
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)

 補助金交付決定者一覧

2021.2.17現在

番号 区分 属性 都道府県 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 インストラクター 山口県 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 アスリート 神奈川県 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 事務局(運営) 神奈川県 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 体育・スポーツ協会 愛媛県 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 事務局(運営) 大阪府 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 競技団体 静岡県 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 インストラクター 栃木県 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 スポーツ少年団 宮城県 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 アスリート 神奈川県 對馬太陽 ― コロナ対策自宅トレーニング ¥644,000

10 法人 事務局(運営) 東京都 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 競技団体 東京都 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 総合型クラブ 鹿児島県 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 アスリート 神奈川県 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 アスリート 東京都 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 スポーツ少年団 福島県 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 アスリート 神奈川県 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 アスリート 東京都 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 事務局(運営) 大阪府 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 アスリート 神奈川県 野口修平 ― 非対面によるトレーニング ¥415,000

20 法人 総合型クラブ 北海道 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 インストラクター 神奈川県 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 アスリート 岐阜県 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 インストラクター 東京都 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 インストラクター 東京都 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 インストラクター 大阪府 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 アスリート 静岡県 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 競技団体 静岡県 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 インストラクター 長崎県 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 競技団体 岡山県 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 事務局(運営) 大阪府 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 総合型クラブ 愛知県 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 インストラクター 東京都 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 インストラクター 神奈川県 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 インストラクター 東京都 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 インストラクター 群馬県 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 インストラクター 京都府 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 インストラクター 東京都 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
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38 個人事業主 アスリート 神奈川県 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 インストラクター 青森県 春藤るみ ― 第５回春藤さくらカップ ¥1,298,000

40 法人 総合型クラブ 高知県 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 インストラクター 秋田県 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 インストラクター 大阪府 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 総合型クラブ 神奈川県 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

44 法人 総合型クラブ 埼玉県 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 事務局(運営) 北海道 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 競技団体 東京都 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 その他 東京都 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 競技団体 富山県 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 総合型クラブ 北海道 一般社団法人HOKKAIDO ADAPTIVE SPORTS 7430005013609 Indivisualyzed Sports Programs ¥1,500,000

50 法人 事務局(運営) 新潟県 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 インストラクター 東京都 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 インストラクター 東京都 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 インストラクター 神奈川県 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 総合型クラブ 神奈川県 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 事務局(運営) 福井県 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 総合型クラブ 青森県 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 インストラクター 東京都 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 総合型クラブ 秋田県 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 競技団体 東京都 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 インストラクター 千葉県 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 総合型クラブ 千葉県 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 インストラクター 愛知県 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 インストラクター 東京都 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 インストラクター 東京都 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 競技団体 東京都 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 インストラクター 山口県 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 競技団体 東京都 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 事務局(運営) 茨城県 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 インストラクター 岐阜県 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 インストラクター 愛知県 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 競技団体 静岡県 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 事務局(運営) 福岡県 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 体育・スポーツ協会 神奈川県 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 インストラクター 福岡県 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 事務局(運営) 東京都 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 インストラクター 神奈川県 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 アスリート 埼玉県 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 インストラクター 愛知県 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
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79 個人事業主 インストラクター 香川県 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 事務局(運営) 長野県 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 総合型クラブ 栃木県 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 総合型クラブ 岐阜県 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 事務局(運営) 茨城県 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 総合型クラブ 茨城県 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 総合型クラブ 千葉県 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 競技団体 東京都 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 インストラクター 奈良県 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 インストラクター 佐賀県 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 競技団体 山形県 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 競技団体 神奈川県 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

91 個人事業主 アスリート 静岡県 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 競技団体 北海道 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 事務局(運営) 群馬県 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 事務局(運営) 埼玉県 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 インストラクター 東京都 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 競技団体 大阪府 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 競技団体 富山県 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 事務局(運営) 滋賀県 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 インストラクター 三重県 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 アスリート 大阪府 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 アスリート 兵庫県 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 インストラクター 東京都 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 総合型クラブ 北海道 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 事務局(運営) 神奈川県 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 アスリート 大阪府 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 インストラクター 奈良県 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 事務局(運営) 茨城県 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 インストラクター 岐阜県 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 事務局(運営) 兵庫県 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 競技団体 富山県 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 総合型クラブ 和歌山県 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 事務局(運営) 新潟県 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 事務局(運営) 東京都 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 インストラクター 大阪府 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 インストラクター 大阪府 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 事務局(運営) 福岡県 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 競技団体 栃木県 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 インストラクター 福島県 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 アスリート 愛知県 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
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120 個人事業主 アスリート 神奈川県 佐藤有輝 ― 室内トレーニングの充実化 ¥857,000

121 任意団体 事務局(運営) 大阪府 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 競技団体 岡山県 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 インストラクター 奈良県 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 事務局(運営) 大阪府 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 競技団体 静岡県 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 事務局(運営) 島根県 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 事務局(運営) 東京都 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 その他 山口県 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 事務局(運営) 神奈川県 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 インストラクター 大阪府 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 事務局(運営) 兵庫県 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 体育・スポーツ協会 岩手県 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 競技団体 石川県 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 総合型クラブ 千葉県 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 競技団体 岩手県 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 インストラクター 大阪府 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 インストラクター 東京都 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

138 任意団体 総合型クラブ 大阪府 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

140 法人 競技団体 福島県 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 インストラクター 鹿児島県 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 事務局(運営) 東京都 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 事務局(運営) 北海道 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 事務局(運営) 神奈川県 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 事務局(運営) 石川県 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 競技団体 東京都 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 競技団体 埼玉県 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 事務局(運営) 大阪府 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 総合型クラブ 神奈川県 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 アスリート 広島県 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 アスリート 新潟県 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 競技団体 三重県 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 総合型クラブ 愛知県 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 総合型クラブ 栃木県 一般社団ASKA 1060005008916 コロナ対策活性事業 ¥357,000

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

156 法人 事務局(運営) 東京都 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 競技団体 千葉県 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 事務局(運営) 神奈川県 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 アスリート 兵庫県 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 アスリート 福島県 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 事務局(運営) 東京都 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
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162 個人事業主 インストラクター 埼玉県 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 インストラクター 大阪府 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 アスリート 埼玉県 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 スポーツ少年団 埼玉県 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 インストラクター 東京都 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 インストラクター 東京都 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 アスリート 福島県 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 事務局(運営) 東京都 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 スポーツ少年団 福島県 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 インストラクター 千葉県 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 インストラクター 愛知県 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 インストラクター 東京都 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 事務局(運営) 東京都 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 インストラクター 東京都 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 競技団体 愛知県 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 総合型クラブ 愛知県 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 インストラクター 愛媛県 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 体育・スポーツ協会 奈良県 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 アスリート 静岡県 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 総合型クラブ 北海道 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 事務局(運営) 大阪府 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 アスリート 兵庫県 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 その他 東京都 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

185 個人事業主 インストラクター 島根県 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 インストラクター 岡山県 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 アスリート 岐阜県 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 事務局(運営) 北海道 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 インストラクター 静岡県 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 スポーツ少年団 千葉県 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 競技団体 東京都 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

193 任意団体 競技団体 宮崎県 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 インストラクター 大阪府 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 スポーツ少年団 埼玉県 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 アスリート 愛知県 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 事務局(運営) 北海道 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 事務局(運営) 埼玉県 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 競技団体 富山県 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 スポーツ少年団 神奈川県 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 事務局(運営) 東京都 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 インストラクター 兵庫県 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 競技団体 和歌山県 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 アスリート 静岡県 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
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205 個人事業主 インストラクター 静岡県 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 競技団体 山口県 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 総合型クラブ 大分県 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 事務局(運営) 岡山県 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 アスリート 群馬県 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 事務局(運営) 三重県 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 競技団体 愛知県 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 事務局(運営) 神奈川県 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 インストラクター 京都府 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 事務局(運営) 東京都 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 競技団体 神奈川県 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 アスリート 石川県 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 インストラクター 福岡県 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 総合型クラブ 徳島県 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 事務局(運営) 栃木県 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 アスリート 香川県 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 アスリート 熊本県 島田竜二 ― 自宅における練習環境の充実 ¥263,000

222 法人 事務局(運営) 大阪府 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 アスリート 熊本県 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 アスリート 北海道 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 インストラクター 愛知県 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 アスリート 神奈川県 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 インストラクター 東京都 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 アスリート 高知県 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 アスリート 広島県 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 アスリート 青森県 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 アスリート 青森県 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

232 任意団体 スポーツ少年団 埼玉県 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 アスリート 香川県 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 アスリート 福島県 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 アスリート 群馬県 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 インストラクター 高知県 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 スポーツ少年団 北海道 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 競技団体 青森県 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 事務局(運営) 東京都 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 インストラクター 大阪府 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 アスリート 徳島県 大久保直也 ― 自宅でのトレーニング環境整備 ¥316,000

242 法人 競技団体 大阪府 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 アスリート 千葉県 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 事務局(運営) 三重県 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 競技団体 東京都 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
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246 法人 体育・スポーツ協会 愛知県 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 インストラクター 富山県 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 体育・スポーツ協会 佐賀県 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 事務局(運営) 大阪府 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 事務局(運営) 神奈川県 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 インストラクター 大阪府 山田弥生子 ― 非接触型レッスンの提供 ¥201,000

252 法人 事務局(運営) 東京都 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 インストラクター 東京都 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 総合型クラブ 群馬県 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 総合型クラブ 福井県 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 事務局(運営) 東京都 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 事務局(運営) 神奈川県 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 スポーツ少年団 埼玉県 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 インストラクター 北海道 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 事務局(運営) 埼玉県 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 インストラクター 神奈川県 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 事務局(運営) 新潟県 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 アスリート 埼玉県 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 総合型クラブ 東京都 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 インストラクター 東京都 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 事務局(運営) 東京都 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 インストラクター 埼玉県 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 事務局(運営) 東京都 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 アスリート 長野県 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 アスリート 三重県 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 アスリート 静岡県 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 アスリート 神奈川県 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 アスリート 鹿児島県 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 総合型クラブ 富山県 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 アスリート 大阪府 	山本貴喜 ― 非対面式トレーニング環境の構築 ¥859,000

276 法人 事務局(運営) 滋賀県 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 事務局(運営) 愛知県 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 インストラクター 神奈川県 	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

279 個人事業主 インストラクター 大阪府 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 事務局(運営) 愛知県 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 アスリート 秋田県 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 アスリート 千葉県 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 インストラクター 神奈川県 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 アスリート 香川県 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 事務局(運営) 山口県 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 事務局(運営) 神奈川県 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 アスリート 大阪府 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
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288 個人事業主 インストラクター 東京都 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 インストラクター 東京都 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 総合型クラブ 愛知県 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 アスリート 奈良県 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 事務局(運営) 新潟県 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 事務局(運営) 北海道 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 事務局(運営) 香川県 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 アスリート 岐阜県 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 事務局(運営) 東京都 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 スポーツ少年団 愛知県 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 アスリート 青森県 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 競技団体 東京都 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 アスリート 青森県 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 事務局(運営) 北海道 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 競技団体 兵庫県 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 事務局(運営) 東京都 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 競技団体 東京都 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 アスリート 兵庫県 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 インストラクター 大阪府 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 競技団体 愛媛県 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 事務局(運営) 東京都 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 アスリート 埼玉県 宮下貴之 ― 非対面型練習環境の拡充 ¥862,000

310 個人事業主 インストラクター 神奈川県 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 スポーツ少年団 三重県 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 事務局(運営) 宮崎県 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 体育・スポーツ協会 神奈川県 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 競技団体 京都府 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 アスリート 岐阜県 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 インストラクター 富山県 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 アスリート 兵庫県 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 競技団体 愛媛県 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 インストラクター 東京都 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 競技団体 奈良県 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 インストラクター 山口県 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 インストラクター 愛知県 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 アスリート 滋賀県 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 アスリート 三重県 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 アスリート 大阪府 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

326 任意団体 スポーツ少年団 北海道 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 インストラクター 長崎県 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 アスリート 静岡県 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 事務局(運営) 福島県 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
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330 法人 事務局(運営) 東京都 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 競技団体 京都府 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 スポーツ少年団 広島県 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 インストラクター 大阪府 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 アスリート 神奈川県 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 総合型クラブ 東京都 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 競技団体 東京都 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 アスリート 岡山県 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

338 個人事業主 その他 東京都 小林清 ― ラグビーエージェント及びコーチングに関するIT技術の活用 ¥1,415,000

339 個人事業主 インストラクター 東京都 樗木邦彦 ― コロナ過でのトレーニングジムの存続計画 ¥863,000

340 任意団体 総合型クラブ 滋賀県 奥びわ湖スポーツクラブ ― 奥びわ湖スポーツ教室事業 ¥1,145,000

341 個人事業主 インストラクター 大阪府 岩藤哲也 ― コロナ感染防止対策を伴う空手道指導の環境向上 ¥553,000

342 任意団体 競技団体 広島県 廿日市市卓球協会 ― 卓球界のトップアスリートを迎えて新しい事業を高度化させる ¥366,000

343 法人 事務局(運営) 埼玉県 一般社団法人日本スポーツ育心会 4030005019590 教室の運営等の事業活動の継続回復のための取組 ¥962,000

344 個人事業主 インストラクター 静岡県 藤澤節子 ― 新システムを導入して実施するレインボーガールズ育成 ¥189,000

345 個人事業主 インストラクター 新潟県 藤田淳 ― 事業継続のための会員増へ向けた動画作成・配信サービス ¥516,000

346 法人 事務局(運営) 大阪府 特定非営利活動法人ジョイナスアスレティックマネジメント 6120105008061 新規顧客獲得の為の多角的教室運営 ¥1,244,000

347 法人 事務局(運営) 茨城県 一般財団法人相知館 8050005008737 剣道の神髄伝承を引継く新世代獲得の為の近代化施策 ¥918,000

348 個人事業主 インストラクター 青森県 五十嵐理一 ― 新型コロナとの共存するためのスポーツジム運営と施策 ¥263,000

349 法人 総合型クラブ 宮城県 特定非営利活動法人仙台中田スポーツクラブ 6370005003831 地域と共に進める安心スポーツプロジェクト ¥878,000

350 個人事業主 インストラクター 北海道 工藤綾 ― 感染症対策の強化とオンライン指導の導入 ¥408,000

351 任意団体 競技団体 大阪府 大阪府ソフトボール協会 ― コロナ対策を施した大会準備と実施 ¥234,000

352 法人 事務局(運営) 新潟県 特定非営利活動法人ソフトテニス指導者協会 2110005015600 コロナ禍におけるソフトテニス活動と遠隔指導 ¥920,000

353 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人伝統文化保存継承学舎・尚道学院 1011305002448 IT活用による非対面・広域での剣道の普及・指導環境の構築 ¥968,000

354 法人 総合型クラブ 和歌山県 特定非営利活動法人サン・スマイルいわで 4170005006518 活動継続支援事業 ¥1,500,000

355 任意団体 事務局(運営) 岡山県 新日本スポーツ連盟岡山県卓球協議会 ― 誰でも安心して参加できる、安全な卓球大会開催事業 ¥1,074,000

356 法人 総合型クラブ 宮城県 一般社団法人ライトハウス 7370005009539 「FCリアンリール」公式戦出場開始に伴う育成事業 ¥972,000

357 任意団体 競技団体 東京都 東京都市町村卓球連盟 ― 2020年度の上期リーグ戦(男女別及び1部～7部別)を開催 ¥279,000

358 任意団体 スポーツ少年団 福井県 円山卓球スポーツ少年団 ― 非対面型の指導の取り組み、web広報と体験会 ¥672,000

360 個人事業主 アスリート 福岡県 片折勇輝 ― コロナ過で筋力を向上させる為の非対面型トレーニング環境の整備 ¥996,000

361 個人事業主 その他 富山県 湯浅千鶴 ― ジュニアスポーツコンサルタントによる多角的トータルサポート ¥839,000

362 個人事業主 インストラクター 兵庫県 上田正人 ― オンライン指導への切替 ¥175,000

363 個人事業主 アスリート 埼玉県 平原康多 ― コロナの影響を受けたトレーニング環境の確立 ¥1,000,000

364 法人 競技団体 東京都 公益社団法人日本馬術連盟 9010005018664 馬術普及広報WEBサイト「AtoZinba」の継続運営 ¥655,000

365 法人 競技団体 東京都 一般社団法人日本スポーツチャンバラ学生連盟 1011005007549 地域大学生スポーツチャンバラ活動活性化事業 ¥1,500,000

366 個人事業主 インストラクター 福岡県 久家祐介 ― コロナ対策を万全に期しての各教室の再開とオンライン教室の実施 ¥738,000

367 任意団体 総合型クラブ 兵庫県 スポーツクラブ21城巽 ― 感染対策をしっかりとって用具と活動時間を増やし会員を増やす ¥660,000

368 法人 体育・スポーツ協会 高知県 公益財団法人高知県スポーツ協会 5490005006006 テレワーク環境整備等によるガバナンス近代化促進事業 ¥654,000

369 個人事業主 アスリート 高知県 坂田章 ― コロナ感染対策に伴うトレーニング環境の構築 ¥282,000

370 任意団体 総合型クラブ 岐阜県 チャレンジクラブ８０２ ― 教室等の安全・安心活動の再開 ¥168,000

371 個人事業主 インストラクター 千葉県 村松佑一 ― オンラインを活用したトレーニング・セミナー活動事業 ¥292,000
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372 法人 総合型クラブ 千葉県 特定非営利活動法人幕総クラブ 2040005002614 新スポーツ教室（ダンス・スラッグライン・ストレッチ） ¥856,000

373 任意団体 スポーツ少年団 京都府 下京ベースボール 渉成雅 ― 「間口を広く、出口は高く」を掲げた発展的活動のための環境整備 ¥536,000

374 任意団体 競技団体 静岡県 静岡水泳協会 ― 静岡県中部地区における水泳競技大会のライブ映像配信事業 ¥1,052,000

375 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 月例湘南マラソン運営委員会 ― ウェーブスタート方式による月例湘南マラソン再開事業 ¥1,500,000

376 個人事業主 アスリート 高知県 大崎世志人 ― 自宅による強化事業 ¥230,000

377 法人 総合型クラブ 奈良県 特定非営利活動法人グラミーゴ奈良三笠 9150005008040 対面授業及びオンライン授業 ¥300,000

378 個人事業主 アスリート 兵庫県 藤縄洋介 ― 新型コロナウイルス対策による競輪選手活動の高度化 ¥529,000

379 任意団体 スポーツ少年団 埼玉県 上里ジュニアバドミントンシャトル ― コロナ対策をしたバドミントン活動の再開継続事業 ¥71,000

380 任意団体 競技団体 千葉県 千葉市ソフトテニス協会 ― 令和2年度千葉市中学3年生ソフトテニス大会 ¥126,000

381 法人 競技団体 滋賀県 一般社団法人滋賀県自転車競技連盟 9160005010821 第8回守山野洲川クリテリウムのコロナ対策実施後の大会運営事業 ¥1,500,000

382 個人事業主 インストラクター 茨城県 沼尻祐子 ― 室外レッスン及びオンラインレッスン、会議の実施 ¥255,000

383 法人 総合型クラブ 愛知県 特定非営利活動法人木曽川文化・スポーツクラブ 4180005010948 コロナ対策によるクラブ運営継続・回復事業 ¥473,000

384 個人事業主 アスリート 香川県 香川雄介 ― 非対面型のトレーニング及びリモートでの若手育成の指導法 ¥692,000

385 法人 事務局(運営) 東京都 青山クラブ ― コロナ禍における小中学生フェンサーの活動継続事業 ¥1,153,000

386 個人事業主 アスリート 徳島県 高原仁志 ― コロナウイルス感染拡大予防の為のトレーニング高度化 ¥759,000

387 個人事業主 インストラクター 兵庫県 丸元大成 ― コロナ対策を施したボクシングの興行の開催 ¥1,062,000

388 個人事業主 アスリート 埼玉県 髙橋泰裕 ― 非対面型トレーニング機器の導入による環境の高度化 ¥305,000

389 任意団体 競技団体 奈良県 奈良県武術太極拳連盟 ― 2020年度奈良県武術太極拳連盟主催検定対応技能向上推進事業 ¥282,000

390 法人 事務局(運営) 京都府 一般社団法人gatt futsal school 7130005012459 U-12地域フットサルチャンピオンズカップ 京都奈良兵庫大会 ¥394,000

391 法人 事務局(運営) 長野県 特定非営利活動法人インサイドアウトスキークラブ 9100005005521 コロナに負けない！地元開催スポーツ事業の運営継続 ¥548,000

392 任意団体 事務局(運営) 東京都 新日本スポーツ連盟練馬区連盟 ― 新型コロナウイルス感染対策を講じた年間行事の開催事業 ¥528,000

393 個人事業主 アスリート 三重県 坂元洋行 ― 非対面式トレーニングの確立 ¥854,000

394 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人日本トレーニング指導者協会 5010405007551 教育研修事業のオンライン化と事務局のテレワーク推進事業 ¥1,500,000

395 個人事業主 インストラクター 東京都 菊本幸 ― コロナウイルス対策を施したダンスレッスン環境の構築 ¥513,000

396 個人事業主 アスリート 大阪府 河元茂 ― 非対面式によるトレーニングの構築 ¥908,000

397 個人事業主 アスリート 福井県 北川紋部 ― 非対面でも他選手と合同で自転車技術の向上を行える設備の導入 ¥246,000

398 個人事業主 アスリート 静岡県 佐藤明 ― オンラインを利用した非対面式トレーニングの構築 ¥581,000

399 個人事業主 インストラクター 兵庫県 綾田練 ― スポーツ愛好家コンディショニング事業継続充実化のための取組 ¥1,024,000

400 個人事業主 事務局(運営) 東京都 小田木真由子 ― Withコロナでチーム運営とテレワークによるクリニック開催 ¥1,017,000

401 法人 競技団体 東京都 一般社団法人関東大学バスケットボール連盟 2011005006723 2020年度リーグ戦代替トーナメント大会 ¥1,300,000

402 個人事業主 アスリート 埼玉県 柿沼信也 ― 新型コロナウイルス感染防止対策を施した非対面型競輪練習事業 ¥634,000

403 任意団体 事務局(運営) 愛媛県 成武舘道場後援会 ― 新型コロナウイルス感染対策における新しい道場運営の構築事業 ¥1,500,000

404 個人事業主 アスリート 神奈川県 大塚玲 ― 室内トレーニングの充実化による非対面型モデルへの転換 ¥687,000

405 個人事業主 インストラクター 熊本県 久川貴之 ― コロナ対策を施した、遠隔指導・会議の高度化 ¥366,000

406 個人事業主 アスリート 広島県 西岡拓朗 ― 密集・密閉・密接を回避したトレーニング環境の構築 ¥678,000

407 個人事業主 アスリート 千葉県 田頭寛之 ― 非対面トレーニングを行う上での室内設備の拡充 ¥670,000

408 個人事業主 アスリート 香川県 福島武士 ― 自宅室内トレーニング環境の整備 ¥838,000

409 法人 競技団体 東京都 公益社団法人日本チアリーディング協会 4010405010374 新型コロナウイルス感染拡大予防に対応した地区選手権大会の実施 ¥1,500,000

410 個人事業主 アスリート 福井県 奥出健士郎 ― 非対面式トレーニング環境の整備およびトレーニングの高度化 ¥1,000,000

411 任意団体 スポーツ少年団 静岡県 拳法会浜松スポーツ少年団三方原・笠井・伊佐見武道教室 ― オンラインを活用した大会形式の確立と感染症防止環境の確立 ¥2,507,000

412 個人事業主 アスリート 徳島県 堤洋 ― 非対面型トレーニング環境の構築 ¥625,000
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413 個人事業主 インストラクター 愛媛県 二宮紳伍 ― 練習不参加者向けオンライン授業環境の構築 ¥170,000

414 任意団体 事務局(運営) 新潟県 新潟アイスホッケークラブ ― ジュニア会員向け練習会の活動の継続と回復を図る事業 ¥285,000

415 個人事業主 アスリート 和歌山県 中西大 ― ICTを取り入れた非対面型競輪訓練環境の新モデル構築 ¥1,000,000

416 法人 総合型クラブ 新潟県 特定非営利活動法人スポーツクラブあらい 9110005009942 スポーツ教室開催及び教室ライブ配信 ¥818,000

417 法人 競技団体 東京都 公益財団法人日本ソフトテニス連盟 3011005003777 大会ドロー編成のシステム開発 ¥1,000,000

418 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 茅ヶ崎ラグビースクール ― ウィズコロナ「ラグビー」に対応する練習実施・運営体制の強化 ¥984,000

419 法人 競技団体 三重県 一般社団法人三重県水泳連盟 6190005010788 三重県長水路記録会並びに三重県選手権水泳競技大会 ¥1,152,000

420 個人事業主 アスリート 福島県 青森伸也 ― 非対面型トレーニング環境の構築 ¥978,000

421 法人 事務局(運営) 京都府 特定非営利活動法人ユメミル 5130005015075 サッカー教室の運営等の事業活動の継続・回復のための取組 ¥498,000

422 個人事業主 インストラクター 高知県 濱田泰行 ― オンラインや対面指導高度化と今後の事業展開に向けた環境整備 ¥250,000

423 任意団体 スポーツ少年団 鳥取県 社スポーツ少年団卓球部 ― コロナ禍における練習環境整備及びチームとしての感染症対策 ¥673,000

424 法人 総合型クラブ 群馬県 特定非営利活動法人新町スポーツクラブ 3070005008046 コロナ共生社会におけるスポーツ事業の継続と開拓事業 ¥1,230,000

425 個人事業主 インストラクター 東京都 山口達 ― フィットネストレーナーのオンライン指導による販路開拓 ¥187,000

426 任意団体 事務局(運営) 群馬県 群馬県レクリエーション協会 ― 非対面型レクリエーションセミナー ¥264,000

427 個人事業主 インストラクター 埼玉県 樋山徳彦 ― コロナ対策を施したジム運営及び映像を活用した指導方法の導入 ¥174,000

428 任意団体 事務局(運営) 京都府 関西学生馬術連盟 ― WITHコロナ時代における関西学生馬術連盟主催競技会再開事業 ¥1,091,000

429 法人 総合型クラブ 愛知県 特定非営利活動法人ＰＯＳＩＴＩＶＯスポーツクラブ 8180005017816 コロナ対策を施したサッカースクール事業 ¥682,000

430 個人事業主 アスリート 兵庫県 井上将志 ― ICT等活用による単独での自転車トレーニング環境構築事業 ¥558,000

431 法人 事務局(運営) 愛知県 一般社団法人小牧市生涯スポーツ協会 7180005016224 感染予防に対する遠隔レッスン整備事業 ¥601,000

432 個人事業主 アスリート 静岡県 小川達也 ― コロナ感染を避ける為の自宅トレーニング設備の拡充計画 ¥377,000

433 法人 競技団体 神奈川県 一般社団法人日本デフ陸上競技協会 4020005012571 選手強化の為の施設増強とリモートでの各種行事開催事業 ¥1,500,000

434 法人 競技団体 愛知県 公益社団法人愛知県スキー連盟 8180005017122 東海北陸ブロックユース強化事業　早朝ゲートトレーニング ¥1,255,000

435 法人 競技団体 東京都 一般財団法人日本バウンドテニス協会 4010405008212 第23回日本バウンドテニスゴールド静岡大会 ¥685,000

436 任意団体 競技団体 京都府 京都市ペタンク・ブール連盟 ― コロナ渦における新規会員獲得及び大会での感染症対策 ¥172,000

437 法人 事務局(運営) 三重県 特定非営利活動法人NEXUS 4190005010807 活動再開における早期回復のための事業 ¥141,000

438 法人 事務局(運営) 神奈川県 一般社団法人ポジティブスポーツ振興協会 2021005010880 新しい生活様式における「フィジカルディスタンスマラソン」 ¥803,000

439 個人事業主 インストラクター 埼玉県 宇田川優 ― スタジオレッスン継続のためのオンラインレッスンとサービス ¥806,000

440 個人事業主 インストラクター 埼玉県 根津菊乃 ― コロナ対策を施したジム運営の高度化 ¥348,000

441 法人 総合型クラブ 北海道 一般社団法人アクトスポーツプロジェクト 6430005010499 コロナに負けない！子供たちにスポーツをする機会を復活させる ¥1,500,000

442 法人 体育・スポーツ協会 熊本県 公益財団法人熊本県スポーツ協会 9330005008303 ウェブ会議システム導入やコロナ対策を施した事業整備の推進 ¥277,000

443 個人事業主 アスリート 富山県 吉川起也 ― 人との接触を避けた自宅での非対面型トレーニング環境の充実 ¥297,000

444 法人 事務局(運営) 静岡県 特定非営利活動法人パシフィック・ドルフィン 2080005005555 新しい生活様式を意識し安心して楽しめるプール活動事業の再開 ¥293,000

445 個人事業主 アスリート 岡山県 守安政雄 ― 感染防止を目的とした非対面型トレーニングへの転換 ¥859,000

446 個人事業主 インストラクター 宮崎県 大宅功介 ― 現会員数を維持しながら新たな販路開拓へ ¥214,000

447 法人 競技団体 東京都 公益社団法人日本ペタンク・ブール連盟 6010005015895 新型コロナウイルス対策を施した環境整備等による組織運営 ¥192,000

448 個人事業主 アスリート 千葉県 近藤夏樹 ― 感染防止の為の非対面型トレーニング環境への転換と高度化 ¥585,000

449 法人 体育・スポーツ協会 福井県 公益財団法人福井県スポーツ協会 5210005009077 オンライン指導システム導入や事務所内環境整備による感染対策 ¥433,000

450 個人事業主 インストラクター 東京都 今井かおり ― オンライン　セルフコンディショニング教室 ¥216,000

451 法人 競技団体 大阪府 NPO法人北摂ベースボールアカデミー 8120905005859 野球教室の新規会員を集めるためのウェブサイト高度化事業 ¥370,000

452 法人 総合型クラブ 青森県 特定非営利活動法人スポネット弘前 2420005005413 弘前市スポーツ実施者回復・開拓事業 ¥82,000

453 個人事業主 インストラクター 兵庫県 礒部強 ― 教室の継続・回復のためのPR活動・また運営の高度化 ¥170,000
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454 任意団体 競技団体 岐阜県 岐阜県バドミントン協会 ― 新しい生活様式に対応したバドミントンの競技力向上、普及啓発 ¥1,500,000

455 個人事業主 アスリート 福島県 門馬琢麿 ― コロナ化での自宅練習環境の充実とトレーニングの高度化 ¥307,000

456 任意団体 スポーツ少年団 宮城県 岩沼西野球スポーツ少年団 ― コロナ禍における団員の練習意欲向上と練習環境の充実と高度化 ¥221,000

457 個人事業主 アスリート 滋賀県 中井護 ― 感染症対策のための自宅室内トレーニング環境の構築 ¥1,000,000

458 個人事業主 アスリート 千葉県 近藤保 ― 感染拡大防止のための非対面型トレーニングの移行と設備の設置 ¥808,000

459 任意団体 体育・スポーツ協会 宮城県 仙台市障害者スポーツ協会 ― ITシステム活用による業務運営改善プロジェクト ¥437,000

460 個人事業主 アスリート 青森県 五日市誠 ― 非対面型トレーニング環境の設置とトレーニングの高度化 ¥557,000

461 任意団体 スポーツ少年団 山梨県 天真会剣道スポーツ少年団 ― コロナ禍における活動の継続と感染症対策 ¥74,000

462 法人 事務局(運営) 神奈川県 一般社団法人魂刀流志伎会 9020005012617 武道等伝承における非対面型環境の構築事業 ¥545,000

463 法人 事務局(運営) 長野県 公益財団法人身体教育医学研究所 7100005004888 withコロナ時代のスポーツ環境整備及びテレワーク環境の構築 ¥1,500,000

464 法人 競技団体 新潟県 一般社団法人日本スケートボーディング連盟 7110005015752 競技普及のオンライン化 ¥1,000,000

465 個人事業主 インストラクター 山形県 大友勇太 ― 感染対策を施した対面レッスンと高水準オンラインレッスンの提供 ¥370,000

466 個人事業主 アスリート 千葉県 山本健也 ― 感染拡大防止を目的とした室内トレーニング環境の高度化 ¥472,000

467 法人 総合型クラブ 岐阜県 特定非営利活動法人萩原スポーツクラブ 6200005010737 月例グラウンド・ゴルフ大会復活継続事業 ¥221,000

468 個人事業主 アスリート 神奈川県 内藤秀久 ― 非対面型トレーニング環境の構築 ¥738,000

469 任意団体 スポーツ少年団 和歌山県 広川少年剣道教室 ― コロナ禍における剣道人口拡大対策とチームとしての感染症対策 ¥691,000

470 法人 事務局(運営) 青森県 一般社団法人BLUE ties Impression 9420005007080 BLUE KIDSにおける活動継続事業 ¥1,377,000

471 法人 競技団体 東京都 一般社団法人日本フレスコボール協会 6011005005548 フレスコボール オオクラカップ2020 ¥1,029,000

472 個人事業主 インストラクター 静岡県 松原忍 ― 非対面型の運動指導方法への高度化 ¥172,000

473 法人 事務局(運営) 広島県 特定非営利活動法人マーブルひろしま 7240005013891 新しい生活様式を取り入れた体操クラブへの転換 ¥651,000

474 個人事業主 インストラクター 愛媛県 杉山弥保 ― コロナ対策を施したオンライン指導 ¥82,000

475 任意団体 事務局(運営) 福島県 勿来・フォーウィンズ ― わいわいサッカー教室 ¥486,000

476 個人事業主 インストラクター 福島県 末松奈美 ― 正剛館志摩・愛宕道場交流大会及びコロナ対策を施した道場運営 ¥584,000

477 個人事業主 アスリート 神奈川県 齊藤竜也 ― 非対面型によるオンライントレーニング ¥522,000

478 法人 事務局(運営) 愛知県 一般社団法人愛知スイミングクラブ協会 1180005017756 ASCA地区別小中学生別記録会（地区別、小中学生別に開催） ¥1,280,000

479 個人事業主 インストラクター 大阪府 川床萌 ― テレワーク環境の整備とオンライン事業の取組み ¥998,000

480 法人 総合型クラブ 北海道 特定非営利活動法人枝幸三笠山スポーツクラブ 5450005003741 エムスク・オンライン推進事業 ¥1,240,000

481 個人事業主 インストラクター 愛知県 伊藤友美 ― コロナ対策を施した運営と指導方法の高度化及び事業活動継続 ¥555,000

482 法人 総合型クラブ 富山県 一般社団法人常願寺川公園スポーツクラブ 3230005008260 地域スポーツ活動持続活性化事業 ¥990,000

483 個人事業主 インストラクター 福岡県 麻生めぐみ ― コロナ対策を施したスタジオ運営及び指導方法の高度化 ¥1,213,000

484 個人事業主 アスリート 神奈川県 山田和巧 ― コロナ対策として三密を避けるための自宅トレーニング ¥321,000

485 個人事業主 アスリート 熊本県 太田黒大心 ― 非接触型トレーニング環境の構成 ¥347,000

486 個人事業主 アスリート 神奈川県 佐藤龍二 ― オンラインによる非対面型トレーニング環境の構築 ¥355,000

487 個人事業主 アスリート 兵庫県 澤田義和 ― 競輪の師弟関係とコロナ対策とを包含した新たな指導環境の構築 ¥975,000

488 個人事業主 インストラクター 千葉県 新井真一 ― コロナ対策を施したゴルフスクール運営及び指導方法の高度化 ¥990,000

489 法人 事務局(運営) 群馬県 特定非営利活動法人タケダ体操クラブ 2070005009045 第6回ぐんまちゃんカップ(体操競技交流大会) ¥784,000

490 法人 総合型クラブ 北海道 特定非営利活動法人おにスポ 1430005011304 ICTを活用したハイブリッド型運動指導推進事業 ¥422,000

491 法人 事務局(運営) 大分県 一般社団法人ミネルバスポーツクラブ 1320005009540 コロナに負けない大会再開に向けた練習環境の整備事業 ¥1,152,000

492 法人 総合型クラブ 茨城県 特定非営利活動法人境スポーツクラブ 4050005011323 感染拡大対策を取り入れた新スクールの実施 ¥798,000

493 任意団体 競技団体 岐阜県 岐阜県バレーボール協会 ― オンライン会議を取り入れたＶリーグ女子大会の運営 ¥532,000

494 法人 事務局(運営) 長崎県 公益財団法人KTNスポーツ・文化振興財団 9310005000740 第35回KTN少年ソフトボール大会 ¥508,000
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495 個人事業主 インストラクター 大阪府 原田圭子 ― スポーツ教室及び教育事業活動における指導方法の高度化 ¥948,000

496 任意団体 事務局(運営) 大阪府 新日本スポーツ連盟大阪卓球協議会 ― 安心・安全で楽しく参加できる卓球大会の開催 ¥540,000

498 個人事業主 アスリート 静岡県 丸山啓一 ― コロナ感染を避ける為の自宅トレーニング設備拡充計画 ¥820,000

499 任意団体 事務局(運営) 東京都 さくらFC ― 感染拡大予防に配慮しながらの活動再開 ¥444,000

500 任意団体 競技団体 東京都 関東大学女子バスケットボール連盟 ― 第70回記念関東大学女子バスケットボールリーグ戦 ¥1,500,000

501 個人事業主 アスリート 埼玉県 岸澤賢太 ― 自宅における非接触型練習環境の高度化 ¥205,000

502 法人 総合型クラブ 神奈川県 特定非営利活動法人ＦＣコラソン 8021005002930 ＦＣコラソン、つながる。つなげる、つぎへ。２０２０ ¥1,062,000

503 法人 体育・スポーツ協会 神奈川県 公益財団法人小田原市体育協会 1021005005782 感染予防対策を施したスポーツ振興及びテレワーク環境整備事業 ¥1,428,000

504 法人 競技団体 山口県 一般財団法人山口陸上競技協会 5250005004999 コロナ対策を施した陸上競技大会の運営継続事業 ¥1,455,000

505 個人事業主 アスリート 岐阜県 志智俊夫 ― 非対面トレーニングの移行と競技力向上の両立 ¥788,000

506 任意団体 競技団体 佐賀県 伊万里市陸上競技協会 ― 新型コロナウィルス感染拡大防止での大会運営・回復事業 ¥736,000

507 任意団体 スポーツ少年団 埼玉県 上里ミニバスケットボールスポーツ少年団 ― コロナ禍における新入部員獲得及びチームとしての感染症対策 ¥187,000

508 個人事業主 アスリート 岐阜県 上田隼 ― 非対面型トレーニング環境の設営、高度化 ¥750,000

509 任意団体 競技団体 兵庫県 芦屋市テニス協会 ― 自動エントリーシステムを導入したＨＰへのリニューアル ¥292,000

511 個人事業主 アスリート 神奈川県 齋藤輝彦 ― 非対面型の室内トレーニングを構築及び推奨 ¥1,000,000

512 個人事業主 アスリート 埼玉県 吉田裕全 ― 非接触型の練習環境の高度化 ¥816,000

513 個人事業主 アスリート 千葉県 本多哲也 ― 非対面型トレーニングの高度化計画と環境構築 ¥370,000

514 法人 事務局(運営) 愛知県 一般社団法人錬心館道場 4180305008857 スポーツ実施者の新規開拓及び安心・安全な活動環境の整備 ¥744,000

515 任意団体 競技団体 東京都 関東学生空手道連盟 ― 第63回関東大学空手道選手権大会の開催 ¥1,500,000

516 個人事業主 インストラクター 岐阜県 吉村健一 ― コロナ対策を施した道場運営及び指導方法・練習環境の高度化 ¥1,119,000

517 法人 総合型クラブ 和歌山県 特定非営利活動法人Big Brothers and Sisters Movement 21 Space 1170005005893 リモートワークの為の環境整備事業 ¥154,000

518 個人事業主 アスリート 兵庫県 松岡健介 ― 固定式自転車による室内でのバーチャル練習環境構築事業 ¥1,000,000

519 法人 体育・スポーツ協会 青森県 特定非営利活動法人六ヶ所村スポーツ協会 2420005007418 コロナ対策を施した参加対象地域限定の大会開催事業 ¥930,000

520 個人事業主 アスリート 岐阜県 伊藤嘉浩 ― 非対面型によるオンライントレーニングの高度化 ¥832,000

521 個人事業主 インストラクター 千葉県 平野智也 ― オンラインでのセラピーコンテンツ制作と拡大 ¥524,000

522 個人事業主 アスリート 茨城県 松永将 ― 非対面型トレーニング環境の充実とその高度化 ¥536,000

523 個人事業主 アスリート 香川県 児玉慎一郎 ― 非対面型トレーニング環境の構築 ¥842,000

524 任意団体 事務局(運営) 兵庫県 宮川もりもりクラブ ― 新型コロナウィルス感染症対策を施した、健康づくり ¥273,000

525 法人 事務局(運営) 広島県 一般財団法人どんぐり財団 1240005012734 会場でも自宅でも楽しめる親子体操開催による事業再建 ¥1,315,000

526 個人事業主 インストラクター 大阪府 百々麻希 ― プライベートレッスン高度化に伴う環境整備事業 ¥253,000

527 個人事業主 インストラクター 神奈川県 佐々木佑大 ― オンラインを活用したサービスの提供 ¥484,000

528 法人 競技団体 岡山県 一般社団法人渋川マリンアクティビティ協会 9260005010956 渋川ナイタービーチサッカー・ビーチバレー大会事業 ¥2,980,000

529 個人事業主 アスリート 神奈川県 白戸淳太郎 ― コロナ感染防止対策による非対面型室内トレーニングへの移行 ¥620,000

530 法人 総合型クラブ 茨城県 特定非営利活動法人ＦＣ古河 2050005010979 テレワーク環境整備事業 ¥1,000,000

531 個人事業主 アスリート 鹿児島県 大竹野裕樹 ― 感染予防を徹底した室内トレーニング及びレース参加の実現 ¥242,000

532 法人 競技団体 宮崎県 一般財団法人宮崎県水泳連盟 9350005005711 コロナ感染症対策競泳競技事業 ¥1,261,000

533 法人 競技団体 青森県 一般社団法人日本流鏑馬競技連盟 5420005007654 流鏑馬教本映像化・webミーティング環境整備事業 ¥901,000

534 個人事業主 アスリート 富山県 樋口奨平 ― コロナ禍中における事業継続の為のトレーニング環境の整備 ¥771,000

535 任意団体 事務局(運営) 北海道 屯田ベアーズ ― 安心安全で魅力高い練習環境による団員獲得と事業活動の継続 ¥652,000

536 法人 総合型クラブ 群馬県 特定非営利活動法人ザスパスポーツクラブ 2070005008237 サッカー事業における活動風景動画配信の環境整備 ¥844,000

537 任意団体 事務局(運営) 兵庫県 魚崎ローイングクラブ ― 舵手無しクォドルプル艇の購入によるより優れた練習環境の提供 ¥290,000
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538 個人事業主 アスリート 静岡県 澁谷征広 ― 新型コロナウイルス感染対策による自宅室内トレーニング ¥333,000

539 法人 総合型クラブ 埼玉県 特定非営利活動法人スポーツコミュニティ久喜 7030005004846 ジュニア陸上クラブの運営及び指導力の強化 ¥928,000

540 個人事業主 インストラクター 東京都 周藤睦 ― コロナ対策を施したジム運営及び指導方法の高度化 ¥1,295,000

541 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人 GENIO Football Club 4010805001485 活動継続の為、オンライントレーニングや極少人数での活動の導入 ¥987,000

542 法人 総合型クラブ 岡山県 ＮＰＯ法人あさくちスポーツクラブ遊ぶところ 2260005009562 総合型地域スポーツクラブ存続の為の事業 ¥1,260,000

543 個人事業主 アスリート 岡山県 片岡迪之 ― コロナ対策を施したホームジムでのトレーニング ¥402,000

544 個人事業主 インストラクター 奈良県 吉川悠騎 ― オンラインパーソナルトレーニングサービスの確立 ¥1,022,000

545 法人 総合型クラブ 長崎県 一般社団法人総合型クラブたびスポ 4310005008367 コロナ渦におけるクラブ運営持続化事業 ¥768,000

546 法人 事務局(運営) 愛知県 特定非営利活動法人スポーツ＆トレーニング・プロモーション協会 3180005016509 オンライン会議・訪問・窓口構築事業 ¥1,223,000

547 個人事業主 インストラクター 大阪府 橋本由貴子 ― コロナ対策を施したジムの運営及び指導員のスキルアップ ¥344,000

548 個人事業主 インストラクター 京都府 平松孝澄 ― コロナ対策の為の施設の充実 ¥101,000

549 個人事業主 インストラクター 東京都 城太介 ― 非対面レッスンの実施 ¥115,000

550 個人事業主 アスリート 福井県 鷲田佳史 ― 非対面式のトレーニング環境整備および競輪による地域社会貢献 ¥1,000,000

551 法人 事務局(運営) 群馬県 特定非営利活動法人ＰＡＬＡＩＳＴＲＡ 6070005009223 リモート配信環境整備事業 ¥1,500,000

552 任意団体 スポーツ少年団 富山県 南条ジュニアバドミントンスポーツ少年団 ― コロナ禍における新入部員獲得及びチームとしての感染症対策 ¥109,000

553 任意団体 スポーツ少年団 大阪府 大阪高楠剣朋会 ― コロナ禍における新入会員獲得対策 ¥114,000

554 個人事業主 アスリート 香川県 原誠宏 ― 非対面型およびソーシャルディスタンスをとった練習環境の構築 ¥729,000

555 法人 総合型クラブ 大阪府 ＮＰＯ法人せっつブルーウィングス 2120905004791 高度人材の獲得及びスポーツ教室再開・継続事業 ¥1,237,000

556 法人 体育・スポーツ協会 埼玉県 公益財団法人埼玉県スポーツ協会 8030005015553 新しい生活様式を活用したスポーツ活動環境整備事業 ¥927,000

557 任意団体 事務局(運営) 青森県 	八戸南ジュニアアイスホッケークラブ ― コロナ禍における新入部員獲得及びチームとしての感染症対策 ¥842,000

558 個人事業主 アスリート 岡山県 畝木努 ― 非対面型トレーニングの環境整備 ¥728,000

559 個人事業主 インストラクター 京都府 趙俊弼（岡俊弼） ― 練習メニュー拡大、新クラス増設による新規顧客獲得 ¥160,000

560 個人事業主 インストラクター 東京都 米田良祐 ― 指導時間の効率を図る技術動画制作 ¥91,000

561 個人事業主 インストラクター 東京都 山口みゆき ― コロナ対策のためのオンラインヨガ実施 ¥96,000

562 個人事業主 インストラクター 東京都 濱崎武雅 ― 動画配信によるランニングレッスンの強化及びモチベーション向上 ¥101,000

563 任意団体 体育・スポーツ協会 宮崎県 日向市体育協会 ― スポーツ人口回復・開拓のための情報発信力強化 ¥95,000

564 個人事業主 アスリート 徳島県 藤岡隆治 ― コロナなんかに負けるな！新しい環境整備でのトレーニング ¥961,000

565 個人事業主 アスリート 愛知県 篠原忍 ― 在宅自転車トレーニングの構築 ¥259,000

566 任意団体 競技団体 宮城県 宮城県アイスホッケー連盟 ― 新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた普及・強化体制構築事業 ¥532,000

567 個人事業主 インストラクター 和歌山県 峪紀子 ― 非接触型スタジオ運営及び非対面型指導方法の高度化 ¥771,000

568 個人事業主 インストラクター 岡山県 菅野志保 ― 新型コロナ対策を実施した運営及び新メニューと指導内容の高度化 ¥67,000

569 個人事業主 インストラクター 三重県 稲垣順子 ― コロナ対策を徹底し安全な指導方法の取り組み ¥427,000

570 法人 総合型クラブ 島根県 特定非営利活動法人浜田フットサルクラブ 6280005004723 安全・安心に配慮した、スポーツ活動の再開と充実事業 ¥1,068,000

571 法人 総合型クラブ 広島県 一般社団法人芸北道場 5240005013811 お家で気軽に講習会受講、大会観戦事業 ¥1,254,000

572 任意団体 事務局(運営) 愛媛県 愛媛県スポーツドクター協議会 ― スポーツ医科学サポート推進事業 ¥1,048,000

573 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人すみだサッカークラブ 5010605003284 クラブ活動継続事業 ¥287,000

574 任意団体 事務局(運営) 北海道 和寒東山スキー場ヒルクライムレース実行委員会 － ウイルス感染拡大予防ガイドラインに則った大会開催 ¥1,126,000

575 個人事業主 アスリート 神奈川県 成田健児 － ソーシャルディスタンスを重視した個人トレーニング転換事業 ¥723,000

576 個人事業主 インストラクター 東京都 塚本啓介 － オンライン導入による安全・安心な指導の再開・継続 ¥1,000,000

577 法人 競技団体 東京都 一般社団法人東京都ボート協会 7011005003063 ボートマンの技術向上のための大会開催事業 ¥657,000

578 法人 競技団体 沖縄県 一般社団法人沖縄陸上競技協会 4360005005327 新型コロナウィルス感染拡大予防に配慮したスポーツ大会の取組み ¥1,174,000
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579 個人事業主 インストラクター 神奈川県 池田恵子 － パーソナルトレーニング専用ホームジム立上 ¥560,000

580 任意団体 競技団体 栃木県 栃木県柔道連盟 － 柔道の普及発展にむけての事務局整備及び栃木国体準備の推進 ¥527,000

581 法人 事務局(運営) 山形県 特定非営利活動法人アクションパーク米沢 1390005007827 コロナ感染対策を施したクライミング環境の高度化 ¥1,250,000

582 任意団体 事務局(運営) 東京都 海人くらぶ － Withコロナ時代、新たな形のスイムレッスン ¥541,000

583 法人 競技団体 長野県 一般財団法人長野県バレーボール協会 7100005010498 「長野県バレーボールフェスティバル」の開催 ¥1,188,000

584 法人 総合型クラブ 埼玉県 特定非営利活動法人スポーツ・サンクチュアリ・川口 5030005012561 スポーツ・サンクチュアリ定期クラブ活動スタイル再構築事業 ¥1,181,000

585 任意団体 総合型クラブ 滋賀県 総合型クラブきのもとeye’s － 健康体操教室 ¥569,000

586 個人事業主 インストラクター 愛媛県 池田英子 － 新体操自主クラブオンラインレッスンの活動 ¥489,000

587 法人 事務局(運営) 大阪府 特定非営利活動法人日本太極柔力球連盟 1120105004627 Osaka 2020 太極柔力球リモート交流大会 ¥766,000

588 任意団体 事務局(運営) 大阪府 堺ユースサッカーフェスティバル実行委員会 － 堺ユースフレンドリーマッチ in JG ¥1,026,000

589 任意団体 事務局(運営) 岐阜県 郡上八幡柔道クラブ － コロナ対策を施した柔道教室の運営 ¥343,000

590 法人 体育・スポーツ協会 京都府 公益財団法人京都市スポーツ協会 6130005003021 健康増進と生涯スポーツ推進を図ることを目的としたスポーツ教室 ¥335,000

591 法人 事務局(運営) 京都府 特定非営利活動法人京都伏見クラブ 5130005012527 新しい時代にマッチしたチーム運営の環境作り ¥1,089,000

592 個人事業主 アスリート 静岡県 渡邉雄太 － コロナ感染を避けるための自宅トレーニング設備拡充計画 ¥740,000

593 法人 総合型クラブ 宮城県 NPO法人総合型地域スポーツクラブレッツいわぬまスポーツネット 9370005009215 コロナ禍における教室の運営等の事業活動の継続・回復事業 ¥710,000

594 法人 事務局(運営) 神奈川県 一般社団法人ヨガセラピスト協会 3021005010368 新型コロナウィルス感染拡大予防に配慮したレッスン・講座の実施 ¥1,054,000

595 個人事業主 アスリート 神奈川県 佐藤和典 － コロナ対策を施した練習と自宅練習場の非対面型への転換 ¥596,000

596 法人 事務局(運営) 栃木県 一般社団法人宇都宮村上塾 1060005008032 非対面でレッスンできるオンライン高度化事業 ¥507,000

597 法人 競技団体 東京都 一般社団法人日本車いすラグビー連盟 4030005017339 車いすラグビー活動再開事業 ¥969,000

598 個人事業主 アスリート 愛知県 小野大介 － 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

599 法人 総合型クラブ 愛媛県 特定非営利活動法人おおずスポーツクラブ 3500005007020 ICTを活用した新しいクラブ活動・運営事業 ¥336,000

600 個人事業主 アスリート 徳島県 室井健一 － トレーニングの充実した環境整備 ¥681,000

601 任意団体 事務局(運営) 大分県 別府スポーツクラブ － スポーツ=コミュニケーション(仲間)=生涯スポーツ活動 ¥368,000

602 任意団体 事務局(運営) 茨城県 ひたち野REISEフットボールクラブ － 青少年の心身の健全な育成 ¥236,000

603 法人 事務局(運営) 富山県 一般社団法人ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ 1230005008816 ホームゲーム時の観客数増に向けたファンイベント ¥1,500,000

604 個人事業主 アスリート 広島県 沖本尚織 － 競輪の高度化活動計画への取り組み ¥998,000

605 個人事業主 アスリート 千葉県 鈴木謙二 － コロナウイルス対策の為の在宅トレーニング環境整備 ¥400,000

606 任意団体 スポーツ少年団 福岡県 月の浦剣道スポーツ少年団 － 剣道教室及び所属する団員の育成と新規入団者の新たな勧誘 ¥34,000

607 法人 事務局(運営) 大阪府 特定非営利活動法人フレンドリー情報センター 7120005007856 「みんなで楽しくニュースポーツ」オンライン講習会事業 ¥831,000

608 法人 事務局(運営) 大阪府 特定非営利活動法人日本シニアテニス連盟 6122005002474 第４回日本シニアテニス秋季全国大会 ¥327,000

609 個人事業主 アスリート 大阪府 小西芳樹 － 練習環境の充実の為、トレーニング機器の購入 ¥242,000

610 法人 事務局(運営) 東京都 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ 9010005023771 B.LEAGUE U15 CHALLENGE CUP2020 ¥1,046,000

611 法人 事務局(運営) 長野県 一般社団法人信州たてしな観光協会内ビーナスマラソン大会事務局 6100005010838 女神湖駅伝大会 ¥1,500,000

612 個人事業主 アスリート 京都府 中川繁樹 － 室内トレーニング環境の構築による非対面事業モデルへの転換 ¥1,000,000

613 法人 総合型クラブ 埼玉県 特定非営利活動法人秩父地域スポーツクラブ － クラブの感染対策と新たな魅力造りの創設 ¥1,500,000

614 任意団体 競技団体 茨城県 茨城県トライアスロン協会 － 水郷潮来トライアスロン２０２０ ¥1,405,000

615 法人 競技団体 静岡県 一般社団法人静岡県水泳連盟 2080005006231 JO・高校・中学校通信大会兼第30回静岡県選手権大会 ¥625,000

616 個人事業主 アスリート 福島県 佐々木雄一 － 非対面型トレーニング環境の構築 ¥398,000

617 任意団体 競技団体 神奈川県 神奈川県ボディビル・フィットネス連盟 － 2020湘南オープンボディビル・フィットネス大会 ¥1,173,000

618 法人 競技団体 大阪府 一般財団法人大阪陸上競技協会 1120005014494 第88回大阪陸上競技選手権大会の開催 ¥1,283,000

619 個人事業主 アスリート 秋田県 根本哲吏 － 非対面型トレーニング環境整備と新トレーニング方法の確立 ¥701,000
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620 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人日本ベビーダンス協会 7010405008382 赤ちゃんを抱っこして産後も身体を動かそうベビーダンス事業 ¥480,000

621 法人 競技団体 山形県 一般財団法人山形陸上競技協会 9390005007893 ～新しい競技会のかたち～陸上競技大会再開推進事業 ¥1,500,000

622 任意団体 総合型クラブ 愛知県 刈谷市総合型地域スポーツクラブ朝日総合スポーツクラブ － ウィズコロナによるクラブ運営の維持・継続及び再開事業 ¥4,000

623 任意団体 スポーツ少年団 三重県 日進サッカースポーツ少年団 － 新生活でのスポーツ環境の拡充 ¥1,217,000

624 個人事業主 インストラクター 千葉県 田澤有貴秀 － 地域協働をテーマとした持続可能なオンラインレッスンの実施 ¥764,000

625 任意団体 スポーツ少年団 埼玉県 浦和岸町サッカースポーツ少年団 － 子供達の心と体の回復に基づいた活動再開＆チーム強化計画 ¥857,000

626 任意団体 競技団体 大阪府 高槻市サッカー連盟 － U-12の体力向上及び高齢者の健康増進 ¥612,000

627 法人 競技団体 新潟県 一般社団法人新潟県レクリエーション協会 110005014790 スポーツ・レクリエーション指導者養成事業のオンライン化 ¥706,000

628 個人事業主 アスリート 埼玉県 吉田勇人 － 新型コロナウイルス感染症拡大防止に貢献する為の自宅トレーニング ¥301,000

629 個人事業主 アスリート 大阪府 永橋武司 － 非対面型のトレーニング環境の実現 ¥716,000

630 個人事業主 アスリート 神奈川県 伊豆田浩人 － 非対面型科学的トレーニングの構築 ¥380,000

631 個人事業主 インストラクター 東京都 小野寺麻理子 － 自宅にいながらオンラインでできる、市民の健康づくり ¥122,000

632 任意団体 事務局(運営) 埼玉県 浦和辻イーグルス － 新型コロナウィルスに負けない新しい活動様式の周知と徹底 ¥76,000

633 個人事業主 アスリート 富山県 松田大 － コロナ対策　非対面個人トレーニング環境の構築 ¥533,000

634 個人事業主 インストラクター 愛知県 石井正家 － コロナ感染拡大防止を目的としたオンラインゴルフ指導の実施 ¥998,000

635 個人事業主 アスリート 大阪府 岸川哲也 － コロナ対策を施した非対面型練習環境への移行及び充実 ¥1,057,000

636 個人事業主 アスリート 福島県 佐藤一伸 － 新型コロナウイルスに対応した非対面型トレーニング環境の構築 ¥733,000

637 任意団体 事務局(運営) 愛知県 空手教室優心会 － コロナ対策を施した空手教室運営及び指導方法の高度化 ¥1,147,000

638 個人事業主 アスリート 石川県 山﨑晃 － 非対面トレーニングの高度化　選手間の感染防止 ¥804,000

639 個人事業主 アスリート 福岡県 西田大志 － COVID-19対策　非対面型オンライントレーニング ¥841,000

640 個人事業主 インストラクター 千葉県 小川武 － コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥649,000

641 個人事業主 インストラクター 東京都 植松隼人 － サッカー運営及びオンラインや動画配信による指導方法の確立 ¥709,000

642 個人事業主 アスリート 岡山県 山本貴章 － 室内トレーニングの充実化による非対面型モデルへの変換 ¥264,000

643 個人事業主 アスリート 千葉県 河上陽一 － 非対面型室内トレーニング環境の構築 ¥796,000

644 個人事業主 アスリート 埼玉県 飯田威文 － 非対面型の練習様式に移行するための自宅練習環境の高度化 ¥259,000

645 個人事業主 アスリート 三重県 三宅裕武 － 非接触型トレーニングでの高度化 ¥783,000

646 任意団体 スポーツ少年団 群馬県 月夜野東部剣道スポーツ少年団 － 剣道スポーツ少年団の運営等活動継続事業 ¥599,000

647 個人事業主 アスリート 京都府 酒井耕介 － コロナ対策を施したトレーニング施設及び方法の高度化 ¥926,000

648 任意団体 競技団体 京都府 京都府ダンススポーツ連盟 － 競技会開催に向けてのオンライン会議導入と競技採点の高度化 ¥1,315,000

649 個人事業主 アスリート 沖縄県 仲松勝太 － コロナ感染防止をした室内トレーニング環境の整備 ¥495,000

650 個人事業主 インストラクター 福井県 髙橋嘉人 － オンライン指導による非対面のパーソナルトレーニング ¥709,000

651 個人事業主 アスリート 長崎県 柿澤大貴 － 新型コロナウイルス対策の為の非対面型トレーニングへの転換 ¥614,000

652 法人 事務局(運営) 大阪府 特定非営利活動法人おおさかシニアネット 1120005008546 おおさかシティリレーマラソン in ヤンマースタジアム長居 ¥1,500,000

653 個人事業主 アスリート 埼玉県 大澤裕之 － 非対面型トレーニング環境の構築 ¥837,000

654 個人事業主 インストラクター 北海道 竹内修平 － 新機材導入及び新サービス導入によるサービスの高度化 ¥284,000

655 個人事業主 アスリート 兵庫県 後藤祐貴 － 新型コロナ感染拡大防止の為の非対面型トレーニング環境の構築 ¥550,000

656 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 新日本スポーツ連盟神奈川県バレーボール協議会 － コロナに対応し、新しいバレーボールスタイルで活動再開！ ¥240,000

657 法人 総合型クラブ 福岡県 特定非営利活動法人サンシャインフォーラム福岡　若松サンシャインスポーツクラブ 5290805005128 コロナ禍の運動不足対策『完全非接触型運動プログラム』普及事業 ¥540,000

658 個人事業主 アスリート 愛知県 愛敬博之 － 非対面式トレーニングへの転換及びトレーニングの高度化 ¥1,000,000

659 個人事業主 インストラクター 福岡県 浦川淳 － 幼少期からの運動・栄養・学びの教室「すまいるスクール」第Ⅰ期 ¥493,000

660 法人 総合型クラブ 和歌山県 特定非営利活動法人岩出まなびくらぶ 2170005006437 スポーツオンライン教室およびリモートワークの為の環境整備事業 ¥318,000
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661 個人事業主 インストラクター 兵庫県 田中弘樹 － イベント、トレーニング指導方法の高度化（オンラインレッスン） ¥371,000

662 任意団体 事務局(運営) 兵庫県 新日本スポーツ連盟兵庫テニス協議会 － マナー遵守し　安心、安全に　大会継続開催する事業 ¥578,000

663 任意団体 スポーツ少年団 宮崎県 生目台サッカースポーツ少年団 － コロナ後の新たな活動に取り組む ¥263,000

664 個人事業主 アスリート 北海道 田原宥明 － 非対面で行うトレーニングの改善 ¥271,000

665 個人事業主 インストラクター 東京都 小瀬村徹 － オンラインブレイクダンススクールUNITY ¥556,000

666 法人 競技団体 岩手県 一般社団法人岩手県山岳・スポーツクライミング協会 0400005007896 沿岸地域ボルダリング体験会（宮古地域） ¥1,050,000

667 個人事業主 アスリート 福井県 松山勝久 － 新型コロナ感染拡大防止及びスポーツ活動持続化計画 ¥268,000

668 個人事業主 インストラクター 東京都 村崎充祥 － コロナの状況に適応したトレーニング指導の高度化 ¥374,000

669 任意団体 事務局(運営) 京都府 合気道向日町教室 － 合気道における「ブレンド型稽古」の構築と実施 ¥383,000

671 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構 5011105005449 ウィズコロナ時代のウェブセミナーの実施及びテレワークの推進 ¥1,009,000

672 個人事業主 アスリート 神奈川県 中西司 － 非対面型室内トレーニングの設営 ¥1,000,000

673 個人事業主 インストラクター 石川県 松田裕 － 感染予防を徹底してパーソナルトレーニングで収益を増やす ¥278,000

674 個人事業主 アスリート 三重県 西村豊 － 非接触型トレーニングでのトレーニング高度化 ¥701,000

675 個人事業主 アスリート 香川県 北野佑汰 － 非対面型でのトレーニングによる競輪選手の体力強化が目的 ¥329,000

676 任意団体 事務局(運営) 茨城県 中郷フレンズ － コロナ自粛による運動不足を、家族で安全に楽しく解消する ¥243,000

677 個人事業主 インストラクター 神奈川県 野上元 － コロナ対策を施したジム運営・指導方法のテレワークによる高度化 ¥1,062,000

678 個人事業主 インストラクター 神奈川県 小山内夏海 － コロナ渦での新しい運動習慣づくり ¥185,000

679 個人事業主 インストラクター 熊本県 氷室昌朋 － 対面型・非対面型レッスンの融合と指導者育成事業の告知 ¥1,070,000

680 個人事業主 アスリート 埼玉県 新井剛央 － 非対面型室内トレーニング場環境の整備 ¥109,000

681 法人 事務局(運営) 鳥取県 特定非営利活動法人南部町総合型地域スポーツクラブ 6270005005086 在宅またはサテライト型リモート教室の実施 ¥1,349,000

682 任意団体 事務局(運営) 和歌山県 貴志少年剣道クラブ － コロナ禍における感染症対策と新入部員獲得 ¥498,000

683 個人事業主 インストラクター 鹿児島県 草ノ瀬公一郎 － 鹿児島杯開催（S/Jリーグ参戦チームを中心に団体戦実施） ¥1,347,000

684 法人 事務局(運営) 和歌山県 特定非営利活動法人くちくまのクラブ 5170005004132 感染予防策と活動継続・リモートワーク環境整備事業 ¥503,000

685 個人事業主 インストラクター 兵庫県 石井奈美 － コロナ対策を施したサロン運営及びオンライン指導の構築 ¥558,000

686 法人 競技団体 東京都 公益財団法人全日本軟式野球連盟 6011005003650 JSPO公認スポーツ指導者養成オンライン講習会 ¥1,022,000

687 任意団体 事務局(運営) 群馬県 西富士友の会 － 大会開催に向けた検討会議の開催、及びプレ大会の実施 ¥98,000

688 個人事業主 アスリート 宮崎県 四元慎也 － 新型コロナウイルス対策による練習環境の構築 ¥839,000

689 個人事業主 アスリート 山梨県 志村龍己 － 感染症対策における近代テレワークトレーニングへの移行 ¥1,000,000

690 法人 競技団体 山梨県 特定非営利活動法人八ヶ岳グランデフットボールクラブ 5090005005031 リモートワーク導入・WEB会議・オンライン講習会の実施等 ¥1,459,000

691 個人事業主 アスリート 福岡県 杉山剛 － コロナ対策をした非対面型練習環境の構築とトレーニングの高度化 ¥549,000

692 個人事業主 インストラクター 香川県 大仲優美 － オンライン指導と対面指導の両立による指導力の高度化 ¥316,000

693 法人 事務局(運営) 宮城県 特定非営利活動法人石巻スポーツ振興サポートセンター 4370305000761 シニアフィットネス事業・わんぱくスポーツ・オリパラ普及事業 ¥811,000

694 個人事業主 インストラクター 東京都 青柳雅人 － オンラインと動画を活用したトレーニング指導環境の高度化事業 ¥313,000

695 任意団体 事務局(運営) 東京都 ジュニア育成ソフトテニス教室 － ジュニア育成ソフトテニス教室の再開 ¥294,000

696 個人事業主 アスリート 東京都 上田桃子 － 合宿やタブレット利用の遠距離指導等による体力強化、技術向上 ¥1,000,000

697 任意団体 事務局(運営) 東京都 日本スイミングクラブ協会関東支部 － コロナ対策下での、リモートによる各種セミナー・講習会運営対策 ¥298,000

698 法人 事務局(運営) 静岡県 一般社団法人ブレス浜松 1080405006435 個人サポーター増加を図るための広報戦略とチームの維持存続 ¥1,462,000

699 個人事業主 アスリート 宮城県 阿部英光 － 完全な非対面でのトレーニングが可能となるような環境の構築 ¥259,000

700 個人事業主 アスリート 宮城県 嶋貫高大 － 完全な非対面かつ、実走を補えるような高度な練習環境作り ¥332,000

701 個人事業主 インストラクター 熊本県 西村栄治 － キッズ・ジュニアサッカークラブの運営・大会開催等 ¥323,000

702 個人事業主 インストラクター 愛知県 服部絵里香 － オンライン指導への切り替えと対面レッスンの事業継続と拡大 ¥483,000
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703 個人事業主 インストラクター 沖縄県 川上佳祐 － コロナ渦におけるスキューバーダイビングインストラクターの継続 ¥479,000

704 任意団体 事務局(運営) 福岡県 小郡南サッカークラブ － 七夕カップ（U-9)　参加チーム　20チーム予定 ¥1,022,000

705 法人 競技団体 福岡県 一般社団法人全日本高等学校ダンス連盟 8290805008598 第10回全日本高等学校チームダンス選手権大会映像審査 ¥1,015,000

706 個人事業主 インストラクター 大阪府 濵田敦 － 非接触型アクロバット器具の導入 ¥144,000

707 法人 事務局(運営) 大阪府 特定非営利活動法人からだとこころのスクール 1120105003942 障がい児のための対面・オンライン運動教室、指導者講習会事業の充実 ¥534,000

708 個人事業主 アスリート 新潟県 藤原亜衣里 － 感染拡大防止による室内トレーニングの設営 ¥956,000

709 任意団体 事務局(運営) 千葉県 FCアミスター － コロナ渦に対応した非接触対策とオンライントレーニング ¥999,000

710 個人事業主 インストラクター 愛媛県 二宮博昭 － 支部長会議や練習内容の打合にオンライン授業環境の構築 ¥230,000

711 任意団体 事務局(運営) 福岡県 福岡ジュニアヨットクラブ － 効果的なコーチングによる技術向上、育成トレーニング ¥985,000

712 個人事業主 アスリート 岡山県 奥村諭志 － 室内トレーニング環境の用意と室内トレーニングの高度化 ¥1,000,000

713 法人 総合型クラブ 北海道 特定非営利活動法人幕別札内スポーツクラブ 6460105001932 ＩＣＴ化推進と三密対策による安心・安全・満足度・向上事業 ¥1,309,000

714 任意団体 総合型クラブ 京都府 フォー遊クラブ － コロナ渦におけるバドミントン練習会・大会実施と感染症対策 ¥761,000

715 任意団体 事務局(運営) 東京都 東京大学学士ホッケークラブ － 新しい生活様式におけるホッケー活動再開に向けたサポート ¥587,000

716 法人 事務局(運営) 北海道 一般社団法人ノーススタークリエイション 9430005012848 第7回ALL北海道ノーススターバドミントン大会（個人戦） ¥289,000

717 個人事業主 アスリート 徳島県 三ツ石康洋 － 非対面型トレーニング環境の整備、改善 ¥358,000

718 任意団体 競技団体 京都府 京都市テニス協会 － テニス大会再開継続に向けた感染症対策及びテレワーク環境整備 ¥1,075,000

719 任意団体 競技団体 岡山県 岡山県スキー連盟 － 新型コロナウイルス感染症拡大予防のための拡声器購入事業 ¥426,000

720 個人事業主 インストラクター 神奈川県 藤原章子 － 対面型レッスンからオンラインレッスンの更なる推進 ¥41,000

721 個人事業主 アスリート 静岡県 石川英昭 － 人との密を避けるための自宅トレーニング ¥123,000

722 任意団体 スポーツ少年団 愛媛県 浮穴スポーツ少年ソフトボール部 － コロナ禍における新入部員の獲得及びチームの感染予防対策 ¥156,000

723 個人事業主 アスリート 富山県 竹澤浩司 － 非対面トレーニングでの競技力向上と新規事業に向けての準備 ¥614,000

724 任意団体 競技団体 島根県 島根県カヌー協会 － カヌースポーツ普及活動拡大・継続への支援事業 ¥1,000,000

725 個人事業主 アスリート 栃木県 佐藤悦夫 － 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 ¥947,000

726 任意団体 事務局(運営) 福井県 福井県シニアテニス連盟 － 第６３回福井県シニアテニス連盟秋季大会 ¥12,000

727 個人事業主 インストラクター 大阪府 藤林信文 － コロナ感染予防による動画配信、オンラインレッスン導入 ¥483,000

728 任意団体 競技団体 愛知県 愛知県馬術連盟 － 2020 愛知馬術大会 ¥720,000

729 法人 競技団体 埼玉県 一般社団法人日本フリースタイルフットボール協会 6030005016322 コロナ対策を施したオンラインでのリフティング検定 ¥1,182,000

