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令和４年度兵庫県スポーツ優秀選手賞表彰対象競技大会一覧 

                          R4．1．31審査会承認 

 

区 分 全日本選手権大会 
全国実業団 

大会 

全国社会人 

大会 

全日本学生 

選手権大会 

全国高等専門学校 

選手権大会 

全国高等学校大会 

（定通制を含む） 
全国中学校大会 

1 陸上競技 日本陸上競技選手権大会

【男女／個人】 

 

全国都道府県対抗駅伝競

走大会【男女／県団体】 

 

日本陸上競技選手権リレー

競技【男女】 

 

日本陸上競技選手権２０ｋ

ｍ競歩【男女／個人】 

 

日本陸上競技選手権５０ｋ

ｍ競歩【男子／個人】 

全日本実業団対抗陸上

競技選手権大会【男女／

個人･対抗】 

 

全日本実業団駅伝競走

大会【男女／団体】 

 日本学生陸上競技対校選

手権大会【男女／個人･対

抗】 

 

全日本大学駅伝競走大会

【男女／団体】 

全国高専体育大会陸上競

技【男／個人･対抗】【女／

個人】 

全国高等学校陸上競技

対校選手権大会【男女／

個人･対抗】 

 

全国高等学校定通制陸

上競技大会【男女／個

人･県対抗】 

 

全国高校駅伝競走大会

【男女／団体】 

全日本中学校陸上競技選手

権大会【男女／個人･対抗】 

 

全国中学校体育大会駅伝競

走大会【男女／団体】 

［備考］ 

マラソン 

※その年の日本選手権者 

（年間シリーズポイントのチャンピオン） 

男：福岡国際、別府大分毎日、大阪・びわ湖毎日、 

  東京 

女：大阪国際女子、東京、名古屋ウイメンズ 

     

2 サッカー 天皇杯 JFA 全日本サッカー

選手権大会【男／団体】 

 

皇后杯JFA全日本女子サッ

カー選手権大会【女／団

体】 

 

JFA 全日本フットサル選手

権大会【男／団体】 

 

JFA 全日本女子フットサル

選手権大会【女／団体】 

 全国社会人サッカー選手権

大会【男／団体】 

全日本大学サッカー選手権

大会【男女／団体】 

 

全日本大学フットサル大会

【男女／団体】 

全国高等専門学校サッカー

選手権大会【男／団体】 

全国高等学校サッカー選

手権大会【男／団体】 

 

全日本高等学校女子サッ

カー選手権大会【女／団

体】 

 

全国高等学校定時制通

信制サッカー大会【男／

団体】 

 

高円宮杯 JFAU-18 サッカ

ープレミアリーグファイナ

ル【男子／団体】（高体連

加盟チーム以外） 

 

JFA 全日本 U-18 女子サ

ッカー選手権大会【女子

／団体】（高体連加盟チー

ム以外） 

 

JFA 全日本 U-18 フットサ

ル選手権大会【男子／団

体】 

全国中学校体育大会/全国

中学校サッカー大会【男／

団体】 

 

高円宮杯 JFA 全日本 U-15

サッカー選手権大会【男子

／団体】（中体連加盟チー

ム以外） 

 

JFA 全日本 U-15 女子サッ

カー選手権大会【女子／団

体】（中体連加盟チーム以

外） 

 

JFA全日本 U-15 フットサル

選手権大会【男子／団体】 

 

JFA全日本 U-15 女子フット

サル選手権大会【女子／団

体】 

3 卓 球 全日本卓球選手権大会（一

般の部）（シングルス･ダブ

ルス･混合ダブルス）【男女

／個人･団体】 

全日本実業団卓球選手

権大会（シングルス･ダブ

ルス）【男女／団体】  

全日本社会人卓球選手権

大会（シングルス･ダブルス）

【男女／個人】  

全日本大学総合卓球選手

権【男女／団体】 

 

全日本大学総合卓球選手

権（シングルス･ダブルス）

【男女／個人】 

全国高専体育大会卓球競

技（シングルス･ダブルス）

【男／個人･団体】【女／個

人】  

全国高校総合体育大会

卓球競技（シングルス･ダ

ブルス）【男女／個人･団

体】 

 

全国高校定通制体育大

会卓球競技（シングルス･

ダブルス）【男女／個人･

団体】 

全国中学校体育大会卓球

大会（シングルス･ダブル

ス）【男女／個人･団体】 

4 軟式野球 天皇賜杯全国軟式野球大

会【団体】 

  全日本大学選手権大会（準

硬式）【団体】 

 全国高校軟式野球選手

権大会【団体】 

 

全国高校定通制体育大

会軟式野球大会【団体】 

全日本少年軟式野球大会

【団体】 

5 馬 術 全日本総合馬術大会【個

人】 

 

全日本馬場馬術選手権大

会 Part1,2【個人】 

 

全 日 本 障 害 馬 術 大 会

Part1,2【個人】 

全日本社会人馬術大会

（障害飛越）【個人･団体】 

 全日本学生賞典障害競技

大会【団体/個人】 

 

