
国際ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(IOC) ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) 国際大学ｽﾎﾟｰﾂ連盟(FISU)

大会名 オリンピック 世界陸上競技選手権大会 アジア競技大会 ｱｼﾞｱ陸上競技選手権大会 ユニバーシアード大会

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） 世界陸上競技連盟(WA) ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) ｱｼﾞｱ陸上競技連盟(AAA) 国際大学ｽﾎﾟｰﾂ連盟(FISU)

大会名 オリンピック
FIFAﾜｰﾙﾄﾞｶｯ
ﾌﾟ・FIFA女子ﾜｰﾙ
ﾄﾞｶｯﾌﾟ

アジア競技大会
AFCｱｼﾞｱｶｯﾌﾟ・
AFC女子ｱｼﾞｱｶｯ
ﾌﾟ

ユニバーシアード大会

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） 国際ｻｯｶｰ連盟(FIFA) ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) ｱｼﾞｱｻｯｶｰ連盟(AFC) 国際大学ｽﾎﾟｰﾂ連盟(FISU)

大会名 オリンピック 世界卓球選手権大会 アジア競技大会 アジア卓球選手権大会 ユニバーシアード大会

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） 国際卓球連盟(ＩＴＴＦ) ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) ｱｼﾞｱ卓球連合（ATTU) 国際大学ｽﾎﾟｰﾂ連盟(FISU)

大会名
主催

大会名 オリンピック アジア競技大会
主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA)

大会名 オリンピック 世界柔道選手権大会 アジア競技大会
主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） 国際柔道連盟(ＩＪＦ) ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA)

大会名 オリンピック 世界水泳選手権大会 アジア競技大会 アジア水泳選手権大会 ユニバーシアード大会

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） 国際水泳連盟(ＦＩＮＡ) ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) アジア水泳連盟（ＡＡＳＦ） 国際大学ｽﾎﾟｰﾂ連盟(FISU)

大会名 オリンピック アジア競技大会 ユニバーシアード大会

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) 国際大学ｽﾎﾟｰﾂ連盟(FISU)

大会名 オリンピック 世界選手権 アジア競技大会 ユニバーシアード大会

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） 国際バレーボール連盟（ＦＩＶＢ） ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) 国際大学ｽﾎﾟｰﾂ連盟(FISU)

大会名 オリンピック ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ アジア競技大会

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） World Rugby ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA)

大会名 世界ソフトテニス選手権 アジア競技大会 アジアソフトテニス選手権

主催 国際ソフトテニス連盟 ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) アジアソフトテニス連盟

大会名
主催

大会名 オリンピック 世界バドミントン選手権大会 アジア競技大会 アジアバドミントン選手権大会 ユニバーシアード大会

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） 世界バドミントン連盟（ＢＷＦ） ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) アジアバドミントン連盟 国際大学ｽﾎﾟｰﾂ連盟(FISU)

大会名 オリンピック 世界ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ選手権大会 アジアﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ選手権大会

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） 国際ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ連盟(IFSC) アジアｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ連盟

大会名 オリンピック アジア競技大会

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA)

大会名 オリンピック ワールドカップ アジア競技大会 アジアチャンピオンズトロフィー ユニバーシアード大会

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） 国際ﾎｯｹｰ連盟(FIH) ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) ｱｼﾞｱﾎｯｹｰ連盟(AHF) 国際大学ｽﾎﾟｰﾂ連盟(FISU)

大会名 オリンピック 世界ボクシング選手権大会 アジア競技大会 アジア選手権大会 ユニバーシアード大会

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） 国際ボクシング協会（ＩＢＡ） ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) ＡＢＣ 国際大学ｽﾎﾟｰﾂ連盟(FISU)

大会名 オリンピック 世界体操選手権大会 アジア競技大会 アジア体操選手権大会 ユニバーシアード大会

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） 国際体操連盟（ＦＩＧ） ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) アジア体操連盟(AGU) 国際大学ｽﾎﾟｰﾂ連盟(FISU)

大会名 オリンピック FIBAﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ アジア競技大会 FIBA ASIA選手権大会 ユニバーシアード競技大会

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） 国際ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟(FIBA) ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) ｱｼﾞｱﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟(FIBA Asia) 国際大学ｽﾎﾟｰﾂ連盟(FISU)

大会名 オリンピック 世界選手権大会 アジア競技大会 アジア選手権大会 ユニバーシアード大会

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） 世界レスリング連合（ＵＷＷ） ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) アジアレスリング連盟（ＡＡＷＣ） 国際大学ｽﾎﾟｰﾂ連盟(FISU)

大会名 オリンピック ウエイトリフティング世界選手権大会 アジア競技大会 ウエイトリフティングアジア選手権大会 ユニバーシアード大会

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） 国際ウエイトリフティグ連盟（ＩＷＦ） ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) アジアウエイトリフティグ連盟（ＡＷＦ） 国際大学ｽﾎﾟｰﾂ連盟(FISU)

