
2020.11.06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

スポーツ活動継続サポート事業(スポーツ事業継続支援補助金)
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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

120 個人事業主 神奈川県 アスリート 佐藤 有輝 ― 室内トレーニングの充実化 ¥857,000

121 任意団体 大阪府 事務局(運営) 新日本スポーツ連盟大阪テニス協会 ― 安心安全に参加できるテニス大会の開催 ¥1,235,000

122 任意団体 岡山県 競技団体 岡山県ボート協会 ― 子どもたちが安心安全にボートに乗れる環境づくり事業 ¥1,500,000

123 個人事業主 奈良県 インストラクター 岡田 彬伸 ― 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 ¥1,012,000

124 任意団体 大阪府 事務局(運営) 千里ファイティング・ビー ― コロナ渦における新入部員獲得及びチームとしての感染症対策 ¥1,104,000

125 任意団体 静岡県 競技団体 浜松市テニス協会 ― 新しい生活様式による「浜松ウイメンズオープン」ファン拡大事業 ¥304,000

126 任意団体 島根県 事務局(運営) 加茂B&Gレスリングクラブ ― 加茂B&Gレスリングクラブ リモート練習環境整備事業 ¥807,000

127 任意団体 東京都 事務局(運営) 新日本スポーツ連盟 ― 2020年度計画を促進するオンライン事業・取り組み ¥618,000

128 個人事業主 山口県 その他 茂垣 敬太 ― コロナ対策を施した事務運営および最新ルートセットの実施 ¥465,000

129 任意団体 神奈川県 事務局(運営) 新日本スポーツ連盟神奈川ウォーキングクラブ ― 新しい歩き「Hitori de walk みんなでリモート」 ¥11,000

130 個人事業主 大阪府 インストラクター 小川 涼子 ― オンライン構築のEC構築及び動画制作と広告PR強化 ¥518,000

131 個人事業主 兵庫県 事務局(運営) 龍野若竹会 ― 感染対策を行った上での青少年健全育成活動の継続・回復事業 ¥828,000

132 法人 岩手県 体育・スポーツ協会 公益財団法人滝沢市体育協会 4400005000265 トップアスリートによるクリニック事業 ¥730,000

133 任意団体 石川県 競技団体 石川県ボディビル・フィットネス連盟 ― KANAZAWA Muscle Challenge Cup ¥1,071,000

134 任意団体 千葉県 総合型クラブ 小糸レインボークラブ ― 新型コロナ感染予防対策事業 ¥372,000

135 法人 岩手県 競技団体 公益社団法人岩手県サッカー協会 6400005002243 オンラインによる講習会や法人運営の環境整備事業 ¥1,224,000

136 個人事業主 大阪府 インストラクター 久保田 惠 ― 非対面オンライン運動レッスンを活用した新しい教室運営 ¥899,000

137 個人事業主 東京都 インストラクター 小澤 博 ― コロナ対策を実施した剣道場の運営、指導及び少年剣士の指導 ¥416,000
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138 任意団体 大阪府 総合型クラブ 総合型地域スポーツクラブ阪南AC ― 感染防除を踏まえた会員活動とスポーツ教室の継続のための取組 ¥1,089,000

139 任意団体 神奈川県 事務局(運営) 全国防具空手道連盟 ― 第15回全国防具空手道選手権大会 ¥1,464,000

140 法人 福島県 競技団体 一般社団法人福島県水泳連盟 1380005011219 全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会in福島 ¥776,000

141 個人事業主 鹿児島県 インストラクター 西村 里美 ― webメディア活用による新事業構築と全国展開の為の動画作成 ¥1,000,000

142 法人 東京都 事務局(運営) 一般社団法人Cheer&Dance Education 6010005028740 チアダンスのオンライン講習会及びオンライン大会の実施 ¥1,107,000

143 任意団体 北海道 事務局(運営) トランポリンクラブるねは ― 三密回避の取組で団員・保護者等の不安解消、満足度向上事業 ¥205,000

144 法人 神奈川県 事務局(運営) 一般社団法人サップリーグジャパン 4021005011555 選手プロフィールサイトと競技のオンライン配信による認知拡大 ¥1,000,000