全日本学生賞典馬場馬術 

競技大会【団体/個人】 

 

全日本学生賞典総合馬術 

競技大会【団体/個人】 

 

全日本学生馬術選手権大

会【個人】 

 

全日本学生馬術女子選手

権大会【個人】 

 全日本高校馬術競技大

会【団体】 

 

全日本高校馬術選手権

大会【個人】 

JOC ジュニアオリンピックカ

ップ大会 ・全日本ジュニア

障害馬術大会 ・全日本ジ

ュニア馬場馬術大会 ・全

日本ジュニア総合馬術大会

【個人】《中学生》 
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区 分 全日本選手権大会 
全国実業団 

選手権大会 

全国社会人 

選手権大会 

全日本学生 

選手権大会 

全国高等専門 

学 校 大 会 

全国高等学校大会 

（定通制を含む） 
全国中学校大会 

6 柔 道 全日本柔道選手権大会【男

／個人】 

 

全日本女子柔道選手権大

会【女／個人】 

 

講道館杯全日本柔道体重

別選手権大会【男女／個

人】 

 

全日本柔道選抜体重別選

手権大会【男／個人】 

 

全日本女子柔道選抜体重

別選手権大会【女／個人】 

全日本実業柔道団体対

抗大会【男女／団体】 

 

全日本実業柔道個人選

手権大会【男女／個人】 

 全日本学生柔道体重別団

体優勝大会【男女／団体】 

 

全日本学生柔道体重別選

手権大会【男女／個人】 

 

全日本学生柔道優勝大会

【男女／団体】 

全国高専体育大会柔道競

技【男女／個人･団体】 

全国高校総合体育大会

柔道競技【男／個人･団

体】【女／個人・団体】 

 

全国高等学校柔道選手

権大会【男女／団体】 

 

全国高校定通制体育大

会柔道競技【男／個人･

団体】【女／個人】 

全国中学校体育大会柔道

大会【男女／個人･団体】 

7 水 泳 日本選手権水泳競技大会 

競泳･飛込･アーティスティッ

クスイミング【男女／個人】水

球【男女／団体】オープンウ

ォータースイミング【男女／

個人】 

 日本社会人選手権水泳競

技大会【男女／個人・対抗】 

日本学生選手権水泳競技

大会 競泳･飛込【男女／個

人･対抗】水球【男女／団

体】 アーティスティックスイ

ミング【男女／個人・団体】 

全国高等専門学校水泳競技

大会【男女／個人･対抗】 

全国高校総合体育大会

水泳競技 競泳･飛込の

部【男女／個人･対抗】 

水球の部【男／団体】 

 

全国 JOC ジュニアオリン

ピックカップ夏季水泳競技

大会 ①アーティスティッ

クスイミングの部 ②競泳

の部③水球の部④飛込

の部【②～④は高体連登

録選手以外のみが対象】 

全国中学校体育大会水泳

競技大会 競泳･飛込の部

【男女／個人･対抗】  

 

全国 JOC ジュニアオリンピ

ックカップ夏季水泳競技大

会 ①水球の部 ②アーティ

スティックスイミングの部 ③

競泳の部④飛込の部【③④

は中体連登録選手以外の

みが対象】 

8 セーリング 

（ヨット） 

全日本ヨット選手権大会【個

人】ﾚｰｻﾞｰ、ﾃｰｻﾞｰ、ｽﾅｲﾌﾟ、

470、ﾄﾞﾗｺﾞﾝ、ｼｰﾎｯﾊﾟｰ、ｼｰ

ﾎｯﾊﾟｰｽﾓｰﾙﾘｸﾞ、ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟ

ﾘｯﾂ、420、ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ 

全日本実業団ヨット選手

権大会（ｽﾅｲﾌﾟ･470）【団

体】 

 全日本学生ヨット選手権大

会（ｽﾅｲﾌﾟ･470）【団体･総

合】 

 

全日本学生女子ヨット選手

権大会（ｽﾅｲﾌﾟ･470）【団体･

総合】 

 

全日本学生ヨット個人選手

権大会（ｽﾅｲﾌﾟ･470･ｼﾝｸﾞﾙﾊ

ﾝﾀﾞｰ）【個人】 

 全国高校総合体育大会ヨ

ット競技【男女/個人・団

体】 

日本ヨット選手権大会ＯＰ

【男女／個人・団体】 

9 バ レ ー 

ボ ー ル 

天皇杯・皇后杯全日本バレ

ーボール選手権大会（６人

制）【男女／団体】 

 

全日本９人制バレーボール

総合選手権大会【男女／団

体】 

全日本９人制バレーボー

ル実業団選手権大会 【男

女／団体】 

 

全日本６人制バレーボー

ル実業団優勝大会【男女

／団体】 

全日本バレーボールクラブ

カップ選手権大会（６人制･９

人制）【男女／団体】 

全日本バレーボール大学選

手権大会【男女／団体】 

 

