
下さい。不合格の連絡が無ければ合格ですので、１週間以内に振り込みをお願いします。振り込みが無ければ

全剣連に登録できませんので、合格は取り消されます。

　
  新型コロナウイルス感染は、下げ止まりの状況にありますが、海外では一度収まった状況から再度拡大して

いる国があり、ブレイクスルーや新たな変異ウイルス発生のニュースも伝わってきます。

　まだまだ気を緩めることはできそうにありません。基本的予防対策は継続していかなければならないようで

　登録料は、合格者に振込用紙をお渡ししますので、各自で振り込みをしていただくことになります。審査会

当日の支払いはありません。段位審査の場合、学科試験の答案提出時に振込用紙を受け取って帰っていただき

ます。学科試験不合格の場合、３日以内に申込団体に連絡いたしますので、連絡があれば振込用紙を破棄して

     予選会・審査会・講習会参加者は下記事項を必ず確認

す。

　 兵剣連の審査会・講習会等は、全剣連のガイドラインに沿って実施しますので、参加者は①自宅で検温し、

37.5度以上の方や濃厚接触の可能性のある方は参加しない②マスク着用・手指消毒などガイドラインの内容

をホームページで確認し、会場では係員の指示に従って行動するようよろしくお願いします。受付時間等が変

容を見ることができます。

更になる場合もありますので、緊急連絡メールにご注意ください。緊急メール未登録の団体事務局はｱﾄﾞﾚｽの

登録をお願いします。また、ホームページのＣＯＮＴＥＮＴＳの「緊急・更新用ブログ」でも緊急メールの内

　  参加者は「確認票」を記入し、入館時に各自提出をしてください。用紙はホームページの申請書フォーム

１月・２月の行事等のお知らせ

兵　剣　連　だ　よ　り　令和　３年１1月

　メールアドレス   　　　　　　info@hyogo-kendo.org

 ＴＥＬ 078（861）5145　 　　ＦＡＸ 078（802）5240

〒657-0838　神戸市灘区王子町1-2-8

　　　　　虹ヶ池ハイツ　２０１号

公益財団法人　兵庫県剣道連盟

　　　　ホームページアドレス   http://www.hyogo-kendo.org

からダウンロードして下さい。見学者・付き添いは全剣連ガイドラインにより入館できません。

（これらの対応は当面のもので、状況により今後変更もあります）

王子スポーツセンター剣道場について

王子スポーツセンター剣道場は、令和４年１月から２月末までの間、施設改善（空調）工事のため使

用できません。剣道用具棚・倉庫に置いてあるものについては、取り出せない場合がありますので必要

なものはあらかじめ持ち出しておいてください。又、置いたままのものは工事の埃等を被る恐れがあり

ますので気になる方はカバーをかけておいてください。

１月９日（日）の兵剣連稽古始式
王子スポーツセンター身障者体育館で開催します。身障者体育館の定員は８０名までとなっておりま

すので、ご留意ください。また、新型コロナ感染予防が継続中であれば、感染対策もしっかりお願いし

ます。

１０：００～１０：４０ 剣道の稽古

１０：４０～１０：５０ 新年のご挨拶

１０：５０～１１：２０ 居合道の稽古

１１：２０～１１：５０ 杖道の稽古



　　都道府県対抗予選会開会前に、兵庫県剣道連盟令和３年度表彰式を行います。

◆　第７０回全日本都道府県対抗剣道優勝大会　　  予選会　◆
◆　第１４回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会　予選会　◆

　　１月２３日(日）に標記予選会を兵庫県立武道館において無観客で開催します。

　　実施要項をご参照のうえ（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾄｯﾌﾟ→事業計画表→１月）奮ってご参加ください。　