145 法人 石川県 事務局(運営) 特定非営利活動法人FC.TON 7220005004513 コロナ禍における地域活性化運動促進事業 ¥1,253,000

146 法人 東京都 競技団体 公益財団法人日本自転車競技連盟 3011005000304 非対面型業務及びテレワーク推進に関わる事業 ¥937,000

147 任意団体 埼玉県 競技団体 埼玉県水泳連盟ジュニア委員会 ― 第45回埼玉県SC屋外AG水泳競技大会 ¥1,224,000

148 任意団体 大阪府 事務局(運営) 高槻シティハーフマラソン実行委員会 ― RoadTo高槻ハ―フマラソン「初・中級者ランニング教室」 ¥97,000

149 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相模原スポーツアカデミー ― コロナに打ち勝ち、掴もう明るい未来事業 ¥612,000

150 任意団体 広島県 アスリート 小谷 文康 ― リモートシステムを活用した非対面型トレーニング環境の整備 ¥1,000,000

151 個人事業主 新潟県 アスリート 田村 武士 ― コロナ感染予防対策の為の屋内トレーニング環境の整備 ¥799,000

152 任意団体 三重県 競技団体 鳥羽市バスケットボール協会 ― TCFバスケットボールAcademyプロジェクト ¥349,000

153 法人 愛知県 総合型クラブ 特定非営利活動法人ゆめフルたけとよスポーツクラブ 8180005014334 通年教室の感染対策と動画配信によるスポーツ普及事業 ¥1,500,000

154 法人 栃木県 総合型クラブ 一般社団ASKA 1060005008916 コロナ対策活性事業 ¥357,000

155 任意団体 静岡県 事務局(運営) アプロス菊川 ― ノルディックウォーク教室 ¥18,000

156 法人 東京都 事務局(運営) 一般社団法人⿁ごっこ協会 3010005015535 幼児期・学童期の子ども向け運動遊びの動画コンテンツ配信事業 ¥937,000

157 法人 千葉県 競技団体 一般社団法人国際総合武志道協会 8040005019000 協会と各支部間オンライン講習会及び大会開催とその映像配信 ¥1,188,000

158 任意団体 神奈川県 事務局(運営) 日本モスクラス協会 ― フォイリングチャレンジ2020 ¥1,011,000

159 個人事業主 兵庫県 アスリート 馬場 丈幸 ― コロナ対策を施したジム運営及び指導方法の高度化 ¥754,000

160 個人事業主 福島県 アスリート 須永 優太 ― トレーニング環境構築及びバーチャルサイクルトレーニング ¥1,000,000

161 法人 東京都 事務局(運営) 一般社団法人ワールドリズムダンス技能協会 2010505002059 オンラインダンス講習会及びコロナ対策を講じた教室運営の高度化 ¥1,500,000

162 個人事業主 埼玉県 インストラクター 武政 守 ― 海外キャンプに代わる国内トレーニングキャンプ ¥65,000

163 個人事業主 大阪府 インストラクター 大前 隆司 ― オンライン業務を行う為のサービスコンテンツの開発とその導入 ¥1,000,000

164 個人事業主 埼玉県 アスリート 芝田 和之 ― 他人との接触機会の減少を目的とした自宅練習の高度化 ¥370,000

165 任意団体 埼玉県 スポーツ少年団 吹上ジュニアテニススポーツ少年団 ― こども応援ソフトテニス普及促進事業 ¥237,000

166 個人事業主 東京都 インストラクター 千田 郁子 ― アイスダンス選手のための練習環境の確保とオンラインレッスン ¥1,012,000

167 個人事業主 東京都 インストラクター 山田 海太 ― オンライントレーニングの展開及びジム再開に向けた衛生管理強化 ¥300,000

168 個人事業主 福島県 アスリート 渡邉 正光 ― スマートバイクを利用した非対面型トレーニングへの転換 ¥422,000

169 任意団体 東京都 事務局(運営) 野球指導者ライセンス協会 ― ICT活用によるスポーツ指導技術の確立および普及 ¥483,000

170 任意団体 福島県 スポーツ少年団 西会津町スポーツ少年団本部 ― 2020活動支援事業 ¥62,000

171 個人事業主 千葉県 インストラクター 豊田 優也 ― オンラインサロン環境の構築 ¥980,000

172 個人事業主 愛知県 インストラクター 安藤 貴通 ― 屋外、オンラインにおける運動指導の販路開拓事業 ¥962,000

173 個人事業主 東京都 インストラクター 八隅 孝平 ― コロナ対策を講じた対面・非対面レッスンの高度化 ¥1,250,000

174 法人 東京都 事務局(運営) 一般社団法人アジアジュニアゴルフ協会 4011105005689 コロナ対策に即したJrゴルファー及び次世代リーダー育成事業 ¥1,397,000