全日本ビーチバレー大学男

女選手権大会【男女／個

人】 

全国高専体育大会バレーボ

ール競技【男女／団体】 

全国高校総合体育大会

バレーボール競技【男女

／団体】 

 

全国高校定通制体育大

会バレーボール競技 【男

女／団体】 

 

全日本ビーチバレ－ジュ

ニア男子選手権大会【男

／個人】 

 

ビーチバレージャパン女

子ジュニア選手権大会

【女／個人】 

全国中学校体育大会バレ

ーボール大会【男女／団

体】 

10 ラグビー 

フ ッ ト 

ボ ー ル 

日本選手権大会【男／団

体】 

ジャパンラグビートップリ

ーグプレーオフトーナメン

ト【男／団体】 

全国クラブラグビーフットボ

ール大会【男／団体】 

全国大学ラグビーフットボー

ル選手権大会【男／団体】 

全国高専体育大会ラグビー

フットボール競技【男／団

体】 

全国高校総合体育大会ラ

グビーフットボール競技

【男／団体】 

全国ジュニア・ラグビーフッ

トボール大会【男／団体】 

11 ソ フ ト 

テ ニ ス 

天皇賜杯・皇后賜杯全日本

ソフトテニス選手権大会【ダ

ブルス男子・女子】 

 

全日本シングルスソフトテニ

ス選手権大会【シングルス

男子・女子】 

全日本実業団ソフトテニ

ス選手権大会【男子・女

子団体戦】 

全日本社会人ソフトテニス

選手権大会【ダブルス男子・

女子／一般】 

 

全日本クラブソフトテニス選

手権大会【男女／団体】 

文部科学大臣杯全日本大

学対抗ソフトテニス選手権

大会【男女／団体】 

 

三笠宮賜杯全日本学生ソフ

トテニス選手権大会【男女

／ダブルス】 

 

全日本学生シングルス選手

権大会【男女/シングルス】 

全国高専体育大会ソフトテ

ニス競技【男子／団体戦】

【男子・女子／ダブルス】 

全国高校総合体育大会ソ

フトテニス競技【男女／個

人･団体】 

 

全国高校定通制体育大

会ソフトテニス競技【男女

／個人･団体（県対抗）】 

全国中学校体育大会ソフト

テニス大会【男女／個人･団

体】 

12 相 撲 全日本相撲選手権大会【男

／個人】 

全日本実業団相撲選手

権大会【男／個人･団体】 

 全国学生相撲選手権大会

【男／個人･団体】 

 全国高校総合体育大会

相撲競技【男／個人･団

体】 

全国中学校体育大会相撲

大会【男／個人･団体】 

13 バ ド ミ 

ン ト ン 

全日本総合バドミントン選手

権大会（シングルス･ダブル

ス･混合ダブルス）【男女／

個人】 

全日本実業団バドミントン

選手権大会【男女／団

体】  

全日本社会人バドミントン選

手権大会（シングルス･ダブ

ルス･混合ダブルス）【男女

／個人】  

全日本学生バドミントン選手

権大会（シングルス･ダブル

ス）【男女／個人･団体】 

 

全日本学生ミックスダブル

スバドミントン選手権大会

【個人】 

全国高専体育大会バドミン

トン競技【男／個人･団体】

【女／個人・団体】  

全国高校総合体育大会

バドミントン競技（シング

ルス）【男女／県個人･県

団体】 

 

全国高校定通制体育大

会バドミントン競技（シン

グルス･ダブルス）【男女

／個人･県団体】 

全国中学校体育大会バドミ

ントン大会（シングルス･ダブ

ルス）【男女／個人･団体】 

14 山 岳 全日本登山体育大会スポ

ーツクライミング選手権大会

【男女／個人】 

    全国高校総合体育大会

登山競技【男女／団体】 
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区 分 全日本選手権大会 
全国実業団 

選手権大会 

全国社会人 

選手権大会 

全日本学生 

選手権大会 

全国高等専門 

学 校 大 会 

全国高等学校大会 

（定通制を含む） 
全国中学校大会 

15 テ ニ ス 全日本テニス選手権大会

（シングルス･ダブルス･混合

ダブルス）【男女／個人】 

全国実業団対抗テニスト

ーナメント（シングルス･ダ

ブルス）【男女／団体】 

全日本都市対抗選手権大

会（シングルス･ダブルス）

【混合／団体】 

全日本大学対抗テニス王座

決定試合（シングルス･ダブ

ルス）【男女／団体】 

 

全日本学生テニス選手権大

会（シングルス･ダブルス）

【男女／個人】  

全国高専体育大会テニス競

技（シングルス･ダブルス）

【男／個人･団体】【女／個

人】  

全国高校総合体育大会テ

ニス競技（シングルス･ダ

ブルス）【男女／個人･団

体】 

全国中学生テニス選手権大

会（シングルス･ダブルス）

【男女／個人･団体】 

16 ホッケー 全日本ホッケー選手権大会

【男女／団体】 

 全日本社会人ホッケー選手

権大会【男女／団体】 

全日本学生ホッケー選手権

大会【男女／団体】 

 全国高校総合体育大会

ホッケー競技【男女／団

体】 

全日本中学生ホッケー選手

権大会（６人制）【男女／団

体】 

17 ボクシング 全日本ボクシング選手権大

会【男／個人】 

 