　　予選会申込締め切りは、令和３年１２月２０日(月）必着です。

予 選 会

日曜祝日稽古会（王子）の代替
神戸市立工業高等専門学校の武道場で７回剣道の稽古ができることになりました。

１月 １０日(祝月） １６日（日） ３０日（日）

２月 ６日（日） １１日(祝金) ２０日（日） ２３日（祝水）

時間 ９：００～ 受付

９：４０～１０：３０ 前半稽古 （上限４０名）

１０：４０～１１：３０ 後半稽古 （上限４０名）

１２：００ 完全退館

＊最寄り駅は地下鉄の総合運動公園駅になります。野球場北側を通って徒歩10分。

＊駐車は指定場所へお願いします。一杯になれば総合運動公園の駐車場においてください。通路は

駐車厳禁です。また、校内は３０㎞以下で走行。

師範 正門入って左折→体育館南まで回って弓道場奥の駐車場

一般 正門入って右折→敷地内を回ってテニスコート手前の駐車場

＊更衣 男－－－武道場内マットの上

女―――武道場内奥の柔道部室 （男女とも更衣して来校入館が望ましい）



振り込んでください。

①　当連盟の会員であること。

（１）日　　時 令和　４年　１月１５日（土）　午後 １ 時　受付

指導者の方は、間合・打つべき機会等を考慮して、掛り稽古の様になら

（２）会　　場

（３）受審資格

（２）会　　場 兵庫県立武道館

（５）登録料

◆　剣道級位審査会　◆

（三　　段）

③ 剣道稽古上の注意すべき点について５つ書きなさい。

④ 剣道修錬の心構えを４つ書きなさい。

級・段位審査料等並びに登録料一覧表を参照してください。

　ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｴｲｼﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ参加の小学校５・６年生は、②の審査を一年間