175 個人事業主 東京都 インストラクター 門垣 祐平 ― 動画配信を導入した水泳教室の継続 ¥227,000

176 法人 愛知県 競技団体 一般社団法人愛知水泳連盟 4180005016251 ２０２０年度全国ジュニア通信水泳大会 愛知大会 ¥1,467,000

177 任意団体 愛知県 総合型クラブ きよすスポーツクラブ ― きよすスポーツクラブ2020 ¥1,064,000

178 個人事業主 愛媛県 インストラクター 赤岡 哲哉 ― 基礎体力の向上とコンディショニング強化及び感染症対策 ¥258,000

179 法人 奈良県 体育・スポーツ協会 一般財団法人生駒市体育協会 5150005003798 コロナ対策を施した「いこ増ッスルクラブ」継続活性化事業 ¥649,000

180 個人事業主 静岡県 アスリート 河合 康晴 ― ソーシャルディスタンスを守りつつトレーニングの高度化 ¥374,000

181 法人 北海道 総合型クラブ 一般社団法人十勝総合型スポーツクラブ フーニ 3460105002181 三密回避の取組と利用者不安解消、満足度向上事業 ¥1,500,000

182 法人 大阪府 事務局(運営) 特定非営利活動法人FC岸和田 4120105006182 コロナ禍リバウンド＆リスタート事業 ¥865,000

183 個人事業主 兵庫県 アスリート 真田 晃 ― インドア（非対面）での自転車トレーニング環境の整備 ¥574,000

184 個人事業主 東京都 その他 保髙 幸子 ― 映像コンテンツ作成スキル獲得による非対面事業モデル転換事業 ¥891,000
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185 個人事業主 島根県 インストラクター 岡本 慎司 ― スポーツ教室の新規顧客展開と密を防ぎながら、教室の運営 ¥1,343,000

186 個人事業主 岡山県 インストラクター 杉山 忍 ― コロナ対策を施したクラブ経営、継続の為の取り組み事業 ¥1,500,000

187 個人事業主 岐阜県 アスリート 橋本 大祐 ― 感染、感染拡大の防止による自宅トレーニングの移行 ¥910,000

188 任意団体 北海道 事務局(運営) 音更トランポリンクラブ ― ３密回避と感染症対策による安全安心活動事業 ¥1,422,000

189 個人事業主 静岡県 インストラクター 久保田 陽一 ― コロナ感染対策を考慮したレッスンの高度化とテレワーク環境構築 ¥224,000

190 任意団体 千葉県 スポーツ少年団 紅柔道少年団 ― 感染症予防の徹底及びリスク軽減の為の稽古体制の確立 ¥357,000

191 法人 東京都 競技団体 一般社団法人日本ディアボロ協会 3010005024180 ディアボロ大会、オンラインレッスンのICT化 ¥1,223,000

192 個人事業主 神奈川県 アスリート 五十嵐 力 ― 非対面型トレーニング環境の構築 ¥777,000

193 任意団体 宮崎県 競技団体 日南レスリング協会 ― 日南市のレスリング普及・育成活動の継続支援事業 ¥1,147,000

194 個人事業主 大阪府 インストラクター 竹内 陽 ― 合氣道教室の運営等の事業活動の継続・回復のための取組 ¥66,000

195 任意団体 埼玉県 スポーツ少年団 北本キッカーズサッカ−スポーツ少年団 ― 練習環境の確保とコロナ対応の用具及び備品類の充実 ¥241,000

196 個人事業主 愛知県 アスリート 佐々木 恵理 ― コロナ対策における自宅での個人練習場の整備と高度化 ¥281,000

197 法人 北海道 事務局(運営) 特定非営利活動法人Dosapo 1430005012632 道産子からメダリストを！～コロナ時代の新様式トレーニング～ ¥956,000

198 法人 埼玉県 事務局(運営) 一般社団法人ソーシャル・イノベーション・スポーツ協会 5030005019045 会員指導の事業継続活動とオンラインを使用した高度化 ¥1,500,000

199 法人 富山県 競技団体 一般社団法人富山県ソフトボール協会 7230005008983 北信越ソフトボール交流大会をモデルとした新たな大会様式の確立 ¥647,000

200 任意団体 神奈川県 スポーツ少年団 座間パワーズ ― 感染対策を考慮したチーム強化事業 ¥211,000

201 法人 東京都 事務局(運営) NPO法人Smile Sports Support 6012805002791 オリンピアンによる競技力向上に必要なこと ¥629,000