全日本女子ボクシング選手

権大会【女／個人】 

全日本実業団ボクシング

選手権大会【男／個人】 

全日本社会人ボクシング選

手権大会【男／個人】 

全日本大学ボクシング王座

決定戦【男／団体】 

 全国高校総合体育大会

ボクシング競技【男／個

人･対抗】 

 

18 体 操 全日本体操競技選手権大会

【男女／個人･団体･種目

別】 

 

全日本新体操選手権大会

【男女／個人･団体･種目

別】 

 全日本シニア・マスターズ体

操競技選手権大会【男女／

個人・団体・種目別】（シニア

部門のみ対象） 

全日本学生体操競技選手

権大会【男女／個人･団体･

種目別】 

 

全日本学生新体操選手権大

会【男女／個人･団体･種目

別】 

 全国高校総合体育大会

体操競技【男女／個人･

団体･種目別】 

 

新体操大会【男女／個

人･団体･種目別】 

全国中学校体育大会体操

競技【男女／個人･団体･種

目別】 

 

新体操大会【女／個人･団

体･種目別】 

19 バスケット 

ボ ー ル 

天皇杯・皇后杯全日本バス

ケットボール選手権大会

【男女／団体】 

  全日本大学バスケットボー

ル選手権大会【男女／団体】 

全国高専体育大会バスケッ

トボール競技【男女／団体】 

全国高校総合体育大会

バスケットボール競技

【男女／団体】 

 

全国高校定通制体育大

会バスケットボール競

技 【男女／団体】 

全国中学校体育大会バス

ケットボール大会【男女／

団体】  

20 レスリング 全日本レスリング選手権大

会【男女／個人】 

 全日本社会人レスリング選

手権大会【男女／個人】 

 

全日本社会人オープン大会

【団体】 

全日本学生レスリング選手

権大会【男女／個人】 

 全国高校総合体育大会レ

スリング競技【男／個人･

団体】 

全国中学生レスリング選手

権大会【男女／個人】 

21 ウエイト

リフティ

ング 

全日本ウエイトリフティング

選手権大会【男／個人】 

 

全日本女子ウエイトリフティ

ング選手権大会【女／個

人】 

 全日本社会人ウエイトリフテ

ィング選手権大会【男／個

人・対抗】 

全日本大学対抗ウエイトリ

フティング選手権大会【男女

／団体・個人】 

 

全日本（女子）学生ウエイト

リフティング個人選手権大

会【男女／個人】 

 全国高校総合体育大会

ウエイトリフティング競技

【男／個人･対抗】 

 

全国高等学校女子ウエイ

トリフティング競技選手権

大会【女／個人･対抗】 

全国中学生ウエイトリフティ

ング選手権大会【男女／個

人】 

22 ハ ン ド 

ボ ー ル 

全日本総合ハンドボール

選手権大会【男女／団体】 

全日本実業団ハンドボー

ル選手権大会【男女／団

体】 

ジャパンオープントーナ

メント大会【男女／団体】 

全日本学生ハンドボール

選手権大会【男女／団体】 

全国高専体育大会ハンド

ボ－ル競技【男／団体】 

全国高校総合体育大会

ハンドボール競技 【男

女／団体】 

全国中学校体育大会ハンド

ボール大会【男女／団体】 

23 自 転 車 

競 技 

全日本アマチュア自転車競

技選手権大会（トラック･ロー

ド）【男女／個人】 

 

全国都道府県対抗自転車

競技大会（トラック･ロード）

【男女／個人･県対抗】 

 

ＭＴＢジャパンシリーズ（クロ

スカントリー･ダウンヒル）

【男女／個人総合】 

全日本実業団自転車競

技選手権大会（トラック）

【男女／個人･団体】 

 全日本大学対抗自転車競

技選手権大会（トラック･ロー

ド）【男女／個人･団体･対

抗】 

 全国高校総合体育大会

自転車競技（ﾄﾗｯｸ･ﾛｰﾄﾞ）

【個人･団体／対抗】 

 

全国高校定通制体育大

会  自転車競技【個人･

団体／対抗】 

 

24 フ ェ ン 

シ ン グ 

全日本フェンシング選手権

大会【男女／個人･団体】 

  全日本大学対抗フェンシン

グ選手権大会【男女／団

体】 

 

全日本学生個人フェンシン

グ選手権大会【男女／個

人】 

 全国高校総合体育大会フ

ェンシング競技【男女／個

人･団体】 

全国中学生フェンシング選

手権大会【男女／個人・団

体】 

25 ソ フ ト 

ボ ー ル 

全日本総合男子･女子ソフ

トボール選手権大会【男女

／団体】 

全日本実業団男子･女子

ソフトボール選手権大

会【男女／団体】 

全日本クラブ男子･女子ソ

フトボール選手権大会【男

女／団体】 

全日本大学男子･女子ソフ

トボール選手権大会【男女

／団体】 

 全国高校総合体育大会

ソフトボール競技【男女

／団体】 

全国中学校体育大会ソフ

トボール大会【男女／団

体】 

26 弓 道 全日本弓道遠的選手権大

会【男女／個人】 

 