730 法人 事務局(運営) 大阪府 特定非営利活動法人関西ジュニアスポーツ協議会 9120005018934 各種大会サポート＆試合分析＆パーソナルトレーニング ¥1,353,000

731 法人 総合型クラブ 兵庫県 NPO法人サンブロススポーツクラブ 1140005007934 新環境対応型 イノベーションカップ ¥1,048,000

732 法人 競技団体 大阪府 一般社団法人大阪女子ハンドボールクラブ（大阪ラヴィッツ） 7120005019380 コロナ対策に留意した大会運営とチーム強化のための合宿や遠征 ¥2,970,000

733 法人 競技団体 東京都 一般社団法人渋谷区スポーツチャンバラ協会 6011005006166 テスト大会の開催およびスポーツチャンバラ練習会運営事業 ¥1,500,000

734 任意団体 事務局(運営) 静岡県 浜松カップ実行委員会 － 浜松カップ（ミニバスケットボール）交流大会 ¥355,000

735 個人事業主 インストラクター 大阪府 瀬戸彬仁 － コロナ対策を施したフットサルスクール運営及び指導方法の高度化 ¥1,124,000

736 個人事業主 インストラクター 鹿児島県 小原匡博 － バスケットボール技術向上と活性化及びクリニックイベント事業 ¥339,000

737 任意団体 少年団 宮城県 吉成サッカースポーツ少年団 － 吉成サッカースポーツ少年団２０２０年新コロナウイルス対策事業 ¥107,000

738 任意団体 事務局(運営) 東京都 新日本スポーツ連盟三多摩連盟 － 安心、安全な月例多摩川ロードレース大会を再開し継続的に行う ¥260,000

739 個人事業主 インストラクター 神奈川県 加藤怜 － 非対面によるオンラインパーソナルトレーニング指導の実施 ¥686,000

740 個人事業主 アスリート 神奈川県 小菅誠 － 非対面型トレーニング環境の構築 ¥457,000

741 法人 事務局(運営) 北海道 一般社団法人スポーツリレーションシップ協会 5460305001898 メンタルトレーニング教室の感染症対策と、オンライン化 ¥1,031,000

742 任意団体 総合型クラブ 茨城県 スポーツクラブひたまる25 － コロナ禍における会員獲得と貯筋力アップを通しての感染症対策 ¥376,000

743 任意団体 事務局(運営) 山梨県 エスポワールフットサルクラブ － コロナ対策を施したフットサル運営及び指導 ¥1,022,000
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744 任意団体 総合型クラブ 栃木県 ちゅんちゅんさわやかスポーツクラブ・雀宮 － 当地域スポーツクラブが休止していた各種目の活動再開 ¥215,000

745 個人事業主 アスリート 大阪府 坂本匡洋 － 対面を避けた自宅トレーニング環境の整備 ¥528,000

746 法人 総合型クラブ 山形県 ＮＰＯ法人中山総合スポーツクラブ 1390005008379 総合型地域スポーツクラブの事業再開に向けた安全対策 ¥447,000

747 個人事業主 アスリート 宮崎県 東隆之 － コロナ対策による練習環境の高度化・継続 ¥772,000

748 個人事業主 アスリート 岡山県 河端朋之 － 非対面型トレーニング環境の構築 ¥978,000

749 任意団体 事務局(運営) 東京都 エクストリームシリーズ実行委員会 － withコロナ時代ならではのあるがままの自然を活用した大会 ¥476,000

750 個人事業主 アスリート 大阪府 伊藤信 － コロナ対策を施したトレーニングジム及び、オンラインコーチングの導入 ¥1,000,000

751 法人 事務局(運営) 兵庫県 特定非営利活動法人Ｄ-ＭＡＸ 7140005020881 ウエイトリフティング判定記録会及びフィードバック指導 ¥1,500,000

752 法人 事務局(運営) 大阪府 一般社団法人地域スポーツ教育CSR 9120005018257 コロナ対策を施した法人運営と指導方法の高度化 ¥1,160,000

753 個人事業主 その他個人 静岡県 山田真也 － コロナ対策を徹底したオンライントレーニングと遠隔イベント開催 ¥1,028,000

754 個人事業主 公認指導者 千葉県 加藤敦志 － ニューノーマルに即した競技、コーチング法と講習の創出と実践 ¥272,000

755 個人事業主 アスリート 埼玉県 片折亮太 － コロナ対策を施したトレーニング及び競輪復興を目指す事業 ¥957,000

756 個人事業主 アスリート 千葉県 篠田宗克 － 非対面型トレーニングの実行と提供 ¥472,000

757 個人事業主 アスリート 愛知県 渡邊健 － コロナに対応した自宅でのトレーニング及び指導 ¥669,000

758 法人 事務局(運営) 千葉県 一般社団法人日本BMX振興会 9040005020122 レッスンの多様化に伴う練習場の整備 ¥1,000,000

759 法人 総合型クラブ 神奈川県 一般社団法人かまくら総合型スポーツクラブ 2021005010625 オンラインフィットネス事業 ¥1,000,000

760 法人 競技団体 福島県 一般財団法人福島陸上競技協会 3380005011621 第75回福島県陸上競技選手権大会兼第66回県高校体育大会 ¥1,137,000

761 個人事業主 インストラクター 千葉県 新生剛士 － with コロナに対応したオンライン＆対面指導環境の整備 ¥1,013,000

762 法人 競技団体 東京都 公益財団法人全日本空手道連盟 3010605002528 新型コロナウイルス感染防止対策ビデオの作成 ¥1,270,000

763 任意団体 事務局(運営) 兵庫県 城陽JVC － 親子バレーボール教室及びバレーボールレベルアップ教室 ¥32,000

764 個人事業主 アスリート 静岡県 大塚英伸 － コロナ感染を避ける為の自宅トレーニング設備拡充計画 ¥816,000

765 個人事業主 公認指導者 愛媛県 高須賀潤 － 新しい生活様式を取り入れたトレーニング指導の実践 ¥428,000

766 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人King of Cheerleaders’ Association 3011105008841 ICT 活用による技術講習会のオンライン化促進 ¥1,219,000

767 個人事業主 アスリート 兵庫県 藤田真 － 非対面式トレーニングとトレーニングの高度化 ¥322,000

768 個人事業主 インストラクター 静岡県 青山澄代 － スポーツ指導のオンライン化 ¥498,000

769 法人 総合型クラブ 石川県 一般社団法人鞍月スポーツクラブ 6220005008036 ＩＴ化によるテレワーク導入とスポーツ教室のオンライン対応 ¥602,000

770 任意団体 事務局(運営) 長野県 飯山市スキークラブ － 飯山市スキークラブにおける活動再開継続事業 ¥534,000

771 任意団体 事務局(運営) 東京都 コレーガサッカークラブ － サッカー活動の再開・継続事業・環境の充実 ¥161,000

772 任意団体 競技団体 岡山県 おかやまビーチスポーツ協会 － ビーチスポーツ無観客観戦の為のライブ映像配信等環境設備事業 ¥1,500,000

773 個人事業主 インストラクター 埼玉県 堀越春芳 － コロナ対策を取り入れた次世代型道場の運営 ¥790,000

774 個人事業主 アスリート 神奈川県 野村純宏 － 非対面型トレーニング環境の構築 ¥561,000

775 法人 総合型クラブ 徳島県 一般社団法人NICE 5480005006213 ３つの「０（オー）」で、コロナを乗り越えよう事業 ¥1,500,000

776 個人事業主 公認指導者 埼玉県 白岩大助 － 非対面型トレーニング環境の整備 ¥983,000

777 法人 事務局(運営) 茨城県 一般社団法人TAISO LAND 4050005005515 非対面形式への転換事業 ¥992,000

778 法人 事務局(運営) 大阪府 一般社団法人スポーツクラブキックオフ 9120005021418 淡路島サマーサッカークリニック ¥637,000

779 個人事業主 インストラクター 新潟県 ライフトレーニングジム吉田晃 － コロナ対策を施したジム運営及び指導方法の高度化 ¥695,000

780 個人事業主 アスリート 富山県 表大暁 － 個人練習、室内練習であってもこれまでより上を目指す ¥892,000

781 個人事業主 アスリート 福岡県 穴井利久 － 新型コロナ対策と競技スキルの高度化 ¥824,000

782 任意団体 競技団体 島根県 出雲市剣道連盟 － 令和2年度斐川剣道大会 ¥548,000

783 法人 総合型クラブ 愛知県 特定非営利活動法人ウィル大口スポーツクラブ 5180005009411 コロナ対策を講じた総合型地域スポーツクラブ運営事業 ¥892,000

784 法人 総合型クラブ 愛知県 一般社団法人みはまスポーツクラブ 5180005018214 健康で生きがいのある生活のためのスポーツ環境づくり事業 ¥444,000
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785 個人事業主 アスリート 北海道 中村弘之輔 － 非対面型室内トレーニング設備の導入 ¥288,000

786 個人事業主 アスリート 愛知県 小川大地 － 室内における合同トレーニング環境の構築 ¥568,000

787 個人事業主 アスリート 岡山県 取鳥雄吾 － 新型バイク等の購入による環境改善及び技術の向上 ¥310,000

788 個人事業主 アスリート 鹿児島県 竹野行登 － 新型コロナウイルス感染予防、充実した個人トレーニングの継続 ¥531,000

789 任意団体 競技団体 大阪府 大阪府フライングディスク協会 － 大阪府内JFDA 登録会員の競技離れ抑制と普及活動支援 ¥600,000

790 任意団体 事務局(運営) 愛知県 フレンズ － コロナ対策を施したダンス教室の通常運営 ¥1,500,000

791 任意団体 競技団体 京都府 京都府社会人バスケットボール連盟 － 試合再開に伴う安心・安全対応ならびにスタッフ動員対策 ¥1,309,000

792 法人 事務局(運営) 茨城県 特定非営利活動法人アスレチッククラブもりや 6050005011916 コロナ対策をした大会運営と動画を活用した非対面型練習で事業拡大 ¥967,000

793 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人グッド・エイジング・エールズ 4010005016094 非接触形式でのマラソン大会・スポーツ大会の企画開催 ¥1,277,000

794 法人 事務局(運営) 長崎県 一般社団法人ウィルチェアアスリートクラブソシオSOEJIMA 8310005007695 新型コロナウイルス感染予防対策を講じた練習会・教室の再開事業 ¥641,000

795 法人 事務局(運営) 沖縄県 一般社団法人石垣島アスリートクラブ 5360005005664 安心・安全な陸上競技大会で練習成果を発表できる機会を作る事業 ¥642,000

796 法人 競技団体 東京都 一般社団法人東京都ドラゴンボート協会 9010405015427 海の森水上競技場において、合同練習会を開催する ¥707,000

797 法人 事務局(運営) 北海道 一般社団法人スキルチャレンジ 1460005001459 トレスタスポーツトレーニング非接触型の環境整備による改善 ¥1,447,000

798 任意団体 事務局(運営) 北海道 スキルチャレンジアイスホッケーアカデミー － スキルチャレンジアイスホッケーアカデミー ¥1,435,000

799 個人事業主 インストラクター 栃木県 対馬伸也 － オンライン環境を活用したフィットネス高度化 ¥696,000

800 個人事業主 アスリート 香川県 真鍋伸也 － コロナ対策のための室内トレーニングへの移行 ¥452,000

801 法人 事務局(運営) 埼玉県 NPO法人杉戸町総合型スポーツクラブすぎスポ 1030005016302 コロナウィルス感染予防しながらの、スポーツ教室継続事業 ¥248,000

802 法人 競技団体 東京都 公益財団法人日本フラッグフットボール協会 5011005003040 FLAG FOOTBALL PROJECT2028 ¥1,375,000

803 個人事業主 アスリート 埼玉県 大澤雄大 － 非対面型トレーニング環境の整備 ¥387,000

804 個人事業主 インストラクター 兵庫県 工藤裕美 － 非接触指導でも効果的に取り組めるリングを使ったピラティス指導 ¥95,000

805 個人事業主 アスリート 徳島県 松本卓也 － 三密を避けるためのトレーニング環境の設備 ¥247,000

806 法人 競技団体 東京都 公益社団法人日本スカッシュ協会 3010005016748 ジャパンスカッシュスペシャルマッチ＆テレワーク環境整備事業 ¥783,000

807 個人事業主 インストラクター 三重県 酒井茂宏 － コロナ対策を施したジム運営及び指導方法のハイブリッド化 ¥539,000

808 任意団体 事務局(運営) 北海道 根室スイミングクラブ － 陸上トレーニングの取り組みとオンライン設備の充実 ¥371,000

809 法人 事務局(運営) 広島県 特定非営利活動法人廿日市スポーツクラブ 7240005006978 リモートワーク環境整備事業 ¥150,000

810 法人 競技団体 東京都 特定非営利活動法人日本混合バレーボール連盟 3010805001478 「WITHコロナ」方式による大会再開事業 ¥1,084,000

811 個人事業主 その他個人 千葉県 阿蘇紀子 － ジュニア・アマチュア向けのゴルフ規則講習会事業 ¥254,000

812 個人事業主 アスリート 神奈川県 清水啓輔 － WITHコロナ時代に即した競技活動と顧客獲得の再開と高度化 ¥677,000

813 個人事業主 インストラクター 神奈川県 峯岸道子 － コロナ対策を講じたスタジオ運営及びレッスンのオンライン化 ¥306,000

814 任意団体 その他個人 大阪府 Chain － コロナ対策を施したスポーツ大会の企画運営、動画配信 ¥2,500,000

815 個人事業主 アスリート 香川県 網谷竜次 － トレーニングの非対面型への移行、及び高度化 ¥1,000,000

816 個人事業主 アスリート 高知県 伊藤貴史 － 非対面式トレーニングの構築、感染拡大防止策 ¥308,000

817 任意団体 競技団体 愛媛県 愛媛県卓球協会 － 愛媛県卓球の再生・活性化に向けた愛媛県卓球協会事業の推進 ¥1,045,000

818 法人 体育・スポーツ協会 長野県 公益財団法人飯田市スポーツ協会 3100005010782 効率的な事業推進のためのリモート環境整備事業 ¥999,000

819 個人事業主 アスリート 徳島県 作田悦章 － 非対面式トレーニングへの練習環境の充実 ¥145,000

820 個人事業主 インストラクター 宮崎県 下田正義 － 感染症対策を施した道場運営及びオンライン指導 ¥305,000

821 個人事業主 公認指導者 東京都 福田昌弘 － トレーニングのオンライン化、すべてのコンテンツを事前に撮影 ¥1,000,000

822 個人事業主 アスリート 岡山県 柏野智典 － コロナ対策としての室内トレーニング設備のオンライン化対応 ¥846,000

823 個人事業主 アスリート 神奈川県 小島歩 － 自宅及び自宅周辺での非対面・非接触型トレーニング環境の整備 ¥824,000

824 個人事業主 アスリート 兵庫県 樫村伸平 － コロナ下での新しいトレーニング環境への移行と構築 ¥641,000

825 個人事業主 アスリート 滋賀県 藤井昭吾 － 非対面型練習環境の整備 ¥465,000
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827 個人事業主 アスリート 神奈川県 佐々木龍 － コロナ対策による非対面式の練習環境の高度化 ¥793,000

828 個人事業主 インストラクター 埼玉県 棒田祐輔 － コロナ対策を施したジム運営及び指導方法と会員数回復の高度化 ¥1,199,000

829 個人事業主 インストラクター 東京都 尾代智子 － 事業継続のための高度化した顧客回復・開拓の取り組み ¥536,000

830 法人 事務局(運営) 和歌山県 公益社団法人和歌山県柔道整復師会 4170005000859 オンラインを利用した大会、教室、セミナー開催のための環境整備 ¥387,000

831 任意団体 総合型クラブ 群馬県 うすねニュースポーツクラブ － コロナ共生社会におけるスポーツ事業の継続と開拓事業 ¥1,126,000

832 個人事業主 アスリート 群馬県 矢島一弥 － 非対面型オンライントレーニング環境の充実化 ¥492,000

833 個人事業主 アスリート 愛知県 井田晶之 － 室内練習場におけるトレーニング環境の整備 ¥445,000

834 個人事業主 インストラクター 大阪府 小川江利 － オンラインレッスン導入に向けたシステムの構築とサービス継続 ¥559,000

835 任意団体 事務局(運営) 石川県 minatoJBSC － 新規クラブ員獲得及び、専門家による講習会事業 ¥288,000

836 任意団体 体育・スポーツ協会 東京都 国分寺市体育協会 － コロナ渦における加盟団体活動支援の情報・通信インフラ整備事業 ¥568,000

837 個人事業主 アスリート 群馬県 稲村好将 － 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 ¥892,000

838 個人事業主 アスリート 静岡県 夏目新吾 － コロナ感染を避けるための自宅室内トレーニング設備拡充計画 ¥1,000,000

839 個人事業主 インストラクター 東京都 禰津久子 － 健康教室のリモート化および健康2次被害予防の指導の高度化 ¥239,000

840 任意団体 事務局(運営) 兵庫県 すずらんローンテニスクラブSTU － 活発なホームページでの広報とナイター環境を整え回復を目指す ¥155,000

841 個人事業主 インストラクター 東京都 木ノ下憲子 － 講座のオンライン化による健康サービスの維持と拡大 ¥915,000

842 個人事業主 アスリート 三重県 梅澤謙芝 － 自身の高度化と非対面型屋内トレーニング環境の整備 ¥654,000

843 個人事業主 インストラクター 埼玉県 今井沙那恵 － レッスンのオンライン化と、WEB活用で広報強化し新規顧客獲得 ¥396,000

844 個人事業主 アスリート 大分県 牧剛央 － １人でも屋内練習でも力を付けてファンの期待に応える取組 ¥533,000

845 法人 総合型クラブ 埼玉県 NPO法人浦和スポーツクラブ 030005001809 会員とスタッフの安全安心の確保と事業継続のための環境整備事業 ¥1,243,000

846 法人 総合型クラブ 山梨県 特定非営利活動法人アストリースポーツクラブ 7090005007323 スポーツクラブの継続・開拓・運営の高度化のための事業 ¥813,000

847 法人 事務局(運営) 兵庫県 一般社団法人神戸ファストジャイロ 2140005024870 コロナウイルス対策を踏まえた大会の実施と練習環境の充実 ¥519,000

848 法人 総合型クラブ 神奈川県 特定非営利活動法人トリトン藤沢スポーツクラブ 5021005010738 「新しい応援のカタチ」環境整備事業 ¥679,000

849 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人ドリームアシストクラブ 3040005018023 マラソン大会開催とランニング動作解析等オンライン指導の高度化 ¥1,026,000

850 任意団体 事務局(運営) 島根県 スペシャルオリンピックス日本・島根 － 知的障がい者と取組むコロナ禍でのスポーツ活動環境づくり事業 ¥1,243,000

851 法人 競技団体 和歌山県 一般社団法人和歌山県サッカー協会 3170005001858 ネットワーク環境の整備・活用による大会・イベントの支援事業 ¥1,140,000

852 個人事業主 インストラクター 宮崎県 大有裕美 － コロナ対策を施した教室環境の充実、広告による参加者回復事業 ¥112,000

853 任意団体 事務局(運営) 兵庫県 新宮剣志館 － 新型コロナウイルス感染対策における新しい剣道会運営の構築事業 ¥596,000

854 個人事業主 アスリート 埼玉県 小沼良 － コロナ渦に対応した練習環境の拡充 ¥977,000

855 個人事業主 インストラクター 兵庫県 山野博久 － 地方大会初の大会ライブ配信～淡路おのころカップライブ開催 ¥1,248,000

856 個人事業主 インストラクター 神奈川県 中村元樹 － オンライン指導・講演会の実施と定期イベントによる新規顧客開拓 ¥1,275,000

857 個人事業主 インストラクター 東京都 小沼恵子 － オンラインレッスン導入による三密を防いだ「密接な指導」の実現 ¥1,156,000

858 任意団体 事務局(運営) 宮城県 宮城キンボールスポーツクラブ（ＭＫＳＣ）２０１２ － コロナ禍における新しい練習スタイルの構築と感染症対策 ¥107,000

859 個人事業主 公認指導者 京都府 水田晃司 － スタジオ設備拡充及びオンラインによる指導の高度化 ¥1,069,000

860 個人事業主 インストラクター 大阪府 今井宏幸 － オンラインレッスン非対面強化！コロナに負けないジムへ！ ¥725,000

861 任意団体 総合型クラブ 徳島県 いけだスポーツクラブ 4700150057955 いけだスポーツクラブ アギト事業 ¥427,000

862 法人 体育・スポーツ協会 神奈川県 公益財団法人神奈川県スポーツ協会 6020005010268 専門委員会Web会議の実施 ¥162,000

863 任意団体 総合型クラブ 宮崎県 総合型地域スポーツクラブみやざき中央スポーツクラブ － 総合型地域スポーツクラブ運営事業 ¥895,000

864 任意団体 少年団 宮城県 住吉ツインズスポーツ少年団 － 新規入団者の獲得とリモートトレーニング環境の整備 ¥1,060,000

865 個人事業主 インストラクター 東京都 石黒希 － マタニティ向け、筋力体力向上の為のオンラインレッスンの高度化 ¥536,000

866 任意団体 競技団体 神奈川県 鎌倉市バスケットボール協会 － バスケットボール大会や各種講習会のオンライン配信事業 ¥348,000

867 法人 体育・スポーツ協会 奈良県 公益財団法人奈良県スポーツ協会 915005000724 育成年代スポーツ障害予防セミナー ¥620,000
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868 法人 総合型クラブ 奈良県 一般社団法人元気ひまわりクラブ三郷 6150005009066 動画配信サービス及びオンラインレッスンの提供 ¥254,000

869 任意団体 事務局(運営) 北海道 北海道ノルディック・ウォーク連盟 － 2020ノルディック・ウォークフェスタinサッポロの開催 ¥234,000

870 任意団体 少年団 広島県 高陽ヴェルデュールスポーツ少年団 － コロナ下における分散練習および感染症対策の実施 ¥226,000

871 任意団体 少年団 宮崎県 川東ハンドボールスポーツ少年団 － コロナ禍における新入部員獲得及びチームの感染症対策 ¥361,000

872 個人事業主 インストラクター 埼玉県 辰野弥千子 － 健康回復・増進を目的とした安心安全なオンラインレッスン提供 ¥425,000

873 個人事業主 アスリート 福岡県 樫山恭柄 － コロナ対策を施した練習環境の構築及びトレーニングの高度化 ¥563,000

874 法人 総合型クラブ 神奈川県 一般社団法人横浜FCスポーツクラブ 4020005010402 クラブ運営継続および観戦拡大事業 ¥1,096,000

875 法人 体育・スポーツ協会 新潟県 公益財団法人新潟市スポーツ協会 6110005014821 事務効率化・テレワーク環境整備事業 ¥679,000

876 個人事業主 アスリート 兵庫県 深澤裕子 － オンラインによる運動指導や講話活動、及び自宅パーソナル指導 ¥427,000

877 個人事業主 公認指導者 和歌山県 中尾隼土 － オンライン指導の導入、コロナ対策を施した安全なスクール運営 ¥1,500,000

878 個人事業主 アスリート 広島県 和田誠寿 － 非対面型トレーニング環境の整備事業 ¥624,000

879 任意団体 少年団 静岡県 富士市卓球スポーツ少年団 － コロナ禍における団員獲得及び集団練習の回復と改善活動 ¥348,000

880 個人事業主 アスリート 長野県 黒河内由実 － コロナ対策の為の非対面型トレーニング環境の構築 ¥490,000

882 個人事業主 インストラクター 神奈川県 金子聖 － オンラインでの非対面活動と安全確保による対面レッスン併用事業 ¥375,000

883 任意団体 競技団体 愛知県 愛知県ハンドボール協会 － 愛知県ハンドボール協会活動継続事業 ¥1,120,000

884 個人事業主 インストラクター 千葉県 五味澄子 － 非対面によるグループレッスン指導方法の高度化と事業の維持拡大 ¥287,000

885 任意団体 競技団体 和歌山県 海南サッカー協会 － コロナ禍における協会組織の強靭化及び新しい活動方法の構築 ¥1,030,000

886 個人事業主 インストラクター 滋賀県 中村由樹 － オンライン指導の導入、コロナ対策を施した安全なサークル運営 ¥1,025,000

887 個人事業主 アスリート 長野県 小西隆文 － オンラインレッスンの宣伝と高度化、練習環境の充実 ¥663,000

888 個人事業主 アスリート 福岡県 中井大介 － コロナ禍での事業継続の為の環境構築及びトレーニングの高度化 ¥829,000

889 法人 事務局(運営) 神奈川県 一般社団法人日本母子健康運動協会 7021005009695 母子健康運動指導者コースのオンライン化と指導の方法の高度化 ¥933,000

890 法人 競技団体 東京都 一般社団法人東京都空手道連盟 8011305000635 感染防止ガイドラインに基づく講習会・審査会の実施及び動画配信 ¥479,000

891 法人 事務局(運営) 福岡県 一般社団法人西福岡スポーツクラブ 5290005017254 非対面型指導環境の構築及びトレーニング環境と集客の充実化 ¥594,000

892 個人事業主 インストラクター 新潟県 高島愛 － 個別対応運動指導の導入とオンラインによる健康、運動指導の導入 ¥1,093,000

893 法人 体育・スポーツ協会 岡山県 一般財団法人岡山市スポーツ協会 1260005010075 オンライン会議環境整備事業 ¥329,000

894 任意団体 競技団体 広島県 広島県ボート協会 － コロナ渦に対応したボート競技の普及振興・強化及び事務改善事業 ¥794,000

895 法人 競技団体 岡山県 一般社団法人岡山県サッカー協会 8260005002405 コロナ禍での事業中止に伴う代替試合、サッカー教室の実施 ¥1,500,000

896 法人 競技団体 神奈川県 一般社団法人神奈川県水泳連盟 6021005008888 ネット配信を活用した新たな競技会観戦方式の構築 ¥720,000

897 法人 体育・スポーツ協会 千葉県 公益財団法人千葉県スポーツ協会 2040005016787 「感染症拡大予防ガイドライン」に則した法人運営の推進 ¥939,000

898 個人事業主 インストラクター 兵庫県 山下侑莉花 － コロナ対策を施したオンライン教室の実施・指導法の高度化 ¥401,000

899 個人事業主 インストラクター 福岡県 平木さおり － オンラインで安心・安全なヨガサービスを提供 ¥679,000

900 法人 事務局(運営) 和歌山県 特定非営利活動法人　和歌山からJリーグチームをつくる会 7170005002308 クラブ活動継続・復興再開のためのイベント事業 ¥844,000

901 任意団体 少年団 三重県 TOKIWA野球スポーツ少年団 － コロナ禍における競技活動の再開及びチームとしての感染症対策 ¥430,000

902 任意団体 少年団 山梨県 富士川町ソフトテニススポーツ少年団 － コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥153,000

903 個人事業主 インストラクター 神奈川県 遠藤珠美 － コロナ対策を施した安心安全なパーソナルジムの運営 ¥868,000

904 法人 体育・スポーツ協会 大分県 公益財団法人大分県スポーツ協会 7320005003190 大分県スポーツ協会ブランド力向上及びテレワーク環境整備事業 ¥1,500,000

905 任意団体 競技団体 宮崎県 JABA宮崎県野球連盟 － 秋季のスポーツランドみやざきの事業誘致 ¥1,500,000

906 任意団体 競技団体 東京都 八王子市卓球協会 － 競技力向上と次世代育成を目的とした大会及び教室の再開・継続 ¥882,000

907 任意団体 事務局(運営) 愛知県 稲沢市祖父江町少年軟式野球団 － 新・旧体制を融合させたスポーツ少年団強化事業 ¥813,000

908 個人事業主 インストラクター 東京都 渡邉拓馬 － コロナの対策を施したスクールの開校、全国バスケ普及活動事業 ¥546,000

909 法人 総合型クラブ 京都府 特定非営利活動法人東宇治スポーツクラブ 1130005012266 新たなクラブ運営の構築整備事業 ¥863,000
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910 個人事業主 インストラクター 長野県 角皆優人 － 現場指導とシナジー効果を持つオンライン講座の実現 ¥910,000

911 法人 事務局(運営) 大阪府 一般社団法人グラシオンスポーツアカデミー 2120005016861 サッカースクールのコロナdeニュースタイル ¥1,469,000

912 個人事業主 公認指導者 東京都 山村昂平 － コロナ対策を施したスクール運営及び非対面型指導の高度化 ¥345,000

913 任意団体 競技団体 三重県 三重県卓球協会 8700150046616 リモートワーク、ペーパーレス環境整備事業を推進した運営事業 ¥1,139,000

914 法人 事務局(運営) 神奈川県 一般社団法人川崎ビーチスポーツクラブ 5020005011382 川崎ビーチバレー大会ライブ配信事業 ¥1,022,000

915 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人スポーツメイト 4010405015753 コロナウィルス感染防止事業 ¥1,059,000

916 個人事業主 インストラクター 神奈川県 中出倫也子 － スタジオ「TRAVELERS」の立ち上げとオンライン対策 ¥822,000

917 個人事業主 その他個人 東京都 中村僚 － スポーツに関するメディア活動の継続・発展 ¥749,000

918 法人 事務局(運営) 兵庫県 特定非営利活動法人レックス体操クラブ 9140005015137 女子児童に特化した体操教室の設備の充実及び衛生対策事業 ¥550,000

919 任意団体 事務局(運営) 東京都 新日本スポーツ連盟東京都連盟 － 安心して誰もが参加でき楽しめるスポーツ大会やイベント ¥1,318,000

920 任意団体 事務局(運営) 東京都 新日本スポーツ連盟北区 － 第５８回北区スポーツ祭典（１３種目２８競技） ¥1,161,000

921 任意団体 競技団体 宮崎県 宮崎県ソフトテニス連盟 － 新しい生活様式に対応したソフトテニス大会の開催。 ¥1,500,000

922 個人事業主 インストラクター 京都府 梅原尚士 － コロナ対策を施した治療院、ジム運営及び指導法の多様化と高度化 ¥240,000

923 法人 事務局(運営) 岩手県 特定非営利活動法人AnilloSportエンターテイメント 3400005007600 バスケットボール教室に関してアフターコロナとしての取り組み ¥1,255,000

924 法人 事務局(運営) 大阪府 特定非営利活動法人アスリート・パートナー 5120105005547 安心、安全に共生するコミュニティ作りと運動環境整備事業 ¥1,268,000

925 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 月例川崎マラソン実行委員会 － ウェーブスタート方式による月例川崎マラソン再開事業 ¥1,495,000

926 個人事業主 アスリート 兵庫県 池野健太 － オンラインとデータを活用した非対面式トレーニングへの転換 ¥1,000,000

927 法人 事務局(運営) 千葉県 一般社団法人フットボールアカデミー 4040005017081 コロナ対策を施したスポーツクラブ運営等の事業活動継続・回復 ¥1,110,000

928 個人事業主 アスリート 神奈川県 加藤健一 － コロナ対策を徹底した練習環境及び指導環境の構築 ¥308,000

929 個人事業主 インストラクター 大阪府 一ノ瀬由美子 － 対面・非対面同時に行うオンラインレッスン健康体操事業 ¥735,000

930 法人 総合型クラブ 和歌山県 特定非営利活動法人憩楽クラブかつらぎ 5170005006327 会員獲得体験リモート環境整備・大会開催の感染防止対策事業 ¥475,000

931 法人 事務局(運営) 熊本県 特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・熊本 9330005001992 ＥＫＳデー（オフライン＆オンライン）大運動会 ¥290,000

932 個人事業主 公認指導者 静岡県 松本真由美 － 新しい生活様式で行うスポーツ講座教室・交流会等への取り組み ¥1,341,000

933 個人事業主 インストラクター 茨城県 戸島皇継 － コロナ対策を施した道場運営、合宿や大会開催、指導方法の高度化 ¥625,000

934 個人事業主 アスリート 新潟県 諸橋愛 － 室内練習方法での向上トレーニング ¥464,000

935 個人事業主 インストラクター 東京都 青貝夕子 － 非対面型への転換とテレワーク環境整備 ¥397,000

936 個人事業主 アスリート 静岡県 飯田憲司 － 3密を避けた非接触におけるトレーニング場所の確保 ¥302,000

937 個人事業主 アスリート 香川県 大林亮介 － コロナ感染拡大防止を勘案した練習環境の確保および高度化 ¥955,000

938 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人Axe 3013305002780 コロナ対策を施したスクール・クリニック・講習会・大会の運営 ¥249,000

939 法人 総合型クラブ 長崎県 特定非営利活動法人コミュニティスポーツクラブTEAMひまわり 3310005008062 選手育成・指導者養成事業 ¥388,000

940 法人 総合型クラブ 岐阜県 特定非営利活動法人Let'sたるい 5200005011736 少人数制及びリモート事業システム環境整備 ¥885,000

941 任意団体 事務局(運営) 大阪府 未来の大阪の運動会実行委員会 － トランスポーツ開発プロジェクト ¥1,000,000

942 個人事業主 アスリート 埼玉県 金子哲大 － 非対面での高パフォーマンストレーニング設備の構築 ¥497,000

943 個人事業主 インストラクター 新潟県 岩倉努 － 指導クオリティの向上・強化 ¥1,227,000

944 法人 事務局(運営) 神奈川県 特定非営利活動法人ランニング・デポ 2020005009396 オンライン指導導入によるコミニティー活性化と練習環境の充実 ¥106,000

945 個人事業主 インストラクター 熊本県 村上晴菜 － レッスンのオンライン化による非対面事業の新設と事業回復 ¥737,000

946 個人事業主 インストラクター 新潟県 長谷健一郎 － オンラインでのスキー技術指導の強化、環境整備 ¥265,000

947 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人スフィーダ 2010905001791 新型コロナ対策に施したクラブ運営、大会等運営の高度化 ¥1,002,000

948 法人 事務局(運営) 北海道 一般社団法人エクセルアスリートクラブ協会 6430005013428 エクセルＡＣランニング教室 ¥993,000

949 個人事業主 インストラクター 福岡県 前田順子 － 少人数での運動教室の開催と非対面型運動指導環境の構築 ¥581,000

950 個人事業主 アスリート 大阪府 飯塚朋子 － 非対面型トレーニングルーム設営と高度化 ¥902,000
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951 個人事業主 インストラクター 愛知県 川面直行 － コロナ対策を施した野球教室の運営及び指導方法の高度化 ¥358,000

952 個人事業主 アスリート 大分県 吉川裕二 － トレーニング環境の非対面個人化及び高度化 ¥666,000

953 法人 事務局(運営) 福岡県 特定非営利活動法人福岡県レクリエーション協会 3290005003446 スポーツ・レクリエーション事業モデルプログラムの構築 ¥1,124,000

954 個人事業主 アスリート 埼玉県 笠松将太 － 密を避けた高度化トレーニングへの転換 ¥1,000,000

955 個人事業主 公認指導者 岐阜県 久保祐二 － 顧客満足度向上を目指した最新のルートセットの実施 ¥748,000

956 個人事業主 公認指導者 愛知県 町田真悟 － 電子書籍による非対面事業の導入 ¥41,000

957 法人 体育・スポーツ協会 香川県 公益財団法人香川県スポーツ協会 470005005275 コロナ禍のスポーツ振興を目指したオンライン環境等整備事業 ¥391,000

958 任意団体 競技団体 北海道 北海道大学バスケットボール連盟 － 北海道大学バスケットボール大会におけるリモート観戦の導入 ¥1,202,000

959 任意団体 少年団 栃木県 全日本昭林流空手道連盟拳心会（鹿沼市空手道スポーツ少年団） － コロナ禍における空手を安心・安全に活動できる環境作り ¥1,105,000

960 法人 事務局(運営) 佐賀県 NPO法人ソレイユ・ヴェルプレット 8300005005007 コロナウィルス感染症対策スポーツ機会創設事業 ¥863,000

961 任意団体 事務局(運営) 愛媛県 松山剣道会 － コロナ禍での新規入会募集及び会員の新規モチベーションUP策 ¥255,000

962 個人事業主 アスリート 青森県 坂本周輝 － コロナ対策のため自宅トレーニングルームの練習環境の充実 ¥289,000

963 法人 競技団体 宮城県 一般社団法人宮城県サッカー協会 2370605000629 青少年のサッカー活動を継続させる事業 ¥1,156,000

964 個人事業主 公認指導者 秋田県 池田雄太 － コロナ対策を施したサッカー練習の高度化 ¥515,000

965 任意団体 競技団体 福岡県 九州ラグビーフットボール協会 － コロナ渦における大会開催への準備・大会運営業務のリモート化 ¥1,296,000

966 個人事業主 公認指導者 静岡県 山城光央 － 人との接触を避ける為のトレーニング環境の充実 ¥962,000

967 法人 体育・スポーツ協会 静岡県 公益財団法人静岡県スポーツ協会 2080005006306 新型コロナウイルス感染予防対策とオンライン会議環境の整備 ¥1,233,000

968 法人 体育・スポーツ協会 大阪府 公益財団法人枚方市スポーツ協会 9120005013638 リモートワークの導入及びリモート事業の実施・環境整備 ¥1,496,000

969 任意団体 少年団 埼玉県 ユニティーガールズスポーツ少年団 － 安心･安全な体験会の開催及びチームとしての感染症対策 ¥282,000

970 個人事業主 アスリート 石川県 小堺浩二 － 新型コロナウィルスへの感染防止の為の室内トレーニングの設営 ¥872,000

971 個人事業主 インストラクター 北海道 藤原信介 － ICTを活用した安定した運動プログラム提供環境の構築 ¥656,000

972 個人事業主 インストラクター 栃木県 影山靖代 － コロナ対策で安全なオンライン及び対面型運動指導の高度化 ¥392,000

973 法人 競技団体 静岡県 特定非営利活動法人静岡県馬術連盟 6080105005212 電子的受付及び大会運営の電子化の構築ペーパーレス環境整備事業 ¥1,469,000

974 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 睦剣士会 － コロナ禍における新会員獲得及び稽古場の確保、稽古の継続 ¥810,000

975 任意団体 競技団体 福井県 北陸実業団陸上競技連盟 － 第50回北陸実業団陸上競技選手権大会 ¥1,484,000

976 法人 事務局(運営) 神奈川県 一般社団法人Second.Effort.Fitness 2021005009849 オンライン指導と動画配信環境の整備とリモートワークの充実 ¥231,000

977 個人事業主 アスリート 福井県 堂村知哉 － 非対面式トレーニング環境の構築、競技力の向上 ¥836,000

978 任意団体 事務局(運営) 東京都 杉並フェンシングクラブ － フェンシング界にニューノーマルをもたらす新リーグの創成 ¥433,000

979 個人事業主 インストラクター 北海道 菅原勝征 － 新しい生活様式を取り入れた乗馬、フェンシング、射撃の体験教室 ¥990,000

980 個人事業主 アスリート 千葉県 清田堅心 － コロナ対策を施したトレーニングの動画配信 ¥990,000

981 法人 事務局(運営) 福岡県 一般社団法人42.195㎞リレーマラソン協会中・西日本 3290005015144 ＷＥＢ会議システムを導入した10Ｋマラソン大会 ¥616,000

982 個人事業主 アスリート 大阪府 陶器一馬 － 非対面型トレーニング環境の構築 ¥1,000,000

983 任意団体 競技団体 鳥取県 公益社団法人日本ダンススポーツ連盟鳥取県ダンススポーツ連盟 － コロナ禍におけるダンス交流会の実施及び感染症対策 ¥339,000

984 個人事業主 アスリート 沖縄県 屋良朝春 － 非対面型室内トレーニング環境の構築 ¥998,000

985 法人 体育・スポーツ協会 富山県 公益財団法人富山県体育協会 2230005007965 スポーツ施設を活用したスポーツ大会・イベント及び環境整備事業 ¥1,243,000

986 個人事業主 インストラクター 大阪府 梅本道代 － オンライン構築への切り替えと高度化 ¥392,000

987 法人 競技団体 和歌山県 一般財団法人和歌山陸上競技協会 5170005005865 ホームページ及びインターネット環境の整備事業 ¥1,064,000

988 個人事業主 アスリート 滋賀県 金山栄治 － 指定感染症対策を実行してのトレーニング高度化事業 ¥916,000

989 個人事業主 アスリート 岡山県 工藤文彦 － 非対面型自転車トレーニングの施設整備の環境の構築 ¥783,000

990 個人事業主 アスリート 埼玉県 井上善裕 － 非対面型トレーニング環境の整備 ¥840,000

991 法人 事務局(運営) 愛知県 特定非営利活動法人CUATRO 9180005016916 損失回復の為の事業とリモートワーク環境整備事業 ¥1,044,000
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992 任意団体 事務局(運営) 広島県 広島西風道場 － 全中国中学生剣道大会開催事業 ¥450,000

993 法人 事務局(運営) 宮城県 特定非営利活動法人ラソススポルチクルービ 7370005009134 密を避けた屋外への活動転換並びに感染予防対策強化事業 ¥1,361,000

995 任意団体 事務局(運営) 宮城県 三陸沿岸中学校女子ソフトボール大会実行委員会 － コロナ対策をしたメダリストによる被災地訪問指導事業の高度化 ¥1,159,000

996 法人 競技団体 宮崎県 一般財団法人宮崎陸上競技協会 1350005005198 競技会開催に伴う感染対策と競技者及び支援者への助成事業 ¥1,318,000

997 任意団体 競技団体 岩手県 遠野市陸上競技協会 － みんなでスポーツDay ¥51,000

998 個人事業主 公認指導者 熊本県 横山紀和 － オンラインによるスポーツ教室＆メンタル事業 ¥1,255,000

999 個人事業主 アスリート 神奈川県 福間力 － 非対面式室内トレーニングへの転換 ¥542,000

1000 個人事業主 アスリート 富山県 松崎貴久 － ３密を避けた練習環境の整備による事業の継続 ¥289,000

1001 個人事業主 インストラクター 神奈川県 澤田明伸 － 感染症対策を講じたテニス大会事業の推進 ¥1,307,000

1002 個人事業主 アスリート 埼玉県 藤田竜矢 － 非対面的自宅トレーニングの設営 ¥456,000

1003 法人 事務局(運営) 神奈川県 特定非営利活動法人ファンズアスリートクラブ 3020005011194 オンライン配信及びハイブリッド型教室事業 ¥320,000

1004 個人事業主 インストラクター 沖縄県 上原大樹 － 体験ダイビング紹介無料キャンペーンとプロモーション動画の拡充 ¥1,000,000

1005 法人 競技団体 山形県 一般財団法人鶴岡水泳育成協会 2390005007999 コロナ対策を施した水泳教室及び選手育成の継続と事業の高度化 ¥590,000

1006 任意団体 事務局(運営) 茨城県 南茨城ラグビースクール － コロナ禍におけるラグビースクール活動の継続・推進事業 ¥865,000

1007 法人 競技団体 奈良県 一般社団法人奈良県ローラースポーツ連盟 4150005008887 コロナ対策を施した非対面型モデルへの環境整備事業 ¥1,000,000

1008 法人 事務局(運営) 東京都 特別非営利活動法人マグナムカップ － 「WITHコロナ」方式によるバレーボール大会再開事業 ¥879,000

1010 法人 事務局(運営) 兵庫県 特定非営利活動法人神戸アスリートタウンクラブ 9140005003661 リモートリレーマラソンシステムの開発 ¥1,235,000

1011 個人事業主 インストラクター 北海道 白岩奈月 － 感染防止対策実施の上行う事業継続とオンラインレッスン化の導入 ¥711,000

1012 個人事業主 アスリート 大阪府 松村友和 － 非対面式トレーニングの実施及び室内環境整備 ¥1,000,000

1013 個人事業主 インストラクター 東京都 徳田洋一 － コロナ対策を施したジム運営及びオンライン指導の高度化 ¥1,319,000

1014 法人 競技団体 東京都 一般社団法人日本ストリートサッカー協会 4010605003574 テクニカルサッカースタジオ「GO ＳＴＲＥＥＴ」 ¥1,193,000

1015 個人事業主 インストラクター 大阪府 寒川由起子 － コロナ対策を施した店舗運営及びイベント開催、指導方法の高度化 ¥966,000

1016 個人事業主 アスリート 福井県 伊原弘幸 － 自宅での非対面型トレーニングの充実化 ¥956,000

1017 任意団体 少年団 福井県 フェンテ奥越FCスポーツ少年団 － フェンテ奥越ＦＣのＢＣＰに向けた具体的取組 ¥224,000

1018 個人事業主 アスリート 埼玉県 岡光良 － 非対面型のための室内トレーニングルームの環境整備 ¥275,000

1019 個人事業主 アスリート 富山県 宮越孝治 － 非対面型オンライントレーニングの環境整備 ¥864,000

1020 個人事業主 インストラクター 島根県 苅田晃子 － コロナ対策を施した事務運営及び指導方法の高度化 ¥298,000

1021 任意団体 少年団 滋賀県 滋賀県バレーボール協会 － 2020/21V.LEAGE WOMEN滋賀大会 ¥1,100,000

1022 個人事業主 インストラクター 岐阜県 土屋愛 － ヨガ指導のオンライン事業化 ¥753,000

1023 法人 総合型クラブ 富山県 特定非営利活動法人SEIBUスポーツクラブ 3230005005761 コロナ対策を施した対面レッスン及びリモートレッスンの導入 ¥562,000

1024 法人 事務局(運営) 愛知県 特定非営利活動法人stact 3180005006146 フットサルコートでの教室・大会の安心再開事業 ¥777,000

1025 個人事業主 アスリート 熊本県 塚本大樹 － トレーニング環境の充実と、遠隔パーソナルトレーニング実施 ¥814,000

1026 任意団体 事務局(運営) 東京都 ブルザイズ東京 － ICT活用によるチーム運営・ファンコミュニケーションの進化 ¥1,170,000

1027 任意団体 競技団体 北海道 稚内地区小学生バレーボール連盟 － コロナ禍における連盟の体制整備と、交流大会の運営 ¥153,000

1028 個人事業主 事務局(運営) 静岡県 増田統久 － オンライン事業・従業員のスキルアップ ¥1,000,000

1029 任意団体 事務局(運営) 富山県 砺波東部レッドストロングス － ライブ配信環境整備及び競技力向上、新型コロナ感染症対策 ¥152,000

1030 任意団体 総合型クラブ 秋田県 秋田ノーザンブレッツラグビーフットボールクラブ － ラグビーファン・ラグビー競技人口拡大及び練習・活動再開事業 ¥904,000

1031 法人 事務局(運営) 高知県 NPO法人アランチャジョカーレ 2490005006256 サッカークラブ活動継続事業 ¥614,000

1032 個人事業主 アスリート 愛知県 笠松信幸 － 長期化を見据えたwithコロナトレーニングと競技の発展 ¥1,069,000

1033 個人事業主 インストラクター 栃木県 柴田清美 － リモートシステムを利用した非対面型パーソナルレッスンの実施 ¥164,000

1034 個人事業主 アスリート 沖縄県 比嘉真梨代 － コロナ対策を実施した自宅練習環境の整備とトレーニングの高度化 ¥948,000
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1035 任意団体 少年団 埼玉県 浦和田島サッカースポーツ少年団 － コロナ禍中の感染症対策をしサッカーの楽しさ・興味・関心を醸成 ¥267,000

1036 個人事業主 インストラクター 大分県 河島伸一 － 学習補助の為の動画配信に必要な撮影機材、システムの導入 ¥317,000

1037 個人事業主 アスリート 静岡県 遠藤勝弥 － 実走に近い形での非対面型トレーニング環境の構築 ¥1,000,000

1038 個人事業主 インストラクター 愛知県 矢賀美紀代 － 場所と時間のミスマッチを解消！ＴＲＭ配信を活用したレッスン ¥758,000

1039 個人事業主 インストラクター 兵庫県 岡村一男 － リモートパーソナルトレーニング指導の導入と対面型指導の充実 ¥1,381,000

1040 個人事業主 アスリート 神奈川県 渡辺馨 － 非対面型トレーニング環境の構築 ¥712,000

1041 個人事業主 インストラクター 東京都 北井千尋 － コロナ対策を施したジム運営及びスポーツの食事指導の高度化 ¥1,500,000

1042 個人事業主 アスリート 埼玉県 板羽俊一 － 非対面型トレーニング環境と街道トレーニング環境の構築 ¥374,000

1043 個人事業主 インストラクター 神奈川県 今野朋美 － 非対面型事業オンライン形式及び、高度運動指導への切り替え ¥319,000

1044 法人 事務局(運営) 埼玉県 特定非営利活動法人日本少年野球研究所 3030005014477 新型コロナ対策を施した新たな事業運営の確立 ¥521,000

1046 個人事業主 アスリート 福井県 野原雅也 － 室内トレーニング環境の形成、トレーニングの高度化 ¥904,000

1047 個人事業主 公認指導者 群馬県 石川雅望 － 自宅での非対面型トレーニングへの移行 ¥491,000

1048 任意団体 事務局(運営) 岐阜県 岐阜市学童野球協議会 － 岐阜市学童野球大会（４年生、５年生、６年生）の開催 ¥160,000

1049 法人 事務局(運営) 奈良県 一般社団法人ＤＦ３ 5150005008804 ＹＡＮＡＧＩ　ＦＩＥＬＤ　秋のフェスティバル ¥721,000

1050 個人事業主 アスリート 秋田県 引地正人 － コロナ感染リスク防止に配慮した練習環境の充実、内容の高度化 ¥952,000

1051 個人事業主 インストラクター 東京都 小木曽龍太 － コロナ対策を施した対面型事業の再開と非対面型事業への転換 ¥1,037,000

1052 法人 総合型クラブ 岐阜県 特定非営利活動法人FC10min 9200005002558 継続的な活動のためのクラブ立て直し広報活動事業 ¥619,000

1053 個人事業主 インストラクター 東京都 藤原裕也 － コロナ対策を施したジム運営及び指導方法の高度化 ¥635,000

1054 個人事業主 アスリート 東京都 石井智也 － 非対面型トレーニング環境の充実化 ¥401,000

1055 個人事業主 インストラクター 北海道 大木良 － コロナ対策を施したレッスン形態および指導の高度化 ¥990,000

1056 個人事業主 インストラクター 千葉県 田中奈美江 － 非対面型事業の導入で新規顧客開拓と既存顧客のサービスの向上 ¥738,000

1057 個人事業主 アスリート 茨城県 山岸佳太 － 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 ¥571,000

1058 任意団体 競技団体 千葉県 鴨川市サッカー協会 － サッカー活動におけるリモートワーク等マネジメント環境整備事業 ¥833,000

1059 任意団体 事務局(運営) 福島県 郡山バスケットボールクラブ － コロナ感染対策に則した交流試合の開催および新規会員獲得活動 ¥341,000

1060 法人 総合型クラブ 熊本県 ＮＰＯ法人スポレク・エイト 2330005008854 コロナ禍における総合型地域スポーツクラブ継続事業 ¥497,000

1061 法人 体育・スポーツ協会 和歌山県 公益社団法人和歌山県体育協会 2170005005926 活動再開環境整備事業 ¥957,000

1062 個人事業主 インストラクター 長崎県 中多久美子 － オンラインでのヨガ事業を行う為の環境整備 ¥560,000

1063 個人事業主 インストラクター 大阪府 田中正信 － コロナ禍でも売上を落とさないオンラインレッスン配信開始！ ¥726,000

1064 法人 事務局(運営) 大阪府 特定非営利活動法人Fun 2120905002746 新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮したサッカー指導・運営 ¥201,000

1065 法人 競技団体 福岡県 一般社団法人九州サッカー協会 1290005015864 リモートワーク環境整備事業 ¥600,000

1066 個人事業主 公認指導者 島根県 廣澤倫明 － コロナ禍での試合開催と、動画での指導・試合観覧の構築 ¥349,000

1067 個人事業主 アスリート 鹿児島県 上吹越俊一 － 新しい生活様式を取り入れた自宅トレーニングルームの高度化 ¥125,000

1068 法人 総合型クラブ 茨城県 特定非営利活動法人日本スポーツアカデミー 7050005011262 事業拡大と管理者の非対面型化及び感染リスク分散整備事業 ¥1,000,000

1069 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人武蔵野スポーツクラブ 9012405002033 スポーツ実施にともなう遠征活動費 ¥1,200,000

1070 任意団体 競技団体 京都府 特定非営利活動法人京都リトルシニア野球協会 8130005015139 選手、関係者をコロナから守り野球を楽しむチーム運営・大会運営 ¥1,263,000

1071 任意団体 総合型クラブ 広島県 どんぐりクラブ屋台村 2700150052009 Withコロナ式屋台村教室運営転換事業 ¥1,379,000

1072 個人事業主 インストラクター 静岡県 齊藤実穂 － コロナ対策を施したヨガ教室運営及び指導方法の高度化 ¥1,119,000

1073 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人大学スポーツ支援協会 9012705002170 テレワーク環境の整備事業 ¥838,000

1074 個人事業主 インストラクター 千葉県 角舘沙矢佳 － 非対面による運動指導方法の高度化 ¥546,000

1075 法人 総合型クラブ 東京都 NPO法人スマイルかまた 9010805002611 スタッフもスキルアップをして、安心安全にスポーツを楽しもう。 ¥1,130,000

1076 任意団体 競技団体 東京都 関東テニス協会 － KTA杯関東ジュニアテニストーナメント2020 ¥1,114,000
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1077 法人 事務局(運営) 埼玉県 一般社団法人FFCスポーツアカデミー 2030005016763 スクール活動の継続と新規会員獲得のための活動 ¥561,000

1078 法人 総合型クラブ 神奈川県 特定非営利活動法人ベーススポーツ 9021005009339 第5回相模原カップ体操大会 ¥625,000

1079 任意団体 競技団体 埼玉県 毛呂山町バドミントン連盟 － 毛呂山町バドミントン連盟活性化プログラム ¥975,000

1080 個人事業主 インストラクター 千葉県 柴田由希子 － オンラインレッスンの高度化と、コロナ対策万全の継続事業 ¥201,000

1081 個人事業主 アスリート 徳島県 藤田洋平 － 非接触型、1人でも強くなれるぞトレーニング環境の構築 ¥518,000

1082 個人事業主 アスリート 徳島県 久米良 － 能力向上トレーニングの先に! ¥296,000

1083 法人 事務局(運営) 京都府 一般社団法人日本仏教徒協会 7130005015107 教室事業のオンライン化と動画コンテンツ作成体制の強化 ¥964,000

1085 法人 事務局(運営) 埼玉県 一般社団法人日本ドッヂビー協会 － 2020 ドッヂビー アウトドア・トーナメント＆練習・講習会 ¥907,000

1086 個人事業主 アスリート 大阪府 田中友真 － コロナ対策における練習環境の高度化。 ¥760,000

1087 個人事業主 アスリート 栃木県 宗景祐樹 － 非対面型屋内トレーニング環境の構築 ¥665,000

1088 法人 総合型クラブ 大分県 NPO法人総合型地域スポーツクラブわっしょいUSAクラブ 7320005009634 オンラインアプリを活用した非対面型教室 ¥112,000

1090 個人事業主 インストラクター 静岡県 杉浦いずみ － 社会全体の健康と安心を生むヨガスタジオの運営 ¥698,000

1091 法人 総合型クラブ 愛知県 特定非営利活動法人名古屋スポーツクラブ 8180005005829 NPO法人名古屋スポーツクラブ活動継続事業 ¥680,000

1092 任意団体 少年団 福島県 只見町スキースポーツ少年団 － コロナ対策を施したスポーツ少年団運営と練習の高度化 ¥192,000

1093 個人事業主 インストラクター 福岡県 藤本美子 －  オンラインによるオリジナルピラティス講座の提供 ¥195,000

1094 個人事業主 インストラクター 千葉県 石川亜友子 － オンライン空手レッスンの実施および空手教室の再開 ¥962,000

1095 個人事業主 インストラクター 東京都 飯塚淳子 － 非対面ヨガレッスンの拡充、及び対面レッスンの継続 ¥340,000

1096 任意団体 総合型クラブ 山口県 ＩＤＢスポーツクラブ － スポーツにチャレンジ！みんなでエンジョイしよう！！ ¥865,000

1098 法人 事務局(運営) 愛知県 一般社団法人運動習慣推進協会 6180005018155 テレワークを使ってオンラインレッスンと非接触型イベントの開催 ¥1,320,000

1099 個人事業主 アスリート 富山県 西田潤 － オンラインによる室内トレーニングの充実・高度化 ¥362,000

1100 法人 総合型クラブ 新潟県 ＮＰＯ法人さんわスポーツクラブ 6110005014961 リモート会議とテレワーク環境整備事業 ¥627,000

1101 法人 総合型クラブ 京都府 特定非営利活動法人Sports Club RAINBOW 3130005015052 テレワークによる会議や事業周知のための動画配信環境の整備 ¥844,000

1102 個人事業主 インストラクター 長崎県 林龍一 － ＩＣＴを活用した安心・安全かつ高度なトレーニング指導の実現 ¥819,000

1103 法人 事務局(運営) 神奈川県 一般社団法人VamoS秦野 8021005010479 スクール活動継続及び新規入会促進事業 ¥348,000

1104 任意団体 事務局(運営) 東京都 ビーチサッカークラブ川崎 － 感染症拡大防止と競技活動再開及び発展継続に向けた取り組み ¥357,000

1105 個人事業主 アスリート 福岡県 北津留翼 － 非対面型室内外トレーニングへの取り組み ¥345,000

1106 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人116-activity 3011505001990 オンライントレーニング・リモートワーク環境整備事業 ¥498,000

1107 個人事業主 公認指導者 埼玉県 奈良井綾子 － 対面・非対面型レッスン並行及び活動場所拡大への取り組み ¥76,000

1108 個人事業主 アスリート 静岡県 鈴木奈央 － 非対面型トレーニング環境の構築 ¥866,000

1109 個人事業主 アスリート 岐阜県 永井清史 － 感染予防による室内トレーニングへの移行 ¥905,000

1110 任意団体 事務局(運営) 長野県 千曲ボ－イズ － 子供たちが大好きな野球を安心して安全にできるように！ ¥1,450,000

1111 個人事業主 インストラクター 埼玉県 鈴木佐知子 － コロナ対策を施したスタジオ運営及び指導法の高度化 ¥556,000

1112 任意団体 事務局(運営) 愛知県 東海Weeds! － Webによるトレーニング動画配信及びチームとしての感染症対策 ¥312,000

1113 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人Sports Innovation Japan 010005030161 ウイルス感染予防に配慮したサッカーイベントと交流試合の開催 ¥1,490,000

1114 個人事業主 インストラクター 東京都 荒木ひとみ － 自粛を有意義にぷちヨガonline ¥230,000

1115 任意団体 総合型クラブ 千葉県 柏の葉ビーチボールクラブ － 事業再開に向けたテレワーク環境の整備と感染予防対策の実施 ¥161,000

1116 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 FC希望ヶ丘ライオンズ － 感染症予防を行ったサッカー技術の習得、体力の増強、健全育成 ¥472,000

1117 個人事業主 インストラクター 神奈川県 德永涼子 － オンラインでのヨガクラス実施 ¥247,000

1118 個人事業主 インストラクター 大阪府 高山敦史 － コロナ対策を施したパーソナルジム運営及び指導方法の高度化 ¥699,000

1119 任意団体 事務局(運営) 東京都 アクティブフォース － スポーツ会場に行かなくても味わえるスポーツの新たな体験方法 ¥1,388,000

1120 任意団体 競技団体 新潟県 新潟県ダンススポーツ連盟 － 第３５回新潟県ダンススポーツ大会・シニアⅢ関東甲信越大会 ¥1,090,000
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1121 個人事業主 インストラクター 東京都 宮岡二美 － 非対面型レッスンの導入と室内トレーニングの充実化 ¥1,376,000

1122 個人事業主 公認指導者 北海道 藤田卓志 － コロナ対策を施した指導プログラムの活動再開と指導方法の高度化 ¥1,054,000

1123 個人事業主 インストラクター 愛知県 澤谷昌子 － コロナ対策を施したジム運営と接触時間低減化促進と顧客層拡大化 ¥601,000

1124 法人 体育・スポーツ協会 岩手県 特定非営利活動法人矢巾町体育協会 8400005005608 非対面型受付業務のための入館者管理システム ¥436,000

1125 個人事業主 インストラクター 東京都 土谷宗弘 － 新型コロナ対策を施したジム運営及び指導内容の高度化 ¥419,000

1126 任意団体 体育・スポーツ協会 山口県 長門市体育協会 1700150053494 第６８回長門大津駅伝大会令和２年１０月１７日（土） ¥276,000

1127 任意団体 事務局(運営) 和歌山県 紀州ボーイズ － コロナ禍におけるチーム活動の継続と感染予防対策 ¥1,000,000

1128 任意団体 事務局(運営) 東京都 昭島リトルリーグ・リトルシニア野球協会 － コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥1,294,000

1129 任意団体 事務局(運営) 千葉県 Continental GYM － 新型コロナウィルス対策を施したジム運営及び指導方法の高度化 ¥185,000

1130 法人 総合型クラブ 山口県 特定非営利活動法人ココロとカラダ健究会 4250005007243 地域スポーツ活動リモート配信事業 ¥702,000

1131 個人事業主 インストラクター 埼玉県 中本謙太郎 － 塾内組手および演舞大会 ¥625,000

1132 法人 総合型クラブ 茨城県 特定非営利活動法人総合型地域スポーツクラブ取手セントラルクラブ 9050005011442 市民と共にスポーツの歓びを共有する健康増進事業の推進 ¥982,000

1133 個人事業主 インストラクター 埼玉県 土井一朗 － オンラインレッスン環境の構築 ¥503,000

1134 任意団体 総合型クラブ 熊本県 湯前さわやかクラブ『だんだん』 － コロナ禍における新規会員の獲得と感染拡大防止対策 ¥38,000

1135 個人事業主 インストラクター 神奈川県 武藤和也 － 「オンラインによるレッスンの提供と有料運動情報販売」 ¥179,000

1136 個人事業主 インストラクター 福岡県 佐藤昌久 － web対応スポーツプログラム配信事業化と既存資格更新 ¥368,000

1137 法人 事務局(運営) 神奈川県 特定非営利活動法人カルペソール湘南スポーツクラブ 1021005010477 手作業での三密発生防止のためのグラウンド整備機械化事業 ¥143,000

1138 法人 事務局(運営) 大阪府 一般社団法人バスケットボール推進会 7120005017566 事業活動継続・回復への取組みと、ペーパーレス環境整備事業 ¥604,000

1139 個人事業主 インストラクター 東京都 青沼真優 － ヨガ指導内容の高度化 ¥391,000

1140 法人 事務局(運営) 千葉県 特定非営利活動法人青少年心身育成協議会 5040005002132 武術、空手技法独習のための動画配信事業 ¥1,500,000

1141 任意団体 事務局(運営) 東京都 アドバンスバレーボールクラブ － コロナウィルス感染防止対策を重視し、大会にのぞみたい ¥65,000

1142 法人 事務局(運営) 東京都 公益財団法人スペシャルオリンピックス日本 24010405009937 コロナ禍におけるオンラインマラソンイベントの企画・運営 ¥1,000,000

1143 個人事業主 インストラクター 茨城県 西田貴子 － オンラインヨガクラス導入による健康維持活動 ¥512,000

1144 個人事業主 インストラクター 愛知県 長尾富美子 － 新スポーツメニュー導入とオンライン化で指導内容を高度化する ¥1,225,000

1145 個人事業主 インストラクター 北海道 西嶋夕紀子 － コロナ対策を施したスタジオ運営及び指導方法の高度化 ¥568,000

1146 任意団体 競技団体 福岡県 福岡県ラグビーフットボール協会 － 福岡県ラグビーフットボール大会 ¥532,000

1147 個人事業主 アスリート 広島県 西田雅志 － オンライントレーニング環境の整備と競輪選手としての活動継続 ¥969,000

1148 個人事業主 アスリート 福島県 山本恵介 － 新しい生活様式に併せた非対面式トレーニング環境の構築 ¥1,000,000

1149 任意団体 事務局(運営) 東京都 関東ボウリング場協会 － 休業から営業再開に向けて、そして全国大会開催に向けた施策検討 ¥150,000

1150 任意団体 事務局(運営) 奈良県 フォトロゲイニング生駒実行委員会 － アプリを活用した非対面でのイベント開催等事業 ¥575,000

1151 個人事業主 インストラクター 東京都 伊藤昌浩 － Withコロナに対応したオンライン運動指導サービスの高度化 ¥826,000

1152 任意団体 事務局(運営) 愛知県 一宮市インディアカ協会 － 「新しい生活様式」でのインディアカ大会の開催 ¥58,000

1153 個人事業主 インストラクター 宮城県 高木啓介 － オンラインスポーツレッスン環境整備によるジム経営安定化事業 ¥366,000

1154 個人事業主 アスリート 埼玉県 野中祐志 － 非対面型トレーニングの導入、競輪の普及復興 ¥1,000,000

1155 任意団体 事務局(運営) 千葉県 佐倉リトルシニア野球協会 － コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥1,126,000

1156 個人事業主 インストラクター 東京都 後藤俊一 － コロナ対策を施したトレーニングルーム運営及び指導方法の高度化 ¥285,000

1157 法人 競技団体 東京都 公益社団法人日本パブリックゴルフ協会 5010005015244 PGSチャリティスクラッチゴルフ競技会開催事業 ¥830,000

1158 個人事業主 インストラクター 岐阜県 窪田修平 － グループ・パーソナルトレーニングの為のオンライン環境整備事業 ¥450,000

1159 個人事業主 インストラクター 北海道 中村美咲 － コロナ対策を施した教室開催及び教室内容の高度化 ¥466,000

1160 個人事業主 アスリート 宮城県 相澤恵一 － 非対面型トレーニングの実施強化へ向けた環境整備及び感染対策 ¥811,000

1161 任意団体 競技団体 宮崎県 都城地区ハンドボール協会 － コロナ禍における競技の普及・発展の向上と感染症対策 ¥235,000
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1162 個人事業主 アスリート 鹿児島県 前田義和 － 非対面トレーニング環境の整備 ¥449,000

1163 個人事業主 アスリート 秋田県 門脇翼 － 競輪の室内トレーニング環境整備 ¥525,000

1164 個人事業主 事務局(運営) 東京都 坪田潤一郎 － 体操教室事業の活動の安全安心再開事業 ¥471,000

1165 任意団体 総合型クラブ 和歌山県 総合型クラブTELAKOYA － ｺﾛﾅ対策を施したｼｽﾃﾑと運営の再建と新規会員募集 ¥340,000

1166 個人事業主 アスリート 愛知県 一丸安貴 － リモートトレーニングの非対面環境整備と競輪宣伝広告の充実 ¥458,000

1167 任意団体 競技団体 愛媛県 愛媛県剣道連盟 － 新型コロナウイルス感染対策における新しい連盟運営の構築事業 ¥1,500,000

1168 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 ISARD GILLES RENE － コロナ後を見据えたICTを活用した事業近代化と技能向上の取組 ¥740,000

1169 法人 事務局(運営) 群馬県 NPO法人前橋ジュニア 2070005009144 サッカー大会、公式戦の動画配信 ¥280,000

1170 任意団体 事務局(運営) 千葉県 野田リトルシニア野球協会 － コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥1,465,000

1171 個人事業主 アスリート 岡山県 岡崎克政 － コロナ禍における非対面型トレーニング環境の構築 ¥427,000

1172 個人事業主 アスリート 福岡県 丸林一孝 － コロナに負けず新たなトレーニング環境の構築による競輪継続事業 ¥309,000

1173 個人事業主 アスリート 群馬県 天田裕輝 － 非対面型のトレーニングをする為、自宅練習環境の高度化 ¥918,000

1174 任意団体 総合型クラブ 熊本県 美里町総合型地域クラブ「元気・夢クラブ」 － 感染防止対策を施した総合型地域クラブの活動継続事業 ¥796,000

1175 個人事業主 インストラクター 茨城県 屋嘉部めぐみ － コロナ対策を施した非対面及び対面による指導方法の高度化 ¥281,000

1176 個人事業主 インストラクター 新潟県 西田美千代 － 生徒様の運動の場を継続する為にオンラインレッスン導入します。 ¥457,000

1177 任意団体 事務局(運営) 広島県 広島市学区体育団体安佐北区連合会 － リモートワーク環境整備と大会時における感染症対策 ¥389,000

1178 任意団体 事務局(運営) 愛媛県 マドンナリーグ執行部 － 感染症拡大防止対策を踏まえたリーグ運営継続・再開事業 ¥168,000

1179 個人事業主 アスリート 福島県 伏見俊昭 － 非対面型トレーニングへの転換とトレーニング高度化の両立 ¥399,000

1180 個人事業主 アスリート 京都府 吉村文隆 － 非対面型トレーニング環境への転換 ¥326,000

1181 個人事業主 インストラクター 京都府 東拓明 － オンラインでのトレーニング指導と自宅でのトレーニング継続促進 ¥150,000

1182 任意団体 事務局(運営) 長野県 諏訪ボーイズ － 練習実施・試合参加にあたり感染症対策として必要な用具購入 ¥513,000

1183 個人事業主 インストラクター 大阪府 静康一 － オンラインレッスンによる、運動習慣の維持及び新規獲得 ¥167,000

1184 任意団体 競技団体 宮崎県 宮崎県テニス協会 － 感染リスクを抑える新しい様式での大会イベント開催事業 ¥671,000

1185 任意団体 競技団体 秋田県 東北マーチングバンド・バトントワーリング連盟 3700150038881 第49回マーチングバンド・バトントワーリング東北大会 ¥1,000,000

1186 任意団体 事務局(運営) 東京都 荒川ジュニアシャークス － コロナ禍における新しい練習の再開及びチームとしての感染対策 ¥448,000

1187 任意団体 競技団体 京都府 京都府フットサル連盟 － 京都府フットサル社会人・女子・Ｕ１８リーグの開催とライブ配信 ¥664,000

1188 法人 競技団体 岩手県 一般社団法人岩手県水泳連盟 400005007926 令和2年度特別開催岩手県夏季長水路記録会 ¥372,000

1189 個人事業主 アスリート 千葉県 亀井久幸 － コロナ感染拡大防止の為の非対面型自宅トレーニングへの切り替え ¥564,000

1190 法人 競技団体 宮城県 特定非営利活動法人仙台スラックライン 8370005009629 スラックラインコロナ対策に関する事業 ¥219,000

1191 個人事業主 インストラクター 神奈川県 伊藤清史 － コロナ対策を施したスタジオ運営及び、非対面モデルへの準備 ¥383,000

1192 任意団体 少年団 福島県 伊達ソフトボールスポーツ少年団 － コロナ渦でも団員が安心安全に活動をするための感染症対策 ¥234,000

1193 個人事業主 インストラクター 京都府 井口恵実子 － コロナ対策を施したトレーニング内容の変換及び設備の高度化 ¥205,000

1194 個人事業主 インストラクター 三重県 小林百恵 － 対面と非対面による選択肢を増やした運動指導の高度化 ¥270,000

1195 個人事業主 インストラクター 神奈川県 宮本祐太郎 － 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 ¥1,003,000

1196 個人事業主 その他個人 千葉県 橋本謙司 － コロナ対策におけるオンラインイベントや取材、動画配信 ¥685,000

1197 個人事業主 アスリート 群馬県 小林泰正 － コロナ感染拡大防止の為自宅練習環境の充実とトレーニング高度化 ¥715,000

1198 法人 競技団体 東京都 公益社団法人日本ダンススポーツ連盟 3010605002379 非対面型のオンライン講習/研修会(リモート指導)環境整備 ¥359,000

1199 個人事業主 インストラクター 埼玉県 渡辺真通 － コロナ対策を施したサーフィンスクール運営及び指導方法の高度化 ¥1,185,000

1200 個人事業主 公認指導者 宮城県 阿部宏之 － 自転車競技における非対面型室内トレーニング移行へのプロセス ¥998,000

1201 法人 競技団体 長野県 一般社団法人長野県山岳協会事業管理 8100005012444 動画配信によるオンライン講習の実施 ¥254,000

1202 個人事業主 インストラクター 神奈川県 松山亜紀子 － オンラインレッスンによる運動習慣の維持・回復 ¥120,000
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1203 任意団体 事務局(運営) 大阪府 南住吉フロッグス － コロナ禍を機に旧体質から脱却し新しい野球チームを目指す ¥220,000