202 個人事業主 兵庫県 インストラクター 石山 哲也 ― コロナ対策を施したサッカーイベント運営及び指導方法の高度化 ¥1,132,000

203 法人 和歌山県 競技団体 公益財団法人和歌山県柔道連盟 8170005001226 和歌山県柔道連盟運営の高度化及び安全な事業活動の回復 ¥1,500,000

204 個人事業主 静岡県 アスリート 梅原 大治 ― 非対面型トレーニングシステムの構築及び高度化 ¥706,000

205 個人事業主 静岡県 インストラクター 杉林 明代 ― コロナ対策による身体の調子を整えるボディワークレッスンの提供 ¥657,000

206 法人 山口県 競技団体 一般財団法人山口県水泳連盟 2250005000167 第48回山口県選手権水泳競技大会兼47都道府県通信大会 ¥546,000

207 法人 大分県 総合型クラブ ＮＰＯ法人スポーツクラブグレートサラマンダー 3200050004328 スポーツクラブ グレートサラマンダー硬式野球教室 ¥634,000

208 任意団体 岡山県 事務局(運営) 中国サッカーリーグ ― コロナ禍でのリーグ縮小に伴う代替試合としてPSMの運営 ¥1,500,000

209 個人事業主 群馬県 アスリート ⾧岡 豪 ― コロナ感染予防のために完全非対面でのトレーニング環境作り ¥320,000

210 法人 三重県 事務局(運営) 特定非営利活動法人フットボールクラブ菰野 6190005009450 取り戻せ日常！活動の回復を目指し、新たな発展に向かう 事業 ¥1,203,000

211 任意団体 愛知県 競技団体 愛知県バドミントン協会 ― 業務のリモート化、ペーパーレス化、開催事業での感染予防対策 ¥799,000

212 法人 神奈川県 事務局(運営) 一般社団法人School of movement 8020005013129 School of movement＠オンライン ¥934,000

213 個人事業主 京都府 インストラクター 内田 義晃 ― 新型コロナ対応型テコンドー双方向オンラインスクールＰｌｕｓ ¥996,000

214 法人 東京都 事務局(運営) 一般社団法人東京スポーツクロスラボ 3010005027241 誰もが楽しめるアクティビティ動画のオンライン配信事業 ¥82,000

