
１．日　　時
２．会　　場

３．参加資格

４．選考方法

５．試合・審判および試合方法等

６．出場選手資格

 ⅲ 次鋒（大学生）は、令和　元年度兵庫県剣道連盟加盟の学校
　　団体（大学）に所属し、令和　２年度も引き続き当該学校団
　　体に所属する大学生で予選会出場は１大学２名以内とする。
　　兵剣連加盟学校団体（大学）に所属していない大学生も、兵

　　選会出場人数は１団体２名以内とし、予選会参加申込書に在

本大会

五将・・・１８歳以上３５歳未満の男子
　　　　　警察職員、教職員、高校生、大学生を除く
中堅・・・教職員の男子、年齢制限なし。
三将・・・警察職員の男子、年齢制限なし。

 ※ 本大会は、令和　２年　４月２９日（水祝）大阪市で開催される予定です。

　　団体（高等学校）に所属し、令和　２年度も引き続き当該学

②　副将・三将・中堅・五将・次鋒・先鋒は、予選会の勝者とする。

神戸市長田区蓮池町１－１　TEL078-631-1701

①　全日本剣道連盟試合・審判規則とその細則による。
②　試合はトーナメント方式による。

　　出場資格に充分ご注意の上、予選会参加の申し込みをして下さい。

　　より予選を行う。

　　剣連加盟団体から一般会員登録をしておれば申し込むことが
　　出来る。ただし代表選手に選考された場合は、令和　２年度

③　職業資格の基準は、県予選会参加時とし、大会当日も変更の
　　ないこと。
④　予選会出場は、県外・県内を問わず１ヶ所とし、違反した者
　　は出場を取り消す。
①　大将は、参加申込者の中から予選会において選考する。

　　も大学に在学予定であり、一般会員登録を要する。なお、予

　　学中の大学名及び学年・出身高校名及び出身高校所在地（都

　　と。
②　年齢基準は、本大会前日（令和　２年４月２８日）とする。

大将・・・５０歳以上、剣道教士七段以上の男子

③　試合は３本勝負とし、試合時間は４分とする。

　　続き会員登録がされる会員であること。
 ⅱ 先鋒（高校生）は、令和　元年度兵庫県剣道連盟加盟の学校

　　（試合は行わない）

①　当連盟の会員であること。
 ⅰ 令和　元年度の会員登録がされており、令和　２年度も引き

　　道府県名）を明記すること。名札は必ず所属団体名であるこ

　　者を勝とする。延長に入ってからの試合時間は区切らずに行う。
④　当日、竹刀計量を行う。

神戸常盤アリーナ（兵庫県立文化体育館）

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

予選会のお知らせ

チームのメンバー構成は、次の選手７名による。
先鋒・・・高校生（男子）

　　時間内に勝敗が決しない場合は延長戦を行い、先に１本とった

次鋒・・・大学生（男子）

副将・・・３５歳以上の男子、警察職員、教職員を除く

　メールアドレス   　　　　　　info@hyogo-kendo.org

 ＴＥＬ 078（861）5145　 　　ＦＡＸ 078（802）5240

〒657-0838　神戸市灘区王子町1-2-8
　　　　　虹ヶ池ハイツ　２０１号

　　校団体に所属する高校生で、高体連の推薦する１６名以内に

◆　第６８回全日本都道府県対抗剣道優勝大会　予選会　◆

令和　２年　１月１８日（土）　　午前９時受付



７．試合者の名札について
     出場選手は、剣道具の垂中央に黒色または紺色に白抜きで所属団体名（横書き）、
     姓（縦書き）を明記した布製の名札を必ず着けること。
     所属団体名を明記していない場合は、名札を差し替えてもらうことになります。
     連盟に登録している団体名(文字）であること。