1204 個人事業主 アスリート 広島県 増田仁 － オンライントレーニングの導入による競輪活動の継続 ¥850,000

1205 個人事業主 インストラクター 神奈川県 大塚志穂 － オンライン、もしくは少人数による対面レッスンの新規開設 ¥511,000

1206 任意団体 事務局(運営) 東京都 多摩ハンドボールクラブ － コロナ渦におけるクラブ運営持続化事業 ¥180,000

1207 法人 競技団体 大阪府 一般社団法人日本キンボールスポーツ連盟 1120005012201 リモートワーク体制整備および会議ペーパーレス環境整備事業 ¥405,000

1208 任意団体 事務局(運営) 埼玉県 川口リトルシニア野球協会 － コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥905,000

1209 任意団体 事務局(運営) 大阪府 天王山ラグビースクール － コロナ禍における新入部員獲得及びチームとしての感染症対策 ¥362,000

1210 法人 総合型クラブ 東京都 特定非営利活動法人地域総合スポーツ倶楽部・ピボットフット 8010805001259 地域スポーツクラブとしてコロナ禍での安全で多様な教室継続事業 ¥1,265,000

1211 個人事業主 アスリート 京都府 山田久徳 － Zwiftを使用した非対面による練習環境の充実 ¥465,000

1212 個人事業主 アスリート 千葉県 伊勢崎彰大 － 競輪室内トレーニングへ移行による非対面型事業モデルへの転換 ¥821,000

1213 任意団体 少年団 愛媛県 小野スポーツ少年団 － 機器を利用して接触・密を避ける取り組み ¥272,000

1214 個人事業主 アスリート 岡山県 宮安利紗 － コロナ対策を施したトレーニング及び教授の充実化 ¥345,000

1215 法人 競技団体 東京都 一般社団法人日本チアダンス協会 2010405004700 第20回全日本チアダンス選手権大会予選大会 ¥1,500,000

1216 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人アジアスポーツクラブ 4013405001013 スクール活動の継続とコロナ渦での市民の健康増進事業 ¥966,000

1217 法人 事務局(運営) 北海道 特定非営利活動法人北湘南スポーツアカデミー 2430005012821 選手の感染予防対策下での映像指導とスタッフのテレワーク導入 ¥499,000

1218 任意団体 事務局(運営) 福岡県 宇美フットボールクラブ － スクール活動継続のための運営改善と指導環境整備事業 ¥296,000

1219 法人 事務局(運営) 岐阜県 NPO日本シニアテニス連盟東海地区岐阜県部会 － 岐阜県シニアテニス愛好者の活動活性化 ¥79,000

1220 任意団体 少年団 滋賀県 希望ヶ丘バレーボールスポーツ少年団 － バレーボールスポーツ少年団における活動継続事業 ¥460,000

1221 個人事業主 その他個人 兵庫県 小野良太 － 小規模イベントの為のシステム導入費用 ¥1,164,000

1222 法人 事務局(運営) 福岡県 NPO法人グリフォンスポーツクラブ 4290005013411 コロナ禍における新入部員獲得及びクラブとしての感染症対策 ¥1,038,000

1224 個人事業主 インストラクター 千葉県 小久保正 － 安心安全な道場の運営継続と、意欲的に技術向上を高めさせる対策 ¥315,000

1225 個人事業主 アスリート 福岡県 原田礼 － 事業継続のためのトレーニング環境及びトレーニング設備の高度化 ¥478,000

1226 任意団体 競技団体 滋賀県 大津柔道協会 － コロナ禍における感染予防策の実施を含めた道場の再開と継続 ¥189,000

1227 個人事業主 インストラクター 愛知県 林麻美 － 屋外運動指導の高度化、個別運動指導及び非対面型指導の導入事業 ¥627,000

1228 法人 事務局(運営) 宮崎県 一般社団法人ロンドサッカークラブ 9350005005760 コロナ禍に於ける練習再開及びチームとしての感染症対策 ¥654,000

1229 個人事業主 アスリート 徳島県 川口雄太 － 非対面式トレーニング環境の構築 ¥919,000

1230 任意団体 体育・スポーツ協会 京都府 宇治田原町体育協会 － 練習環境の充実及びWEBを活用した広報 ¥748,000

1231 任意団体 総合型クラブ 山口県 SAスポーツクラブ － コロナ禍における新入部員獲得及びチームとしての感染症対策 ¥410,000

1232 法人 事務局(運営) 兵庫県 特定非営利活動法人えびすバスケットボールクラブ 2140005025002 リモート指導環境整備事業 ¥138,000

1233 法人 総合型クラブ 和歌山県 特定非営利活動法人和歌山箕島球友会 6170005002861 スポーツ活動時の感染症対策事業 ¥898,000

1234 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人FC府中 5012405002796 リモートワーク環境整備、感染症安全対策環境整備事業 ¥816,000

1235 個人事業主 インストラクター 東京都 臼井智洋 － オンライン・ストレングス＆コンディショニング・トレーニング ¥900,000

1236 個人事業主 インストラクター 大阪府 阿久根眞美 － 指導方法のオンライン化と事業の高度化 ¥216,000

1237 任意団体 競技団体 長野県 長野県ウエイトリフティング協会 － コロナ対策を施したウエイトリフティング教室 ¥1,364,000

1238 個人事業主 インストラクター 福岡県 景山亜紀 － 脱・3密フィットネス！オンライン & 徹底した安全な空間作り ¥726,000

1239 法人 総合型クラブ 東京都 特定非営利活動法人黄金井倶楽部 6012405001921 教室参加者への継続支援及び安心して参加できる環境整備事業 ¥325,000

1240 個人事業主 インストラクター 兵庫県 野上展子 － 新型コロナ感染症への対策を講じた運営活動および指導法の高度化 ¥632,000

1241 法人 競技団体 東京都 一般社団法人日本アスリートウォーキング協会 7290005015371 健康ウォーキング指導のオンライン化導入と広報活動 ¥1,000,000

1242 任意団体 少年団 京都府 宇治コンドルスポーツ少年団 － 少年野球スポーツ少年団における活動継続事業 ¥313,000

1243 任意団体 少年団 京都府 花山サッカー少年団 － サッカー少年団における新規団員獲得及び非対面型モデルの導入 ¥1,500,000

1244 個人事業主 アスリート 滋賀県 中井修 － 感染症対策のための室内トレーニング設備の充実 ¥895,000
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1245 個人事業主 インストラクター 神奈川県 寺西小百合 － 刀エクササイズ及び剣舞のオンラインレッスンの実施と集客 ¥472,000

1247 個人事業主 アスリート 秋田県 佐藤朋也 － エアロバイク、ズイフトを利用した室内トレーニングへの転換 ¥819,000

1248 個人事業主 インストラクター 東京都 坂上加奈子 － 青空コンディショニング＆ノルディックウォークで歩くを身近に！ ¥241,000

1249 個人事業主 アスリート 神奈川県 出澤拓也 － 非対面型トレーニング設備の導入及びトレーニング環境の高度化 ¥417,000

1250 任意団体 事務局(運営) 愛媛県 双海剣道会 － 新型コロナウイルス感染対策のおける新しい剣道会運営の構築事業 ¥1,302,000

1251 任意団体 事務局(運営) 長野県 (一財)日本リトルシニア中学硬式野球協会信越連盟北安南リトルシニア － コロナ禍における新しい練習再開の構築及びチームの感染症対策 ¥534,000

1252 任意団体 競技団体 東京都 東京都大学サッカー連盟 － 2020年度第53回東京都大学サッカーリーグ戦の開催 ¥1,500,000

1253 任意団体 事務局(運営) 埼玉県 草加市スポーツ少年団バスケットボール指導者連絡協議会 － 安心安全対策済みミニバスケットボール大会の実施 ¥407,000

1254 任意団体 事務局(運営) 愛知県 中学生女子ソフトボールクラブトリプルＡ － コロナ禍における、新入部員獲得及びチームとしての感染予防対策 ¥1,281,000

1255 個人事業主 アスリート 高知県 赤松誠一 － コロナ対策自宅トレーニング事業 ¥299,000

1256 個人事業主 インストラクター 静岡県 梅本千枝 － コロナ対策の整った体操教室とオンライン講習高度化 ¥144,000

1257 任意団体 少年団 岡山県 フットボールクラブ西・御南スポーツ少年団 － コロナ禍における新入団員獲得及び感染症対策を講じながらの活動 ¥90,000

1258 個人事業主 インストラクター 神奈川県 林雅之 － 非対面型オンラインレッスン拡大＆テレワーク推進プロジェクト ¥287,000

1259 任意団体 事務局(運営) 広島県 福山漕艇協会 － ボート競技の普及拡大と感染症対策強化 ¥153,000

1260 法人 事務局(運営) 愛知県 特定非営利活動法人養神館合気道星雲塾 8180005017337 会員獲得及びコロナ禍における指導品質、稽古環境の高度化 ¥623,000

1261 任意団体 少年団 和歌山県 三百瀬千鳥少年野球クラブスポーツ少年団 － コロナ禍でも安全な活動の継続及びチームとしての感染症対策 ¥245,000

1262 法人 体育・スポーツ協会 新潟県 一般社団法人三条市スポーツ協会 5110005015911 事業継続化に伴うオンラインシステム構築 ¥225,000

1263 任意団体 総合型クラブ 秋田県 たしろスポーツクラブ － 各種スポーツ教室の継続開催事業 ¥48,000

1264 個人事業主 公認指導者 茨城県 松崎浩 － コロナ対策を施した教室運営及び保護者へレッスン状況の配信 ¥92,000

1265 任意団体 事務局(運営) 長崎県 長崎北リトルシニア野球協会 － コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥888,000

1266 任意団体 事務局(運営) 京都府 京都木津川リトルシニア － コロナ過における練習の再開及び新入部員獲得 ¥460,000

1267 個人事業主 アスリート 福島県 高桑由昇 － 感染症予防対策のための自宅トレーニング環境の充実 ¥675,000

1268 個人事業主 アスリート 茨城県 中野瞳 － コロナ対策を施したトレーニング環境の整備および高度化 ¥270,000

1269 個人事業主 アスリート 京都府 小谷実 － オンラインを活用した室内トレーニングへの移行と高度化 ¥476,000

1270 個人事業主 アスリート 岡山県 峰重祐之介 － オンライントレーニングによりパフォーマンス向上を目指す ¥518,000

1271 任意団体 総合型クラブ 香川県 香南ししまるスポーツクラブ － 新規会員獲得のための卓球教室の実施 ¥245,000

1272 個人事業主 アスリート 兵庫県 村田雅一 － 固定式自転車を用いたオンライントレーニング環境の整備事業 ¥843,000

1273 個人事業主 インストラクター 東京都 三村紗也香 － 新機材の購入とホームページを活用した新規顧客獲得 ¥732,000

1274 個人事業主 インストラクター 東京都 五藤伯文 － コロナ対策を施したスキーイベント及びレッスン方法の高度化 ¥761,000

1275 任意団体 事務局(運営) 埼玉県 木崎ラインズクラブ － コロナ禍における野球活動およびチームとしての感染症対策 ¥183,000

1278 個人事業主 アスリート 岡山県 三宅旬 － オンラインバーチャル練習設備「ＺＷＩＦＴ」の導入 ¥496,000

1279 法人 事務局(運営) 大阪府 特定非営利活動法人ＴＥＮ・アスリード 1122005001745 ＨＰとクラウドの利活用 ¥742,000

1280 個人事業主 インストラクター 兵庫県 松谷秀巳 － 非対面スポーツ視覚トレーニングのWeb集客仕組構築 ¥1,000,000

1281 法人 事務局(運営) 静岡県 特定非営利活動法人浜松ライフセービングクラブ 9080405004167 新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた救急蘇生法を行う活動 ¥72,000

1282 個人事業主 インストラクター 福島県 伊藤幸治 － コロナ対策を施したスキースクール運営及び指導方法の高度化 ¥271,000

1283 任意団体 競技団体 神奈川県 伊勢原市水泳協会 － 伊勢原市水泳大会再開に向けた記録会 ¥553,000

1284 任意団体 事務局(運営) 京都府 天橋立エルダーソフトボール大会実行委員会 － 安心安全に配慮したエルダー・エルデストソフトボール大会 ¥596,000

1285 任意団体 事務局(運営) 富山県 スポーツ少年団野球部舟橋ビクトリーズ － 感染拡大を防ぎ、安心して野球活動を継続するための取り組み ¥79,000

1286 法人 事務局(運営) 兵庫県 特定非営利活動法人健康づくり推進機構BTB 7140005021509 オンラインによる「あらゆる世代の心身健康づくり」 ¥136,000

1287 法人 事務局(運営) 新潟県 NPO法人ジョガボーラ柏崎 8110005015768 スポーツ教室開催及び練習環境、指導法の充実 ¥596,000

1288 法人 体育・スポーツ協会 静岡県 一般社団法人袋井市スポーツ協会 3080405006227 第32回クラウンメロンマラソンリモートチャレンジ ¥1,000,000
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1289 個人事業主 インストラクター 東京都 小林律子 － コロナ対策を施した教室運営及び指導方法の高度化 ¥296,000

1290 個人事業主 インストラクター 神奈川県 河﨑優美子 － 感染症拡大予防対策に則た実際のレッスンとオンラインレッスン ¥445,000

1291 任意団体 競技団体 和歌山県 和歌山県フライングディスク協会 － 和歌山県内JFDA登録会員の競技離れ抑制と普及活動支援 ¥592,000

1292 任意団体 少年団 茨城県 友部ミニバスケットボールスポーツ少年団 － 少年団事業継続・高度化のための事業活動 ¥262,000

1293 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人MUCHU 7010405015536 コロナ禍を生き抜くスポーツ教室とイベントの開催への挑戦 ¥967,000

1294 法人 総合型クラブ 埼玉県 特定非営利活動法人鴻巣ブレス総合型スポーツクラブ 4030005010013 からだ慣らしの為の無料定期教室開催 ¥314,000

1295 任意団体 事務局(運営) 長崎県 ツール・ド・ちゃんぽん実行委員会 － オンラインによるツール・ド・ちゃんぽん大会事業 ¥1,000,000

1296 法人 事務局(運営) 福岡県 一般社団法人ＴＳＯ 4290005014459 施設の環境整備事業 ¥637,000

1297 法人 事務局(運営) 沖縄県 一般社団法人グランフォルティス沖縄 2360005005031 新型コロナ感染防止及び活動持続化計画と主催大会開催の高度化 ¥513,000

1298 任意団体 事務局(運営) 兵庫県 明石ボーイズ － 日本少年野球明石しおさいライオンズクラブ旗明石ボーイズ大会 ¥471,000

1299 任意団体 事務局(運営) 東京都 月例赤羽マラソン実行委員会 － 新型コロナ感染防止対策を万全にした月例赤羽マラソン ¥408,000

1300 個人事業主 アスリート 兵庫県 泉谷直哉 － 非対面型トレーニング環境の構築 ¥920,000

1301 法人 競技団体 長野県 一般社団法人グローバルけん玉ネットワーク 4100005010897 非対面型事業モデルへの転換事業 ¥1,012,000

1302 個人事業主 アスリート 長崎県 井手健 － 非対面で、高度な練習ができる自宅練習場の確立 ¥434,000

1303 法人 競技団体 東京都 公益社団法人日本新体操連盟 8010405003507 第20回全日本新体操クラブ団体選手権 ¥1,500,000

1304 法人 総合型クラブ 群馬県 一般社団法人Fohlenスポーツアカデミー 4070005008508 サッカー事業活動継続。（会員数の確保） ¥724,000

1305 任意団体 事務局(運営) 愛知県 日本スイミングクラブ協会東海支部 － 2020年度JSCA東海ブロック短水路水泳競技大会 ¥1,500,000

1306 個人事業主 アスリート 三重県 神田龍 － コロナ対策をした非対面トレーニングの構築 ¥552,000

1307 任意団体 事務局(運営) 新潟県 ゆるすぽ － 活動拠点の脱三密化とメンバー復帰戦略 ¥1,284,000

1308 個人事業主 インストラクター 茨城県 坂入健太 － オンライン指導法の整備、指導環境の充実 ¥788,000

1309 法人 競技団体 東京都 公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会 5011005000120 登攀技術に関する指導者の教育と研修会 ¥339,000

1310 任意団体 事務局(運営) 兵庫県 芦屋ちゃいるど未来教室 － 親子ふれあい体操教室 ¥204,000

1311 法人 総合型クラブ 静岡県 特定非営利活動法人F-SPO 2080105005645 高齢者向けスポーツの活動継続事業 ¥182,000

1312 個人事業主 アスリート 千葉県 近藤隆司 － 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 ¥344,000

1313 個人事業主 インストラクター 青森県 沼田勝 － 卓球アカデミー継続に向けた練習環境の整備・高度化 ¥298,000

1314 個人事業主 アスリート 宮城県 三澤勝成 － コロナ対策完全版究極の練習法＆リモート個別レッスン ¥394,000

1315 法人 事務局(運営) 神奈川県 一般社団法人WELL TRADE PROJECT W.A.K.A 1020005014562 グラスルーツイベントの再開に向けた感染症対策と運営について ¥813,000

1316 法人 事務局(運営) 愛知県 一般社団法人スポーツアカデミー 6180305007956 コロナ対策を施したスポーツイベントの委託運営 ¥1,496,000

1317 任意団体 競技団体 福岡県 福岡県スケート連盟 － 第58回北九州オープンフィギュアスケート競技会 ¥631,000

1318 法人 事務局(運営) 滋賀県 一般財団法人滋賀YMCA 6160005007333 滋賀YMCA健康教育推進・発展事業 ¥488,000

1319 法人 事務局(運営) 埼玉県 一般社団法人Learn and Grow 9030005019504 スクール活動安心再開及びリモートワーク整備事業 ¥1,500,000

1320 個人事業主 アスリート 千葉県 中村浩士 － コロナ対策を施した高度ホームトレーニング環境の構築 ¥1,000,000

1321 任意団体 事務局(運営) 京都府 Fleur新体操クラブ － コロナ禍において現会員の感染予防の徹底及び新しい入会者の獲得 ¥691,000

1322 個人事業主 アスリート 広島県 齋藤勝 － 非対面型トレーニング及び競輪活動継続への取り組み ¥1,000,000

1323 任意団体 事務局(運営) 愛知県 刈谷市総合型地域スポーツクラブ刈谷東総合スポーツクラブ － ウィズコロナによるクラブ運営の維持・継続及び再開事業 ¥264,000

1324 任意団体 事務局(運営) 東京都 全国ランニングセンター － コロナ禍の現状を打破するための定期総会の開催 ¥568,000

1325 任意団体 競技団体 岩手県 岩手県ボクシング連盟 － 県連盟主催「元持杯ボクシング大会」（９月１２・１３日） ¥177,000

1326 個人事業主 アスリート 愛媛県 橋本強 － 非対面型室内トレーニング環境の構築 ¥1,000,000

1327 個人事業主 アスリート 愛知県 水谷良和 － 競走形態変更に伴う競輪競走高速化等への対策を含めた高度化計画 ¥1,002,000

1328 任意団体 少年団 愛知県 名古屋バドミントンスポーツ少年団 － バドミントンスポーツ少年団における活動継続事業 ¥52,000

1329 個人事業主 アスリート 熊本県 園田鉄平 － 非対面型オンライントレーニング ¥336,000
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1330 法人 事務局(運営) 福岡県 ＮＰＯ法人しいだコミュニティ倶楽部 7290805008285 総合型地域スポーツクラブとして、スポーツ活動の普及・促進事業 ¥457,000

1331 任意団体 少年団 群馬県 金古南ジュニアバレーボールスポーツ少年団 － コロナウイルス感染拡散防止練習 ¥51,000

1332 任意団体 事務局(運営) 福岡県 中学硬式野球二丈ファルコンズ － コロナ禍における新入部員獲得及びチームとしての感染症対策 ¥410,000

1333 法人 事務局(運営) 神奈川県 特定非営利活動法人大豆戸フットボールクラブ 8020005006611 新型コロナウイルスによる事業規模縮小を改善する計画 ¥1,010,000

1334 任意団体 競技団体 高知県 高知県卓球協会 － 各種大会の開催 ¥1,073,000

1335 個人事業主 アスリート 宮城県 加美山隆行 － コロナ対策の為の個人練習環境の構築 ¥908,000

1336 法人 競技団体 東京都 一般社団法人日本障がい者バドミントン連盟 3290005015862 オンライン指導事業 ¥1,409,000

1337 個人事業主 アスリート 神奈川県 松谷秀幸 － 非対面型トレーニング環境の構築 ¥1,000,000

1338 任意団体 競技団体 大阪府 関西大学バレーボール連盟 － 2020年度関西大学バレーボール連盟秋季リーグ戦 ¥1,444,000

1339 個人事業主 インストラクター 埼玉県 竹内裕里子 － 対面と非対面の同時開講によるコロナ対策を施したスタジオ運営 ¥128,000

1340 個人事業主 アスリート 新潟県 保科圭太 － コロナ対策による自宅トレーニング場の充実化 ¥1,000,000

1341 任意団体 事務局(運営) 山梨県 スプラッシュ(甲府市中学生バスケットボールクラブ) － 令和２年度　甲府市中学生バスケットボール『交流ゲーム』 ¥146,000

1342 法人 競技団体 茨城県 一般社団法人ＪＡＷＡ日本アームレスリング連盟 2010605003312 オンラインレフリーセミナーの実施と感染予防対策 ¥1,343,000

1343 法人 事務局(運営) 静岡県 一般社団法人フェスモーチェV浜松スポーツクラブ 3080405007191 安心・安全にチームを存続、子供達の活動場所を増やす取り組み ¥1,198,000

1344 個人事業主 インストラクター 東京都 栗原好子 － お家で手軽にオンラインでウチトレ ¥370,000

1345 個人事業主 インストラクター 福岡県 三浦恵美 － 広報強化による新規顧客獲得とオンラインレッスンの取り組み ¥861,000

1346 個人事業主 アスリート 福岡県 柳詰正宏 － 非対面型自宅強化トレーニングとオンライントレーニング ¥299,000

1347 個人事業主 インストラクター 愛媛県 森岡泰子 － zoomを利用した非対面での整体指導 ¥227,000

1348 個人事業主 アスリート 福井県 鷲田幸司 － コロナウイルス感染防止に向けた室内トレーニング環境の形成 ¥1,000,000

1349 法人 総合型クラブ 大阪府 特定非営利活動法人茨木東スポーツクラブレッツ 4120905002892 分散における多教室の開講と不参加者への動画の配信を実施する。 ¥1,429,000

1350 個人事業主 インストラクター 東京都 フリーロータス佐藤たえ子 － 感染対策の上で安心して行うクラスの発展と発表会、大会の開催 ¥332,000

1351 任意団体 競技団体 京都府 京都軟式野球連盟 － コロナ感染拡大防止を施した大会運営および強化チーム支援 ¥634,000

1352 法人 競技団体 北海道 (一財)北海道バスケットボール協会 5430005012785 練習会場開放事業（北海きたえーるメインアリーナ） ¥417,000

1353 法人 競技団体 千葉県 一般社団法人日本デフサーフィン連盟 2040005020657 非対面型強化練習会（サーフィンスクール）・タレント発掘事業 ¥981,000

1354 任意団体 事務局(運営) 鹿児島県 鹿児島パラアスリートクラブ － コロナ禍におけるスポーツ活動時の感染症対策 ¥528,000

1355 任意団体 競技団体 千葉県 館山市水泳協会 － 運動再開の動機付けや指導力向上の為の研修・環境整備 ¥99,000

1356 法人 事務局(運営) 京都府 公益財団法人向日市スポーツ文化協会 5130005006363 コロナ対策を施した運動教室及びトレーニング室運営 ¥1,138,000

1357 個人事業主 アスリート 愛知県 福田真平 － 非対面型トレーニング環境への転換 ¥643,000

1358 個人事業主 アスリート 福岡県 秋吉翔太 － ２０２１年男子ゴルフツアー応援隊事業 ¥613,000

1359 個人事業主 公認指導者 京都府 櫛橋茉由 － コロナ対策を施した非対面事業化及び在宅トレーニングの環境整備 ¥693,000

1360 個人事業主 アスリート 東京都 新田康仁 － コロナ対策を意識した感染防止の為の練習環境の整備・拡充 ¥1,000,000

1361 個人事業主 インストラクター 長野県 中村聖美 － こども達が離れていても一緒に活動できる体制の構築 ¥583,000

1362 任意団体 事務局(運営) 新潟県 信越五岳トレイルランニングレース実行委員会 － 大会継続活動の一環としてのコロナ対策を施したトレイル整備事業 ¥757,000

1363 個人事業主 アスリート 長野県 等々力久就 － 自宅での室内トレーニング高度化 ¥139,000

1364 任意団体 事務局(運営) 千葉県 千葉市柔和会 － 柔道稽古継続に係る継続的なコロナ感染症からの安全保持計画 ¥51,000

1365 個人事業主 インストラクター 熊本県 樋口清輝 － コロナ対策を施した道場運営及びライブ配信型観客での試合実施 ¥600,000

1366 個人事業主 アスリート 奈良県 三谷将太 － 非対面型対人トレーニング ¥293,000

1367 法人 総合型クラブ 長野県 一般社団法人浅間嶺スポーツクラブ 0100005011878 第1回あさまねCUP陸上選手権 ¥274,000

1368 個人事業主 インストラクター 大阪府 森元沙綾 － コロナ禍における事業継続回復のためのレッスン内容の高度化 ¥201,000

1369 任意団体 事務局(運営) 徳島県 日本プロテニス協会四国地区地区会 － テニス普及・育成事業 ¥418,000

1370 法人 事務局(運営) 北海道 特定非営利活動法人SSSスポーツクラブ 0430001008524 ウィズコロナ時代のスポーツ活動環境の整備事業 ¥1,426,000
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1371 任意団体 少年団 茨城県 かすみがうらJVSバレーボールスポーツ少年団 － コロナ対策を施した活動継続事業及び環境整備の高度化 ¥190,000

1372 任意団体 事務局(運営) 千葉県 ラビッツ － 新型コロナに対応するための安心・安全に配慮した活動環境の構築 ¥65,000

1373 任意団体 事務局(運営) 愛知県 S･ZUMBA － コロナ対策を施した教室運営及び指導方法の高度化 ¥1,261,000

1375 任意団体 事務局(運営) 愛媛県 久枝剣道会 － 新型コロナウィルス感染対策における新しい剣道会運営の構築事業 ¥1,231,000

1376 任意団体 競技団体 京都府 亀岡市陸上競技協会 － 亀岡市陸上競技協会継続運営事業 ¥72,000

1377 任意団体 少年団 大分県 由布川サッカースポーツ少年団 － コロナ禍における新入部員獲得及びチームとしての感染症対策 ¥32,000

1378 法人 競技団体 兵庫県 特定非営利活動法人JNF日本なわとび競技連盟 1140005023997 JNFオンラインオープンなわとび選手権大会 ¥1,077,000

1379 個人事業主 アスリート 宮城県 阿部力也 － ウエイトトレーニングと自転車のトレーニングの非対面型環境作り ¥816,000

1380 任意団体 競技団体 福岡県 久留米市ラグビーフットボール協会 － がんばろう久留米　ファイティングwithラグビー ¥124,000

1381 個人事業主 アスリート 愛媛県 武田良太 － 非対面型トレーニング ¥486,000

1382 個人事業主 インストラクター 沖縄県 桃原明世 － コロナ禍における新入会員獲得および感染症対策の取組 ¥606,000

1383 法人 競技団体 京都府 一般社団法人京都府山岳連盟 3130005015928 ボルダリングセッション ¥271,000

1384 個人事業主 インストラクター 神奈川県 馬場麻耶 － 新しい指導法導入や非対面レッスン環境の構築 ¥395,000

1385 個人事業主 アスリート 東京都 片島聡志 － コロナ禍における試合継続とオンラインでの指導促進 ¥218,000

1386 個人事業主 インストラクター 高知県 大崎まや － グループフィットネス「レズミルズ」プログラムのライブイベント ¥80,000

1387 任意団体 総合型クラブ 埼玉県 リ・ボーンはすだ総合型地域スポーツクラブ － 代替会場の確保・ICTを通じたレッスン＆再開へ向けた運営 ¥1,134,000

1388 個人事業主 インストラクター 東京都 古井めぐみ － コロナ対策を施したスタジオ運営および教室の高度化 ¥226,000

1389 法人 総合型クラブ 北海道 特定非営利活動法人ふれ・スポ・とうべつ 4430005012175 ふれスポ事業のオンライン化と既存教室の充実・発展 ¥1,326,000

1390 任意団体 事務局(運営) 奈良県 NTAならタグラグビーアカデミー － 対面型、非対面型システム構築と安全な大会開催事業 ¥760,000

1391 個人事業主 インストラクター 熊本県 銘苅淳 － オンライントレーニング発信の高度化とコロナ対策下での指導 ¥859,000

1392 法人 競技団体 東京都 一般社団法人日本ボッチャ協会 4120105008294 適切な組織運営及びガバナンス確保のための組織体制整備事業 ¥1,000,000

1393 個人事業主 アスリート 三重県 徳留真紀 － レーシング走行の360度動画配信による新コンテンツ創造事業 ¥1,500,000

1394 個人事業主 公認指導者 愛知県 駒田貴城 － コロナ対策を施したテニスレッスン及び指導対象者の拡張、 ¥483,000

1395 個人事業主 アスリート 愛媛県 渡部哲男 － 新型コロナウィルスの影響下におけるトレーニングルームの整備 ¥651,000

1396 個人事業主 アスリート 高知県 小原周祐 － 自宅強化トレーニング事業 ¥339,000

1397 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人PlusDeporte 2080005007007 ICTを活用した事業運営への転換 ¥1,000,000

1398 任意団体 総合型クラブ 愛知県 スポーツクラブ江南 － 総合型地域スポーツクラブ運営事業 ¥1,009,000

1399 法人 事務局(運営) 大阪府 特定非営利活動法人地域スポーツ振興協会 5120005007973 オンライン、リモートによる教室・イベント等の環境整備事業 ¥1,151,000

1400 法人 事務局(運営) 群馬県 一般社団法人ＴＥＡＭ不破 8070005009015 コロナ対策を施した事業継続・高度化事業 ¥800,000

1401 個人事業主 その他個人 東京都 木下雄一 － コロナ対策を施した安心、安全格闘技大会開催及び動画配信 ¥653,000

1402 個人事業主 インストラクター 宮城県 熱海龍 － 非対面型トレーニング環境の構築と練習の高度化 ¥595,000

1403 法人 事務局(運営) 東京都 一般財団法人キッズチャレンジ未来 6011805002133 コロナ禍による遅れを取り戻す、集中合宿の開催 ¥1,091,000

1404 個人事業主 公認指導者 三重県 沢田聖志 － コロナ対策を施した環境に左右されないチーム活動と指導の高度化 ¥1,214,000

1405 任意団体 事務局(運営) 宮城県 宮城県キンボールスポーツ連盟 － 新規会員に向けた講習会開催と活動継続の為の感染症対策 ¥100,000

1406 個人事業主 インストラクター 大阪府 中畑珠枝 － 非対面型の指導、オンラインレッスンの配信 ¥591,000

1407 個人事業主 アスリート 岡山県 戸田洋平 － 自宅にてオンライン相互形式の高度なトレーニング環境整備 ¥1,000,000

1408 法人 事務局(運営) 神奈川県 特定非営利活動横浜ユナイテッドフットボールクラブ 7020005005473 横浜ユナイテッドFCコロナ禍での活動時感染防止と新規会員獲得 ¥1,393,000

1409 法人 競技団体 愛知県 一般社団法人名古屋市水泳連盟 2180005016708 水泳の日　２０２０　愛知・名古屋 ¥164,000

1410 法人 事務局(運営) 大阪府 特定非営利活動法人いきいき・のびのび健康づくり協会 5120105003971 オンラインによる健康事業、指導者育成事業の新規事業立ち上げ ¥672,000

1411 個人事業主 アスリート 神奈川県 出口真浩 － 非対面式における高度化したトレーニング環境の構築 ¥337,000

1412 個人事業主 公認指導者 神奈川県 森川稔之 － オンライン指導・会議の実施、及び動画配信環境の整備 ¥532,000
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1413 個人事業主 インストラクター 埼玉県 藤田郁恵 － コロナ対策を施した対面・非対面レッスンの高度化 ¥108,000

1414 任意団体 競技団体 鹿児島県 鹿児島市水泳協会 － 第28回小学生学年別選手権秋季水泳競技大会 ¥704,000

1415 個人事業主 アスリート 沖縄県 爲田学 － 非対面型室内トレーニング環境の構築 ¥795,000

1416 任意団体 競技団体 広島県 広島県体操協会 － 新型コロナ感染対策を実施した体操競技会の開催 ¥229,000

1417 任意団体 事務局(運営) 奈良県 生駒市レスリングクラブ － 新しい生活様式を取り入れた練習環境の整備と大会運営 ¥1,231,000

1418 法人 事務局(運営) 千葉県 一般社団法人鋸南クロススポーツクラブ 9040005016038 安心してスポーツを楽しめる環境作り ¥1,414,000

1419 任意団体 競技団体 愛知県 中部実業団陸上競技連盟 － コロナ禍における大会開催に向けた感染症対策 ¥1,216,000

1420 法人 総合型クラブ 鹿児島県 特定非営利活動法人ＮＩＦＳスポーツクラブ 8340005007775 オンライントレーニング及びサークル対面指導再開事業 ¥476,000

1421 個人事業主 インストラクター 北海道 PILATESSTUDIOM － オンライン導入と新たな指導方法によるスタジオの高度化 ¥165,000

1422 個人事業主 アスリート 広島県 桶谷明誉 － 非対面型を含めた一般道や自宅でのトレーニング環境整備 ¥1,000,000

1423 個人事業主 公認指導者 徳島県 上本由香 － スクールレッスンの高度化とコロナ対策を施したスクール運営 ¥1,395,000

1424 任意団体 事務局(運営) 岩手県 リトルサンテニスクラブ － 感染予防対策を講じた上での競技力向上のためのジュニア育成強化 ¥230,000

1425 個人事業主 インストラクター 東京都 澤村千尋 － コロナ渦に対応したレッスンや指導の高度化 ¥976,000

1426 個人事業主 インストラクター 東京都 芋川宏 － 練習・試合環境の整備 ¥675,000

1427 個人事業主 インストラクター 東京都 片桐有紀子 － お家でルーシーダットン＆青空ルーシーダットン ¥319,000

1428 個人事業主 アスリート 福島県 泉文人 － 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

1429 任意団体 競技団体 大阪府 関西実業団陸上競技連盟 － コロナウイルス感染症防止対策を講じた新たな競技運営体制の構築 ¥1,496,000

1430 任意団体 少年団 福島県 アステルＦＣ（新地町スポーツ少年団） － コロナ禍に伴う子供達の運動不足解消対策事業 ¥26,000

1431 個人事業主 インストラクター 東京都 塚田琴絵 － ピラティスレッスン、セミナーの非対面（オンライン）化 ¥973,000

1432 個人事業主 アスリート 佐賀県 加藤彩也香 － WEBを活用した広報強化によるユーザー拡大と配布物の製作 ¥931,000

1433 個人事業主 インストラクター 佐賀県 足立深江 － コロナ対策を施した教室運営及び指導方法の高度化 ¥173,000

1434 法人 事務局(運営) 北海道 一般社団法人北海道ボウリング場協会 6430005003346 スポーツ大会「ＤＯリーグ」に対する記念ＤＶＤの制作 ¥1,500,000

1435 個人事業主 アスリート 静岡県 久米詩 － 非対面型トレーニング環境の設営 ¥397,000

1436 法人 総合型クラブ 富山県 特定非営利活動法人おおしまスポーツクラブ 4230005007674 新たなスポーツ教室開催事業と環境整備事業 ¥1,022,000

1437 法人 競技団体 東京都 公益財団法人日本体操協会 7011005000309 テレワーク環境整備、web会議環境整備、事業再開への取り組み ¥578,000

1438 個人事業主 インストラクター 兵庫県 福田みゆき － 幅広い対象者へ「三密」を避けた運動指導の高度化 ¥631,000

1439 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人日本ボディデザイン協会 5011005005409 クロスメディア・オンラインフィットネス【チャレンジ企画】 ¥608,000

1440 法人 事務局(運営) 埼玉県 一般社団法人健康革命家 6030005018665 オンラインを活用したクライアントのより良いライフサポート支援 ¥285,000

1441 個人事業主 アスリート 埼玉県 金子周一郎 － 新型コロナウイルス感染対策としてのトレーニング環境の構築 ¥254,000

1442 個人事業主 インストラクター 神奈川県 西彩 － オンラインレッスン導入による事業活動の回復と新規顧客獲得 ¥211,000

1443 個人事業主 インストラクター 東京都 百瀬直人 － コロナ対策を施したスタジオ実施及び指導方法の高度化 ¥184,000

1444 個人事業主 インストラクター 神奈川県 野崎直 － ピラティス・ストレッチ・ヨガのオンラインレッスン配信 ¥579,000

1445 法人 競技団体 富山県 特定非営利活動法人富山県ダンススポーツ連盟 2230005008550 ダンススポーツフェスティバル続けよう繋げよう会員の輪2020 ¥1,024,000

1446 法人 総合型クラブ 新潟県 特定非営利活動法人こいこいスポーツクラブおぢや 7110005016288 運動指導動画配信・リモートワーク等整備事業 ¥398,000

1447 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 コスギヨガ － 徹底した感染防止対策とオンライン配信の融合によるヨガレッスン ¥367,000

1448 個人事業主 インストラクター 神奈川県 大城桂 － オンライン指導への導入と対面クラス再開へ向けた取り組み ¥667,000

1449 個人事業主 インストラクター 福島県 添田夏実 － オンラインレッスンへ向けた指導能力向上の資格取得と環境整備 ¥542,000

1450 個人事業主 インストラクター 広島県 木原育恵 － 非対面型事業モデルへ転換し指導方法の高度化 ¥519,000

1451 個人事業主 アスリート 大阪府 栁原司 － 非対面でのトレーニング環境強化及び感染症対策への取り組み ¥758,000

1452 任意団体 少年団 千葉県 八街東スポーツ少年団 － コロナ禍でのスポーツ少年団活動の継続とチームの感染症対策 ¥318,000

1453 個人事業主 アスリート 愛知県 服部正継 － コロナ環境下における科学的トレーニングを非対面型で導入 ¥947,000
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1454 任意団体 事務局(運営) 愛知県 豊橋ガールズケイリン育成プロジェクト実行委員会 － テレワーク環境によるトレーニングの構築 ¥621,000

1455 個人事業主 アスリート 秋田県 竹村勇祐 － 非対面型トレーニング環境の整備 ¥267,000

1456 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・東京 7010605001451 感染防止に配慮した環境下でのスポーツトレーニングの実施 ¥917,000

1457 個人事業主 インストラクター 神奈川県 田中文也 － 大人も子どもも安心して参加できるオンラインレッスンの体制構築 ¥748,000

1458 任意団体 競技団体 愛知県 名古屋市ドッジボール協会 － コロナ禍における新しい運営方法での交流会開催と感染症対策 ¥166,000

1459 個人事業主 アスリート 鹿児島県 上吹越直樹 － 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 ¥504,000

1460 個人事業主 インストラクター 東京都 金志真之 － コロナ対策を施した教室運営、サービスの高度化と新規導入 ¥669,000

1461 個人事業主 インストラクター 神奈川県 高城寛子 － コロナ対策を施した合気道演武会開催 ¥80,000

1462 個人事業主 インストラクター 愛媛県 古谷莉沙 － 非対面によるグループレッスン指導への転換とレッスンの高度化 ¥247,000

1463 任意団体 少年団 宮城県 槻木シャトルクラブスポーツ少年団 － チームとしての感染拡大防止対策と練習場所の安定的な確保 ¥28,000

1464 任意団体 事務局(運営) 福岡県 リアルソウル実行委員会 － コロナ対策を施したイベン開催＆HPリニューアル及びジム運営 ¥3,000,000

1465 個人事業主 その他個人 山口県 橋本真治 － withコロナでのフットボールコンテンツの事業継続と高度化 ¥935,000

1466 個人事業主 インストラクター 大阪府 上西舞 － 新型コロナに対応したオンラインレッスン・対面指導の高度化 ¥684,000

1467 法人 事務局(運営) 長野県 特定非営利活動法人リブラント 5100005012612 一人で楽しめるアクションスポーツの普及と非接触型の広報活動 ¥869,000

1468 任意団体 事務局(運営) 北海道 帯広広陽 － コロナ禍における新入部員獲得及びチームとしての感染症対策 ¥309,000

1469 個人事業主 インストラクター 宮城県 福田伸寛 － オンラインによる個別指導とオンラインによる教室指導 ¥159,000

1470 個人事業主 インストラクター 京都府 田中裕弥 － コロナ対策を施したスタジオ運営及び指導方法の高度化。 ¥730,000

1471 個人事業主 アスリート 大分県 安東英博 － コロナ対策を行ったトレーニング方法の確立と選手活動の継続 ¥697,000

1472 個人事業主 アスリート 徳島県 山本宏明 － 密を避けてのトレーニング・充実した環境整備 ¥247,000

1473 個人事業主 インストラクター 東京都 髙橋優 － オンラインレッスンの導入と健康の維持及び充実 ¥143,000

1474 任意団体 事務局(運営) 東京都 東京都高等学校体育連盟柔道専門部第4支部 － オンライン観戦型での高校生柔道大会および錬成会の開催 ¥965,000

1475 個人事業主 インストラクター 三重県 平井恵 － Go To　ピラティス！新しいレッスン形態への構築 ¥1,200,000

1476 任意団体 事務局(運営) 兵庫県 魚住バファローズ － 練習環境の充実 ¥258,000

1477 任意団体 競技団体 大分県 大分県ハンドボール協会 － 第45回日本ハンドボールリーグ・大分大会 ¥622,000

1478 任意団体 競技団体 兵庫県 伊丹卓球協会 － コロナ禍への対応と今後更なる市内卓球競技の活性化を図る ¥1,068,000

1479 任意団体 総合型クラブ 熊本県 うしぶかイキイキクラブ － コロナ禍における総合型スポーツクラブ運営事業 ¥414,000

1480 任意団体 競技団体 北海道 北海道体操連盟 － 第４３回北海道ジュニア体操競技選手権大会 ¥54,000

1481 法人 総合型クラブ 北海道 一般社団法人SJスポーツクラブ 4430005011672 総合型地域スポーツクラブ運営事業再開、テレワーク環境推進事業 ¥1,070,000

1482 法人 事務局(運営) 宮崎県 一般社団法人川南スポーツクラブ 7350005005837 大会イベントの開催・テレワーク環境の整備・練習環境の充実 ¥886,000

1483 個人事業主 インストラクター 奈良県 松谷大門 － 海外顧客を念頭に置いたハワイオンライントレーニング ¥369,000

1484 法人 事務局(運営) 広島県 特定非営利活動法人オリンピアプラス 8240005013940 コロナ禍における、陸上競技選手育成と介護予防運動教室の運営 ¥408,000

1485 法人 事務局(運営) 北海道 特定非営利活動法人アスアスラボ 2430005013885 「アスアスラボ#05朝原宣治のスプリントラボ」開催 ¥472,000

1486 任意団体 総合型クラブ 滋賀県 さざなみスポーツクラブ 3700150031201 総合型地域スポーツクラブ運営事業 ¥507,000

1487 法人 総合型クラブ 愛知県 特定非営利活動法人やとみスポーツクラブ 4180005014908 スポーツ教室の回復のための取組・テレワーク等の環境の整備 ¥291,000

1488 任意団体 事務局(運営) 和歌山県 粉河リトルリーグ － コロナ禍における練習や試合及びチームとしての感染症対策 ¥770,000

1489 個人事業主 アスリート 宮城県 保科千春 － 非対面室内自転車練習環境作り ¥186,000

1490 任意団体 事務局(運営) 千葉県 市原リトルシニア野球協会 － コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥970,000

1491 任意団体 競技団体 愛媛県 愛媛県ダンススポーツ連盟 － 体力回復に向けてのテレワーク活用とオンライン会議による高度化 ¥319,000

1492 個人事業主 アスリート 千葉県 須藤雄太 － オンライン指導導入と室内練習の強化 ¥379,000

1493 法人 事務局(運営) 広島県 一般社団法人BDTC 8240005014864 コロナ対策を施したバドミントン大会の運営 ¥2,444,000

1494 個人事業主 インストラクター 兵庫県 松本典昭 － オンラインの双方向指導と対面指導を組み合わせた運動教室の実施 ¥595,000
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1495 任意団体 事務局(運営) 奈良県 日本空手拳道獅子塾 － コロナ禍における安全対策を講じたオンライン化も含む道場運営 ¥1,051,000

1496 個人事業主 インストラクター 大阪府 冨高秀二 － 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 ¥759,000

1497 個人事業主 アスリート 沖縄県 喜納隆志 － 非対面型室内トレーニング環境の構築 ¥809,000

1498 個人事業主 インストラクター 大阪府 川島麻里 － 非対面型の指導、オンラインレッスンの配信 ¥392,000

1499 個人事業主 公認指導者 福岡県 森美紀 － 感染予防対策実施トレーニングの導入及び非対面式指導環境の構築 ¥1,064,000

1500 法人 総合型クラブ 大阪府 特定非営利活動法人箕面ＳＣ 9120905004554 新型コロナ感染症に対する総合型地域スポーツクラブ運営強化事業 ¥433,000

1501 法人 総合型クラブ 群馬県 特定非営利活動法人伊勢崎西部スポーツクラブ 6070005008472 新型コロナウイルス感染症予防対策における活動環境整備 ¥198,000

1502 個人事業主 インストラクター 千葉県 西郷隆幸 － ウェブサイトを活用したテニススクールの紹介と関連商品の販売。 ¥1,000,000

1503 任意団体 競技団体 福岡県 久留米市卓球協会 － 徹底した新型コロナ感染防止による大会及び講習会の高度化 ¥1,449,000

1504 任意団体 少年団 愛知県 桜木フレンズスポーツ少年団 － コロナ禍の練習再開による感染症対策、新指導・団員募集手段確立 ¥658,000

1505 任意団体 事務局(運営) 山梨県 風林火山 － 新たな練習内容を充実させるための環境向上化 ¥389,000

1506 個人事業主 アスリート 秋田県 内藤宣彦 － 非対面型トレーニング環境の設置と高度化 ¥888,000

1507 任意団体 競技団体 福岡県 福岡県シニアテニス連盟 － 福岡県シニア連盟主催サプライズミックステニス大会の新設 ¥152,000

1508 法人 事務局(運営) 鳥取県 特定非営利活動法人未来 5270005004626 ウォーキング大会開催に向けたテストイベント等実施事業 ¥1,075,000

1509 法人 体育・スポーツ協会 福島県 特定非営利活動法人白河市体育協会 5380005011149 感染対策をしてＷithコロナに負けない心身づくり事業 ¥1,500,000

1510 任意団体 競技団体 岡山県 岡山県ソフトテニス連盟 － 岡山県ソフトテニス連盟主催大会運営 ¥104,000

1511 個人事業主 アスリート 三重県 皿屋豊 － オンラインを活用したトレーニング環境の整備 ¥631,000

1512 個人事業主 アスリート 福岡県 市橋司優人 － コロナ対策のための室内トレーニング環境構築 ¥698,000

1513 任意団体 事務局(運営) 京都府 京都嵐山ボーイズ － コロナ禍における練習の再開と安全確保を目的とした感染症対策 ¥1,160,000

1514 個人事業主 インストラクター 東京都 佐藤雅子 － ヨガやエクササイズ等、心と身体の健康を養うオンラインレッスン ¥514,000

1515 任意団体 事務局(運営) 埼玉県 双葉ミニバスケットボールクラブ － コロナ禍での継続的な練習環境のサポート及び感染防止対策の徹底 ¥418,000

1516 法人 事務局(運営) 東京都 一般財団法人日本サイクルスポーツ振興会 7010005028938 JCSPA BMX ACADEMY ¥316,000

1517 個人事業主 公認指導者 京都府 須磨和史 － 新型コロナ対策を施したスタジオ運営及び指導方法の高度化 ¥323,000

1518 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人カポエィラ・テンポ 9011105002418 昇段式開催とオンライン教室含む教室環境の充実 ¥762,000

1519 個人事業主 インストラクター 東京都 高野政人 － funnyGの非対面型事業モデル及び3密を避けた指導事業 ¥659,000

1520 個人事業主 アスリート 広島県 三登誉哲 － オンライントレーニングの導入とレース継続のためのパーツ購入 ¥452,000

1521 個人事業主 アスリート 静岡県 菊池竣太朗 － コロナ対策での非対面型トレーニング環境の充実 ¥503,000

1522 法人 事務局(運営) 埼玉県 特定非営利活動法人春日部ボーイズ 5030005018121 「第2回春日部ボーイズ結成記念ジュニア大会」の開催。 ¥490,000

1523 個人事業主 アスリート 富山県 重倉高史 － 非対面トレーニングの高度化　選手間の感染防止 ¥558,000

1524 個人事業主 アスリート 群馬県 佐々木悠葵 － 非対面型トレーニング設備の充実化 ¥931,000

1525 個人事業主 インストラクター 福岡県 小川治子 － オンライン化レッスンによる指導の高度化と事業の拡大 ¥316,000

1526 個人事業主 公認指導者 新潟県 安藤夏代 － コロナ対策を施した環境で安心して参加できる健康教室 ¥1,149,000

1527 個人事業主 インストラクター 神奈川県 川上若菜 － 動画指導及びジム以外でのサービス提供 ¥207,000

1528 個人事業主 インストラクター 神奈川県 大塚理恵子 － コロナ対策によるオンラインレッスンへの移行と指導内容の高度化 ¥190,000

1529 個人事業主 インストラクター 茨城県 石森友佳 － オンラインレッスンへの切り替え ¥250,000

1530 法人 総合型クラブ 三重県 特定非営利活動法人元気アップこものスポーツクラブ 1190005010272 コロナに負けないスポーツ活動の継続＆発信 ¥1,220,000

1531 任意団体 事務局(運営) 大阪府 富田林ラグビースクール － スクール関係者に対する継続したコロナ対策 ¥32,000

1532 法人 事務局(運営) 福島県 一般社団法人ＮＦＣVivace 4380005012288 現状を乗り越えサッカーを楽しめる選手の育成 ¥943,000

1533 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人日本フィジカルサポート 3010105001781 リモートワーク環境整備・非対面型活動事業 ¥132,000

1534 個人事業主 インストラクター 千葉県 高濱大輔 － 新事業カイロプラクティックを導入した事業規模の拡大と継続 ¥1,223,000

1535 法人 競技団体 東京都 公益財団法人日本テニス協会 5011005003791 リモート会議・リモートワークへの導入・促進のための事業 ¥984,000
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1536 法人 総合型クラブ 和歌山県 特定非営利活動法人ゆうゆうスポーツクラブ海南 9170005002355 ウィズコロナ環境整備事業 ¥1,103,000

1537 個人事業主 アスリート 大阪府 南修二 － BMXバイクを利用した非対面型トレーニング ¥411,000

1538 個人事業主 アスリート 福岡県 加藤昌平 － 科学的非対面式トレーニングとテレワークの充実 ¥1,244,000

1539 個人事業主 インストラクター 香川県 山家恵美子 － 非対面によるグループ・パーソナルレッスン指導方法の高度化 ¥758,000

1540 個人事業主 インストラクター 鹿児島県 鮎川真奈 － コロナ対策を施した添付運営及びイベント開催、事業継続 ¥1,029,000

1541 任意団体 少年団 広島県 安東少年野球団 － コロナ禍における軟式少年野球の練習再開と継続のための対策 ¥221,000

1542 法人 体育・スポーツ協会 新潟県 一般財団法人燕市スポーツ協会 6110005006587 組織運営の高度化に必要な業務のリモート化 ¥867,000

1543 任意団体 事務局(運営) 鹿児島県 鹿屋CHAMPIONキッズ － コロナ禍における練習場の感染症対策と新入部員の獲得 ¥378,000

1544 法人 事務局(運営) 東京都 公益社団法人日本ダンス議会 8010005010291 全国ダンス競技会　再開シリーズ ¥1,493,000

1545 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人慶應ラグビー倶楽部 1010405016507 オンラインと対面を組み合わせたハイブリッド型スポーツ教室 ¥1,200,000

1546 個人事業主 アスリート 愛知県 佐藤健太 － 自宅での非対面・非接触・高負荷トレーニングの実現 ¥554,000

1547 個人事業主 事務局(運営) 埼玉県 丹野道雄 － 安心・安全に行える、新しいトレーニング環境づくり ¥142,000

1548 法人 事務局(運営) 宮城県 特定非営利活動法人FIRSTASCENTJAPAN. 7370005003822 Withコロナ時代の選手・指導者育成事業 ¥1,104,000

1549 個人事業主 インストラクター 兵庫県 安田千草 － 新しいスタイルのフィットネスエクササイズ ¥327,000

1550 個人事業主 インストラクター 兵庫県 北口優子 － 新型コロナ感染症拡大による不安解消と心身の健康回復・維持 ¥138,000

1551 任意団体 事務局(運営) 大阪府 東脩館 － コロナ禍における剣道人口の増加を目的にした新入会員公募 ¥498,000

1552 個人事業主 アスリート 岡山県 髙田大輔 － 室内の非対面型科学的トレーニングの導入 ¥536,000

1553 個人事業主 アスリート 東京都 河村雅章 － コロナ感染拡大防止の為の室内トーレーニング設備の充実化 ¥481,000

1554 法人 競技団体 東京都 公益財団法人東京都バレーボール協会 8013305001869 参加者の安全性を確保した大会運営の環境整備 ¥282,000

1555 任意団体 少年団 埼玉県 文蔵ミニバスケットボールスポーツ少年団 － コロナ禍における自宅練習環境のサポート及び団の感染症対策徹底 ¥313,000

1556 法人 競技団体 東京都 一般社団法人日本障がい者サッカー連盟 6010005025201 支援者獲得に向けた環境整備の取り組み ¥765,000

1557 任意団体 少年団 三重県 多度ブレイカーズミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 － 新型コロナ対策を施した安全な大会運営および指導法の高度化 ¥704,000

1558 法人 総合型クラブ 長野県 特定非営利活動法人松本山雅スポーツクラブ 100005006936 動画コンテンツを活用した新たなホームページ構築 ¥758,000

1559 個人事業主 インストラクター 東京都 天内智子 － コロナ渦における非対面での運動指導内容の高度化 ¥900,000

1560 法人 総合型クラブ 三重県 特定非営利活動法人楠スポーツクラブ 9190005009415 楠スポーツクラブ　教室継続回復事業 ¥467,000

1561 任意団体 事務局(運営) 東京都 福住剣友会 － 剣友会における活動継続事業 ¥53,000

1562 任意団体 事務局(運営) 群馬県 倉賀野オールスターズ － コロナ禍での感染症対策の実施及び練習の再開に向けた環境整備 ¥341,000

1563 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人メトロ東京ホッケー＆アスリートクラブ 1010805002370 ホッケー普及活動再開事業及び感染防止対策事業 ¥1,015,000

1564 任意団体 少年団 岡山県 柵原スポーツ少年団ミニバスケットボール部 － コロナ禍におけるミニバスケットボール部の感染症対策 ¥59,000

1565 任意団体 総合型クラブ 神奈川県 小田原フレンドリークラブ － 各種メニュー効率化による感染症対策事業 ¥817,000

1566 任意団体 競技団体 岐阜県 岐阜県小学生バドミントン連盟 － 新しい生活様式に対応したバドイントンの競技力向上、普及啓発 ¥1,500,000

1567 任意団体 事務局(運営) 愛知県 新城小学校区スポーツクラブ － コロナ対策を施したスポーツクラブとイベントの運営事業 ¥1,500,000

1568 法人 総合型クラブ 北海道 特定非営利活動法人びふかスポーツクラブ 5450005003931 ウィズコロナ時代におけるクラブ活動継続事業 ¥239,000

1569 任意団体 事務局(運営) 新潟県 妙高リージョンスキークラブ － 安全なトレーニング環境整備による新たな活動のスキーム構築 ¥1,004,000

1570 法人 事務局(運営) 岐阜県 一般社団法人腸＆リンパ美人協会 1200005012845 非対面型オンライン指導への転換とオンラインショップの充実化 ¥792,000

1571 任意団体 競技団体 徳島県 徳島県ライフル射撃連盟 － ニューノーマル社会における見せるライフル射撃のICT化 ¥765,000

1572 任意団体 競技団体 京都府 京都府社会人クラブバドミントン連盟 － 第71回京都府社会人クラブバドミントン連盟クラブ対抗リーグ戦 ¥287,000

1573 個人事業主 インストラクター 神奈川県 竹岡育江 － コロナ対策を施したスタジオ運営及びオンライン指導の導入実施 ¥342,000
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1574 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 湘南寒川リトルシニア野球協会 － コロナ感染リスク低減を目的とした活動場所分散等必要諸対策実施 ¥996,000

1575 任意団体 事務局(運営) 兵庫県 緑ヶ丘ファイターズ － コロナ禍における練習及び大会運営における感染症対策 ¥487,000

1576 任意団体 事務局(運営) 京都府 京都府空手道連盟 － コロナ禍における大会再開と会議における感染対策 ¥733,000

1577 個人事業主 インストラクター 宮城県 佐藤暁 － コロナ対策を施したサッカースクール運営と指導方法の高度化 ¥172,000

1578 個人事業主 アスリート 千葉県 力石優衣 － コロナ対策を施した練習施設の確保とパーソナルコーチの導入 ¥1,000,000

1579 個人事業主 インストラクター 大阪府 濱崎亜由美 － コロナ対策を施したサービス運営及び指導方法の高度化 ¥1,013,000

1580 個人事業主 インストラクター 千葉県 佐藤淳 － 非対面オンラインレッスン導入によるトレーニング指導の高度化 ¥309,000

1582 個人事業主 インストラクター 鹿児島県 松永浩美 － プロ野球OBによる技術指導・動画で野球を学ぼう ¥411,000

1583 法人 事務局(運営) 宮城県 NPO法人日本ノルディックフィットネス協会 6370005002908 講座の非対面化と実技指導のテレワーク化 ¥551,000

1584 個人事業主 公認指導者 福島県 管野昌子 － コロナ対策によるスクール活動の実施と新規生徒の獲得 ¥395,000

1585 法人 事務局(運営) 広島県 特定非営利活動法人子ども未来プロジェクトアローズ 2240005014119 アローズオンライン運動会 ¥1,027,000

1586 個人事業主 インストラクター 広島県 安部裕一郎 － オンライン指導の導入で、既存顧客及び新規顧客への指導の高度化 ¥395,000

1587 法人 事務局(運営) 三重県 一般社団法人PEARLS 1190005010909 非対面型ファン獲得事業とリモートワーク環境の整備 ¥909,000

1588 個人事業主 公認指導者 大阪府 岡田大輔 － コロナ禍での生徒のモチベーション及び技術の向上の為の撮影会 ¥495,000

1589 個人事業主 インストラクター 千葉県 大井直人 － 新型コロナウイルス感染防止対策を目的としたオンライン指導 ¥155,000

1590 法人 事務局(運営) 岡山県 一般社団法人アテンプト・オカヤマ 5260005009898 クラブ周知に向けた活動およびテレワーク推奨に向けた環境整備 ¥465,000

1591 法人 競技団体 東京都 公益社団法人日本プロテニス協会 6010705001823 コロナ対策を施したジュニアの地区大会とテレワーク環境の整備 ¥1,470,000

1592 任意団体 総合型クラブ 岩手県 カシオペア氷上スポーツクラブ － ２０２０カシオペア氷上スポーツクラブ事業継続事業 ¥1,373,000

1593 任意団体 事務局(運営) 東京都 大塚オールスターズ － コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥490,000

1594 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人コーチングバリュー協会 4011805002449 バトルブロック大会【キャラバン】 ¥669,000

1595 法人 事務局(運営) 兵庫県 ＮＰＯ法人ランナーズクラブＳｏｕｔｏ 2410005005227 「安心して参加できる」明石城公園マラソン２０２０ ¥1,310,000

1596 個人事業主 インストラクター 滋賀県 堀田裕希 － 実施環境を選ばないトレーニングプログラムの高度化 ¥142,000

1597 法人 事務局(運営) 北海道 一般社団法人A-bank北海道 4430005011747 アスリート先生（義務教育課程体育授業へのアスリート派遣） ¥694,000

1598 法人 競技団体 東京都 特定非営利活動法人日本ダブルダッチ協会 8010905002066 DOUBLE DUTCH CONTEST JAPAN2020 ¥1,000,000

1599 任意団体 競技団体 福島県 県北陸上競技協会 － コロナ禍における陸上競技大会の運営のための感染症対策 ¥192,000

1600 個人事業主 インストラクター 千葉県 草野豊勝 － 非対面によるトレーニングコンテンツの高度化 ¥659,000

1601 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人スポーツランド 7011005003294 開催都市開拓及び協賛企業獲得のための動画制作、HP構築 ¥836,000

1602 個人事業主 インストラクター 北海道 柳田真理子 － オンラインでの50代～への健康増進、元気よ届け ¥720,000

1603 個人事業主 インストラクター 東京都 太田史彦 － 非対面型&トレーニング器具を用いたオンラインフィットネス ¥406,000

1604 任意団体 事務局(運営) 東京都 太子堂フットボールクラブ － コロナ禍での新クラブ員獲得及びチーム活動再開と感染症対策 ¥310,000

1605 個人事業主 インストラクター 東京都 川満盛仁 － コロナ対策を施したコンディショニング指導方法の高度化 ¥245,000

1606 任意団体 事務局(運営) 福島県 Ｆｌａｖｏｕｒｓ － 地域別による分散練習の充実化 ¥184,000

1607 任意団体 事務局(運営) 東京都 武蔵野G.B.C － コロナ禍における練習の再開及び感染症対策 ¥54,000

1608 任意団体 事務局(運営) 東京都 ルビー新体操クラブ － コロナ禍の中でも取り組める練習と勉強会を感染予防し取り組む ¥321,000

1609 任意団体 少年団 千葉県 二州スポーツ少年団八街南ジュニアーズ － 単位団活動継続に向けた指導の安全・安心面の向上のための取組 ¥953,000

1610 法人 総合型クラブ 東京都 特定非営利活動法人法政クラブ 6012305001468 オンライン指導及び体調管理コンテンツの構築 ¥1,141,000

1611 個人事業主 アスリート 広島県 平本穏 － コロナ時代の新しいファンを生み出す動画配信事業 ¥855,000

1612 法人 総合型クラブ 鳥取県 特定非営利活動法人やまつみスポーツクラブ 2270005003770 コロナ対策を施した安心安全なスクール・イベント実施開催と継続 ¥626,000

1613 任意団体 事務局(運営) 愛知県 合気道名古屋至誠館 － 非接触型形式、オンライン形式での教室、イベント事業 ¥335,000

1614 個人事業主 アスリート 埼玉県 久木原洋 － 屋内トレーニング転換事業 ¥914,000

1615 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 大和リトルシニア野球協会 － コロナ禍における分散練習再開及び、チームとしての感染症対策 ¥563,000
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1616 個人事業主 アスリート 岡山県 山崎泰己 － 競輪活動継続及びオンライントレーニング環境の整備 ¥900,000

1617 法人 事務局(運営) 岩手県 一般社団法人育庭会 0400005005860 ソーシャルディスタンスに配慮するための環境整備 ¥1,315,000

1618 任意団体 体育・スポーツ協会 兵庫県 宍粟市体育協会 － テレワーク環境整備事業 ¥202,000

1619 法人 事務局(運営) 沖縄県 一般社団法人沖縄県サイクルスポーツ振興協会 6360005004178 リモートを取りた自転車関連普及活動及び安全管理者育成講習会 ¥1,072,000

1620 法人 事務局(運営) 岩手県 一般社団法人スポーティブ岩手 2400005007915 コロナ対策による環境整備及びクラブ運営の高度化 ¥995,000

1621 個人事業主 インストラクター 群馬県 堀口可奈子 － 感染症対策及び新規顧客獲得を目的とした新クラスの増設 ¥336,000

1622 法人 競技団体 宮崎県 一般社団法人宮崎県バスケットボール協会 3350005005535 無観客に対応した大会等WEB配信及び非対面での入退場管理 ¥1,450,000

1623 個人事業主 インストラクター 兵庫県 三室寿樹 － 高齢者の体力・運動能力の維持向上に向けたストレッチ教室 ¥595,000

1624 個人事業主 インストラクター 東京都 寺本寧則 － 非対面型パフォーマンスアップ方法等の高度化と実施環境の構築 ¥864,000

1625 法人 総合型クラブ 栃木県 特定非営利活動法人たぬまアスレチッククラブ 4060005007733 各講座の感染症対策の徹底と、会員に対する「連絡網」の環境構築 ¥555,000

1626 個人事業主 インストラクター 鹿児島県 岩下優子 － オンライン併用レッスン開始と広報強化で新規顧客獲得 ¥975,000

1627 法人 総合型クラブ 神奈川県 特定非営利活動法人相模原フットボールクラブ 9021005002830 練習環境の充実～クラブ活動を継続するために～ ¥464,000

1628 任意団体 事務局(運営) 長崎県 ＢＪ城山ソフトボールクラブ － 新型コロナ禍における練習の効率化及びチームとしての感染症対策 ¥519,000

1629 法人 総合型クラブ 石川県 一般社団法人セブンスポーツアクト 1220005007546 感染対策とオンライントレーニングの導入 ¥1,304,000

1630 任意団体 少年団 静岡県 浜岡黒潮サッカースポーツ少年団 － コロナ禍における練習再開及びチームとしての感染症対策 ¥558,000

1631 任意団体 事務局(運営) 北海道 三笠スキー連盟三笠レーシングチーム － コロナ禍における2020年度チーム活動の開始及び感染症対策 ¥389,000

1632 任意団体 事務局(運営) 愛知県 一宮レスリングクラブ － 密集を避けて練習継続するためのマット面積拡張と安全環境整備 ¥440,000

1633 法人 事務局(運営) 滋賀県 一般社団法人滋賀県ドラゴンボート協会 1160005002396 第14回びわ湖ドラゴンボート１０００ｍ選手権大会 ¥544,000

1634 個人事業主 アスリート 千葉県 柴田洋輔 － 自宅におけるトレーニング環境の高度化・充実化 ¥852,000

1635 個人事業主 アスリート 神奈川県 井手尚治 － 感染症対策と科学的トレーニングを取り入れた自宅トレーニング ¥885,000

1636 個人事業主 アスリート 岐阜県 森川大輔 － 非対面型トレーニング設備の充実化 ¥851,000

1637 個人事業主 インストラクター 群馬県 片岡純恵 － 非対面・少人数制・ウィズコロナ時代フィットネス指導の高度化 ¥836,000

1638 法人 総合型クラブ 香川県 特定非営利活動法人西高松スポーツクラブ 6470005005347 新会員獲得及び密集・密接を回避する活動環境整備事業 ¥671,000

1639 個人事業主 公認指導者 埼玉県 髙野浩幸 － オンライン創設でコロナ禍のピンチをチャンスに変える ¥377,000

1640 個人事業主 インストラクター 千葉県 田沼諒太 － トーナメントプロによるオンラインも利用したテニスレッスン ¥130,000

1641 個人事業主 公認指導者 茨城県 真家克夫 － コロナウイルス感染予防に配慮したハイブリッド型運動教室の開催 ¥561,000

1642 任意団体 競技団体 埼玉県 埼玉県ラグビーフットボール協会 6030005017881 全国高校ラグビー埼玉県予選開会式等の映像配信事業 ¥1,000,000

1643 任意団体 事務局(運営) 愛知県 木曽川ＪＢＣ － コロナ禍におけるチーム活動の継続と感染症対策 ¥100,000

1644 個人事業主 アスリート 福島県 渡邉正人 － コロナウィルス対策の為の非対面型トレーニング ¥410,000

1645 任意団体 総合型クラブ 三重県 いすずウキウキクラブ － スポーツ・レクリエーション教室開催事業 ¥1,189,000

1646 個人事業主 アスリート 福岡県 名川豊 － 非対面型自宅トレーニング環境の充実 ¥978,000

1647 個人事業主 アスリート 香川県 木村浩宣 － 屋外でのソーシャルディスタンスをとった単独練習環境の構築 ¥695,000

1648 個人事業主 アスリート 徳島県 小川丈太 － 非対面型トレーニング向上 ¥443,000

1649 個人事業主 アスリート 大阪府 片山弘城 － コロナ渦でのＰＲを含めた新たな非対面トレーニング環境の構築 ¥300,000

1650 法人 競技団体 埼玉県 一般社団法人春日部市サッカー協会 1030005017548 密を避けて各種サッカー大会の開催事業 ¥1,000,000

1651 任意団体 総合型クラブ 京都府 舞鶴ちゃったスポーツクラブ － オンラインレッスンに向けての環境整備 ¥128,000

1652 任意団体 事務局(運営) 福岡県 福岡セーリングクラブ － 自然体験活動普及事業 ¥999,000

1653 任意団体 事務局(運営) 愛知県 さわやか健康運営事務局 － さわやか健康オンラインリレーマラソン ¥990,000

1654 個人事業主 アスリート 埼玉県 一戸康宏 － 新型コロナウイルス感染対策としてのトレーニング環境の整備 ¥828,000

1655 任意団体 事務局(運営) 茨城県 竜ケ崎リトルリーグ － コロナ禍における練習の継続とチームとしての感染症予防対策 ¥235,000

1656 個人事業主 インストラクター 福井県 名倉紀子 － オンラインレッスンの導入とトレーニング指導の高度化 ¥246,000
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1657 法人 事務局(運営) 奈良県 一般社団法人くまがしクラブ 3150005008921 次世代型地域スポーツコミュニティONE TEAMプロジェクト ¥13,500,000

1658 任意団体 事務局(運営) 東京都 新日本スポーツ連盟東京卓球協議会 － 新型コロナ感染防止対策に配慮した安全な卓球大会の開催 ¥1,041,000

1659 任意団体 少年団 静岡県 太陽卓球スポーツ少年団 － コロナ対策を施した練習環境の整備とテレワーク環境整備事業 ¥745,000

1660 任意団体 少年団 福島県 庭塚ソフトボールスポーツ少年団 － 新型コロナウイルス感染予防に配慮した練習・大会参加の実施 ¥50,000

1661 法人 競技団体 東京都 公益社団法人日本エアロビック連盟 5010705000875 スズキジャパンカップ2020 ¥1,188,000

1662 個人事業主 アスリート 石川県 小嶋敬二 － 新型コロナウイルス対策で非対面式トレーニング環境の構築 ¥816,000

1663 個人事業主 インストラクター 兵庫県 児玉安弘 － スクール活動継続、新規入会促進事業 ¥122,000

1664 法人 総合型クラブ 長野県 特定非営利活動法人NPO総合体操クラブWing 1100005007120 新しい練習スタイルの模索と参加者全員の安心安全の確保 ¥1,083,000

1665 個人事業主 アスリート 静岡県 榎本光男 － 新型コロナ感染予防の為の自宅トレーニング設備拡充計画 ¥689,000

1666 任意団体 総合型クラブ 長崎県 佐世保市総合型地域スポーツクラブやまんた倶楽部 － コロナ禍におけるスポーツ教室の再開・継続事業 ¥1,000,000

1667 個人事業主 アスリート 神奈川県 村上直久 － 非対面型トレーニング環境の構築・整備 ¥573,000

1668 個人事業主 アスリート 香川県 組橋一高 － 指導力・競技力維持向上のための非対面型トレーニング環境の構築 ¥844,000

1669 個人事業主 インストラクター 東京都 山田龍偉 － 非対面型コーチング環境の構築および広報のサポート事業 ¥212,000

1670 個人事業主 アスリート 広島県 和田誠吾 － 現役持続の為のアプローチ ¥784,000

1671 個人事業主 アスリート 静岡県 髙橋隆太 － コロナ感染対策による自宅トレーニングへの転換 ¥504,000

1672 個人事業主 アスリート 千葉県 水書義弘 － 非接触型自宅トレーニング環境への転換と高度化 ¥386,000

1673 個人事業主 公認指導者 福井県 奥本怜子 － 安心してできるオンライントレーニング・指導の高度化 ¥514,000

1674 個人事業主 アスリート 栃木県 黒川勇 － 密を避けるための個人ロードトレーニングと競技や観客の開拓 ¥575,000

1675 法人 競技団体 青森県 特定非営利活動法人青森県空道協会 5420005007670 2020全東北空道ジュニア選手権大会 ¥102,000

1676 法人 事務局(運営) 山形県 特定非営利活動法人山形ＴＦＣ 8390005008315 新型コロナ禍でのクラブ運営継続とイベントサービスの向上 ¥798,000