大会名 オリンピック 世界選手権大会 アジア競技大会 アジア選手権大会 ユニバーシアード大会

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） 国際ハンドボール連盟 ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) アジアハンドボール連盟 国際大学ｽﾎﾟｰﾂ連盟(FISU)

大会名 オリンピック 世界選手権自転車競技大会 アジア競技大会 アジア自転車競技選手権大会 ユニバーシアード大会

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） 国際自転車競技連合（ＵＣＩ） ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) アジア自転車競技連合 国際大学ｽﾎﾟｰﾂ連盟(FISU)

大会名 オリンピック 世界フェンシング選手権大会 アジア競技大会 アジアフェンシング選手権大会 ユニバーシアード大会

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） 世界フェンシング連盟 ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) アジアフェンシング連盟 国際大学ｽﾎﾟｰﾂ連盟(FISU)

大会名 オリンピック 世界選手権大会 アジア競技大会 アジア女子選手権大会(競技別）

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） 国際ソフトボール連盟 ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) アジアソフトボール連盟

大会名
主催

大会名 世界選手権大会
主催 国際剣道連盟（ＦＩＫ）

大会名 アジア競技大会
主催 ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA)

大会名 オリンピック ボート選手権 アジア競技大会 ユニバーシアード大会

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） 国際ボート連盟（ＦＩＳＡ） ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) 国際大学ｽﾎﾟｰﾂ連盟(FISU)

大会名 オリンピック 世界選手権
主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） 世界スキー連盟（ＦＩＳ）

30 兵庫県スキー連盟　 － － －

28 兵庫県野球連盟　 － － －

29 兵庫県ボート協会　 －

－

－ － － －

－

26 兵庫県弓道連盟　 － － － － －

23 兵庫県自転車競技連盟　

24 兵庫県フェンシング協会　

25 兵庫県ソフトボール協会　

22 兵庫県ハンドボール協会　

27 公益財団法人兵庫県剣道連盟　

19 一般財団法人兵庫県バスケットボール協会　

20 兵庫県レスリング協会　

21 兵庫県ウエイトリフティング協会　

16 兵庫県ホッケー協会　

17 兵庫県ボクシング連盟　

18 兵庫県体操協会　

－

15 一般社団法人兵庫県テニス協会　 － － －

－ －

13 兵庫県バドミントン協会　

14 兵庫県山岳連盟　 －

－

11 兵庫県ソフトテニス連盟　 － －

12 兵庫県相撲連盟　 － － －

9 一般財団法人兵庫県バレーボール協会　 －

10 一般社団法人兵庫県ラグビーフットボール協会　

6 兵庫県柔道連盟　 －

－ －

－

－ －

4 兵庫県軟式野球連盟　 － － － －

8 兵庫県セーリング連盟　

－

7 一般社団法人兵庫県水泳連盟　

－

5 公益財団法人兵庫県馬術連盟　 －

1 一般財団法人兵庫陸上競技協会　

2 一般社団法人兵庫県サッカー協会　

3 兵庫県卓球協会

公益財団法人兵庫県スポーツ協会表彰対象競技大会一覧【その他の国際大会を除く】別表１

オリンピック
世界選手権大会

アジア競技大会
アジア選手権大会

ユニバーシアード大会



国際ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(IOC) ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) 国際大学ｽﾎﾟｰﾂ連盟(FISU)

大会名 オリンピック 世界選手権大会 冬季アジア競技大会 冬季ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ大会

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） 国際ｽｹｰﾄ連盟(ISU) ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) 国際大学ｽﾎﾟｰﾂ連盟(FISU)

大会名 オリンピック 世界選手権大会 アジア競技大会 ユニバーシアード大会

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） 国際ｽｹｰﾄ連盟(ISU) ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) 国際大学ｽﾎﾟｰﾂ連盟（FISU)

大会名 オリンピック 世界射撃（クレー）選手権 アジア競技大会 アジア大陸射撃選手権大会(競技別） ユニバーシアード大会

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） ＩＳＳＦ ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) アジア射撃連合（ＡＳＣ） 国際大学ｽﾎﾟｰﾂ連盟(FISU)

大会名 オリンピック 世界射撃（ライフル）選手権 アジア競技大会 アジア大陸射撃選手権大会 ユニバーシアード大会

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） ＩＳＳＦ ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) アジア射撃連合（ＡＳＣ） 国際大学ｽﾎﾟｰﾂ連盟(FISU)

大会名
主催

大会名 世界なぎなた選手権大会

主催 国際なぎなた連盟（ＩＮＦ）

大会名
主催

大会名 オリンピック 世界空手道選手権大会 アジア競技大会 ｱｼﾞｱ競技大会
主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） 世界空手道連盟(WKF) ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) ｱｼﾞｱ空手道連盟(EAKF)

大会名 オリンピック 世界選手権大会 アジア競技大会 アジア選手権大会 ユニバーシアード大会

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） 世界アーチェリー連盟（ＷＡ） ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) アジアアーチェリー連盟（ＡＡＦ） 国際大学ｽﾎﾟｰﾂ連盟(FISU)

