り密集・密接にならない対策 ¥1,000,000
42 個人事業主 大阪府 インストラクター 舟木　将人 ― オンラインレッスンの導入とコロナ対策を施した教室運営 ¥166,000
43 法人 神奈川県 総合型クラブ 一般社団法人P.S.T.C.LONDRINA 8021005011270 スクール活動継続及び新規入会促進事業 ¥1,177,000
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44 法人 埼玉県 総合型クラブ 特定非営利活動法人ACフツーロ 8030005002163 新規会員募集事業及びリモートレッスン事業 ¥164,000
45 法人 北海道 事務局(運営) 一般社団法人北海道フロアボール普及プロジェクト 8460305001854 遠軽フロアボールクラブ活動維持拡大 ¥161,000
46 法人 東京都 競技団体 一般社団法人センターポール 1010405014452 CPアダプティブスポーツクラス ¥1,500,000
47 個人事業主 東京都 その他 上沼　祐樹 ― テキストから動画へ。コロナ時代におけるコンテンツ制作のシフト ¥432,000
48 法人 富山県 競技団体 一般社団法人富山県水泳連盟 2230005008204 ウィズコロナ競技会開催整備事業 ¥1,250,000
49 法人 北海道 総合型クラブ 一般社団法人HOKKAIDO ADAPTIVE SPORTS 7430005013609 Indivisualyzed Sports Programs ¥1,500,000
50 法人 新潟県 事務局(運営) 特定非営利活動法人スノーパーク小出 7110005015298 地域に根ざす健康スポーツ活動の回復及びツール活用型活動事業 ¥1,114,000
51 個人事業主 東京都 インストラクター 杉山　市朗 ― 専用アプリを活用したオンライントレーニング ¥361,000
52 個人事業主 東京都 インストラクター 小泉　誠 ― コロナ感染拡大予防重視のオンライン指導及びスタジオ運営 ¥261,000
53 個人事業主 神奈川県 インストラクター 副島　和人 ― 非対面型練習環境によるオンライントレーニングでの高度化 ¥871,000
54 任意団体 神奈川県 総合型クラブ 総合型地域スポーツクラブ中原元気クラブ ― 対面型と非対面型のハイブリット化および、テレワーク環境の整備 ¥802,000
55 法人 福井県 事務局(運営) 特定非営利活動法人福井闘球倶楽部 8210005009818 福井女子ラグビー ～不毛の地から脱出～ ¥1,415,000
56 法人 青森県 総合型クラブ 一般社団法人HachinoheClub 3420005007516 一般社団法人HachinoheClub事業継続・高度化事業 ¥1,000,000
57 個人事業主 東京都 インストラクター 松本　恵右 ― インターネットを活用したサーフィンをオンライン体験する事業 ¥1,222,000
58 任意団体 秋田県 総合型クラブ 総合型地域スポーツクラブ鹿角ウインプルスポーツクラブ ― 地域の活性化と市民の健康増進事業 ¥359,000
59 法人 東京都 競技団体 一般社団法人関東学生アメリカンフットボール連盟 8012405001341 ２０２０年度関東大学アメリカンフットボールリーグ戦 ¥1,500,000
60 個人事業主 千葉県 インストラクター 加藤　久 ― オンライン及び感染症対策を行った対面式留学説明会、レッスン ¥1,040,000
61 法人 千葉県 総合型クラブ NPO法人スポーツアカデミー 4040005012652 クラブ活動継続・会員獲得のための基盤強化事業 ¥1,466,000
62 個人事業主 愛知県 インストラクター 小嶋　俊久 ― コロナ対策を施した指導方法の高度化 ¥387,000
63 個人事業主 東京都 インストラクター 浅見　拓哉 ― トレーニング指導方法の高度化（オンラインレッスン・動画配信） ¥577,000
64 個人事業主 東京都 インストラクター 長崎　義彦 ― コロナ対策を施したバスケットの運営及び指導方法の高度化 ¥1,500,000
65 法人 東京都 競技団体 一般社団法人東京都ホッケー協会 4011005007892 感染症拡大予防に配慮した大会の開催と高度化 ¥1,500,000
66 個人事業主 山口県 インストラクター 澄川　元頼 ― 新コンテンツ及びオンラインレッスンの導入による活動規模の拡大 ¥734,000
67 任意団体 東京都 競技団体 中央区水泳連盟 ― 中央区区民体育大会水泳競技会にむけた練習会 ¥183,000