　免除する。受審申込書にＧＡＰ受講日を記入して下さい。

（一般団体からの申し込みには年会費登録が必要になります。）

① 竹刀の握り方について書きなさい。

①　実技

下記４問のうち２問を出題します。

ないよう、十分指導されるようお願いします。

剣道学科試験問題・解答集（平成9年4月1日改定）より出題

令和　３年１２月２０日（月）必着

（９）申込期日 令和　３年１２月２０日（月）必着

②「木刀による剣道基本技稽古法 基本１～９」（一級審査実施要領合格者のみ）

審　査　会

姫路市西延末５０４

（３）受審資格 ①　当連盟の会員であること。

（４）受審課目 ①「一級審査実施要領」

②　受審申込書の受審資格欄を参照してください。

（６）入会金 少年団体・学校団体から受審した合格者は、入会金1000円を登録料と一緒

（７）申込方法 受審申込書（新 消費税記載）に審査料を添えて申し込みください。

　実施方法に変更があります。ホームページトップのCONTENTSより

　「一級審査会について」をご確認ください。

　（木刀は規格［全長102㎝］の太刀を使用してください。）

少年団体と一般団体とを併設されている団体は、どちらから申込みを

するのかを明確にしてください。

① 残心の必要な理由について書きなさい。

（８）申込期日

②　日本剣道形（実技審査合格者のみ）

令和　４年　１月１６日（日）　　午前９時受付

（５）学科問題

（初・二段）

④ 稽古の種類を４つ書きなさい。

兵庫県立武道館

② 稽古の種類を５つあげ、その特性について書きなさい。

（１）日　　時

③　学科（実技・日本剣道形審査合格者のみ）

　年齢基準　審査日の当日（１月１６日）

②　受審申込書の受審資格欄を参照してください。

＊初段は満13歳以上の方が受審できます。

姫路市西延末５０４　　　　

（４）審査科目

令和４年２月に受審資格を満たす受審者は、特別措置として修業年限を満

たしているものとするので受審可能です。

（７）会　　費 少年団体・学校団体から受審した合格者は、会費2000円を登録料と一緒に

振り込んでください。

（８）申込方法 受審申込書(新 消費税記載)に審査料を添えて申し込みください。

◆　剣道段位（初～三段）審査会　◆

（６）登録料 級・段位審査料等並びに登録料一覧表を参照してください。

② 目付けについて書きなさい。

③ 切り返しの効果を５つ書きなさい。



 四　段

 五　段

　持って五段審査の学科合格に替えるものとする。

　平成24年3月13日全剣連評議員会・理事会了承事項。

　（申込書に証明するものを添付する事。）

称号候補者選考会

審判実技審査及び学科審査（４）認定審査

②　当連盟の主催する「剣道指導法並びに審判法講習会」または各地区・部門

受審者で試合をしてもらいますので稽古用具一式と筆記用具を持参ください。

剣道公認審判員認定審査会

（１）日　　時 令和　４年　２月１３日（日）　午後２時３０分　受付

称号候補者選考会終了後引き続き認定審査会を行います。

①　当連盟の会員であること。

（２）会　　場

③　剣道四段以上であること。

神戸市立中央体育館第１体育室

神戸市中央区楠木町4丁目1-1　TEL：078-341-7971 　

＊公共交通機関利用して受付時間に遅れないようにしてください。

（６）登録料

（五 　  段） ① 剣道の四戒について説明しなさい。

振り込んでください。

② 守・破・離について説明しなさい。

④ 剣道上達の要点を書きなさい。

（７）会　　費 学校団体から受審した合格者は、会費（2,000円）を登録料と一緒に

②　日本剣道形（実技審査合格者のみ）

◆　剣道段位（四・五段）審査会　◆

（１）日　　時

　　 受付時間

②　受審申込書の受審資格欄を参照してください。

神戸市中央区楠木町4丁目1-1　TEL：078-341-7971 　

（３）受審資格 ①　当連盟の会員であること。

令和　４年　２月２３日（水祝）　　

（２）会　　場

（５）学科問題 下記４問のうち２問を出題します。

午前８時４５分から９時１５分まで（時間厳守）

② 剣道の三殺法について説明しなさい。

令和　４年　２月　７日（月）必着

受審申込書(新 消費税記載)に審査料を添えて申し込みください。

選　考　会

令和　４年　２月１３日（日）　　午後　１時００分受付

神戸市立中央体育館第１体育室

剣道学科試験問題・解答集〔改定版〕（平成9年4月1日改定）より出題

③ 日本剣道形の必要性を説明し、効果を４つ書きなさい。

③ 一眼二足三胆四力について説明しなさい。

④ 剣道の審判員の心構えを書きなさい。

級・段位審査料等並びに登録料一覧表を参照してください。

神戸市立中央体育館第１体育室

午前１１時３０分から１２時まで（時間厳守）

①　実　技

＊五段受審者で社会体育指導員資格初級の認定を受けた者は、該当認定を

（４）審査科目

③　学　科（実技・日本剣道形審査合格者のみ）

（四　   段） ① 剣道の虚実について説明しなさい。

（９）申込期日

（８）申込方法

◆　称号（範士・教士・錬士）候補者選考会並びに剣道公認審判員認定審査会　◆

（１）期　　日

（２）会　　場

（選考会申込みがあった団体に、受審説明・受審申請書を郵送致します。申込みは早めにお願いします。）

        ご連絡ください。

（３）受審資格

令和　４年　１月２４日（月）　必着（３）申込期日

別紙要項を参照ください。

  ＊範士候補者推薦書が必要な団体は、早めに事務局まで

（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾄｯﾌﾟ→要項・お知らせ→称号選考会要項）

神戸市中央区楠木町4丁目1-1　TEL：078-341-7971 　

（４）資格等

（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾄｯﾌﾟ→申請書フォーム→称号審査申請書）

　主管の講習会を受講済みであること。(令和１年２月以降の受講に限る）



　

地元講師　剣道教士

②　審判員の心得について説明しなさい。

（５）学科問題

（８）申込期日 令和　４年　１月２４日（月）　必着

④　禁止行為事項について説明しなさい。

兵剣連ホームページより「申込書」をダウンロードしてご利用ください。

③　有効打突について説明しなさい。

（６）登録料

後日「剣道手帳」と「公認審判員章」を交付します。

（７）申込方法

下記４問のうち２問出題します。

①　審判の目的と審判員の任務について書きなさい。

合格者は登録料　4000円の振り込みをお願いします。合格者には

派遣講師　池田　公律　・　秋山　雅彦

＊会場の事情により申込多数の場合は申込期日前に締め切る

講　習　会

１人につき　２，０００円

剣道着、袴、垂、木刀（四段以上受審者は小太刀も）、筆記用具

令和　３年１２月２０日（月）必着

「日本剣道形解説書」・「剣道講習会資料」をご持参ください。

（７）携行品

（８）申込方法 講習会申込書に受講料を添えて申し込みください。

（６）受 講 料

（７）携 行 品

＊　称号受審予定者は必ず受講ください。

＊　講習会の最後に認定審査があります。合格者には

（９）申込期日

②　剣道初～五段受審予定者。六・七段受審予定の方も受講できます。

令和　４年　２月　７日（月）必着

（１）日　　時

（４）講習内容 日本剣道形の解説及び実習

（５）資　　料

（10）受講資格

（８）申込方法 講習会申込書に受講料を添えて申し込みください。

（９）申込期日

◆　日本剣道形講習会（東播地区主管）◆

（２）会　　場 加古川市立日岡山体育館

加古川市神野町日岡苑25 TEL079-426-8911　

（１）日　　時

地元講師　剣道教士　　　　

令和　４年　１月１６日（日）　午前９時受付

（３）講　　師

剣道具、剣道着、袴、木刀（太刀）、審判旗、筆記用具

伊丹市西台３-２-１１　TEL：072-773-1431　

（３）受講資格

１人につき　２，０００円

令和　４年　２月２０日（日）　午前９時受付

　　　

