
審判実技審査及び学科審査

④　反則事項の見極めとつば（鍔）競り合いについて説明しなさい。

神戸市灘区青谷町１－１－１　　　
 ３．受審資格 ①　当連盟の会員であること。

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
　受講済みであること。(平成２７年８月以降の受講に限る）
③　剣道四段以上であること。

 ４．認定審査

兵　剣　連　だ　よ　り　平成２８年　６月

〒657-0838　神戸市灘区王子町1-2-8
虹ヶ池ハイツ201号

一般財団法人　兵庫県剣道連盟
　　　　ホームページアドレス   http://www.hyogo-kendo.org

大　　　会

　申込期日は平成２８年７月１１日（月）必着です。　

８月の行事等のお知らせ

　メールアドレス   　　info@hyogo-kendo.org

◆　第６３回　兵庫県剣道優勝大会（学校の部）　兼

第７０回　兵庫県民体育大会（剣道競技）　◆

　８月２７日(土)・２８日(日)両日、高砂市総合体育館において見出しの大会が開催されます。詳細はホ
ームページからダウンロードして下さい。

　（選考方法は、各種講習会評価・書類評価・当日評価を総合しておこなう。）
６．提出物

７．申込期日 平成２８年　７月２５（月）必着

剣道公認審判員認定審査会
 １．日　　時 平成２８年　８月１１日（木祝）　午後１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。
 ２．会　　場 神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場

試合者を演じていただきますので受審者は剣道具・竹刀・剣道着
袴及び筆記用具を持参ください。

 ５．学科問題 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。
②　有効打突について説明しなさい。
③　残心の解釈と見極めについて説明して下さい。

 ６．登録料 合格者は登録料　３，０００円を納入してください。合格者には

剣道・居合道・杖道（教士・錬士）候補者選考会
１．日　　時 平成２８年　８月１１日（木祝）　午後１２時３０分　受付
２．会　　場 神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場

◆　称号（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　◆

選考会・審査会

（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。）

神戸市灘区青谷町１－１－１　　　
３．受審資格 ①　当連盟の会員であること。

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
門主催の審判法講習会や日本剣道形（当連盟より講師派遣のものに限る）など必要
な受講済みであること。(平成２７年８月以降の受講に限る）

４．要　　項 兵剣連ホームページ内の「要項・お知らせ」→「称号選考会要項」で

教士受審申請書（顔写真添付）・錬士受審申請書と小論文

確認して下さい。
５．実施項目（当日） １　実技　　２　日本剣道形　　　

後日「剣道手帳」と「公認審判員章」を交付します。
 ７．申込方法 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。
 ８．申込期日 平成２８年　７月２５日（月）必着



　

少年団体と一般団体とを併設されている団体は、どちらから申し込みをする

  ４．審査課目 ①「一級審査実施要領」
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）

　（木刀は規格［全長102㎝］の太刀を使用してください。）

のかを明確にしてください。
（一般団体からの申し込みには年会費が必要になります。）

　７．申込期日 平成２８年　８月　８日（月）必着

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（５００円）を納入する

必要がありますので用意しておいてください。
　７．申込方法 受審申込書に審査料を添えて申し込みください。

なお、特別な事情のある方は申込時にお知らせください。

　５．登録料 級・段位審査料等並びに登録料一覧表（16.6.20 一部改正　版）を参照して

　３．受審資格 ①　当連盟の会員であること。
②　受審申込書の受審資格欄を参照してください。

　２．会　　場 ベイコム総合体育館（尼崎市記念公園）
尼崎市西長洲町１－４－１

◆　剣道級位審査会　◆

　１．日　　時 平成２８年　８月２１日（日）　９：００受付

◆　日本剣道形講習会　◆

（１）日　　時 平成２８年　８月２１日（日）　　午前９時受付
（２）会　　場 丹波市　三ﾂ塚ふれあいセンター　愛育館　　TEL0795-85-2660

丹波市市島町上田１１３９ （市島駅出口から徒歩約21分）
（３）受講資格 ①　当連盟の会員であること。

②　剣道初～五段４月受審者、六・七段受審予定の方も受講できます。

　日本剣道形講習会は、来年度から各地区協議会で運営をしていただくことになります。今回は
試行として、丹波地区協議会の運営による講習会として実施いたします。

③　教・錬士称号受審予定者受講必須講習会の一つです。
（４）講　　師 派遣講師　教士八段　永松　眞澄

（５）講習内容 「日本剣道形解説書」による説明、実習及び講師による指導。
（６）配布資料 「日本剣道形解説書」
（７）受講料 １人につき　２，０００円。

地元講師　教士七段　上嶋　武彦　・　教士七段　宮垣　祐司
　　　　　教士七段　中川　明好　・　教士七段　高見　章充

（８）携行品 剣道着、袴、垂、木刀（四段以上受審予定者は小太刀も）及び筆記用具。
（９）申込方法 講習会申込書に受講料を添えて申込みください。
（10）申込期日 平成２８年　８月　８日（月）必着
（11）安全対策 本講習会中の負傷事故について、主催者は応急処置以外の責任は

