
　メールアドレス   　　info@hyogo-kendo.org

兵　剣　連　だ　よ　り　令和　４年　５月

〒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

７月の行事等のお知らせ

大　　　会

ホームページ事業計画の要項欄をご覧ください。

◆　第２０回　兵庫県剣道選手権大会　兼
　　　　　　　　第７０回　全日本剣道選手権大会予選会
    第３５回　兵庫県女子剣道選手権大会　兼
　　　　　　　　第６１回　全日本女子剣道選手権大会予選会　　　　◆

　令和４年　７月　３日（日）兵庫県立武道館において見出しの大会が開催されます。要項は

　審査会における 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。

　コロナ感染対応が解除されない状況ですので、審査会は受審者・役員以外は入館できませんのでよろしく

お願いします。制限を解除できる状況となった時はホームページ等でお知らせ致します。

　コロナ感染の状況は５月末になりかなり少なくなりましたが、まだ油断できません。基本的

いのでよろしくお願いします。制限を解除できる状況となった時はホームページ等でお知らせ

致します。また、開催が難しい状況になった時もホームページ等でお知らせします。

な対策は継続する必要があるので、大会は無観客で実施予定です。選手役員以外は入館できな

　コロナ感染の状況は５月末になりかなり少なくなりましたが、まだ油断できません。基本的

な対策は継続する必要があるので、大会は無観客で実施予定です。選手役員以外は入館できな

いのでよろしくお願いします。制限を解除できる状況となった時はホームページ等でお知らせ

致します。また、開催が難しい状況になった時もホームページ等でお知らせします。

◆　第１７回　兵庫県杖道大会　◆

ホームページ事業計画の要項欄をご覧ください。

審　査　会

　令和４年　７月１７日(日)兵庫県立武道館において見出しの大会が開催されます。要項は

◆　剣道級位審査会　◆

　１．日　　時 令和４年　７月　９日（土）　　１２：３０　受付
　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. 電話番号：079-426-8911. 
　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」

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。

　８．申込期日 令和４年　６月２７日（月）必着

　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。

　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。）



　

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。

地元講師　
（５）講習内容

所有を申込書備考欄に明記し、審査当日「認定書」を持参

（10）申込期日 令和４年　７月　４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

（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

◆　剣道級位審査会　◆

◆　日本剣道形講習会（但馬地区主管）　◆

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

（３）受講資格 ①　当連盟の会員であること。

（２）会　　場 豊岡市立日高文化体育館
兵庫県豊岡市日高町祢布954-6 電話：0796-42-2505

令和４年　７月１１日（月）必着

講　習　会

する必要があります。
　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。

　１．日　　時 令和４年　７月２４日（日）　　午後　１　時受付
　２．会　　場 兵庫県立武道館

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　　　

　（木刀は規格［全長102㎝］の太刀を使用してください。）

（１）日　　時 令和４年　７月１７日（日）　　午前９時受付

「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）

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。
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　岡村康広教士

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」

　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。

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

講習会申込書に受講料を添えて申込みください。

姫路市西延末５０４ ℡　(079)292-8210
　３．受審資格

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

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」
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）

　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

◆　杖道審判法講習会　◆

　１．日　　時 令和　４年　７月　３日（日）　１２:３０受付
　２．会　　場

　３．参加資格 ①　当連盟の会員であること。（令和４年度会員登録済みのこと）

　８．申込期日 令和　４年　６月２０日（月）必着

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 松村教士・白井教士
　６．受講料 １人につき　１，０００円



　

種　　　別 優　　　勝 第　二　位

種　　　別 優　　　勝 第　二　位

（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

（４）講　　師 -
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。

（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。
「日本剣道形解説書」（当日販売もあります２００円）

（11）安全対策

東元　靖幸（川崎重工業(株)明石工場）

田村　祐三（六甲剣友会）

浜田　勝彦（神戸刑務所）

及川　広行（西宮剣友会）

浅野　晃敏（清州館）

第　三　位

江口　　良

（兵庫県警察師範教
師会）

「認定書」を交付します。段位審査会申込時「認定書」

「日本剣道形解説書」（当日販売もあります。200円）
（７）受講料 １人につき　２，０００円。

（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 令和　４年　７月１５日（金）必着

高橋　利典

（宍粟剣道連盟）

大　会　報　告

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
    場合がありますのでご了承ください。

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。

（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。
③　教・錬士称号受審予定者受講必須講習会の一つです。