天皇杯全日本男子弓道選

手権大会【男／個人】 

 

皇后杯全日本女子弓道選

手権大会【女／個人】 

全日本勤労者弓道大会

【団体】 

 全日本学生弓道選手権大

会【男女／個人･団体】 

 

全日本学生遠的選手権大

会【男女／個人】 

 全国高校総合体育大会

弓道競技【男女／個人･

団体】 

全国中学生弓道大会【男女

／個人･団体】 

27 剣 道 全日本剣道選手権大会【男

／個人】 

 

全日本都道府県対抗剣道

優勝大会【男子／県団体】 

全日本都道府県対抗女子

剣道優勝大会【女子／県団

体】 

 

全日本女子剣道選手権大

会【女／個人】 

全日本実業団剣道大会

【男／団体】 

 

全日本実業団女子剣道

大会【女／団体】 

 全日本学生（女子）剣道優

勝大会【男女／団体】 

 

全日本学生剣道選手権大

会【男女／個人】 

全国高専体育大会剣道競

技【男／個人･団体】【女／

個人・団体】 

全国高校総合体育大会

剣道競技【男女／個人･

団体】 

 

全国高校定通制体育大

会剣道競技【男女／個

人･団体】 

全国中学校体育大会剣道

大会【男女／個人･団体】 

28 硬式野球 

 

都市対抗野球大会【団体】 社会人野球日本選手権

大会【団体】 

全日本クラブ野球選手権大

会【団体】 

全日本大学野球選手権大

会【団体】 

全国高専体育大会硬式野

球大会【団体】 

全国高校野球選手権大

会（夏季大会）【団体】 
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区 分 全日本選手権大会 
全国実業団 

選手権大会 

全国社会人 

選手権大会 

全日本学生 

選手権大会 

全国高等専門 

学 校 大 会 

全国高等学校大会 

（定通制を含む） 
全国中学校大会 

29 ボ ー ト 

 

全日本選手権大会【男女／

個人】 

全日本社会人選手権大

会【男女／個人】 

 全日本大学選手権大会【男

女／対抗】 

 全日本高等学校選手権

競漕大会【男女／個人】 

全日本中学選手権競漕大

会【男女／個人】 

30 ス キ ー 全日本スキー選手権大会

【男女／個人】ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ･ｽ

ﾗﾛｰﾑ･ｼﾞｬﾝﾌﾟ･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ･ﾌﾘ

ｰｽﾀｲﾙ･ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ 

  全日本学生スキー選手権

大会【男女／個人･対抗】ｸﾛ

ｽｶﾝﾄﾘｰ･ｱﾙﾍﾟﾝ・ｼﾞｬﾝﾌﾟ･ｺﾝ

ﾊﾞｲﾝﾄﾞ 

 全国高校総合体育大会

スキー競技【男女／個人･

対抗】 

全国中学校体育大会スキ

ー大会【男女／個人･県対

抗】 

31 スケート 全日本スピードスケート選

手権大会【男女／個人】 

 

全日本フィギュア選手権大

会【男女／個人】 

 

全日本ショートトラックスピ

ードスケート選手権大会【男

女／個人】 

全日本実業団スピードス

ケート競技会【男女／個

人･対抗】 

 全日本学生氷上競技選手

権大会（スピード･フィギュ

ア）【男女／個人･対抗】 

 

日本学生ショートトラックス

ピードスケート選手権大会

【男女／個人･対抗】 

 全国高校総合体育大会

スケート競技（スピード･フ

ィギュア）【男女／個人･対

抗】 

 

JOC ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ

全日本ｼﾞｭﾆｱｼｮｰﾄﾄﾗｯｸｽ

ﾋﾟｰﾄ ﾞｽｹｰﾄ選手権大会

《高校生》（ショートトラッ

ク）【男女／個人･対抗】 

全国中学校体育大会スケ

ート大会（スピード･フィギュ

ア）【男女／個人･対抗】 

 

JOC ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ全

日本ｼﾞｭﾆｱｼｮｰﾄﾄﾗｯｸｽﾋﾟｰﾄﾞ

ｽｹｰﾄ選手権大会《中学生》

（ショートトラック）【男女／個

人･対抗】 

32 ク レ ー 

射 撃 

全日本選手権大会（トラップ

種目・スキート種目）【男女

／個人】 

      

33 ライフル 

射 撃 

全日本ライフル射撃競技選

手権大会（ピストル･ライフ

ル･ビームライフル）【男女／

個人】 

 全日本社会人ライフル射撃

競技選手権大会（ピストル･

ライフル･ビームライフル）

【男女／個人】 

全日本学生兼全日本女子

学生ライフル射撃競技選手

権大会  【男女／個人・団

体】 

 全国高校ライフル射撃競

技選手権大会【男女／個

人･団体】 

 