1677 個人事業主 インストラクター 千葉県 FiTalk 仁田洋子 － 非対面で行う運動指導の高度化と対面指導充実に向けた感染対策 ¥574,000

1678 法人 総合型クラブ 茨城県 特定非営利活動法人桜川スマイルクラブ 7050005011989 動画配信環境の整備・コロナ対策を施した研修会の実施 ¥199,000

1679 個人事業主 公認指導者 福岡県 堀田幸作 － コロナ感染拡大防止と見学のオンライン化及び新規会員獲得 ¥192,000

1680 個人事業主 インストラクター 東京都 西廣亜矢子 － オンラインレッスンの導入 ¥135,000

1681 法人 事務局(運営) 大阪府 一般社団法人堺シティスポーツクラブ 7120105008911 練習のリモート環境導入及び試合会場の防疫、室内練習場の整備 ¥1,334,000

1682 個人事業主 インストラクター 福岡県 山下大蔵 － 新型コロナウイルスによるオンラインパーソナルトレーニング事業 ¥1,286,000

1683 個人事業主 インストラクター 愛知県 尾川智子 － 非対面・蜜を避け感染予防したボルダリング講師事業の高度化 ¥1,349,000

1684 個人事業主 アスリート 新潟県 藤原憲征 － コロナ感染拡大防止対策による室内トレーニング ¥1,000,000

1685 任意団体 競技団体 宮崎県 宮崎市ソフトテニス連盟 － 新しい生活様式に対応したソフトテニス事業の開催。 ¥1,340,000

1686 任意団体 事務局(運営) 北海道 スポカル実行委員会 － スポカルPRESENTSチャレンジフェスティバル ¥1,500,000

1687 個人事業主 インストラクター 兵庫県 奥隅知里 － コロナウイルス感染対策の為のオンライン指導導入と新規顧客獲得 ¥436,000

1688 個人事業主 インストラクター 兵庫県 常行芙美 － 相互交流型室内外運動指導ICT化事業 ¥665,000

1689 個人事業主 アスリート 岩手県 野橋太郎 － 観客動員5割減！感染防止対策を徹底した大会運営高度化計画！！ ¥1,044,000

1690 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人東京修道館 3011205000426 新型コロナウイルス感染予防の為の環境整備事業 ¥1,057,000

1691 個人事業主 インストラクター 山口県 東田勇斗 － オンライン・パーソナルトレーニング環境整備 ¥722,000

1692 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人キャタピラーズ 5010405018573 コロナに負けない持続可能なフットボールチームの運営 ¥1,335,000

1693 法人 競技団体 東京都 一般社団法人日本車いすカーリング協会 1010405015748 リモートワーク・ペーパーレス環境整備事業及び日本代表強化事業 ¥600,000

1694 任意団体 事務局(運営) 長野県 烏帽子スカイラン実行委員会 － コロナウイルス感染防止対策に配慮した烏帽子スカイランの開催 ¥515,000

1695 個人事業主 インストラクター 山梨県 塚原千尋 － 健康二次被害予防のためのピラティス指導の高度化 ¥341,000

1696 個人事業主 アスリート 大阪府 吉川悟 － コロナ対策を施した練習方法の高度化 ¥183,000

1697 個人事業主 インストラクター 広島県 石川さおり － オンラインレッスン開始と指導技術向上及び対面指導の高度化 ¥826,000
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1698 個人事業主 インストラクター 大阪府 安藤麻紀 － オンラインでのトレーニング指導、コロナ対策を実施した個別指導 ¥360,000

1699 任意団体 少年団 愛知県 江南市スポーツ少年団 － 各種大会（軟式野球、ソフトボール、バレー、駅伝大会）運営事業 ¥605,000

1700 法人 競技団体 東京都 特定非営利活動法人日本視覚障害者柔道連盟 3011105003982 リモートマネジメント(web会議開催等)環境整備事業 ¥232,000

1701 任意団体 競技団体 東京都 板橋区少林寺拳法連盟 － コロナ禍により減少傾向にある入門者の回復への取り組み ¥34,000

1702 法人 事務局(運営) 大阪府 特定非営利活動法人ヒーローズ 3140005004574 第１３回ヒーローズカップ予選 ¥1,500,000

1703 個人事業主 インストラクター 東京都 水村龍太 － ゴルフオンラインレッスンとゴルフスクールレッスン ¥1,400,000

1704 個人事業主 アスリート 埼玉県 天沼雅貴 － コロナ対策での自宅トレーニング環境の充実と高度化 ¥279,000

1705 法人 体育・スポーツ協会 京都府 一般社団法人八幡市スポーツ協会 1130005013909 ITを活用し法人運営への取り組み ¥641,000

1706 個人事業主 インストラクター 東京都 重松栄一 － 新しい時代に即した道場経営と武道の継承、オンライン稽古の確立 ¥516,000

1707 法人 事務局(運営) 兵庫県 一般社団法人日本ジェットスポーツ協会 5140005024975 JJSA2020 JET SPORTS JAPAN CUP ¥1,003,000

1708 任意団体 事務局(運営) 富山県 富山南ジュニアバドミントンクラブ － 総合型地域スポーツクラブ事業運営とスポーツイベント開催事業 ¥1,000,000

1709 個人事業主 インストラクター 和歌山県 山本尚子 － ONLINEレッスンと対面レッスンの多様化対応 ¥402,000

1710 個人事業主 インストラクター 神奈川県 大塚ひとみ － 非対面による運動指導の高度化と安全対策の高度化 ¥277,000

1711 個人事業主 インストラクター 千葉県 嶋田祐子 － 非対面によるグループレッスン指導の高度化 ¥342,000

1712 法人 競技団体 福岡県 特定非営利活動法人九州車いすテニス協会 9290005005506 第７回ひまわり杯車いすテニストーナメント開催事業 ¥236,000

1713 個人事業主 インストラクター 福岡県 澤田佳奈 － 「必要不朽」～みんなのフィットネス ¥356,000

1714 個人事業主 公認指導者 石川県 前田佳奈 － コロナ禍における新規会員獲得と新事業の展開 ¥759,000

1715 個人事業主 インストラクター 大阪府 辻野悠 － コロナ対策を施したジム運営及び指導方法の高度化 ¥1,000,000

1716 任意団体 事務局(運営) 東京都 東京ドリーム － コロナ禍での小学生への陸上競技普及支援 ¥44,000

1717 個人事業主 アスリート 埼玉県 武藤篤弘 － 非対面型練習環境の構築と拡充 ¥665,000

1718 法人 総合型クラブ 宮城県 特定非営利活動法人スポーツコミュニケーションかくだ 1370105001657 総合型地域スポーツクラブ・スポコムかくだ・スポーツ教室事業 ¥713,000

1719 法人 事務局(運営) 愛知県 特定非営利活動法人F.C.Toyoake 8180005007721 密を防ぐサッカートレーニング復活事業 ¥353,000

1720 任意団体 事務局(運営) 北海道 さっぽろさよならマラソン大会実行委員会 － 2020さっぽろさよならマラソンの開催 ¥1,043,000

1721 法人 事務局(運営) 神奈川県 一般社団法人江の島ヨットクラブ 6021005000309 江の島ヨットクラブの活動及びレース再開に向けての準備事業 ¥1,016,000

1722 個人事業主 インストラクター 大阪府 山田幸治 － 世界へ羽ばたくトップエリートフットボーラー育成事業の高度化 ¥1,101,000

1723 個人事業主 アスリート 埼玉県 尾崎剛 － 非対面型トレーニング環境の整備 ¥700,000

1724 任意団体 競技団体 東京都 関東学生ゴルフ連盟 － コロナ禍における会議等の自粛と競技開催に向けた感染症対策。 ¥226,000

1725 任意団体 事務局(運営) 長野県 日本リトルシニア中学硬式野球協会信越連盟松本東リトルシニア － 新型コロナ感染予防対策下における部員確保新しい練習の実施 ¥466,000

1726 個人事業主 インストラクター 神奈川県 伊藤憲吾 － オンライン環境を利用した非対面型の顧客獲得と運指指導の高度化 ¥1,064,000

1727 任意団体 競技団体 神奈川県 藤沢市ハンドボール協会 － 藤沢市でのハンドボール普及の為、第45回JHL開催 ¥531,000

1728 法人 総合型クラブ 鹿児島県 NPO法人隼人錦江スポーツクラブ 8340005002933 コロナ禍におけるスポーツクラブの継続活性化事業 ¥640,000

1729 個人事業主 インストラクター 岩手県 日下行 － 指導時の感染予防対策の徹底、オンライン指導及び筋トレ動画配信 ¥784,000

1730 法人 総合型クラブ 福岡県 ＮＰＯ法人ふみの里スポーツクラブ 9290005015733 対面事業再開及び動画による自宅でできる健康づくりプロジェクト ¥1,035,000

1731 個人事業主 インストラクター 新潟県 小野塚彩那 － 資格取得による最新の指導方法のオンラインでの提供 ¥465,000

1732 任意団体 総合型クラブ 愛知県 総合型地域スポーツクラブつるしろスポーツクラブ － 総合型地域スポーツクラブ運営事業 ¥721,000

1733 個人事業主 アスリート 秋田県 三浦平志郎 － コロナ感染症拡大予防のための非対面型トレーニングの設備構築 ¥836,000

1734 法人 事務局(運営) 神奈川県 一般社団法人日本海洋教育スポーツ振興協会 3021005009030 コロナ禍での無観客大会の運営体制及び選手サポートの構築 ¥8,369,000

1735 個人事業主 アスリート 佐賀県 山田英明 － 非対面型トレーニング環境の構築 ¥725,000

1736 法人 総合型クラブ 栃木県 特定非営利活動法人AS栃木 9060005004585 選手の技術とアジリティ向上、スタッフの指導力向上を目指す ¥1,351,000

1737 法人 事務局(運営) 広島県 特定非営利活動法人広島横川スポーツ・カルチャークラブ 8240005012629 各カテゴリーの公式戦への参戦およびサッカースクールの運営事業 ¥1,010,000

1738 法人 体育・スポーツ協会 茨城県 公益財団法人茨城県体育協会 3050005010664 WEB会議システム，リモートワーク環境の整備事業 ¥64,000
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1739 個人事業主 アスリート 香川県 池田憲昭 － コロナ対策を施した室内トレーニングの強化 ¥263,000

1740 個人事業主 インストラクター 福岡県 坂井陽子 － レッスンのオンライン化・新規顧客獲得のための新マシン購入 ¥663,000

1741 法人 事務局(運営) 神奈川県 一般社団法人スピリット・オブ・セイラーズ 2020005012672 カッターボート事業 ¥389,000

1742 個人事業主 アスリート 東京都 本村嘉菜 － YouTubeでの動画配信やビーチバレー教室の開催の実行 ¥1,500,000

1743 個人事業主 事務局(運営) 宮崎県 中玉利昭吾 － ジムナカップ ¥43,000

1744 任意団体 総合型クラブ 宮城県 総合型地域スポーツクラブ宮城蔵王スポーツクラブ － 総合型地域スポーツクラブ運営事業 ¥1,180,000

1745 任意団体 事務局(運営) 奈良県 日本マーチングバンド協会関西支部 － 第42回MB関西大会、第7回CG・MP関西大会（ビデオ審査会 ¥571,000

1746 法人 事務局(運営) 東京都 公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟 6011005000037 新型コロナウィルス感染拡大防止対策事業 ¥916,000

1747 個人事業主 インストラクター 東京都 西村佳奈美 － コロナ禍におけるプロテニスプレーヤーの活動方法 ¥1,009,000

1748 任意団体 事務局(運営) 東京都 立野ミニバスケットボールクラブ － コロナ対策を施したバスケットボール少年団における活動継続事業 ¥60,000

1749 個人事業主 アスリート 大阪府 神田紘輔 － コロナ対策における非対面式練習環境の高度化。 ¥186,000

1750 任意団体 事務局(運営) 東京都 足立フレンドリーマラソン実行委員会 － 足立フレンドリーマラソン・バーチャルレースのＰＲ活動 ¥1,035,000

1751 任意団体 事務局(運営) 宮城県 旭丘少年野球クラブ － コロナ渦における少年野球大会の運営モデルの構築 ¥43,000

1752 個人事業主 インストラクター 千葉県 鈴木静奈 － Withコロナの時代に対応したスタジオ運営と指導の質向上 ¥574,000

1753 法人 総合型クラブ 宮崎県 一般社団法人とみさか 5350005005822 コンテンツ開発、リモートワークの整備による事業の安定と拡大 ¥1,113,000

1754 個人事業主 インストラクター 大阪府 御厨沙織 － 非対面オンラインヨガ及び感染対策少人数プライベートヨガ実施 ¥796,000

1755 個人事業主 インストラクター 長野県 滝瀬景子 － レッスンに参加できない方へオンラインピラティスレッスンの提供 ¥598,000

1756 個人事業主 インストラクター 広島県 ワイティング香織 － コロナ対策においての非対面クラスの実現化と指導方法の高度化 ¥436,000

1757 任意団体 競技団体 東京都 東京都フライングディスク協会 － ガバナンス法人化 ¥153,000

1758 個人事業主 インストラクター 大分県 河村真理 － オンライン配信等を取り入れたダンスレッスン・イベント運営 ¥1,083,000

1759 法人 総合型クラブ 大分県 特定非営利活動法人七瀬の里Nクラブ 3320005002386 新しい教室スタイル実施に向けた、オンラインレッスン導入事業 ¥739,000

1760 個人事業主 アスリート 岡山県 戸伏康夫 － 感染予防を含む非対面室内トレーニング ¥762,000

1761 任意団体 少年団 三重県 三重西野球少年団 － コロナ禍における練習の再開及びチームの運営並びに感染対策 ¥708,000

1762 任意団体 少年団 長野県 上田市少年硬式野球連盟上田リーグスポーツ少年団 － コロナ禍に負けない青少年健全育成活動の継続と充実 ¥493,000

1763 個人事業主 インストラクター 東京都 村上弘平 － 感染症対策に考慮した、テニス・トレーニングレッスンの再開 ¥490,000

1764 任意団体 事務局(運営) 京都府 山科ミニバスケットボールクラブ － 山科ミニバスケットボールクラブ団体の維持継続 ¥51,000

1765 任意団体 競技団体 大阪府 全国教育系大学剣道連盟 － 教育系大学剣道ゼミナールのオンライン化による講習会モデル構築 ¥522,000

1766 法人 総合型クラブ 神奈川県 一般社団法人星槎湘南大磯総合型スポーツクラブ 3021005009344 スポーツクラブ活動の継続・回復に向けた新聞折込チラシ配布事業 ¥171,000

1767 個人事業主 インストラクター 兵庫県 松谷ゆか － 安全なダンス教室経営に向けた取り組み ¥361,000

1768 法人 事務局(運営) 兵庫県 特定非営利活動法人親和スポーツネット 2140005024094 感染拡大予防に配慮した安全な教室運営と新規入会促進事業 ¥88,000

1769 個人事業主 インストラクター 兵庫県 恒川真由美 － 感染対策を考慮した少人数制のLessonと非対面型事業へ転換 ¥391,000

1770 法人 事務局(運営) 大阪府 NPO法人ベースボールドリーム 8120905005504 コロナ禍における野球チームとして３密、感染症対策 ¥1,009,000

1771 法人 事務局(運営) 大阪府 一般社団法人WHOKNOWS 3120905005491 コロナ対策を施したスクール運営及びレッスン方法の高度化 ¥853,000

1772 任意団体 事務局(運営) 長野県 南部上高田少年野球 － コロナ禍における侵入部員獲得及びチームとしての感染症対策 ¥488,000

1773 個人事業主 インストラクター 東京都 岩﨑正人 － 非対面型指導環境の構築とコロナ対策を施したジム運営及び高度化 ¥1,138,000

1774 個人事業主 インストラクター 埼玉県 仲丸遼太郎 － オンライン集客用コンテンツの質の向上に伴った資格の取得 ¥168,000

1775 個人事業主 インストラクター 東京都 船木淳 － コロナ対策を施したダンスレッスンの開催及びオンライン配信 ¥727,000

1776 個人事業主 インストラクター 千葉県 友重達郎 － コロナ対応を施したスクール運営及び指導方法の高度化 ¥1,064,000

1777 個人事業主 アスリート 東京都 岡田征陽 － コロナウイルス対策を施した非対面型のトレーニング環境の構築 ¥766,000

1778 法人 総合型クラブ 東京都 特定非営利活動法人コミュニティネットＳＳＣ大泉 2011605001165 オンラインによる非対面事業の新設及び対面型事業の安全性の向上 ¥566,000

1779 個人事業主 インストラクター 秋田県 伊藤忍 － 新規顧客開拓・リピーター回復の為、基盤強化事業 ¥462,000
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1780 法人 競技団体 東京都 公益社団法人東京都山岳連盟 2010005011114 リモート・オンラインを活用した講習会、会議形態転換事業 ¥1,239,000

1781 個人事業主 インストラクター 神奈川県 道上香織 － 3密は回避、顧客と密な関係を保つトレーニングのオンライン化！ ¥1,107,000

1782 個人事業主 アスリート 福岡県 坂本亮馬 － 室内トレーニングを可能をするための環境整備 ¥920,000

1783 個人事業主 アスリート 沖縄県 照屋将貴 － 非対面型トレーニングへの転換 ¥301,000

1784 任意団体 事務局(運営) 埼玉県 浦和リトル・シニアリーグ － 新型コロナウイルス感染拡大防止策 ¥76,000

1785 任意団体 競技団体 東京都 全日本学生馬術連盟 － コロナ禍における全国大学馬術部のPR事業 ¥173,000

1786 任意団体 事務局(運営) 静岡県 掛川リトルシニア野球協会 － コロナ過における感染防止対策と安全な活動の維持 ¥396,000

1787 個人事業主 公認指導者 熊本県 高野内豊久 － クラブの継続、発展に向け ¥774,000

1788 個人事業主 インストラクター 兵庫県 山上寛之 － 遠隔地でも参加できるWEBプログラムシステム構築 ¥1,000,000

1789 法人 事務局(運営) 神奈川県 特定非営利活動法人南えびなスポーツクラブ 2021005010468 卓球、ダンス、キックボクシングを体験したり森林浴を楽しもう ¥113,000

1790 法人 総合型クラブ 新潟県 ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 9110005015313 総合型地域スポーツクラブ持続に向けた運営強化事業 ¥979,000

1791 個人事業主 公認指導者 大阪府 岩橋亮平 － 教室活動継続、安心安全の環境整備、オンラインスクールの開始 ¥356,000

1792 個人事業主 アスリート 熊本県 平総一 － フィジカルケア面の改善及びオンライン導入による事業の高度化 ¥1,100,000

1793 個人事業主 インストラクター 福岡県 柴田真紀子 － 新規ジム開設とアスリートのライフサポート、九州から世界へ！ ¥390,000

1794 任意団体 総合型クラブ 山形県 長井花のまちスポーツクラブ － 感染症予防を踏まえた活動とスポーツ教室の継続に向けた取り組み ¥403,000

1795 個人事業主 インストラクター 熊本県 吉本憲太郎 － オンラインヨガスクールの確立事業 ¥1,085,000

1796 法人 事務局(運営) 沖縄県 一般社団法人クィーンズリコスポーツクラブ 5360005005739 リモートワーク整備と新顧客事業 ¥717,000

1797 個人事業主 インストラクター 鹿児島県 谷川雄仁 － コロナ対策を施した道場運営及び指導方法の高度化 ¥509,000

1798 法人 事務局(運営) 石川県 一般社団法人金沢スポーツアカデミー 7220005008266 「第２回スポーツかなざわ祭」 ¥1,042,000

1799 任意団体 競技団体 佐賀県 佐賀県ローラースポーツ連盟 － 非対面型のオンラインシステムの構築とコロナ感染予防下での運営 ¥1,282,000

1800 法人 競技団体 徳島県 一般社団法人徳島市体操協会 5480005006551 体操教室の継続運営及び大会等の実施 ¥229,000

1801 任意団体 事務局(運営) 長野県 真島ファイターズ － 学童野球チームによる感染症対策-真島ファイターズ ¥201,000

1802 個人事業主 アスリート 愛媛県 佐々木豪 － 非接触型トレーニング環境の整備 ¥891,000

1803 個人事業主 インストラクター 神奈川県 金沢隆光 － 遠隔ツールでリモートでラウンドレッスンやスイング指導を開催 ¥1,275,000

1804 任意団体 事務局(運営) 北海道 美唄キッズ＆親子サッカー － コロナ禍における屋外活動の再開 ¥472,000

1805 任意団体 総合型クラブ 岡山県 総合型地域スポーツクラブきよねスポーツくらぶ － 高度人材の獲得及び感染予防を伴うスポーツ活動持続化事業 ¥1,385,000

1806 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 横浜ボディビル・フィットネス連盟 － コロナ禍における健康体力向上の再開及び運営としての感染症対策 ¥972,000

1807 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人床バレエ協会 6011105008038 協会員へオンライン上でのサービス始動と、スタジオの徹底衛生化 ¥1,203,000

1808 法人 総合型クラブ 石川県 特定非営利活動法人クラブぽっと 7220005007689 地域住民の自粛による体力低下を改善する新たな健康づくり事業 ¥945,000

1809 個人事業主 インストラクター 神奈川県 内山尚子 － 継続的なオンライン指導の実現と高度化及び指導環境の感染対策 ¥263,000

1810 任意団体 少年団 島根県 大東ジュニアフットボールクラブスポーツ少年団 － コロナ禍での大会開催と、密にならないトレーニング環境の構築 ¥132,000

1811 任意団体 事務局(運営) 広島県 安浦アニマルズ － コロナ禍でのチーム強化と新入部員の獲得事業 ¥424,000

1812 個人事業主 公認指導者 香川県 和田裕貴 － オフライン及びオンライン指導における更なる高度化 ¥337,000

1813 法人 総合型クラブ 岐阜県 一般社団法人郡上ブルーズスポーツクラブ 4200005012652 郡上ブルーズ総合型スポーツクラブ活動継続サポート事業 ¥1,218,000

1814 個人事業主 アスリート 大分県 高橋義秋 － 非対面オンライン環境整備及び活動継続への取り組み ¥711,000

1815 任意団体 競技団体 愛媛県 愛媛県ダンススポーツ連盟  M Social Dance Studio － スタジオイベント及びリモートワークレッスン ¥1,109,000

1816 任意団体 競技団体 滋賀県 滋賀県卓球協会 － 当初予定していた大会及び代替大会の実施 ¥374,000

1817 任意団体 少年団 千葉県 柏市スポーツ少年団硬式テニスワンピース － 新型コロナ禍での大会シュミレーションと定期練習への取り組み ¥340,000

1818 任意団体 競技団体 北海道 北海道ボールルームダンス連盟 － ダンス競技会や講習会をライブ・録画配信し、コロナ禍に対応する ¥772,000

1819 任意団体 競技団体 和歌山県 和歌山県クレー射撃協会 － 国際大会に準拠したルールによる選手強化大会の開催 ¥526,000

1820 任意団体 事務局(運営) 新潟県 長岡ダイビングクラブ － 飛込競技オンライン大会 ¥415,000
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1821 個人事業主 アスリート 神奈川県 河本美津子 － 運動継続意欲回復と技術向上へのオンライン活用 ¥302,000

1822 任意団体 総合型クラブ 長野県 塩崎スポーツクラブ － 12種目1３教室の質的向上と長野市との連携事業の強化 ¥515,000

1823 任意団体 事務局(運営) 栃木県 犬塚学童野球部 － コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥622,000

1824 任意団体 事務局(運営) 東京都 小松川サッカークラブ － ニューノーマルに対応した練習の再開及びチームの感染症対策 ¥123,000

1825 個人事業主 インストラクター 東京都 久保田さおり － 新体操クラシフィケーション昇級テストとオンライン講習会の開催 ¥329,000

1826 個人事業主 インストラクター 兵庫県 吉田真史 － サッカースクール活動継続及び、安心安全活動継続事業 ¥1,000,000

1827 法人 総合型クラブ 奈良県 特定非営利活動法人橿原健康スポーツクラブKKSC 4150005008136 コロナ渦で見つめ直し、新たに踏み出すKKSCの次のステージ！ ¥1,363,000

1828 個人事業主 公認指導者 京都府 川瀬一史 － オンラインレッスンの導入及び感染対策を盛り込んだPR動画作成 ¥487,000

1829 個人事業主 公認指導者 東京都 天木裕次郎 － オンラインレッスン導入とコロナ対策を施したスタジオ運営 ¥211,000

1830 任意団体 事務局(運営) 千葉県 南部ルーキーズ － コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥664,000

1831 法人 競技団体 東京都 一般社団法人日本フライングディスク協会 4010805002129 協会事務局のリモートワーク環境整備 ¥169,000

1832 個人事業主 インストラクター 栃木県 山崎千絵 － 広報活動強化によるオンライン新規客獲得及び指導方法の高度化 ¥825,000

1833 個人事業主 インストラクター 神奈川県 白井千恵 － 集団、個別指導の高度化及びコロナ対策を施した自宅訪問個別指導 ¥253,000

1834 任意団体 事務局(運営) 石川県 美川学童野球クラブ － 美川学童野球クラブの感染対策と持続可能な新しい取り組み ¥463,000

1835 個人事業主 インストラクター 京都府 真田清人 － 無観客による社交ダンストライアル競技会の実施 ¥251,000

1836 任意団体 事務局(運営) 北海道 大空リトルシニア球団 － コロナウイルス感染症対策をとり、球団活動継続を目的とする ¥1,499,000

1837 個人事業主 アスリート 新潟県 中山健 － 感染リスクを抑えた自宅非対面型トレーニング設備の構築 ¥672,000

1838 個人事業主 公認指導者 栃木県 富田悦子 － コロナ対策を施した教室運営及び指導方法の高度化 ¥36,000

1839 法人 総合型クラブ 香川県 特定非営利活動法人カマタマーレスポーツクラブ 7470005001989 クラブ活動継続・会員獲得・リモートワーク環境整備事業 ¥715,000

1840 任意団体 事務局(運営) 静岡県 FukuroiFCレディース － コロナ禍における活動の継続及びチームとしての感染症対策 ¥241,000

1841 任意団体 総合型クラブ 鹿児島県 NPO法人姶良スポーツクラブ 5340005003075 コロナ対策を取り入れたスポーツ事業の運営 ¥816,000

1842 個人事業主 アスリート 東京都 深井高志 － 自宅トレーニングルームを充実させたうえでのオンライン指導 ¥625,000

1843 任意団体 事務局(運営) 北海道 特定非営利活動法人スポーツ・健康・医科学アカデミー 1440005002566 ICT活用による新たなスポーツ啓発活動事業 ¥1,002,000

1844 任意団体 事務局(運営) 北海道 札幌澄川南ミニバス少年団 － コロナ禍における感染症対策及び新団員獲得並びに練習場所確保 ¥182,000

1845 法人 総合型クラブ 福岡県 特定非営利水巻ゆうあい倶楽部 8290805009241 テニス交流大会・子ども野球大会・子ども卓球教室、その他教室 ¥1,040,000

1846 個人事業主 アスリート 愛知県 浅見敏也 － 自宅トレーニング環境およびリモートシステムの構築 ¥959,000

1847 個人事業主 インストラクター 神奈川県 李彰浩 － コロナ対策を施したサロン運営とオンラインレッスンの導入 ¥918,000

1848 任意団体 少年団 京都府 比叡少年蹴球団 － 新時代に適応したサッカーのトレーニングを行えるチーム活動 ¥1,072,000

1849 個人事業主 インストラクター 香川県 中村宗太郎 － ネットを活用した指導方法高度化及びコロナ対策をしたジム運営 ¥810,000

1850 任意団体 競技団体 沖縄県 沖縄県テニス協会 － ネットエントリーシステムへの返金サブシステムの導入 ¥675,000

1851 法人 総合型クラブ 埼玉県 特定非営利活動法人彩の国さいたま総合型地域スポーツクラブ・フォルテ 9030005001998 事業回復に向けたコロナウイルス対策の強化 ¥1,085,000

1852 任意団体 総合型クラブ 島根県 総合型地域スポーツクラブPegasusクラブ － 総合型地域スポーツクラブ運営事業及び体験イベント事業 ¥501,000

1853 任意団体 競技団体 長野県 安曇野穂高少年硬式野球連盟 － コロナ禍における感染症対策を踏まえた練習環境整備 ¥316,000

1854 個人事業主 インストラクター 大阪府 髙橋智子 － 感染症対策を施した教室運営とオンラインを活用した運動指導 ¥253,000

1855 法人 競技団体 愛媛県 一般社団法人愛媛県なわとび協会 3500005008068 誰もが安心して参加できる大会・イベント・教室の開催 ¥1,067,000

1856 個人事業主 アスリート 岡山県 坂本修一 － Zwiftを用いた非対面型トレーニング ¥165,000

1857 任意団体 少年団 静岡県 瑞穂スポーツ少年団 － コロナ禍におけるチームとしての感染症対策 ¥40,000

1858 法人 競技団体 東京都 一般財団法人日本リトルシニア中学硬式野球協会 1010005008689 自粛明けの各連盟の大会再開への支援及び感染防止対策への支援 ¥12,000

1859 任意団体 事務局(運営) 愛知県 西尾ブレイズ － コロナ禍における新入部員獲得と練習環境整備、感染症対策 ¥154,000

1860 個人事業主 その他個人 神奈川県 安里和也 － コロナ対策を施した店舗での指導方法の高度化 ¥278,000

1861 個人事業主 インストラクター 神奈川県 安里真衣 － コロナ対策を施した店舗での指導方法の高度化 ¥222,000

45 ページ



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

1862 任意団体 事務局(運営) 三重県 伊賀トレイルランナーズクラブ － WEBによる動画配信とデジタルを活用したフィールドの安全対策 ¥1,100,000

1863 法人 事務局(運営) 千葉県 一般社団法人千葉スポーツライフアクティビティーズ 6040005019605 ウィズコロナを配慮した安全なスポーツ環境の整備 ¥642,000

1864 任意団体 競技団体 神奈川県 平塚卓球協会 － 平塚ジュニア卓球クラブと卓球初心者ラージボール教室の練習再開 ¥106,000

1865 任意団体 競技団体 秋田県 秋田県ながぐつホッケー連盟 － 第３５回秋田県ながぐつホッケーリーグ戦開催事業 ¥1,284,000

1866 任意団体 競技団体 北海道 栗山スキー連盟 － リモートによるスキー指導法の構築と感染対策 ¥957,000

1867 法人 事務局(運営) 埼玉県 特定非営利活動法人アグランサスポーツクラブ 3030005016481 リモートワーク・ペーパーレス・WEB完結事業 ¥170,000

1868 法人 競技団体 石川県 一般財団法人石川陸上競技協会 1220005006845 石川県駅伝競走選手権大会／全国高等学校駅伝 石川県予選会 ¥143,000

1869 任意団体 事務局(運営) 兵庫県 ベースボール・ネットワーク － 新型コロナに対応した練習環境の変革と安全対策の構築 ¥528,000

1870 任意団体 事務局(運営) 滋賀県 滋賀野洲ボーイズ － withコロナでの練習環境の確保と充実 ¥679,000

1871 個人事業主 インストラクター 大阪府 新里卓也 － オンラインレッスンおよびオーダーメイド動画作成事業の導入 ¥259,000

1872 個人事業主 インストラクター 東京都 和田美紗子 － オンラインクラスとマンツーマン指導の実施と広報活動の充実 ¥180,000

1873 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 湘南パドリングレース － 人と接触のない海でのパドリングを普及させ健康維持に貢献する ¥431,000

1874 法人 競技団体 新潟県 一般財団法人新潟県剣道連盟 7110005015414 剣道公認審判講習会、昇段審査会、受審者講習会 ¥831,000

1875 個人事業主 アスリート 岐阜県 岡崎祥伍 － コロナ禍での3密を避けるための新しいトレーニング ¥372,000

1876 任意団体 競技団体 石川県 七尾市陸上競技協会 － コロナ禍における大会開催のための感染予防対策の充実 ¥190,000

1877 任意団体 事務局(運営) 愛知県 大府中央ベースボールクラブ － 中学軟式野球チームの運営等の事業活動の継続・回復の為の取組 ¥791,000

1878 任意団体 少年団 山口県 むつみバレーボールスポーツ少年団 － バレーボールスポーツ少年団の活動継続事業 ¥168,000

1879 法人 競技団体 和歌山県 一般社団法人和歌山県水泳連盟 1170005006751 ジュニア夏季大会と秋葉山選手権大会の開催とライブ配信事業 ¥1,500,000

1880 任意団体 競技団体 宮崎県 西都市バスケットボール協会 － 映像配信を取り入れた大会開催事業 ¥1,253,000

1881 任意団体 少年団 宮崎県 富田野球スポーツ少年団 － 感染症予防対策を講じた上での練習の実施及び試合への参加 ¥110,000

1882 個人事業主 インストラクター 東京都 梅垣由美子 － コロナ対策をした教室運営への取り組み ¥1,125,000

1883 任意団体 事務局(運営) 千葉県 市川リトル野球協会 － コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥1,080,000

1884 個人事業主 インストラクター 千葉県 久保田純子 － コロナ禍においての運動提供のオンライン化 ¥231,000

1885 任意団体 体育・スポーツ協会 富山県 南砺市体育協会 749725179538 わくわく運動プログラム ¥500,000

1886 法人 事務局(運営) 千葉県 特定非営利活動法人ニッポンランナーズ － Web動画環境等の充実による既存＆新規会員への絆サポート事業 ¥733,000

1887 任意団体 競技団体 北海道 美唄サッカー協会 － 美唄フットサル大会2020の開催 ¥200,000

1888 個人事業主 アスリート 和歌山県 小林史也 － コロナ感染対策を考慮したトレーニング環境の高度化 ¥1,000,000

1889 法人 事務局(運営) 兵庫県 一般社団法人ＬＯＶＥＴＲＩＡＴＨＬＯＮ 1140005023709 トライアスロン普及へ向けたランニングイベント配信事業 ¥1,360,000

1890 任意団体 事務局(運営) 京都府 京都府レクリエーション協会 － 非対面型事業への転換「オンラインde健康体操」 ¥313,000

1891 個人事業主 アスリート 福岡県 宮本龍一 － コロナ禍における事業継続のためのトレーニング環境構築計画 ¥138,000

1892 個人事業主 公認指導者 大阪府 安積直孝 － コロナ対策を施した新しい練習環境の構築 ¥422,000

1893 個人事業主 インストラクター 神奈川県 糠塚美千代 － オンライン型ヨガレッスン環境の構築による指導内容の高度化 ¥77,000

1894 任意団体 少年団 茨城県 中郷剣友会スポーツ少年団 － コロナ禍における新規会員獲得及び感染防止対策 ¥164,000

1895 個人事業主 インストラクター 岩手県 田村佳世 － コロナ対策を施したヨガスタジオ運営及びオンラインヨガの拡大 ¥507,000

1896 法人 競技団体 東京都 一般財団法人日本リトルシニア中学硬式野球協会関東連盟 － コロナ禍における練習や大会の再開および感染防止対策 ¥996,000

1897 法人 事務局(運営) 群馬県 特定非営利活動法人水上自然遊楽 9070005007397 3×3バスケットボール大会の開催とライブ観戦 ¥591,000

1898 任意団体 事務局(運営) 東京都 ブールスポーツ東京 － コロナ禍における練習、大会、講習の再開及び感染症対策 ¥149,000

1899 法人 総合型クラブ 滋賀県 特定非営利活動法人くさつ健・交クラブ 3160005009547 コロナ禍におる教室・サークル等の継続的な取り組み ¥56,000

1900 個人事業主 インストラクター 埼玉県 上田秀紀 － コロナ対策を講じたセミナー・イベント・体験会の継続・高度化 ¥615,000

1901 法人 事務局(運営) 兵庫県 特定非営利活動法人ローンボウルズ日本 5140005004853 リモートワーク等環境整備事業 ¥171,000

1902 個人事業主 インストラクター 神奈川県 山田直 － コロナ対策としてのオンラインヨガクラスの提供及び指導の高度化 ¥472,000
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1903 任意団体 少年団 福島県 川俣サッカースポーツ少年団 － コロナ禍における大会継続及びチームの感染症対策 ¥502,000

1904 個人事業主 インストラクター 秋田県 佐藤さやか － オンラインレッスンの導入と環境整備による運動指導の高度化 ¥365,000

1905 個人事業主 インストラクター 北海道 Raumu.SRT － 無線LAN規格を利用した非体面型指導方法の確立 ¥1,181,000

1906 法人 競技団体 神奈川県 一般社団法人日本オーストラリアンフットボール協会 2020005010057 コロナ禍における試合・イベント開催、及び情報発信事業 ¥545,000

1907 任意団体 事務局(運営) 山梨県 山梨都留リトルシニア野球協会 － コロナ渦での新しい活動様式と選手育成・開拓事業 ¥453,000

1908 任意団体 事務局(運営) 栃木県 城東クラブ － コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥222,000

1909 任意団体 競技団体 岩手県 岩手県ソフトバレーボール連盟 － リモート会議やVR動画撮影・公開環境の整備 ¥261,000

1910 法人 競技団体 愛媛県 一般社団法人愛媛県水泳連盟 8500005008071 リモートワーク・WEB会議及び大会開催時における環境整備事業 ¥1,284,000

1911 法人 事務局(運営) 神奈川県 (公財)日本リトルリーグ野球協会特定非営利活動法人神奈川連盟平塚リトルリーグ － コロナ感染拡大防止に対するリーグ活動再開に向けての対策 ¥272,000

1912 任意団体 少年団 山形県 若わし野球スポーツ少年団 － コロナ禍におけるチームの維持、前進と環境整備 ¥100,000

1913 任意団体 事務局(運営) 奈良県 生駒中央ボーイズ － コロナ禍における活動再開と新入部員勧誘及び感染症対策 ¥710,000

1914 任意団体 事務局(運営) 岡山県 倉敷ジュニアカーリングクラブ － カーリング専用シートでの遠征合宿　長野県軽井沢町 ¥311,000

1915 任意団体 競技団体 大阪府 高槻市バスケットボール連盟 － 地域スポーツ推進事業 ¥900,000

1916 法人 事務局(運営) 東京都 一般財団法人日本文化財団 2010005013572 空手教室事業の継続と動画配信による高度化 ¥612,000

1917 個人事業主 インストラクター 長崎県 井手かおり － 非対面事業・テレワーク環境の整備と対面事業への対策 ¥147,000

1918 任意団体 少年団 長野県 チーム「コルツ」長野チアリーディングスポーツ少年団 － コロナ禍における練習再開と新規団員の募集（体験会等） ¥495,000

1919 任意団体 競技団体 東京都 東京都専門学校バスケットボール連盟 － 2020東京都専門学校バスケットボール大会・秋季リーグ戦 ¥44,000

1920 任意団体 事務局(運営) 大阪府 東豊台ファイターズ － コロナ感染対策を取りながらの練習再開と大会参加 ¥212,000

1921 法人 総合型クラブ 茨城県 特定非営利活動法人つくばフットボールクラブ 4050005005259 試合ライブ配信事業 ¥744,000

1922 個人事業主 インストラクター 神奈川県 伊藤恵子 － コロナ禍で激減した顧客を増やすため技術の向上のための資格取得 ¥191,000

1923 個人事業主 アスリート 青森県 木村弘 － 非対面型トレーニング環境の設置と高度化 ¥417,000

1924 個人事業主 インストラクター 埼玉県 青山間乃 － 高齢者向けヨガ・ピラティスの非対面型指導者養成講習 ¥223,000

1925 法人 総合型クラブ 北海道 一般社団法人コンサドーレ北海道スポーツクラブ 2430005011848 リモートワーク・リモートによる競技指導 ¥1,037,000

1926 任意団体 競技団体 和歌山県 和歌山南部リトルシニア野球協会 － コロナ禍における練習再開及びチームとしての感染防止対策 ¥908,000

1927 法人 事務局(運営) 神奈川県 特定非営利活動法人フィット・フォー・マザー・ジャパン 4021005011043 オンラインで継続！女性の健康支援を担う運動トレーナー育成事業 ¥209,000

1928 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人TEAM  HIRO’s 7013305000979 事業継続のための緊急合宿の実施と高度化への取組み ¥1,044,000

1929 個人事業主 アスリート 埼玉県 吉田昌弘 － 新型コロナウイルス感染対策としてのトレーニング環境の構築 ¥835,000

1930 法人 競技団体 長野県 一般社団法人日本雪合戦連盟 5100005010517 英訳ツールで、国内外アピールによる大会参加増と観戦拡大事業 ¥409,000

1931 個人事業主 公認指導者 富山県 野原将史 － ネットを使ったリモート指導及び分散型の運動 ¥625,000

1932 個人事業主 アスリート 静岡県 深澤伸介 － 人との密を避けるための自宅トレーニング ¥703,000

1933 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 YokohamaFiesta － コロナ禍における新しい練習環境の構築 ¥275,000

1934 法人 事務局(運営) 静岡県 一般社団法人T-Dream 1080105005860 スポーツクラブの運営事業 ¥299,000

1935 任意団体 事務局(運営) 青森県 八戸北ジュニアアイスホッケークラブ － コロナ感染対策を考慮したアイスホッケークラブの活動継続事業 ¥593,000

1936 個人事業主 インストラクター 神奈川県 菊地信恵 － ヨガ＆ピラティス及びパドルプログラムの高度化 ¥314,000

1937 任意団体 少年団 埼玉県 小針ヤンキーズスポーツ少年団 － 密を避けた練習環境の確保と感染症対策として備品の整備 ¥166,000

1938 法人 事務局(運営) 佐賀県 特定非営利活動法人スポーツフォアオール 6300005003037 ICTを活用した新しい野球教室の展開 ¥775,000

1939 任意団体 総合型クラブ 千葉県 桜台スポーツクラブ － 総合型地域スポーツクラブ運営事業 ¥191,000

1940 任意団体 事務局(運営) 三重県 泊山イーグルス － コロナ禍における練習の再開及びチームの運営並びに感染対策 ¥62,000

1941 個人事業主 インストラクター 愛知県 田島理帆 － 対面型、非対面型指導スキルアップによる顧客の獲得 ¥120,000

1942 任意団体 事務局(運営) 山梨県 笛吹ボーイズ － コロナ禍における感染症対策を取り組むチーム運営 ¥981,000

1943 個人事業主 アスリート 大阪府 冨尾享平 － 非対面型トレーニング設備の導入及びトレーニング環境の高度化 ¥653,000
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1944 任意団体 事務局(運営) 沖縄県 日本マーチングバンド協会沖縄支部 － コロナ禍における大会運営及び感染症対策 ¥410,000

1945 任意団体 事務局(運営) 奈良県 奈良中央リトルシニア － コロナに負けない！将来有望な子供達の為、練習環境の整備 ¥1,209,000

1946 法人 総合型クラブ 東京都 一般社団法人あきる野総合スポーツクラブ 9013105001449 テレワーク環境整備事業 ¥303,000

1947 任意団体 事務局(運営) 熊本県 熊本北リトルシニア － コロナ禍における練習の再開及び練習施設の確保並びに感染症対策 ¥1,057,000

1948 任意団体 競技団体 岩手県 岩手県カーリング協会 － 岩手県カーリング協会 競技の魅力発信と競技力向上事業 ¥896,000

1949 個人事業主 アスリート 長野県 小峰烈 － 自宅におけるコロナ対策を講じた非対面型トレーニング環境の構築 ¥577,000

1950 個人事業主 インストラクター 北海道 齋藤大輔 － コロナ感染予防対策とスクール運営及び指導方法の強化と高度化 ¥300,000

1951 任意団体 競技団体 大阪府 貝塚シニア・リトルリーグ野球協会 － with コロナの時代に適合した活動の徹底 ¥557,000

1952 任意団体 少年団 栃木県 中郷野球スポーツ少年団 － コロナ禍における練習環境整備及びチームとしての感染症対策 ¥520,000

1953 個人事業主 インストラクター 大阪府 川﨑由騎 － 非対面型のパーソナルトレーニング事業の環境整備 ¥171,000

1954 任意団体 少年団 徳島県 御所スポーツ少年団 － コロナ禍における安心、安全な練習の再開 ¥534,000

1955 個人事業主 アスリート 千葉県 染谷幸喜 － 感染防止のため非接触型トレーニング環境への転換と高度化 ¥557,000

1956 任意団体 事務局(運営) 熊本県 菱形Ｕ＆Ｕ少年野球クラブ － 新しい練習のための環境整備及びオンライン運営化 ¥1,260,000

1957 個人事業主 アスリート 広島県 佐伯辰哉 － 高度化トレーニングとリモート指導の導入 ¥758,000

1958 任意団体 少年団 宮城県 村田町卓球スポーツ少年団 － 村田町卓球スポ少のコロナ禍においての活動継続と感染症対策 ¥80,000

1959 法人 事務局(運営) 愛媛県 愛媛県高等学校体育連盟 4700150056973 新型コロナウイルス感染症対策における新しい連盟運営の構築事業 ¥1,500,000

1960 個人事業主 アスリート 静岡県 渡邉直弥 － 人との密を避けるための自宅トレーニング ¥172,000

1961 任意団体 事務局(運営) 埼玉県 三郷ボーイズ － コロナ禍における練習、練習試合、活動の再開及び感染症対策 ¥332,000

1962 個人事業主 インストラクター 福岡県 吉岡優太 － 非対面型の指導、オンラインレッスンの配信 ¥167,000

1963 任意団体 事務局(運営) 滋賀県 矢倉ブルースター － コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥83,000

1964 法人 競技団体 東京都 一般社団法人全日本テコンドー協会 2011005003766	 全日本プムセ大会及びオンライン大会の実施（同時開催） ¥1,268,000

1965 任意団体 事務局(運営) 大阪府 貝塚バトンクラブ － コロナ禍における活動の活性化とチームでの感染症対策 ¥809,000

1966 任意団体 事務局(運営) 長野県 松本西リトルシニア野球協会 － チームとしての活動再開・感染症対策・新規会員勧誘 ¥238,000

1967 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 戸塚区剣道連盟戸塚道場 － コロナ禍における稽古継続と会員の感染症対策環境づくり ¥223,000

1968 法人 事務局(運営) 岐阜県 一般社団法人IORIMPIA実行委員会 2000005013033 IORIMPIA参加者向けセミナーと規定ポーズ動画配信 ¥461,000

1969 個人事業主 アスリート 香川県 大林督享 - コロナ対策下での競技パフォーマンス及びトレーニングの高度化 ¥410,000

1970 個人事業主 インストラクター 愛知県 石川由紀子 - 生活様式の変化に対応したスポーツ指導方法 ¥401,000

1971 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人日本トップリーグ連携機構 1011005003473 SOMPOボールゲームフェスタ2020 ¥1,230,000

1972 法人 競技団体 東京都 特定非営利活動法人日本パラ・パワーリフティング連盟 3012405003045 感染拡大予防遵守大会の運営並びに無観客大会モデルの確立 ¥977,000

1973 個人事業主 アスリート 静岡県 近藤修司 - コロナ対策トレーニング ¥209,000

1974 法人 事務局(運営) 静岡県 特定非営利活動法人沼津香陵新体操クラブ 1080105000688 オンラインを活用した発表会開催及び指導環境・広報整備事業 ¥1,015,000

1975 任意団体 競技団体 大阪府 高槻市陸上競技連盟 - 高槻市陸上競技選手権大会 ¥442,000

1976 任意団体 少年団 北海道 足寄インフィニティバレーボール少年団 - コロナ対策を施した少年団活動及び、新規団員の確保。 ¥88,000

1977 個人事業主 アスリート 東京都 小澤海斗 - 「Withコロナ」の対策を講じたﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ方法の高度化 ¥438,000

1978 任意団体 競技団体 京都府 京都府馬術連盟 - 京都府スポーツデー記念馬術大会 ¥553,000

1979 任意団体 競技団体 新潟県 新潟市テニス協会 - 協会活動の継続及び回復に向けたコロナ感染症対策事業 ¥878,000

1980 任意団体 事務局(運営) 北海道 根室アスリートクラブ - スポーツの力でコロナに負けない！練習場の確保！！ ¥688,000

1981 個人事業主 インストラクター 東京都 笹谷侑加 - ZOOMを活用したオンラインヨガ・トレーニングの実施 ¥208,000

1982 個人事業主 インストラクター 新潟県 渡邉拓也 - コロナ禍の新たなスノースポーツ指導法の構築と指導方法の高度化 ¥970,000

1983 個人事業主 アスリート 埼玉県 池田勇人 - 非対面型室内トレーニングルームの環境整備 ¥368,000

1984 個人事業主 アスリート 福岡県 俵裕一郎 - ｺﾛﾅ対策・高度化を図ったトレーニング環境の構築 ¥113,000
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1985 個人事業主 アスリート 東京都 小林莉子 - 非対面型トレーニングの構築 ¥631,000

1986 個人事業主 インストラクター 京都府 小竹美穂 - ヨガ講座の継続・新規開催とRYT500取得講座受講・資格登録 ¥355,000

1987 個人事業主 アスリート 宮城県 早坂秀悟 - 新型コロナ対策の為自宅練習環境の充実とトレーニングの高度化 ¥436,000

1988 個人事業主 インストラクター 大阪府 西田真司 - コロナ対策を施した道場運営 ¥253,000

1989 個人事業主 アスリート 東京都 山田幸司 - 非対面型トレーニング環境の構築と室内トレーニング活動 ¥419,000

1990 任意団体 競技団体 兵庫県 新日本スポーツ連盟兵庫県軟式野球協議会 - しっかりとしたコロナ対策、安全で安心な各種野球大会 ¥1,000,000

1991 任意団体 競技団体 長野県 原村スポーツ協会スケート専門部 - スピードスケート競技人口の底辺拡大とコロナ感染症対策 ¥1,256,000

1992 任意団体 競技団体 石川県 日本マスターズライフル射撃連合 - 中止とした６競技会のうち、４つの代替大会を実施。 ¥1,000,000

1993 法人 事務局(運営) 岐阜県 特定非営利活動法人エラシカ岐阜ビーチサッカークラブ 1200005013050 ビーチサッカー競技団体における活動継続事業 ¥93,000

1994 個人事業主 アスリート 愛知県 山田哲也 - ロードレーサーによる非対面式トレーニング環境の構築 ¥993,000

1995 法人 事務局(運営) 千葉県 一般社団法人千葉県アスレティックトレーナー協議会 8040005020503 「千葉アスレティックトレーニングオンラインカンファレンス」 ¥155,000

1996 個人事業主 インストラクター 京都府 稲垣広幸 - 安心して参加できる審査会・空手道大会開催実現に向けた環境整備 ¥1,476,000

1997 個人事業主 公認指導者 福岡県 大野夏也 - コロナ対策を施した教室運営及び会員への動画等配信環境の整備 ¥364,000

1998 任意団体 事務局(運営) 富山県 富山大学陸上競技部 - 第51回北信越学生陸上競技選手権大会 ¥365,000

1999 個人事業主 アスリート 栃木県 神山拓弥 - 非接触型トレーニング環境の整備 ¥637,000

2000 個人事業主 インストラクター 大阪府 亀崎一郎 - 運動療法体操普及の為HP作成オンラインレッスン導入 ¥112,000

2001 法人 事務局(運営) 愛知県 特定非営利活動法人瀬戸フットボールクラブ 6180005015961 感染防止対策を徹底した対面・Ｗｅｂ配信サッカー教室 ¥1,440,000

2002 個人事業主 インストラクター 東京都 倉益香澄 - コロナ対策を施した少人数制スタジオの高度化 ¥1,001,000

2003 任意団体 競技団体 山口県 山口県自転車競技連盟 - 第5回しゅうなんクリテリウム（事業活動の継続事業） ¥461,000

2004 法人 事務局(運営) 静岡県 特定非営利活動法人カケルバイク 2080105005926 伊豆沼津エリアのサイクリストを増やすためのイベント開催事業 ¥1,250,000

2005 個人事業主 公認指導者 群馬県 手島志誠 - 非対面型トレーニング環境整備・テレワーク環境の整備 ¥662,000

2006 個人事業主 アスリート 埼玉県 相川永伍 - 非対面トレーニング設備の充実化 ¥105,000

2007 個人事業主 アスリート 埼玉県 安部達也 - 新型コロナウイルス感染対策としてのトレーニング環境の構築 ¥235,000

2008 任意団体 競技団体 滋賀県 京都府実業団バドミントン連盟 - コロナ対策でのバドミントン大会（個人戦、団体戦）の開催再開 ¥419,000

2009 任意団体 少年団 埼玉県 草加セルティックス - コロナ感染対策を施したクラブ再開・継続事業 ¥881,000

2010 任意団体 事務局(運営) 大阪府 スマイルジュニアバトミントンクラブ - バトミントンスクールの永続的運営体制の整備 ¥1,125,000

2011 個人事業主 インストラクター 静岡県 鈴木こなみ - コロナ対策を施したスタジオ運営とオンライン指導の高度化 ¥297,000

2012 法人 競技団体 東京都 一般社団法人日本サーフィン連盟 4010005016012 秋季公認ジャッジ資格VOD講習 ¥599,000

2013 任意団体 少年団 福島県 誠友スポーツ少年団 - 主催大会の継続開催および新規団員獲得の取り組み ¥115,000

2014 個人事業主 インストラクター 熊本県 德永哲人 - 非対面型でのトレーニング環境の構築 ¥342,000

2015 任意団体 事務局(運営) 千葉県 中学硬式野球木更津リトルシニア - コロナ禍における練習再開と大会参加、チームとしての感染症対策 ¥386,000

2016 個人事業主 インストラクター 大阪府 五十川智恵 - コロナ対策をしたフィットネスフラ教室及びオンライン教室の開校 ¥384,000

2017 任意団体 総合型クラブ 和歌山県 和歌山市中心市街地総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会 - VRを活用したオンライン動画配信型バドミントン教室 ¥1,231,000

2018 任意団体 総合型クラブ 岐阜県 可児ＵＮＩＣスポーツクラブ - 今後の再感染を予測した企画・運営の地盤構築 ¥817,000

2019 法人 事務局(運営) 山口県 特定非営利活動法人セイザン下関スポーツクラブ 4250005008027 オンライン導入と指導者育成で事業回復・存続・強化と地域活性化 ¥1,172,000

2020 個人事業主 インストラクター 東京都 山本忠一 - レッスンのオンライン化と、書籍・DVD向けトレーニングの開発 ¥299,000

2021 個人事業主 アスリート 広島県 石田洋秀 - コロナ対策での個人練習強化 ¥529,000

2022 個人事業主 公認指導者 埼玉県 関根傑 - コロナ禍に対応する動画配信、オンラインによる指導法の高度化 ¥437,000

2023 任意団体 事務局(運営) 東京都 ふれあいの輪卓球クラブ - コロナ禍の中、全員が参加できる練習の再開 ¥21,000

2024 個人事業主 アスリート 大阪府 前田拓也 - ズイフトを用いたオンライントレーニング及び非対面式環境の整備 ¥907,000

2025 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人羽田ヴィッキーズ女子バスケットボールクラブ 4010805001964 「負けるな　負けない」を合言葉に地元、ファンの皆様を元気に！ ¥1,067,000
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2026 任意団体 事務局(運営) 兵庫県 伊丹市軟式少年野球連盟 - コロナ禍においての少年野球大会の開催運営 ¥158,000

2027 個人事業主 インストラクター 神奈川県 本間千尋 - 非対面型の指導、オンラインレッスンの配信 ¥443,000

2028 任意団体 競技団体 鹿児島県 鹿児島県レスリング協会 - スポーツ活動促進事業高田延彦氏講演「人生の壁の乗り越え方」 ¥1,299,000

2029 個人事業主 インストラクター 岐阜県 山森孝一郎 - オンラインゴルフスクールにて、非対面型スクールの指導の高度化 ¥409,000

2030 法人 総合型クラブ 石川県 ＮＰＯ法人かなざわ総合スポーツクラブ 9220005003257 各種事業の再開と会員拡大に向けた取り組み、感染予防策の実施 ¥1,000,000

2031 任意団体 事務局(運営) 宮城県 USUIGENKIFC - 「無観客ゲンキCUP・非対面リモート大会」の開催配信実施 ¥1,267,000

2032 個人事業主 インストラクター 東京都 佐藤紗依 - コロナ対策を施した指導方法の確立 ¥518,000

2033 個人事業主 インストラクター 東京都 谷本涼 - お客様のモデルにあわせた健康、運動能力アップ事業 ¥244,000

2034 個人事業主 インストラクター 千葉県 堀江恭子 - 事業回復に向けたオンライントレーニングサービス販売の取組 ¥654,000

2035 法人 競技団体 大阪府 ＮＰＯ法人大阪卓球協会 8120005018547 テレワークのHP運用業務、大会や講習会再開に向け環境整備事業 ¥1,235,000

2036 個人事業主 インストラクター 大分県 檀上小夜子 - コロナ対策レッスンとオンライン指導での新しいスタジオ運営 ¥1,226,000

2037 個人事業主 アスリート 福島県 佐々木堅次 - 非対面型のトレーニング方法の構築 ¥805,000

2038 任意団体 事務局(運営) 滋賀県 湖南バレー団（JVC湖南） - コロナ禍における新入部員獲得及びチームとしての感染症対策 ¥8,000

2039 任意団体 事務局(運営) 千葉県 香取ベースボールアカデミー - コロナ禍における練習再開及びチームとしての感染対策 ¥1,209,000

2040 個人事業主 インストラクター 京都府 荒賀正孝 - 空手の「普及と革新」を軸にしたコロナ禍の指導と運営 ¥453,000

2041 法人 総合型クラブ 兵庫県 特定非営利活動法人スポーツクラブエストレラ 2140005014459 コロナ禍においての活動再開及び大会運営事業 ¥501,000

2042 任意団体 体育・スポーツ協会 愛知県 日進市スポーツ協会 - コロナ禍におけるオンライン動画配信利用したスポーツの普及充実 ¥421,000

2043 任意団体 事務局(運営) 滋賀県 湖東錬成館 - コロナ禍における新入部員獲得及び団としての感染症対策 ¥14,000

2044 法人 事務局(運営) 大阪府 一般社団法人日本スポーツ連盟 1120105009056 既存顧客のサポート体制の変更・追加と継続的な新規顧客開拓 ¥1,364,000

2045 個人事業主 アスリート 愛媛県 板崎佑矢 - 非対面型トレーニング環境の構築 ¥520,000

2046 個人事業主 インストラクター 大阪府 木村幸子 - コロナ対策を行った教室の運営 ¥86,000

2047 個人事業主 インストラクター 千葉県 外丸かおり - 非対面形式のレッスンへ事業転換 ¥87,000

2048 個人事業主 アスリート 新潟県 原田泰志 - 非対面型トレーニングシステムの構築及び高度化 ¥747,000

2049 個人事業主 その他個人 京都府 入江香子 - スノーボード人口減少防止のための非接触型メンテナンス事業 ¥547,000

2050 法人 事務局(運営) 熊本県 NPO法人スポーツクラブ・エスペランサ熊本 3330005006477 新規サッカー教室・最新システム導入とリモートワーク導入事業 ¥1,500,000

2051 個人事業主 インストラクター 京都府 山崎百合子 - コロナ対策を施したレッスンやパーソナル指導方法の高度化 ¥507,000

2052 個人事業主 インストラクター 神奈川県 五月女美幸 - オンラインによるグループレッスン指導方法の高度化 ¥215,000

2053 任意団体 事務局(運営) 兵庫県 新日本スポーツ連盟兵庫県卓球協議会 - 卓球愛好家のため、安心・安全で卓球を楽める大会行事等の再開 ¥228,000

2054 個人事業主 公認指導者 千葉県 鳥丸太作 - RADフットサルフェスタ ¥979,000

2055 法人 事務局(運営) 東京都 公益財団法人日本レクリエーション協会 1010005016683 ICTを活用した人材養成事業とスポーツ実施率向上事業 ¥825,000

2056 個人事業主 公認指導者 愛知県 三門貴生 - コロナ対策を施したサッカー教室運営及び指導方法の高度化 ¥871,000

2057 個人事業主 インストラクター 長野県 近藤かおり - オンラインでのクラス指導と安全対策を行った高度な教室運営化 ¥219,000

2058 任意団体 事務局(運営) 東京都 港南FC - 港南の子供達へのサッカー普及活動継続に向けたクラブ運営の向上 ¥1,220,000

2059 任意団体 事務局(運営) 岐阜県 愛知守山ボーイズ - コロナ禍における活動の再開及び感染予防対策 ¥665,000

2060 任意団体 事務局(運営) 愛知県 名古屋西リトルシニア - コロナ渦における練習、試合の再開及びチームとしての感染対策 ¥968,000

2061 任意団体 事務局(運営) 静岡県 静大附属浜松FC - コロナ禍における新入部団員獲得およびチームとしての感染症対策 ¥61,000

2062 個人事業主 インストラクター 滋賀県 Rusiefitness滋賀小川美衣 - 非対面式オンラインフィットネス健康サービス ¥825,000

2063 任意団体 少年団 新潟県 吉田スマイルキッズスポーツ少年団 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥60,000

2064 任意団体 少年団 鹿児島県 生福陸上スポーツ少年団 - コロナ禍における少年団としての感染症対策をしながらの練習継続 ¥53,000

2065 個人事業主 公認指導者 埼玉県 水野慎一 - コロナ対策を施したサッカー教室運営及び指導方法の高度化 ¥112,000

2066 個人事業主 インストラクター 東京都 内田あや - オンラインおよび感染対策を行ない、安全安心を確保した教室運営 ¥903,000
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2067 個人事業主 インストラクター 東京都 高橋昌之 - コロナ対策を施したトレーニングルーム運営及び指導法の高度化 ¥480,000

2068 個人事業主 インストラクター 愛知県 佐藤育宏 - コロナ対策を施した空手教室運営及び指導方法の高度化 ¥482,000

2069 個人事業主 公認指導者 東京都 東翔 - 対面しなくても出来る動画配信による事業への環境整備 ¥451,000

2070 個人事業主 アスリート 徳島県 小川圭二 - 非対面型室内トレーニング向上のため ¥596,000

2071 個人事業主 公認指導者 東京都 齊藤和宏 - トレーニング（トータル腹筋プログラム）の配信事業 ¥375,000

2072 任意団体 事務局(運営) 徳島県 新日本スポーツ連盟徳島卓球協議会 - 新型コロナ拡大予防に配慮した卓球大会の開催 ¥113,000

2073 任意団体 事務局(運営) 北海道 WESTSHIROISHサッカー少年団 - 団体の練習、大会環境つくりと感染防止対策 ¥222,000

2074 個人事業主 アスリート 埼玉県 和田禎嗣 - 非接触を目的とした練習拠点（練習場）での練習の高度化 ¥435,000

2075 個人事業主 インストラクター 福岡県 白石温子 - コロナ対策をしたスタジオ運営、新プログラム開発、指導の高度化 ¥1,017,000

2076 個人事業主 アスリート 兵庫県 松本琢也 - コロナウイルスの影響による新たなトレーニング環境への転換 ¥697,000

2077 任意団体 事務局(運営) 愛媛県 和気女子ミニバスケットボールクラブ - 新様式に対応した練習環境の整備及びミニバス大会の開催 ¥182,000

2078 個人事業主 アスリート 宮城県 和田圭 - コロナ対策で自宅にてトレーニング ¥395,000

2079 個人事業主 インストラクター 神奈川県 小浜昌治 - コロナ禍の社交ダンススタジオ運営及び指導方法の高度化と多様化 ¥397,000

2080 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 町田つるまサッカークラブ - サッカー体験教室及び近隣チームを招聘する交流大会の開催 ¥587,000

2081 任意団体 事務局(運営) 兵庫県 さくら組 - スポーツクラブ運営事業および参加者への感染症対策習慣化の徹底 ¥1,182,000

2082 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人SportsAssistants 8012705001974 コロナ対策を講じたクラブ活動の充実化 ¥1,351,000

2083 任意団体 事務局(運営) 埼玉県 上沖サッカークラブ - コロナ禍における活動の再開・継続及びチームとしての感染症対策 ¥89,000

2084 任意団体 事務局(運営) 群馬県 伊勢崎市少年柔道クラブ楽心会 - 感染症対策を万全にした大会開催と選手のモチベーションアップ策 ¥63,000

2085 個人事業主 公認指導者 兵庫県 山口周平 - パーソナルジムとセミナー、オンラインレッスン ¥723,000

2086 任意団体 少年団 三重県 羽津野球少年団 - コロナ禍における練習の再開及びチームの運営並びに感染対策 ¥635,000

2087 個人事業主 公認指導者 静岡県 佐藤諒 - 「コロナ禍でも必要とされるクラブへ」 ¥531,000

2088 個人事業主 インストラクター 岡山県 平坂弘樹 - コロナ禍でも楽しめるダンス環境の確立 ¥1,066,000

2089 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人フィジカルトレーナー協会 4013305001682 コロナ対策をした講習会の運営強化、健康増進事業の開拓 ¥785,000

2090 個人事業主 インストラクター 兵庫県 吉田奈穂 - オンラインレッスンへの転換と高度化 ¥128,000

2091 個人事業主 アスリート 福岡県 原口昌平 - コロナ対策のため自宅室内トレーニング場の設備強化 ¥987,000

2092 任意団体 事務局(運営) 埼玉県 東京和泉リトルシニア - 新しい生活様式に即した硬式野球活動環境の整備 ¥1,089,000

2093 個人事業主 インストラクター 滋賀県 前田直美 - コロナ対策を施したサロン運営及び個別指導の高度化 ¥447,000

2094 法人 競技団体 千葉県 特定非営利活動法人千葉市リトルシニア野球協会 7040005018110 コロナ禍における練習、大会参加の再開及び感染症対策 ¥800,000

2095 個人事業主 インストラクター 神奈川県 葉山亜希恵 - オンラインレッスン運営請負及び指導者育成の高度化 ¥202,000

2096 個人事業主 インストラクター 東京都 朴琴喜 - オンラインレッスン導入とコロナ感染拡大予防重視のスタジオ運営 ¥480,000

2097 任意団体 事務局(運営) 京都府 東山ライダース - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染予防対策 ¥821,000

2098 任意団体 競技団体 滋賀県 滋賀県スケート連盟 - びわこカップ2020フィギュアスケート競技会(練習会含む） ¥1,235,000

2099 個人事業主 インストラクター 福岡県 古賀智子 - スタジオのオンライン指導拡大と高度化及びコロナ対策の推進 ¥323,000

2100 法人 総合型クラブ 富山県 特定非営利活動法人だいもんスポーツクラブ 9230005007678 コロナ感染予防対策をしたスポーツ教室の開催事業 ¥701,000

2101 任意団体 事務局(運営) 千葉県 浦安リトルシニアリーグ - ＩＣＴ活用等による新しい生活様式対応した指導環境の整備 ¥1,335,000

2102 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人ナチュラルボディバランス協会 6010605003399 親子で学べる「運動あそび」オンライン講座配信事業 ¥687,000

2103 個人事業主 インストラクター 兵庫県 荒木慎大郎 - オンラインとリアルを組み合わせたジム運営のハイブリット化事業 ¥1,419,000

2104 法人 事務局(運営) 福井県 特定非営利活動法人生涯体育学習振興機構 7210005005124 サイレントレッスンの実施及びオンラインレッスンの為の環境整備 ¥1,010,000

2105 個人事業主 アスリート 愛知県 高橋和也 - 室内練習の充実 ¥976,000

2106 個人事業主 アスリート 宮城県 小松剛之 - コロナ対策として３密を避けた練習環境の構築と内容の高度化 ¥551,000

2107 個人事業主 インストラクター 神奈川県 川越忍 - 非対面型指導オンライン事業拡大の環境整備 ¥114,000
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2108 法人 競技団体 東京都 公益社団法人日本オリエンテーリング協会 5011005001614 オンライン講座実施、zoom会議実施と大会での感染防止対策 ¥192,000

2109 任意団体 競技団体 千葉県 船橋中央リトルシニア野球協会 - コロナ禍における練習環境の整備およびチームとしての感染症対策 ¥983,000

2110 任意団体 少年団 長野県 常盤野球スポーツ少年団 - バッティングマシーンを活用したコロナ対策事業 ¥335,000

2111 任意団体 事務局(運営) 静岡県 尚道館 - 感染症対策の徹底での稽古の再開及び新規門下生の勧誘 ¥293,000

2112 任意団体 少年団 静岡県 颯志館空手道スポーツ少年団 - コロナ禍における練習再開及びチームとしての感染症対策 ¥247,000

2113 任意団体 事務局(運営) 大阪府 貝塚ボーイズ - コロナ状況下の中での新活動形態と感染症対策への取組 ¥1,284,000

2114 任意団体 競技団体 奈良県 宇陀リトルシニア野球協会 - 練習効率化のための機器等購入事業 ¥447,000

2115 任意団体 事務局(運営) 新潟県 AFC９４ジュニア - コロナ禍における新入団員獲得及び感染症対策 ¥296,000

2116 任意団体 事務局(運営) 山梨県 山梨市川リトルシニア - コロナ渦における練習方法の工夫と社会的距離確保の感染症対策 ¥364,000

2117 個人事業主 公認指導者 東京都 平岩祥太 - 非対面型コンディショニングトレーニングで自身の身体を整える ¥760,000

2118 任意団体 競技団体 千葉県 八千代中央リトルシニア野球協会 - コロナ禍における練習再開と大会参加、チームとしての感染症対策 ¥895,000

2119 個人事業主 インストラクター 東京都 安藤司 - オンラインスクール事業の拡大と同業者へのコンサルティング ¥854,000

2120 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人日本ゴルフトーナメント振興協会 7010405009686 ゴルフトーナメント早期再開に向けての様々な取り組み ¥300,000

2121 個人事業主 アスリート 大阪府 多田司 - コロナ禍でのオンラインを活用したトレーニングの高度化 ¥272,000

2122 個人事業主 公認指導者 静岡県 稲葉英昭 - 感染対策を施した固定店舗への業態転換及び新規顧客の開拓 ¥293,000

2123 個人事業主 アスリート 岡山県 丹波靖貴 - コロナ感染拡大を回避するトレーニング方法の高度化 ¥685,000

2124 任意団体 競技団体 愛媛県 愛媛県武術太極拳連盟 - 競技者・指導員育成再開事業 ¥673,000

2125 任意団体 事務局(運営) 東京都 調布リトルシニア野球協会 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥1,228,000

2126 個人事業主 インストラクター 大阪府 川島千裕 - 非対面を含めグループレッスン指導方法の高度化 ¥435,000

2127 法人 事務局(運営) 愛知県 一般社団法人日本なわとびアカデミー 6180005017355 オンライン非対面式なわとび教室のシステム構築と拡大事業 ¥1,075,000