215 任意団体 神奈川県 競技団体 川崎水泳協会 ― ICT活用による非対面型競技会観戦環境の構築 ¥1,373,000

216 個人事業主 石川県 アスリート 有賀 高士 ― 商品名パワーマックスによる、非対面型トレーニング環境の構築 ¥399,000

217 個人事業主 福岡県 インストラクター 坂井 竹林 ― 非対面型指導環境の構築及びトレーニングの高効率化 ¥274,000

218 任意団体 徳島県 総合型クラブ いしいスポーツクラブ ― コロナ対策をした教室でスポーツの楽しさを知ってもらう体験会 ¥180,000

219 任意団体 栃木県 事務局(運営) 河内剣道クラブ ― 河内剣道クラブの活動を継続する事業 ¥20,000

220 個人事業主 香川県 アスリート 佐々木 英之 ― 非対面型によるトレーニングによる競輪選手の体力強化が目的 ¥667,000

221 個人事業主 熊本県 アスリート 島田 竜二 ― 自宅における練習環境の充実 ¥263,000

222 法人 大阪府 事務局(運営) NPO法人北摂卓球カレッジ 2120905005864 WEB活用による卓球スクール活動継続事業 ¥1,120,000

223 個人事業主 熊本県 アスリート 西島 貢司 ― 自宅トレーニング環境の高度化及びコロナ対策で非対面の指導環境 ¥498,000

224 個人事業主 北海道 アスリート 平澤 秀信 ― 感染リスクを抑えたトレーニング様式の確立 ¥402,000

225 個人事業主 愛知県 インストラクター 細川 顕 ― コロナ対策を施した道場運営及び新たな指導方法の取り組み ¥887,000

226 個人事業主 神奈川県 アスリート 勝俣 亮 ― 非対面型オンライントレーニングの環境整備 ¥567,000

227 個人事業主 東京都 インストラクター 石川 貴之 ― 部活動へ継続的トレーニング提供と、オンライン講座の実現 ¥1,152,000

228 個人事業主 高知県 アスリート 山中 貴雄 ― 自宅による強化及び単独でのロード練習事業 ¥466,000

229 個人事業主 広島県 アスリート 市本 隆司 ― 一人で行うための練習環境の充実 ¥240,000

230 個人事業主 青森県 アスリート 齊藤 紳一朗 ― 自宅の一室を非対面型トレーニング場へ ¥446,000

231 個人事業主 青森県 アスリート 高橋 陽介 ― アプリと専用機材を用いたオンライン室内トレーニング環境の整備 ¥664,000
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232 任意団体 埼玉県 スポーツ少年団 川島ライオンズスポーツ少年団 ― 密を避けた活動環境と感染防止対策及び適正な練習環境の整備 ¥171,000

233 個人事業主 香川県 アスリート 川島 聖隆 ― 非対面型トレーニング環境の構築 ¥639,000

234 個人事業主 福島県 アスリート 鈴木 規純 ― 非対面型室内トレーニングへの転換 ¥334,000

235 個人事業主 群馬県 アスリート 岸 智 ― 新型コロナウィルス感染拡大予防に配慮した練習環境整備事業 ¥454,000

236 個人事業主 高知県 インストラクター 林 明宏 ― 新しい生活様式でのトレーニングの質の向上化計画 ¥510,000

237 任意団体 北海道 スポーツ少年団 新川少年剣道クラブ ― 予防と共に健康増進を目的とする国技剣道クラブ運営事業 ¥36,000

238 任意団体 青森県 競技団体 青森県アイスホッケー連盟 ― 青森県内におけるアイスホッケー競技継続のため感染症対策事業 ¥1,234,000

239 法人 東京都 事務局(運営) 公益財団法人日本スポーツクラブ協会 4011105004699 オンライン講習会実施のためシステム開発、テレワーク導入事業 ¥732,000

240 個人事業主 大阪府 インストラクター 永井 英聡 ― 動作測定センサーを使った個別オンラインランニング指導の高度化 ¥304,000

241 個人事業主 徳島県 アスリート 大久保 直也 ― 自宅でのトレーニング環境整備 ¥316,000

242 法人 大阪府 競技団体 特定非営利活動法人日本身体障害者野球連盟 9140005022827 オンライン会議環境設備・ホームページ刷新事業 ¥540,000

243 個人事業主 千葉県 アスリート 成清 謙二郎 ― 感染リスクを減らした肉体調整体力強化トレーニング内容の高度化 ¥446,000

244 任意団体 三重県 事務局(運営) 津高虎ラグビースクール ― ラグビースクール活動リカバリー事業 ¥571,000

245 法人 東京都 競技団体 特定非営利活動法人日本知的障がい者サッカー連盟 3011605002022 大会再会の為のWeb会議システム導入事業 ¥671,000

246 法人 愛知県 体育・スポーツ協会 公益財団法人愛知県スポーツ協会 3180005004769 テレワーク及びペーパーレス化促進事業 ¥1,482,000

247 個人事業主 富山県 インストラクター 小川 恭二 ― コロナ禍でのジム運営継続及びトレーニング指導の高度化 ¥224,000

248 法人 佐賀県 体育・スポーツ協会 公益財団法人佐賀県スポーツ協会 6300005000141 新しい生活様式に則した環境整備事業 ¥961,000

249 法人 大阪府 事務局(運営) 特定非営利活動法人⾧野フットボールクラブ 9120105005543 U15&U16OSAKA FOOTBALL CHALLEGE ¥652,000

250 法人 神奈川県 事務局(運営) 特定非営利活動法人健康サポートフィット 1020005013498 健康運動オンライン教室事業と健康運動オンライン指導者育成事業 ¥1,000,000

251 個人事業主 大阪府 インストラクター 山田 弥生子 ― 非接触型レッスンの提供 ¥201,000

252 法人 東京都 事務局(運営) 一般社団法人3C 7011605002209 新規顧客獲得に向けたオンラインコンディショニングサポート ¥1,414,000

253 個人事業主 東京都 インストラクター 三藤 佳世 動画撮影による分析・レッスンの構築事業 ¥261,000

254 法人 群馬県 総合型クラブ 特定非営利活動法人神流川スポーツクラブ 1070005004121 コロナ感染予防対策によるスポーツ活動の継続・回復事業 ¥1,424,000

255 法人 福井県 総合型クラブ NPO法人越前市障がいスポーツクラブ 2210005009666 新型コロナ感染防止対策をほどこしたスポーツ教室 ¥402,000

