
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。）
　５．登録料 級・段位審査料等並びに登録料一覧表（29.4.1改正　版）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。
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。）

　８．申込期日 平成３０年　７月　２日（月）必着

講　習　会

◆　杖道伝達講習会及び審判講習会　◆

　１．日　　時 平成３０年　７月　１日（日）　午前９時受付

　２．会　　場 兵庫県立武道館
姫路市西延末５０４ ℡　(079)292-8210

　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「一級審査実施要領」

　メールアドレス   　　info@hyogo-kendo.org

兵　剣　連　だ　よ　り　平成３０年　５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

７月の行事等のお知らせ

大　　　会

◆　第１６回　兵庫県剣道選手権大会
　兼　第６６回　全日本剣道選手権大会予選会
    第３１回　兵庫県女子剣道選手権大会
　兼　第５７回　全日本女子剣道選手権大会予選会　　　　◆

　平成３０年７月　８日（日）神戸常盤アリーナにおいて標記の大会が開催されます。大会
要項・参加申込書等は、ホームページからダウンロードして下さい。

審　査　会

◆　剣道級位審査会　◆

　１．日　　時 平成３０年　７月１６日（月祝）　　午前９時受付

　２．会　　場 神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場
神戸市灘区青谷町１－１－１　　　

　３．参加資格 ①　当連盟の会員であること。（平成30年度会員登録済みのこと）
②　級・段位に制限を設けない。

　４．講習内容 指導法並びに審判法の伝達
　５．講　　師 全剣連　中央講習会受講者
　６．受講料 １人につき　２，０００円
　７．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。
　８．申込期日 平成３０年　６月１８日（月）必着



　

　５．講習内容 指導法・審判法の説明及び実習
　６．受講料 １人につき　２，０００円
　７．携行品 剣道具、竹刀、木刀、剣道着、袴、筆記用具
　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３０年　７月　９日（月）必着

地元講師　剣道教士　　　地区講師　　　
＊　講師の都合により、変更になる場合があります。

◆　剣道指導法講習会並びに審判法講習会　◆

　１．日　　時 平成３０年　７月２１日（土）　午前９時受付
　２．会　　場 たちばな職員研修センター

兵庫県神戸市中央区橘通３丁目４−２　TEL078-341-0120　
　３．参加資格 当連盟の会員であること。（平成30年度会員登録済みのこと）
　４．講　　師 派遣講師　剣道教士八段　岡村　康広

　10．その他 ①　称号選考会受審予定者は受講してください。

審判法講習

②　公認審判員認定審査受審予定者及び公認審判員資格更新希望者は
　受講してください。
＊　公認審判員資格保持者は、最低年に１回は審判法の講習を受講し、
　　審判規則の熟知並びに技能習熟に努めてください。
③　受講者は「剣道試合・審判規則」「同　運営要領の手引き」「剣
　道手帳（公認審判員）」を持参してください。
④　その他、全剣連「講習会資料」を予め購入し、持参ください。

◆　杖道審判講習会　◆

　１．日　　時 平成３０年　７月２２日（日）　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

神戸市灘区青谷町１－１－１　　　
　３．参加資格 ①　当連盟の会員であること。（平成30年度会員登録済みのこと）

②　四段以上
　４．講習内容
　５．講　　師 教士　吉岡　邦康

教士　高田　浩和
　６．受講料 １人につき　１，０００円
　７．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。
  ８．申込期日 平成３０年　７月　９日（月）必着

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　岡村　康広

地元講師　
（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 ）　持参資料 「日本剣道形解説書」（当日販売もあります。200円）
（７）受講料

◆　日本剣道形講習会　◆

（１）日　　時 平成３０年　７月２８日（土）　　午前９時受付
（２）会　　場 神戸市立中央体育館

兵庫県神戸市中央区楠木町4-1-1
（３）受講資格 ①　当連盟の会員であること。

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。

１人につき　２，０００円。
（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３０年　７月１３日（金）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

＊　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
    場合がありますのでご了承ください。

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
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。



　

２回戦 兵　庫 福島
３回戦 兵　庫 熊本

次鋒 山崎　仁平 優秀選手賞

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

一　級 101 101 2 98 7

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） （％）

四　段 83 31 3 0 28 33.7
五　段 58 19 0 0 19 32.8

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 386 321 13 8 300 77.7
二　段 213 176 10 1 165 77.5
三　段 21 12 3 0 9 42.9

 (5)２　―   １(3)

◇　第６６回　全日本都道府県対抗剣道優勝大会　◇

　４月２９日（祝）エディオンアリーナ大阪で見出しの大会が開催されました。兵庫県チームは
三回戦、ベスト１６でした。

大　会　報　告

◆　日本剣道形講習会　◆

（１）日　　時

（３）受講資格

③　教・錬士称号受審予定者受講必須講習会の一つです。

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
用具管理と健康管理をお願いします。

審　査　会　報　告
【剣　道】

［４月２２日（日）　　　神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場］

［４月２９日（日祝）　神戸常盤アリーナ（兵庫県立文化体育館）］

    場合がありますのでご了承ください。

平成３０年　７月２８日（土）　　午前９時受付
（２）会　　場

①　当連盟の会員であること。
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。

（４）講　　師 派遣講師　剣道教士　岡村　康広
地元講師　剣道教士　伝達講習受講者　

（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。

（７）受講料 １人につき　２，０００円。
（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３０年　７月１３日（金）必着
（11）安全対策

［４月１５日（日）　伊丹市立伊丹小学校］

豊岡市立日高文化体育館
兵庫県豊岡市日高町祢布954-6

　（６ ）　持参資料 「日本剣道形解説書」（当日販売もあります。200円）

（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

（3)２　―   ３(4)



以上

　　 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。

事務局からのお知らせ

　１．下記の８月大会要項をホームページ（事業計画）にアップしております。

　　　＊８月２５日（土）高校の部　２６日（日）大学・中学の部　兵庫県立武道館
　　　　第６５回兵庫県剣道優勝大会・第７２回兵庫県民大会（剣道競技・学校の部）

　 ２．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団体
　　 は推薦書の提出をお願いいたします。
　３． 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。
　４． 傷害保険加入についてのお願い
　　 　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