68 法人 茨城県 事務局(運営) 特定非営利活動法人CREATIVO小美玉 9050005010758 新規顧客獲得と安心・安全なサッカー環境整備事業 ¥340,000
69 個人事業主 岐阜県 インストラクター 小山　圭介 ― 運動機会が減った子どもの運動提供の認知拡大のための広告活動 ¥840,000
70 個人事業主 愛知県 インストラクター 小島　万弓 ― コロナに対応するための安心・安全に配慮した運営環境の構築 ¥509,000
71 任意団体 静岡県 競技団体 静岡県フェンシング協会 ― Proud NUMAZU CUPフェンシング選手権小学生大会 ¥1,106,000
72 法人 福岡県 事務局(運営) 一般社団法人Beetle Green 6290005016560 オンラインメニューと簡易ナイター導入事業 ¥1,248,000
73 法人 神奈川県 体育・スポーツ協会 公益財団法人厚木市スポーツ協会 3021005008825 自宅でできるトレーニング等の動画配信事業 ¥906,000
74 個人事業主 福岡県 インストラクター 田嶋知佳ジュニアチアリーディングチームバニーズ ― コロナ対策を施した練習と、指導者の自宅作業の高度化 ¥1,000,000
75 法人 東京都 事務局(運営) 特定非営利活動法人スポーツライフネットワーク 3012805002687 ＰＬＡＹ＆ＳＴＡＹからテニスを始めよう！プロと一緒にテニス！ ¥1,000,000
76 個人事業主 神奈川県 インストラクター 鈴木　博 ― レッスンのオンライン化による非対面事業の新設と環境整備 ¥1,000,000
77 個人事業主 埼玉県 アスリート 平原　啓多 ― Zwiftを使用した非対面による練習環境の充実 ¥909,000
78 個人事業主 愛知県 インストラクター 池田　賢一 ― リアルとWEBを融合したスクールレッスンの高度化と事業拡大 ¥1,319,000
79 個人事業主 香川県 インストラクター 藤田　敬 ― オンラインでのコンディショニング指導によるスタジオの高度化 ¥168,000
80 任意団体 長野県 事務局(運営) 白馬マウンテンバイククラブ ― マウンテンバイクを通じた地域住民活動 ¥1,064,000
81 任意団体 栃木県 総合型クラブ サンクスポーツクラブ陽東 ― 令和2年度サンクスポーツクラブ陽東事業継続支援計画 ¥150,000
82 法人 岐阜県 総合型クラブ 特定非営利活動法人稲津スポーツ・文化クラブ 3200005011647 会員の復帰、参加者拡大・事業継続のための再開無料教室事業 ¥497,000
83 法人 茨城県 事務局(運営) 特定非営利活動法人阿見アスリートクラブ 5050005003393 ソーシャルディスタンスイベントとオンラインを生かした運営 ¥358,000
84 法人 茨城県 総合型クラブ 特定非営利活動法人クラブ・ドラゴンズ 3050005008031 既存教室の非対面型事業化およびテレワーク環境整備事業 ¥422,000
85 法人 千葉県 総合型クラブ 特定非営利活動法人スマイルクラブ 6040005013987 新型コロナウイルス感染症からの復活のための新体制構築整備事業 ¥1,500,000
86 法人 東京都 競技団体 一般社団法人日本フロアボール連盟 3010005024899 第9回全国シニア＆ミドルネオホッケー大会in郡山 ¥829,000
87 個人事業主 奈良県 インストラクター 菊地　宏子 ― Withコロナでのチアリーディング教室運営と指導方法の多様化 ¥575,000
88 個人事業主 佐賀県 インストラクター 髙島　恒 ― スポーツ選手に対する対面、非対面の教室、講習会やスクール事業 ¥411,000
89 任意団体 山形県 競技団体 山形県ボウリング連盟 ― 各種大会の継続開催と競技の普及開発活動 ¥1,315,000
90 法人 神奈川県 競技団体 公益社団法人日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟 4100005010716 スタッフ確保による組織強化 ¥419,000
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91 個人事業主 静岡県 アスリート 渡邉　豪大 ― 非対面型トレーニング設備の充実化 ¥1,000,000
92 任意団体 北海道 競技団体 北海道ソフトボール協会 ― 安心安全に配慮した世代別ソフトボール大会の開催 ¥1,302,000