34 フォーク

ダンス 

       

35 なぎなた 都道府県対抗なぎなた大会

（演技･試合）【男女／演技･

県団体】 

 

全日本なぎなた選手権大会

【男女／個人】 

  全日本学生なぎなた選手権

大会【女／演技･個人･団

体】 

 全国高校総合体育大会

なぎなた競技【女／演技･

個人･団体】 

全国中学生なぎなた大会

【女／演技･個人･団体】【男

／個人】 

36 銃 剣 道 全日本銃剣道選手権大会

（一般） 【男／個人】 

  全日本学生銃剣道選手権

大会 銃剣道【男女/個人・

団体】 

 全国高校生銃剣道大会

【男女／個人・団体】 

 

37 空 手 道 全日本空手道選手権大会

【男女／個人･団体組手競

技】 

全日本実業団空手道選

手権大会【男女／個人･

団体】 

 全日本大学空手道選手権

大会【男女／団体】 

 

全日本学生空手道個人選

手権大会【男女／個人】 

 全国高校総合体育大会

空手道競技【男女／個

人･団体･対抗】 

全国中学生空手道選手権

大会【男女／個人･団体】 

38 

 

アーチェリー 全日本ターゲットアーチェリ

ー選手権大会【男女／個

人】（ベアボウ部門の追加） 

 

全日本フィールドアーチェリ

ー選手権大会【男女／個

人】 

 

全日本室内アーチェリー

選手権大会【男女 /個人】

（ベアボウ部門の追加） 

全日本実業団アーチェリ

ー選手権大会【男女／個

人･団体】（ベアボウ部門

の追加） 

全日本社会人ターゲットア

ーチェリー選手権大会【男

女／個人】（ベアボウ部門の

追加） 

 

全日本社会人フィールドア

ーチェリー選手権大会【男

女／個人】 

全日本学生アーチェリー個

人選手権大会【男女／個

人】 

 全国高校総合体育大会

アーチェリー競技【男女／

個人･団体】 

全日本小学生中学生アー

チェリー選手権大会《中学

生》【男女／個人】 

39 カ ヌ ー 日本カヌースプリント選手権

大会【男女／個人】 

 

日本カヌースラロームワイ

ルドウォーター選手権大会

【男女／個人】 

  全日本学生カヌースプリント

選手権大会【男女／個人･

対抗】 

 全国高校総合体育大会カ

ヌー競技【男女／個人･対

抗】 

全国中学生カヌー大会【男

女／個人】 

40 ア イ ス 

ホ ッケ ー 

全日本アイスホッケー選

手権大会【男／団体】 

  日本学生氷上競技選手権

大会（アイスホッケー）【男／

団体】 

 全国高校総合体育大会

スケート競技（アイスホ

ッケー）【男／団体】 

全国中学校体育大会スケ

ート大会（アイスホッケ

ー）【男／団体】 

41 ボウリング 全日本ボウリング選手権

大会（２･３･６人･マスタ

ーズ）【男女／個人･チー

ム･県対抗】 

全日本実業団ボウリン

グ選手権大会【男女混合

／団体】 

 全日本大学ボウリング選手

権大会【男女／個人･団体】 

 全日本高校ボウリング

選手権大会【男女／個

人】 

全日本中学ボウリング選

手権大会【男女／個人】 

42 少林寺拳法 少林寺拳法全国大会（演武

の部）【男女／組・団体】 

  少林寺拳法全日本学生大

会（演武の部）【男女／単

独･組・三人掛･団体】 

 全国高等学校総合体育

大会少林寺拳法競技大

会・全国高等学校少林寺

拳法大会（演武の部）【男

女／単独・組・団体】 

全国中学生少林寺拳法大

会（演武の部）【男女／組･

単独･団体】 

43 武 術 

太 極 拳 

全日本武術太極拳選手権

大会【男女／個人･団体】 

      

44 日本拳法 全日本拳法総合選手権大

会【男女／個人】 

日本拳法全国実業団大

会 

 全日本学生拳法個人選手

権大会【男女／個人】 

 

全日本学生拳法選手権大

会【男女／団体】 

 全国高校日本拳法選手

権大会【男女／団体】 

全国日本拳法少年大会（中

学生の部）【個人】 

45 ペタンク 

ブール 

日本ペタンク選手権大会

【男女／団体】 

      

46 ゴ ル フ 日本アマチュアゴルフ選

手権【男女／個人】 

  日本学生ゴルフ選手権【男

女／個人】 

 全国高等学校ゴルフ選

手権大会【男女／個人･

団体】 

全国中学校ゴルフ選手権

大会【男女／個人】 

 

全国中等学校ゴルフ選手

権大会【男女／団体】 
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区 分 全日本選手権大会 
全国実業団 