（２）会　　場

１８歳以上
２５歳未満

の部

森塚　　遼

（兵庫県警察剣友
会）

小川　蓮太

（兵庫県警察剣友
会）

神戸市立中央体育館　　TEL 078-341-7971

６５歳以上 志田　　守

（たつの剣道連盟）

大壁　正幸

（相生剣連連盟）

６０歳以上
６５歳未満

の部

加賀　　満

（星和台剣友会）

石原　嘉郎

（三菱電機(株)神
戸製作所）

５５歳以上
６０歳未満

の部

阿部　始郎

（兵庫県学校剣道連
盟）

渋谷　　誠

（西宮剣友会）

４５歳以上
５５歳未満

の部

杉本　健介

（兵庫県警察師範教
師会）

（６）持参資料

◇ 第３７回兵庫県剣道年齢別男子選手権大会　　　　

                   兵庫県ねんりん剣道交流大会 ◇
令和４年５月１４日（土）　於　兵庫県立武道館

三浦　康貴（兵庫県警察剣友会）

山下　隼矢（三菱電機(株)紅菱会剣道部）

小林　修造（兵庫県警察剣友会）

重本　拓実（兵庫県警察剣友会）

椿　　　武（兵庫県学校剣道連盟）

第　三　位

２５歳以上
３５歳未満

の部

前田　　悟

（兵庫県警察剣友
会）

菅野　隆行

（兵庫県警察剣友
会）

３５歳以上
４５歳未満

の部

坂田圭志竜

（兵庫県警察師範教
師会）

 阿野　真人（大蔵剣友会）

 片野　文夫（西宮剣志会）

 河田　　稔（清州館）

 森谷　真三（赤穂剣道連盟）

兵庫県神戸市中央区楠町4-1-1

◆　日本剣道形講習会（神戸地区主管）　◆

（１）日　　時 令和　４年　７月３１日（日）　　午前９時受付



種　　　別 優　　　勝 第　二　位

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 99 99 0 100 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 238 187 2 0 185 77.7
二　段 58 48 5 1 42 72.4
三　段 41 33 2 0 31 75.6

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 28 28 0 100 1

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 45 38 1 0 37 82.2
二　段 12 11 1 0 10 83.3
三　段 11 11 0 0 11 100.0

【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 5 　　― 5 71.4 4
初　段 8 8 2 6 75.0
二　段 3 3 0 3 100.0
三　段 4 4 1 3 75.0
四　段 3 2 0 2 66.7
五　段 8 2 1 1 30.0

以上

［５月２２日（日）　八鹿総合体育館］

５５歳以上
の部

岩崎　真由美

（印南剣道場）

福留　弘子

（（公財）修武
館）

◇ 兵庫県女子剣道交流大会 ◇

［４月２４日（日）　神戸常盤アリーナ］

［５月２１日（土）　八鹿総合体育館］

４０歳以上

５０歳未満
の部

畑　　順子

（グローリー㈱本
社）

高梨　琴子

（グローリー(株)
本社）

中渕　友美（西宮剣友会）

奈木　朋子（淡路剣道協会）

５０歳以上

５５歳未満
の部

荒木　知子

（加古川市剣道連
盟）

井戸　英津子

（西宮剣志会）

第　三　位

１８歳以上

３０歳未満
の部

松本　泉帆

（兵庫県警察剣友
会）

木村　歩由実

（兵庫県警察剣友
会）

橋本　怜奈（兵庫県警察剣友会

寺井　美佳

（兵庫県学校剣道
連盟）

堀谷　寧々（兵庫県警察剣友会）

　   稽古会に参加してください。

　　 は推薦書の提出をお願いいたします。
　２． 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

事務局からのお知らせ

　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団体

　　 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

審　査　会　報　告
【剣　道】

［４月２３日（土）　伊丹市立伊丹小学校］

３０歳以上

４０歳未満
の部

喜多　亮奈

（グローリー㈱本
社）

［５月８（日）　神戸市立王子スポーツセンター


