
　剣道１級審査実施要領の２、小手及び面の「竹刀をやや右斜め下方に開き、面を打た
せる」と、木刀による剣道基本技稽古法「連続技（二・三段の技）」の「剣先をやや右
に開いて正面を打たせる・剣先を下げて開かないようにする」について、平成２８年３
月の評議員会で、指導上混乱が生じやすいので整合性を持たせることはできないかとの
要望があった。この件にについて平成２８年７月１０日の審議員会において検討をお願
いした。論議の結果、次の内容が確認されたのでお知らせいたします。。　

平成２８年　９月　４日（日）　午前９時受付
兵庫県立文化体育館

＊　開催会場にご注意下さい。
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。
＊　初段は満１３歳以上の方が受審できます。
　　年齢基準　審査日当日（　９月　４日）
①　実技

いよう、十分指導されるようお願いします。
②　日本剣道形（実技審査合格者のみ）
③　学科（実技・日本剣道形審査合格者のみ）
学科審査時間は３０分間とします。

　実施要領の２は「小手を打突したのち二・三歩（小さく）前進（残心）して、体
を整え遠間から正しく正面を打つ。」と留意事項にあるので、その際に元立ちが間
合いを取ってやり、小手を打たせた形から右斜め下方に竹刀を開いて正面を打たせ、
体を捌くよう指導すればよい。
　ただし、今後の一級審査において受審者の負担の問題や審査時間の問題など、一

　４．審査課目
　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な

兵　剣　連　だ　よ　り　平成２８年　７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

９月の行事等のお知らせ

　メールアドレス   　　info@hyogo-kendo.org

◆　第５５回全日本女子剣道選手権大会　◆

ます。出場選手は、予選を勝ちぬかれた、津田佳菜子　選手(警察剣友会）・曽我部真代　選手（警察
剣友会）です。応援よろしくお願いします。

　９月1１日(日)、長野県長野市のホワイトリングにおいて見出しの大会(主催　全剣連）が、開催され

　　　　　　剣道１級審査における、「剣道１級審査実施要領」と
　　　　　　　　　　　　　　「木刀による剣道基本技稽古法」の指導について

  級審査全体として改善すべき必要があれば検討を考えることとする。

　「剣道１級審査実施要領」は兵庫県剣道連盟が制定し、防具を着け竹刀を持って
の実技であり、「基本技稽古法」は全剣連制定の木刀による稽古法であって、それ
ぞれ別のものとして指導すべきである。したがって、「剣道１級審査実施要領」と
その留意事項における文言はそのまま指導するものとする。

◆　第６２回全日本東西対抗剣道大会　◆

　９月1８日(日)、福島県郡山市　郡山総合体育館において見出しの大会(主催　全剣連）が、開催され
ます。兵庫県からは　西軍監督　鈴木康　西軍　３将　内濱誠志　10将　伊藤明裕　14将　秋山雅彦
19将　久保貴経　　女子大将　村山香織　女子先鋒　津田佳菜子　が選ばれて出場します。
　応援よろしくお願いします。

選考会・審査会

◆　剣道段位（初～三段）審査会　◆

　１．日　　時
　２．会　　場

神戸市長田区蓮池町１－１　　

　３．受審資格



下記４問のうち２問出題します。
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

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
してください。
少年団体・学校団体から受審した合格者は、登録料に加えて会費
（1,000円）を納入する必要がありますのでご用意ください。
受審申込書に審査料を添えて申し込みください。
平成２８年　８月２２日（月）必着

受付時間 四　段 午前８時４５分から９時１５分まで　
五　段 午前１１時３０分から１２時まで

＊　受付時間を厳守願います。

③　剣道の懸待一致について説明しなさい。
④　剣道の試合上の心得を５つ書きなさい。

②　日本剣道形（実技審査合格者のみ）
③　学科（実技・日本剣道形審査合格者のみ）
学科審査時間は３０分間とします。

　５．学科問題 下記４問のうち２問出題します。
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

（四　　段） ①　剣道の三殺法について説明しなさい。
②　日本剣道形の必要性を説明し、効果を４つ書きなさい。

　１．日　　時 平成２８年　９月２５日（日）　　

　２．会　　場 神戸市立王子スポーツセンター　剣道場
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　受審申込書の受審資格欄を参照してください。