大会名 オリンピック 世界選手権大会 アジア競技大会 アジア選手権大会 ユニバーシアード大会

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） 国際カヌー連盟（ＩＣＦ） ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) アジアオリンピック評議会（ＯＣＡ） 国際大学ｽﾎﾟｰﾂ連盟(FISU)

大会名 オリンピック ＩＩＨＦ世界選手権大会トップデビジョン アジア競技大会 ユニバーシアード大会

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） 国際アイスホッケー連盟（ＩＩＨＦ） ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) 国際大学ｽﾎﾟｰﾂ連盟(FISU)

大会名 世界選手権大会 アジア競技大会 アジア選手権大会

主催 世界ボウリング連盟 ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA) アジアボウリング連盟（ＡＢＦ）

大会名 世界選手権大会
主催 少林寺拳法世界連合

大会名 世界武術選手権大会 アジア競技大会 アジアジュニア武術選手権大会

主催 国際武術連盟（ＩＭＵＦ） アジアオリンピック評議会 アジア武術連盟（ＷｆＦ）

大会名
主催

大会名 世界選手権大会 アジア選手権大会

主催 世界ペタンク連盟 アジアペタンク連盟

大会名 オリンピック
世界ｱﾏﾁｭｱｺﾞﾙ
ﾌﾁｰﾑ選手権

アジア競技大会 ﾉﾑﾗｶｯﾌﾟｱｼﾞｱ太平洋ｱﾏﾁｭｱｺﾞﾙﾌﾁｰﾑ選手権

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） 世界アマチュアゴルフ評議会（ＷＡＧＣ） アジアオリンピック評議会 アジア太平洋ゴルフ連盟

大会名 オリンピック
ワールドトライアスロン
チャンピオンシップシリーズ
(WTCS)

アジア競技大会 ＡＳＴＣアジアトライアスロン選手権

主催 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ） ﾜｰﾙﾄﾞﾄﾗｲｱｽﾛﾝ(WT) ｱｼﾞｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ評議会(OCA)
アジアトライアスロン
同盟(ASTC)

大会名
主催

大会名 世界綱引選手権大会 アジア綱引選手権大会

主催 国際綱引連盟 アジア綱引連盟
大会名 世界パワーリフテング選手権大会 アジアパワーリフテング選手権大会

主催 国際パワーリフティング連盟（ＩＰＵ） アジアパワーリフティング協会(APF)

大会名 世界選手権大会 アジア選手権大会

主催 世界ダンススポーツ連盟（WDSF） アジアダンススポーツ連盟（ADSF）

大会名 世界アームレスリング選手権大会 アジアアームレスリング選手権大会

主催 世界アームレスリング連盟 アジアアームレスリング連盟

大会名
主催

大会名
主催

大会名
主催

大会名
主催

大会名 世界スポーツチャンバラ選手権大会

主催 国際スポーツチャンバラ協会

大会名
主催

大会名
主催

－ － － － －

－57 兵庫県スポーツチャンバラ協会　 － －－

59 兵庫県ドッジボール協会　

58 兵庫県バウンドテニス協会 － － － － －

－

56 兵庫県バトン協会　 － － － －

55 兵庫県トランポ・ロビックス協会　 － － － －

－

54 兵庫県グラウンド・ゴルフ協会　 －

52 兵庫県アームレスリング連盟　 － － －

53 合気道兵庫県連盟　 － － － － －

－ － － －

50 兵庫県パワーリフティング協会 － － －

51 兵庫県ダンススポーツ連盟　 － － －

46 兵庫県ゴルフ連盟　 －

47 兵庫県トライアスロン協会　 －

－

49 兵庫県綱引連盟　 － － －

48
一般社団法人
兵庫県ゲートボール連合

－ － － －

－

45 兵庫県ペタンク・ブール協会　 － － －

43 兵庫県武術太極拳連盟　 － －

44 日本拳法兵庫県連盟　 － － － －

－

42 兵庫県少林寺拳法連盟　 － － － －

39 兵庫県カヌー協会　

40 兵庫県アイスホッケー連盟　 －

41 一般社団法人兵庫県ボウリング連盟　 －

－

38 兵庫県アーチェリー連盟　

－

36 兵庫県銃剣道連盟　 － － － － －

35 兵庫県なぎなた連盟　 － － －

37 兵庫県空手道連盟　

32 兵庫県クレー射撃協会　

33 兵庫県ライフル射撃協会　

34 兵庫県フォークダンス連盟　

アジア選手権大会
ユニバーシアード大会

31

兵庫県スケート連盟
　　　　　　(ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ)

－

兵庫県スケート連盟
　　　　　　　(ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ)

－

オリンピック
世界選手権大会

アジア競技大会

－ － － － －

公益財団法人兵庫県スポーツ協会表彰対象競技大会一覧（その他の国際大会を除く）別表１