256 任意団体 東京都 事務局(運営) 新日本スポーツ連盟全国サッカー協議会 ― 地域サッカー大会再開促進のための全国大会の開催 ¥771,000

257 任意団体 神奈川県 事務局(運営) 新日本スポーツ連盟神奈川県連盟 ― コロナ対応安心安全な大会行事・教室・オンライン会議実施 ¥306,000

258 任意団体 埼玉県 スポーツ少年団 所沢ライオンズスポーツ少年団 ― コロナウイルス対応の活動再開 ¥69,000

259 個人事業主 北海道 インストラクター 澤田 昌昭 ― 日本テニス界の世界基準へのトータルマネジメント事業 ¥1,200,000

260 法人 埼玉県 事務局(運営) 一般社団法人ターコイズ 2030005019056 教室の安全安心な運営及びオンライン教室の実施 ¥1,424,000

261 個人事業主 神奈川県 インストラクター 新妻 修 ― コロナ対策を施した公演・販路開拓 ¥1,031,000

262 任意団体 新潟県 事務局(運営) 白山空手道会 ― 空手道における新たな非対面型練習方式導入による活動継続事業 ¥641,000

263 個人事業主 埼玉県 アスリート 山田 義彦 ― コロナウイルス感染対策を鑑みるトレーニング環境の構築 ¥1,082,000

264 法人 東京都 総合型クラブ 特定非営利活動法人はちきたSC 9010105001396 Withコロナで楽しむ、安全な「多種目体験スクール」 ¥771,000

265 個人事業主 東京都 インストラクター 池谷 正基 ― Withコロナ時代における新しい空手道教室作り ¥709,000

266 法人 東京都 事務局(運営) 一般財団法人日本スポーツコミッション 5011105004112 コロナ対応のスポーツ関連シンポジウム開催と運営マニュアル作成 ¥1,126,000

267 個人事業主 埼玉県 インストラクター 新木田 康二 ― 新しい生活様式に合わせた、事業継続のための多角的構造改革 ¥1,018,000

268 任意団体 東京都 事務局(運営) ボクシングの木 ― ミット等ペアトレーニングのオンライン指導事業 ¥777,000

269 個人事業主 ⾧野県 アスリート 牛山 貴広 ― コロナ対策を施したトレーニング部屋増設と器具の設置 ¥812,000

270 個人事業主 三重県 アスリート 坂口 晃輔 ― 非対面型トレーニング環境の構築 ¥849,000

271 個人事業主 静岡県 アスリート 望月 一成 ― 非対面型トレーニングの構築 ¥844,000

272 個人事業主 神奈川県 アスリート 岡嵜 浩一 ― 非対面型トレーニング環境の構築 ¥645,000

273 個人事業主 鹿児島県 アスリート 大久保 聡 ― 新たな生活様式に対応した練習環境の拡充 ¥495,000

274 任意団体 富山県 総合型クラブ 舟橋文化スポーツクラブ ― コロナ感染症対策を施した教室運営の高度化 ¥550,000

275 個人事業主 大阪府 アスリート  山本貴喜 ― 非対面式トレーニング環境の構築 ¥859,000

276 法人 滋賀県 事務局(運営) 一般社団法人ホッケーアカデミー滋賀 7160005010716 SNSの活用によるホッケーファンの新規開拓と組織の充実 ¥1,059,000

277 法人 愛知県 事務局(運営) 一般社団法人愛知アスリート 9180005018870 新事業の体制を構築に伴う法人格取得 ¥395,000

278 個人事業主 神奈川県 インストラクター  土屋 里恵 ― コロナ対策をした運動指導及びスポーツ栄養指導の高度化 ¥577,000
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279 個人事業主 大阪府 インストラクター 有門 智子 ― 感染症対策としてのオンラインレッスンの導入 ¥361,000

