
◆　第６４回全日本剣道選手権大会　◆　

◆　第６３回　兵庫県剣道優勝大会（一般の部）　兼

③　初段は満１３歳以上の方が受審できます。
　　年齢基準は審査日当日（１１月２０日）

淡路市大谷１７６－１　　
（３）受審資格

（６）入会金

（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。

◆　剣道級位審査会　◆

（１）日　　時 平成２８年１１月１９日（土）　午後１２時３０分受付
（２）会　　場 津名体育センター

（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）

（８）申込期日 平成２８年１１月０７日（月）必着

してください。

納入する必要がありますので用意しておいてください。

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。

（４）受審課目 ①「一級審査実施要領」

　出場申込は　平成２８年１０月１７日（月）までです。

　１１月３日（木祝）東京都　日本武道館において見出しの大会を開催されます。

　１１月２３日（水祝）神戸市立王子スポーツセンターにおいて見出しの大会を開催しま
す。詳細は、事業計画一覧の本大会要項をご参照のうえ、奮ってご参加ください。

淡路市大谷１７６－１　　

②　受審申込書の受審資格欄を参照してください。
（３）受審資格

（１）日　　時

（４）審査課目 ①　実　技

〒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

①　当連盟の会員であること。

③　学　科（実技・日本剣道形審査合格者のみ）

淡路市津名体育センター

◆　剣道段位（初～三段）審査会　◆

　（木刀は規格［全長102㎝］の太刀を使用してください。）

           第７０回　兵庫県民体育大会（剣道競技） ◆　　　　　　

 ＴＥＬ 078（861）5145　 　　ＦＡＸ 078（802）5240

　兵庫県からは県警察剣友会の　西村　　健　・　桐石　　泰　の２選手が出場します。

１１月の行事等のお知らせ

審　査　会

　応援よろしくお願いします。

平成２８年１１月２０日（日）　午前９時受付

　メールアドレス   　　　　　　info@hyogo-kendo.org

（２）会　　場

②　日本剣道形（実技審査合格者のみ）

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）

大　 会

兵　剣　連　だ　よ　り　平成２８年　９月

少年団体・学校団体から受審した合格者は、入会金（５００円）を



（８）申込方法

③　初段は満１３歳以上の方が受審できます。
　　年齢基準は審査日当日（１１月１３日）

　　　
＊　三段以上は、２回実施、時間計測も行います。

（５）学科問題

③　初段は満１３歳以上の方が受審できます。

④　日本剣道形修得の大切な理由を４つ書きなさい。

平成２８年１１月１３日（日）　午後１２時３０分受付

①　竹刀、木刀 各部の名称を書きなさい。

　　年齢基準は審査日当日（１１月２７日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（４）審査課目

下記４問のうち、当日２問を出題します。

してください。

平成２８年１０月３１日（月）必着（８）申込期日
受審申込書に審査料を添えて申し込みください。

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（６）登録料

（三　　段）

③　不動心について簡単に説明しなさい。

（６）登録料

（２）会　　場

（９）申込期日

入（1,000円）する必要がありますのでご用意ください。

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　打つべき機会について４つ書きなさい。

神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場

受審申込書に審査料を添えて申し込みください。

①　実　技［（一財）兵庫県剣道連盟　審査規則］参照
＊　全剣連居合指定技は当日指定する。

②　受審申込書の受審資格欄を参照してください。

◆　居合道級・段位（一級・初～五段）審査会　◆

１　兵庫県下の古流７派名と自己の流派・流祖名を書きなさい。

④　剣道修錬の心構えを４つ書きなさい。

神戸市灘区青谷町１－１－１　　　
（３）受審資格

②　学　科（段位受審者で実技審査合格者のみ）

①　当連盟の会員であること。

（１）日　　時

①　気・剣・体の一致について書きなさい。

してください。
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

（７）申込方法

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を納

平成２８年１１月０７日（月）必着

（初・二段）

②　受審申込書の受審資格欄を参照してください。

（７）会　　費

（３）受審資格 ①　当連盟の会員であること。

（１）日　　時 平成２８年１１月２７日（日）　午後１２時３０分受付

（５）学科問題 下記４問のうち２問出題します。

１　自己の修得した古流業名を７つ以上書きなさい。

◆　杖道級・段位（一級・初～五段）審査会　◆

神戸市灘区青谷町１－１－１　　　

（五　　段）

（初・二段） １　日本刀の取り扱い上の注意点を３つ以上書きなさい。　

（三　　段） １　序・破・急について書きなさい。　

（四　　段）

２　日本刀及び拵えを図示し、それぞれ１０以上の名称を書きなさい。

３　全日本剣道連盟居合術技１２本の名称を書きなさい。

４　切り下ろしについて書きなさい。

２　間と間合いについて書きなさい。

