
2021年4月16日

　 公益財団法人 ゴールドウイン西田東作スポーツ振興記念財団

2021年度の助成先を以下の通り決定いたしました（敬称略）。

１．障がい者スポーツ支援事業

①トップを目指す障がい者スポーツ選手への助成

氏名 競技種目名

1 仁田原　裕貴 ボッチャ

2 荻原　虎太郎 パラ水泳

3 河本　圭亮 ボッチャ

4 北野　安美紗 パラ水泳

5 小山　真 パラカヌー

6 菅原　紘汰 パラ水泳

7 岡島　貫太 パラ水泳

8 江崎　駿 ボッチャ

9 近藤　薫 パラ水泳

10 由井　真緒里 パラ水泳

11 小池　さくら パラ水泳

12 宮嶋　志帆 パラカヌー

13 増田　汐里 パラカヌー

14 日向　楓 パラ水泳

15 内田　峻介 ボッチャ

16 宇津木　美都 パラ水泳

17 加藤　隆典 パラカヌー

②障がい者スポーツ競技団体への助成

団体名 申請事業名

1 一般社団法人日本障害者カヌー協会 第4回全国200M競漕（第4回全国障害者カヌー交流大会）

2 一般社団法人日本パラ水泳連盟 2022　パラ水泳春季記録会

3 一般社団法人日本ボッチャ協会 第23回日本ボッチャ選手権大会　西日本ブロック予選会

4 一般社団法人日本パラクライミング協会 2021年度パラクライミング日本選手権大会

5 特定非営利活動法人日本アンプティサッカー協会 アンプティサッカーユース・ミドルユース強化キャンプ2021

6 特定非営利活動法人日本ソーシャルフットボール協会 ソーシャルフットボール日本代表キャンプ

7 一般社団法人日本デフビーチバレーボール協会 デフビーチバレーボール第4回国際親善大会　in大分田ノ浦ビーチ

③障がい者スポーツウエアの研究開発助成

団体名 申請事業名

1 広島大学病院スポーツ医科学センター パラアスリートのための脱水感知機能付きウェアの開発

2021年度助成先決定について
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２．次世代育成事業

①ジュニアスポーツ競技者への活動助成

氏名 競技種目名

1 石塚　心樹 スキー

2 前田　優 硬式テニス

3 西脇　千夏 クライミング

4 澤村　玲奈 スキー

5 眞鍋　親ノ介 スキー

6 石谷　望乃 ゴルフ

7 横尾　彩乃 スキー

8 横尾　錬 スキー

9 宮村　結斗 スノーボード

10 伊藤　真凛 スキー

11 大越　凪 スノーボード

12 桐山　真葵 競泳

13 中村　騎士 スキー

14 堺　麻里杏 スキー

15 高木　陸 競泳

16 松山　寿輝也 ゴルフ

17 駒田　光音 硬式テニス

18 渡邉　拓己 硬式テニス

19 神園　航平 競泳

20 川田　淳平 スキー

21 楠田　夢乃 競泳

22 辻出　詩子 競泳

23 鈴木　蒼大 スキー

24 元野　響 スキー

25 前川　翔 スキー

26 大島　ひなの スノーボード

27 早川　徹彦 スキー

28 小池　愛菜 硬式テニス

29 西小野　皓大 競泳

30 澤野　莉子 競泳

31 鈴木　彩心 競泳

32 大下　賢実 クライミング

33 竹内　りか スキー

34 杉﨑　大翔 スノーボード

35 齊藤　蒼太 スノーボード

36 松岡　隼 硬式テニス

37 山田　啓史 競泳

38 仲光　陸遥 競泳
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39 中村　凛々花 スキー

40 手銭　利玖 スキー

41 林　遼真 スキー

42 大嶋　千桜 競泳

43 武藤　守生 硬式テニス

44 森井　姫明麗 スノーボード

45 長谷川　帝勝 スノーボード

46 柿本　優空 スノーボード

47 佐々木　詩華 クライミング

48 鈴木　琉生 スキー

②ジュニアスポーツ競技団体への助成

団体名 申請事業名

1 公益社団法人 愛知県スキー連盟
SAJ東海北陸ブロック主催事業「30daysピスラボトレーニング」でのコーチ

ングスタッフ参加事業

2 熊本県ゴルフ協会 熊本県のジュニアゴルファー育成事業

3 特定非営利活動法人みなとラグビースクール ラグビーを通じた青少年の健全育成に関する事業

4 Blue・Sky株式会社 全日本小中学生リードクライミング大会

5 一般社団法人 江の島ヨットクラブ 2021年度江の島強化合同フリートレース

３．富山県スポーツ振興事業

①アスリート・指導者育成助成

団体名 申請事業名

1 富山県バレーボール協会 競技者育成プログラム男子強化練習会実施事業

2 富山県バレーボール協会 競技者育成プログラム女子強化練習会実施事業

3 富山県ホッケー協会 令和3年度富山総体上位入賞に向けた医科学的強化事業

4 富山県ホッケー協会 第53回全国高等学校選抜ホッケー大会

5 富山県ウエイトリフティング協会 ジュニアトレーニングキャンプ

6 富山県ソフトテニス連盟 中学生ソフトテニス道場

7 富山県カヌー協会 ジュニア強化合宿

8 富山県ボート協会 富岩運河重点強化活動

9 富山県ソフトボール協会 第40回全国高等学校男子ソフトボール選抜大会及び強化遠征

10 富山県スキー連盟 2022全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技参加事業

11 富山県スキー連盟 中学生および高校生の北海道遠征合宿

12 富山県スキー連盟 ジャンプ競技ジュニア育成事業

13 富山県アイスホッケー連盟 少年男子富山県選抜北海道強化合宿

②中学生のスポーツスクール助成

団体名 申請事業名

1 富山県スケート連盟 ショートトラックスピードスケート競技の県外試合参加及び事前合宿

2 富山県テニス協会 ジュニアトレセン（県ジュニア強化チーム）
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3 特定非営利活動法人 おやべスポーツクラブ おやべジュニアスポーツ振興事業

4 朝日町体育協会 朝日町型コミュニティスポーツクラブ事業

5 となみスポーツクラブ「トライズ」 ジュニア i スクール

6 ひすいスポーツクラブ 中学生バドミントン教室

7 富山県ゴルフ連盟 ゴルフプロジェクト

8 富山県ラグビーフットボール協会 富山県中学校選抜強化育成事業

9 富山県バドミントン協会 富山南ジュニアバドミントンクラブ

10 富山県アーチェリー協会 アスリート育成事業

以上
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