280 任意団体 愛知県 事務局(運営) ウエストベアーズ ― ウエストベアーズの活動（練習及び、試合） ¥109,000

281 個人事業主 秋田県 アスリート 坂本 毅 ― 競技場等でのトレーニングから自宅での室内トレーニングへの転換 ¥366,000

282 個人事業主 千葉県 アスリート 花田 将司 ― 感染リスクを減らした肉体調整体力強化トレーニング内容の高度化 ¥651,000

283 個人事業主 神奈川県 インストラクター 横山 由梨 ― コロナ対策でフットサルの普及・活動・指導を充実させ安全に継続 ¥668,000

284 個人事業主 香川県 アスリート 行成 大祐 ― 他者との接触を避けるための新しいトレーニング機器の拡充 ¥466,000

285 任意団体 山口県 事務局(運営) スペシャリティラージボールクラブ ― 卓上置型マシンを使用したよりレベルの高い練習の実施 ¥127,000

286 任意団体 神奈川県 事務局(運営) よこはま月例マラソン運営委員会 ― ウェーブスタート方式によるよこはま月例マラソン再開事業 ¥1,500,000

287 個人事業主 大阪府 アスリート 岡嶋 登 ― 新しい生活様式に則した個人競技選手トレーニング環境の整備事業 ¥527,000

288 個人事業主 東京都 インストラクター 阿見 千律子 ― コロナ対策を施した指導の高度化 ¥286,000

289 個人事業主 東京都 インストラクター 志田 香織 ― 健康維持・不調改善のためのレッスンの高度化 ¥321,000

290 法人 愛知県 総合型クラブ 特定非営利活動法人朝日丘スポーツクラブ 8180305006551 朝日丘スポーツ教室継続事業 ¥1,000,000

291 個人事業主 奈良県 アスリート 田中大我 ― コロナ対策のためのトレーニング環境の充実化 ¥397,000

292 任意団体 新潟県 事務局(運営) 柏崎水球事業実行委員会 ― 海で水球in柏崎 ¥51,000

293 任意団体 北海道 事務局(運営) 札幌オールブラックス ― 地域スポーツ振興のための安全確保と活動分散化に向けた環境整備 ¥760,000

294 任意団体 香川県 事務局(運営) B&G高松海洋クラブ ― 練習環境の高度化による会員回復と新規会員の開拓 ¥693,000

295 個人事業主 岐阜県 アスリート 竹田 和幸 ― コロナ禍での新しい練習環境の構築 ¥373,000

296 法人 東京都 事務局(運営) 特定非営利活動法人多摩市レクリエーション協会 8013405000647 ファミリーでスポーツを楽しむ機会とする。Tボールは研修あり。 ¥357,000

297 任意団体 愛知県 スポーツ少年団 ウイングベースボールクラブ ― 新型コロナ感染対策とチーム活動の調和 ¥1,082,000

298 個人事業主 青森県 アスリート 小笠原昭太 ― オンラインによる非対面型トレーニング環境の構築 ¥664,000

299 法人 東京都 競技団体 一般社団法人日本ソサイチ連盟 7013405000953 コロナ対策を施したソサイチリーグ・大会の運営の高度化 ¥1,500,000

300 個人事業主 青森県 アスリート 永澤 剛 ― 非対面型トレーニング環境整備と新しいトレーニング方法確立 ¥1,000,000

301 任意団体 北海道 事務局(運営) 緑が丘グリーンボーイズ ― 新型コロナウィルスに負けず地域唯一の学童野球少年団を守る事業 ¥367,000

302 法人 兵庫県 競技団体 公益社団法人日本パワーリフティング協会 3010005006815 コロナ禍におけるパワーリフティング協会の事業運営方策 ¥5,823,000

303 法人 東京都 事務局(運営) 一般社団法人 Sports Design Lab 6010405016196 新たな生活様式に応じた新規スポーツ事業の体制整備 ¥1,256,000

304 法人 東京都 競技団体 一般社団法人日本フラッグハント協会 7010605002945 ソーシャルディスタンスを確保したフラッグハントの実施 ¥799,000

305 個人事業主 兵庫県 アスリート 玉手 翔 ― コロナでのPRを含めた新たなトレーニング環境の構築 ¥831,000

306 個人事業主 大阪府 インストラクター 金子 貴也 ― コロナ対策を施した教室運営及び指導方法の高度化 ¥163,000

307 任意団体 愛媛県 競技団体 愛媛県バスケットボール協会Ｕ１２部会東予支部 ― 事業継続のため感染症予防に取り組んだスポーツ大会の開催 ¥460,000

308 法人 東京都 事務局(運営) 一般社団法人スポーツリパブリック 7010405011493 非対面型スポーツ教室の構築及びコロナ対策を施した教室運営事業 ¥1,312,000