３　気・剣・体の一致について書きなさい。

４　居合道修行の目的と効果を４つ以上書きなさい。

２　残心について書きなさい。

３　守・破・離について書きなさい。

４　居合道指導上の留意すべき点を５つ以上書きなさい。

２　気位について書きなさい。

３　居合道指導上の留意すべき点を５つ以上書きなさい。

４　全日本剣道連盟居合の審判上の着眼点について説明しなさい。

（２）会　　場 神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場

②　三つの先をあげ、それぞれについて説明しなさい。

②　剣道の５つの構えを書きなさい。



１回戦 曽我部真代 　― ド 大西まなみ（福岡県）
津田佳菜子 メ 　― 川口理絵（三重県）

２回戦 津田佳菜子 メ 　― 小松悠香（大分県）
３回戦 メメ 　― 片山果沙稀（和歌山県）
準々決 　― メメ

優　勝　 正代小百合（東京都） 優秀選手 志藤綾子（埼玉県）
第二位 大西ななみ（福岡県） 優秀選手 竹村奈緒美（岐阜県）
第三位 山本真理子（大阪府） 優秀選手 津田佳菜子（兵庫県）
第三位 松本　弥月（神奈川県） 優秀選手 佐藤みのり（福島県）

率いる西軍が女子３：２で、男子１９：１６で男女とも勝利しました。

１回戦 兵　庫 ２ ― 0 鳥取
２回戦 兵　庫 0 ― 2 神奈川

　　女子先鋒　西軍　津田佳菜子　　メ－　　　松本　弥月（神奈川）東軍
　　女子大将　西軍　村山　香織　　　－コ　　村浜　千夏（埼玉）　東軍

◇　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第６２回全日本東西対抗剣道

②　杖道基本技１２本の名称を書きなさい。

です。津田選手は優秀選手賞を受賞しました。

　　　第19将　西軍　久保　貴経　コメ－メ　　國武　浩二（）東軍
　　　第14将　西軍　秋山　雅彦　　　－メド　辻山　和良（）東軍
　　　第10将　西軍　伊藤　明裕　　ツ－　　　塩澤　好和（）東軍

③　心気力（気杖体）一致について書きなさい。

②　杖道形稽古上の心得について書きなさい。　
③　事理一致（理合）について書きなさい。

　兵庫県からは、津田佳菜子・曽我部真代選手が出場しました。戦績は、下記のとおり

大　会　報　告

①　実　技［（一財）兵庫県剣道連盟　審査規則］参照

ベスト８となりました。

大会が開催されました。兵庫県からは６名の選手が出場しました。結果は、鈴木康㓛範士

　　　　　　　　　西軍　（３４）１９－１６（３４）　東軍

松本　弥月（神奈川県）

③　杖道の普及、振興方策について書きなさい。
④　気位について書きなさい。

　　　第３将　西軍　内濱　誠志　　　－メメ　東　　良美（）東軍

　９月１１日（日）長野県長野市　ホワイトリングで見出しの大会が開催されました。

（５）学科問題 下記４問のうち、当日２問出題します。
①　太刀の五つの構えの名称を書きなさい。

（６）登録料

②　審判員としての態度と心構えについて書きなさい。

④　残心について書きなさい。

②　学　科（段位受審者で実技審査合格者のみ）

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

（７）申込方法

（初･二段）

（三　　段）

（四　　段）

（五　　段）
④　懸待一致について書きなさい。

②　杖道修行によって養われるいろいろな徳について書きなさい

④　神道夢想流杖道の由来について書きなさい。　

受審申込書に審査料を添えて申し込みください。

①　杖道修行の目的と心得について書きなさい。

①　守・破・離について書きなさい。

③　三つの間合いについて書きなさい。

＊　全剣連杖道指定技は当日指定する。
（４）審査課目

（８）申込期日 平成２８年１１月１４日（月）必着

　　初段以上の演武は一人２回実施します。

んでした。中学生チームは予選リーグを勝ち上がりましたが、準々決勝で神奈川に敗れ、

決勝トーナメント

◇　第１１回　全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会　◇

　９月１８日（日）大阪市府民共済ＳＵＰＥＲアリーナで開催された、標記の大会は全国
から中学生チーチームと小学生チームが参加して夫々の部門で栄冠を目指した熱い戦いが
繰り広げられました。当県代表の小学生チームは、決勝トーナメントへの進出はなりませ

◇　第５５回　全日本女子剣道選手権大会　◇

①　杖道の指導精神について書きなさい。

してください。



【剣　道】
［８月２１日（日）ベイコム総合体育館］（阪神地区協議会主管）
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 197 197 0 100 3

［　９月　４（日）兵庫県立文化体育館］
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 354 266 13 0 253 71.5
二　段 219 147 12 0 135 61.6
三　段 170 105 8 0 97 57.1

［９月１０日（土）加古川市立日岡山体育館］（東播地区協議会主管）
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 207 207 0 100 6

以上

　大会・審査・講習会等に参加される方は、兵剣連ホームページのトップ画面内にある上
記項目を必ずご覧になって下さい。

事務局からのお知らせ

■　安全・情報・警報対応

審　査　会　報　告

　兵庫県立武道館より
　兵庫県立武道館内に、９月１７日より「姫路グリル」がオープンしたと連絡がありました。
喫茶・食事はもちろん特製弁当の注文もできるそうです。大会・講習会等で利用できるので
お知らせします。問い合わせＴＥＬ（０７９－２９７－５１７５）