（４）講　　師

修武館

派遣講師　高村　克人

①　当連盟の会員であること。

③　教・錬士称号受審予定者受講必須講習会の一つです。

１年間です。

すれば、日本剣道形の審査が免除されます。

◆　剣道指導法講習会並びに審判法講習会（阪神北地区主管）　◆

（11）そ の 他

「認定書」の有効期間は講習会開催日（認定書日付）から

    場合がありますのでご了承ください。

所有を申込書備考欄に明記し、審査当日「認定書」を持参

（５）講習科目 剣道指導法・審判法の説明及び実習

当連盟の会員であること。

＊　公認審判員認定審査受審予定者及び更新希望者は受講ください。

「認定書」を交付します。段位審査会申込時に「認定書」

（２）会　　場

　場合がありますので、ご了承ください。

（６）受講料

＊　講師については、都合により変更することがあります。

　　（200円）　　　　　　（500円）　　　　　　当日販売もあります。

「試合・審判規則」・「剣道講習会資料」　　当日販売もあります。

＊　会場の事情により、申込多数の場合は申込期日前に締切る



【剣　道】

級　位 受審者 実技合格者 木刀基本技 合格者 合格率 認定者
（名） （名） 不合格者(名） （名） （％） （名）

一　級 47 47 0 47 100 3

段　位 受審者 実技合格 形不合格 学科不合格 合格者 合格率
（名） （名） （名） （名） （名） （％）

初　段 113 112 4 4 104 92.0

二　段 93 84 6 0 78 83.9

三　段 57 42 6 0 36 63.2

級　位 受審者 実技合格者 木刀基本技 合格者 合格率 認定者
（名） （名） 不合格者(名） （名） （％） （名）

一　級 47 47 0 47 100 2

段　位 受審者 実技合格 形不合格 学科不合格 合格者 合格率
（名） （名） （名） （名） （名） （％）

初　段 43 39 0 1 38 88.4

二　段 52 48 3 0 45 86.5

三　段 18 17 2 2 13 72.2

級　位 受審者 実技合格者 木刀基本技 合格者 合格率 認定者
（名） （名） 不合格者(名） （名） （％） （名）

一　級 73 73 0 73 100 2

［１１月２７日（土）養父体育館]（但馬地区協議会主管）

［１０月２３日（土）青垣住民センター]（丹波地区協議会主管）

［ １０月２４日（日）青垣住民センター]

［ １１月　１日（日）淡路市津名体育センター]

が繰り広げられました。大会運営にご協力いただきありがとうございました。

［１１月　６日（土）淡路市津名体育センター]（淡路地区協議会主管）

　試合結果は下記の通りです。

審　査　会　報　　告

大　　会　　報　　告

○第６８回兵庫県剣道優勝大会（一般の部）　兼

第７５回　兵庫県民体育大会（剣道競技）○
　令和３年１１月２３日（祝火）　神戸市立王子スポーツセンターにおいて標記の大会　　

が開催されました。新型コロナ感染対策の残る中、参加は50チームと少なかったが熱戦

成 績

優 勝 兵庫県警察剣友会A

二 位 兵庫県警察剣友会B

三 位 グローリー株式会社 本社

三 位 株式会社 カンキ

優 秀 選 手

竹一 翔太 上郡剣道連盟

阿部 勝志 印南剣道場成人部

浅野 耕太郎 明石市剣道連盟A

寺井 健 西 明石剣友会



段　位 受審者 実技合格 形不合格 学科不合格 合格者 合格率
（名） （名） （名） （名） （名） （％）

初　段 48 46 4 0 42 87.5

二　段 43 39 6 0 33 76.7

三　段 23 21 1 1 19 82.6

【杖　道】

区　分 受審者 実技合格 学科不合格 合格者 合格率 認定者
（名） （名） （名） （名） （％） （名）

一　級 4 4 ― 4 100.0 2

初　段 3 3 0 3 100.0

二　段 5 5 0 5 100.0

三　段 3 2 0 2 66.7

四　段 1 1 0 1 100.0

五　段 2 1 0 1 50.0

【居合道】

区　分 受審者 実技合格 学科不合格 合格者 合格率 認定者
（名） （名） （名） （名） （％） （名）

一　級 7 7 　　― 7 100 5

初　段 20 20 0 20 100

二　段 8 7 0 7 87.5

三　段 7 4 0 4 57.1

四　段 5 3 0 3 60 　　　　　　　　　　

五　段 10 3 0 3 30

年　末

年　始

以　上

　１月　５日（水）まで （ 1/９（日）は連盟稽古始）

＊　年末・年始休業について

１２月２８日（火）から （12/26（日）は連盟稽古納）

［ １１月２８日（日）養父体育館]

事務局の年末・年始の休業は下記のとおりです。（通常休業日は、水・土・祝）

事務局からのお知らせ

［１１月　３日（日）　　神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場］

［１１月１４日（日）　神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場］