2128 任意団体 少年団 三重県 伊勢市スポーツ少年団五十鈴スピリッツ - 練習の再開と大会の実施及びチームとしての感染症対策 ¥279,000

2129 任意団体 事務局(運営) 京都府 京都誠風館 - コロナ禍における稽古の再開及び道場における感染症対策 ¥60,000

2130 個人事業主 アスリート 東京都 高根秀寿 - ボクシング感染症リスク軽減＆スキルアップ事業 ¥294,000

2131 個人事業主 インストラクター 東京都 平山慎吾 - オンラインジム（指導方法の高度化） ¥683,000

2132 任意団体 事務局(運営) 沖縄県 CROSSOVER実行委員会 - コロナ禍でのリーグ再開に係る感染症対策、及びライブ配信の実施 ¥498,000

2133 個人事業主 インストラクター 東京都 三浦由季 - コロナ対策を施したヨガレッスン事業の維持・高度化 ¥496,000

2134 任意団体 事務局(運営) 鹿児島県 鹿児島県選抜FIDバスケットボールクラブ - 新たな生活様式での教室運営・事業継続事業 ¥1,250,000

2135 任意団体 事務局(運営) 和歌山県 日高ジュニアソフトテニスクラブ - コロナ禍における新入部員獲得及びチームとしての感染症対策 ¥285,000

2136 任意団体 事務局(運営) 和歌山県 岩田シャークス - コロナ禍の練習及び試合再開にむけたチームの感染症対策の実施 ¥957,000

2137 任意団体 事務局(運営) 大阪府 寝屋川ダイナキッズ - コロナ鍋における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥243,000

2138 任意団体 事務局(運営) 滋賀県 草津レインボーガールズ - コロナ禍における部員減少対策及びチームとしての感染症対策 ¥400,000

2139 個人事業主 アスリート 青森県 大崎智久 - 非対面型(非接触)トレーニング環境の構築 ¥763,000

2140 法人 事務局(運営) 神奈川県 特定非営利活動法人神奈川県レクリエーション協会 7020005002660 レクリエーション活動ウェブ対応強化事業 ¥163,000

2141 個人事業主 インストラクター 愛知県 松本貴嗣 - コロナ対策での少人数での運動教室と一部指導のオンライン化 ¥1,184,000

2142 個人事業主 インストラクター 千葉県 桐原知子 - コロナ対策を施した教室運営及び指導方法の高度化 ¥527,000

2143 任意団体 少年団 茨城県 行方市スポーツ少年団 - コロナ渦における練習の高度化及び感染症対策 ¥30,000

2144 個人事業主 インストラクター 香川県 村尾美由紀 - 感染症対策型ジムの運営及びオンライン指導による運動の高度化 ¥838,000

2145 個人事業主 アスリート 福岡県 坂本健太郎 - 非対面型トレーニングエリアの開拓とトレーニングの高度化 ¥849,000

2146 任意団体 少年団 静岡県 三島東サッカースポーツ少年団 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥8,000

2147 任意団体 競技団体 神奈川県 藤沢リトルシニア野球協会 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥415,000

2148 個人事業主 アスリート 熊本県 橋本佳耶 - 新型コロナ感染防止のための非対面型自宅トレーニング環境の整備 ¥699,000
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2149 任意団体 事務局(運営) 静岡県 ルキア新体操クラブ - コロナ下でのオンライン試合参加への取り組み ¥275,000

2150 任意団体 事務局(運営) 熊本県 熊本県太極柔力球普及協会 - 定期練習のオンライン化および普及PR動画制作事業 ¥1,497,000

2151 法人 競技団体 神奈川県 一般社団法人日本シティスポーツ協会 6020005011175 スポーツ大会再開継続のための運営体制高度化の取組 ¥1,173,000

2152 法人 総合型クラブ 熊本県 ＮＰＯ法人　ｕ＆ｕＮスポ植木 9330005008501 クラブ活動継続のための新規入会促進およびテレワーク環境整備 ¥1,340,000

2153 個人事業主 アスリート 広島県 船瀬淳平 - 競輪活動継続、競輪参加のための高度化トレーニングへの取組 ¥1,016,000

2154 任意団体 事務局(運営) 熊本県 ＵＥＫＩ・レクリエーション協会 - 生涯スポーツ指導者養成講座　免疫力アップのためのレクスポーツ ¥1,315,000

2155 法人 総合型クラブ 愛知県 一般社団法人梅坪・浄水スポーツクラブ 5180305008807 総合型地域スポーツクラブ教室運営事業の感染防止対策 ¥1,287,000

2156 任意団体 事務局(運営) 京都府 ジョイフルFC京都 - コロナ渦における感染症対策を施した練習などの再開 ¥1,384,000

2157 任意団体 少年団 奈良県 六条フットボールクラブスポーツ少年団 - 六条フットボールクラブスポーツ少年団運営持続事業 ¥241,000

2158 個人事業主 公認指導者 北海道 秋山泰隆 - コロナ対策を施した、オンライン『メンタル×ジム』 ¥186,000

2159 法人 事務局(運営) 埼玉県 特定非営利活動法人さいたま山に親しむ会 6030005009895 健康増進のためのバスハイキングの実施 ¥1,000,000

2160 法人 総合型クラブ 群馬県 NPO渋川いきいき健康スポーツクラブ 3070005008780 総合型地域スポーツクラブ運営事業 ¥380,000

2161 法人 競技団体 東京都 特定非営利活動法人日本アンプティサッカー協会 6012405002928 アンプティサッカーにおける有機的連携強化・コンテンツ整備事業 ¥1,242,000

2162 任意団体 競技団体 京都府 京都府バドミントン協会 - ウェブ会議環境の整備と適切な感染症対策を講じた大会の再開 ¥978,000

2163 個人事業主 インストラクター 千葉県 濱純子 - 心と体の健康を取り戻すために～指導技術の向上とオンライン化～ ¥186,000

2164 個人事業主 インストラクター 新潟県 小林秀樹 - 指導のオンライン化、コロナ対策を施したジム運営や指導の高度化 ¥339,000

2165 個人事業主 アスリート 徳島県 木村隆弘 - 新しいトレーニング環境の整備 ¥702,000

2166 個人事業主 アスリート 千葉県 青山佐知男 - 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

2167 個人事業主 アスリート 徳島県 湊聖二 - 非対面式トレーニング環境の構築 ¥630,000

2168 任意団体 事務局(運営) 栃木県 七井クラブ - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥375,000

2169 個人事業主 アスリート 福岡県 城戸﨑隆史 - コロナ対策を施した室内による非対面型トレーニング環境の整備 ¥417,000

2170 法人 事務局(運営) 岡山県 公益財団法人YMCAせとうち 1260005000200 感染症対策に配慮したユーススポーツ各クラス体験会の実施 ¥179,000

2171 個人事業主 アスリート 徳島県 伊藤大彦 - 非対面式屋外トレーニング練習環境の充実 ¥230,000

2172 法人 総合型クラブ 滋賀県 特定非営利活動法人BIWAKOSPORTSCLUB 8160005002373 スポーツスクール等事業における事業運営の継続・回復 ¥148,000

2173 任意団体 事務局(運営) 千葉県 勝浦ボニートスタグラグビークラブ - コロナ禍における活動環境の整備及びチームとしての感染症対策 ¥88,000

2174 法人 事務局(運営) 福岡県 一般社団法人ウェストジャパンベースボール 4290005015309 新型コロナウイルス感染症対策強化事業 ¥472,000

2175 個人事業主 アスリート 東京都 江藤圭一郎 - コロナ対策を施した運動指導の充実と高度化 ¥243,000

2176 個人事業主 アスリート 宮城県 竹内智彦 - トレーニング専用機材を使った非対面室内トレーニング環境の整備 ¥300,000

2177 個人事業主 インストラクター 東京都 白井義将 - 非対面や密にならずにトレーニングストレッチ環境の構築 ¥393,000

2178 任意団体 少年団 埼玉県 桶川ヤングアローズスポーツ少年団 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥239,000

2179 任意団体 少年団 富山県 ＷＩＮＧ射水スポーツ少年団 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥30,000

2180 個人事業主 事務局(運営) 茨城県 木村貴宏 - コロナ感染を防ぎ、自転車の魅力を伝えるトレーニング環境 ¥248,000

2181 個人事業主 インストラクター 三重県 大田泰子 - オンラインによるコロナ下での運動指導の多角化 ¥95,000

2182 個人事業主 公認指導者 神奈川県 飛田勉 - コロナ対策を施したクラブ運営及び指導方法の高度化 ¥54,000

2183 任意団体 事務局(運営) 東京都 板橋リトルシニア - コロナ禍における練習の継続及びチームとしての感染症対策。 ¥192,000

2184 任意団体 少年団 栃木県 筑西空手道スポーツ少年団 - 空手に於ける新型コロナ感染防止対策、及び広報活動 ¥310,000

2185 個人事業主 アスリート 兵庫県 徳丸泰教 - 非対面型事業への転換と自転車技術の高度化 ¥1,000,000

2186 任意団体 事務局(運営) 愛知県 スポーツ少年団愛空会 - 空手スポーツ少年団における活動継続事業および感染症対策 ¥336,000

2187 任意団体 事務局(運営) 福岡県 九州マーチングバンド協会 - ２０２０秋季大会　ビデオ審査会 ¥1,000,000

2188 任意団体 事務局(運営) 広島県 大芝少年野球クラブ - コロナ禍における練習再開及び感染症対策・主催試合の開催 ¥106,000

2189 個人事業主 インストラクター 大阪府 早﨑裕美 - ダンススポーツレッスンオンライン化 ¥105,000
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2190 個人事業主 インストラクター 東京都 植木由美子 - コロナ対策を施したヨガ指導および指導方法の高度化 ¥282,000

2191 個人事業主 インストラクター 東京都 藤井朗子 - コロナ対策を施したジム運営及び指導方法強化 ¥49,000

2192 法人 事務局(運営) 山梨県 一般社団法人Route 5090005007135 Route須藤大輔サッカースクール ¥301,000

2193 任意団体 少年団 岐阜県 大垣南野球複合スポーツ少年団 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症の対策 ¥179,000

2194 法人 事務局(運営) 埼玉県 特定非営利活動法人市民道場志陽館 1030005012549 オンライン面談・受講予約サイト ¥1,000,000

2195 任意団体 競技団体 長野県 長野県テニス協会 - 北信越高等学校テニス大会2020 ¥266,000

2196 個人事業主 インストラクター 東京都 吉本亜希美 - コロナ対策を施したスタジオ運営及び講師育成講座の高度化 ¥1,320,000

2197 個人事業主 アスリート 静岡県 吉村早耶香 - コロナ感染対策のための室内練習設備拡充計画 ¥549,000

2198 個人事業主 インストラクター 静岡県 嶋村彩 - 対面クラスの安全確保とオンラインクラスの充実化 ¥325,000

2199 任意団体 少年団 北海道 北光ファイターズスポーツ少年団 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥285,000

2200 個人事業主 アスリート 高知県 田尾駿介 - 自宅による強化事業 ¥307,000

2201 任意団体 事務局(運営) 三重県 員弁町野球少年団員弁ビッキーズ - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥84,000

2202 個人事業主 インストラクター 東京都 生西聖治 - オンラインサービスの高度化と安全な対面型指導の環境整備 ¥360,000

2203 任意団体 競技団体 愛知県 愛知県銃剣道連盟 - 新様式に対応した連盟業務再開及び会員の練習再開環境整備事業 ¥1,171,000

2204 個人事業主 インストラクター 神奈川県 金森徹 - 遠隔指導とコンディショニング管理の高度化 ¥443,000

2205 任意団体 事務局(運営) 京都府 京都東山ボーイズ - コロナ禍における練習の継続及びチームとしての感染症対策 ¥228,000

2206 任意団体 少年団 静岡県 山名スポーツ少年団 - コロナ対策を行ったサッカーの練習と各種大会への参加に向けて ¥90,000

2207 個人事業主 インストラクター 東京都 植田知成 - インターネットを通じた顧客獲得の為の動画配信サービス ¥106,000

2208 任意団体 事務局(運営) 愛媛県 イヨテツスピードクラブ - 新型コロナウイルス感染対策における新しいクラブ運営の構築事業 ¥658,000

2209 法人 競技団体 栃木県 一般財団法人栃木県野球連盟 1060005007505 コロナ渦における学童野球大会の再開および感染症対策 ¥1,197,000

2210 任意団体 競技団体 千葉県 全日本教職員弓道連盟 - 50周年誌編集委員会兼正副会長会議 ¥366,000

2211 任意団体 総合型クラブ 山梨県 昭和総合型地域スポーツクラブCamellia - 総合型地域スポーツクラブ運営事業、スポーツイベント開催事業 ¥1,082,000

2212 個人事業主 アスリート 埼玉県 阿部大樹 - 新型コロナウイルス感染対策としてのトレーニング環境の構築 ¥936,000

2213 個人事業主 インストラクター 埼玉県 笠井恵里子 - ピラティスオンラインレッスンの開催 ¥85,000

2214 個人事業主 アスリート 岡山県 守谷陽介 - コロナ対策を施した非対面型トレーニングの高度化 ¥1,087,000

2215 個人事業主 インストラクター 大阪府 伊藤聡 - コロナ対策を講じた運営及び非接触型ヨガクラスの確立事業 ¥529,000

2216 任意団体 事務局(運営) 長野県 長野南リーグ - コロナに負けない！大好きな野球が思いっきりできる環境づくり ¥1,500,000

2217 個人事業主 インストラクター 東京都 毛利理恵子 - コロナ禍だからこそのプライベートに特化した運動指導の拡大 ¥340,000

2218 任意団体 少年団 三重県 神戸スポーツ少年団 - コロナ禍での安全な活動再開に向けてのチームとしての対策 ¥775,000

2219 任意団体 事務局(運営) 和歌山県 日高少年野球クラブ - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥158,000

2220 個人事業主 インストラクター 神奈川県 荒金由乃 - オンラインレッスン及びコロナ対策を徹底した上での対面指導 ¥71,000

2221 個人事業主 インストラクター 東京都 上野健志 - 志賀高原・横手山スキートレーニング ¥220,000

2222 個人事業主 アスリート 青森県 鹿内翔 - 非対面型トレーニング環境への転換と高度化 ¥571,000

2223 個人事業主 インストラクター 岡山県 米林栄 - コロナ対策を施したスタジオ運営及び指導方法の高度化 ¥149,000

2224 任意団体 事務局(運営) 千葉県 カマラッサ勝浦FC - コロナ禍における練習再開及び大会参加時の感染症予防対策 ¥413,000

2225 任意団体 事務局(運営) 大阪府 大阪泉南ボーイズ - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥291,000

2226 個人事業主 インストラクター 徳島県 関本真美 - 新しいフィットネス様式で健康ハッピーライフ！ ¥1,500,000

2227 個人事業主 インストラクター 愛知県 大木真理 - コロナ対策を施したスタジオ運営及び指導方法の高度化 ¥343,000

2228 任意団体 少年団 埼玉県 栄バスケットボールスポーツ少年団 - コロナ禍における新規団員獲得及びチームにおける感染防止対策 ¥79,000

2229 個人事業主 アスリート 兵庫県 石貞有基 - 非対面型トレーニング環境の構築及びトレーニングの高度化 ¥354,000

2230 個人事業主 インストラクター 栃木県 白寄道代 - オンラインレッスンへの移行と指導内容の高度化 ¥407,000
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2231 任意団体 競技団体 広島県 広島県ドッジボール協会 - 第6回広島県秋季大会及び今後の活動における感染症対策 ¥114,000

2232 法人 総合型クラブ 島根県 NPO法人かなぎアスレチックきんた 1280005007086 総合型地域スポーツクラブ運営事業 ¥671,000

2233 法人 事務局(運営) 東京都 公益社団法人日本グライダークラブ 9010405010147 グライダーの普及、飛行技術向上講習会事業のオンライン対応 ¥28,000

2234 個人事業主 アスリート 秋田県 杉山悠也 - コロナ対策の為の自宅練習環境の整備と非対面による活動への移行 ¥774,000

2235 個人事業主 インストラクター 福岡県 山下隆弘 - トレーニング指導高度化及びオンライン指導体制の構築 ¥1,063,000

2236 任意団体 事務局(運営) 大阪府 リトルリーグ関西連盟 - 大会開催の為の環境整備と組織運営及びサービスの高度化 ¥426,000

2237 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 麻生ボーイズ - コロナ禍におけるニューノーマルな発想での練習再開・感染症対策 ¥1,036,000

2238 法人 事務局(運営) 茨城県 一般社団法人つくばユナイテッドサンガイア 9050005005510 バレーボール興行・指導環境の継続・体制整備事業 ¥1,199,000

2239 任意団体 事務局(運営) 埼玉県 モンスターレディース - コロナ対策として、密集密接を避けた練習場所の確保と備品の充実 ¥324,000

2240 任意団体 事務局(運営) 岡山県 最上稲荷トレイルランレース実行委員会 - GPS端末によるコロナ対応型トレイルランレース開催方式の構築 ¥1,500,000

2241 法人 総合型クラブ 宮崎県 特定非営利活動法人いい汗加久藤クラブ 9350005005117 ピラティス&キッズボール教室継続事業 ¥75,000

2242 個人事業主 インストラクター 福岡県 祐成美穂 - 非対面型トレーニング環境と安全な対面レッスンの構築、高度化 ¥500,000

2243 個人事業主 インストラクター 兵庫県 太田浩明 - 非対面オンライン走り方教室を活用した新しい走り方教室運営 ¥1,402,000

2244 個人事業主 インストラクター 京都府 木本智也 - パーソナルトレーニング＆レッスンのオンライン化 ¥127,000

2245 個人事業主 インストラクター 神奈川県 吉松陽子 - コロナ対策を施したレッスンの準備とオンライン化 ¥203,000

2246 任意団体 少年団 埼玉県 高尾アローズスポーツ少年団 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥370,000

2247 個人事業主 インストラクター 埼玉県 大宅陽子 - 自転車関連サービスにおける感染対策と非対面型事業モデルの展開 ¥439,000

2248 任意団体 事務局(運営) 広島県 とびしまウルトラマラニック実行委員会 - とびしまウルトラマラニック2020オンラインの開催 ¥1,500,000

2249 法人 事務局(運営) 愛知県 一般社団法人ASRあいち 2180005017292 非対面によるサポーターとのつながり回復とクラブ運営の体力強化 ¥1,500,000

2250 任意団体 事務局(運営) 大阪府 羽曳野ボーイズ - withコロナ時代を見据えた野球チーム継続事業 ¥820,000

2251 個人事業主 アスリート 奈良県 島田優里 - 新型コロナウイルス感染拡大防止の為の密を避けた個人練習の強化 ¥202,000

2252 任意団体 事務局(運営) 佐賀県 鳥栖少年サッカークラブ - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症予防対策 ¥453,000

2253 法人 事務局(運営) 大阪府 特定非営利活動法人夢・わくわくFIELD 6120005016362 オンライン教室および継続的なスポーツ活動実施の環境整備 ¥360,000

2254 個人事業主 公認指導者 東京都 篠田直 - 感染予防対策を講じたサッカー教室の整備 ¥877,000

2255 任意団体 事務局(運営) 千葉県 東深井ボーイズ - コロナ感染予防対策を施したスポーツ活動の再開並びにチーム運営 ¥531,000

2256 法人 総合型クラブ 三重県 特定非営利活動法人浜島スポーツクラブ 7190005010399 総合型地域スポーツクラブ運営事業 ¥180,000

2257 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 桜井レイダースソフトボールクラブ - コロナ禍における活動継続及びチームとしての感染症対策 ¥69,000

2258 個人事業主 インストラクター 東京都 土田憲次郎 - コロナ対策を施した指導、ジム運営及び指導方法の高度化 ¥628,000

2259 任意団体 総合型クラブ 大阪府 （公財）日本少年野球連盟大阪中央支部東大阪北ボーイズ - コロナ対策をし、子供達が安心安全に活動できる環境作り。 ¥393,000

2260 個人事業主 インストラクター 神奈川県 坂本大輔 - 事業継続のための資格更新講習受講 ¥39,000

2261 法人 総合型クラブ 千葉県 一般社団法人東千葉スポーツクラブ 5040005017799 総合型地域スポーツクラブ運営事業 ¥836,000

2262 任意団体 競技団体 東京都 練馬区ペガーボール協会 - 主に成人障害者に対するペガーボール等のスポーツ巡回体験事業 ¥70,000

2263 法人 事務局(運営) 長野県 NPO法人リュシオスポーツクラブ 5100005012521 スポーツ活動事業活性化事業 ¥337,000

2264 任意団体 事務局(運営) 大阪府 島本ジュニア陸上教室 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症予防 ¥92,000

2265 法人 体育・スポーツ協会 東京都 公益社団法人調布市体育協会 2012405002733 調布市総合体育館健康増進プログラム事業 ¥1,038,000

2266 法人 事務局(運営) 長野県 特定非営利活動法人長野東リーグ 7100005012379 オンライン指導による技術力向上事業 ¥518,000

2267 個人事業主 その他個人 千葉県 大友春利 - ライブ配信などを通じて、無観客試合でも行えるコンテンツの作成 ¥91,000

2268 任意団体 インストラクター 大阪府 静思館 - オンライン稽古、対物による時間の効率化を図る稽古感染予防対策 ¥437,000

2269 個人事業主 インストラクター 神奈川県 岡山佐和子 - オンラインレッスン・指導力向上・プログラムの充実度アップ事業 ¥622,000

2270 個人事業主 公認指導者 熊本県 知識勝信 - コロナ対策を施したスポーツ教室運営及び指導方法の高度化 ¥902,000

2271 法人 事務局(運営) 静岡県 一般社団法人ヒットエンドラン静岡 1080105005778 行動変容を取り入れた野球環境の見直し事業 ¥1,041,000

55 ページ



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

2272 個人事業主 インストラクター 東京都 大岸明子 - 非接触指導のためのオンライン高度化と競技レベル向上の実現 ¥524,000

2273 任意団体 事務局(運営) 福井県 福井県レクリエーション協会 - withコロナに対応したレクリエーション環境の構築 ¥391,000

2274 任意団体 事務局(運営) 鹿児島県 伊佐カヌークラブ - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥1,021,000

2275 個人事業主 インストラクター 広島県 奥田絵里 - コロナ対策を施した指導方法の高度化 ¥190,000

2276 法人 競技団体 三重県 一般財団法人三重陸上競技協会 7190005010481 陸上競技活動保障活性化支援事業（大会等活動保障） ¥1,088,000

2277 個人事業主 アスリート 福岡県 桑原亮 - 非接触型トレーニング環境の構築 ¥706,000

2278 個人事業主 アスリート 埼玉県 吉橋秀城 - 非対面型室内トレーニングの設営 ¥229,000

2279 個人事業主 インストラクター 静岡県 山口王将 - コロナの中でも気にせず出来るグループレッスンの多様化 ¥1,362,000

2280 任意団体 競技団体 島根県 島根県テニス協会 - 大会・事業の効率化「ＮＥＷノーマル」事業 ¥1,500,000

2281 個人事業主 インストラクター 高知県 中村美帆 - コロナ対策を施した運動教室の運営とオンライン指導方法の高度化 ¥657,000

2282 任意団体 総合型クラブ 広島県 大竹市総合型地域スポーツクラブ - 放課後子ども教室スポーツ編 ¥442,000

2283 法人 事務局(運営) 東京都 一般財団法人日本コアコンディショニング協会 2010405009633 オンラインによるシンポジウムの実施、各種事業の再開 ¥750,000

2284 任意団体 事務局(運営) 宮城県 宮城県高等学校体育連盟陸上競技専門部 - 令和２年度　宮城県高等学校新人陸上競技大会 ¥270,000

2285 任意団体 事務局(運営) 東京都 清瀬市合気道会 - コロナ禍での稽古方法の確立と稽古持続推進 ¥164,000

2286 個人事業主 アスリート 埼玉県 中田健太 - 新型コロナウイルス感染対策としてのトレーニング環境の構築 ¥435,000

2287 任意団体 競技団体 沖縄県 沖縄県ソフトボール協会 - 各世代を対象としたスポーツに関わる事業・交流 ¥1,317,000

2288 任意団体 競技団体 徳島県 徳島県ラグビーフットボール協会 - ワールドカップの感動を，リプレイ徳島から! ¥344,000

2289 法人 競技団体 大阪府 一般社団法人関西学生バスケットボール連盟 9120005021327 関西学生バスケットボールリーグ戦兼インカレ予選 ¥1,440,000

2290 個人事業主 インストラクター 東京都 田中達也 - 非対面型事業の導入とコロナ対策のための器具の増設 ¥335,000

2291 個人事業主 アスリート 福岡県 園田匠 - コロナウイルスでの密を避ける室内トレーニング環境の整備 ¥225,000

2292 個人事業主 インストラクター 福井県 畑香菜子 - 心身共に健やかに維持していく取り組み ¥982,000

2293 個人事業主 インストラクター 東京都 田中愛央 - レッスンのオンライン化、指導方法・内容改善と宣伝の高度化 ¥779,000

2294 個人事業主 インストラクター 千葉県 赤石ひろみ - 非対面によるグループレッスン指導の高度化 ¥240,000

2295 個人事業主 アスリート 福岡県 長野和弘 - 非対面型トレーニング環境の高度化及び充実 ¥1,000,000

2296 個人事業主 インストラクター 北海道 大内拓也 - ムービーレッスン ¥176,000

2297 個人事業主 インストラクター 大阪府 平田宅生 - リモート講習会及びネット環境を持たない方へのビデオ講習 ¥379,000

2298 法人 事務局(運営) 神奈川県 NPO法人わくわくふれあいスポーツ 3020005012201 感染症に対し安心して用具を使える体操教室の開催 ¥324,000

2299 任意団体 競技団体 愛知県 豊田クライミング協会 - 野外クライミングエリアの運営 ¥451,000

2300 任意団体 少年団 愛知県 岡崎JVC - コロナ禍での練習再開と感染症対策 ¥18,000

2301 任意団体 事務局(運営) 広島県 QUADROPHENIAFOOTBALLCLUB - 試合中継やミーティングのオンライン化、および新規団員募集 ¥1,479,000

2302 個人事業主 インストラクター 東京都 清水奈津 - テレワーク環境を使ったリモートでのダンス等の技術指導 ¥288,000

2303 個人事業主 アスリート 新潟県 舟山佑京 - 新型コロナ対策の為の自宅でのトレーニング環境の充実 ¥168,000

2304 法人 総合型クラブ 熊本県 NPO法人うとスポーツクラブ 2330005005678 スポーツ教室及びイベントの運営等の事業活動の継続・回復事業 ¥1,224,000

2305 個人事業主 アスリート 岡山県 高津晃治 - 競輪用オンライントレーニングの整備とレース用パーツの購入 ¥589,000

2306 法人 事務局(運営) 佐賀県 特定非営利活動法人DREAMDREAM 5300005006759 スポーツ実施者及びスポーツ教室回復事業 ¥833,000

2307 個人事業主 その他個人 愛媛県 長井喜代美 - 新型コロナ対策を実施し会員が安心して練習できるジムづくり ¥148,000

2308 個人事業主 公認指導者 静岡県 上原陵 - コロナ対策を施した各職場での指導の安全管理の向上・環境設定 ¥332,000

2309 個人事業主 アスリート 静岡県 渡邉晴智 - 人との密を避けるための自宅トレーニング ¥416,000

2310 個人事業主 インストラクター 千葉県 市村真未 - withコロナスタイル　新しい形のレッスンとイベント開催 ¥136,000
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2311 個人事業主 インストラクター 東京都 今泉陽子 - 活動及び指導コミュニケーションの機会創出と少人数での継続取組 ¥353,000

2312 個人事業主 インストラクター 神奈川県 松崎たまき - 指導内容の充実を図り、対面・非対面指導の強化・拡大 ¥57,000

2313 個人事業主 インストラクター 京都府 高島嘉津也 - 集団から個へ～加圧トレーニングによる意識改革への取組み ¥366,000

2314 任意団体 少年団 福岡県 添田町スポーツ少年団添田フレンズ - withコロナ対応の少年スポーツ振興 ¥291,000

2315 個人事業主 公認指導者 福岡県 岸隆信 - 健康作り指導のオンライン化及び契約クラブでの指導方法の高度化 ¥480,000

2316 個人事業主 アスリート 宮城県 鈴木裕斗 - 非対面での自宅での室内トレーニングの環境作り ¥276,000

2317 個人事業主 インストラクター 神奈川県 髙野裕之 - コロナウイルス対策を施した指導方法の確立 ¥133,000

2318 任意団体 競技団体 東京都 瑞穂リトルシニア野球協会 - コロナ禍におけるチームの感染症予防対策及び練習環境等の整備 ¥1,267,000

2319 個人事業主 インストラクター 東京都 下林義尚 - コロナ対策を施した新規顧客開拓 ¥442,000

2320 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人日本ポニーベースボール協会 8010005013690 第10回ポニージャパングランドチャンピオンシップトーナメント ¥1,500,000

2321 任意団体 少年団 東京都 少林寺拳法世田谷下高井戸スポーツ少年団 - コロナ禍における練習の感染症対策 ¥10,000

2322 個人事業主 インストラクター 東京都 大木愛 - 新規オンラインレッスン環境構築及び安全なスタジオ運営の整備 ¥605,000

2323 法人 総合型クラブ 北海道 特定非営利活動法人緑ヶ丘スポーツクラブ 2460105002018 コロナ渦での練習環境整備と感染症予防対策 ¥58,000

2324 任意団体 事務局(運営) 千葉県 BayHittersJr.BadmintonClub - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥234,000

2325 任意団体 事務局(運営) 熊本県 荒尾中央ジュニアスターズ - コロナ禍における荒尾小岱杯少年野球大会の継続開催 ¥273,000

2326 任意団体 総合型クラブ 長野県 伊那市総合型地域スポーツクラブ - やりたいことを一生懸命やろう！距離は離れても心を寄せて ¥1,187,000

2327 任意団体 競技団体 北海道 札幌テニス協会 - 新型コロナウィルスの感染予防に対応した新しいテニス事業の構築 ¥708,000

2328 個人事業主 インストラクター 愛知県 武藤友加里 - コロナ対策のための自宅環境の充実とトレーニング指導の高度化 ¥466,000

2329 任意団体 事務局(運営) 北海道 三笠フットボールクラブ U１２ - コロナ渦に適応していくチーム運営 ¥1,289,000

2330 個人事業主 アスリート 大分県 安部龍文 - リモートシステムを活用したトレーニング環境の整備 ¥200,000

2331 個人事業主 アスリート 広島県 吉永和生 - 非対面型個人トレーニング環境の整備と高度化 ¥393,000

2332 個人事業主 インストラクター 東京都 秋山由美 - 感染対策を施した体力維持増進技術アップの為のスキーレッスン ¥556,000

2333 個人事業主 アスリート 東京都 中澤隆 - 非対面型自宅トレーニング器具の整備 ¥293,000

2334 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会 7010005006101 ガイドラインの徹底と新ゴルフスタイルによる国民の健康増進 ¥5,180,000

2335 個人事業主 インストラクター 埼玉県 海老原良美 - 安心安全なオンライン・ネット配信ヨガ、対面レッスンの提供 ¥543,000

2336 個人事業主 インストラクター 北海道 竹村かをる - コロナウィルス感染症下における運動指導の高度化計画 ¥369,000

2337 個人事業主 インストラクター 滋賀県 沢田喜久 - オンラインによるグループ指導の高度化及び対面指導内容の拡充 ¥282,000

2338 法人 事務局(運営) 静岡県 認定特定非営利活動法人REALE WORLD 1080105005588 リモートワーク・オンライン環境整備事業 ¥424,000

2339 個人事業主 アスリート 京都府 奥平充男 - コロナ感染防止のため自宅での非対面による練習環境の充実 ¥269,000

2340 法人 競技団体 東京都 一般財団法人関東大学サッカー連盟 1010005021873 JR東日本カップ2020 第94回関東大学サッカーリーグ戦 ¥1,500,000

2341 個人事業主 アスリート 京都府 村上義弘 - コロナ対策による非対面型のトレーニング環境の構築 ¥170,000

2342 個人事業主 インストラクター 宮城県 那須良太 - みんなで身体を動かそう☆ファミリーダンス ¥126,000

2343 個人事業主 アスリート 青森県 千澤久保美 - 非対面型トレーニング ¥266,000

2344 個人事業主 インストラクター 広島県 近藤雄一 - 感染予防を徹底し、安心した体操クラブ ¥502,000

2345 個人事業主 アスリート 福島県 平沼由充 - オンライン化による非対面型トレーニング設備導入 ¥980,000

2346 法人 総合型クラブ 岐阜県 ＮＰＯ法人やさかイキイキ?楽部 3200005012059 やさか運動教室の普及と事業継続強化に取り組む ¥336,000

2347 任意団体 事務局(運営) 埼玉県 西埼玉少年野球 - コロナ禍における練習の再開、及びチームとしての感染予防対策 ¥177,000

2348 法人 総合型クラブ 香川県 特定非営利活動法人三豊市総合型地域文化・スポーツクラブ 4470005005605 ＷＥＢ見学を軸とした新たなＰＲ体制構築と施設の活性化への取組 ¥1,449,000
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2349 個人事業主 アスリート 大阪府 菊谷信一 - 非対面型トレーニング環境の構築 ¥690,000

2350 個人事業主 インストラクター 福岡県 西田淳子 - 非対面によるグループレッスン指導方法の高度化 ¥580,000

2351 法人 競技団体 東京都 一般社団法人日本カバディ協会 8013305001893 カバディ動画配信事業 ¥695,000

2352 個人事業主 インストラクター 愛知県 岡﨑真弓 - コロナ対策を施したジムの開設 ¥663,000

2353 法人 事務局(運営) 茨城県 一般社団法人つくばベースボールクラブ 1050005012456 新型コロナ感染防止対策を施した野球普及およびチーム活動事業 ¥628,000

2354 個人事業主 アスリート 福島県 宇佐見優介 - 自宅で非対面型トレーニング環境構築によるパフォーマンス向上 ¥339,000

2355 任意団体 事務局(運営) 熊本県 熊本県スイミングクラブ協会 - コロナ渦における水泳大会の実施および感染症対策 ¥604,000

2356 個人事業主 インストラクター 東京都 杉本弓香子 - 非対面型事業の導入と教室運営を継続・高度化するための取り組み ¥878,000

2357 法人 事務局(運営) 富山県 特定非営利活動法人フットボールセンター富山 9230005008040 サッカースクール活動継続及び開拓事業 ¥319,000

2358 任意団体 事務局(運営) 静岡県 ブールスポーツさいたま - コロナ禍における練習の再開及びオンラインによる講習会開催 ¥211,000

2359 個人事業主 インストラクター 三重県 辻明子 - コロナ対策を施した教室運営及び指導方法の高度化 ¥105,000

2360 個人事業主 アスリート 東京都 橋本薫 - テレワークでファンの方とコミュニケーション ¥61,000

2361 法人 体育・スポーツ協会 福島県 一般社団法人楢葉町スポーツ協会 5380005012097 コロナ対策リモート会議取組事業 ¥194,000

2362 法人 総合型クラブ 山梨県 特定非営利活動法人韮崎スポーツクラブ 4090005004991 総合型地域スポーツクラブ運営事業、スポーツイベント開催事業 ¥859,000

2363 個人事業主 インストラクター 北海道 嶋崎裕美 - 運動指導者育成および健康づくり活動の非対面・オンライン化 ¥594,000

2364 任意団体 事務局(運営) 東京都 ＦＣ大間窪 - コロナ感染症対策を行いながら活動の継続・技術向上の取り組み ¥378,000

2365 個人事業主 インストラクター 東京都 君塚ひとみ - 各種講座のオンライン化とリモートイベントへの通訳の業務委託 ¥1,000,000

2366 個人事業主 インストラクター 東京都 小出夕子 - 顧客及び事業の回復と継続の為のEC事業導入によるIT強化 ¥236,000

2367 法人 事務局(運営) 群馬県 一般社団法人Lifeoflife協会 6070005009116 オンライン講座の開催、Ｗｅｂセミナーの開催事業 ¥702,000

2368 個人事業主 インストラクター 大阪府 井藤祐一 - 気になる所をいつでもどこでも、オンラインレッスン！ ¥672,000

2369 個人事業主 アスリート 静岡県 齊藤健人 - 競輪選手としてコロナ対策を最大限意識しての大会参加 ¥101,000

2370 任意団体 競技団体 東京都 東京都アーチェリー協会 - 電子集計システムの導入による得点集計効率化事業 ¥614,000

2371 任意団体 競技団体 東京都 武蔵府中リトルリーグ・リトルシニア野球協会 - コロナ禍における練習の再開およびチーム内の感染予防対策 ¥590,000

2372 任意団体 事務局(運営) 千葉県 カンガルーフットボールクラブ - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥368,000

2373 法人 総合型クラブ 大阪府 特定非営利活動法人しまもとバンブークラブ 3120905005178 しまもとバンブークラブをみんなで支え合って継続させよう ¥572,000

2374 個人事業主 アスリート 福岡県 田中弘章 - 自宅室内トレーニング設備の充実化 ¥682,000

2375 法人 競技団体 大阪府 日本高等学校・中学校ゴルフ連盟 8010005019325 全国中学生High Quality　教育合宿 ¥526,000

2376 法人 事務局(運営) 東京都 NPO法人日本フィジカルボイス協会 6012405002531 指導、講師育成のオンライン化に向けた設備の構築 ¥868,000

2377 法人 競技団体 愛媛県 一般社団法人愛媛県バスケットボール協会 4500005007754 競技活性化に向けた本協会主催の競技会運営及び育成・強化事業 ¥847,000

2378 個人事業主 インストラクター 大阪府 井藤久美子 - 非対面によるグループ・パーソナル指導方法の高度化 ¥296,000

2379 個人事業主 インストラクター 広島県 福本純 - テニス教室事業継続・高度化事業 ¥172,000

2380 個人事業主 公認指導者 愛知県 松生保典 - コロナ対策を施した道場運営及び指導方法の高度化 ¥410,000

2381 任意団体 少年団 愛媛県 垣生ラビッツMBCスポーツ少年団 - 新型コロナウイルス感染症対策に伴うチーム活動再開事業 ¥75,000

2382 任意団体 競技団体 長野県 長野県ボート協会 - 小中学生　レガッタ・ボート体験会 ¥218,000

2383 個人事業主 インストラクター 滋賀県 横井美里 - オンラインに切り替えた指導・セミナー開催 ¥371,000

2384 任意団体 事務局(運営) 愛知県 一宮西部剣道教室 - コロナ渦における教室持続のための感染症対策 ¥8,000

2385 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 サーフ90藤沢ライフセービングクラブ - クラブ設立30周年記念クラブ運営近代化事業 ¥33,000

2386 任意団体 事務局(運営) 茨城県 中学硬式野球取手リトルシニア野球協会 - コロナ禍における練習再開と大会参加、チームとしての感染症対策 ¥1,328,000
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2387 個人事業主 アスリート 東京都 笹原優美 - オンラインでのレッスン、ファンサービス動画の配信及ツアー開催 ¥346,000

2388 法人 競技団体 神奈川県 一般社団法人横浜市陸上競技協会 7020005013617 コロナ禍における陸上競技継続推進事業 ¥553,000

2389 個人事業主 アスリート 石川県 八日市屋浩之 - ソーシャルディスタンスを意識したトレーニング環境の構築 ¥987,000

2390 法人 事務局(運営) 静岡県 一般社団法人ＴＯＭＯＳＯ 3080005007047 オンライン配信を採り入れたスポーツ医学セミナーの持続的な開催 ¥256,000

2391 個人事業主 インストラクター 大阪府 永田努 - 少年選手のプロ登竜門となる新大会テスト開催とネット配信事業 ¥996,000

2392 法人 事務局(運営) 栃木県 一般社団法人TEAM 4060005009630 Withコロナ対応Sports New Style ¥478,000

2393 個人事業主 インストラクター 愛知県 髙橋宏和 - コロナ対策を施したジム運営及び非対面による指導方法の高度化 ¥398,000

2394 個人事業主 インストラクター 京都府 松井和代 - コロナによる健康二次被害を軽減するための指導内容の高度化 ¥171,000

2395 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 VALENTIAFCMynz Mynz体育クラブ - コロナ渦におけるクラブ活動再開事業 ¥221,000

2396 任意団体 少年団 岩手県 久慈ソフトテニススポーツ少年団 - コロナ禍における練習再開及び感染症対策 ¥24,000

2397 任意団体 競技団体 静岡県 静岡県ダンススポーツ連盟 - コロナ禍におけるダンススポーツ再開事業 ¥735,000

2398 任意団体 事務局(運営) 青森県 青森ジュニアアイスホッケーチーム - withコロナでの新規会員拡大と活動継続 ¥391,000

2399 任意団体 事務局(運営) 長崎県 長崎中央リトルリーグ - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥689,000

2400 任意団体 少年団 東京都 有馬シャトルスポーツ少年団 - コロナ禍における感染症対策とスポーツ少年団運営事業 ¥201,000

2401 任意団体 事務局(運営) 滋賀県 湖北ボーイズ - コロナ禍での効率的な練習体制の環境確保と感染症対策 ¥593,000

2402 任意団体 事務局(運営) 京都府 南京都リトルリーグ - コロナ禍での練習再開，チーム運営の健全化と感染症対策 ¥439,000

2403 法人 総合型クラブ 北海道 特定非営利活動法人アビースポーツクラブ 9430005013697 参加者回復・開拓のための情報発信事業 ¥100,000

2404 任意団体 競技団体 三重県 三重県アーチェリー協会 - 新型コロナ感染拡大防止を徹底した上での競技会等の実施 ¥471,000

2405 個人事業主 インストラクター 東京都 高瀬夏実 - コロナ対策を施した指導方法の高度化 ¥439,000

2406 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人スポーツフォース 3010005023240 DUNK事業の継続・回復 ¥1,032,000

2407 任意団体 事務局(運営) 新潟県 新潟県社会人スポーツ推進協議会 - キャリアフォーラム及び活性化セミナー事業のオンライン化 ¥1,179,000

2408 任意団体 事務局(運営) 兵庫県 丹波ヤングベースボールクラブ - 当クラブに関わる全ての者を感染予防するための活動環境整備 ¥1,136,000

2409 個人事業主 インストラクター 愛知県 金石純子 - コロナ対策のためのオンラインレッスンの提供 ¥388,000

2410 個人事業主 インストラクター 長野県 河西陽子 - インターネットを利用した運動指導教室事業 ¥334,000

2411 任意団体 少年団 滋賀県 岡山スポーツ少年団 - コロナ対策を万全にスポーツサッカーを安全に楽しむための事業 ¥162,000

2412 任意団体 事務局(運営) 京都府 城陽市スポーツ少年団本部 - 卓球体験会によるスポーツ実施者の開拓とスポーツ活動の継続 ¥172,000

2413 任意団体 事務局(運営) 青森県 青森県チビッコアイスホッケー運営協議会 - 青森県内、東北圏域内のアイスホッケー大会運営と感染症対策事業 ¥1,000,000

2414 任意団体 競技団体 東京都 東京都ラグビーフットボール協会 - 第100回全国高等学校ラグビーフットボール大会東京都予選 ¥948,000

2415 任意団体 体育・スポーツ協会 茨城県 行方市体育協会 - コロナ渦における活動の高度化及び感染症対策 ¥184,000

2416 個人事業主 インストラクター 神奈川県 吉野望 - コロナ対策を施したパーソナル事業継続とピラティス指導の高度化 ¥324,000

2417 個人事業主 インストラクター 北海道 三浦友香理 - 非対面事業モデルの実施、新プログラムライセンス取得 ¥118,000

2418 任意団体 競技団体 兵庫県 三田リトルシニア・リーグ野球協会 - コロナ渦における練習や大会の再開及びチームとしての感染対策 ¥770,000

2419 個人事業主 インストラクター 京都府 岩佐晃次 - コロナ対策を施した社交ダンス教室運営及び指導の高度化 ¥501,000

2420 個人事業主 インストラクター 千葉県 豊澤恵美 - オンラインレッスンの実施 ¥229,000

2421 法人 事務局(運営) 北海道 特定非営利活動法人サッポロボーイズ 9430005003995 クラブ活動継続・新規会員獲得のための取組とスポーツ大会開催 ¥437,000

2422 任意団体 競技団体 佐賀県 佐賀県卓球バレー協会 - 卓球バレー交流大会および指導者養成講習会の開催 ¥46,000

2423 法人 事務局(運営) 静岡県 特定非営利活動法人スポーツコミュニティ磐田・ポーラスター 3080405005699 ウィズコロナにおける教室再開と新規会員集客事業 ¥473,000

2424 任意団体 事務局(運営) 愛媛県 愛媛県中学校体育連盟 - 新型コロナウイルス感染症対策における新しい連盟運営の構築事業 ¥270,000
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2425 法人 総合型クラブ 宮崎県 特定非営利活動法人真幸ホットほっとクラブ 4350005005121 総合型地域スポーツクラブ教室運営事業 ¥171,000

2426 法人 総合型クラブ 大阪府 一般社団法人アクリル運動部スポーツクラブ 4122005003292 大会の再開と連絡調整を円滑に行う為のテレワーク環境の整備 ¥555,000

2427 法人 事務局(運営) 千葉県 一般社団法人DiversityA.C.千葉 4040005020300 ダイバーシティな練習環境整備事業 ¥618,000

2428 任意団体 競技団体 東京都 全日本学生ヨット連盟 - 徹底したコロナ対策下での全日本学生ヨット選手権大会の開催 ¥684,000

2429 個人事業主 アスリート 埼玉県 渡辺政幸 - 新型コロナウイルス感染対策としてのトレーニング環境の構築 ¥278,000

2430 任意団体 競技団体 福島県 相双バドミントン協会 - 新型コロナウイルス感染対策を伴うバドミントン大会の運営 ¥52,000

2431 法人 事務局(運営) 千葉県 特定非営利活動法人まつひだいスポーツクラブ 6040005004680 コロナ禍において練習を可能にするための密を避けたクラブ事業 ¥988,000

2432 任意団体 事務局(運営) 福岡県 福岡ランニングセンター - 感染防止対策を施したランニング事業の再開 ¥209,000

2433 個人事業主 アスリート 愛媛県 岡﨑昭次 - 非対面型トレーニング環境の整備と高度化の実現 ¥422,000

2434 個人事業主 インストラクター 愛知県 山本波絵 - 活動継続のための指導方法の高度化 ¥238,000

2435 個人事業主 インストラクター 神奈川県 廣瀬友美 - 非対面によるグループまたはパーソナルレッスン指導の高度化 ¥213,000

2436 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 FCオリオン - 「新しい練習」のための環境整備とチームとしての感染防止対策 ¥316,000

2437 個人事業主 アスリート 徳島県 後藤浩二 - 自宅でのトレーニング環境整備 ¥693,000

2438 個人事業主 インストラクター 埼玉県 會田旭 - コロナ対策を徹底したジム運営の案内及びオンラインコースの導入 ¥1,047,000

2439 任意団体 総合型クラブ 熊本県 高森町総合型地域スポーツクラブ高SPO - 総合型地域スポーツクラブ運営事業 ¥812,000

2440 任意団体 事務局(運営) 福井県 アミール永平寺 - コロナ対策を施した活動継続の試みと新規スクールの創設 ¥109,000

2441 法人 事務局(運営) 京都府 特定非営利活動法人S.A.IFootballClub 4130005015381 顧客回復の為、会場数の増加、非対面講習(動画配信)の実施 ¥1,000,000

2442 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人日本スポーツインテグリティ機構 6010405016997 リモートワーク・非対面型モデルへの環境整備事業 ¥534,000

2443 個人事業主 公認指導者 熊本県 橋爪純 - スポーツ活動における動画を用いた遠隔指導 ¥532,000

2444 個人事業主 アスリート 岐阜県 堀兼壽 - 非対面トレーニングへの移行による競技力向上 ¥439,000

2445 個人事業主 アスリート 熊本県 吉成晃一 - 密を回避し非対面型自宅練習環境の高度化 ¥665,000

2446 個人事業主 アスリート 熊本県 中川諒子 - 競技力向上のための密を回避したトレーニング環境の高度化 ¥368,000

2447 個人事業主 インストラクター 東京都 横江怜 - コロナ対策を施したオンラインスクール及び指導方法の高度化 ¥678,000

2448 個人事業主 インストラクター 神奈川県 小林貴代乃 - コロナ対策をしたパーソナル中心の高度な指導特化とオンライン化 ¥619,000

2449 任意団体 事務局(運営) 愛媛県 空手道糸東会重信支部 - ○新型コロナウイルス感染対策における新しい道場運営の構築事業 ¥564,000

2450 法人 事務局(運営) 奈良県 一般社団法人リトルパイン総合型地域スポーツクラブ 7150005008752 リトルパイン「イベント・教室」活動継続事業 ¥781,000

2451 任意団体 事務局(運営) 鹿児島県 楓共励斎 - 感染症対策に留意しながらの稽古・練習再開 ¥16,000

2452 個人事業主 インストラクター 神奈川県 市野紗友理 - 自店舗開業による衛生環境の整備徹底とオンラインサービスの拡充 ¥162,000

2453 任意団体 事務局(運営) 岐阜県 ＴｅａｍＩＭＰＡＣＴ - 体験会実施及び三密回避の練習環境の整備・トレーニングの高度化 ¥79,000

2454 個人事業主 アスリート 沖縄県 山田敦也 - 密接・密集を避けた非対面型トレーニング環境の構築 ¥192,000

2455 任意団体 事務局(運営) 愛知県 ブールスポーツ名古屋 - 安心・安全な環境で実施するスポールブールフェスタの開催 ¥253,000

2456 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 横浜瀬谷ボーイズ - 子供達が安心して意欲的に野球に取組める環境作り ¥1,500,000

2457 任意団体 競技団体 山梨県 山梨県ダンススポーツ連盟 - シャドー講習会＆交流会（コロナ感染症対策と新しい練習方法） ¥175,000

2458 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人レッツ 7012405001953 コロナ禍における活動継続・回復の取り組み ¥162,000

2459 法人 事務局(運営) 愛知県 一般社団法人アクアティクスジャパン 2180305008462 動画撮影とリアルタイムフィードバックを伴ったレッスン運営 ¥283,000

2460 個人事業主 アスリート 福井県 長澤和光 - 新型コロナ感染予防の為の非対面型トレーニング環境の構築 ¥133,000

2461 個人事業主 インストラクター 東京都 津田由美 - コロナ対策を施したスタジオの運営及び指導方法の高度化 ¥382,000

2462 個人事業主 インストラクター 神奈川県 臼井彩子 - 非対面型によるオンラインにてのヨガ指導の確立 ¥724,000
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2463 個人事業主 インストラクター 山梨県 川井真理子 - オンライン指導と対面指導の両立による指導方法の高度化 ¥103,000

2464 個人事業主 アスリート 岐阜県 塚本貴雄 - 非対面型トレーニング環境の構築 ¥492,000

2465 個人事業主 アスリート 福岡県 別所英幸 - コロナ禍における密を避けた練習環境の構築 ¥113,000

2466 任意団体 事務局(運営) 宮城県  南仙台ボーイズ - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥366,000

2467 任意団体 事務局(運営) 東京都 HORNETGYM - 体組成計導入による感染リスク軽減と営業継続の為のサービス ¥300,000

2468 個人事業主 アスリート 広島県 竹内翼 - 室内で非対面トレーニングを行うために、設備を整える。 ¥377,000

2469 個人事業主 公認指導者 千葉県 阿部陽介 - オンラインを活用したスポーツ外傷のリハビリ、トレーニング指導 ¥325,000

2470 個人事業主 インストラクター 埼玉県 横田絵理 - オンラインによるYOGAスタジオ・パーソナルトレーニング ¥84,000

2471 個人事業主 インストラクター 愛知県 伊奈元哉 - オンライントレーニングの導入、生徒獲得のためのHP新規作成 ¥1,000,000

2472 法人 事務局(運営) 東京都 NPO法人VYS YOGI 6012805002676 対面と非対面のデュアルクラス提供とテレワーク環境整備 ¥1,044,000

2473 法人 事務局(運営) 富山県 一般社団法人水橋フットボールクラブ 6230005008547 新型コロナ感染対策を講じて活動を行うために必要な備品等の購入 ¥114,000

2474 任意団体 少年団 宮城県 田子ウィングススポーツ少年団 - コロナ禍における新入部員獲得及びチームとしての感染症対策 ¥64,000

2475 個人事業主 アスリート 岡山県 高橋清太郎 - 感染防止を従事した非対面型室内トレーニングへの転換 ¥800,000

2476 個人事業主 インストラクター 東京都 藤田晋 - オンラインレッスン及びコロナ対策を施したイベント出演 ¥307,000

2477 個人事業主 インストラクター 佐賀県 平方志穂 - 感染の心配のないヨガオンラインクラス＆オンサイトクラス ¥492,000

2478 個人事業主 インストラクター 神奈川県 若鍋由美子 - コロナ禍での屋外心身調整とオンライン導入による運動継続支援 ¥429,000

2479 個人事業主 インストラクター 神奈川県 木畑実麻 - コロナ禍における安全安心な学生アスリート支援体制の構築 ¥192,000

2480 法人 事務局(運営) 愛知県 特定非営利活動法人日本なわとびプロジェクト 4180005015484 なわとびアプリの開発とアプリを活用した動画コンテスト事業 ¥1,000,000

2481 任意団体 事務局(運営) 長崎県 横尾少年野球クラブ - 感染症対策の強化による児童の安全確保及び新入部員の確保 ¥133,000

2482 法人 総合型クラブ 富山県 特定非営利活動法人五福公園スポーツクラブさくら 6230005008035 総合型地域スポーツクラブ運営事業 ¥423,000

2483 個人事業主 インストラクター 神奈川県 山口恵美子 - 非対面による指導の展開、コロナ禍での心身・脳の健康の維持増進 ¥511,000

2484 任意団体 事務局(運営) 大阪府 泉州ボーイズ中学部 - コロナ禍の中の練習再開とチーム存続のための活動と感染症対策 ¥1,007,000

2485 任意団体 競技団体 滋賀県 彦根リトルシニア野球協会 - コロナ禍における安心して野球に取り組める環境の整備 ¥871,000

2486 法人 事務局(運営) 京都府 特定非営利活動法人ＡＳ．Ｌａｒａｎｊａ 2130005006242 新たなスクール事業とTOP（社会人）チーム事業活動の継続 ¥1,139,000

2487 任意団体 競技団体 福岡県 福岡県ハンドボール協会 - 第45回日本ハンドボールリーグ福岡・久留米大会（集中開催） ¥628,000

2488 個人事業主 アスリート 兵庫県 長澤道雄 - 新型コロナウイルス感染防止の為の非対面型トレーニングの導入 ¥477,000

2489 任意団体 事務局(運営) 宮城県 吉成剣友会 - コロナにおける新規会員獲得及びチームとしての感染症対策。 ¥88,000

2490 個人事業主 インストラクター 東京都 奥田健太 - オンラインフィットネスキックボクシング ¥36,000

2491 任意団体 事務局(運営) 大阪府 大阪グローバル - スポーツ活動の継続・回復に向けた大阪グローバルプロジェクト ¥282,000

2492 個人事業主 アスリート 兵庫県 磯崎ともか - 乱丸フェスタ ¥938,000

2493 個人事業主 インストラクター 長崎県 山下祐子 - 自宅でのオンラインダイエットプログラム ¥275,000

2494 個人事業主 アスリート 石川県 西徹 - 自宅での非対面トレーニングの高度化及び選手間の感染予防 ¥207,000

2495 個人事業主 インストラクター 愛知県 寺内早江 - 動画配信環境の整備 ¥148,000

2496 個人事業主 インストラクター 愛知県 渡邉みず季 - コロナ対策を施したレッスン開催及び指導方法の高度化 ¥1,303,000

2497 個人事業主 アスリート 岡山県 山根泰道 - 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 ¥461,000

2498 個人事業主 アスリート 山口県 富弥昭 - 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 ¥344,000

2499 個人事業主 アスリート 福岡県 紫原政文 - コロナ対策を念頭に置いたレース・練習参加の在り方 ¥901,000

2500 任意団体 競技団体 福岡県 九州学生アメリカンフットボール連盟 - 接触型スポーツにおける感染リスク防止に向けたチャレンジ ¥1,254,000
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2501 個人事業主 インストラクター 大阪府 久保四郎 - コロナ対策を徹底した対面型指導とネット型非対面指導 ¥62,000

2502 任意団体 事務局(運営) 北海道 宮の沢オリオンズ少年野球団 - ２０２０年度学童野球コロナ対策安全安心再開への取り組み ¥132,000

2503 個人事業主 アスリート 神奈川県 井口剛志 - コロナ感染予防のための自宅を含むトレーニングの充実。 ¥90,000

2504 任意団体 少年団 栃木県 今市ホッケースポーツ少年団 - コロナによる新入部員の獲得及びチームとしての感染症対策 ¥367,000

2505 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人マイホッケープラス 2120005017356 コロナ対策を施したホッケースクール事業の継続・高度化 ¥1,022,000

2506 個人事業主 公認指導者 神奈川県 大森知 - オンラインによるトレーニング指導・怪我やリハビリの状況確認 ¥232,000

2507 個人事業主 インストラクター 愛知県 高取隆行 - コロナ対策を施したゴルフ教室及び指導方法の高度化 ¥724,000

2508 個人事業主 インストラクター 東京都 大森彩 - 心身健康美オンラインヨガスタジオオープン ¥476,000

2509 個人事業主 インストラクター 愛知県 内藤友有子 - オンラインレッスンの導入とオンライン指導方法の高度化 ¥724,000

2510 任意団体 競技団体 長崎県 島原ラグビーフットボール協会 - 活動環境の感染予防対策と勧誘事業の継続による新規部員獲得 ¥1,290,000

2511 任意団体 競技団体 愛知県 NPO法人日本シニアテニス連盟・東海地区愛知県部会 - コロナウイルス感染対策をした安全な秋季のテニス大会 ¥155,000

2512 個人事業主 アスリート 静岡県 齋藤友幸 - 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 ¥312,000

2513 個人事業主 アスリート 福島県 金澤竜二 - 非対面型トレーニングの充実化 ¥766,000

2514 個人事業主 アスリート 香川県 吉田彰久 - 新しい生活様式に対応したトレーニング環境の高度化 ¥240,000

2515 法人 事務局(運営) 北海道 一般社団法人北海道極真武道会 7430005010671 オンラインによる空手世界大会の実施と新型コロナ対策の教室運営 ¥1,000,000

2516 任意団体 総合型クラブ 福岡県 総合型地域スポーツクラブHEROES - 総合型地域スポーツクラブ運営事業 ¥478,000

2517 個人事業主 インストラクター 大阪府 宮塚祐司 - 三密回避で安全・安心名でフィットネスで楽しく健康に！ ¥1,010,000

2518 任意団体 事務局(運営) 愛知県 日本マーチングバンド協会東海支部 - 第46回マーチングバンド東海大会 ¥488,000

2519 法人 事務局(運営) 京都府 一般社団法人京都大学アメリカンフットボールクラブ 1130005014683 コロナ感染拡大予防と安全管理体制の整備 ¥1,500,000

2520 個人事業主 インストラクター 京都府 南川太志 - オンライントレーニングと非接触型リアルセッションの開発 ¥1,188,000

2521 任意団体 事務局(運営) 茨城県 茨城県キャンプ協会 - 茨城県キャンプ協会主催キャンプインストラクター養成講習会 ¥540,000

2522 個人事業主 インストラクター 東京都 鈴木加代子 - 非対面型レッスン及びオンラインコンテンツによる運動機会の創出 ¥397,000

2523 個人事業主 アスリート 岐阜県 吉田茂生 - コロナ対策を施したトレーニング方法の高度化 ¥784,000

2524 法人 競技団体 東京都 公益財団法人日本スケート連盟 5011005000302 大会参加選手、関係者の健康チェックのアプリ開発 ¥1,000,000

2525 法人 総合型クラブ 京都府 ＮＰＯ法人網野スポーツクラブ 2130005013445 クラブ運営の作業効率化とオンライン環境整備事業 ¥650,000

2526 個人事業主 インストラクター 京都府 山本隆司 - コロナ対策に対応したスタジオ運営及び指導方法 ¥201,000

2527 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人日本パデル協会 2011405001844 ＪＰＴ全試合ライブ配信プロジェクト ¥899,000

2528 法人 事務局(運営) 兵庫県 特定非営利活動法人西宮フットボールクラブ 2140005020507 チームPRの強化とリモートワーク推進事業 ¥1,500,000

2529 個人事業主 アスリート 奈良県 三谷政史 - Zwiftを活用した室内トレーニング環境構築と高度化 ¥606,000

2530 個人事業主 インストラクター 兵庫県 瀧本早苗 - 感染対策としてのパーソナル指導・非対面指導への転換 ¥285,000

2531 個人事業主 インストラクター 宮城県 土居龍慎 - 自宅でのトレーニングに特化したトレーニング支援サービスの提供 ¥1,000,000

2532 個人事業主 インストラクター 埼玉県 栗原幹 - サッカースクール再開プロジェクト　売上回復と新規会員の獲得 ¥225,000

2533 任意団体 事務局(運営) 大阪府 友鳩サークル - 会員のモチベーションと初心・初級者の指導遅れの回復 ¥300,000

2534 任意団体 事務局(運営) 宮崎県 WHISTLE.FC - 練習の再開・感染症対策、テレワークの環境強化・巡回指導の強化 ¥891,000

2535 法人 総合型クラブ 大阪府 一般社団法人セレッソ大阪スポーツクラブ 4120005014335 セレッソ大阪アスレチックアカデミー体験会＆サッカースクール ¥136,000

2536 個人事業主 インストラクター 大阪府 松田茂樹 - 知識向上とオンラインヨガの充実 ¥343,000

2537 個人事業主 アスリート 香川県 川田ひな - 競輪競技における従来トレーニング環境の継続と新システムの構築 ¥251,000

2538 任意団体 少年団 鹿児島県 西谷山ドッジボールスポーツ少年団ＮＴモンキーマジック - コロナ対策を施したチーム運営及び競技環境の高度化 ¥148,000
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2539 任意団体 事務局(運営) 栃木県 真岡少年剣道クラブ真光館 - 剣道教室活動継続事業 ¥120,000

2540 任意団体 競技団体 熊本県 熊本県日本拳法連盟 - 熊本初の日本拳法におけるリモート会議及び稽古・講習会の実施。 ¥1,267,000

2541 任意団体 競技団体 茨城県 日本学生オリエンテーリング連盟 - 選手権大会開催のための地図作成事業および映像配信事業 ¥525,000

2542 個人事業主 アスリート 大阪府 堀僚介 - コロナ感染予防計画(体力向上） ¥214,000

2543 個人事業主 インストラクター 神奈川県 鈴木大地 - コロナ対策を施したライフキネティックの指導方法の高度化 ¥513,000

2544 個人事業主 インストラクター 東京都 金子美保子 - オンライン化による新たな顧客獲得とＮＷによる健康寿命延伸事業 ¥446,000

2545 個人事業主 インストラクター 埼玉県 木暮智 - リニューアルOPと女性専用キックボクシングクラスの創設 ¥986,000

2546 個人事業主 インストラクター 埼玉県 三浦有紀子 - プリムローズカップ2020　の開催 ¥1,337,000

2547 任意団体 事務局(運営) 兵庫県 新日本スポーツ連盟兵庫 - 安全で安心なスポーツ活動を支援するためのオンライン事業 ¥396,000

2548 任意団体 事務局(運営) 愛知県 東幡豆少年野球クラブ - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥433,000

2549 任意団体 少年団 福島県 赤木サッカースポーツ少年団 - コロナ禍における感染防止対策の徹底と活動の継続、団員の確保 ¥1,120,000

2550 個人事業主 インストラクター 神奈川県 鴨志田優江 - リモートでサポートができるようにPC環境構築と受信端末の整備 ¥800,000

2551 個人事業主 その他個人 大阪府 Soler Mora Juan - コロナ対策を施し、安全に配慮したスポーツクラブ運営環境の構築 ¥566,000

2552 個人事業主 公認指導者 神奈川県 大場幸成 - 遠隔指導によるトレーニングや栄養指導の導入及び環境整備 ¥394,000

2553 個人事業主 公認指導者 神奈川県 大場徹 - フットサルスクールの運営・指導 ¥889,000

2554 個人事業主 公認指導者 熊本県 枝尾久美 - 安全な対面指導とオンライントレーニング・動画配信事業 ¥933,000

2555 個人事業主 公認指導者 滋賀県 矢内久登 - 練習環境設備の充実によるコロナ対策 ¥148,000

2556 任意団体 事務局(運営) 京都府 京都ピュールヤング - コロナ禍における練習頻度向上及びチームとしての感染症対策 ¥407,000

2557 個人事業主 アスリート 佐賀県 秋山貴宏 - 多人数で行っていたトレーニングの個別化 ¥441,000

2558 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人日本女子サッカーリーグ 5010005016754 リモートワーク・フリーアドレス、非対面型会議の導入整備事業 ¥369,000

2559 個人事業主 アスリート 熊本県 田仲敦子 - 非対面の指導、及び練習環境の整備による事業継続と感染予防対策 ¥355,000

2560 任意団体 事務局(運営) 大阪府 小曽根寺内剣友会 - 少年剣道教室における活動継続事業 ¥78,000

2561 個人事業主 インストラクター 千葉県 小林奈津子 - 非対面オンラインまたコロナ対策をした対面レッスン指導の高度化 ¥920,000

2562 個人事業主 アスリート 東京都 佐藤真一 - 感染防止対策による、非対面型高度化個人トレーニング ¥404,000

2563 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 小田原ハリケーン - コロナ禍における練習再開及びチームとしての感染症対策 ¥279,000

2564 任意団体 少年団 愛媛県 長津スポーツ少年団 - 長津スポーツ少年団における活動継続事業と感染症対策 ¥139,000

2565 個人事業主 インストラクター 東京都 佐々木頼子 - コロナ対策を施したスタジオ運営及び指導方法の高度化 ¥472,000

2566 個人事業主 アスリート 岐阜県 藤井準也 - ZWIFTによる在宅練習への切り替え ¥429,000

2567 個人事業主 公認指導者 東京都 加藤真由美 - コロナ禍におけるサークル運営の新たな取組 ¥301,000

2568 個人事業主 インストラクター 兵庫県 田頭健斗 - いつでもどこでもどなたでも！新様式対応オンラインレッスン！ ¥870,000

2569 任意団体 事務局(運営) 兵庫県 バスケットボールクラブS. - 運営継続におけるユニフォーム(ビブス)制作と感染症対策 ¥183,000

2570 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 一般財団法人日本リトルシニア中学硬式野球協会関東連盟南関東支部平塚リトルシニア - コロナ感染拡大防止対策を遵守しての活動再開方法 ¥397,000

2571 個人事業主 公認指導者 大阪府 林早紀 - 指導のオンライン化とそれに伴うリモート会議 ¥215,000

2572 個人事業主 インストラクター 神奈川県 井出淳子 - 非対面によるグループレッスンの高度化 ¥286,000

2573 法人 事務局(運営) 兵庫県 一般社団法人カヌーホーム 4140005023953 コロナ対策を施した対面・非対面式カヌー強化事業の実施 ¥1,268,000

2574 任意団体 少年団 千葉県 茂原市スポーツ少年団 本納パワーズ - コロナ渦におけるチーム活動の再開と感染拡大防止策 ¥436,000

2575 法人 事務局(運営) 愛知県 特定非営利活動法人童夢 6180005015838 定期的な教室運営における安全に安心して参加できる方法の確立 ¥212,000
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2576 任意団体 事務局(運営) 大阪府 アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ - ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染予防対策に伴うｱﾒﾌﾄｸﾗﾌﾞ運営継続活動 ¥1,030,000

2577 個人事業主 インストラクター 神奈川県 井村美香 - より専門的な指導法を習得し、対面指導強化と非対面指導の実施 ¥247,000

2578 個人事業主 アスリート 福島県 伊東翔貴 - 非対面型トレーニング環境の構築 ¥480,000

2579 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人全日本男子プロテニス選手会 1010005028893 無観客プロテニスエキシビジョンマッチ　＋ＰＯＷＥＲＣＵＰ開催 ¥1,226,000

2580 個人事業主 公認指導者 岡山県 柳瀬昭史 - 選手層に向けたサービスの充実とテレワーク環境の整備 ¥1,175,000

2581 個人事業主 インストラクター 三重県 徳山恵利香 - コロナ対策を施したクラブ運営及び新たなビジネスモデルの構築 ¥1,113,000

2582 法人 事務局(運営) 大阪府 NPO法人ボディ・アライアンス 5120005014383 コロナ対策を施した健やかな心と体を育む地域密着型スポーツ教室 ¥1,424,000

2583 任意団体 事務局(運営) 島根県 おろちフットボールクラブ - ①サッカーの活動を再開し、継続して練習や交流大会を行う ¥450,000

2584 任意団体 少年団 北海道 江別東剣道スポーツ少年団 - コロナ禍における安全な環境づくり ¥74,000

2585 個人事業主 公認指導者 大阪府 橋本歩美 - コロナ対策を実施し、アスリートに対する栄養サポートの高度化 ¥119,000

2586 個人事業主 アスリート 福岡県 八尋翔平 - 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設備 ¥585,000

2587 個人事業主 インストラクター 岩手県 神田容識美 - スポーツをもっと身近に！親子で体を動かして楽しもう！ ¥160,000

2588 任意団体 競技団体 島根県 島根県サッカー協会出雲支部 - カムバック・チャレンジサッカー大会 ¥246,000

2589 個人事業主 インストラクター 神奈川県 小林文 - パーソナルトレーニングの指導法の質の向上化 ¥97,000

2590 個人事業主 インストラクター 神奈川県 小嶋雄太 - カメラ付きパソコンによるオンラインレッスン ¥130,000

2591 任意団体 事務局(運営) 愛知県 豊橋東リトルシニア - 新型コロナウイルス感染拡大予防対策の備品類導入事業 ¥497,000

2592 法人 競技団体 大阪府 一般社団法人グラヴィティヨガ協会 7120005015099 グラヴィティヨガの継続化とWeb配信事業とDXの取組 ¥5,270,000

2593 法人 競技団体 千葉県 一般社団法人千葉県水泳連盟 1040005017605 第1回千葉県公認記録会他合計5回の水泳競技大会開催を行った。 ¥1,304,000

2594 法人 事務局(運営) 広島県 一般社団法人ブリロ東広島 9240005013840 サッカースクールの価値を高める（トレセンの実施・大会参加開催 ¥42,000

2595 法人 競技団体 北海道 一般社団法人北海道アーバンスポーツ協会 4430005013859 非対面型オンライン・オンデマンドレッスンの環境整備 ¥1,056,000

2596 任意団体 少年団 愛知県 木津ブライトスポーツ少年団 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥189,000

2597 任意団体 競技団体 東京都 新宿区陸上競技協会 - 市民ランナー向けの陸上記録会（ＧＥＮＪＯ打破）の開催 ¥1,376,000

2598 任意団体 競技団体 北海道 日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟 - 消毒などの感染予防対策を施しての大会再開とリモート会議の導入 ¥502,000

2599 個人事業主 インストラクター 東京都 渡辺貴子 - レッスンのオンライン化による健康サービスの維持と拡大 ¥134,000

2600 任意団体 事務局(運営) 奈良県 公益財団法人日本少年野球連盟奈良県支部橿原ボーイズ - コロナ過での練習にむけた環境設備とチームとしての感染症対策。 ¥501,000

2601 法人 事務局(運営) 鹿児島県 一般社団法人鹿児島県スポーツ振興センター 2340005005000 自粛期間を取り戻すための動画配信及びオンラインアカデミー ¥664,000

2602 任意団体 総合型クラブ 山形県 遊佐町総合型スポーツ文化クラブ「遊’s」 - スポーツイベント開催事業 ¥264,000

2603 任意団体 少年団 東京都 鷹番ジュニアバドミントンクラブスポーツ少年団 - 鷹番ジュニアバドミントンクラブスポーツ少年団の活動継続事業 ¥206,000

2604 個人事業主 インストラクター 東京都 井上明里 - ONE IROSテニスイベント ¥1,014,000

2605 個人事業主 アスリート 岐阜県 山田雅之 - 非対面でのトレーニングへの移行と競技力向上の両立 ¥395,000

2606 任意団体 少年団 三重県 鳥羽サッカースポーツ少年団 - 全日本少年サッカー大会予選、三重県選手権予選、Sリーグ ¥128,000

2607 個人事業主 アスリート 埼玉県 伊藤亮 - 新型コロナウイルス感染対策としてのトレーニング環境の構築 ¥803,000

2608 個人事業主 アスリート 福島県 十文字菊雄 - 非対面型の室内トレーニング環境の整備 ¥498,000

2609 個人事業主 アスリート 埼玉県 山信田学 - 新型コロナウイルス感染対策としてのトレーニング環境の構築 ¥800,000

2610 個人事業主 インストラクター 埼玉県 相羽源氏 - コロナ感染症対策をしながらのバレエ教室運営、発表会開催。 ¥1,052,000

2611 個人事業主 インストラクター 千葉県 吉川美紀 - 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 ¥409,000

