
審判実技審査及び学科審査

③　剣道四段以上であること。
 ４．認定審査

７．申込期日 令和４年７月１９日（火）必着

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」を

 ６．登録料 合格者は登録料　５，０００円を振り込みお願いします。合格者には
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申し込みください。

 ８．申込期日 令和４年７月１９日（火）必着

④　禁止行為事項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

◆　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　◆

教士受審申請書（顔写真添付）・錬士受審申請書と小論文

選考料・副申書を添えて申し込みください。
５．実施項目（当日） １　実技　　２　日本剣道形　　　

６．提出物

神戸市灘区青谷町１－１－１　　　
３．受審資格

　（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。）

（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。）

◆　第７７回　国民体育大会近畿ブロック大会　剣道競技　◆
　８月２１日(日)　京都市武道センターにおいて見出しの大会が開催されます。
兵庫県チームが本国体に出場できますようご支援よろしくお願いします。

４．申込方法 兵剣連ホームページ内の「要項・お知らせ」→「称号選考会要項」で確認し、

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。

選　考　会　・　審　査　会

①　当連盟の会員であること。

 ３．受審資格

②　審判員の心得について説明しなさい。
③　有効打突について説明しなさい。

〒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

大　　　会

８月の行事等のお知らせ

　メールアドレス   　　info@hyogo-kendo.org

◆　第６９回　兵庫県剣道優勝大会（学校の部）　兼
　　　　　　　　　第７６回　兵庫県民体育大会（剣道競技）　◆

１．日　　時 令和４年８月１１日（木祝）　12：30～　受付
２．会　　場 神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場

　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。要項はホームページ事業計
画に掲載しております。締め切りは７月１１日（月）ですのでよろしくお願いします。

①　審判の目的と審判員の任務について書きなさい。

令和４年８月１１日（木祝）　午後１時３０分　受付

剣道・居合道・杖道（教士・錬士）候補者選考会

 １．日　　時
剣道公認審判員認定審査会

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講習会（当連盟より講師派遣のものに限る）など
必要な講習会を受講済みであること。

　受審者相互で試合をし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。

神戸市灘区青谷町１－１－１　　　

　受講済みであること。(平成３年８月以降の受講に限る）



◆兵庫県女子剣道交流稽古会◆

℡0791-45-2091

（学生は除く）
交流が中心ですから、初心者から昇段を目指す方まで、練度に応じて対応します。

①体操・素振り・基本稽古

②合同稽古　・　質疑応答

③自己紹介・交流懇親会

令和４年７月１９日（火）

　兵剣連講習会申込書（ホームページ）により、加盟団体より兵剣連事務

局へ申込ください。
（不明な点があれば、加盟団体事務局又は兵剣連事務局までご連絡ください。）

  ９　参加上の注意

　

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

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。

（11）申込期日 令和４年８月８日（月）必着
（12）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

　３　会　　場 赤穂市総合体育館

・健康に留意して、決して無理をしないこと。
・なお、稽古中に事故が発生した場合応急手当は行うが、それ以外の責任は負わない。
　（スポーツ傷害保険については各自で加入する。）
・開催当日午前６時現在で会場地域に「警報」が出ている時は開催を中止します。

令和　４年　８月　７日（日）午後９時００分～受付　　１２時まで

  ６　講　師 教士 川原清美　　補助講師：剣道女子委員

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

講　習　会　・　稽古会

　１　主　　　催 ひょうご女性スポーツの会

（公財）兵庫県剣道連盟女子剣道委員会

  ２　日　　時

所有を申込書備考欄に明記し、審査当日「認定書」を持参

１人につき　２，０００円。
（９）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）
（10）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。