　４．審査課目 ①　実技

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
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２９日（月）必着

◆　剣道段位（四～五段）審査会　◆

ください。
　５．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。
　６．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。

②　受審申込書の受審資格欄を参照してください。
  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。）
　４．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

　７．会　　費

　８．申込方法
　９．申込期日

◆　剣道級位審査会　◆

　１．日　　時 平成２８年　９月１０日（土）　午前１２時半受付

　３．受審資格 ①　当連盟の会員であること。

　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 ℡　(079)426-8911

　　　　　　　　　（初・二段）

（三　　段）

　６．登録料

　５．学科問題

④　剣道修業によって養われる諸徳のうち、３つをあげて説明しなさい。
③　稽古の種類を５つあげ、その特性について書きなさい。

①  竹刀、木刀 各部の名称を書きなさい。
②　剣道の５つの構えを書きなさい。
③　切り返しの効果を５つ書きなさい。
④　剣道修業の目的について３つ書きなさい。
①　残心の必要な理由について書きなさい。
②　体当たりの方法と効果について書きなさい。



◆　剣道高段位受審者講習会　◆
＊この講習会は県立武道館との共催事業です。

　１．日　　時　　　　平成２８年　９月１１日(日)　午前９時受付

 　　　　　　　 　　　姫路市西延末５０４番地  ℡（079）292-8210  
　３．参加資格　　　　①当連盟の会員であること。（平成２８年度会員登録済みのこと）
　　　　　　　　　　　②剣道六段・七段・八段審査会受審予定者。
　４．講　　師　　　　範士八段・教士八段の先生方　　
　５．研修内容　　　　＊日本剣道形・基本
　　　　　　　　　　　＊審査会形式で参加者同士の稽古を講師に見ていただきます。
　６．参加料　　　　　１人につき２，０００円
　７．携帯品　　　　　剣道具、竹刀、剣道着、袴、木刀(大・小）
　８．申込方法　　　　講習会申込書に参加料を添えて申し込みください。
　９．申込期日　  　　平成２８年　８月２９(月)必着
　10．その他　　　　　参加者は、５０名程度を予定しています。予定を超える場合は申込順で
　　　　　　　　　　　締め切りますので、ご了承ください。

平成２８年　９月１８日（日）・１９日（月祝）　午前９時受付

森本　訓史（全剣連より派遣の講師です）

神戸市灘区青谷町１－１－１

②　居合道四段以上の資格を有する者であること。
全日本剣道連盟平成２８年度（第４３回）居合道中央講習会を

①　第４３回　居合道中央講習会での決定事項を伝達します。

　９．申込期日 平成２８年　９月１２日（月）必着

講　習　会

　２．会　　場　  　　兵庫県立武道館　グローリー道場

　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。）

　６．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
参照してください。

　７．会　　費 学校団体から受審した合格者は、登録料に加えて会費（1,000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。

　８．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。

（五　　段） ①　剣道の虚実について説明しなさい。
②　一眼二足三胆四力について説明しなさい。

神戸市立王子スポーツセンター　身障体育館

◆　杖道一般講習会（全剣連講師招聘事業）　◆
　１．日　　時
　２．会　　場 兵庫県立武道館

姫路市西延末５０４番地　TEL０７９－２９２－８２１０

　３．受講資格 ①　当連盟の会員であること。
②　級・段位に制限を設けない。

　４．講　　師 杖道教士
　５．講習内容 全剣連杖道の形
　６．受 講 料 一日につき2000円（両日受講4000円）
　７．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。
　８．申込期日 平成２８年　９月　５日（月）必着
　10．そ の 他