2612 任意団体 事務局(運営) 埼玉県 FunTrials Round みなの実行委員会 - FunTrails Roundみなの50K/25K ¥290,000

2613 任意団体 競技団体 東京都 日本学生自転車競技連盟 - オンラインレース開催に伴う準備と感染予防対策 ¥989,000
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2614 個人事業主 インストラクター 神奈川県 金子由佳 - 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の宣伝 ¥304,000

2615 任意団体 総合型クラブ 熊本県 合志市総合型地域スポーツクラブヴィーブルＦＵＮクラブ - 総合型地域スポーツクラブ運営事業 ¥912,000

2616 個人事業主 アスリート 茨城県 関貴之 - 非接触型トレーニング環境の構築 ¥431,000

2617 任意団体 事務局(運営) 東京都 江東ポニーリーグ - 対策を施した中学硬式野球チームの運営及び指導方法の高度化 ¥1,500,000

2618 任意団体 競技団体 愛媛県 愛媛県アイスホッケー連盟 - アイスホッケー競技力強化・普及事業 ¥500,000

2619 法人 事務局(運営) 愛知県 NPO法人トゥインクルクラブ 3180305006580 新規オンラインレッスン事業構築と対面レッスンのコロナ対策強化 ¥1,059,000

2620 法人 総合型クラブ 東京都 特定非営利活動法人ななすぽ 7010605002854 コロナ対策万全お墨付きを目指す事業 ¥333,000

2621 任意団体 事務局(運営) 大阪府 意岐部ボーイズ - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥473,000

2622 個人事業主 アスリート 大阪府 金田健一郎 - 感染リスクの軽減を目指したトレーニングの導入 ¥266,000

2623 任意団体 事務局(運営) 新潟県 E-Rex - コロナ禍における新規入団者の継続的確保と、感染症対策の実施 ¥183,000

2624 個人事業主 インストラクター 秋田県 小野千秋 - 高齢者向け機能改善体操教室のオンライン講座開設の環境整備等 ¥278,000

2625 個人事業主 アスリート 神奈川県 武良竜也 - 東京オリンピックに向けスポーツ活動持続化計画 ¥213,000

2626 個人事業主 アスリート 埼玉県 木村健司 - 非対面型トレーニング環境の整備・拡充 ¥648,000

2627 法人 事務局(運営) 宮城県 一般社団法人solufaction 1370005009924 あなたに合ったスタイルでハッピーに。withコロナ ¥1,021,000

2628 個人事業主 公認指導者 沖縄県 松井史江 - コロナ禍の島民の健康・運動習慣化を図るジム運営・イベント開催 ¥297,000

2629 法人 事務局(運営) 神奈川県 一般社団法人全国スポーツクラブコミッション 3020005012226 全国総合型スポーツクラブへの非対面型支援ネットワークの構築 ¥348,000

2630 任意団体 少年団 山形県 湯殿山スポーツ少年団 - コロナ禍における練習環境の整備及びチームとしての感染症対策 ¥69,000

2631 個人事業主 インストラクター 大阪府 東口恵 - コロナ対策を施した指導方法と教室運営の高度化 ¥110,000

2632 任意団体 事務局(運営) 埼玉県 金子ランニングクラブジュニア - コロナ禍における新規加入者の推進及びクラブとしての感染症対策 ¥344,000

2633 任意団体 事務局(運営) 奈良県 奈良リトルリーグ - 野球最高！奈良リトルリーグは、輝きをもって復活します！ ¥370,000

2634 個人事業主 インストラクター 大阪府 早崎正剛 - ダンススポーツレッスンのオンライン化 ¥322,000

2635 個人事業主 インストラクター 東京都 渡辺静香 - コロナ対策を施したピラティススタジオ運営及び指導方法の高度化 ¥401,000

2636 法人 事務局(運営) 愛知県 一般社団法人HOT.D.D.C 9180305009025 感染症に対応したダブルダッチスクールの安全な拡大加速 ¥1,060,000

2637 個人事業主 インストラクター 香川県 藤田摩理 - 非対面式レッスンの充実とSNSによる集客 ¥1,053,000

2638 法人 事務局(運営) 東京都 公益社団法人日本フィットネス協会 2010005018794 運動指導者講習会等のオンライン化拡充事業 ¥1,021,000

2639 任意団体 事務局(運営) 愛知県 安城北部FC - コロナ禍でも楽しく安全にサッカーに関われる環境の構築 ¥1,135,000

2640 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人食アスリート協会 4011005005616 オンライン講座開催・web情報配信環境整備事業 ¥1,013,000

2641 法人 競技団体 東京都 公益財団法人日本ライフセービング協会 3010405015894 ライフセービング競技事業の再開に向けた取り組み ¥971,000

2642 任意団体 競技団体 新潟県 西蒲区バドミントン協会 - コロナ対策を施した練習の再開と中学生大会の開催 ¥199,000

2643 個人事業主 アスリート 岐阜県 不破将登 - 非接触型トレーニングの高度化 ¥1,000,000

2644 任意団体 事務局(運営) 愛知県 今池クラブ - バレーボール教室及びチーム練習の継続と体験会の開催 ¥396,000

2645 任意団体 事務局(運営) 鹿児島県 串木野フットボールクラブ - コロナ禍における練習再開とチームの感染症対策 ¥205,000

2646 任意団体 事務局(運営) 奈良県 奈良ボーイズ - コロナ禍における大会の開催と感染症対策を考慮した練習環境整備 ¥443,000

2647 任意団体 総合型クラブ 鹿児島県 いずみわくわく夢クラブ - 総合型地域スポーツクラブ運営事業 ¥506,000

2648 任意団体 競技団体 北海道 北海道ボクシング連盟 - コロナ禍における大会実施、審判講習会と感染症対策講習会の実施 ¥546,000

2649 任意団体 少年団 埼玉県 浦和新開サッカースポーツ少年団 - コロナ禍の感染症対策を講じサッカーの楽しさ・興味・関心を醸成 ¥326,000

2650 個人事業主 アスリート 広島県 木村幸希 - 高度化トレーニングによる競輪活動の向上 ¥1,000,000

2651 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人日本ティーボール協会 5011105005465 密のないティーボールの普及活動と新しい生活様式での運営の実践 ¥994,000
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2652 個人事業主 インストラクター 東京都 遠藤るみ - 感染症対策を施した対面指導再開とオンラインレッスンの導入 ¥561,000

2653 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人リガーレ東京ネクストスポーツクラブ 1011705001611 オンライントレーニング、イベント開催、練習環境充足向上 ¥570,000

2654 個人事業主 アスリート 大阪府 水谷好宏 - 感染を避ける為の自宅練習場の構築及びトレーニングの高度化 ¥161,000

2655 個人事業主 アスリート 埼玉県 江原弘泰 - 活動再開に向けたトレーニング強化、PR映像制作、イベント実施 ¥645,000

2656 法人 総合型クラブ 三重県 NPO法人四日市ウェルネスクラブ 8190005009374 老人から子どもまで、コロナ時代の会場設営とリモートウェルネス ¥1,299,000

2657 任意団体 少年団 大阪府 新家スターズスポーツ少年団 - コロナ渦における練習方法の工夫と感染防止対策 ¥630,000

2658 法人 事務局(運営) 茨城県 特定非営利活動法人アスレティッククラブいしおか 9050005011260 サッカーの無観客試合における動画、写真配信事業 ¥188,000

2659 任意団体 事務局(運営) 長崎県 滑石少年ソフトボールクラブ - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥135,000

2660 個人事業主 インストラクター 神奈川県 内田聖人 - コロナ対策としてオンライン指導充実化、及び個別空間施設開設 ¥1,007,000

2661 個人事業主 インストラクター 福岡県 原田大輔 - コロナ対策を意識した教室の運営・指導 ¥386,000

2662 任意団体 事務局(運営) 東京都 国士舘楓泳会 - コロナ禍における新たな運営体制の導入および感染症対策 ¥1,198,000

2663 個人事業主 公認指導者 愛知県 村瀬渡 - 新型コロナ対策を施した少年サッカー教室事業 ¥267,000

2664 任意団体 競技団体 千葉県 袖ヶ浦リトルシニア野球協会 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥1,175,000

2665 任意団体 少年団 愛媛県 久枝サッカースポーツ少年団 - コロナ禍における活動の再開及びチームとしての感染症対策 ¥924,000

2666 法人 事務局(運営) 福岡県 公益財団法人福岡YMCA 3290005001169 コロナ禍における感染対策及びオンライン等の環境整備事業 ¥192,000

2667 法人 事務局(運営) 千葉県 特定非営利活動法人あもーるちば 9040005002665 コロナ禍での選手モチベーション維持のための合宿開催 ¥905,000

2668 個人事業主 インストラクター 埼玉県 有木桃子 - オンライン指導推進および対面指導での感染対策強化 ¥433,000

2669 任意団体 事務局(運営) 福島県 田村富士ロードレース大会実行委員会 - 第39回田村富士ロードレース大会 ¥480,000

2670 任意団体 少年団 愛媛県 周布スポーツ少年団 - 新型コロナウイルス感染対策に伴うチーム活動再開事業 ¥137,000

2671 任意団体 事務局(運営) 大阪府 枚岡ボーイズ - コロナ禍における練習の再開・継続及びチームとしての感染症対策 ¥692,000

2672 任意団体 事務局(運営) 千葉県 千葉ジュニアペンギンズアイスホッケークラブ - チーム活動の継続とチームの活性化 ¥904,000

2673 任意団体 事務局(運営) 岩手県 サンビレＲＣ - コロナ対策を講じた陸上競技のスクール・イベント活性化事業 ¥1,071,000

2674 法人 事務局(運営) 北海道 一般社団法人子ども体づくり協会 9430005013706 子供の体づくりに関する運営事業の高度化 ¥302,000

2675 個人事業主 インストラクター 福岡県 眞下ひろ子 - ヨガレッスンのオンライン化 ¥244,000

2676 個人事業主 インストラクター 大阪府 奥村英里香 - 自宅でできる！ピラティスのオンラインレッスンの提供 ¥1,000,000

2677 個人事業主 インストラクター 宮城県 佐藤和美 - コロナ対策を施した教室運営及び非接触型指導方法の拡充 ¥241,000

2678 任意団体 少年団 鹿児島県 宮内ソフトボールスポーツ少年団 - コロナ禍における練習の取組み及びチームとしての感染症対策 ¥48,000

2679 任意団体 少年団 島根県 北陽ウインズサッカースポーツ少年団 - スポーツ少年団活動の継続 ¥69,000

2680 任意団体 競技団体 長野県 波田少年硬式野球連盟 - コロナ禍での感染対策とチーム活動の再開に向けた取り組み ¥269,000

2681 任意団体 競技団体 岡山県 岡山県スポーツチャンバラ協会 - コロナ禍における練習を行う上での感染症対策 ¥158,000

2682 法人 事務局(運営) 神奈川県 特定非営利活動法人SpitzenPerformance 8021005009587 各事業再開に関する事業・非対面及びテレワーク環境の整備事業 ¥246,000

2683 個人事業主 アスリート 福井県 栁原真緒 - 自転車技術の向上を行える設備の導入 ¥238,000

2684 個人事業主 インストラクター 神奈川県 上村初美 - スキルup、身体改善による職の安定。及び顧客へのサービス向上 ¥92,000

2685 個人事業主 アスリート 千葉県 川上倫平 - 感染リスクを抑えた練習及びトレーニングの高度化 ¥193,000

2686 法人 事務局(運営) 福岡県 一般社団法人スタートアップスポーツ協会 8290005016955 指導設備投資及び新型コロナウイルス感染症防止対策事業 ¥1,040,000

2687 個人事業主 インストラクター 兵庫県 杉下正行 - コロナ対策を施したテニス大会およびレッスンの継続開催の高度化 ¥1,000,000

2688 個人事業主 アスリート 鹿児島県 川又裕樹 - 非対面型室内トレーニング環境の構築 ¥198,000

2689 個人事業主 インストラクター 新潟県 田中律子 - オンラインレッスンの提供 ¥184,000
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2690 任意団体 競技団体 北海道 北海道バイアスロン連盟 - 新型コロナウイルス感染症対応体験型新HP作成・健康管理 ¥1,500,000

2691 個人事業主 インストラクター 埼玉県 町田桑子 - オンラインレッスン及び感染拡大予防対策レッスンの高度化 ¥928,000

2692 個人事業主 公認指導者 愛知県 安藤雅人 - 新サービス提供による市場拡大と感染症対策の徹底による顧客維持 ¥486,000

2693 法人 体育・スポーツ協会 石川県 一般社団法人津幡町体育協会 6220005007847 つばたスポーツレク祭の代替開催　チャレンジボート教室 ¥42,000

2694 任意団体 競技団体 愛知県 名東千種リトルリーグ野球協会 - コロナウィルス感染防止対策を徹底した選手募集と野球活動の継続 ¥230,000

2695 個人事業主 アスリート 埼玉県 野本怜菜 - テレワーク　トレーニングの実施 ¥301,000

2696 任意団体 事務局(運営) 千葉県 千葉県マーチングバンド協会 - 第49回マーチングバンド千葉県大会 ¥885,000

2697 法人 競技団体 東京都 一般社団法人東京都卓球連盟 9011105008282 卓球競技会の開催・運営 ¥611,000

2698 個人事業主 インストラクター 新潟県 羽鳥ゆかり - オンラインを利用した指導方法の高度化 ¥124,000

2699 法人 事務局(運営) 三重県 特定非営利活動法人日本徒手空拳道連盟優真会 7190005009417 コロナ対策を踏まえた永年継続武道（空手・古武道・居合） ¥240,000

2700 個人事業主 アスリート 宮城県 大槻寛徳 - コロナウイルス対策の為に個人で練習するための環境作り ¥686,000

2701 任意団体 少年団 三重県 川越北野球少年団 - コロナ禍における練習の再開及びチームの運営並びに感染予防 ¥130,000

2702 任意団体 競技団体 大阪府 大阪南リトルリーグ野球協会 - 自粛時間を取り戻し、安心、安全な野球を行っていく！ ¥211,000

2703 法人 競技団体 北海道 一般財団法人札幌陸上競技協会 9430005011734 コロナウィルス感染拡大防止に配慮した競技会の開催 ¥1,039,000

2704 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人フィットボクシングジャパン 3010905002558 「Fit-Boxing?」動画配信，オンラインレッスン ¥1,076,000

2705 法人 事務局(運営) 京都府 特定非営利活動法人元気アップAGEプロジェクト 9130005013835 教材郵送式と対面式の両面からの高齢者の運動支援 ¥441,000

2706 個人事業主 公認指導者 東京都 劉宣秀 - 馬場馬術のオンライン指導及び試合のオンライン放送 ¥1,159,000

2707 個人事業主 インストラクター 兵庫県 伊藤彰典 - オンラインレッスンによる非対面型コンディショニングの提供 ¥80,000

2708 個人事業主 インストラクター 大阪府 高橋美穂 - オンラインレッスン拡充 ¥84,000

2709 法人 事務局(運営) 愛知県 一般社団法人GringOBU 1800050183000 リモートワーク環境整備事業と練習環境整備 ¥435,000

2710 法人 事務局(運営) 大阪府 特定非営利活動法人AVANTI 6120005014993 新型コロナウィルス感染症対策を考慮した活動の再開と発展 ¥1,107,000

2711 個人事業主 アスリート 宮城県 竹山慶太 - オンラインでできる非対面型の練習環境作り ¥742,000

2712 個人事業主 インストラクター 神奈川県 窪田隆一 - 日本におけるジャパン・サバット・クラブ活動継続事業 ¥488,000

2713 個人事業主 アスリート 神奈川県 法月成祐 - コロナ感染対策に伴う、非対面型の練習環境の構築と高度化 ¥677,000

2714 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人日本舞踊スポーツ科学協会 6010005027404 インターネットを活用したNOSSオンラインレッスンの実施事業 ¥935,000

2715 任意団体 競技団体 宮城県 東北大学バレーボール連盟 - 第56回東北バレーボール大学男女リーグ戦 ¥980,000

2716 任意団体 事務局(運営) 兵庫県 兵庫夙川ボーイズ - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥1,138,000

2717 個人事業主 インストラクター 群馬県 新後閑瑞恵 - ヨガ教室のオンライン化プロジェクト ¥390,000

2718 個人事業主 インストラクター 東京都 成田亜寿沙 - 非対面型のピラティス指導への転換 ¥772,000

2719 任意団体 事務局(運営) 広島県 シーサイドBBQリレーマラソン実行委員会 - 感染対策型リレーマラソンの構築 ¥1,500,000

2720 任意団体 事務局(運営) 群馬県 前橋エコークラブ - コロナ禍における大会主催の再開及びチームとしての感染症対策 ¥430,000

2721 個人事業主 アスリート 岡山県 田中勇二 - 非対面型トレーニングのための設備環境の構築 ¥500,000

2722 個人事業主 インストラクター 山梨県 羽田麻奈美 - 非対面によるグループレッスン指導方法の高度化 ¥322,000

2723 任意団体 競技団体 愛知県 名古屋市バドミントン協会 - 非接触型の練習会、および開催事業での新型コロナ感染対策実施 ¥295,000

2724 任意団体 事務局(運営) 茨城県 吾妻剣道スポーツ少年団 - コロナ禍における新入団員獲得および団としての感染症対策 ¥37,000

2725 法人 総合型クラブ 茨城県 特定非営利活動法人ジョイナスみほ 2050005011853 既存教室の対面・非対面型運営の改善及びテレワーク環境整備事業 ¥364,000

2726 法人 事務局(運営) 山形県 特定非営利活動法人新庄最上アスリートクラブ 6390005008440 ★50m走ランキング大会の実施★ ¥289,000

2727 個人事業主 アスリート 滋賀県 関谷哲平 - 非対面での練習環境の整備 ¥490,000
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2728 任意団体 事務局(運営) 愛媛県 愛媛県小学校体育連盟 - 新型コロナウイルス感染対策における新しい連盟運営の構築事業 ¥1,470,000

2729 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人スポーツアロマ・コンディショニング - スポーツ選手に対するオンラインセルフケアの普及推進事業 ¥1,043,000

2730 個人事業主 アスリート 高知県 森下忠夫 - 自宅による強化事業 ¥335,000

2731 個人事業主 公認指導者 東京都 松崎慎介 - コロナ対策を施した活動環境の整備及びフットサルの普及 ¥186,000

2732 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人日本バレーボール・オリンピアンの会 7011005006479 動画配信による幼稚園児向け運動プログラムの提供事業 ¥349,000

2733 個人事業主 公認指導者 東京都 太田裕樹 - コロナ対策を施したレッスン、運営大会主催及び指導方法の高度化 ¥602,000

2734 任意団体 事務局(運営) 大阪府 一般社団法人全日本少年野球連盟兵庫ヤングフェニックス - 当チームの感染予防の環境整備 ¥330,000

2735 任意団体 事務局(運営) 滋賀県 東近江バイオレッツ - コロナ禍における練習再開・大会参加とチームの感染症対策 ¥1,000,000

2736 個人事業主 インストラクター 長崎県 宮本清子 - オンラインでの運動指導と対面指導の感染対策 ¥122,000

2737 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 中学女子硬式野球倶楽部西湘Future - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥458,000

2738 個人事業主 インストラクター 埼玉県 上村知恵 - コロナ対策としてのオンラインヨガレッスンの実施 ¥185,000

2739 任意団体 事務局(運営) 京都府 大宅アトムズスポーツ少年団 - コロナ渦における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥55,000

2740 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人輝水会 3010905002509 リハ・スポーツ教室及び水中リハビリテーション事業 ¥252,000

2741 個人事業主 インストラクター 神奈川県 吉村郁子 - 非対面型オンラインレッスンと対面型パーソナルレッスンの推進 ¥148,000

2742 任意団体 競技団体 滋賀県 滋賀県クラブバレーボール連盟 - 強化練習会 ¥184,000

2743 任意団体 事務局(運営) 滋賀県 笠縫東ベースボールクラブ - コロナ禍での活動再開・継続、および感染症対策 ¥281,000

2744 個人事業主 公認指導者 香川県 今井礼子 - コロナ対策を施し運動指導できる方法や環境の構築 ¥723,000

2745 任意団体 競技団体 東京都 立川リトルシニア野球協会 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥715,000

2746 個人事業主 公認指導者 徳島県 靍真美 - オンライン指導や野外プログラムで安全な指導方法の高度化 ¥102,000

2747 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人SmileLet's 6012405002952 コロナ対策を講じた運営体制の改善 ¥892,000

2748 個人事業主 インストラクター 福岡県 三船英 - コロナ対策を施した教室運営および安全対策・選手育成の高度化 ¥269,000

2749 法人 事務局(運営) 愛知県 特定非営利活動法人アニマル体操クラブ 6180305006636 体操教室の運営の継続とコロナ感染症防止のための対策強化 ¥148,000

2750 法人 事務局(運営) 兵庫県 特定非営利活動法人1億人元気運動協会 8120005009554 非対面型指導者養成事業及びオンライン介護予防運動配信 ¥362,000

2751 任意団体 事務局(運営) 千葉県 房総ウェーブスラグビーフットボールクラブ - コロナ禍における代替練習施設の確保及び新たな大会運営 ¥84,000

2752 個人事業主 公認指導者 岡山県 髙知淳 - コロナ対策を施した体操教室の高度化 ¥527,000

2753 個人事業主 インストラクター 大阪府 三宅慶太郎 - オンラインによるテニス指導 ¥329,000

2754 任意団体 事務局(運営) 千葉県 日本リトルシニア中学硬式野球協会匝瑳リトルシニア - コロナ禍における練習の再開と、チームの感染症対策、安全対策 ¥392,000

2755 任意団体 事務局(運営) 長野県 稲里剣道クラブ - コロナ禍における稽古再開及びクラブとしての感染症対策 ¥132,000

2756 任意団体 総合型クラブ 宮城県 なかだスポーツクラブ“パティオ” - ・総合型地域スポーツクラブ運営事業 ¥1,070,000

2757 法人 競技団体 東京都 NPO法人東村山リトルシニア野球協会 3012705002218 新型コロナ感染症対策によるヘルメットを整備し個人貸与 ¥198,000

2758 個人事業主 事務局(運営) 兵庫県 横田昌幸 - 「新しい生活様式」と共にあるサッカー指導とその継続 ¥413,000

2759 法人 競技団体 東京都 一般社団法人日本ブラジリアン柔術連盟 7013305001465 リモートワーク・ペーパーレス環境整備事業 ¥665,000

2760 個人事業主 インストラクター 東京都 及川志穂 - パーソナルトレーナー活動の維持継続に向けた各種取り組み ¥271,000

2761 個人事業主 インストラクター 兵庫県 吉川昇 - 非対面でのサービス提供設備の導入 ¥85,000

2762 個人事業主 インストラクター 神奈川県 糸井孔帥 - 事業高度化と感染予防を目的とした少人数指導制と拠点の多様化 ¥435,000

2763 個人事業主 インストラクター 福島県 大内万里子 - 新規事業・オンラインレッスンの開拓 ¥81,000

2764 個人事業主 インストラクター 神奈川県 北嶋陽子 - オンライン「Yo-Koの部屋」エアロ中級・ステップ中級・ヨガ ¥245,000

2765 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人日本芝草研究開発機構 5010405003088 ゴルフコース管理者向けセミナーの実施 ¥544,000
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2766 個人事業主 インストラクター 神奈川県 小野寺俊 - コロナ対策から高度化されたパーソナルトレーニング事業 ¥267,000

2767 個人事業主 アスリート 福井県 高田修汰 - 独立したトレーニング環境の構築 ¥646,000

2768 個人事業主 公認指導者 東京都 田中幸子 - 新型コロナウイルス対策を行った食事・運動指導方法の高度化 ¥290,000

2769 任意団体 少年団 京都府 待鳳ドラゴンズスポーツ少年団 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥71,000

2770 法人 競技団体 東京都 一般社団法人日本プロサーフィン連盟 7010405008572 新型コロナ感染症の予防に配慮した大会開催と会場運営の高度化 ¥1,489,000

2771 個人事業主 インストラクター 東京都 小柳光 - コロナ対策を施したパーソナル＆オンラインスタジオの開設 ¥355,000

2772 個人事業主 インストラクター 東京都 小川和貴 - 「コロナ対策を強化したジム運営及び指導方法の多様化と高度化」 ¥331,000

2773 個人事業主 公認指導者 兵庫県 中尾拓 - コロナでのスポーツ機会損失を回復していく取り組み ¥494,000

2774 個人事業主 インストラクター 新潟県 廣澤真美 - 安心して運動できる環境で体も心も元気を取り戻そう ¥88,000

2775 個人事業主 アスリート 群馬県 稲村成浩 - 感染予防のための完全非対面でのトレーニング環境づくり ¥431,000

2776 個人事業主 インストラクター 東京都 三井かおり - コロナ対策を施したスタジオの運営および指導方法の高度化 ¥288,000

2777 個人事業主 インストラクター 東京都 指田怜理 - 新規会員募集事業及び安心安全を配慮したスタジオ運営 ¥137,000

2778 個人事業主 インストラクター 京都府 黒住陽子 - 課題の充実と安全な施設づくりで減少した顧客挽回事業 ¥97,000

2779 法人 競技団体 神奈川県 特定非営利活動法人横浜都筑リトルシニア野球協会 3020005009684 コロナ禍における練習再開のためのチーム感染症対策 ¥734,000

2780 個人事業主 インストラクター 長崎県 髙橋利広 - コロナ禍でも出来る健康な身体づくり事業 ¥342,000

2781 個人事業主 公認指導者 東京都 瀧川英治 - 非対面型及び対面型の併用による個別指導と集合型指導 ¥624,000

2782 個人事業主 アスリート 大阪府 井坂泰誓 - 新型コロナウィルス対策の為の非対面型トレーニングの高度化 ¥501,000

2783 個人事業主 インストラクター 福井県 ルンバンバトゥ佐優里 - オンラインレッスン開始及び顧客獲得事業等 ¥264,000

2784 個人事業主 インストラクター 兵庫県 鶴田智哉 - オンライン指導の導入と対面指導の高度化による事業活動の回復 ¥371,000

2785 任意団体 事務局(運営) 愛知県 アイアンマン70.3セントレア知多半島ジャパン実行委員会事務局 - 非対面での競技説明会の実施手法の確立 ¥1,000,000

2786 個人事業主 インストラクター 福岡県 錦織節子 - コロナに影響されない、受託事業から自主運営事業への転換 ¥405,000

2787 法人 事務局(運営) 群馬県 一般社団法人セレソン群馬スポーツクラブ 5070005009372 コロナ対策をしたサッカースクール・フットサル事業の再開継続 ¥338,000

2788 任意団体 事務局(運営) 長崎県 時津中央ソフトボールクラブ - コロナ禍における練習の再開及び、チームとしての感染症対策。 ¥70,000

2789 個人事業主 インストラクター 東京都 高垣美栄子 - コロナ時代に望まれるヨガ哲学と事業継続のための指導法の高度化 ¥531,000

2790 任意団体 事務局(運営) 京都府 京都大枝誠心館 - 『コロナに負けるな！』新館員獲得と安全な稽古場所の確保 ¥198,000

2791 任意団体 事務局(運営) 長野県 宮田体操クラブ - 感染症対策に適したマットの導入で安全確保とスキルアップ ¥127,000

2792 任意団体 事務局(運営) 栃木県 大山ファイターズ - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥216,000

2793 個人事業主 インストラクター 長野県 中島水姫 - 非対面式レッスンとマンツーマン指導の充足化と高度化 ¥422,000

2794 法人 事務局(運営) 京都府 特定非営利活動法人総合スポーツ教室あふるる 5130005015389 コロナ禍でも変わらぬ総合型スポーツ教室事業 ¥941,000

2795 任意団体 競技団体 埼玉県 和光市テニス協会 - 感染症対策を実施し、大会を再開できる体制構築に向けた取り組み ¥26,000

2796 個人事業主 公認指導者 大阪府 北嶌敦 - 既存顧客へのダイビングスクール及び器材の非対面販売・催行 ¥1,000,000

2797 個人事業主 インストラクター 鹿児島県 渡邉恵里香 - 対面レッスンとオンラインレッスンの両立 ¥61,000

2798 個人事業主 その他個人 長野県 高見澤清子 - オンラインでの非対面型トレーニング環境の構築、配信 ¥386,000

2799 法人 競技団体 東京都 一般社団法人日本ビーチバレーボール連盟 3012405004126 ＪＢＶシリーズ２０２０ビーチバレーボール大会 ¥655,000

2800 法人 事務局(運営) 福岡県 非営利活動法人西南フットボールクラブ 9290005003449 ボールで笑顔プロジェクト ¥334,000

2801 任意団体 事務局(運営) 長崎県 ＴＥＡＭ長崎中学生女子ソフトボールクラブ - コロナ禍における練習再開に伴うチームとしての感染症予防対策 ¥233,000

2802 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 新日本スポーツ連盟神奈川県サッカー協議会 - 安心して誰でも参加できるリーグ戦・大会、講習会の開催事業 ¥192,000

2803 任意団体 事務局(運営) 北海道 札幌常盤サッカースポーツ少年団 - 感染予防対策に配慮した練習の継続及び新団員促進事業 ¥670,000
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2804 個人事業主 インストラクター 茨城県 大川貴世美 - オンラインによるインストラクター養成や講習会の高度化 ¥1,000,000

2805 個人事業主 インストラクター 宮城県 小山理香 - コロナ対策強化した教室運営と指導方法の高度化 ¥156,000

2806 個人事業主 インストラクター 群馬県 大野大地 - コロナ対策を万全にし、安心してトレーニングできる環境を提供 ¥1,134,000

2807 個人事業主 インストラクター 東京都 神田吉隆 - 深雪會グループ　オンライン道場事業 ¥490,000

2808 任意団体 競技団体 大阪府 大阪布施リトルリーグ野球協会 - コロナ渦におけるチームの感染症対策をし練習を再開する ¥1,082,000

2809 法人 事務局(運営) 東京都 公益社団法人日本ボウリング場協会 8010405010420 ジュニア及びシニアボウラー開発DVD・テキストの製作・配布 ¥855,000

2810 個人事業主 インストラクター 神奈川県 田中涼 - オンラインでのトレーニング指導の確立 ¥89,000

2811 法人 事務局(運営) 島根県 一般社団法人ベルガロッソ浜田 1280005007326 コロナ対策を施したクラブ活動の高度化 ¥430,000

2812 任意団体 事務局(運営) 京都府 ミツウマスポーツソフトボールクラブ - コロナ禍における練習の再開およびチームとしての感染症対策 ¥263,000

2813 法人 事務局(運営) 京都府 特定非営利活動法人武道和良久 3130005005144 オンライン稽古動画配信環境の整備と感染症対策をした大会の実施 ¥387,000

2814 任意団体 競技団体 京都府 高槻リトルシニア野球協会 - コロナ渦における練習、大会参加におけるチームでの感染症対策 ¥306,000

2815 任意団体 事務局(運営) 滋賀県 湖南ソフトボールアカデミー - コロナ禍の指導者不足による悪状況解消にむけた環境の整備 ¥442,000

2816 任意団体 事務局(運営) 兵庫県 LUNES - 動画データ共有によるフットサル活動推進・活性化プロジェクト ¥195,000

2817 個人事業主 インストラクター 岡山県 竹内悠 - レッスン及びイベント開催のオンライン化事業 ¥748,000

2818 個人事業主 インストラクター 大阪府 西尾光平 - コロナ対策及び活動継続の為の施設対策・施設改良 ¥623,000

2819 任意団体 少年団 大阪府 枚方レッズスポーツ少年団 - コロナ禍における練習、試合再開及びチームとしての感染症対策 ¥133,000

2820 任意団体 事務局(運営) 奈良県 桜井ホワイトスネークス - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥264,000

2821 任意団体 少年団 宮城県 愛島ブレイブハーツスポーツ少年団 - コロナ禍における練習の再開およびチームとしての感染症対策 ¥130,000

2822 個人事業主 インストラクター 広島県 松尾純枝 - コロナ禍におけるオンラインレッスンの実施の高度化 ¥456,000

2823 個人事業主 インストラクター 香川県 松本ゆかり - 非対面によるグループレッスンの高度化 ¥623,000

2824 個人事業主 インストラクター 大阪府 内河恵里奈 - 新型コロナ感染症対策を施したトレーニング指導方法の高度化 ¥1,500,000

2825 任意団体 競技団体 愛媛県 松山卓球協会 - 新型コロナウイルス感染症流行下での大会実施 ¥620,000

2826 個人事業主 インストラクター 東京都 池田あゆ - AYU bodymake online school ¥65,000

2827 個人事業主 アスリート 静岡県 海野敦男 - 人との密を避けるための自宅トレーニング ¥429,000

2828 個人事業主 インストラクター 茨城県 鈴木緑 - オンライン化推進と教室のコロナウイルス対策及び指導の高度化 ¥596,000

2829 個人事業主 インストラクター 東京都 浅野亜紀子 - コロナに負けない身体作りONLINE & NATURE ¥351,000

2830 個人事業主 アスリート 千葉県 加藤友里恵 - オンラインセミナーや個別指導等を実施いたします。 ¥277,000

2831 法人 事務局(運営) 神奈川県 一般社団法人RegionalSports 7010005027964 リモートワーク環境整備事業とサービスオンライン化推進事業 ¥320,000

2832 個人事業主 インストラクター 神奈川県 大庭麻里絵 - グループレッスンを非対面型実施 ¥162,000

2833 個人事業主 公認指導者 京都府 八木晴久 - 休業要請から営業再開へ　そしてコロナ禍におけるイベント開催へ ¥196,000

2834 法人 事務局(運営) 大阪府 一般社団法人星ヶ丘ウエルネス協会 4120005021273 新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮した運営の取組 ¥431,000

2835 法人 総合型クラブ 宮崎県 ＮＰＯ法人都農ｅｎｊｏｙスポーツクラブ 7350005005135 コロナに負けるな。すべては笑顔と未来のために！ ¥283,000

2836 個人事業主 インストラクター 東京都 永田克彦 - コロナ対策の為のジム設備とパーソナルトレーニング指導の高度化 ¥431,000

2837 個人事業主 インストラクター 東京都 日沖唯 - 指導のオンライン化と指導技術の高度化 ¥153,000

2838 法人 事務局(運営) 大阪府 NPO法人日本ライフロングスポーツ協会 1120005019816 コロナ感染対策を講じ安心して参加できるマラソン大会の開催 ¥890,000

2839 任意団体 競技団体 神奈川県 神奈川県アイスホッケー連盟 - 神奈川県スケートリンク救急搬送環境高度化事業 ¥108,000

2840 法人 事務局(運営) 新潟県 一般社団法人ジャパン・スポーツ・ラボラトリー 1110005015048 親子ふれあいマラソン大会及びスポーツ教室回復事業 ¥1,000,000

2841 任意団体 事務局(運営) 滋賀県 日野ジュニアサッカースクール - サッカースクール活動の継続・回復のための取り組み ¥206,000
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2842 法人 事務局(運営) 北海道 一般社団法人ちくだいKIP 3460105002165 拠点の変更に伴う事業継続と当該拠点での新教室立ち上げ拡大事業 ¥260,000

2843 任意団体 事務局(運営) 千葉県 エスピリート船橋 - チーム強化、新規練習生獲得、及びチームの感染症対策強化 ¥305,000

2844 任意団体 少年団 北海道 浦幌Jr.サッカー少年団 - コロナ過における、感染症対策を施した安全な大会運営 ¥81,000

2845 任意団体 少年団 京都府 伊勢田ファイターズスポーツ少年団 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥24,000

2846 任意団体 事務局(運営) 香川県 四国アイランドリーグplus審判部 - オンラインによる審判活動普及・審判員育成事業 ¥245,000

2847 法人 事務局(運営) 愛知県 特定非営利活動法人TRILL 5180005016779 ダンスレッスンのオンライン化及び高度化による活動継続事業 ¥350,000

2848 法人 事務局(運営) 神奈川県 特定非営利活動法人バオムフットボールクラブ 2020005013126 感染対策を強化し、子どもたちのスポーツ環境を取り戻す！ ¥1,426,000

2849 個人事業主 アスリート 熊本県 松尾勇吾 - コロナ感染予防対策と強化トレーニングの両立 ¥210,000

2850 任意団体 事務局(運営) 愛知県 愛知軍団 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染対策 ¥31,000

2851 個人事業主 アスリート 岐阜県 竹内公亮 - コロナ対策の為の非接触型トレーニング環境の構築 ¥778,000

2852 個人事業主 インストラクター 福岡県 時津麻衣子 - コロナ対策を施したジム運営及び指導方法の高度化 ¥204,000

2853 個人事業主 インストラクター 愛媛県 芝容子 - コロナ対策を施したジム運営及び指導方法の高度化 ¥475,000

2854 法人 事務局(運営) 北海道 一般社団法人スマッシュスピリット 3430005013158 バドミントンの普及活動による事業継続 ¥1,000,000

2855 法人 総合型クラブ 神奈川県 一般社団法人開成町総合型スポーツクラブ 3021005011267 非対面型プログラムの提供および対面教室の感染対策環境整備 ¥764,000

2856 個人事業主 公認指導者 茨城県 亀田直之 - オンラインを活用したフィットネス指導の高度化 ¥65,000

2857 個人事業主 インストラクター 大阪府 二井眞紀 - オンラインレッスンを収入とするための事業展開 ¥413,000

2858 個人事業主 インストラクター 神奈川県 澤田弘子 - オンラインで健康づくりとテレワークを日常に！ ¥319,000

2859 任意団体 事務局(運営) 東京都 三宿こどもアスリートクラブ - 統合型地域スポーツクラブ運営事業 ¥172,000

2860 個人事業主 公認指導者 新潟県 榎本隆太 - コロナ禍に対応したジム運営及び指導環境の高度化 ¥623,000

2861 任意団体 事務局(運営) 愛知県 SET PROJECT - 新しいサービスの提供に向けた設備投資と研修 ¥186,000

2862 法人 事務局(運営) 宮城県 一般社団法人ヴォスクオーレ仙台スポーツクラブ 7370005003533 コロナ禍における地域スポーツ活動持続活性化事業 ¥1,177,000

2863 個人事業主 インストラクター 大阪府 北川健太 - 非対面型の指導、オンラインレッスンの配信 ¥107,000

2864 任意団体 事務局(運営) 静岡県 全国少年少女草サッカー大会組織委員会 - ・リモートワーク・ウェブ会議環境整備事業 ¥231,000

2865 任意団体 事務局(運営) 長崎県 三之沢少年ソフトボールクラブ - コロナ禍における練習環境の確保と感染予防対策 ¥129,000

2866 任意団体 事務局(運営) 東京都 東京ランニングクラブ - 安心して参加してもらえる、安全な東京ビビチッタ大会を行う ¥686,000

2867 任意団体 競技団体 神奈川県 神奈川県空手道連盟 - ウェブ会議システムおよび入場者管理システムの構築 ¥951,000

2868 任意団体 総合型クラブ 宮崎県 住吉スポーツクラブ - 住吉スポーツクラブの新型コロナウィルス感染予防対策事業 ¥606,000

2869 個人事業主 インストラクター 兵庫県 金田裕美 - 女性プロWEBレッスンのリモート指導構築 ¥890,000

2870 個人事業主 アスリート 埼玉県 大矢将大 - 非対面型によるコロナ対策の強化 ¥470,000

2871 任意団体 競技団体 東京都 日本シニアテニス連盟東京地区 - コロナ禍における新入会員の獲得増とチームの感染防止対策 ¥76,000

2872 任意団体 競技団体 東京都 東大和市合気道会 - コロナ禍の稽古方法確立と稽古持続推進、合せてテレワークの運用 ¥125,000

2873 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人バイタル・プロジェクト 7011505002176 ムコウズカップ ¥791,000

2874 個人事業主 アスリート 大阪府 髙木修二 - コロナ感染防止による非対面型トレーニングの高度化 ¥443,000

2875 個人事業主 その他個人 石川県 川村和弥 - コロナ対策を徹底した地方スポーツ・イベント開催事業 ¥705,000

2876 任意団体 競技団体 福岡県 福岡県山岳連盟 - 九州カップ・スポーツクライミングコンペティション2020 ¥1,108,000

2877 個人事業主 公認指導者 東京都 上田泰子 - コロナ禍を元気に過ごすファミリー向け運動教室合同事業 ¥2,406,000

2878 個人事業主 アスリート 富山県 永原徹 - コロナ禍における新規観客獲得事業 ¥413,000

2879 任意団体 競技団体 東京都 新日本スポーツ連盟東京都テニス協会 - 安心して参加できるテニス大会及びイベントの開催 ¥251,000

2880 個人事業主 アスリート 東京都 丹羽圭介 - オンラインパーソナルトレーニング事業＋総合格闘家の現役続行 ¥1,002,000
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2881 任意団体 競技団体 宮崎県 宮崎県ボート協会 - 新型コロナウィルス対応策を実施した上での普及事業 ¥1,000,000

2882 個人事業主 公認指導者 静岡県 杉山和代 - コロナ対策のためのオンライン指導環境設備導入と新HP開設 ¥228,000

2883 法人 事務局(運営) 香川県 一般社団法人ランニングドランカーズ 6470005006295 Withコロナ時代での「新しいイベント」実施のための整備事業 ¥702,000

2884 個人事業主 アスリート 宮城県 三浦翔大 - コロナ対策による、非対面式トレーニングと練習のリモート化 ¥781,000

2885 個人事業主 インストラクター 兵庫県 土方奈央 - 美と健康のためのレッスンのオンライン化で事業維持と拡大 ¥421,000

2886 個人事業主 公認指導者 埼玉県 山口由美子 - コロナ対策を施した従来型レッスンとオンラインレッスンの導入 ¥172,000

2887 法人 事務局(運営) 大阪府 一般社団法人美しいお尻づくりアカデミー 1120005020848 ボディビルディング推進の為のトレーナー育成オンライン講座事業 ¥1,013,000

2888 個人事業主 インストラクター 東京都 鹿島正次 - コロナ対策を施した対面指導及び非対面オンライン指導の高度化 ¥300,000

2889 法人 総合型クラブ 岐阜県 特定非営利活動法人ＮＰＯ総合体操クラブ 7200005001815 休講にて失った会員の回復や新事業展開の開拓（コロナ対策含む） ¥512,000

2890 個人事業主 アスリート 群馬県 瀧野勝太 - トレーニング器具購入による、自宅で出来る練習の強化。 ¥311,000

2891 個人事業主 インストラクター 千葉県 中野なゆ - 自己修練、対面型・非対面型の指導環境、転換事業の構築事業 ¥1,040,000

2892 個人事業主 公認指導者 愛知県 桑野玲 - コロナ対策を踏まえた効率的指導方法の確立と安心安全の教室運営 ¥467,000

2893 個人事業主 インストラクター 東京都 相原拳 - オンライントレーニングと健康に関するサービスの高度化 ¥199,000

2894 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人キッズフィールド 1010405016341 オンラインレッスン及びコロナ対策トレーニングによる継続事業 ¥1,390,000

2895 個人事業主 アスリート 栃木県 渡辺けあき - プロボウラー　コロナと共に生きる、戦う。強くなる。 ¥261,000

2896 個人事業主 インストラクター 長野県 田中花 - 手軽に参加できるオンラインレッスンの導入と新プログラムの拡充 ¥274,000

2897 法人 総合型クラブ 新潟県 特定非営利活動法人長岡ジュニアユースフットボールクラブ 1110005012086 新規入会促進事業および動画配信事業 ¥401,000

2898 任意団体 事務局(運営) 埼玉県 蕨シニアリーグ - コロナ禍における練習の再開とチームとしての感染症予防対策 ¥759,000

2899 個人事業主 インストラクター 埼玉県 高橋エマ - 癒しのEmmaYogaオンラインレッスンに? ¥289,000

2900 個人事業主 インストラクター 東京都 仁平拓 - 対面型レッスンの再開、オンライン環境整備、指導内容の高度化 ¥796,000

2901 法人 事務局(運営) 滋賀県 公益財団法人長浜文化スポーツ振興事業団 8160005009476 長浜市民プール３密回避したうえでの開場（抽選システム） ¥1,076,000

2902 個人事業主 インストラクター 神奈川県 山口浩輔 - オンライン指導環境の強化とPR ¥576,000

2903 個人事業主 インストラクター 大阪府 足立和歌子 - 少人数やオンラインによる子育て･高齢者特化型健康スポーツ教室 ¥591,000

2904 個人事業主 アスリート 埼玉県 山下陽裕 - プロトライアスリート「山下陽裕」オンラインPR広報活動 ¥1,500,000

2905 個人事業主 アスリート 大分県 松田直也 - 競輪活動継続及びトレーニング方法の高度化 ¥544,000

2906 任意団体 競技団体 奈良県 奈良県ソフトボール協会 - 規模を縮小して大会の再開 ¥671,000

2907 任意団体 競技団体 宮城県 宮城県山岳連盟 - スポーツクライミング大会開催と選手強化育成の継続 ¥758,000

2908 個人事業主 アスリート 岡山県 山本直 - 非対面型トレーニング環境の構築と強化 ¥302,000

2909 任意団体 競技団体 福岡県 北九州市卓球協会 - 感染防止による安全な大会運営及び参加者拡大策の高度化 ¥1,194,000

2910 個人事業主 インストラクター 神奈川県 増田具子 - 非対面によるグループ・パーソナル指導の高度化 ¥415,000

2911 任意団体 競技団体 東京都 世田谷区スポーツチャンバラ協会 - スポーツチャンバラ講習会開催事業 ¥1,500,000

2912 法人 競技団体 神奈川県 公益社団法人日本スポーツチャンバラ協会 7020005009607 地域スポーツチャンバラ活性化事業 ¥182,000

2913 法人 事務局(運営) 大阪府 特定非営利活動法人蹴球人 2120005015368 リモートワーク・事業再開及び新規拡大事業 ¥1,007,000

2914 個人事業主 公認指導者 熊本県 木下直哉 - コロナ対策環境の整った活動運営とサッカー大会の実施 ¥520,000

2915 個人事業主 インストラクター 千葉県 岡﨑直幸 - リモートワーク化と活動風景の動画配信・オンラインレッスン実施 ¥546,000

2916 任意団体 競技団体 神奈川県 相模原市陸上競技協会 - 第81回北相陸上競技大会 ¥270,000

2917 法人 事務局(運営) 大阪府 特定非営利法人八尾ベースボールクラブ 8122005002530 コロナ禍における正常な活動の再開及びチームとしての感染症対策 ¥480,000

2918 個人事業主 インストラクター 大阪府 段健一 - 安心できるボルダリングジムにし顧客の回復と開拓を目指す ¥466,000

2919 法人 総合型クラブ 北海道 特定非営利活動法人そうべつ地遊スポーツクラブ 4430005013173 クラブ運営の継続と高度化事業 ¥699,000

2920 個人事業主 アスリート 宮城県 鎌田聡 - VBT機器を使用した非対面のウエイトトレーニングの環境作り ¥107,000

2921 任意団体 事務局(運営) 京都府 京都南山城ボーイズ - 活動の再開に向けての感染症対策 ¥532,000
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2922 法人 事務局(運営) 福岡県 一般社団法人ルートプラス 7130005014868 スポーツ環境（労働環境と運動環境）を守るプロジェクト ¥1,000,000

2923 個人事業主 公認指導者 東京都 上瀧豊 - オンラインレッスンを導入し、スクールの存続 ¥943,000

2924 法人 事務局(運営) 兵庫県 一般社団法人エベイユスポーツクラブ 6140005021699 小学6年生対象のサッカー大会CILIFETYカップ ¥201,000

2925 任意団体 体育・スポーツ協会 三重県 名張市武道交流館いきいき指定管理者 - HPの開設：「体育協会」「武道交流館いきいき」を新設開設 ¥292,000

2926 個人事業主 アスリート 岡山県 佐伯亮輔 - 非対面型練習環境による回転力向上トレーニングでの高度化 ¥463,000

2927 任意団体 競技団体 京都府 亀岡リトルシニア野球協会 - コロナ情勢下でのチーム活動の再開と感染防止対策 ¥1,433,000

2928 任意団体 少年団 群馬県 八幡ホークススポーツ少年団 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥19,000

2929 任意団体 少年団 京都府 東舞鶴F・Cスポーツ少年団 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥78,000

2930 法人 事務局(運営) 兵庫県 特定非営利活動法人兵庫県バスケットボール・コーチ会 1140005004378 コロナ対策のための屋外バスケットボール教室 ¥492,000

2931 個人事業主 インストラクター 兵庫県 樋口拓弥 - コロナ対策の環境整備や非対面によるトレーニング指導の高度化 ¥537,000

2932 任意団体 事務局(運営) 熊本県 Ｕ＆Ｕ植北少年野球クラブ - 新しい練習の再開のための環境整備及びオンライン化 ¥1,160,000

2933 任意団体 事務局(運営) 北海道 星置レッドソックス - 子供の安全を考えた効率の良い練習による団員確保とチームの発展 ¥1,179,000

2934 個人事業主 アスリート 長崎県 瀬戸晋作 - トレーニング環境の非対面型・テレワークへの転換 ¥686,000

2935 個人事業主 インストラクター 兵庫県 大森智美 - リモートで行う運動指導と食事指導 ¥186,000

2936 任意団体 事務局(運営) 北海道 西岡南サッカースポーツ少年団 - コロナ禍における練習の再開及び大会参加時の感染症対策 ¥127,000

2937 任意団体 総合型クラブ 熊本県 合志市総合型地域スポーツクラブ 「クラブこうし」 - 総合型地域スポーツクラブ運営事業 ¥771,000

2938 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人フットボールクラブアンビシオン 3012405003029 感染対策を施したクラブ運営継続事業 ¥1,230,000

2939 任意団体 事務局(運営) 東京都 東京日野リトルリーグ - コロナ以後の新しい生活様式を取り入れた練習実施と感染予防対策 ¥810,000

2940 任意団体 事務局(運営) 栃木県 大田原ボーイズ - コロナ禍で子供達が野球を継続するための野球体験・合同練習 ¥1,117,000

2941 法人 事務局(運営) 北海道 NPO法人日本一直線道まちづくり研究会 6430005007512 感染症対策及びペーパーレス化・通信環境構築事業 ¥491,000

2942 任意団体 事務局(運営) 青森県 三沢ジュニアアイスホッケークラブ - ＣＯＶＩＤ１９感染予防とクラブ活動継続のための取り組み ¥1,004,000

2943 個人事業主 インストラクター 鹿児島県 伊地知悠 - コロナ対策のトレーニング器具の導入と指導の高度化 ¥41,000

2944 法人 競技団体 兵庫県 特定非営利活動法人兵庫北播リトルシニア野球協会 140005020800 チームとしての感染症対策を行う ¥1,499,000

2945 個人事業主 インストラクター 福岡県 野上宏哉 - ノガミダンススポーツクラブ再開プロジェクト ¥497,000

2946 個人事業主 インストラクター 福岡県 前田祐二 - 非対面型レッスンの導入と動画配信サービスを活用した集客 ¥99,000

2947 個人事業主 アスリート 福岡県 矢野光世 - コロナ対策における自宅での非対面式練習環境の構築 ¥332,000

2948 個人事業主 アスリート 大阪府 小林卓人 - 非対面型トレーニング環境の構築 ¥801,000

2949 個人事業主 インストラクター 熊本県 片山享子 - オンラインレッスンとオンライン講座の実施 ¥259,000

2950 個人事業主 インストラクター 大阪府 酒井竜矢 - 非対面型トレーニングの為の分析事業拡大 ¥604,000

2951 任意団体 競技団体 群馬県 群馬県ローラースポーツ連盟 - コロナ過における普及事業の再開・強化事業の為の練習用具の充実 ¥372,000

2952 個人事業主 インストラクター 熊本県 瀬井真佐美 - コロナウイルス感染対策をした上での空手道練習の実施 ¥111,000

2953 任意団体 競技団体 長野県 長野県卓球連盟 - 2020年度長野県高校生・中学生・小学生選抜卓球大会 ¥307,000

2954 個人事業主 インストラクター 東京都 落井達彦 - 感染予防対策の徹底、Web指導の拡充、指導の専門性を高度化 ¥326,000

2955 個人事業主 インストラクター 大阪府 深海純子 - レッスンオンライン化にあたる健康・運動サービスの維持と拡大 ¥366,000

2956 任意団体 事務局(運営) 愛知県 TrueColors - コロナ禍における練習の再開、およびチームとしての感染症対策。 ¥94,000

2957 個人事業主 アスリート 沖縄県 米原大輔 - 非対面型室内トレーニング環境の構築 ¥533,000

2958 個人事業主 インストラクター 神奈川県 齊藤聡子 - オンラインレッスン導入による環境整備と指導方法の高度化 ¥407,000

2959 個人事業主 インストラクター 大阪府 築山弘一 - コロナ対策を施した少人数・個別・オンライントレーニングを強化 ¥224,000

2960 個人事業主 インストラクター 大阪府 田中代悟 - オンラインでの個人トレーニング指導及び集団トレーニング指導 ¥267,000

2961 任意団体 事務局(運営) 兵庫県 西脇・多可硬式野球クラブSHINE - チームとしての感染症対策を行う。 ¥740,000

2962 任意団体 競技団体 大阪府 豊中市少年野球連盟 - 活動再開・秋季大会、キッズベースボールフェスタ、感染症対策 ¥210,000
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2963 任意団体 少年団 千葉県 スポーツ少年団八街マリーンズ - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥440,000

2964 個人事業主 インストラクター 神奈川県 藤元直美 - 新型コロナウイルスに負けない体操教室 ¥103,000

2965 個人事業主 インストラクター 大阪府 下田依子 - スポーツ実施者を増やす為のオンラインレッスンと指導者養成講座 ¥735,000

2966 個人事業主 アスリート 愛媛県 葛西雄太郎 - 個人練習強化のための訓練機材（ワットバイク）の購入 ¥272,000

2967 個人事業主 インストラクター 埼玉県 松葉麻理 - ヨガレッスン非対面指導方法の高度化 ¥127,000

2968 任意団体 事務局(運営) 愛知県 名古屋コンドルズヤング - コロナ禍における練習再開の環境整備推進と感染症対策の徹底 ¥1,015,000

2969 個人事業主 インストラクター 千葉県 皆藤直弘 - 非対面式と対面式を用いたハイブリッド型の指導 ¥575,000

2970 任意団体 事務局(運営) 三重県 富田ミニバスケットボールクラブ - コロナ禍における練習、試合の再開、感染予防対策とチームの運営 ¥229,000

2971 個人事業主 公認指導者 神奈川県 伊藤彰浩 - 非対面型サービスの導入及び栄養指導の高度化 ¥633,000

2972 個人事業主 インストラクター 静岡県 村田恵実子 - ヨガ初心者を取り込むためのオンラインレッスン及び動画配信 ¥1,039,000

2973 個人事業主 インストラクター 福岡県 波多江慶 - 次世代を対象としたヨット教室 ¥999,000

2974 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人シャイニング 1010605003255 小規模スポーツイベントの再開とスポーツ教室のオンライン化 ¥302,000

2975 任意団体 競技団体 東京都 関東学生テニス連盟 - 新型コロナウィルス感染症対策を充分に施した大会の開催 ¥1,085,000

2976 個人事業主 インストラクター 神奈川県 石井かおる - オンラインでの運動指導及び自宅でのパーソナルトレーニング指導 ¥195,000

2977 個人事業主 アスリート 埼玉県 丸山直樹 - 屋内トレーニング転換事業 ¥979,000

2978 個人事業主 アスリート 大阪府 肥後尚己 - 非対面型個人トレーニング環境の充実 ¥273,000

2979 法人 事務局(運営) 愛知県 一般社団法人スポーツの杜 9180305008885 DVD（独自教材）による練習 ¥130,000

2980 法人 総合型クラブ 宮崎県 特定非営利活動法人佐土原スポーツクラブ 3350005004818 子どもたちが安心して参加できるスポーツ教室運営事業 ¥168,000

2981 法人 総合型クラブ 宮城県 特定非営利活動法人PlaceOfPlay仙台 6370005002131 総合型スポーツクラブの活動継続・回復事業 ¥195,000

2982 任意団体 少年団 秋田県 小出院内バレーボールスポーツ少年団 - 感染症拡大予防に配慮したスポ少活動の継続および大会の開催 ¥92,000

2983 個人事業主 インストラクター 神奈川県 青嶋舞子 - 非対面型トレーニングの高度化及び環境整備 ¥148,000

2984 法人 事務局(運営) 神奈川県 特定非営利活動法人FunPlace３９ 3021005011977 安心安全な障害児者の為の水泳教室・パラスポーツサポート ¥730,000

2985 任意団体 事務局(運営) 大阪府 寝屋川東少年野球クラブ - コロナ禍における学年別練習対応とチームとしての感染症対策 ¥266,000

2986 任意団体 事務局(運営) 東京都 田無リトルシニア - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染防止対策 ¥504,000

2987 個人事業主 アスリート 大阪府 奥森敏 - コロナ対策を施した非対面型トレーニング環境の構築 ¥783,000

2988 任意団体 事務局(運営) 和歌山県 御坊少年野球クラブ - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥272,000

2989 任意団体 事務局(運営) 和歌山県 名田黒潮少年野球クラブ - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥144,000

2990 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人ライフメディテーション協会 5010405017724 健康ヨガセミナーと協会のヨガクラスを非対面式で開催する ¥817,000

2991 任意団体 事務局(運営) 千葉県 柏市公益活動団体テニスサークルWEED - 密にならない練習会の開催とオンラインで上達を目指す仕組み作り ¥255,000

2992 個人事業主 インストラクター 三重県 油田直美 - コロナ対策を施したジムの運営、オンラインレッスンの開拓 ¥440,000

2993 任意団体 事務局(運営) 茨城県 江戸崎ボーイズ - 従来の対面指導から遠隔指導への転換 ¥1,229,000

2994 個人事業主 アスリート 大分県 大野悟郎 - 非対面型練習の確立、無観客レースに参加する自転車の準備 ¥965,000

2995 法人 事務局(運営) 北海道 一般社団法人Zero Next One 6430005013675 各種スポーツ活動の非対面型モデルによる継続事業 ¥413,000

2996 任意団体 事務局(運営) 北海道 札幌北星会 - コロナ禍における新規会員の獲得と感染症対策 ¥41,000

2997 任意団体 事務局(運営) 兵庫県 関宮ミニバスケットボールクラブ - コロナ禍におけるチーム運営継続事業 ¥121,000

2998 個人事業主 インストラクター 大阪府 高橋千絵 - コロナ対策を施した安心・安全を考慮した運営、指導方法の高度化 ¥142,000

2999 任意団体 総合型クラブ 神奈川県 城下町スポーツクラブ - 総合型地域スポーツクラブ事業安全対策 ¥229,000

3000 任意団体 競技団体 神奈川県 横浜北リトルシニア野球協会 - コロナ禍における中学硬式野球のチーム活動環境整備事業 ¥735,000

3001 個人事業主 インストラクター 大阪府 冨野万里子 - テレワーク環境を活用したリモートレッスン ¥209,000

3002 任意団体 事務局(運営) 大阪府 インクルーシブフットボールクラブHalfTime - コロナ禍における感染対策を充実させての「集いの場」の再開 ¥157,000

3003 任意団体 事務局(運営) 埼玉県 FunTrailsRound秩父＆奥武蔵実行委員会 - 新型コロナウィルスに対応した新たな大会開催形式の構築 ¥401,000
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3004 任意団体 競技団体 東京都 関東ラグビーフットボール協会 - 関東大学対抗戦・リーグ戦試合運営事業 ¥1,500,000

3005 任意団体 事務局(運営) 和歌山県 三田少年野球クラブ - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥459,000

3006 法人 競技団体 愛知県 一般財団法人愛知県高等学校野球連盟 4180005014387 新型コロナウイルス感染拡大防止策を施した大会運営 ¥1,337,000

3007 個人事業主 インストラクター 奈良県 黒川洋行 - コロナ対策でのバッティングセンター運営及び指導方法の高度化 ¥557,000

3008 個人事業主 アスリート 京都府 山﨑光展 - 自宅での非対面トレーニング環境 ¥533,000

3009 任意団体 少年団 香川県 双剣塾四番丁剣道スポーツ少年団 - オンラインによる剣道継続兼普及活動事業 ¥942,000

3010 個人事業主 インストラクター 東京都 渡邉周平 - オンラインを利用した運動指導方法の高度化 ¥146,000

3011 任意団体 事務局(運営) 静岡県 浜松ハンドボールアカデミー - スポーツ活動継続とオンライントレーニング環境の整備 ¥261,000

3012 個人事業主 インストラクター 東京都 小川郁子 - 非接触/安全に運動可能なトレーニングスタイルの確立 ¥288,000

3013 個人事業主 アスリート 大阪府 藤野一良 - コロナ禍における非対面式トレーニング環境の構築 ¥1,000,000

3014 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 上倉田ミニバスケットボールクラブ - コロナ禍での練習再開、新入部員獲得、チームとしての感染症対策 ¥211,000

3015 個人事業主 アスリート 群馬県 蕗澤鴻太郎 - 練習環境の整備充実及び練習場所におけるコロナ対策 ¥943,000

3016 個人事業主 公認指導者 千葉県 皆藤昌美 - オンライン指導と感染対策を行った上での対面指導 ¥317,000

3017 任意団体 事務局(運営) 熊本県 熊本神泉会道場 - 大会を新たな形で開催し、今後の活動で活かしたい。 ¥1,044,000

3018 個人事業主 インストラクター 神奈川県 長谷川葵 - ピラティス専用マシーンを使用したマンツーマンレッスンの実施 ¥219,000

3019 個人事業主 公認指導者 千葉県 永井安 - コロナ対策を施した教室運営と指導方法の高度化、新規顧客の獲得 ¥214,000

3020 任意団体 事務局(運営) 京都府 京都二条ボーイズ - 新型コロナウイルスに負けない硬式野球活動の新方式 ¥462,000

3021 個人事業主 インストラクター 北海道 佐藤文 - オンラインレッスンの強度化とスタジオレッスンの感染防止対策 ¥223,000

3022 任意団体 少年団 福井県 森田野球スポーツ少年団 - 感染防止対策の負の影響からのスポーツ少年団活動活性化事業 ¥36,000

3023 個人事業主 アスリート 埼玉県 齋藤和伸 - 非対面型室内サイクルトレーニング環境の充実 ¥529,000

3024 任意団体 競技団体 東京都 江戸川リトルリーグ野球協会 - コロナ禍における練習再開と入団選手獲得、および感染症対策 ¥122,000

3025 個人事業主 インストラクター 神奈川県 飯島一雄 - 非対面を活用したサッカー技術、トレーニング指導の高度化 ¥564,000

3026 任意団体 事務局(運営) 愛知県 米野ジュニアサッカークラブ - コロナ対策を施し、サッカー大会への参加と自主大会開催 ¥107,000

3027 個人事業主 アスリート 滋賀県 白上翔 - 非対面でのトレーニング環境の整備 ¥213,000

3028 任意団体 事務局(運営) 東京都 日本マーチングバンド協会関東支部 - リモートワーク・ペーパーレス化の整備と運営上のコロナ対策 ¥403,000

3029 法人 事務局(運営) 千葉県 特定非営利活動法人千葉バーバリアンズ 7040005011602 地域スポーツクラブ事業及びスポーツ教室開催事業の再開・継続 ¥178,000

3030 個人事業主 その他個人 神奈川県 山下朝子 - コロナ感染防止対策を施したセーリング競技大会の実施と広報活動 ¥265,000

3031 法人 事務局(運営) 神奈川県 一般社団法人バディランツァーレスポーツクラブ 6020005014368 非対面型指導環境の構築、充実した感染対策下でのチーム活動 ¥1,078,000

3032 法人 総合型クラブ 福島県 特定非営利活動法人いわきFスポーツクラブ 5380005011421 スポーツ活動回復事業 ¥1,000,000

3033 任意団体 競技団体 愛媛県 愛媛県ママさんバレーボール連盟 - 新型コロナ感染症予防のためのスポーツ環境整備事業 ¥363,000

3034 個人事業主 インストラクター 東京都 野田貴志 - 高付加価値型オンラインコーチングサービス事業 ¥1,466,000

3035 法人 事務局(運営) 大阪府 一般財団法人First ? MoverFoundation 8120005016807 サッカークリニック ?決定力のあるストライカーになろう！? ¥203,000

3036 個人事業主 アスリート 静岡県 田中孝彦 - 人との密を避けるための自宅トレーニング ¥241,000

3037 法人 事務局(運営) 神奈川県 特定非営利活動法人ジオックススポーツアカデミー横浜 4020005011037 練習環境整備 ¥965,000

3038 任意団体 事務局(運営) 東京都 ワールドカーリングツアージャパン - 無観客による「稚内市スポーツパークオープン記念マッチ」開催 ¥1,001,000

3039 個人事業主 アスリート 福島県 山田祐太 - 非対面型モデルへの転換とデータ記録による実力アップ方法の導入 ¥1,000,000

3040 法人 総合型クラブ 富山県 特定非営利活動法人ふちゅうスポーツクラブ 2230005003064 総合型地域スポーツクラブ運営事業 ¥1,063,000

3041 個人事業主 アスリート 大阪府 斎藤敦 - 非対面型自宅トレーニング環境の構築及び高度化 ¥824,000

3042 個人事業主 インストラクター 和歌山県 田島康宏 - 広域におけるクライミングジムの顧客拡大への取り組み ¥630,000

3043 任意団体 競技団体 東京都 小平リトルリーグ・リトルシニア野球協会 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥549,000

3044 個人事業主 公認指導者 愛知県 千田良一 - コロナ対策を施したサッカースクール事業、サッカーチーム事業 ¥284,000
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3045 法人 競技団体 滋賀県 一般社団法人日本ウェイクサーフィン協会 4160005010413 国内競技大会の継続開催と体験会による普及活動 ¥2,574,000

3046 任意団体 競技団体 茨城県 茨城県エアロビック連盟 - コロナ感染対策・東日本大会茨城県代表選手の動画チェック ¥34,000

3047 個人事業主 インストラクター 千葉県 鶴岡與之 - 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 ¥238,000

3048 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 横浜西リトルシニア - コロナ禍における練習方法の再考及びチームとしての感染症対策 ¥293,000

3049 個人事業主 インストラクター 東京都 大村佳子 - コロナ対策を施したレッスン運営及び指導方法の高度化 ¥660,000

3050 法人 事務局(運営) 神奈川県 NPO法人デポルターレクラブ 5021005008633 野球指導者の勉強会「野球の教え方、オンラインで教えます！」 ¥219,000

3051 個人事業主 アスリート 福島県 松本昌士 - コロナ感染対策の為の室内トレーニング環境への構築 ¥270,000

3052 法人 事務局(運営) 埼玉県 一般社団法人リアルスポーツクラブ 2030005016929 会員数回復のための活動、ＨＰ作成 ¥1,013,000

3053 任意団体 事務局(運営) 愛知県 南警察署少年剣道教室 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥67,000

3054 個人事業主 インストラクター 埼玉県 大角地秀樹 - コロナ対策しつつ栄養、運動のスキルアップによる指導の高度化　 ¥908,000

3055 個人事業主 事務局(運営) 福岡県 山口ひとみ - オンラインレッスンとリアルのハイブリッドスタジオづくり ¥690,000

3056 任意団体 事務局(運営) 大阪府 たぐびっと協会 - コロナ禍でも心と身体は健康に！大人のタグラグビー教室 ¥84,000

3057 任意団体 事務局(運営) 大阪府 ワンワンスポーツクラブ - コロナ渦におけるチーム活動の環境整備と感染症対策 ¥386,000

3058 任意団体 事務局(運営) 奈良県 斑鳩タイガース - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥307,000

3059 個人事業主 インストラクター 埼玉県 板倉徹 - 動画配信を用いた新たな非接触型スポーツ事業の展開 ¥491,000

3060 法人 競技団体 神奈川県 公益財団法人神奈川県スキー連盟 7020005002850 リモートワーク、在宅勤務環境整備事業 ¥45,000

3061 法人 事務局(運営) 神奈川県 NPO法人西浜サーフライフセービングクラブ 4021005000500 西浜カップ2020　および　少人数制練習会運営 ¥942,000

3062 任意団体 競技団体 滋賀県 草津リトルシニア野球協会 - コロナ禍における活動と、感染リスク減少の取り組み ¥1,095,000

3063 任意団体 事務局(運営) 東京都 世田谷インディアンズ - 新型コロナウイルス感染拡大予防下での世田谷インディアンズ活動 ¥60,000

3064 個人事業主 インストラクター 熊本県 綾垣智恵 - オンラインによる非対面型レッスンの取り組み。 ¥192,000

3065 個人事業主 インストラクター 大阪府 吉田慎司 - コロナ対策を施したジム運営・オンライン指導開拓 ¥1,029,000

3066 任意団体 競技団体 神奈川県 戸塚リトルシニア野球協会 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥265,000

3067 法人 競技団体 静岡県 一般社団法人静岡県バスケットボール協会 2080005006982 ・会議・打合せなどはなるべくZoom会議で行う。 ¥168,000

3068 法人 事務局(運営) 北海道 一般社団法人スポーツヒューマンディベロップメント 6460105002154 オンライン導入によるリモートコーチング 事業再開感染予防対策 ¥398,000

3069 個人事業主 インストラクター 長野県 山口有佐 - コロナ対策を施したスタジオ運営および指導方法の高度化 ¥447,000

3070 法人 事務局(運営) 埼玉県 特定非営利活動法人スポーツみらいLab 4030005020128 バドミントンクラブ運営事業 ¥584,000

3071 任意団体 事務局(運営) 富山県 にこあーずランニングファミリー - コロナ禍において持続的に継続できる新たなマラソン大会の取組 ¥381,000

3072 個人事業主 インストラクター 東京都 菅原航陽 - オンライン対応等設備・サービス拡充による訴求力回復・拡大事業 ¥133,000

3073 法人 事務局(運営) 東京都 NPO法人デフテニスジャパン 0001347804484 ジュニア・選手・コーチ向けオンライン手話教室 ¥997,000

3074 任意団体 事務局(運営) 鹿児島県 鹿児島出水ボーイズ小学部 - 子供たちの健全育成のための活動再開とコロナ対策 ¥174,000

3075 個人事業主 インストラクター 岡山県 井上明美 - コロナ対策を施したスタジオ整備と非対面型運営環境の構築 ¥370,000

3076 個人事業主 インストラクター 東京都 米里亜紀子 - 事業活動継続のための指導能力向上、指導領域の拡充 ¥293,000

3077 個人事業主 インストラクター 東京都 濱野まどか - ピラティスレッスン等のオンラインレッスンの導入 ¥596,000

3078 個人事業主 アスリート 静岡県 海野晃 - コロナ感染を避ける為の自宅トレーニング設備拡充計画 ¥261,000

3079 個人事業主 インストラクター 愛知県 鶴田美月 - オンラインレッスン強化及び動画コンテンツの導入による高度化 ¥375,000

3080 個人事業主 インストラクター 埼玉県 宇佐見直子 - オンライン指導とコロナ対策を施したプライベートスタジオの運営 ¥235,000

3081 個人事業主 公認指導者 大阪府 播磨哲 - ソーシャルディスタンスでの指導並びに遠隔指導の整備事業 ¥384,000

3082 任意団体 競技団体 東京都 江東リトルシニアリーグ野球協会 - 感染症対策の徹底と安全な野球活動の継続 ¥408,000

3083 個人事業主 インストラクター 東京都 田村藍 - コロナ対策を施した実施会場運営及び指導方法のオンライン高度化 ¥450,000

3084 個人事業主 インストラクター 東京都 辻幸子 - コロナ対策を施したサークル活動及び指導方法の高度化。 ¥66,000

3085 個人事業主 公認指導者 長野県 児玉翔 - トレーニングの指導の効率化、高度化 ¥281,000
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3086 個人事業主 インストラクター 東京都 中楯めぐみ - レッスンのオンライン非対面事業の新設とスタジオの消毒管理 ¥745,000