309 個人事業主 埼玉県 アスリート 宮下 貴之 ― 非対面型練習環境の拡充 ¥862,000

310 個人事業主 神奈川県 インストラクター 小佐部 正啓 ― 非対面型事業への転換とコロナ対策を施した指導 ¥377,000

311 任意団体 三重県 スポーツ少年団 稲部スポーツ少年団 ― 稲部スポーツ少年団活動継続及び練習高度化事業 ¥403,000

312 法人 宮崎県 事務局(運営) 特定非営利活動法人セントラルFC宮崎 9350005005059 コロナ対策による練習環境の整備・高度化及び活動継続事業 ¥704,000

313 法人 神奈川県 体育・スポーツ協会 公益財団法人秦野市スポーツ協会 1021005004355 （公財）秦野市スポーツ協会スポーツ教室等再開・継続事業 ¥1,500,000

314 任意団体 京都府 競技団体 京都府ペタンク・ブール連盟 ― コロナ禍でのリハーサル大会（府民総体）開催に向けて ¥597,000

315 個人事業主 岐阜県 アスリート 山田 隼司 ― 感染防止のため非対面型室内トレーニングへの転換 ¥837,000

316 個人事業主 富山県 インストラクター 内山 圭二 ― コロナ対策を施したダンススタジオの運営及び指導法の改善 ¥146,000

317 個人事業主 兵庫県 アスリート 木村 直隆 ― コロナ対策のための屋内トレーニング環境の構築 ¥1,000,000

318 任意団体 愛媛県 競技団体 愛媛県空手道連盟 ― 新型コロナウイルス感染対策における新しい事業運営の構築 ¥1,500,000

319 個人事業主 東京都 インストラクター 芝崎 知花子 ― オンラインレッスンの本格化 ¥202,000

320 任意団体 奈良県 競技団体 奈良県小学生バレーボール連盟 ― ～コロナに負けるな～奈良県小学生バレーボール交流大会 ¥291,000

321 個人事業主 山口県 インストラクター 田之上 剛 ― コロナ対策を実施するジムの運営と非対面型サービスの導入 ¥1,213,000

322 個人事業主 愛知県 インストラクター 政岡 美里 ― コロナ対策を施した練習会開催およびオンライン指導の導入 ¥549,000

323 個人事業主 滋賀県 アスリート 和田 信一 ― 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 ¥442,000

324 個人事業主 三重県 アスリート 西村 光太 ― 非対面型トレーニング環境の構築 ¥498,000

325 個人事業主 大阪府 アスリート 西本 直大 ― コロナ対策を施した競輪選手事業及びトレーニングの高度化 ¥218,000
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326 任意団体 北海道 スポーツ少年団 西山道場柔道少年団 ― 安心安全な環境整備及び感染予防対策で新規会員獲得と指導高度化 ¥757,000

327 個人事業主 ⾧崎県 インストラクター 中嶋 孝行 ― 安心安全なコロナ対策をしたフットサル活動再開促進事業 ¥1,117,000

328 個人事業主 静岡県 アスリート 二藤 元太 ― 感染防止のための非対面型トレーニング環境への転換と高度化 ¥1,000,000

329 法人 福島県 事務局(運営) 特定非営利活動法人福島県レクリエーション協会 1380005010229 安全安心なスポーツ・レクリエーション活動再開事業 ¥219,000

330 法人 東京都 事務局(運営) 一般社団法人パルシップ 9011605002215 にしやんラグビー教室&アカデミー事業継続、高度化計画 ¥1,011,000

331 法人 京都府 競技団体 一般社団法人京都府バスケットボール協会 5130005014523 テレワーク環境整備後の大会運営事業 ¥1,058,000

332 任意団体 広島県 スポーツ少年団 安芸府中空手道スポーツ少年団 ― コロナ渦における指導者・団員の感染症予防対策と団員獲得 ¥660,000

333 個人事業主 大阪府 インストラクター 德田 忠邦 ― 万全なコロナ対策で挑む第1回スピリット・オブ・極真の開催 ¥1,500,000

334 個人事業主 神奈川県 アスリート 志佐 明 ― 非対面型トレーニング強化及び双方向的指導法による後進育成 ¥341,000

335 法人 東京都 総合型クラブ 一般社団法人中央区地域スポーツクラブ大江戸月島 9010005032145 2020年大江戸月島の再開にむけての事業拡大 ¥795,000

336 法人 東京都 競技団体 公益社団法人日本フェンシング協会 4011005000146 フェンシング競技における飛沫飛散、接近距離ついての調査 ¥382,000

337 個人事業主 岡山県 アスリート 筒井 敦史 ― 非対面型室内トレーニング環境への転換 ¥1,000,000

交付決定額合計 ¥261,591,000
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