93 任意団体 群馬県 事務局(運営) 前橋トライアスロンフェスタ実行委員会 ― 参加者回復・開拓のための情報発信強化及びテレワークの推進 ¥668,000
94 任意団体 埼玉県 事務局(運営) 武蔵野ミニバスケットボールクラブ ― 活動継続のための練習場所確保とオンライン配信での感染予防事業 ¥250,000
95 個人事業主 東京都 インストラクター 田中　真央 ― オンライン事業拡充及び対面事業の安全性確保・向上事業 ¥407,000
96 任意団体 大阪府 競技団体 大阪市ハンドボール連盟 ― 全国中学生クラブチームカップに代わる感染防止を考慮した大会 ¥499,000
97 任意団体 富山県 競技団体 氷見フットボールクラブ　U-15 ― オンライントレーニング環境の構築と動画による指導内容の高度化 ¥370,000
98 任意団体 滋賀県 事務局(運営) スペシャルオリンピックス日本・滋賀 ― ネットを活用した情報発信ツール開発及びプログラムの段階的開始 ¥682,000
99 個人事業主 三重県 インストラクター 大井　慎也 ― コロナ対策を施したフリーダイビング指導方法・大会観戦の高度化 ¥370,000
100 個人事業主 大阪府 アスリート 伊藤　成紀 ― 個人トレーニング機器の整備及び高度化への取り組み ¥938,000
101 個人事業主 兵庫県 アスリート 奥谷　広巳 ― 新型コロナ感染拡大防止及びスポーツ活動持続化計画 ¥531,000
102 個人事業主 東京都 インストラクター 小日向　由季 ― 新規顧客獲得のためのターゲット層の拡大と指導の高度化 ¥665,000
103 法人 北海道 総合型クラブ 特定非営利活動法人よいスポ 9430005013813 NEWアウトドアスポーツ事業の継続・クラブ運営の高度化 ¥1,024,000
104 法人 神奈川県 事務局(運営) 特定非営利活動法人洪人館KTテコンドークラブ 1020005006816 オンライン大会出場に向けた道場運営及び指導内容の高度化 ¥712,000
105 個人事業主 大阪府 アスリート 出花　崇太郎 ― 活動再始動のための強化トレーニング及びPR映像による情報発信 ¥966,000
106 個人事業主 奈良県 インストラクター 井ノ上　英之 ― オンラインによるダンスレッスンと発表会の開催 ¥297,000
107 任意団体 茨城県 事務局(運営) 結城誠和塾 ― ソーシャルディスタンスに配慮した安全な空手教室の練習環境整備 ¥589,000
108 個人事業主 岐阜県 インストラクター 淺川　裕二 ― 剣道道場の事業の高度化と少年剣道の普及 ¥591,000
109 法人 兵庫県 事務局(運営) 特定非営利活動法人伊丹アスリートクラブ 6140005018464 パーセントフォースポーツONLINE ¥924,000
110 任意団体 富山県 競技団体 富山県スケート連盟 ― 令和２年度富山県親子スケート教室 ¥186,000
111 法人 和歌山県 総合型クラブ 一般社団法人ファインクラブ高野口 8170005006638 定期教室安全実施及びオンライン事業 ¥1,001,000
112 法人 新潟県 事務局(運営) 一般社団法人ウォーターポロクラブ柏崎 2110005016160 新規協賛企業の獲得および所属選手の競技力向上のための環境整備 ¥1,046,000
113 法人 東京都 事務局(運営) 一般財団法人UNITED SPORTS FOUNDATION 8010005017568 USFPresents Onlinedeアスリートと繋がる輪 ¥763,000
114 個人事業主 大阪府 インストラクター 辻本　一榮 ― コロナ感染第2派到来のための新モデルの準備 ¥620,000
115 個人事業主 大阪府 インストラクター 楠瀬　恵 ― コロナ対策を施したサロン運営及び指導方法の高度化 ¥373,000
116 法人 福岡県 事務局(運営) NPO法人スポカルK 5290005015778 今こそ新たな挑戦！嘉麻市ヨガ＆バスケットボール教室 ¥492,000
117 任意団体 栃木県 競技団体 栃木県ソフトテニス連盟 ― 令和2年度ルーセント杯ソフトテニス大会 ¥84,000
118 個人事業主 福島県 インストラクター 滝嶋　邦彦 ― コロナ対策を施した道場・ジム運営及び指導方法の高度化 ¥297,000
119 個人事業主 愛知県 アスリート 野口  由美子 ― スポーツ動画コンテンツを利用した販路拡大 ¥2,524,000

交付決定額合計 ¥97,535,000
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