③　剣道上達の要点を書きなさい。
④　剣道の審判員の心構えを書きなさい。
＊五段受審者で社会体育指導者資格初級の認定を受けた者は、該当
　認定を持って五段審査の学科合格に替えるものとする。

杖、木刀、剣道着、袴、筆記用具を持参して下さい。
（県名及び姓を明記した名札を左胸部に付けること）

　今回の講習会は全剣連より派遣された講師の先生にお願いしています。また、全剣連の要
望もあり、近隣県にお知らせをし多くの方に受講して頂きますので、ふるってご参加下さい。

　３．受講資格 ①　当連盟の会員であること。

　４．講　　師
受講された先生方。

　５．講習内容
②　審判実技

　６．受 講 料 １人につき　２，０００円
　７．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。
　８．申込期日 平成２８年　９月　８日（木）必着

◆　居合道指導者伝達講習会並びに審判法講習会　◆

　１．日　　時 平成２８年　９月２２日（木祝）　午前９時受付
　２．会　　場



◇　第１４回兵庫県剣道選手権大会兼第６４回全日本剣道選手権大会予選会
　第２９回兵庫県女子剣道選手権大会兼第５５回全日本女子剣道選手権大会予選会　◇

　７月１０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、全日本剣道選手権大会
出場を目指して激しい戦いが繰り広げられました。結果は下記の通りです。

優　勝 第二位 第三位
江口　　良

優　勝 第二位 第三位
曽我部真代 鯵坂　沙記

◇　第８回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会　◇

　７月１６日に東京都の日本武道館で見出しの大会が開催されました。結果は下記の通りです。

◇　第５４回近畿高等学校剣道大会　◇

　７月　９・１０日に滋賀県立体育館で見出しの大会が開催されました。結果は下記の通りです。

【剣　道】
［７月３日（日）兵庫県立武道館］（西播地区協議会主管）

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

一　級 88 88 0 100 4

以上

　＊全日本剣道連盟の業務休止日は　８月１１日（木祝）～１６日（火）です。

　大会・審査会・講習会等の申込〆切にご注意下さい。、団体事務局の方は「兵剣連だより」「事業
計画」「連絡」など、ホームページをごらんの上、会員に周知をお願いいたします。

　◎加盟団体事務局の方へ◎

（県警察剣友会）

　西村・桐石 両選手は、１１月　３日（木・祝）に日本武道館で開催の第６４回　全日本剣道選手権大会
に出場します。

第２９回　兵庫県女子剣道選手権大会

津田佳菜子

審　査　会　報　告

（甲南大学）

一回戦　兵庫　代①－１　沖縄

（県警察剣友会） （県警察剣友会） （県警察剣友会）

西村　　葵

二回戦　　　　　３－０　長野
三回戦　　　　　２－１　神奈川
四回戦　　　　　０－２　岐阜

　津田・曽我部の両選手は、９月１１（日）に長野県長野市ホワイトリングで開催の第５５回 全日本女子
剣道選手権大会に出場します。

男子団体試合　育英　　　　　　　　　ベスト８
女子団体試合　須磨学園　　　　　　　準優勝

大　会　報　告

事務局からのお知らせ

　　　　　　　（　ベスト８　）　大将　尾﨑範子　選手　が優秀選手に選ばれ表彰されました。

　◎夏期休暇による臨時休業について◎
　兵庫県剣道連盟事務局では、下記の通り夏期休暇実施のため、業務を休止します。

平成２８年　８月　　１３日（土）・１４日（日）・１５日（月）・１６日（火）・１７日（水）

第１４回　兵庫県剣道選手権大会

西村　　健
（県警察剣友会）

坂田圭志竜

男子個人試合　鈴木　賢起（育英）　　優　勝
女子個人試合　上田　真衣（滝川第二）三　位
　　　　　　　大西真奈未（関西学院）三　位

優勝　大阪　　　準優勝　岐阜　　　三位　岡山・和歌山　　

桐石　　泰
（県警察師範教師会） （県警察剣友会）