選手権大会 

全国社会人 

選手権大会 

全日本学生 

選手権大会 

全国高等専門 

学 校 大 会 

全国高等学校大会 

（定通制を含む） 
全国中学校大会 

47 ト ラ イ 

アスロン 

日本トライアスロン選手権

大会【男女／個人】 

 

日本ロングディスタンストラ

イアスロン選手権大会【男

女／個人】 

 

日本デュアスロン選手権大

会【男女/個人】 

  日本学生トライアスロン選

手権大会【男女／個人･団

体】 

 日本 U-19 トライアスロン

選手権／JOC トライアス

ロンジュニアオリンピック

カップ【男女／個人】 

日本 U-15 トライアスロン選

手権【男女／個人】 

48 ゲ ー ト 

ボ ー ル 

全日本ゲートボール選手権

大会【団体】 

全国社会人ゲートボール

大会【団体】 

   全国ジュニアゲートボー

ル大会（１部）【団体】 

 

49 綱 引 き 

 

全日本綱引選手権大会【男

女／団体】 

      

50 パワーリ

フティン

グ 

全日本パワーリフティング

選手権大会（フルギア）【男

女／個人・団体】 

 

全日本ベンチプレス選手権

大会（フルギア）【男女／個

人・団体】 

 

ジャパンクラシックパワーリ

フティング選手権大会（ノー

ギア）【男女／個人・団体】 

 

ジャパンクラシックベンチプ

レス選手権大会（ノーギア）

【男女／個人・団体】 

全日本実業団パワーリフ

ティング選手権大会【男女

／個人・団体】 

 

全日本実業団ベンチプレ

ス選手権大会【男女／個

人・団体】 

 全日本ジュニアパワーリフ

ティング選手権大会（フルギ

ア）【男女／個人】 

 

全日本サブジュニアパワー

リフティング選手権大会（フ

ルギア）【男女／個人】 

 

ジャパンクラシックサブジュ

ニア・ジュニアパワーリフテ

ィング選手権大会（ノーギ

ア）【男女／個人】 

 全日本サブジュニアパワ

ーリフティング選手権大会

（フルギア）【男女／個人】 

 

ジャパンクラシックサブジ

ュニア・ジュニアパワーリ

フティング選手権大会（ノ

ーギア）【男女／個人】 

全日本サブジュニアパワー

リフティング選手権大会【男

女／個人】 

 

 

51 ダ ン ス 

スポーツ 

全日本ダンススポーツ選手

権大会  スタンダード【男

女ペア／個人】ラテン【男女

ペア／個人】 

    全日本ダンススポーツ選

手権大会  スタンダード

【男女ペア／個人】ラテン

【男女ペア／個人】 

全日本ダンススポーツ 選

手権大会   スタンダード

【男女ペア／個人】ラテン

【男女ペア／個人】 

52 ア ー ム 

レスリング 

JAWA全日本アームレスリ

ング選手権大会  レフトハ

ンド【男女／個人】ライトハン

ド【男女／個人】 

   全国高等学校アームレスリ

ング選手権大会（20 歳以下

の高校生、高専は３年まで）

【男女／個人･団体】 

全国高等学校アームレス

リング選手権大会（20 歳

以下の高校生、高専は３

年まで）【男女／個人･団

体】 

 

53 合気道 

 

       

54 グランド

ゴルフ 

       

55 トランポ

ロビクス 

       

56 バトン 

トワーリ

ング 

全日本バトントワーリン

グ選手権大会 【男女／個

人･ペア】 

    全日本バトントワーリ

ングジュニア選手権大

会【男女／個人･ペア】 

全日本バトントワーリン

グジュニア選手権大会《中

学生》【男女／個人･ペア】 

57 スポーツ 

チャンバ

ラ 

全日本選手権大会（基本動

作）【男女／個人】（打突

競技）【男／個人】 

レディース選手権大会（打

突競技）【女／個人】 

対象：日本チャンピオン全 

  スポーツチャンバラ全日

本学生選手権大会【男女／

個人・団体】 

   

58 バウンド

テニス 

全日本バウンドテニス選

手権大会【男女／個人】 

      

59 アメリカ

ンフット

ボール 

ライスボウル（日本選手

権）【団体】 

  甲子園ボウル（全日本大学

選手権）【団体】 

 クリスマスボウル（全国

高等学校選手権）【団体】 
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◆障害者スポーツ 

区 分 
一般（特定の障害に

限らない） 
肢体 視覚 聴覚 知的 特支 精神 

全国障害

者スポー

ツ大会 

個人種目  陸上競技 

水泳 

アーチェリー 

卓球 

フライングディスク 

ボッチャ 

  陸上競技 

水泳 

卓球 

フライングディスク 

ボウリング 

 卓球 

団体種目  車いすバスケットボール  

グランドソフトボール  

バレーボール 

  バスケットボール 

ソフトボール 

フットベースボール 

バレーボール 

サッカー 

 バレーボール 

全日本

選手権

大会 

陸上競技  日本パラ陸上競技選手権

大会 

日本パラ陸上競技選手権

大会 

日本デフ陸上競技選手権

大会 

日本 ID 陸上競技選手権

大会 

  