3087 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人ライフスタイルスポーツ協会 7040005004960 密を避け、感染対策をした上でのスクール活動継続事業 ¥904,000

3088 個人事業主 その他個人 東京都 青木愛 - YouTube開設による非対面型ビジネスモデルへの変換 ¥96,000

3089 個人事業主 インストラクター 兵庫県 大西勝也 - コロナ対策を施した未経験者が参加できるサイクリング体験会 ¥400,000

3090 法人 総合型クラブ 岐阜県 特定非営利活動法人Link-upみずほ 1200005012085 加入会員参加手続きの効率化 ¥577,000

3091 法人 総合型クラブ 徳島県 NPO法人海陽愛あいクラブ 1480005006704 安心して運動を行う環境整備事業 ¥234,000

3092 個人事業主 インストラクター 神奈川県 田坂尚美 - オンライン環境を活用したサービス拡充及び指導方法の高度化 ¥739,000

3093 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人クリアージュスポーツクラブ足立 9011805002766 ライブ配信及び録画配信、リモートワーク、ペーパーレス環境整備 ¥1,474,000

3094 個人事業主 アスリート 広島県 吉永好宏 - 非対面型トレーニング環境の構築 ¥287,000

3095 個人事業主 インストラクター 東京都 西宮友里菜 - コロナ対策を施したヨガクラスの指導方法の高度化 ¥307,000

3096 法人 競技団体 北海道 一般社団法人札幌カーリング協会 4430005010963 オンラインによる講習会等の環境整備事業 ¥1,185,000

3097 任意団体 事務局(運営) 茨城県 常陸太田中学硬式野球倶楽部 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥344,000

3098 個人事業主 公認指導者 山口県 福村紅子 - ZOOMによるオンライントレーニング教室の開催 ¥374,000

3099 個人事業主 インストラクター 沖縄県 木場智子 - オンラインレッスンの構築とWEB広報強化による新規顧客獲得 ¥1,249,000

3100 任意団体 競技団体 東京都 在日本朝鮮人蹴球協会 - サッカー競技大会の開催 ¥1,057,000

3101 個人事業主 公認指導者 静岡県 小久保政紀 - リアルとオンラインレッスンの融合と環境整備、事業拡大 ¥224,000

3102 個人事業主 インストラクター 東京都 五十嵐はなえ - 対面型レッスンに勝る結果を出す非対面型レッスンへの高度化計画 ¥720,000

3103 任意団体 事務局(運営) 茨城県 牛久市体育協会　牛久ジュニア体操クラブ - 第29回牛久ジュニア体操競技大会兼グリタカップ ¥1,071,000

3104 個人事業主 公認指導者 神奈川県 丸昌仁 - コロナウィルス対策に施した指導方法の確立 ¥175,000

3105 任意団体 少年団 宮城県 増田西ロイヤルズスポーツ少年団 - コロナウイルス感染拡大におけるチーム全体の基礎的感染対策 ¥200,000

3106 個人事業主 アスリート 滋賀県 板庇雄馬 - 日本のコースレースの技術向上！ ¥1,070,000

3107 任意団体 競技団体 神奈川県 海老名市ドッジボール協会 - 第18回海老名市長杯ジュニアドッジ2020inEBINA ¥42,000

3108 法人 総合型クラブ 富山県 特定非営利活動法人おやべスポーツクラブ 4230005005736 教室開催のための感染予防対策事業 ¥865,000

3109 個人事業主 インストラクター 兵庫県 丸本里香 - オンライン指導導入、コロナ対策教室運営、新機材導入事業 ¥431,000

3110 任意団体 事務局(運営) 奈良県 三郷町スポーツ少年団 女子ソフトボール部 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥181,000

3111 任意団体 事務局(運営) 青森県 八戸ホワイトベアアイスホッケーチーム - コロナ禍における練習の再開及び新規会員の勧誘と感染症対策 ¥1,114,000

3112 個人事業主 インストラクター 埼玉県 鈴木朱美 - 比企古典ヨガ教室～オンラインクラス～ ¥620,000

3113 個人事業主 インストラクター 千葉県 伊藤理佳 - オンラインレッスン化とエクササイズ動画配信による顧客の獲得 ¥504,000

3114 個人事業主 インストラクター 埼玉県 中村瑞穂 - オンラインレッスン高度化の為の資格取得及びHP作成 ¥865,000

3115 法人 事務局(運営) 和歌山県 一般社団法人マリンパーク磯の浦 6170005006499 サーフィンスクールの環境作り ¥284,000

3116 個人事業主 インストラクター 埼玉県 外山歩 - コロナ対策を施したヨガ教室運営及び指導方法の高度化 ¥314,000

3117 個人事業主 インストラクター 大阪府 西田優希 - コロナ渦における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥583,000

3118 個人事業主 インストラクター 沖縄県 比嘉美樹 - オンラインレッスンの構築とWEB広報強化による会員数増加 ¥331,000

3119 法人 事務局(運営) 神奈川県 一般社団法人海老名フットボールクラブ 7021005010843 リモートワーク環境整備事業 ¥222,000

3120 法人 事務局(運営) 奈良県 一般社団法人ＹＡＭＡＴＯ奈良 3150005008608 リモート練習の導入及び大会ネット配信による普及事業 ¥694,000

3121 個人事業主 インストラクター 千葉県 角谷華奈絵 - コロナ対策に対応したオンラインレッスンの実施と個人教室高度化 ¥577,000

3122 任意団体 競技団体 長野県 長野市陸上競技協会 - コロナに負けるな。練習の成果を、競技会で発揮しよう ¥453,000

3123 法人 事務局(運営) 富山県 特定非営利活動法人富山スポーツコミュニケーションズ 1230005002439 スポーツコミュニティでとやまの未来を語る会 ¥297,000

3124 任意団体 事務局(運営) 茨城県 水戸リトルシニア - コロナ禍での練習再開に向けた環境整備と感染症対策 ¥1,500,000

3125 任意団体 事務局(運営) 東京都 武蔵野市軟式少年野球チーム 「イヤリングス」 - コロナ禍に於ける感染対策と、野球環境維持の為の備品消耗品投資 ¥51,000

3126 任意団体 事務局(運営) 東京都 日野バックス - コロナ禍における練習再開及びチームとしての感染症対策 ¥257,000
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3127 個人事業主 公認指導者 兵庫県 仲西勝 - コロナ対策を施したスタジオ運営及び非対面事業モデルへの転換 ¥991,000

3128 個人事業主 インストラクター 大阪府 坂本大地 - オンラインクラスを行い、自宅での運動を習慣化し健康に寄与する ¥246,000

3129 任意団体 事務局(運営) 福島県 エスぺラードFC郡山 - サッカークラブの運営事業 ¥733,000

3130 任意団体 事務局(運営) 千葉県 松戸リトルシニア - コロナ禍におけるチームとしての感染症対策 ¥66,000

3131 個人事業主 インストラクター 山梨県 山田いずみ - 椅子ヨガ講座とクラス継続のためのオンライン化と場所の整備 ¥170,000

3132 個人事業主 公認指導者 神奈川県 岩倉瞳 - コロナ禍での非対面指導/会議の実施と継続による業務高度化 ¥109,000

3133 法人 事務局(運営) 東京都 Npoアクティブミドル国際協会 2010405003677 「大使館対抗東京国際フットサル大会」の開催 ¥331,000

3134 個人事業主 インストラクター 千葉県 松田優子 - 安全安心で健康維持を目的としたレッスン(対面･非対面)の実施 ¥597,000

3135 個人事業主 アスリート 宮城県 松澤敬輔 - 新型コロナウイルス感染拡大防止の為の室内練習環境整備 ¥966,000

3136 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人少年軟式野球国際交流協会 7010605000040 第36回秋季東日本中学生軟式野球大会 ¥120,000

3137 個人事業主 インストラクター 大阪府 水島寛司 - オンライン学校を活用してのオンラインレッスン ¥161,000

3138 任意団体 事務局(運営) 宮城県 TLS宮城WINGS - 「非対面型リモート練習会で競技力向上と無観客大会」の開催 ¥1,354,000

3139 個人事業主 公認指導者 神奈川県 宮原清治 - コロナ対策を施した教室指導方法高度化 ¥81,000

3140 任意団体 事務局(運営) 愛知県 KUNOICHI - 会場を広く使用することによるチームとしての感染症対策 ¥105,000

3141 個人事業主 インストラクター 大阪府 土井慎介 - オン・オフライン対応可能でマシンが充実した個室ジムの拡大 ¥908,000

3142 個人事業主 インストラクター 埼玉県 馬場真澄 - コロナ対策を施したパーソナル＆オンラインクラスの開設。 ¥139,000

3143 法人 事務局(運営) 北海道 特定非営利活動法人手稲スポーツクラブ 5430005004510 withコロナ時代を見据えた大会・事業活動の継続・回復事業 ¥512,000

3144 個人事業主 インストラクター 神奈川県 十亀慎也 - 陸上競技教室の安全な活動継続。 ¥99,000

3145 個人事業主 インストラクター 北海道 砂田圭 - コロナ対策を施したオンライントレーニングの設備強化 ¥1,000,000

3146 任意団体 事務局(運営) 宮城県 国分町プロレス - 非対面型「無観客リモートプロレス」と「健康体操」の開催配信 ¥966,000

3147 任意団体 事務局(運営) 福岡県 一般財団法人日本リトルシニア中学硬式野球連盟九州連盟小倉リトルシニア - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥670,000

3148 個人事業主 インストラクター 長野県 松川理 - コロナ禍におけるスキーチーム運営の維持と感染症対策 ¥597,000

3149 任意団体 事務局(運営) 愛知県 安城エンジェルズ - コロナ禍における、チームとしての感染予防対策 ¥91,000

3150 個人事業主 インストラクター 東京都 佐藤智美 - ICTを利用したチアリーディングスクールのオンラインレッスン ¥1,049,000

3151 法人 事務局(運営) 新潟県 一般社団法人にいがたヨガ協会 4110005016423 屋外での運動イベントとオンラインで参加出来る講座の構築 ¥126,000

3152 任意団体 総合型クラブ 和歌山県 和北総合クラブ - オンライン指導と動画配信及び対面型指導の高度化 ¥1,043,000

3153 法人 事務局(運営) 兵庫県 特定非営利活動法人ビーチブライツ 7140005020510 WEBを活用した非対面型事業モデルへの転換 ¥1,087,000

3154 任意団体 少年団 宮城県 川崎バレーボールスポーツ少年団川崎アタッカーズ - 第12回かわさき交流大会～ひかり輝く感動をともに～ ¥162,000

3155 法人 競技団体 東京都 公益社団法人日本ホッケー協会 7011005000143 2020年度　全日本社会人ホッケー選手権大会 ¥1,500,000

3156 個人事業主 インストラクター 東京都 楢原寛臣 - コロナ対策を施した施設運営体制の高度化 ¥313,000

3157 法人 事務局(運営) 埼玉県 特定非営利活動法人越谷K・クラブ 5030005010540 青少年スポーツ育成・継続事業 ¥228,000

3158 法人 事務局(運営) 千葉県 特定非営利活動法人NSCAジャパン 8010405002806 コロナ禍における教育イベントおよびセミナー開催のオンライン化 ¥1,033,000

3159 法人 競技団体 東京都 公益財団法人東京都アイスホッケー連盟 9012705001916 アイスホッケー競技会開催と開催準備リモート会議環境整備事業 ¥1,324,000

3160 法人 事務局(運営) 埼玉県 一般社団法人T-FIVE VOLLEY BALL 7030005019497 「T-FIVE VOLLEYBALL 2020」活動継続事業 ¥762,000

3161 法人 競技団体 東京都 一般社団法人日本伝統空手協会 1010405018420 ワールドオンラインプロジェクト ¥657,000

3162 個人事業主 インストラクター 神奈川県 柳田純江 - コロナ対策のため他人との対面を避けた環境でのトレーニング指導 ¥638,000

3163 任意団体 競技団体 島根県 島根県ラグビーフットボール協会 - コロナ禍における新入部員獲得等の普及活動及び感染症対策 ¥534,000

3164 個人事業主 インストラクター 北海道 宮本留美子 - インターネットを活用したオンラインレッスンの実施 ¥216,000

3165 法人 競技団体 熊本県 一般社団法人熊本県水泳協会 9330005009854 令和2年度熊本県選手権水泳競技大会 ¥1,027,000

3166 法人 事務局(運営) 大阪府 一般社団法人ダンス教育振興連盟JDAC 3120005014872 オンラインダンスレッスン、遠隔指導事業 ¥555,000

3167 法人 事務局(運営) 千葉県 一般社団法人PHOENIX 6040005020513 コロナ禍におけるチアリーディング練習環境整備事業 ¥1,007,000
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3168 任意団体 事務局(運営) 奈良県 三郷TreaSsure - コロナ禍におけるチームとしての感染症対策及び法人格取得 ¥279,000

3169 個人事業主 インストラクター 東京都 小松未央子 - オンライングループレッスンを提供する為の取り組み ¥594,000

3170 個人事業主 アスリート 神奈川県 川口直人 - 非対面型トレーニングの構築と室内トレーニングを広める活動 ¥442,000

3171 任意団体 競技団体 熊本県 人吉市カヌー協会 - 冬でもできるカヌー体験(カヌーエルゴマシン体験) ¥1,000,000

3172 個人事業主 アスリート 京都府 畑段嵐士 - 非対面型練習環境の充実 ¥876,000

3173 個人事業主 アスリート 兵庫県 篠塚光一 - 非対面型トレーニング環境の設備 ¥809,000

3174 個人事業主 インストラクター 島根県 岡田祐介 - オンラインでのパーソナルトレーニング指導事業 ¥492,000

3175 個人事業主 アスリート 奈良県 肥後公允 - 競輪選手の自宅室内での非対面インドアバイク・トレーニング強化 ¥1,200,000

3176 個人事業主 インストラクター 三重県 佐藤佳代 - Withコロナでのバレトン教室運営と指導方法の多様化 ¥730,000

3177 個人事業主 インストラクター 東京都 森昌子 - コロナになんて負けない！ 体力・免疫力を維持しよう ¥109,000

3178 個人事業主 インストラクター 東京都 井上依都代 - オンラインレッスンの提供及び指導方法の高度化 ¥942,000

3179 個人事業主 インストラクター 大阪府 山形萌衣 - コロナ対策を施したスクール運営とオンラインレッスンでの対応 ¥311,000

3180 任意団体 競技団体 東京都 関東ビーチサッカー連盟 - ウィズコロナ時代に対応したビーチサッカーリーグの発展的展開 ¥1,015,000

3181 任意団体 事務局(運営) 千葉県 SONNE Kamogawa B.S. - ビーチサッカーによるコロナ禍に負けない地域ウェルネスの実現 ¥758,000

3182 個人事業主 インストラクター 大阪府 木脇神女 - コロナ対策を施したレッスン運営 ¥309,000

3183 任意団体 少年団 香川県 屋島剣道スポーツ少年団 - コロナ渦における新入部員獲得、練習の再開、チームの感染症対策 ¥18,000

3184 個人事業主 公認指導者 神奈川県 関根歩 - 高齢者元気アップオンラインヨガと対面パーソナルヨガ ¥228,000

3185 法人 総合型クラブ 大阪府 NPO法人大阪狭山スポーツクラブ 3120105004360 感染予防に取り組み継続的にスポーツ教室を開催する事業 ¥1,102,000

3186 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人ZOTTWASEDA 2011105006152 クラブ活動継続・会員獲得のための基盤強化事業 ¥994,000

3187 任意団体 少年団 北海道 宮の森サッカースポーツ少年団 - コロナ対策を徹底した練習活動の高度化 ¥98,000

3188 個人事業主 公認指導者 静岡県 藁科道明 - コロナ対策を施したフットサル場運営の高度化 ¥398,000

3189 任意団体 少年団 福岡県 大野中央剣道スポーツ少年団 - コロナ対策と剣道スポーツ少年団として新たな活動継続事業 ¥92,000

3190 任意団体 競技団体 東京都 東京都ローラースポーツ連盟 - ジュニア育成プログラム　ローラースポーツ体験会 ¥1,357,000

3191 任意団体 事務局(運営) 岡山県 スペシャルオリンピックス日本・岡山 - 各競技プログラム活動の回復、活動再開 ¥539,000

3192 個人事業主 アスリート 茨城県 河野通孝 - コロナ対策のため非対面型室内トレーニングへの移行 ¥362,000

3193 個人事業主 公認指導者 石川県 中嶋佳奈恵 - 非対面によるグループレッスン指導への移行 ¥345,000

3194 任意団体 総合型クラブ 宮城県 柴田町総合型地域スポーツクラブ - 自宅で簡単に真似出来る映像の作成と会員減少の防止 ¥93,000

3195 個人事業主 インストラクター 東京都 坂野翔哉 - ライブ動画配信を含むオリエンテーリング振興と運営効率化事業 ¥1,010,000

3196 任意団体 競技団体 沖縄県 沖縄県ローラースポーツ連盟 - 子ども向けのローラスケート/スケートボード体験教室 ¥671,000

3197 個人事業主 アスリート 埼玉県 茂木和臣 - 非対面型トレーニングと高度化の構築 ¥321,000

3198 法人 事務局(運営) 東京都 公益財団法人日本体育施設協会 2011105005344 テレワークの導入、今後の感染予防対策を講じた講習会の実施 ¥239,000

3199 個人事業主 インストラクター 兵庫県 西川真友 - オンライン動画レッスン、非接触指導の拡充 ¥794,000

3200 個人事業主 アスリート 宮城県 三浦雄大 - コロナ対策を施したオンライン個人トレーニング環境の構築 ¥860,000

3201 個人事業主 公認指導者 愛知県 今久保隆博 - スポーツ実施者の回復とスポーツ教室の事業活動の継続を行う。 ¥210,000

3202 個人事業主 アスリート 東京都 若林桃子 - 新規観客開拓と非対面事業の導入 ¥230,000

3203 任意団体 インストラクター 岩手県 arbre - 新規入会者獲得及活動継続のための感染症対策とリモート化の拡充 ¥143,000

3204 個人事業主 公認指導者 埼玉県 三才維摩 - コロナ対策を施した体操・サッカークラブ運営と活動の高度化 ¥1,000,000

3205 任意団体 事務局(運営) 和歌山県 和歌山打田ヤングタイガース - 活動再開に伴う新型コロナウイルス感染症対策の徹底 ¥544,000

3206 個人事業主 インストラクター 新潟県 小山紘子 - オンラインレッスン、と過去動画配信 ¥151,000

3207 任意団体 事務局(運営) 宮城県 ファンキー・モンキー・ドリームス - 活動継続・部の存続、及び練習で密集密接にならない対策 ¥166,000

3208 任意団体 総合型クラブ 福島県 会津若松市総合型地域スポーツクラブ謹教スポーツクラブ - Let's謹スポ感謝祭HEATUP-TIMEwithコロナ! ¥795,000
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3209 個人事業主 インストラクター 千葉県 原あかね - 非対面型及び出張、自宅による運動指導の高度化 ¥222,000

3210 個人事業主 アスリート 埼玉県 堀越宏章 - コロナ対策を徹底した対面レッスンとオンラインレッスンの開始 ¥704,000

3211 任意団体 事務局(運営) 大阪府 梅香小学校FC - 地域型少年少女サッカーによる大会再開事業 ¥72,000

3212 個人事業主 インストラクター 東京都 HEIDARIAMIRKHIZI MIRMEHRAN - コロナ感染予防対策を施した道場運営及び指導方法の高度化 ¥393,000

3213 任意団体 競技団体 福井県 福井県スポーツチャンバラ協会 - 感染拡大防止策を講じた審査会開催とオンデマインド配信の開始 ¥56,000

3214 個人事業主 インストラクター 愛知県 大島恭子 - ゴルフ練習・レッスン環境の変革 ¥371,000

3215 個人事業主 アスリート 福島県 須永勝太 - 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 ¥551,000

3216 個人事業主 インストラクター 新潟県 臼井麻貴 - スクール及びコンテストのオンライン化に向けた社内インフラ整備 ¥1,478,000

3217 法人 総合型クラブ 京都府 特定非営利活動法人京都日野匠スポーツクラブ 4130005014697 無観客試合の配信、スタッフのリモートワーク ¥581,000

3218 個人事業主 アスリート 神奈川県 近藤俊明 - コロナ対策による非対面型室内トレーニング環境の構築と高度化 ¥222,000

3219 任意団体 事務局(運営) 熊本県 フレンズバトンスタジオ - オンライン大会への出場および新しい部員・練習環境のために ¥1,294,000

3220 個人事業主 公認指導者 滋賀県 北川礼子 - 密を避ける為の練習環境整備及び指導者育成事業 ¥500,000

3221 任意団体 競技団体 神奈川県 平塚水泳協会 - コロナ禍における競技の場の提供及び大会開催時の感染症予防対策 ¥394,000

3222 任意団体 事務局(運営) 京都府 京都府立体育館登録スポーツクラブテニス協議会 - 感染予防対策を講じた上での安全なテニス大会の実施 ¥144,000

3223 個人事業主 アスリート 岡山県 藤田昌宏 - コロナ感染拡大を伴う３密を回避したトレーニングによる身体強化 ¥221,000

3224 任意団体 事務局(運営) 東京都 みつまップ - ロゲイニング大会の企画・運営（小金井・高尾での開催） ¥229,000

3225 個人事業主 インストラクター 東京都 西林浩平 - 新型コロナ対策を施したジム運営、オンラインレッスン環境整備 ¥243,000

3226 個人事業主 インストラクター 沖縄県 灰野莉紗 - コロナの中でも運動不足にならない為のサポート活動 ¥656,000

3227 法人 事務局(運営) 京都府 特定非営利活動法人ＳＰＩＥＬＥＮ京都 6130005013210 コロナ禍における活動再開及び団としての感染症対策の充実 ¥646,000

3228 任意団体 総合型クラブ 京都府 京たなべ・同志社スポーツクラブ - コロナ禍における会員・活動場所の確保､及び事務局体制強化 ¥58,000

3229 個人事業主 インストラクター 新潟県 岡田剛 - 減少した会員の回復と新規顧客獲得のためのターゲット層拡大 ¥455,000

3230 法人 事務局(運営) 神奈川県 一般社団法人バンデリージャスポーツクラブ 4020005011788 クラブ活動継続及び新規入会促進のための基盤整備事業 ¥771,000

3231 任意団体 総合型クラブ 福井県 スマイ輪ＩＮＧスポーツクラブ - 安心・安全・効果的なトレーニング指導施設の構築 ¥929,000

3232 任意団体 事務局(運営) 千葉県 城西ジュニアバレーボールクラブ - 『東金市バレーボール教室(小学生の部・中学生の部)』 ¥754,000

3233 任意団体 競技団体 大阪府 柏原リトルシニア野球協会 - 密集を避け広い範囲を使っての練習や、使い回しを避ける為の取組 ¥771,000

3234 法人 事務局(運営) 福岡県 一般社団法人石田卓球クラブ 5290805008782 リモートワーク及びオンライン事業の環境整備事業 ¥503,000

3235 個人事業主 インストラクター 東京都 半間　拓 - オンラインレッスンの導入と新コンテンツ開発・指導方法の高度化 ¥556,000

3236 個人事業主 アスリート 埼玉県 黒沢征治 - 被対面型室内トレーニング環境転換 ¥468,000

3237 個人事業主 インストラクター 香川県 池田順 - ハンドボールクラブにおける指導の高度化 ¥768,000

3238 個人事業主 インストラクター 東京都 熊澤千代 - オンラインレッスンの開催。ダンス動画撮影して配信。 ¥408,000

3239 任意団体 事務局(運営) 和歌山県 ヤング和歌山ビクトリーズ - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥985,000

3240 個人事業主 公認指導者 愛知県 須澤篤 - ソシャールディスタンスを確保したトレーニング環境の整備 ¥288,000

3241 個人事業主 公認指導者 東京都 張卓士 - ＜With コロナ＞時代に適したトレーニングの高度化 ¥245,000

3242 個人事業主 インストラクター 兵庫県 笹倉忠雄 - コロナ対策を徹底するジム運営、指導方法の高度化 ¥506,000

3243 個人事業主 公認指導者 新潟県 西野雄二 - コロナ禍における継続事業と今後の取り組み ¥295,000

3244 個人事業主 アスリート 愛媛県 日野博幸 - 個人練習強化のための練習機材の購入 ¥240,000

3245 法人 事務局(運営) 愛知県 特定非営利活動法人スポーツクラブＭＩＺＵＨＯ 8180005014103 スクール事業継続と活動の充実 ¥605,000

3246 個人事業主 事務局(運営) 愛知県 脇真太郎 - コロナ対策を考慮したクラブ運営・活動内容への変更改善事業 ¥1,165,000

3247 任意団体 事務局(運営) 東京都 東金町ビーバーズ - クラブ活動継続・会員獲得のための基盤強化事業 ¥1,493,000

3248 任意団体 事務局(運営) 愛知県 尾張旭市少年少女野球チームPAYFORWARD - 新しい生活スタイルに合わせた魅力ある球団づくり ¥399,000

3249 任意団体 事務局(運営) 京都府 京都砂川少年剣道錬成会 - 京都砂川少年剣道錬成会の維持継続回復対策事業 ¥78,000
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3250 任意団体 事務局(運営) 山梨県 甲府南リトルシニア - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥511,000

3251 法人 事務局(運営) 埼玉県 一般社団法人ＳＳトワーズアドリーム 9030005017375 コロナ禍での新しいスポーツ指導方法のチャレンジ ¥845,000

3252 法人 事務局(運営) 神奈川県  特定非営利活動法人日本サーチウォーク協会 2020005011781 WEBを活用したサーチウォーク競技の普及活動事業 ¥368,000

3253 個人事業主 インストラクター 兵庫県 平田智恵 - 感染対策を施した対面・非対面によるグループレッスンの充実 ¥274,000

3254 任意団体 競技団体 福岡県 九州学生バドミントン連盟 - オンライン環境整備及び新しい大会様式の構築と各種事業の再開 ¥1,085,000

3255 任意団体 事務局(運営) 大阪府 北河内大東ボーイズ - 北河内大東ボーイズ活動継続プラン ¥376,000

3256 任意団体 事務局(運営) 栃木県 栃木ヤングベースボールクラブ - コロナ禍における練習環境整備(感染症対策を含む)及び事業活動 ¥502,000

3257 任意団体 競技団体 兵庫県 神戸箕谷リトルシニア野球協会 - コロナ感染防止対策の構築と選手獲得のための開拓策 ¥654,000

3258 法人 事務局(運営) 沖縄県 一般社団法人スポッツ・プロジェクト - コロナ化における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥790,000

3259 個人事業主 インストラクター 兵庫県 津川純子 - オンラインレッスン指導の高度化と心身健康づくりサポート ¥321,000

3260 法人 事務局(運営) 埼玉県 一般社団法人レッズランド 5030005018336 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を施した施設の管理・運営 ¥477,000

3261 任意団体 事務局(運営) 奈良県 オール上牧 - ・コロナ過における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥521,000

3262 法人 競技団体 東京都 公益社団法人日本トライアスロン連合 6011005003774 事務局内スタジオ設置及び各種コロナ対策 ¥1,346,000

3263 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人日本ゴルフツアー協会 9010405011079 ジュニア育成の為の安全な大会の開催と競技の運営活動 ¥1,500,000

3264 法人 体育・スポーツ協会 京都府 一般社団法人木津川市スポーツ協会 1130005015640 コロナ禍における従来業務と密緩和のためのテレワーク導入 ¥88,000

3265 任意団体 競技団体 愛媛県 愛媛県障害者フライングディスク協会 - スポーツ大会やフライングディスク教室の環境整備事業 ¥342,000

3266 個人事業主 インストラクター 埼玉県 杉村眞吾 - 非対面型感染予防レッスン準備化計画 ¥63,000

3267 個人事業主 インストラクター 東京都 大西孝昌 - WEBを活用したコーチング活動・サービス展開の高度化 ¥373,000

3268 任意団体 事務局(運営) 大阪府 おーさかGKスクール - クラスター防止措置を施した安心安全な活動の再開 ¥791,000

3269 法人 事務局(運営) 千葉県 一般社団法人AC君津 3040005018139 コロナ渦での練習体制の確立（動画撮影による教育及び合宿） ¥941,000

3270 法人 競技団体 東京都 公益財団法人東京陸上競技協会 9011105005569 コロナ禍でも万全な感染対策を期して、子供達を笑顔にする ¥1,286,000

3271 法人 事務局(運営) 東京都 公益社団法人全国大学体育連合 4011105005210 事務所運用に関わるリモートワークの推進事業 ¥119,000

3272 任意団体 事務局(運営) 群馬県 前橋桜ボーイズ - 球児たちが大好きな野球を安心・安全にプレーできるように！ ¥343,000

3273 任意団体 競技団体 東京都 大田リーグ野球協会 - コロナの中での活動の再開と継続、感染防止対策。 ¥1,061,000

3274 任意団体 事務局(運営) 熊本県 ＳＫＹ - 新しい練習の再開のための環境整備及びチームとしての感染症対策 ¥741,000

3275 個人事業主 インストラクター 滋賀県 中嶋千代美 - 非対面による健康運動指導方法の高度化 ¥344,000

3276 個人事業主 インストラクター 高知県 亀山美哉子 - オンラインヨガ指導講座 ¥180,000

3277 個人事業主 インストラクター 北海道 石井義隆 - 社交ダンス初心者も気軽に体験できる「ワンコイン」教室 ¥98,000

3278 個人事業主 インストラクター 岡山県 岡田博美 - 【オンライン講座とパーソナルトレーニングで健康増進】 ¥359,000

3279 法人 総合型クラブ 福島県 一般社団法人にほんまつ城山クラブ 3380005011753 サークル及びスクール活動維持・継続事業 ¥566,000

3280 個人事業主 アスリート 福井県 小森貴大 - ソーシャルディスタンスを意識したトレーニング環境の構築 ¥820,000

3281 任意団体 事務局(運営) 滋賀県 びわこ惑惑クラブ - コロナ禍における練習の再開とクラブ会員の安全対策及び感染予防 ¥1,500,000

3282 法人 事務局(運営) 三重県 一般社団法人三重サッカーアカデミー 8190005010514 安心してスポーツを楽しむ環境の構築 ¥514,000

3283 個人事業主 アスリート 石川県 斉藤貴史 - 活動再開に向けたトレーニング強化、及びYouTube活動強化 ¥191,000

3284 個人事業主 アスリート 宮城県 菅田和宏 - ＺＵＩＦＴを使用したオンライン完全非対面での練習環境作成 ¥731,000

3285 任意団体 競技団体 愛媛県 愛媛県ボウリング連盟 - 新型コロナウイルス感染対策における新しい連盟運営の構築事業 ¥1,498,000

3286 任意団体 事務局(運営) 東京都 新日本スポーツ連盟東京都連盟東京水泳協議会 - 水泳愛好者が安心して参加できる大会の開催 ¥701,000

3287 法人 事務局(運営) 東京都 NPO法人アスレチッククラブ町田 4012305001239 スクール活動環境の充実 ¥514,000

3288 個人事業主 公認指導者 神奈川県 小笠原英賢 - コロナ対策を施した教室運営及び指導全般の高度化 ¥1,054,000

3289 個人事業主 インストラクター 大阪府 吉田敬史 - オンラインパーソナルトレーニング ¥146,000

3290 個人事業主 インストラクター 東京都 西村恭子 - コロナ対策を考慮したリモートワークによる新たな指導法 ¥234,000
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3291 個人事業主 アスリート 東京都 武田智子 - 女子プロレスの技術向上・事業継続プロジェクト ¥1,430,000

3292 法人 総合型クラブ 神奈川県 特定非営利活動法人AZスポーツクラブ 8021005006171 指導・大会事業のリモートワーク・ペーパーレス環境整備事業 ¥1,500,000

3293 個人事業主 インストラクター 兵庫県 早山治 - コロナ感染に不安を感じてるゲストの不安解消と指導の多角化。 ¥1,000,000

3294 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人日本アスリートヨガ機構 4011005006597 新たなオンライン指導プログラム・システムの開発 ¥1,005,000

3295 個人事業主 インストラクター 愛知県 増田さやか - コロナ対策を施したヨガ教室の運営、及び指導方法の高度化。 ¥787,000

3296 法人 事務局(運営) 福岡県 一般社団法人福岡SUNS 3290005016456 ファン獲得の為の、動画・ライブ配信の開始及び試合への継続参加 ¥1,043,000

3297 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人日本ゴルフアカデミー協会 9011105005643 新型コロナ感染防止対策を講じた安全安心な教室の運営活動 ¥1,373,000

3298 法人 事務局(運営) 東京都 NPO法人ISCA 3012305000415 幼児・小学生・中学生ラグビー教室 ¥1,001,000

3299 個人事業主 インストラクター 大阪府 中川澄香 - コロナ対策を施した指導方法の実現 ¥132,000

3300 個人事業主 インストラクター 埼玉県 小笠原愛 - オンライン体感ツアー事業の構築 ¥1,000,000

3301 個人事業主 インストラクター 神奈川県 東矢修子 - 非対面によるグループレッスン指導方法の高度化 ¥127,000

3302 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人日本フットサル振興会 4010905002094 WEB・動画等による新規顧客の獲得とオンライン環境の整備 ¥991,000

3303 任意団体 事務局(運営) 大阪府 長曾根ストロングス - 密を避けた活動と適正な練習環境の整備及び感染防止対策の強化 ¥284,000

3304 個人事業主 インストラクター 神奈川県 船越泉美 - コロナ対策を踏まえたヨガ指導方法の高度化 ¥277,000

3305 個人事業主 インストラクター 千葉県 野上圭太 - 教室運営（オンライン化）・施設運営（コロナ禍での差別化） ¥139,000

3306 個人事業主 インストラクター 大阪府 三宅康幸 - コロナ対策を施した道場経営および指導方法の高度化 ¥221,000

3307 個人事業主 アスリート 栃木県 渡邊恭典 - 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 ¥1,000,000

3308 任意団体 総合型クラブ 新潟県 寺泊総合型スポーツクラブてらスポ！ - withコロナ時代のクラブ運営、ウオーキングイベント ¥762,000

3309 個人事業主 インストラクター 千葉県 鈴木聡子 - コロナ対策における対面と非対面レッスン指導方法の高度化 ¥662,000

3310 任意団体 事務局(運営) 秋田県 秋田県アームレスリング連盟 - アームレスリング競技力向上のための研修及び環境・機器の整備 ¥343,000

3311 任意団体 事務局(運営) 大阪府 寝屋川中央リトルシニア - 第６回寝屋川市長杯中央シニア野球大会 ¥1,478,000

3312 個人事業主 インストラクター 神奈川県 藤田祥子 - コロナ禍での運動不足解消およびその取り組み ¥138,000

3313 個人事業主 インストラクター 福岡県 永峯政樹 - パーソナルトレーニングジムＪＯＹＴＯＲＥパワーアップ計画 ¥1,009,000

3314 法人 競技団体 東京都 一般社団法人日本車いすバスケットボール連盟 7010005021307 強化合宿でのPCR検査とリモートシステムの導入 ¥60,000

3315 法人 総合型クラブ 東京都 非営利活動法人NSC 8011405001649 西が丘ヨガクラブパワーアップ計画 ¥208,000

3316 任意団体 事務局(運営) 大阪府 大阪西ボーイズ中学部 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥588,000

3317 任意団体 事務局(運営) 東京都 九十九里トライアスロン実行委員会 - 新型コロナウイルス感染防止対策を施したトライアスロン大会実施 ¥1,051,000

3318 個人事業主 インストラクター 愛知県 大原友里 - 感染対策を施した対面レッスンとオンラインレッスンの導入 ¥149,000

3319 任意団体 事務局(運営) 滋賀県 滋賀Jrスポーツクラブ - コロナ禍におけるクラブ運営及びチームとしての感染症対策 ¥324,000

3320 個人事業主 インストラクター 静岡県 鈴木彩 - 新型コロナ対策を施したスタジオ運営、指導方法の高度化 ¥675,000

3321 個人事業主 アスリート 群馬県 沼川夢久 - コロナ禍における非接触型の練習環境の整備 ¥472,000

3322 個人事業主 インストラクター 東京都 綿野秀則 - リモートでのオンライン指導、映像の供給。 ¥100,000

3323 任意団体 事務局(運営) 東京都 東玉川野球子供会 - コロナ禍での試合や練習の再開と感染症対策を施した運営の維持 ¥91,000

3324 個人事業主 インストラクター 神奈川県 宮澤俊介 - リモートによるセミナー・トレーニング指導促進 ¥139,000

3325 任意団体 少年団 鹿児島県 松原なぎさソフトボールスポーツ少年団 - コロナ禍における練習再開及びチームとしての感染症対策 ¥29,000

3326 個人事業主 インストラクター 沖縄県 白井伸幸 - コロナ対策を施したショップ運営、新設備導入によるサービス向上 ¥912,000

3327 個人事業主 インストラクター 福岡県 馬渡陽子 - コロナ対策と幅広いお体の個性に対応できる進化型ピラティス教室 ¥528,000

3328 個人事業主 インストラクター 福井県 本多純子 - 運動習慣化のためのピラティスを主としたオンラインレッスン導入 ¥1,295,000

3329 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人東大ウォリアーズクラブ 2010005028918 ファン拡大と回復の為のイヤーブック作成と感染症予防 ¥1,500,000

3330 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人スポーツひのまるキッズ協会 6010405012170 オンライン親子イベントの新設及び動画配信サービスの拡充 ¥1,014,000

3331 個人事業主 アスリート 岡山県 連佛康浩 - コロナ感染対策に伴うトレーニング環境の構築 ¥293,000
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3332 法人 事務局(運営) 京都府 特定非営利活動法人サニースポーツクラブ京都 7130005015511 スポーツ活動（大会、教室等）の維持・振興を図る活動 ¥1,000,000

3333 任意団体 少年団 京都府 京都大宅サッカースポーツ少年団 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥396,000

3334 個人事業主 インストラクター 兵庫県 勝間佳江 - オンラインによる運動指導や講話活動、及び自宅パーソナル指導 ¥219,000

3335 個人事業主 インストラクター 東京都 原田里恵 - オンラインレッスンのための環境整備と指導方法の高度化 ¥91,000

3336 個人事業主 アスリート 愛媛県 吉岡伸太郎 - 自宅でのトレーニング環境整備 ¥344,000

3337 個人事業主 インストラクター 神奈川県 砂川麻美 - コロナ対策を施したYOGAレッスン、指導方法オンライン化対応 ¥679,000

3338 法人 競技団体 東京都 一般社団法人日本マスターズ水泳協会 1010005018481 オンライン指導サポート「カッパTube」 ¥552,000

3339 個人事業主 アスリート 大阪府 中武三四郎 - コロナ対策を施した練習方法の高度化 ¥257,000

3340 法人 インストラクター 東京都 特定非営利活動法人地域総合型椎の美スポーツクラブ 2013305002162 コロナ感染症対策を実施した子育て世代向け体操教室継続の取組み ¥343,000

3341 法人 事務局(運営) 神奈川県 一般社団法人のびっこクラブ協会 5021005009441 新型コロナウィルス感染症から回復するための事業多角化計画 ¥363,000

3342 法人 総合型クラブ 宮崎県 一般社団法人串間スポーツクラブ 2350005005461 みんなで楽しもうスポーツフェスティバル！ ¥356,000

3343 個人事業主 アスリート 熊本県 井手清一朗 - オンラインを用いた個人及び複数名へのトレーニング指導 ¥183,000

3344 任意団体 事務局(運営) 大阪府 芥川ジュニアドリームス - コロナ禍におけるチーム活動の再開および感染症防止対策 ¥54,000

3345 法人 事務局(運営) 滋賀県 特定非営利活動法人東近江スポーツクラブ楽苦備 6160005009899 ミニ・タグラグビーを通じて、キラリと輝く子どもを育む！ ¥245,000

3346 個人事業主 インストラクター 東京都 山下章雄 - 感染症対策とオンライン化で更なるトレーニングの高度化 ¥371,000

3347 個人事業主 インストラクター 福島県 鈴木光代 - オンラインによる質の高い講習会やレッスン提供 ¥286,000

3348 任意団体 競技団体 秋田県 秋田県柔道連盟 - 中央競技団体主催のWEB会議への参加 ¥138,000

3349 任意団体 事務局(運営) 東京都 ほんむらサッカークラブ - 保護者による運営のオンライン化とそのマニュアル作成 ¥450,000

3350 個人事業主 インストラクター 東京都 松木千枝 - オンラインによるハタヨガ指導 ¥133,000

3351 任意団体 事務局(運営) 広島県 広島高陽フットボールクラブ - コロナ感染予防したクラブ運営および対外チームの試合参加 ¥226,000

3352 個人事業主 インストラクター 福岡県 江口師一 - 運動指導の多角化と方法の高度化、オンライン指導へのシフト化 ¥339,000

3353 個人事業主 インストラクター 新潟県 高橋麻里子 - コロナ禍でもヨガを安心・安全に継続してもらうための取り組み ¥25,000

3354 個人事業主 インストラクター 山形県 伊藤みふゆ - 体力維持に貢献したい！オンライン指導と出張個別指導を導入 ¥982,000

3355 法人 事務局(運営) 神奈川県 公益社団法人グローバルベースボールリーグ 5030005017825 ガバナンス規程整備実践事業 ¥1,500,000

3356 個人事業主 その他個人 神奈川県 森渉 - コロナ禍に対応した環境の整備及びオンラインコンテンツへの転換 ¥331,000

3357 法人 事務局(運営) 栃木県 特定非営利活動法人ファンタジスタ栃木 5060005009464 スポーツクラブ運営活動環境整備事業 ¥534,000

3358 個人事業主 インストラクター 神奈川県 牧健司 - 様々なお客様に向けたオンラインパーソナルトレーニングの提供 ¥224,000

3359 法人 総合型クラブ 福岡県 特定非営利活動法人春日イーグルス 4290005006910 サッカーができる喜びを再認識しよう。みんなで分かち合おう ¥735,000

3360 任意団体 競技団体 香川県 香川県空手道連盟 - コロナ対応型空手道大会（無観客・ライブ中継）試行事業 ¥475,000

3361 個人事業主 公認指導者 神奈川県 川野修司 - コロナ感染拡大を予防したチーム活動継続及び新規入会促進事業 ¥1,120,000

3362 個人事業主 インストラクター 兵庫県 松本美穂 - 非対面、対面型レッスン希望両者へ運動と栄養指導の為の環境作り ¥384,000

3363 任意団体 事務局(運営) 兵庫県 ｒａｋｕジュニア陸上スクール - 陸上スクール及び「なりたい自分になる」しつもんメンタル講座 ¥369,000

3364 任意団体 事務局(運営) 和歌山県 新南大新ファミリーズ - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥255,000

3365 個人事業主 インストラクター 山梨県 久保島映美 - コロナ対策を施したスタジオ運営とオンライン化による健康維持 ¥255,000

3366 個人事業主 インストラクター 埼玉県 中村繁樹 - 非対面レッスン環境の構築と、既存環境の感染症対策の強化 ¥66,000

3367 個人事業主 アスリート 群馬県 鰐淵圭佑 - バーチャルトレーニングを利用した非対面トレーニング設備の構築 ¥140,000

3368 法人 競技団体 長野県 一般財団法人長野陸上競技協会 5100005010715 感染拡大予防に配慮した競技会の再開と継続、競技運営の高度化 ¥1,307,000

3369 個人事業主 インストラクター 埼玉県 荒井小百合 - オンラインレッスンの導入及び指導方法の高度化 ¥328,000

3370 個人事業主 インストラクター 岐阜県 藤田善考 - 通信機器を用いた非対面指導環境整備と対面指導方法改善 ¥314,000

3371 任意団体 事務局(運営) 富山県 古城ジュニアバドミントンクラブ - コロナ禍における新入部員獲得及びチームとしての感染症対策 ¥82,000

3372 個人事業主 インストラクター 滋賀県 西村祥子 - コロナ対策下でのヨガ講座運営及びオンライン講座の開講と継続 ¥489,000
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3373 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人東京フラッグフットボール 4010005029988 今後のスポーツクラブ、イベント、大会運営等及びオンライン活用 ¥1,047,000

3374 法人 総合型クラブ 岩手県 特定非営利活動法人3DSPORTS 2400005005316 新型コロナウィルス対策を講じた新しい教室運営 ¥174,000

3375 任意団体 事務局(運営) 埼玉県 JPFF東日本支部 - JPFF東日本支部コロナ対策 ¥511,000

3376 法人 事務局(運営) 沖縄県 一般社団法人スポーツおきなわ 2360005005485 リモートワーク及びアスリート支援事業の環境整備 ¥1,060,000

3377 任意団体 事務局(運営) 山口県 ＦＣ亀山 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥239,000

3378 任意団体 少年団 宮城県 大和スパーキーズスポーツ少年団 - コロナ禍における新入部員獲得及びチームとしての感染症対策 ¥543,000

3379 任意団体 少年団 奈良県 奈良ホッケースポーツ少年団 - コロナ禍における活動再開に伴う活動環境の整備と感染症対策 ¥957,000

3380 任意団体 事務局(運営) 宮城県 宮城仙北ボ－イズ - 新しい生活様式や練習方法とテレワ－ク環境の整備 ¥638,000

3381 任意団体 事務局(運営) 奈良県 大和高田リトルリーグ - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥133,000

3382 任意団体 競技団体 兵庫県 神戸リトルリーグ野球協会 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥102,000

3383 個人事業主 インストラクター 広島県 松本洋平 - コロナウイルス対策を施したジム等の運営及び指導方法の高度化 ¥251,000

3384 任意団体 事務局(運営) 徳島県 日本マーチングバンド協会四国支部 - 第４８回マーチングバンド・カラーガード全国大会四国予選 ¥240,000

3385 個人事業主 インストラクター 兵庫県 清瀬康代 - オンラインを活用したパーソナルトレーニングの提供 ¥887,000

3386 個人事業主 インストラクター 神奈川県 髙橋晃子 - オンラインレッスン、蜜を防ぐべく野外でのレッスン開催 ¥323,000

3387 法人 事務局(運営) 兵庫県 特定非営利活動ヒーローインタビュー 1140005020862 学童軟式野球全国大会第１４回ポップアスリート星野仙一杯 ¥924,000

3388 個人事業主 インストラクター 東京都 中村俊彦 - オンライン化の推進と新しい形式のイベントの開催 ¥668,000

3389 個人事業主 インストラクター 静岡県 小川真実 - オンラインヨガレッスン・ヨガ動画配信事業 ¥532,000

3390 個人事業主 アスリート 熊本県 中本匠栄 - 自宅における練習環境の充実 ¥462,000

3391 法人 事務局(運営) 静岡県 特定非営利活動法人静岡エスアカデミア・スポーツクラブ 3080005006841 コロナ禍における新入会員獲得・感染症対策とリモートワーク整備 ¥795,000

3392 任意団体 少年団 愛媛県 B&G朝倉スポーツ少年団 - 自宅で楽しくアクテイブチャイルドプログラム ¥136,000

3393 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人東京セブンズラグビーアカデミー 5010005028147 スクール事業継続と非対面型授業及びテレワーク導入の環境整備 ¥451,000

3394 個人事業主 インストラクター 宮城県 小西美智子 - 安全面に配慮したヨガレッスンの提供と指導の高度化 ¥154,000

3395 個人事業主 アスリート 愛媛県 外田心斗 - 人と接触を避けるため、自宅での身体強化 ¥264,000

3396 法人 総合型クラブ 富山県 特定非営利活動法人新湊カモンスポーツクラブ 2230005007668 LINE配信+で感染予防の総合型地域スポーツクラブ運営事業 ¥1,000,000

3397 任意団体 競技団体 大阪府 関西学生ソフトボール連盟 - 関西学生女子ソフトボールチャンピオンカップ ¥683,000

3398 個人事業主 インストラクター 東京都 平松和也 - 健康増進トレーニングサービスのオンライン化への取り組み ¥615,000

3399 任意団体 事務局(運営) 東京都 GENKIFootballClubTokyoFuchu - コロナ禍における部員の獲得・継続及びチームとしての感染症対策 ¥322,000

3400 個人事業主 アスリート 神奈川県 関口泰明 - コロナ感染対策に対する非対面型トレーニングの環境構築と実施 ¥253,000

3401 個人事業主 インストラクター 京都府 小島　智子 - コロナ感染対策に特化したヨガのオンライン指導及びスタジオ運営 ¥354,000

3402 個人事業主 インストラクター 東京都 夏原望 - コロナ対策を施した道場のオンライン化及び指導内容高度化 ¥1,131,000

3403 個人事業主 インストラクター 東京都 加茂ゆりか - フィットネス人口促進事業・オンライン移行化 ¥325,000

3404 任意団体 事務局(運営) 愛知県 東海フットボールクラブ - コロナ禍での継続的なサッカー教室開催及び改善事業 ¥1,430,000

3405 個人事業主 公認指導者 千葉県 山口憲一郎 - 感染症拡大予防ガイドラインに則したテニスアカデミーの活動 ¥516,000

3406 任意団体 体育・スポーツ協会 千葉県 印旛郡市スポーツ協会 - オンライン会議、テレワーク環境整備及び組織改革に向けた取り組 ¥763,000

3407 個人事業主 公認指導者 東京都 深川友貴 - コロナ禍における障がい者とのスポーツ再開と継続の意義を伝達 ¥390,000

3408 個人事業主 インストラクター 東京都 鹿毛御和子 - 非対面型レッスンの環境構築とオンライン化による事業活動の維持 ¥451,000

3409 法人 事務局(運営) 神奈川県 一般社団法人KickOffCompany 6020005012470 新規会員獲得対策・サッカー教室継続事業・オンラインレッスン ¥1,036,000

3410 個人事業主 インストラクター 茨城県 三木康史 - 参加者への安心・安全の提供とアフターフォローの充実化 ¥961,000

3411 個人事業主 公認指導者 東京都 渡邊史郎 - スポーツ講習会のオンライン化 ¥1,032,000

3412 法人 事務局(運営) 茨城県 特定非営利活動法人DanceAssociationSeeds 8050005005271 オンラインを活用したダンスサークル・ダンスイベントの運営 ¥568,000

3413 法人 総合型クラブ 滋賀県 NPO法人TSC 9160005007974 感染症対策を実施した上での教室・イベント開催及び環境整備事業 ¥843,000
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3414 任意団体 総合型クラブ 東京都 スカイリミットスポーツクラブ三鷹 - 総合型地域スポーツクラブ運営事業（オンライン化を含む） ¥263,000

3415 個人事業主 インストラクター 千葉県 岩井千恵 - コロナ対策を施したレッスンとオンラインレッスンの事業構築 ¥142,000

3416 個人事業主 その他個人 佐賀県 池田大志 - ウェブメディア認知度向上を図るスポーツイベント環境整備 ¥162,000

3417 個人事業主 インストラクター 東京都 末弘悠有 - スポーツチャンバラオンライン練習会事業 ¥1,500,000

3418 個人事業主 インストラクター 東京都 小泉彩都子 - インターネット環境を活用したオンラインレッスンの提供 ¥153,000

3419 任意団体 事務局(運営) 和歌山県 日高選抜ジュニアスターズ - 野球を通じての社会貢献、仲間づくり ¥199,000

3420 個人事業主 インストラクター 神奈川県 二井家直子 - Web会議システムを活用した、リモートでのヨガ指導 ¥481,000

3421 個人事業主 インストラクター 神奈川県 石井俊太郎 - コロナ対策の運動環境の整備、研修・運動指導のオンライン化 ¥138,000

3422 任意団体 事務局(運営) 千葉県 山武ＢＢＣ - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥1,175,000

3423 任意団体 事務局(運営) 群馬県 南八幡タイガース - コロナ禍での感染症対策の実施及び練習の再開に向けた環境整備 ¥87,000

3424 個人事業主 インストラクター 千葉県 河合清美 - 非体面によるグループレッスン指導方法の高度化 ¥166,000

3425 個人事業主 インストラクター 神奈川県 千葉淳郎 - コロナ対策を施した指導方法の高度化 ¥96,000

3426 個人事業主 インストラクター 東京都 森田尚子 - クラス・講座のオンライン化 ¥78,000

3427 任意団体 事務局(運営) 三重県 南四日市ＤＣ．ＢＬＳＸ． - コロナ禍における新入団員獲得及びチームとしての感染症対策 ¥265,000

3428 任意団体 事務局(運営) 京都府 京都嵯峨野ボーイズ - コロナ禍における練習再開・継続とコロナ感染症対策 ¥857,000

3429 個人事業主 インストラクター 神奈川県 岡澤一 - 安心・安全な道場に向けたオンライン化及び感染症対策の環境整備 ¥104,000

3430 個人事業主 公認指導者 宮城県 内田桂太郎 - 新型コロナ感染症対策で安心安全なサッカー活動の再開事業 ¥1,046,000

3431 個人事業主 その他個人 東京都 安西仁美 - 感染症予防禍における食×運動×休養と心理サポートの高度化 ¥562,000

3432 個人事業主 公認指導者 東京都 大八木祐雅 - withコロナの中で対策をしながらの健康志向のスポーツ指導 ¥272,000

3433 任意団体 事務局(運営) 群馬県 ＦＣ里見 - コロナ対策をふまえた、クラブ活動の拡大と高度化 ¥920,000

3434 個人事業主 インストラクター 東京都 丹下仁美 - レッスンのオンライン化と感染症対策を施した対面レッスンの実施 ¥124,000

3435 個人事業主 アスリート 茨城県 佐藤礼文 - 非対面型トレーニング環境の構築 ¥636,000

3436 個人事業主 公認指導者 東京都 平澤和子 - コロナ禍に対応したレッスン方法・レッスン環境の高度化 ¥625,000

3437 任意団体 事務局(運営) 大阪府 大阪桐蔭アスリートクラブフラミンゴFC - コロナ禍における運営等の事業活動の継続・回復 ¥983,000

3438 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人日本コオーディネーショントレーニング協会 1011705001058 コオーディネーショントレーニングの事業継続・高度化事業 ¥1,000,000

3439 法人 事務局(運営) 三重県 特定非営利活動法人伊賀ＦＣくノ一 9190005010018 サッカースクール及びチアダンススクールのリモート配信事業 ¥847,000

3440 法人 競技団体 北海道 特定非営利活動法人SJJJFスポーツ柔術日本連盟 4430005013512 第3回　SJJJF全日本柔術選手権 ¥1,039,000

3441 個人事業主 インストラクター 沖縄県 篠原未帆 - オンライン授業への切り替えと事業継続のための取組 ¥758,000

3442 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人スポーツコミュニティジャパン 7011005005084 リモートワーク・ペーパーレス環境整備事業 ¥1,500,000

3443 法人 事務局(運営) 愛知県 一般財団法人地球子ども村 5180005011615 ACﾐﾗﾝｱｶﾃﾞﾐｰ愛知　ｽｸｰﾙ活動維持継続の基盤強化 ¥433,000

3444 任意団体 少年団 宮城県 多賀城Burningsスポーツ少年団 - コロナ禍における新入団員獲得及びチームとしての感染症対策 ¥13,000

3445 法人 総合型クラブ 岡山県 特定非営利活動法人美咲町柵原星の里スポレク倶楽部 3260005009165 総合型地域スポーツクラブ運営事業 ¥936,000

3446 任意団体 少年団 東京都 中央区ラグビースポーツ少年団lovespogramラグビー - コロナ渦のオンライン・グランド練習併用と感染症対策の徹底 ¥242,000

3447 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人ACカラクテル 7040005017946 コロナ禍での選手モチベーション維持のための大会、合宿実施 ¥864,000

3448 法人 総合型クラブ 東京都 特定非営利活動法人ベアーズ 6010905002571 総合型スポーツクラブとしてコロナ禍における継続実施事業 ¥1,028,000

3449 任意団体 競技団体 大阪府 大阪3x3バスケットボール連盟 - OSAKA HOOPFEST2020 ¥1,146,000

3450 法人 事務局(運営) 宮城県 一般社団法人仙台スポーツシューレ 2370005003892 新会員の募集及びコロナ対策の為のグランド整備 ¥88,000

3451 個人事業主 アスリート 千葉県 山賀雅仁 - 自宅へリモートトレーニング場を整備 ¥819,000

3452 個人事業主 アスリート 岡山県 棚橋勉 - コロナ対策による非対面型室内トレーニング ¥623,000

3453 法人 事務局(運営) 鹿児島県 特定非営利活動法人後藤道場 8340005001968 感染予防オンライン運営並びに対面活動促進事業 ¥825,000

3454 個人事業主 公認指導者 岡山県 大前寛則 - オンライン講義の活用による室内トレーニングの高度化 ¥1,000,000
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3455 任意団体 事務局(運営) 千葉県 新日本スポーツ連盟千葉県卓球協議会 - 安心して誰でも参加できる卓球大会の開催事業 ¥529,000

3456 個人事業主 インストラクター 兵庫県 松田光正 - スクールの生徒数と大会参加者数の回復とガット張り事業の拡大 ¥115,000

3457 法人 事務局(運営) 山口県 NPO法人レノファ山口スポーツクラブ 3250005001924 スポーツの力で山口をもっと元気に！！ ¥595,000

3458 法人 事務局(運営) 東京都 NPO法人ジョガールサッカークラブ 7011805002578 スクールのオンライン化による対面型事業モデルからの転換 ¥1,374,000

3459 個人事業主 アスリート 栃木県 星野辰也 - 密を避けた高水準トレーニング環境の構築と実施 ¥630,000

3460 個人事業主 インストラクター 神奈川県 伊藤真理奈 - ピラティスオンラインレッスン。パーソナルトレーニングへの移行 ¥88,000

3461 法人 競技団体 兵庫県 一般社団法人兵庫県水泳連盟 7140005025096 安全な大会運営に関する環境整備事業 ¥1,267,000

3462 個人事業主 公認指導者 静岡県 住吉勇人 - 新型コロナウイルス感染症対策を講じたスクール運営 ¥260,000

3463 任意団体 競技団体 大阪府 関西ラグビーフットボール協会 - 2020ムロオ関西大学リーグにおける動画配信について ¥1,303,000

3464 個人事業主 インストラクター 東京都 菅谷洋 - ソーシャルディスタンスを取り入れたトレーニングの質高度化 ¥800,000

3465 個人事業主 インストラクター 大阪府 山田達也 - トレーニング指導とイベント企画運営（オンライン動画配信） ¥1,458,000

3466 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人九曜クラブ 1010005006899 コロナ対策を施した活動の安全な再開と継続 ¥370,000

3467 任意団体 事務局(運営) 東京都 東大和アイスホッケーサポーターズ - 非対面型事業（オンラインセミナー運営）とWEBサイトの改善 ¥1,000,000

3468 法人 体育・スポーツ協会 岐阜県 公益財団法人恵那市体育連盟 5200005011471 コロナ禍におけるスポーツを行う場と機会を提供する事業 ¥752,000

3469 個人事業主 インストラクター 大阪府 林沙由美 - コロナ対策を施したスタジオレッスン運営及び指導方法の高度化 ¥416,000

3470 法人 事務局(運営) 滋賀県 一般社団法人総合型スポーツマネジメントエフォートプラスワン 6160005010329 コロナ禍における感染症対策を施した練習等の再開 ¥1,242,000

3471 任意団体 事務局(運営) 東京都 東久留米リトル・シニア野球協会 - コロナ感染拡大防止チーム再建計画 ¥714,000

3472 法人 事務局(運営) 埼玉県 一般社団法人バイクロア 7030005020075 「バイクロア　リバーサイドショー」の開催とオンライン配信 ¥982,000

3473 任意団体 事務局(運営) 静岡県 神明館 - コロナ禍における新門下生獲得及び道場としての感染症対策 ¥1,394,000

3474 任意団体 事務局(運営) 埼玉県 埼玉県クラブユースサッカー連盟 - 第30回埼玉県クラブユース（U-15）サッカー選手権大会 ¥815,000

3475 任意団体 少年団 福島県 二本松スポーツ少年団 - コロナでの活動内容の工夫と時間、感染症対策 ¥1,018,000

3476 個人事業主 インストラクター 静岡県 戸田兼介 - オンライン指導の導入及びトレーニング環境の整備 ¥418,000

3477 法人 競技団体 東京都 一般社団法人日本スピードゴルフ協会 4010705002690 スピードゴルフトライアル（体験会） ¥397,000

3478 任意団体 少年団 香川県 仏生山スポーツ少年団剣友会 - withコロナ新しい稽古方法の模索そして新入団員獲得に向けて ¥76,000

3479 個人事業主 アスリート 北海道 中井孝治 - 自身のプロ活動の継続と更なる宣伝活動のための動画制作 ¥656,000

3480 任意団体 事務局(運営) 大阪府 大阪交野リトルシニア野球協会 - コロナ対策を施した野球大会の運営及び指導方法の高度化 ¥676,000

3481 任意団体 事務局(運営) 大阪府 PDSGroup - PDS Groupオンラインセミナー ¥1,022,000

3482 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人日本スポーツコミュニケーション協会 6011305002039 来年度のWITHコロナの中の安心安全な大会運営事業 ¥959,000

3483 任意団体 事務局(運営) 兵庫県 チェリッシュ・たつの - コロナ禍における　皆さんの心身の健康づくり ¥252,000

3484 個人事業主 インストラクター 千葉県 皆川さとみ - マイクロフィットネスコネクション ¥1,200,000

3485 任意団体 事務局(運営) 和歌山県 和歌山ホークスヤング - コロナ禍におけるチームとしての感染症対策 ¥720,000

3486 任意団体 少年団 鳥取県 ホットハートバスケットボールスポーツ少年団 - コロナ禍における新入部員獲得及びチームとしての感染症対策 ¥1,425,000

3487 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人日本アクアサイズ協会 3012405002617 指導力向上、資格更新、会員獲得の為のWEB環境の整備 ¥345,000

3488 任意団体 競技団体 三重県 三重県ラグビーフットボール協会 - 高校代表決定戦のライブ配信事業 ¥532,000

3489 任意団体 少年団 神奈川県 東富水ミニバスケットボールスポーツ少年団 - コロナ禍における活動再開の取組と継続的な予防対策 ¥24,000

3490 個人事業主 インストラクター 兵庫県 森陽幹 - 感染拡大予防の為の3蜜を軽減したトレーニング・ケア ¥626,000

3491 個人事業主 アスリート 埼玉県 武藤龍生 - 非対面型トレーニング環境の構築 ¥874,000

3492 個人事業主 インストラクター 神奈川県 和田順子 - IT駆使し変化を理解させる全ての高度化で真の美と健康GET ¥410,000

3493 個人事業主 インストラクター 埼玉県 磯田美紀 - 非対面のエクササイズ指導と、感染対策を行った対面指導の高度化 ¥344,000

3494 任意団体 事務局(運営) 奈良県 斑鳩レスリングクラブ - 新型コロナ対策を考慮した練習内容と練習環境の整備 ¥50,000

3495 任意団体 総合型クラブ 奈良県 NPO PEEK - 教室運営等の事業活動の継続 ¥944,000
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3496 法人 事務局(運営) 大阪府 特定非営利活動法人クリアドールエスポルテス 2120905005872 スポーツのある暮らしを取り戻す、サッカーイベントの開催 ¥1,463,000

3497 法人 総合型クラブ 三重県 特定非営利活動法人ラピドスポーツクラブ 7190005010283 スポーツクラブウェブ対応等運営事業 ¥352,000

3498 法人 総合型クラブ 東京都 特定非営利活動法人スポルテ目黒 8013205001432 事業再開に向けての体制造り、会員数の確保。ＨＰの拡充 ¥499,000

3499 個人事業主 インストラクター 群馬県 細谷美加 - 非対面型の指導、オンラインレッスンの配信 ¥172,000

3500 任意団体 競技団体 熊本県 熊本県トランポリン協会 - 観戦人数制限によるID管理とオンライン結果配信・動画配信 ¥504,000

3501 個人事業主 インストラクター 愛知県 西村房代 - コロナ感染対策を施した教室運営及び新たなレッスンの高度化 ¥304,000

3502 任意団体 事務局(運営) 愛知県 岩津クラブ - コロナ禍での練習非効率化の回復とチームとしての感染症対策 ¥1,496,000

3503 任意団体 事務局(運営) 静岡県 焼津ジュニアレスリングスクール - チーム練習の継続、コロナ感染予防対策 ¥173,000

3504 個人事業主 事務局(運営) 神奈川県 近藤和貴 - コロナウイルス対策を施した指導方法の確率 ¥299,000

3505 任意団体 競技団体 神奈川県 秦野リトルシニア野球協会 - コロナ禍におけるチーム活動の再開と継続、感染予防対策の徹底 ¥1,159,000

3506 任意団体 少年団 福岡県 大原イーグルススポーツ少年団 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥709,000

3507 任意団体 事務局(運営) 東京都 足立球友会 - コロナ過における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥30,000

3508 個人事業主 インストラクター 埼玉県 増田泰子 - 呼吸力に特化した非対面型及び対面型指導の事業の高度化 ¥920,000

3509 任意団体 事務局(運営) 茨城県 陽光台LOVERS - コロナ禍における新入部員獲得及びチームとしての感染症対策 ¥246,000

3510 任意団体 少年団 長崎県 真津山少年剣道会スポーツ少年団 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥90,000

3511 法人 事務局(運営) 愛知県 一般社団法人DoSportAichi 3180005018216 未然に防ぐ為にコロナ感染症対策を施したスクール等の事業 ¥1,110,000

3512 任意団体 事務局(運営) 奈良県 西方パワーズ - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥56,000

3513 個人事業主 アスリート 千葉県 佐々木元 - オンライントレーニング環境整備と活動継続 ¥182,000

3514 任意団体 事務局(運営) 埼玉県 リトルリーグ北関東連盟 - コロナ渦における大会の再開および主催大会での感染症対策 ¥748,000

3515 個人事業主 アスリート 宮城県 阿部架惟都 - 自転車競技における非対面型室内トレーニング環境の構築 ¥659,000

3516 任意団体 事務局(運営) 埼玉県 FunTrailsRound飯能２５K実行委員会 - 大会主催：FunTrails Round 飯能 25K ¥583,000

3517 個人事業主 インストラクター 兵庫県 池元真弓 - ヨガもんオンライン感染症予防対策 ¥118,000

3518 法人 事務局(運営) 福岡県 特定非営利活動法人福岡市レクリエーション協会 7290005003756 令和2年度福岡市レクリエーション・インストラクター養成講習会 ¥373,000

3519 個人事業主 その他個人 兵庫県 小西康行 - 感染症対策を徹底した新たなフットサル大会の創設 ¥1,100,000

3520 法人 総合型クラブ 香川県 一般社団法人小豆島スポーティーズ 3470005006199 小豆島スポーティーズ認知度向上及び参加者満足度向上の取組み ¥374,000

3521 任意団体 競技団体 埼玉県 埼玉県トライアスロン連合 - トライアスロン練習会の開催による競技者復帰の支援 ¥946,000

3522 任意団体 事務局(運営) 愛知県 砥鹿神社剣道教室 - 道場内換気対策 ¥90,000

3523 任意団体 事務局(運営) 三重県 鈴鹿ヤング - コロナ禍における活動再開に伴うチームとしての感染症対策 ¥386,000

3524 個人事業主 アスリート 広島県 小川陽子 - コロナ対策を施したホームジムの設営 ¥90,000

3525 法人 総合型クラブ 島根県 特定非営利活動法人しんじ湖スポーツクラブ 6280005002495 新たな生活様式に対応する活動の再開と運営継続事業 ¥124,000

3526 任意団体 事務局(運営) 茨城県 友部リトルシニア - コロナ禍における練習環境の高度化および感染症対策 ¥501,000

3527 任意団体 競技団体 富山県 富山県ビリヤード協会 - 感染対策型のビリヤードイベントおよび教室の開催 ¥783,000

3528 個人事業主 インストラクター 神奈川県 山口薫 - 非対面による集団運動指導の高度化 ¥232,000

3529 法人 競技団体 北海道 一般社団法人日本バイアスロン連盟 7430005010341 コロナ禍に即した夏季バイアスロン競技大会開催事業 ¥1,031,000

3530 個人事業主 インストラクター 大阪府 政岡和代 - 間隔を空けた対面、背面、非対面（オンライン・動画）での指導 ¥368,000

3531 個人事業主 インストラクター 愛媛県 井門恵理子 - 非対面型(オンライン)指導によるグループレッスンの高度化事業 ¥400,000

3532 個人事業主 インストラクター 長崎県 吉田雅美 - ママとこどものふれあいオンライン体操教室 ¥433,000

3533 個人事業主 事務局(運営) 大阪府 西田清美 - コロナ対策を施したスタジオ運営とオンラインレッスンの高度化 ¥386,000

3534 任意団体 競技団体 京都府 高槻リトルリーグ野球協会 - 新型コロナ感染症対策と新しい様式での練習や遠征 ¥561,000

3535 個人事業主 アスリート 茨城県 雨谷一樹 - コロナ対策に施したジム及びトレーニング環境の高度化 ¥629,000

3536 個人事業主 インストラクター 兵庫県 中尾朱里 - 新型コロナ感染予防に伴う対面・オンライン指導の導入と環境整備 ¥537,000
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3537 任意団体 総合型クラブ 千葉県 のだスポレクファミリークラブ - 卓球大会、グラウンドゴルフ大会及び各種スポーツ講座 ¥184,000

3538 個人事業主 公認指導者 大阪府 清水辰生 - ITを活用した新規プログラムの内容の高度・精度化アップ ¥467,000

3539 個人事業主 インストラクター 北海道 原田達也 - アルペンスキースキルハブ ¥145,000

3540 任意団体 事務局(運営) 福岡県 生涯スポーツ・全日本サッセン協会 - 非対面型オンラインレッスンで、よりスポーツの魅力を伝える ¥1,017,000

3541 個人事業主 インストラクター 和歌山県 梶原恵介 - コロナ禍でのゴルフレッスン教室の運営と指導環境の構築 ¥178,000

3542 任意団体 事務局(運営) 和歌山県 みなべ新体操クラブ - 新体操の地域型スポーツクラブの運営事業 ¥621,000

3543 任意団体 競技団体 静岡県 静岡裾野リトルシニア野球協会 - コロナ禍での練習再開、各種大会への参加及びチームの感染症対策 ¥1,337,000

3544 任意団体 事務局(運営) 東京都 Mistabella - コロナ渦で安心して行えるオンラインレッスンの拡充 ¥266,000

3545 法人 総合型クラブ 埼玉県 特定非営利活動法人東松山ぺレーニアスポーツクラブ 1030005011914 新型コロナウィルス感染予防対策事業 ¥1,000,000

3546 個人事業主 アスリート 埼玉県 大畑裕貴 - コロナ対策を施した室内練習及びリモートトレーニングの向上。 ¥309,000

3547 個人事業主 インストラクター 滋賀県 梶田昌典 - REスタート ¥188,000

3548 法人 事務局(運営) 広島県 一般社団法人福山Sports＆Cultureコミュ二ティ 3240005014745 スポーツ事業継続・高度化事業 ¥1,187,000

3549 個人事業主 インストラクター 神奈川県 宮坂和洋 - コロナ対策を施した教室運営及び指導方法の高度化 ¥408,000

3550 個人事業主 アスリート 岡山県 丹波福道 - 競輪活動継続及び非対面型室内トレーニング環境への転換 ¥344,000

3551 個人事業主 インストラクター 熊本県 若狭直朗 - DIFIDA ¥182,000

3552 個人事業主 インストラクター 新潟県 岩木直子 - オンラインパーソナルレッスン　自宅に居ながらで免疫力アップ！ ¥453,000

3553 個人事業主 インストラクター 岡山県 田坂有美 - 非対面指導の拡充及び対面指導の安全性確保 ¥87,000

3554 法人 事務局(運営) 愛知県 特定非営利活動法人呈峰會館 1180005015999 コロナ対策を施した事業再開計画 ¥565,000

3555 個人事業主 インストラクター 神奈川県 中谷亜紀子 - 感染拡大予防を考慮したオフライン／オンラインスポーツ事業 ¥163,000

3556 個人事業主 インストラクター 東京都 大下弥咲 - コロナ対策を講じたジム運営とオンラインレッスン事業の両立 ¥888,000

3557 法人 事務局(運営) 京都府 特定非営利活動法人京都府ウオーキング協会 1130005013396 コロナ禍で失われたウオークの楽しみと健康保持の企画を提供 ¥146,000