青垣住民センター　　
兵庫県丹波市青垣町佐治１１４　TEL 0795-87-0363 

（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。

（４）講　　師 派遣講師  教士八段　秋山雅彦
地元講師　

◆　日本剣道形講習会　（丹波地区主管）◆

（１）日　　時

（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）受講料

用具管理と健康管理をお願いします。
（13）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」

赤穂市加里屋1278

　４　参加資格 当連盟の会員団体に所属し、当連盟に会員登録している１８歳以上の女子。

  ５　参加料 無し

  ７　内　容

  ８　申込期限

・全剣連の対人稽古に関する感染予防ガイドラインにのっとって実施。
・コロナ感染予防対策として、参加者は４０名まで、入場は５０名までとする。

令和４年８月２０日（土）　　午前９時受付
（２）会　　場



大　会　報　告

優勝

第二位

第57回全日本居合道大会（東京都）　　選手候補

監督　教士八段　大下　政一

第55回　兵庫県居合道大会
開催日　令和4年6月11日（土）　　　　　　　会場　兵庫県立武道館

団
体
戦

第一部（三段～五段） 第二部（段外～二段）

兵庫尚道館 神戸学院大学

誠之館 西宮長和会

第三位
姫路剣道連盟 兵庫尚道館

西宮長和会 神戸玄武館

ふるいえ　たけし

古家　岳志
（　　神戸学院大学　　）

かまたに　いっき

鎌谷　一輝
（　　神戸学院大学　　）

こんたに　りゅうせい

紺谷　隆晟
（　　神戸学院大学　　）

おおたけ　かおり

大竹　馨
（　　神戸学院大学　　）

段外

初段
みなかみ　ひろと

水上　裕斗
（　神戸学院大学　）

たけだ　ともか

武田　智香
（　　神戸学院大学　　）

かなおか　かおる

金岡　薫
（　　西宮長和会　　）

そのお　まゆ

園尾　磨由
（　　兵庫尚道館　　）

ふじい　よしたか

藤井　芳隆
（　　兵庫尚道館　　）

なかやま　なおき

中山　直紀
（　　　誠之館　　　）

リチャード　ストーネル
（　　神戸玄武館　　）

みずたに　てつや

水谷　哲也
（明石市剣道連盟）

二段
やまおか　こうや

山岡　昂矢
（　　神戸学院大学　　）

ひらま　としや

平間　稔也
（　　神戸玄武館　　）

まさき　ゆたか

正木　豊
（　　神戸玄武館　　）

おおにし　ようこ

大西　陽子
（　　静心館　　）

三段
つつい　りょう

筒井　諒
（　　兵庫尚道館　　）

のと　まりこ

能登　まり子
（　　西宮長和会　　）

なかつる　しょうへい

中津留　匠平
（　　垂水睦会　　）

たなか　ゆき

田中　由規
（　　神戸玄武館  ）

氏名
なかやま　なおき

中山　直紀
（　　　誠之館　　　）

あらかね　ひろし

荒金　宏
（　　神戸玄武館　　）

はやみ　ちひろ

速水　千裕
（　　神戸青龍館　　　）

五段 六段 七段

氏名
ふじい　よしたか

藤井　芳隆
（　　兵庫尚道館　　）

さかもと　なおき

坂本　直樹
（　　神戸玄武館　　）

　おき　　みつひろ

隠岐　充啓
（　　　静心館　　　　）

たけなか　かずま

竹中　一馬
（　　小野睦会　　）

なかがわ　ともひこ

中川　朋彦
（　　誠之館　　）

個
人
戦

優勝 二位 三位

六段
さかもと　なおき

坂本　直樹
（　　神戸玄武館　　）

あらかね　ひろし

荒金　宏
（　　神戸玄武館　　）

四段
べっしょ　ひろたか

別所　弘崇
（　　兵庫尚道館　　）

ひさき　しげる

久木　繁
（　　神戸玄武館　　）

かわさき　あきひろ

川﨑　章弘
（　　神戸玄武館　　）

つじ　まさゆき

辻　雄幸
（　　誠之館　　）

五段

氏名
みずたに　てつや

水谷　哲也
（明石市剣道連盟）

なかがわ　ともひこ

中川　朋彦
（　　誠之館　　）

ふじわら　たかき

藤原　孝樹
（　　　誠之館　　　　　）

氏名
リチャード　ストーネル
（　　神戸玄武館　　）

たけなか　かずま

竹中　一馬
（　　小野睦会　　）

ぼんこはら　としひろ

盆子原　稔博
（　　兵庫尚道館　　　）

第５５回  “兵庫県少年剣道の集い” 

 

令和 ４年 ６月１９日 (日) 
神戸常盤アリーナ（兵庫県立文化体育館）

順  位 団    体    名 

優  勝 白川台少年剣修会 

２  位 宝塚剣道円心会 

３  位 印南剣道場 

３  位 北六甲台剣友会 

５  位 能勢武勇館 

５  位 尼西水明クラブ 

５  位 竜東館 

５  位 剣心会 

 

第１７回ひょうご生涯スポーツ大会(地区別交流剣道大会) 

 

令和 ４年 ６月１９日 (日) 

神戸常盤アリーナ（兵庫県立文化体育館）

成  績 地    区    名 

優  勝 阪神北地区協議会 

２  位 丹波地区協議会 

３  位 淡路地区協議会 

３  位 東播地区協議会 
 



【杖　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 5 5 　　― 5 100.0 0
初　段 6 5 0 5 83.3
二　段 5 5 0 5 100.0
三　段 1 1 0 1 100.0
四　段 2 2 0 2 100.0
五　段 2 2 0 2 100.0

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 212 162 2 0 160 75.5
二　段 146 127 4 0 123 84.2
三　段 49 43 1 0 42 85.7

以上

審　査　会　報　告

【剣　道】

［６月２６（日）　明石中央体育会館］

［６月５（日）　神戸市立王子スポーツセンター

 