マラソン  大分国際車いすマラソン

大会 

  日本 ID ハーフマラソン選

手権大会 

  

サッカー   KPMG 杯ブラインドサッ

カークラブチーム選手権

大会 

 全日本知的障害者サッカ

ー選手権大会 

  

卓球  国際クラス別パラ卓球選

手権大会 

 全国ろうあ者卓球選手権

大会 

FID ジャパンチャンピオ

ンシップ卓球大会 

  

馬術 全日本パラ馬術大会       

柔道   全日本視覚障害者柔道大

会 

    

水泳 ジャパンパラ水泳競技大

会 

      

ビーチ 

バレー 

   全日本デフビーチバレー

ボール選手権大会 

   

バドミン

トン 

日本障がい者バドミント

ン選手権大会（聴覚以外） 

  日本ろう者バドミントン

選手権大会 

   

野球 全日本身体障害者野球選

手権大会 

      

テニス  飯塚国際車いす（ JAPAN 

OPEN） 

 JDTA 選手権大会    

クロス 

カントリー 

全日本障害者クロスカン

トリースキー競技大会 

      

アルペン 

スキー 

ジャパンパラアルペンス

キー競技大会 

      

スノー 

ボード 

全国障がい者スノーボー

ド選手権大会＆サポータ

ーズカップ 

      

ボッチャ 日本ボッチャ選手権大会       

射撃 全日本障害者ライフル射

撃競技選手権大会 

      

バスケット 

ボール 

 天皇杯日本車いすバスケ

ットボール選手権大会 

 理事長杯全日本デフバス

ケットボール選手権大会 

FID ジャパン・チャンピ

オンシップバスケットボ

ール大会 

  

自転車 日本パラサイクリング選

手権 

      

パワーリ

フティン

グ 

全日本パラ・パワーリフ

ティング国際招待選手権

大会 

      

ゴルフ    日本デフゴルフ選手権大

会 

   

アーチェ

リー 

全国身体障害者アーチェ

リー選手権大会 

      

ラグビー  日本選手権大会（車いす

ラグビー） 
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【国際大会（県指定）及び全国大会（県指定）】 
 
１．国際大会    障害者スポーツ  ２．全国大会       障害者スポーツ 

オ リ ン ピ ッ ク 大 会  パ ラ リ ン ピ ッ ク  全 日 本 選 手 権 大 会  全 日 本 選 手 権 大 会  

ア ジ ア 競 技 大 会  デ フ リ ン ピ ッ ク  全国実業団選手権大会  ジャパンパラ陸上競技大会 

ユニバーシアード大会  世 界 選 手 権 大 会  全国社会人選手権大会  ジャパンパラ水泳競技大会 

世 界 選 手 権 大 会  ア ジ ア パ ラ 競 技 大 会  全日本学生選手権大会  日本聴覚障害者陸上競技選手権大会 

ア ジ ア 選 手 権 大 会    全国高等専門学校大会  日本障害者バドミントン選手権大会 

     全 国 高 等 学 校 大 会  全日本身体障害者野球選手権大会 

  
 

 
（定通制を含む）  ＣＰサッカー全日本選手権大会 

全 国 中 学 校 大 会 車いすテニスＪＡＰＡＮ ＯＰＥＮ 

  

 

 

 

 ジャパンパラクロスカントリースキー競技大会【男女/個人】 

ジャパンパラアルペンスキー競技大会【男女/個人】 

ボッチャ日本選手権【男女/個人】 

全日本視覚障害者柔道大会【男女/個人】 

全日本障害者ライフル射撃競技選手権大会【男女/個人】 

ジャパンオープン肢体不自由者卓球選手権大会【男女/個人・団体】 

内閣総理大臣杯争奪車椅子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会【男女/団体】 

日本ﾊﾟﾗｻｲｸﾘﾝｸﾞ選手権・日本障害者自転車競技大会【男女/個人】 

大分国際車いすマラソン大会【男女/個人】 

厚生労働大臣杯争奪全国身体障害者ｱｰﾁｪﾘｰ選手権大会【男女/個人】 

厚生労働大臣杯車椅子ﾂｲﾝﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会【団体】 

日本電動車椅子サッカー選手権大会【団体】 

 

  
 

 
  

全国障害者スポーツ大会 

 

      １．肢体不自由者部門（1） 

２．   〃    （2） 

３．   〃    （3） 

４．視覚障害者部門 

５．聴覚障害者部門 

６．知的障害者部門 

７．精神障害者部門 

① 陸上競技   ② 水泳 

③ アーチェリー 

④ 卓球     ⑤ ボウリング 

⑥ フライングディスク 

＜団体種目＞ 

① 車椅子バスケットボール 

② バスケットボール 

③ グランドソフトボール 

④ ソフトボール 

⑤ フットベースボール 

⑥ バレーボール（聴覚･知的・精神） 

⑦ サッカー 

      

       

    

    

      

      

 

 

 

 

 