負わないものとします。負傷事故の出ないように受講者は充分な

    場合がありますのでご了承ください。

用具管理と健康管理をお願いします。
（12）その他 ＊　講習会の最後に認定審査があります。合格者には

「認定書」を交付します。段位審査会申込時「認定書」
所有を申込書備考欄に明記し、審査当日「認定書」を持参
すれば、日本剣道形の審査が免除されます。
「認定書」の有効期間は講習会開催日（認定書日付）から
１年間です。

＊　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



団体試合 優　勝 第二位 第三位
神戸居合道倶楽部
兵庫尚道館
静心館
神戸居合道倶楽部

個人試合 優　勝 第二位 第三位
堀江祐太郎 河原　康平
（神戸学院大学） （神戸大学）
花畑　良彦 諫山　叶実
（神戸学院大学） （神戸学院大学）
川崎　章弘 小山　苑佳
（神戸玄武館） （神戸大学）
森田　久未 藤井　芳隆
（神戸玄武館） （兵庫尚道館）
竹藪　直人 鈴森　友真
（神戸玄武館） （垂水睦会）
坂本　直樹 荒金　　宏
（神戸玄武館） （神戸玄武館）
盆子原稔博 速水　千裕
（兵庫尚道館） （垂水睦会）

　　　監督　教士　八段　小野　一夫（神戸玄武館）
五段の部
坂本　直樹 荒金　　宏 今里　　寛
（神戸玄武館） （神戸玄武館） （誠之館） （明石市剣道連盟）
六段の部
盆子原稔博 速水　千裕 隠岐　充啓 森原　康成
（兵庫尚道館） （垂水睦会） （神戸居合道倶楽部） （明石市剣道連盟）
七段の部
速水　裕幸 藤原　孝樹 黒田　真人 尼﨑　　厚
（垂水睦会） （誠之館） （姫路剣道連盟） （赤穂剣道連盟）

優　勝
第二位
第三位
第五位

優　勝
第二位
第三位

松澤　朋美（兵庫尚道館）
中山　直紀（誠之館）

五段の部

六段の部

　　　　　　第５１回全日本居合道大会　　代表選手候補

◇　第４９回　兵庫県少年剣道の集い及び地区別剣道交流大会　　◇

団体戦一部 神戸玄武館 神戸市役所

団体戦二部 神戸学院大学 神戸玄武館

段外の部
藤本　真衣（神戸大学）

高原　　基（神戸学院大学）

三段の部
山岸穂乃香（静心館）
ｱﾝﾄﾞﾚｲ･ｸﾞﾙｼﾆｺﾌ（神戸玄武館）

大　会　報　告

 地区別剣道交流大会

　６月１２日（日）兵庫県立武道館において見出しの大会が開催され静寂の中にも緊張感あふれる
試合が展開されました。結果は下記の通りです。

　　６月１９日（日）兵庫県立文化体育館において見出しの大会が開催されました。
　　また、同日に関西マスターズスポーツフェスティバル・ひょうご生涯スポーツ大会「地区別剣道交
  流大会」も開催され、少年から高齢者までの幅広い年齢層での大会となりました。戦績は下記の通り
  です。
　兵庫県少年剣道の集い

◇　第４９回　兵庫県居合道大会　◇

四段の部

白川台少年剣修会
新宮剣志館
印南剣道場・葺合少年剣友会
宝塚安倉剣友会・太子丹生会・正心剣友会・尼崎市剣道連盟　　

西播地区協議会
丹波地区協議会
神戸地区協議会・阪神地区協議会

井上晃太郎（垂水睦会）

中川　朋彦

初段の部
横山　康幸（神戸大学）
笹田　美有（神戸大学）

二段の部
辻　　雄幸（誠之館）



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

一　級 95 93 0 93 97.9 4

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

初　段 350 283 12 0 271 77.4
二　段 288 240 25 0 215 74.7
三　段 135 99 12 0 87 64.4

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 5 5 ― 5 100.0 3
初　段 7 7 0 7 100.0
二　段 3 3 0 3 100.0
三　段 3 3 0 3 100.0
四　段 5 3 0 3 60.0
五　段 8 3 0 3 37.5

以上

　　 団体は推薦書の提出を至急お願いいたします。

【剣　道】

審　査　会　報　告

事務局からのお知らせ

［６月１１日（土）　加古川市立日岡山体育館］

［６月２５日（日）　明石中央体育会館］

　１． 全日本剣道連盟剣道有功賞・兵剣連表彰規程に該当される方がいらっしゃる加盟

【杖　道】
［６月　４日（日）　　神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場］

　　 　稽古会や審査会・講習会等での事故や怪我に対応するため、スポーツ傷害保険への加
　　 入をお勧めします。少年団体は、ほぼ加入されていると思いますが一般団体についても
　　 加入するようにお願いします。特に、会員に対して開放している日・祝日の稽古会は一
　　 般団体の会員は個人で参加していますが、各自安全に配慮していても防ぎきれない事故
　   や怪我に対処するには傷害保険に加入しておくことが必要でしょう。
　　　 あわせて学校団体所属の会員は学校へ、少年団体所属の会員は団体代表者へ連絡して
　   稽古会に参加してください。

　２． 様式、申込書等は兵剣連ホームページよりダウンロードできますのでご利用ください。
　３． 傷害保険加入についてのお願い