3558 個人事業主 アスリート 福島県 藤巻絵里佳 - コロナ対策のための非対面型・対面型トレーニングの環境整備 ¥772,000

3559 任意団体 事務局(運営) 和歌山県 和歌山ボーイズ - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥516,000

3560 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人シヴァーナンダ・ヨーガ・ヴェーダンタ・センター・ジャパン 4012405002129 ヨーガレッスンの対面・非対面化による事業回復の取り組み ¥760,000

3561 個人事業主 インストラクター 兵庫県 竹内悠喜 - 非対面型トレーニング指導・オンラインレッスンの実用化 ¥490,000

3562 任意団体 少年団 愛媛県 河野スポーツ少年団 - コロナ禍における練習・試合への取組、感染症対策 ¥166,000

3563 任意団体 競技団体 大阪府 大阪茨木リトルリーグ野球協会 - コロナ禍における活動再開ならびに関係者の感染予防対策 ¥321,000

3564 任意団体 事務局(運営) 福井県 福井ボーイズ - 感染症拡大防止対策下におけるスポーツ活動継続事業 ¥266,000

3565 任意団体 事務局(運営) 三重県 百合が丘総合スポーツクラブ - 会員募集、感染症対策 ¥132,000

3566 法人 事務局(運営) 埼玉県 特定非営利活動法人ＢＯＡＳＰＯＲＴＳＣＬＵＢ 8030005007245 オンラインレッスンの導入と事業継続及び新規入会促進事業 ¥932,000

3567 個人事業主 アスリート 岡山県 滝本泰行 - 室内トレーニング環境の強化 ¥270,000

3568 個人事業主 アスリート 岡山県 新村真 - コロナ対策を施した非対面型トレーニングの充実化 ¥460,000

3569 任意団体 競技団体 東京都 日本社会人団体馬術連盟 - 競技会継続のためのリモート化・高度化と講習会等の非対面化 ¥901,000

3570 個人事業主 インストラクター 和歌山県 井上友美 - スクール活動継続及び新規入会促進オンラインレッスン導入事業 ¥1,500,000

3571 法人 事務局(運営) 東京都 公益財団法人日本YMCA同盟 9011105005321 YMCAインターナショナル・チャリティーラン ¥667,000

3572 法人 事務局(運営) 埼玉県 NPO法人ARUKASKUMAGAYA 3030005016754 コロナ対策を施した女子ラグビーのチーム運営及び指導の高度化 ¥548,000

3573 個人事業主 インストラクター 神奈川県 酒井尚美 - コロナ対策を施したサークル運営及び指導方法の高度化と転換 ¥192,000

3574 法人 総合型クラブ 鹿児島県 特定非営利活動法人SEED 1340005008499 スポーツ教室開催事業 ¥213,000

3575 法人 事務局(運営) 京都府 一般社団法人日本ランニングファシリテーター協会 3130005014640 コロナ時代の対面・非対面講座、イベント事業への取り組み。 ¥369,000

3576 個人事業主 インストラクター 兵庫県 田頭健一 - コート以外の場所にて対面及び遠隔映像による新たなテニス教室 ¥549,000

3577 個人事業主 インストラクター 東京都 加藤呂美 - コロナ禍の選手のメンタルヘルスケアプログラム開発と環境整備 ¥638,000
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3578 個人事業主 アスリート 東京都 西藤俊哉 - 非対面によるトレーニング環境の整備 ¥370,000

3579 法人 総合型クラブ 宮崎県 特定非営利活動法人いいの夢クラブ 8350005005118 総合型地域スポーツクラブ教室運営事業 ¥245,000

3580 個人事業主 インストラクター 神奈川県 小畠友哉 - コロナ禍における活動の再開と減少した顧客の回復 ¥830,000

3581 個人事業主 公認指導者 京都府 大槻匡隆 - 非対面型指導による指導体制の構築 ¥266,000

3582 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人ユニサカ 9011005007236 リモ―ト形式での大学サッカーの変革及び啓発活動事業 ¥344,000

3583 個人事業主 インストラクター 三重県 伊藤千晴 - 第3波も怖くない！清潔感・安心感と共に選べる運動時間の提供 ¥320,000

3584 個人事業主 アスリート 大阪府 金子隆亮 - YouTube集客と月額制オンラインコミュニティ指導の高度化 ¥837,000

3585 個人事業主 インストラクター 東京都 高野初美 - コロナ禍での健康維持を目的としたオンラインレッスン ¥219,000

3586 任意団体 事務局(運営) 宮城県 新日本スポーツ連盟宮城県連盟 - 2020年度計画を基にした「スポーツ活動withコロナ」 ¥18,000

3587 個人事業主 インストラクター 東京都 伊藤麻希 - 運動指導事業の継続とオンラインによる非対面運動指導事業の展開 ¥155,000

3588 個人事業主 公認指導者 沖縄県 二田水晶 - 子供と保護者のオンラインエクササイズ・子育て講座 ¥741,000

3589 個人事業主 アスリート 佐賀県 好永晃 - コロナ対策の指針に則った乗り込み練習環境の充実 ¥331,000

3590 任意団体 事務局(運営) 徳島県 新日本スポーツ連盟徳島バレーボール協議会 - ◆コロナ対策を取りコロナに負けず活動継続を目指す大会の開催 ¥558,000

3591 個人事業主 事務局(運営) 大阪府 ＧＯＯＤ　ＬＵＣＫ - ＨＰをリニューアルし、インターネットを活用したビジネスの展開 ¥899,000

3592 任意団体 総合型クラブ 奈良県 総合型地域倶楽部王寺やわらぎトラスト - やわらぎトラストＰＲ大作戦 ¥457,000

3593 個人事業主 公認指導者 東京都 出町一郎 - コロナ対策を施したスポーツ教室運営及び指導方法の高度化 ¥509,000

3594 法人 事務局(運営) 兵庫県 一般社団法人エストラージャ 5140005024158 活動継続・新規開拓の為の現代システム導入事業 ¥662,000

3595 個人事業主 インストラクター 京都府 植田侑樹 - コロナ対策を施したジム、スタジオの運営や指導スキルの向上 ¥44,000

3596 個人事業主 アスリート 岡山県 石丸寛之 - コロナ対策を施した非接触型及び高負荷トレーニングの構築 ¥555,000

3597 法人 総合型クラブ 山梨県 （一社）総合型地域U-sports club山梨 4090005006922 総合型地域スポーツクラブ運営維持・継続事業 ¥1,027,000

3598 任意団体 事務局(運営) 宮城県 仙台東ソフトテニスクラブ - コロナ禍における技術力・モチベーションの回復と感染症対策 ¥861,000

3599 任意団体 事務局(運営) 大阪府 岸和田リトルリーグ - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥436,000

3600 個人事業主 インストラクター 愛知県 木下勝義 - コロナ対策を施したクライミングジム運営及び利用者満足度アップ ¥589,000

3601 個人事業主 インストラクター 神奈川県 中村拓音 - 対面型のレッスンを非対面型のオンラインレッスンへ転換 ¥1,000,000

3602 個人事業主 インストラクター 北海道 堤未帆 - 自宅にいながらスタジオレッスン、パーソナルトレーニング ¥993,000

3603 個人事業主 インストラクター 北海道 吉村夕夏 - コロナ対策を施した高齢者へのツールを活用した運動指導の高度化 ¥167,000

3604 個人事業主 インストラクター 東京都 大石ひろ子 - オンラインレッスン実施と感染防止対策によるレッスン高度化事業 ¥838,000

3605 任意団体 競技団体 神奈川県 神奈川県ドッジボール協会 - 神奈川県ドッジボール選手権の運営 ¥174,000

3606 任意団体 少年団 群馬県 箕郷レクスポーツ少年団 - 感染防止対策を強化した複合型スポーツ少年団の活動継続策の実践 ¥210,000

3607 個人事業主 インストラクター 沖縄県 山添佐矢香 - オンラインレッスンの強化及びコロナ対策を施したレッスン指導 ¥197,000

3608 個人事業主 インストラクター 沖縄県 後庵充 - 蜜を避けるための壁のレイアウト変更計画 ¥1,000,000

3609 法人 競技団体 福岡県 特定非営利活動法人福岡市ボート協会 5290005004343 感染症予防をしつつ競技大会を継続するための訓練と大会の開催 ¥1,000,000

3610 任意団体 事務局(運営) 熊本県 人吉市少年野球クラブ - 新型コロナウイルス感染症からの活動再開及び活動継続事業 ¥252,000

3611 任意団体 事務局(運営) 京都府 京都清練会 - ラダーによる対人距離の確保と飛沫感染防止策への取り組み ¥220,000

3612 個人事業主 インストラクター 東京都 今西竜永 - 新規の獲得オンラインレッスンの充実対面レッスン時の安全確保 ¥330,000

3613 任意団体 競技団体 神奈川県 相模原市水泳協会 - コロナ対策を施した水泳競技大会の開催および練習場所の確保 ¥909,000

3614 個人事業主 インストラクター 埼玉県 高木健太 - コロナ禍におけるオンラインパーソナルレッスン体制の構築 ¥1,165,000

3615 個人事業主 インストラクター 東京都 池田雅人 - コロナ対策を施した道場運営、稽古の非接触化とオンライン化 ¥141,000

3616 個人事業主 アスリート 宮城県 泉慶輔 - 非対面トレーニング環境設備事業 ¥114,000

3617 個人事業主 インストラクター 神奈川県 落合亜紗子 - コロナ対策を施した運営及び指導方法の高度化 ¥726,000

3618 個人事業主 インストラクター 宮城県 中澤絵梨子 - 新規パーソナルジム立ち上げによる経営再建！ ¥846,000

89 ページ



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

3619 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 坂戸第一ドジャース - コロナ禍における安全を考慮した活動再開及び感染症対策 ¥88,000

3620 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人ルーツ・スポーツ・ジャパン 4011705001138 市民参加型自転車レースイベント「バーニングマン・レース」開催 ¥967,000

3621 個人事業主 その他個人 滋賀県 川嶋愛 - 事業の継続・再開、オンライン事業とリモート化 ¥1,360,000

3622 個人事業主 インストラクター 東京都 西田亮子 - オンラインレッスンの充実・スタジオ密を避けるための予約制度 ¥1,001,000

3623 個人事業主 インストラクター 東京都 濱田眞理子 - オンラインレッスン導入とコロナ対策を徹底した教室の新規開業 ¥312,000

3624 個人事業主 インストラクター 大阪府 山本貴美子 - 集団体操指導や養成講座をオンライン受講できるように環境設定 ¥770,000

3625 個人事業主 インストラクター 静岡県 土田美千江 - コロナウイルス感染症対策及び、スタジオ運営高度化計画 ¥199,000

3626 個人事業主 インストラクター 愛知県 黒田紗也香 - Y’ｓＳＴＥＰ ダンススクール ¥305,000

3627 任意団体 事務局(運営) 宮城県 石巻バスケットボール協会 - 感染予防を施したバスケット環境整備との指導・普及のリモート化 ¥1,500,000

3628 個人事業主 公認指導者 鳥取県 小原千絵 - newマシーン導入によるサービス向上事業 ¥195,000

3629 個人事業主 アスリート 神奈川県 長崎達也 - 非対面型（非接触）トレーニング環境の構築 ¥411,000

3630 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人Di-Sports研究所 2011005008117 HP内コンテンツマネジメントシステム導入と感染防止対策 ¥800,000

3631 法人 総合型クラブ 栃木県 特定非営利活動法人さくらスポーツクラブエンジョイ 1060005009360 総合型地域スポーツクラブ運営事業 ¥1,022,000

3632 個人事業主 インストラクター 愛知県 池田みどり - オンライン指導、個別レッスンの導入と指導法の高度化 ¥383,000

3633 任意団体 競技団体 大阪府 阪南市少年軟式野球協会 - コロナ禍における大会の開催及び感染症対策 ¥92,000

3634 個人事業主 アスリート 香川県 蓮井祐輝 - オンライン非対面型トレーニングによる競輪選手の体力強化 ¥925,000

3635 任意団体 事務局(運営) 北海道 北海道トライアスロン実行委員会 - 事務局テレワーク環境の整備、継続開催の研究 ¥675,000

3636 個人事業主 インストラクター 大阪府 堀之内直紘 - スポーツクラブ運営事業 ¥955,000

3637 個人事業主 インストラクター 東京都 宮山朋廣 - 新型コロナウイルス感染拡大を考慮した非対面指導の高度化 ¥208,000

3638 任意団体 総合型クラブ 熊本県 田迎地域スポーツクラブ - 田迎地域SCテレワーク導入事業 ¥411,000

3639 任意団体 競技団体 東京都 日本勤労者山岳連盟 - 感染症対策をしつつ、21世紀の登山文化を創造する活動 ¥1,039,000

3640 法人 競技団体 神奈川県 一般社団法人神奈川県射撃協会 5020005009567 万全なコロナ対策で安心安全な教室の開催・大会の実施 ¥339,000

3641 個人事業主 インストラクター 兵庫県 安坂今日子 - オンライン・少人数対面クラス開催とオンライン指導法高度化 ¥590,000

3642 任意団体 事務局(運営) 愛知県 新城ボーイズ - コロナ感染予防対策を施した野球練習環境の構築 ¥806,000

3643 法人 事務局(運営) 大阪府 NPO法人エスタボン 3120105009194 中高生のためのフットサルゲーム会 ¥156,000

3644 法人 競技団体 滋賀県 特定非営利活動法人東近江市体操協会 8160005006721 コロナ禍での競技者回復と練習及び大会開催への取り組みと実施 ¥788,000

3645 任意団体 事務局(運営) 京都府 木津キッズスポーツ少年団 - コロナ禍の下チーム内感染症対策と今後の各大会実施への協力 ¥37,000

3646 個人事業主 インストラクター 大阪府 土井奈津美 - オンライン指導の導入、コロナ対策を施した安全なサークル運営 ¥136,000

3647 任意団体 競技団体 東京都 武蔵村山リトルシニア野球協会 - コロナ禍における感染防止と来季の新入生獲得対策 ¥236,000

3648 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 AFC CRANES - 屋外スポーツキッズandレディース　アスレティックチーム ¥1,460,000

3649 個人事業主 アスリート 神奈川県 植木和広 - 非対面型トレーニング場の設営 ¥291,000

3650 個人事業主 インストラクター 北海道 三田村恵 - 新型コロナ感染拡大防止対策を施した大会運営とピラティス教室 ¥574,000

3651 個人事業主 インストラクター 岡山県 吉田聡 - コロナ対策を施したジム運営及び指導方法の高度化 ¥604,000

3652 法人 事務局(運営) 福岡県 一般社団法人総合型地域スポーツクラブＯＮＥ ＳＯＵＬ．Ｃ福岡 2290005014683 「密」を避けるためのグラウンド確保とグラウンド整備事業 ¥233,000

3653 個人事業主 インストラクター 熊本県 坂口八月 - オンラインレッスン事業 ¥126,000

3654 個人事業主 インストラクター 福岡県 星野広子 - フィットネスの新しい形　オンラインと対面レッスンの共存 ¥289,000

3655 個人事業主 インストラクター 東京都 柳光和博 - コロナ対策を足元から、ボクシングの運営・指導 ¥292,000

3656 法人 総合型クラブ 長崎県 一般社団法人アイランズスポーツクラブ 4310005008037 総合型地域スポーツクラブ運営事業 ¥910,000

3657 個人事業主 インストラクター 神奈川県 北原真帆 - コロナ対策を含むヨガ指導方法の高度化とオンラインクラスの開設 ¥626,000

3658 任意団体 競技団体 千葉県 八千代リトルシニア野球協会 - 練習再開、感染症対策、体験練習の受け入れ、少年野球大会の実施 ¥1,500,000

3659 個人事業主 インストラクター 東京都 豊田美穂 - コロナ渦でも日常に役立つヨガ教室運営及び指導方法の習得と構築 ¥213,000
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3660 個人事業主 インストラクター 兵庫県 重福博道 - コロナ対策を施したジム運営及び指導方法の高度化 ¥958,000

3661 個人事業主 インストラクター 千葉県 糸井広志 - ①	野球教室運営における指導方法の高度化とオンライン化 ¥521,000

3662 個人事業主 アスリート 埼玉県 二木茂則 - 非対面式トレーニング、オンライントレーニング環境の整備 ¥320,000

3663 個人事業主 インストラクター 東京都 梅田可織 - 新メニューと指導内容の高度化 ¥159,000

3664 個人事業主 インストラクター 静岡県 四ツ田和也 - サッカー、ヨガスクールによるスポーツの普及と活性化 ¥520,000

3665 個人事業主 インストラクター 宮城県 鈴木嘉憲 - コロナ対策を徹底した運営及び人馬指導強化 ¥1,000,000

3666 任意団体 事務局(運営) 京都府 京田辺ボーイズ - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥949,000

3667 法人 事務局(運営) 大阪府 一般社団法人TCBA 8120905005850 リモートスクール ¥159,000

3668 個人事業主 インストラクター 宮崎県 日高枝里子 - オンライン＆対面指導環境の整備とWeb戦略による新規顧客獲得 ¥577,000

3669 法人 事務局(運営) 静岡県 一般社団法人TSスポーツクラブ 7080005006953 リモートワーク・トレーニング環境整備事業 ¥1,115,000

3670 個人事業主 インストラクター 群馬県 深澤綾子 - 対面と変わらない、より的確なオンラインによるヨガ指導 ¥616,000

3671 個人事業主 アスリート 宮城県 赤塚悠人 - 非対面型室内トレーニング環境の設営、感染対策の整備 ¥1,297,000

3672 任意団体 事務局(運営) 愛媛県 FC.LIVENT - チーム活動ならびに運営再開及びチームとしての感染対策と密回避 ¥1,218,000

3673 個人事業主 公認指導者 千葉県 渋谷優輝 - 感染対策を施した指導環境、トレーニング環境の構築。 ¥220,000

3674 任意団体 少年団 茨城県 水戸中央ARROWS五軒ミニバスケットボールスポーツ少年団 - 新型コロナウイルス感染予防と団活動の継続 ¥115,000

3675 個人事業主 インストラクター 東京都 梅田菜月 - オンラインレッスンへの転換や動画配信環境の整備 ¥873,000

3676 任意団体 事務局(運営) 大阪府 樽井ファミリーズ - コロナ渦における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥265,000

3677 個人事業主 インストラクター 静岡県 宮石紘実 - オンラインフィットネス、定員制オフラインレッスン ¥75,000

3678 個人事業主 インストラクター 東京都 栗原弘教 - コロナ対策を施したジム運営及び指導方法の高度化 ¥234,000

3679 個人事業主 インストラクター 東京都 鈴木翔子 - 人々の健康的な生活への一助となるスポーツ活動普及事業 ¥163,000

3680 法人 事務局(運営) 広島県 一般社団法人シンチャイルドセンター 3240005014423 プログラム休講に伴う動画配信と継続のためのコロナ感染予防 ¥96,000

3681 個人事業主 アスリート 奈良県 中野七夕美 - 非対面型トレーニング環境の構築 ¥336,000

3682 法人 総合型クラブ 栃木県 特定非営利活動法人たかはら那須スポーツクラブ 8060005004776 教室活動の再開・継続及び新規事業の開拓 ¥944,000

3683 法人 事務局(運営) 大阪府 一般社団法人日本DFWALK協会 8120005015767 人生100年時代！楽しく続くオンラインウォーキング講座 ¥799,000

3684 任意団体 競技団体 東京都 町田リトルシニア野球協会 - コロナ禍における練習・大会の再開及びチームとしての感染症対策 ¥605,000

3685 法人 事務局(運営) 富山県 一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 9230005009022 ヨガ・運動指導および講師向け講習の非対面化 ¥1,001,000

3686 個人事業主 インストラクター 京都府 瀬川武史 - リモートによる個人及びチーム指導の実施 ¥286,000

3687 任意団体 事務局(運営) 和歌山県 四箇郷少年野球クラブ - コロナ渦における練習の継続及びチームとしての感染症対策 ¥71,000

3688 個人事業主 インストラクター 千葉県 武藤龍也 - コロナ対策を施したダンスレッスン及びオンライン化 ¥651,000

3689 個人事業主 アスリート 宮城県 安部貴之 - 非対面型トレーニングの環境整備 ¥415,000

3690 任意団体 事務局(運営) 石川県 導夢フットサルスクール - フットサルスクールの活動継続のための取組 ¥335,000

3691 個人事業主 公認指導者 東京都 大河原正晴 - 多競技オンラインサロンと実践指導&競技継続の感染予防環境整備 ¥466,000

3692 法人 体育・スポーツ協会 大阪府 特定非営利活動法人島本町体育協会 7120905002717 コロナ禍における環境整備事業 ¥124,000

3693 個人事業主 インストラクター 新潟県 関寛子 - デジタル技術を活用したヨガクラス提供による幅広い顧客層獲得 ¥583,000

3694 任意団体 事務局(運営) 大阪府 南大阪ベースボールクラブ - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染対策 ¥1,255,000

3695 個人事業主 事務局(運営) 千葉県 刀野真一 - コロナ禍における新入会員獲得及び活動中の感染対策 ¥590,000

3696 個人事業主 インストラクター 愛知県 増田志乃 - オンラインレッスンの新規導入・実施と指導方法の高度化 ¥490,000

3697 個人事業主 インストラクター 東京都 倉橋照美 - レッスンのオンライン化による非対面事業の運営 ¥395,000

3698 個人事業主 インストラクター 大阪府 安枝洋子 - BUNNYSチアダンス教室オンライン計画 ¥1,000,000

3699 任意団体 少年団 和歌山県 岩出市バレーボールスポーツ少年団女子 - 活動再開の感染予防とトップアスリート選手のバレーボール教室 ¥101,000

3700 任意団体 事務局(運営) 京都府 neo★advance - コロナ禍における新入部員獲得及びチームとしての感染症対策 ¥846,000
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3701 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人FiC 5011105008344 スポーツ指導員に向けた非対面型の講習・研修事業 ¥326,000

3702 個人事業主 公認指導者 大阪府 鈴木磨人 - ジャグランカプロクラブ化へ向けた事業拡大 ¥975,000

3703 個人事業主 インストラクター 東京都 長嶺誠 - コロナ対策を施したジム開業、並びに指導方法の高度化 ¥552,000

3704 個人事業主 インストラクター 愛知県 上野規子 - 赤ちゃんを抱っこして産後の身体を動かそうベビーダンス事業 ¥151,000

3705 任意団体 競技団体 千葉県 松戸ポニーリーグ野球協会 - 新型コロナウイルスの影響を回避した練習方法の確立 ¥92,000

3706 個人事業主 インストラクター 岐阜県 水野智子 - 家族で健康！全国どこからでも参加可能なおうちでオンラインヨガ ¥266,000

3707 任意団体 少年団 愛知県 サザン’９７スポーツ少年団 - 感染症対策を施した練習再開と新スタイルの次世代育成環境の整備 ¥275,000

3708 法人 事務局(運営) 長野県 特定非営利活動法人伊那谷スポーツクラブ 6100005011547 スポーツ大会＆ポールdeウォーキング再開！負けずに行こう事業 ¥953,000

3709 個人事業主 インストラクター 富山県 平井佳奈美 - コロナ感染対策を実施したレッスンの開催と、動画レッスンの実 ¥782,000

3710 個人事業主 インストラクター 沖縄県 上原知美 - オンライン配信によるクラス継続 ¥1,087,000

3711 任意団体 少年団 愛媛県 砥部剣道スポーツ少年団 - コロナ禍における稽古再開及びスポーツ少年団としての感染症対策 ¥43,000

3712 任意団体 事務局(運営) 北海道 札幌真駒内リトルシニア球団 - コロナ渦における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥696,000

3713 個人事業主 インストラクター 和歌山県 曽和俊成 - オンライントレーニング環境の整備 ¥82,000

3714 任意団体 事務局(運営) 富山県 キッズチア富山 - ３密を避けながらのチアリーディング活動継続と感染症対策 ¥72,000

3715 個人事業主 インストラクター 東京都 柳田夕希 - 非対面事業を構築するための環境設備、新規事業の導入 ¥988,000

3716 個人事業主 インストラクター 岐阜県 藤澤寿子 - オンラインとリアルクラスの整備と高度化 ¥63,000

3717 個人事業主 インストラクター 東京都 武井亮子 - どこにいても、どんな状況でも受けられるオンラインレッスン ¥298,000

3718 任意団体 事務局(運営) 東京都 かけっこ教室忍者塾 - 感染拡大させない安全なスポーツ大会 ¥708,000

3719 個人事業主 その他個人 石川県 辻力 - 感染防止パーソナルトレーニングゾーン設置PRによる事業継続 ¥798,000

3720 法人 総合型クラブ 山口県 特定非営利活動法人ひかりクラブ 9250005005531 コロナ禍におけるスポーツクラブ・教室運営継続事業 ¥403,000

3721 個人事業主 アスリート 東京都 角山貴之 - コロナ対策による自宅トレーニングの設置と充実 ¥306,000

3722 任意団体 総合型クラブ 岩手県 釜石シーウェイブスラグビーフットボールクラブ - コロナ対策を伴う各種事業の再開と管理のデジタル・リモート化 ¥1,186,000

3723 個人事業主 インストラクター 神奈川県 宮地藤雄 - コロナ対策版・競技普及と指導を目的としたイベント開催 ¥900,000

3724 法人 競技団体 大分県 一般社団法人日本デフビーチバレーボール協会 6320005009536 WEBを活用した選手の発掘・育成・強化方法の確立 ¥1,363,000

3725 任意団体 事務局(運営) 鹿児島県 鹿児島ジュニアヨットクラブ - 新型コロナウィルス感染症対策と競技の普及や練習運営等 ¥1,145,000

3726 法人 事務局(運営) 兵庫県 一般社団法人M＆KJAPAN 4140005024191 ・本法人の運営に関わる企画・広報事業 ¥117,000

3727 個人事業主 アスリート 東京都 髙橋朋恵 - 非対面トレーニングの構築 ¥205,000

3728 任意団体 少年団 福岡県 COLORS - コロナ禍における練習空間の工夫及びチームとしての感染症対策 ¥407,000

3729 法人 競技団体 長野県 特定非営利活動法人日本武道総合格闘技連盟 1100005009918 新規会員獲得と感染拡大防止の為の環境整備事業 ¥400,000

3730 個人事業主 インストラクター 東京都 小坂悠真 - オンライン指導の需要開拓に向けたHP改修と環境整備 ¥969,000

3731 個人事業主 インストラクター 大阪府 石野充 - コロナ対策を施した個人レッスン及び指導方法の高度化 ¥474,000

3732 個人事業主 インストラクター 東京都 藤野智樹 - 新型コロナウイルスを考慮しソーシャルディスタンスでの健康推進 ¥1,266,000

3733 個人事業主 アスリート 宮城県 櫻井正孝 - 新型コロナウィルス感染拡大予防対策の個人練習環境の構築 ¥491,000

3734 法人 事務局(運営) 熊本県 一般社団法人熊本レッドベアーズ 5330005009024 バスケットボールスクールのオンライン化事業 ¥208,000

3735 法人 競技団体 兵庫県 一般社団法人神戸フィールドスポーツ協会 4140005023920 コロナウィルス感染防止プログラム実施計画 ¥637,000

3736 個人事業主 インストラクター 神奈川県 増田智子 - オンラインレッスンの導入・コロナ対策した対面レッスン ¥137,000

3737 法人 総合型クラブ 東京都 特定非営利活動法人豊玉・中村地域スポーツクラブクラブプラッツ 8011605001804 クラブプラッツスポーツ教室・大会・同好会 ¥201,000

3738 個人事業主 公認指導者 埼玉県 揚石貴弘 - サッカーコーチとしての差別化と新たな指導方法の高度化 ¥649,000

3739 個人事業主 アスリート 熊本県 松川高大 - 非対面型室内トレーニング環境の構築 ¥272,000

3740 任意団体 事務局(運営) 滋賀県 愛荘町スポーツ少年団 - チームとしての感染症対策及び対外試合再開に向けた取り組み ¥38,000

3741 個人事業主 アスリート 岡山県 立花成泰 - 自宅での非対面型トレーニングと大会への出場 ¥713,000
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3742 法人 競技団体 愛知県 一般社団法人中部サップヨガ協会 3180005017408 インストラクター養成のための非接触型養成講座の実施 ¥133,000

3743 法人 事務局(運営) 大阪府 NPO法人スポーツネットワーク大阪 3122005000885 新型コロナ感染症対策を考慮したスクール活動実施事業 ¥448,000

3744 個人事業主 インストラクター 東京都 渡邉尚幹 - 遠隔動画撮影及び配信による非対面式トレーニングの提供 ¥1,005,000

3745 任意団体 事務局(運営) 奈良県 奈良県相撲連盟 - 小中学生の人材発掘、補強等及び指導者育成強化事業 ¥332,000

3746 法人 総合型クラブ 熊本県 NPO法人桜木ふれあいスポーツクラブ 1330005002107 コロナ対策を施したクラブ運営と会員数回復の為の取り組み ¥1,313,000

3747 個人事業主 インストラクター 大阪府 関井真由 - オンラインを生かした運営と指導方法の高度化 ¥160,000

3748 個人事業主 アスリート 熊本県 合志正臣 - 非対面型練習モデルの構築による選手能力の向上と若手選手の育成 ¥900,000

3749 個人事業主 アスリート 茨城県 吉澤純平 - 室内トレーニング環境の充実 ¥479,000

3750 法人 競技団体 石川県 一般社団法人忍者パルクール協議会 2220005008436 忍者パルクール普及・認知度向上事業及びテレワーク環境整備事業 ¥1,267,000

3751 任意団体 少年団 北海道 稚内スワローズバレーボールスポーツ少年団 - コロナ禍でも子供達にバレーボールで充実させる ¥57,000

3752 個人事業主 インストラクター 岩手県 佐藤あかね - コロナ対策を施した密の回避 ¥114,000

3753 任意団体 事務局(運営) 富山県 高岡西部スポーツ少年団ミニバスケットボール部女子ウエスタンキッズ - コロナ対策を施した練習の実施及び大会等への参加 ¥23,000

3754 法人 競技団体 奈良県 一般社団法人奈良県卓球協会 7150005009214 感染防止対策を徹底した安全で安心出来る大会運営を実行する事業 ¥943,000

3755 法人 事務局(運営) 埼玉県 特定非営利活動法人ＺＯＯスポーツクラブ 1030005018587 クラブ周知のための動画制作・配信 ¥1,000,000

3756 個人事業主 アスリート 福井県 渡辺航平 - 非対面式による自宅トレーニングの充実。 ¥456,000

3757 個人事業主 インストラクター 愛知県 小林優太 - ダンスインストラクター（オンライン・対面レッスン） ¥9,000

3758 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人ドリームスポーツ 6012305001526 感染症対策を実施した安全な各種教室及びクラブ活動の再開 ¥1,023,000

3759 法人 事務局(運営) 愛知県 特定非営利活動法人教育スポーツ競技会 6180005006746 感染拡大予防対策と共に野球教室の普及活動の再開・継続・回復 ¥1,500,000

3760 個人事業主 インストラクター 神奈川県 石河知可子 - オンライン実施「インターナショナル　ライブ　レッスン」 ¥46,000

3761 個人事業主 インストラクター 山梨県 山田美帆 - コロナ対策を施したスクールの運営及び指導方法の多様化 ¥1,038,000

3762 任意団体 競技団体 福岡県 福岡県小学生バドミントン連盟 - 大会再開に向けての取り組みや強化練習会開催事業 ¥211,000

3763 任意団体 事務局(運営) 滋賀県 プリントパック　ボート部 - 感染症対策下で練習を再開し、質の向上を図る ¥202,000

3764 個人事業主 インストラクター 神奈川県 臼井七恵 - コロナ下でも安心して利用できる教室運営と運動提供の高度化 ¥673,000

3765 個人事業主 事務局(運営) 大阪府 小寺毅 - オンラインレッスンの充実と新規生徒募集 ¥492,000

3766 法人 総合型クラブ 兵庫県 特定非営利活動法人アスロン 9140005004271 非対面型でのHP申込と動画配信レッスンに向けての基盤整備事業 ¥1,102,000

3767 個人事業主 その他個人 群馬県 市毛緑 - スタジオと自宅同時レッスンのオンラインシステムの導入 ¥773,000

3768 個人事業主 インストラクター 新潟県 齋藤紀子 - オンラインレッスン及びスキルアップの為のオンライン研修 ¥189,000

3769 個人事業主 アスリート 三重県 伊東稔真 - 非対面式トレーニングの確立 ¥67,000

3770 法人 総合型クラブ 長野県 ＮＰＯ法人なぎそチャレンジクラブ 9100005012146 オンラインレッスン、オンライン会議環境整備事業 ¥1,075,000

3771 任意団体 事務局(運営) 和歌山県 新日本スポーツ連盟和歌山県連盟 - コロナ感染における現状を打破するための理事会の開催 ¥75,000

3772 個人事業主 公認指導者 千葉県 上岡充直 - コロナ対策を施した教室運営及び指導方法の高度化 ¥923,000

3773 法人 事務局(運営) 神奈川県 NPO法人SUNファミリー 9020005011577 子どもたちが、安全に楽しく身体を動かす環境づくり ¥208,000

3774 個人事業主 インストラクター 東京都 髙橋恵梨香 - ピラティスプライベートレッスン強化 ¥219,000

3775 個人事業主 インストラクター 奈良県 峯穏子 - 各種団体への運動指導委託業務の継続 ¥264,000

3776 法人 事務局(運営) 埼玉県 一般社団法人さいたまスポーツコミッション 2030005019287 「選手と一緒に体を動かそう」動画配信等事業 ¥963,000

3777 個人事業主 公認指導者 神奈川県 井手内晴 - 対面事業と並行する安心安全オンライントレーニングの提供 ¥317,000

3778 個人事業主 アスリート 茨城県 鈴木謙太郎 - 競輪スポーツ実施者、観客等の回復・開拓のための取組 ¥243,000

3779 個人事業主 インストラクター 青森県 澤田敦 - 卓球道場CutBackブランディング事業 ¥330,000

3780 個人事業主 アスリート 東京都 高橋勝治 - コロナ対策トレーニング継続環境実現、トレーナーサービス高度化 ¥536,000

3781 任意団体 競技団体 大阪府 一般財団法人日本リトルシニア中学硬式野球協会関西連盟 - コロナウィルス感染拡大防止対策徹底推進 ¥1,070,000

3782 個人事業主 アスリート 宮崎県 那須萌美 - コロナ対策による非対面型室内トレーニング環境の構築 ¥306,000
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3783 個人事業主 インストラクター 神奈川県 野中径隆 - オンライン登山講習動画の配信とテント泊ツアー開催の取組 ¥1,017,000

3784 個人事業主 アスリート 宮城県 大内達也 - 次世代の練習様式に対応した非対面型及び対面型練習方法の確立 ¥536,000

3785 任意団体 競技団体 東京都 品川区水泳連盟 - 組織継続事業 ¥624,000

3786 個人事業主 インストラクター 京都府 藤原徹也 - ダーツオンラインレッスンの指導方法の高度化とダーツの技術向上 ¥271,000

3787 個人事業主 インストラクター 三重県 藤原京 - コロナ対策として非対面型事業（オンライン）の導入と実施 ¥524,000

3788 個人事業主 インストラクター 神奈川県 藤本雅代 - オンラインレッスンの強化とレベルアップ ¥260,000

3789 任意団体 少年団 福島県 三春軟式野球スポーツ少年団 - コロナ禍におけるチームとして練習中の感染症予防対策 ¥210,000

3790 任意団体 事務局(運営) 千葉県 成田ボーイズ - 成田ボーイズ令和2年コロナ禍での安全なスポーツ活動 ¥868,000

3791 任意団体 事務局(運営) 三重県 立教ヤンガース - コロナ禍における練習の安全な実施とその為の対策 ¥83,000

3792 法人 総合型クラブ 北海道 一般社団法人SLDI 5430005013627 PR動画の制作・配信で非対面型による顧客獲得への転換 ¥412,000

3793 個人事業主 インストラクター 愛知県 松原寿江 - 受講生・ティーチング内容の充実のためスキルアップ ¥668,000

3794 個人事業主 インストラクター 北海道 熊谷紗希奈 - 指導方法の高度化及び業務委託に頼らない事業の拡大 ¥691,000

3795 個人事業主 インストラクター 北海道 梅澤未来 - コロナ対策を施したスタジオ運営及び指導方法の高度化 ¥738,000

3796 個人事業主 アスリート 神奈川県 永山英司 - 自宅によるトレーニングの高度化 ¥1,000,000

3797 個人事業主 アスリート 東京都 阿久津浩之 - コロナ感染予防を踏まえた自宅トレーニング環境整備 ¥445,000

3798 任意団体 競技団体 千葉県 柏リトルシニア野球協会 - コロナ禍において安全で思い切り体を動かせる練習環境の充実。 ¥351,000

3799 個人事業主 アスリート 福岡県 靏良生 - 室内トレーニングを可能にするための環境整備 ¥917,000

3800 任意団体 事務局(運営) 群馬県 MD柔道クラブ - 感染対策を万全とした大会開催と選手のモチベーションアップ策 ¥44,000

3801 個人事業主 アスリート 東京都 清水清隆 - トレーニング環境の充実とオンライン指導の充実 ¥275,000

3802 個人事業主 インストラクター 埼玉県 浅見美菜子 - 個別セッションのオンライン化、ストレスマネジメント事業の新設 ¥679,000

3803 任意団体 事務局(運営) 高知県 楠目スポーツ少年団 - 少年野球活動継続のための新型コロナウィルス感染対策事業 ¥61,000

3804 個人事業主 インストラクター 京都府 岸田律 - レッスンのオンライン化による健康と運動指導方法の維持と高度化 ¥42,000

3805 法人 総合型クラブ 富山県 特定非営利活動法人こすぎ総合スポーツクラブきらり 5230005007673 総合型地域スポーツ運営とコロナ禍における安心安全な教室の継続 ¥1,434,000

3806 個人事業主 インストラクター 東京都 坂原愛子 - コロナ対策を施したスタジオ運営及び指導方法の高度化 ¥1,151,000

3807 個人事業主 インストラクター 東京都 藤野麻里子 - 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 ¥202,000

3808 個人事業主 インストラクター 千葉県 光藤瞳 - コロナ対策を施したスタジオの運営及び指導方法の高度化 ¥402,000

3809 個人事業主 インストラクター 埼玉県 川岸直生 - オンライン指導の導入及び動画配信に最適な環境整備 ¥112,000

3810 任意団体 事務局(運営) 奈良県 奈良香芝ヤング - 密を避けた活動環境と練習環境の整備及び感染防止対策 ¥739,000

3811 個人事業主 インストラクター 新潟県 石橋理理 - 家でＺＯＯＭを使って運動し、心身共に健康増進『おうち体育館』 ¥388,000

3812 法人 事務局(運営) 福島県 特定非営利活動法人総合体操クラブJewel 4380005007817 コロナ禍における対面及び非対面レッスンの高度化 ¥322,000

3813 法人 競技団体 神奈川県 特定非営利活動法人神奈川県武術太極拳連盟 5020005004972 新型コロナウイルス感染症対策を施した講習会等参加者回復取組 ¥799,000

3814 任意団体 競技団体 千葉県 鎌ケ谷リトルシニア野球協会 - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥735,000

3815 個人事業主 インストラクター 東京都 望月玉樹 - オンラインレッスン用の環境を整える ¥350,000

3816 個人事業主 インストラクター 東京都 寺尾大地 - 顧客回復・開拓の為の情報発信、指導強化及びイベント企画強化 ¥1,017,000

3817 法人 総合型クラブ 埼玉県 特定非営利活動法人SCORE 5030005012875 サッカークラブ・バスケットスクール運営の環境整備事業 ¥737,000

3818 個人事業主 アスリート 群馬県 三好恵一郎 - 感染拡大防止の為、自宅トレーニング機材の高度化 ¥382,000

3819 法人 事務局(運営) 沖縄県 特定非営利活動法人ヴィクサーレスポーツクラブ 7360005001579 業務推進基盤の確立・顧客管理基盤・情報発信基盤の構築 ¥679,000

3820 個人事業主 インストラクター 大阪府 山田和英 - 大会等行事の回復グランド整備などの環境維持 ¥446,000

3821 個人事業主 事務局(運営) 埼玉県 橋本英明 - オンライン空手指導等ウィズコロナ環境下での空手道場運営 ¥122,000

3822 法人 事務局(運営) 千葉県 一般社団法人LEOVISTABASKETBALLCLUB 8040005018571 リモートワーク・オンラインレッスン・指導者人員の増加 ¥1,000,000

3823 法人 事務局(運営) 神奈川県 一般社団法人公田サッカークラブ 4020005013586 コロナ禍における活動再開及び感染症対策 ¥194,000
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3824 任意団体 事務局(運営) 兵庫県 尚勇館 - コロナ禍におけるチームとしての感染症対策 ¥28,000

3825 法人 事務局(運営) 東京都 NPO法人上目黒スポーツ倶楽部 3013205001420 スタッフ及び練習場の確保、練習器具の充実、テレワーク環境整備 ¥804,000

3826 任意団体 競技団体 福岡県 九州学生剣道連盟 - 第67回全九州学生剣道大会　第43回全九州女子学生剣道大会 ¥561,000

3827 個人事業主 インストラクター 大阪府 月原幹人 - オンラインパーソナルトレーニング ¥269,000

3828 個人事業主 インストラクター 東京都 川谷幸子 - コロナ対策を施したジム運営及び指導方法 ¥643,000

3829 個人事業主 インストラクター 神奈川県 田中彩乃 - インドアバイクの可能性 ¥262,000

3830 任意団体 事務局(運営) 東京都 FC.GIUSTI世田谷 - コロナ対策した対面・非対面指導の環境整備と遠征・卒団式の実施 ¥1,036,000

3831 個人事業主 インストラクター 愛知県 山田悦子 - ワットバイクとipadを使用した非対面式トレーニング環境構築 ¥413,000

3832 個人事業主 アスリート 神奈川県 松坂洋平 - コロナ対策！非対面型トレーニング環境の構築 ¥725,000

3833 法人 事務局(運営) 奈良県 特定非営利活動法人天理スポーツクラブ 9150005009154 監督によるリモート指導と感染症対策を講じたスポーツ活動事業 ¥758,000

3834 任意団体 事務局(運営) 北海道 札幌澄川ジュニアフットボールクラブ - 練習の再開及び安全な環境での大会への参加 ¥321,000

3835 個人事業主 インストラクター 千葉県 オサギエ淑子 - コロナ対策を施したチアダンス教室運営及び指導方法の高度化 ¥354,000

3836 個人事業主 アスリート 福岡県 井上将志 - 室内トレーニングを可能にするための環境整備 ¥615,000

3837 個人事業主 インストラクター 宮城県 西野知香 - オンラインセミナーや研修、またレッスンの環境の整備 ¥35,000

3838 任意団体 事務局(運営) 茨城県 キングスラッガーズBANDO - チームとしての感染症対策 ¥90,000

3839 個人事業主 アスリート 愛媛県 松本貴治 - 室内トレーニング環境への転換 ¥977,000

3840 個人事業主 アスリート 東京都 金辺雄介 - 密でないプライベートスポーツジムの利用 ¥202,000

3841 個人事業主 アスリート 福岡県 岡田航 - グループ指導やパーソナルトレーニング指導のオンライン化 ¥215,000

3842 任意団体 事務局(運営) 愛媛県 新葉中央ミラクルズ - 新型コロナウイルス感染症対策に伴う広域チーム活動再開事業 ¥218,000

3843 任意団体 事務局(運営) 埼玉県 むさし野硬式野球団ALLSHINES - コロナ禍におけるチームとしての感染症対策 ¥906,000

3844 個人事業主 インストラクター 神奈川県 吉岡大 - オンラインを構築し、新たなリモートの取り組みと顧客獲得を図る ¥590,000

3845 法人 事務局(運営) 秋田県 特定非営利活動法人Fan 7410005001532 屋外・屋内グラウンドを整備し安全快適なスポーツ環境を提供する ¥649,000

3846 個人事業主 インストラクター 埼玉県 原田真実 - 非対面型親子体操・介護予防体操アニマルピラティス??普及事業 ¥590,000

3847 個人事業主 インストラクター 神奈川県 渡辺静 - 免疫力を高め肉体と精神両面の健康促進を勧めるオンライン指導 ¥1,000,000

3848 個人事業主 インストラクター 佐賀県 野方美和 - コロナ対策を施したオンライン指導の導入及び練習環境の充実 ¥1,157,000

3849 個人事業主 インストラクター 大阪府 幸地清 - オンラインを通じた「集客事業」と「指導の実現」 ¥380,000

3850 個人事業主 アスリート 神奈川県 鈴木雅仁 - 動画配信・オンラインレッスン・個人レッスン・郵送サービス ¥840,000

3851 個人事業主 インストラクター 群馬県 一ノ瀬光平 - 自宅でできるセルフケア及びトレーニングのネットや記事の配信 ¥886,000

3852 個人事業主 インストラクター 東京都 中桐涼輔 - オンラインレッスンの導入と指導内容の高度化 ¥619,000

3853 任意団体 事務局(運営) 兵庫県 洲本川レガッタ実行委員会 - 洲本川レガッタ2020・小中高生対象の体験試乗会 ¥690,000

3854 個人事業主 インストラクター 東京都 山口ゆりあ - オンラインレッスンへの切替とスタジオレッスンでの感染対策 ¥172,000

3855 個人事業主 インストラクター 福岡県 福留千鶴 - コロナ対策を施した事務運営及び指導方法の高度化 ¥378,000

3856 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人町田ＪＦＣ 7012305001335 町田ＪＦＣサッカークラブ運営基盤維持継続回復事業 ¥658,000

3857 個人事業主 インストラクター 千葉県 川村佐斗子 - コロナ対策を施したスタジオ運営及び指導方法の高度化 ¥1,493,000

3858 個人事業主 インストラクター 愛媛県 小倉三鈴 - 自宅で参加できる「オンラインフィットネスクラブ」の運営 ¥995,000

3859 個人事業主 アスリート 岡山県 三宅愛梨 - コロナ対策を施したトレーニングの充実化 ¥202,000

3860 個人事業主 インストラクター 東京都 中村達哉 - レッスンのオンライン化による継続的サービスモデル構築事業 ¥414,000

3861 任意団体 競技団体 大阪府 大東リトルリーグ野球協会 - 練習再開、活性化の為記念大会の開催、感染症対策 ¥471,000

3862 任意団体 少年団 富山県 豊田校下スポーツ少年団 - リモートを活躍させたスポーツへの興味や関心 ¥190,000

3863 個人事業主 アスリート 石川県 奥出良 - コロナウイルス感染対策のための環境整備 ¥662,000

3864 任意団体 インストラクター 愛知県 美里スポーツクラブ ジュニアバドミントン - コロナ対策を施した少年団活動の継続と大会運営 ¥50,000
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3865 任意団体 事務局(運営) 三重県 桔梗ガッツミニバスケットボールクラブ - コロナ対策を施したクラブ活動維持、継続の為の取り組み事業 ¥853,000

3866 任意団体 総合型クラブ 山梨県 甲斐スポーツクラブ - コロナにおける練習時・試合時の徹底した感染対策等 ¥310,000

3867 個人事業主 インストラクター 愛知県 永井梓 - 感染対策を施した対面レッスンとオンラインレッスンの導入 ¥65,000

3868 個人事業主 インストラクター 大阪府 轟真弓 - 動画配信時代でのレッスン向上とコロナ禍のメンタルサポート事業 ¥660,000

3869 任意団体 事務局(運営) 兵庫県 兵庫三木リトルシニア - 新入部員募集の為の密の無い練習環境の整備と父兄の負担の削減 ¥824,000

3870 個人事業主 インストラクター 兵庫県 大﨑穂乃香 - オンラインレッスンの導入とコロナ対策を徹底した教室の実施 ¥199,000

3871 個人事業主 インストラクター 福岡県 羽山舞 - レッスンオンライン化し健康・美容サービスの維持と拡大 ¥566,000

3872 法人 事務局(運営) 東京都 特定非営利活動法人エムアイピースポーツ・プロジェクト 3010905001452 コロナ対策を講じたスポーツクラブ運営とスポーツ事業の継続 ¥1,070,000

3873 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人FELICEスポーツクラブ 8010405015849 テレワーク(リモートワーク)環境整備事業、コロナ予防対策 ¥646,000

3874 任意団体 少年団 埼玉県 スポーツ少年団戸二小ジャガーズ - コロナ禍における少年野球活動の再開、及びコロナ感染対策の実施 ¥1,076,000

3875 法人 事務局(運営) 福井県 特定非営利活動法人福井丸岡RUCK 6210005009646 コロナ対策に配慮した大会運営と指導の高度化事業 ¥1,173,000

3876 法人 総合型クラブ 東京都 特定非営利活動法人スポーツ塾Ｊ．ＶＩＣ 7012305001450 密を避け少人数で行うスポーツ教室 ¥353,000

3877 任意団体 事務局(運営) 東京都 日野市少年軟式野球連盟平山ブルーサンダース - 感染症対策を講じた練習の充実化とチーム活動の活性化 ¥116,000

3878 個人事業主 インストラクター 愛媛県 岡﨑裕子 - オンライン配信による非接触型トレーニング指導 ¥145,000

3879 個人事業主 事務局(運営) 千葉県 手塚優大 - 宅配ストリング張替えサービス ¥483,000

3880 任意団体 事務局(運営) 埼玉県 宮原ドラゴンズ - 体験会実施による入団者増加及び事業活動再開に向けた感染症対策 ¥222,000

3881 任意団体 事務局(運営) 長野県 白馬国際トレイルラン実行委員会 - 感染症対策と観光振興が両立した新トレイルラン大会の確立事業 ¥785,000

3882 法人 事務局(運営) 神奈川県 一般社団法人フットボールコンシェルジュ 6021005011297 横浜市鶴見区周辺の中学生に安全にサッカー活動を提供する ¥202,000

3883 任意団体 事務局(運営) 熊本県 熊本マーベリックス - ２０２０年度九州社会人アメリカンフットボールリーグ戦 ¥197,000

3884 個人事業主 アスリート 千葉県 湯浅弘光 - 非対面型トレーニングの構築及びレース参加時の感染拡大防止策 ¥172,000

3885 法人 事務局(運営) 愛知県 ＮＰＯ法人青少年活人武道成人館 3180005014883 リモート指導や映像化を利用した練習継続について ¥529,000

3886 法人 事務局(運営) 兵庫県 一般社団法人兵庫ブルーサンダーズ 8140005021821 コロナ対策を施したチーム力の強化と試合の開催 ¥1,041,000

3887 任意団体 事務局(運営) 岐阜県 パーソナルトレーニングジム　ボディ・シェフ - コロナ対策を徹底した管理とお客様に完璧な指導のおもてなし ¥83,000

3888 任意団体 事務局(運営) 大阪府 島泉ファイブボーイズ - コロナ禍でも野球の出来る環境作り。 ¥52,000

3889 個人事業主 インストラクター 福岡県 成瀬翔太 - フィットネストレーナーとして運動を通した健康指導 ¥63,000

3890 個人事業主 インストラクター 神奈川県 高松いく - 健康で前向きに生きる為のオンラインと自然を生かしたヨガを届る ¥348,000

3891 個人事業主 インストラクター 大分県 小林覚 - ナイター導入でコロナ対策を施したチーム運営 ¥589,000

3892 個人事業主 インストラクター 福岡県 江藤みゆき - コロナ対策を施したピラティススタジオのオープンと技術の高度化 ¥612,000

3893 任意団体 競技団体 山梨県 富士河口湖リトルシニア野球協会 - コロナで変わった生活様式に対応する為の事業 ¥511,000

3894 個人事業主 アスリート 愛媛県 松木竜也 - 新型コロナウイルスの影響下におけるトレーニング機器の充実 ¥467,000

3895 任意団体 少年団 埼玉県 越生体操スポーツ少年団 - 密を避けた活動環境の整備と団員の感染予防、新規団員の獲得 ¥236,000

3896 任意団体 少年団 埼玉県 入間ドリームキッズスポーツ少年団 - オンライン導入及び団員獲得と団結向上活動並び感染予防対策 ¥807,000

3897 法人 競技団体 東京都 公益社団法人日本ライフル射撃協会 3011005000155 通信環境整備によるオンライン大会実施と会議及び作業の効率化 ¥892,000

3898 法人 体育・スポーツ協会 京都府 公益財団法人京都府スポーツ協会 4130005012882 オンライン栄養相談 ¥373,000

3899 個人事業主 インストラクター 奈良県 林隆志 - 2020年自然門リモートクラス ¥240,000

3900 任意団体 事務局(運営) 三重県 長島町ミニバスケットボールスポーツ少年団（女子） - コロナ禍における新入部員獲得及びチームとしての感染症対策 ¥36,000

3901 個人事業主 インストラクター 大阪府 菊田英淑 - コロナ対策を施したスタジオ運営およびオンライン事業 ¥334,000

3902 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人TRE 5011805002472 法人継続及びオンライン指導によるサービス拡大 ¥1,009,000

3903 任意団体 総合型クラブ 千葉県 北市川スポーツクラブ - 総合型地域スポーツクラブ運営事業 ¥341,000

3904 任意団体 競技団体 和歌山県 和歌山リトルシニア硬式野球協会 - チームの活動を継続するためコロナの感染リスクを減す対策 ¥1,205,000

3905 法人 事務局(運営) 宮城県 一般社団法人スポーツクラブバンブルビー白石 5370005009929 スポーツフェスティバルの開催・サッカー大会 ¥194,000
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3906 個人事業主 インストラクター 宮城県 高橋久子 - ビタミンズームヨガ ¥81,000

3907 個人事業主 公認指導者 栃木県 狐塚崇宏 - コロナ時期におけるブランディング並びにサービス向上事業計画 ¥1,012,000

3908 法人 事務局(運営) 愛知県 NPO法人D-Project 2180005017417 『セミナー・トレーニング指導のオンライン化事業』 ¥220,000

3909 個人事業主 アスリート 千葉県 飯田辰哉 - コロナ対策を施した室内練習の実施 ¥326,000

3910 個人事業主 インストラクター 京都府 谷口貴子 - 非対面型の指導、資格のグレードアップで新規開拓 ¥375,000

3911 個人事業主 インストラクター 福岡県 吉川麻美 - 感染症防止に取り組んだレッスンの提供及び指導法の高度化 ¥356,000

3912 個人事業主 公認指導者 東京都 宮川将志 - コロナ対策を施した非対面式セッションの指導とその高度化 ¥140,000

3913 任意団体 少年団 栃木県 吉田西クラブスポーツ少年団 - コロナ過のおける練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥97,000

3914 個人事業主 インストラクター 東京都 谷口丈治 - 空手稽古のハイブリッド化＋オンライントレーニングサービス展開 ¥1,269,000

3915 個人事業主 インストラクター 神奈川県 源徳鉉 - コロナ対策を徹底する貸切型シェアリングジムのＩＣＴ化 ¥1,001,000

3916 任意団体 少年団 滋賀県 米原野球スポーツ少年団 - 効率的かつ継続的な活動環境の整備 ¥155,000

3917 任意団体 総合型クラブ 大阪府 箕面東コミュニティスポーツクラブ - 感染拡大防止策を徹底した定期プログラムと教室の再開と継続 ¥406,000

3918 個人事業主 公認指導者 静岡県 小野澤宏時 - withコロナでの安全な集まり方・運動機会創出のための取組み ¥720,000

3919 個人事業主 インストラクター 東京都 佐々木陽子 - 非対面型レッスン・トレーニング指導の高度化 ¥926,000

3920 法人 競技団体 神奈川県 一般社団法人神奈川県トライアスロン連合 9020005013697 主催大会の新型コロナウイルス感染症防止対策について ¥1,421,000

3921 任意団体 事務局(運営) 大阪府 全日本少年硬式野球連盟大阪第一支部貝塚ヤング - コロナ禍における練習の再開及び感染症対策 ¥135,000

3922 個人事業主 インストラクター 埼玉県 土居朋代 - オンライン指導 ¥515,000

3923 個人事業主 インストラクター 静岡県 久田記子 - 非対面・オンラインでレッスンをする ¥344,000

3924 個人事業主 インストラクター 滋賀県 大島寛紀 - 新しい生活様式に対応した次世代型ジムの運営 ¥259,000

3925 任意団体 事務局(運営) 東京都 南 - コロナ禍における練習の再開とチーム内の感染症対策 ¥38,000

3926 個人事業主 インストラクター 千葉県 岩井信行 - 非対面型事業モデル転換、自宅でできるオンライン＆動画提供 ¥695,000

3927 法人 事務局(運営) 東京都 NPO法人府中アスレティックフットボールクラブ 5012405001204 非対面事業での青少年育成とエンターテイメント創出 ¥609,000

3928 個人事業主 インストラクター 東京都 新毛幸 - ダンス＆フラサークル　ポセ＆イムア ¥761,000

3929 任意団体 事務局(運営) 京都府 京都西京極ボーイズ - コロナ禍における練習の継続及びチームとしての感染症対策 ¥483,000

3930 個人事業主 アスリート 神奈川県 川越勇星 - 非対面式で行う個人での練習環境の充実 ¥333,000

3931 個人事業主 アスリート 茨城県 朝倉智仁 - Zwiftを使用しての非対人トレーニングの構築 ¥657,000

3932 任意団体 事務局(運営) 滋賀県 青山田上スポーツ少年団野球部 - コロナ禍における練習の再開とチームとしての感染症対策 ¥99,000

3933 任意団体 事務局(運営) 長野県 上小KBC - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥176,000

3934 個人事業主 インストラクター 千葉県 斉藤千重 - ユーチューブによるオンラインレッスン事業 ¥1,026,000

3935 個人事業主 インストラクター 大阪府 藤本聡 - コロナ対策を講じた新サービス提供および健康事業の拡大 ¥228,000

3936 個人事業主 インストラクター 長野県 村木聡一 - スタジオの感染症対策強化とオンラインレッスンの展開 ¥1,164,000

3937 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 下中スピリッツ - コロナ禍におけるチームとしての感染症の対策 ¥32,000

3938 個人事業主 アスリート 新潟県 佐野多喜男 - 個人トレーニングによる練習環境の充実 ¥121,000

3939 個人事業主 インストラクター 大阪府 浅田智子 - オンライン古典ヨガ ¥351,000

3940 個人事業主 インストラクター 東京都 上手納実 - オンラインレッスンの環境構築 ¥119,000

3941 個人事業主 インストラクター 東京都 大橋みさき - 安心安全な非対面形でも効果的なヨガクラスの提供 ¥453,000

3942 個人事業主 インストラクター 三重県 福本裕美子 - 感染予防のための設備投資とオリジナルスポーツ製品の開発、販売 ¥447,000

3943 個人事業主 インストラクター 和歌山県 中谷千保子 - オンラインのレッスン導入。スタジオ内での感染リスク減少 ¥332,000

3944 個人事業主 インストラクター 大阪府 田中雄己 - コロナ対策を施したテニス教室運営及び指導方法の高度化 ¥900,000

3945 個人事業主 インストラクター 京都府 小杉仁亜麻 - 非対面のオンラインヨガ教室「自宅でできる新健康習慣」の提供 ¥304,000

3946 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人東京ヴェルディクラブ 6012405004222 ホッケー競技の教室・練習・大会への参加事業 ¥653,000
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3947 個人事業主 インストラクター 千葉県 中川陽子 - コロナ対策をした非対面型練習環境とオンライン指導の構築 ¥602,000

3948 個人事業主 インストラクター 東京都 小澤津奈子 - オンラインレッスンの新設とレッスン再開の徹底した感染症対策 ¥639,000

3949 個人事業主 インストラクター 兵庫県 内藤一美 - オンライン指導による新しいフィットネスライフの提供 ¥291,000

3950 任意団体 競技団体 滋賀県 滋賀県レスリング協会 - 2020第63回全国高等学校選抜レスリング大会参加 ¥517,000

3951 任意団体 事務局(運営) 兵庫県 ヤング神戸須磨クラブ - コロナ禍における練習・大会主催・参戦の感染症対策 ¥1,330,000

3952 個人事業主 インストラクター 神奈川県 大内かおり - コロナ対策万全のクラス、オンラインの高度化 ¥210,000

3953 任意団体 事務局(運営) 京都府 百々体振バレー部 - コロナ禍における事業活動継続のための感染防止対策 ¥10,000

3954 任意団体 事務局(運営) 大阪府 池少ラージ - コロナ禍における練習の再開及びチームの感染症対策 ¥17,000

3955 個人事業主 インストラクター 東京都 庄野芳子 - 非対面によるグループレッスン指導方法の高度化 ¥470,000

3956 個人事業主 インストラクター 北海道 小林秀子 - コロナ対策を施したスタジオ経営及び指導法の高度化 ¥324,000

3957 個人事業主 インストラクター 愛知県 及川亜矢子 - AYAオンラインレッスン ¥320,000

3958 法人 事務局(運営) 大阪府 一般社団法人スタジオフラッシュ 1120105009221 非接触型ダンスレッスンへの変換事業 ¥1,000,000

3959 個人事業主 インストラクター 奈良県 坂口朝佳 - コロナウイルスを施したスタジオ運営及び指導法の高度化 ¥506,000

3960 個人事業主 アスリート 高知県 濱口健二 - 自宅トレーニング室における脚力強化事業 ¥305,000

3961 任意団体 事務局(運営) 富山県 BADWEIZER - バドミントンを通したスポーツ活動の普及及び競技レベルの向上 ¥453,000

3962 任意団体 事務局(運営) 大阪府 中百舌鳥ボーイズ - コロナ禍のおける練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥1,258,000

3963 個人事業主 インストラクター 東京都 喜瀬容子 - コロナ予防の為に対面式授業をオンラインへ切替とS N S強化 ¥1,078,000

3964 個人事業主 アスリート 大阪府 元砂勇雪 - 非対面型トレーニングの構築 ¥395,000

3965 個人事業主 公認指導者 奈良県 水口凱 - オンラインサロン構築のための環境制作 ¥225,000

3966 個人事業主 公認指導者 福井県 栗本宣和 - エリートキッズを対象としたカヌー教室の実施とその備品整備 ¥1,015,000

3967 個人事業主 インストラクター 東京都 井本はじめ - スクール事業のオンライン化及びコロナ終息後に向けた大会準備 ¥929,000

3968 個人事業主 公認指導者 佐賀県 原司 - 非対面型トレーニング環境の構築 ¥663,000

3969 個人事業主 インストラクター 東京都 諸星美紗 - コロナ禍での非対面レッスン、マンツーマンレッスン事業 ¥429,000

3970 個人事業主 インストラクター 東京都 箕輪かよ子 - コロナ対策を施したスタジオ運営及び指導方法の高度化 ¥200,000

3971 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人スポーツ能力発見協会 7011405001699 運動能力向上動画配信事業 ¥530,000

3972 個人事業主 インストラクター 埼玉県 三輪聖実 - 非対面型ヨガ教室の構築 ¥1,058,000

3973 任意団体 総合型クラブ 山梨県 アスとれ総合型クラブ - 総合型クラブ運営事業・非接触型トレーニングクラス開催事業 ¥1,223,000

3974 個人事業主 インストラクター 大阪府 中田領 - フットサルスクール継続事業 ¥576,000

3975 法人 事務局(運営) 愛知県 一般社団法人yooTH 9180005018128 コロナ下におけるスポーツ参加と事業活動の継続 ¥713,000

3976 任意団体 事務局(運営) 滋賀県 大津北リトルシニア - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥1,263,000

3977 任意団体 競技団体 東京都 港区トライアスロン連合 - コロナ禍でのオンラインレッスンと再開に向けたリアルレッスン ¥632,000

3978 任意団体 事務局(運営) 茨城県 Re//BirthBadmintonClub - コロナ感染症対策を講じた練習の再開と継続及びイベントの開催 ¥351,000

3979 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 HighAmbition2020jp. - 女子サイクリングチームによる自転車文化発展の機運醸成事業 ¥606,000

3980 法人 事務局(運営) 沖縄県 一般社団法人daimon 9360005005017 スポーツによる社会包摂を維持するための事業高度化プロジェクト ¥755,000

3981 個人事業主 アスリート 神奈川県 荒谷龍人 - 感染拡大防止対策を行ってコロナをKO ¥196,000

3982 個人事業主 アスリート 愛媛県 宇根秀俊 - コロナ対策に沿った事業継続、練習環境の整備 ¥448,000

3983 個人事業主 インストラクター 東京都 稲石康子 - オンラインでの講習会教室開催と資格取得更新で指導方法の高度化 ¥65,000

3984 任意団体 競技団体 香川県 高松リトルシニア野球協会 - コロナ環境における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥394,000

3985 個人事業主 インストラクター 神奈川県 中里恵美子 - 感染防止の為の少人数及び非対面型の健康指導 ¥782,000

3986 個人事業主 アスリート 岐阜県 CARDOSO ZANOLINI DANILO - コロナ時代で体力を減った人たちにスタミナをつけるサポート事業 ¥1,000,000

3987 法人 総合型クラブ 神奈川県 特定非営利活動法人かながわクラブ 6020005002661 総合型地域スポーツクラブ活動維持継続事業 ¥1,000,000
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3988 法人 事務局(運営) 福島県 特定非営利活動法人ツークンフトロカール 8380005010791 コロナ対策環境整備、リスタート事業 ¥676,000

3989 個人事業主 インストラクター 東京都 勝田真有 - コロナ対策を施したパーソナル＆オンラインクラスの開設 ¥132,000

3990 個人事業主 インストラクター 大阪府 深谷友子 - Studio　Inner　Works　オンラインレッスン ¥336,000

3991 個人事業主 インストラクター 東京都 柿塚アンドレ - 非対面型レッスン、イベント及び養成講座の実施 ¥373,000

3992 個人事業主 インストラクター 東京都 山口沙弥香 - ソーシャルディスタンスに配慮した練習環境の整備や備品購入事業 ¥351,000

3993 個人事業主 インストラクター 福岡県 福田早弥香 - オンラインによる運動指導と新規レッスン獲得のための資格取得 ¥235,000

3994 個人事業主 インストラクター 東京都 安西千紗 - オンラインコンテンツの拡充及び予約＆決済システムの構築 ¥681,000

3995 任意団体 競技団体 北海道 北海道チアリーディング連盟 - 第18回北日本チアリーディングフェスティバル ¥653,000

3996 任意団体 事務局(運営) 愛知県 新日本スポーツ連盟愛知県連盟 - 第50回春季スポーツ大会　バドミントン大会 ¥134,000

3997 法人 競技団体 京都府 一般社団法人京都車連 6130005015644 関西シクロクロスシリーズ4大会MAKINO ROUND ¥1,012,000

3998 任意団体 事務局(運営) 埼玉県 新座東リトルシニアチーム - コロナ禍における練習の再開、及びチームとしての感染症対策 ¥295,000

3999 個人事業主 公認指導者 神奈川県 竹内健人 - 新型コロナウイルス対策による新しい練習環境の構築 ¥522,000

4000 法人 事務局(運営) 大阪府 NPO法人ソルプラス 6120005020298 リモートワーク・事業再開及び新規拡大事業 ¥1,037,000

4001 個人事業主 インストラクター 東京都 田中みづき - 安心して受けられる心身サポート事業の高度化運営 ¥1,022,000

4002 個人事業主 インストラクター 熊本県 平田裕美 - コロナ対策を施したスタジオの安全で安心できるスタジオ運営 ¥26,000

4003 法人 事務局(運営) 宮城県 一般社団法人ぶるー・びー 2370005009163 就労支援事業所対抗「リモート運動会」の開催 ¥778,000

4004 任意団体 少年団 埼玉県 常盤スポーツ少年団サッカー部 - コロナ禍における練習再開、大会の開催及びチームの感染症対策 ¥154,000

4005 任意団体 事務局(運営) 宮城県 スポーツトータルライフサポート - 非対面型「リモート教室」の導入のための環境の整備と事業実施 ¥726,000

4006 個人事業主 その他個人 神奈川県 竹田真知枝 - 集合住宅の室内で出来る運動効率を上げるような整体レッスン展開 ¥155,000

4007 法人 事務局(運営) 山梨県 特定非営利活動法人ＷＩＮＧ 1090005006867 新規入会者獲得及び、クラブとしての感染症対策 ¥153,000

4008 個人事業主 インストラクター 東京都 泉ひかり - リアルイベントに代わる普及・認知活動と、選手としての能力向上 ¥265,000

4009 個人事業主 インストラクター 東京都 須原絵里 - 運動指導のオンライン化による新規顧客獲得とスタジオ整備 ¥162,000

4010 個人事業主 インストラクター 東京都 岩熊宏幸 - 設備増強によるオンラインと非対面型ビジネスモデルの構築 ¥383,000

4011 任意団体 競技団体 大阪府 大阪福島リトルシニア野球協会 - コロナ禍における従来の活動再開及びチーム全体での感染予防対策 ¥1,087,000

4012 個人事業主 インストラクター 神奈川県 池田仁 - 非対面型オンラインレッスン拡大＆テレワーク推進プロジェクト ¥381,000

4013 個人事業主 インストラクター 大阪府 安藤弘晃 - スポーツ選手の減少を防ぐためトレーナーの立場からできる取組 ¥642,000

4014 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人Earthing Girl 8012405004162 オンライン化によるヨガサービスへの拡大と対面レッスンの維持 ¥916,000

4015 任意団体 競技団体 愛知県 新日本スポーツ連盟愛知卓球協会 - 全国大会予選会及び東海卓球団体リーグ及びプログレスリーグ ¥1,024,000

4016 任意団体 競技団体 大阪府 豊中リトルリーグ野球協会 - 練習再開、活性化の為記念大会の開催、感染症対策 ¥930,000

4017 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人東海道品川宿スポーツクラブ 4010705002443 新型コロナウイルス感染症対策を施したフットサル継続高度化 ¥256,000

4018 個人事業主 インストラクター 福岡県 栁本三佐子 - コロナ対策での安全取組の高度化とオンラインでの講座開設 ¥243,000

4019 任意団体 事務局(運営) 神奈川県 横浜栄リトルシニア - コロナ禍における練習の再開及びチームとしての感染症対策 ¥108,000

4020 個人事業主 インストラクター 東京都 向井小百合 - レッスンのオンライン化と健康指導へ向けてのスキルアップ ¥349,000

4021 個人事業主 インストラクター 埼玉県 野口史織 - コロナ対策を施したトレーニング指導の高度化 ¥837,000

4022 個人事業主 アスリート 沖縄県 屋宜浩二 - コロナ対策を実施した自宅練習環境の整備とトレーニングの高度化 ¥486,000

4023 法人 事務局(運営) 東京都 一般社団法人日本スポーツ医学検定機構 5010005024732 感染症予防対策を行ったスポーツ医学検定とオンライン講習の実施 ¥1,122,000

4024 個人事業主 アスリート 高知県 藤原浩 - コロナ対策を施した競技練習及びトレーニングの高度化 ¥186,000

4025 個人事業主 インストラクター 埼玉県 青木恭子 - オンライン各サービスの開設による新規事業の展開 ¥626,000

4026 個人事業主 インストラクター 神奈川県 池田めぐみ - コロナ対策を施したスタジオ運営および指導方法の高度化 ¥1,124,000

4027 個人事業主 インストラクター 東京都 石原康恵 - 背骨コンディショニングの養成講座、レッスンのオンライン化 ¥196,000

4028 個人事業主 インストラクター 東京都 大河原千秋 - 健康太極拳の安心・安全な指導再開とオンライン指導開始 ¥136,000
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4029 法人 事務局(運営) 広島県 一般社団法人ITADAKI 4240005014249 オンラインマラソンシステムの構築とテスト運営 ¥1,000,000

4030 個人事業主 インストラクター 神奈川県 野澤睦子 - オンラインによるカウンセリング及び非対面型ゴルフレッスン ¥1,234,000

交付決定額合計 ¥2,500,652,000
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