○○○ ←　所属団体名（「兵庫」ではいけません）
 　＊例　　神戸剣道クラブ→「K.K.K」もいけません。

凡例 神 　　
←　黒色または紺色の布製

戸 （所属団体名・姓は白色とする）

８．参加料
９．申込方法

10．申込期日

１．日　　時
２．会　　場

３．参加資格

４．選考方法
５．試合・審判および試合方法等

６．出場選手資格

大将・・・４５歳以上の女子。

　　なお、この予選会の先鋒（高校生）を除く２０歳以上の方は国体成年女子選手候

中堅・・・１８歳以上、３５歳未満の女子。高校生、大学生を除く。
副将・・・３５歳以上、４５歳未満の女子。

　証明を添付してください。

チームのメンバー構成は、次の選手５名による。

①　大将・副将・中堅・次鋒・先鋒は、予選会の勝者とする。

　　校団体に所属する高校生で、高体連の推薦する１６名以内に

令和　元年１２月　９日（月）必着

先鋒・・・高校生（女子）

　　と。

　　出場資格に充分ご注意の上、予選会参加の申し込みをして下さい。

　　は出場を取り消す。

　補者選考の対象といたします。会員の皆さんの予選会参加をお待ちしています。

 ⅱ 先鋒（高校生）は、令和　元年度兵庫県剣道連盟加盟の学校

④　当日、竹刀計量を行う。

③　試合は３本勝負とし、試合時間は４分とする。

本大会

　　兵剣連加盟学校団体（大学）に所属していない大学生も、兵

②　試合はトーナメント方式による。

　　剣連加盟団体から一般会員登録をしておれば申し込むことが
　　出来る。ただし代表選手に選考された場合は、令和　２年度
　　も大学に在学予定であり、一般会員登録を要する。なお、予

　　者を勝とする。延長に入ってからの試合時間は区切らずに行う。

次鋒・・・大学生（女子）

　　選会出場人数は１団体２名以内とし、予選会参加申込書に在

②　年齢基準は、本大会前日（令和　２年７月）とする。
③　予選会出場は、県外・県内を問わず１ヶ所とし、違反した者

　　団体（大学）に所属し、令和　２年度も引き続き当該学校団

 ⅰ 令和　元年度の会員登録がされており、令和　２年度も引き

◆　第１２回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会　予選会　◆

神戸常盤アリーナ（兵庫県立文化体育館）

    第１２回大会は、令和　２年　７月に開催されます。

　　学中の大学名及び学年・出身高校名及び出身高校所在地（都

神戸市長田区蓮池町１－１　TEL078-631-1701

①　全日本剣道連盟試合・審判規則とその細則による。

①　当連盟の会員であること。

　　団体（高等学校）に所属し、令和　２年度も引き続き当該学

　　より予選を行う。

　　道府県名）を明記すること。名札は必ず所属団体名であるこ

令和　２年　１月１８（土）　　午前９時受付

別添「予選会申込書」に参加料を添えて申し込みください。
＊他府県で段位を取得された方は、証書のコピー又は、段位取得

＊締め切りが早いですが、年末・年始の郵便混乱期を避けるため
　ご協力ください。

　　続き会員登録がされる会員であること。

　　時間内に勝敗が決しない場合は延長戦を行い、先に１本とった

 ⅲ 次鋒（大学生）は、令和　元年度兵庫県剣道連盟加盟の学校

１人につき　１，０００円（傷害保険料を含む。）

　　体に所属する大学生で予選会出場は１大学２名以内とする。



     出場選手は、剣道具の垂中央に黒色または紺色に白抜きで所属団体名（横書き）、
     姓（縦書き）を明記した布製の名札を必ず着けること。
     所属団体名を明記していない場合は、名札を差し替えてもらうことになります。
     連盟に登録している団体名(文字）であること。

○○○ ←　所属団体名（「兵庫」ではいけません）
 　＊例　　神戸剣道クラブ→「K.K.K」もいけません。

凡例 神 　　
←　黒色または紺色の布製

戸 （所属団体名・姓は白色とする）

８．参加料
９．申込方法

10．申込期日

１人につき　１，０００円（傷害保険料を含む。）

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。

ベイコム総合体育館（尼崎市記念公園）

を添付してください。
＊他府県で段位を取得された方は、証書のコピー又は、段位取得証明

＊締め切りが早いですが、年末・年始の郵便混乱期を避けるため

尼崎市西長洲町１－４－１

　ご協力ください。

別添「予選会申込書」に参加料を添えて申し込みください。

７．試合者の名札について

②　受審申込書の受審資格欄を参照してください。

令和　元年１２月　９日（月）必着

（４）審査科目

①　当連盟の会員であること。

＊初段は満13歳以上の方が受審できます。

②　日本剣道形（実技審査合格者のみ）

①　気・剣・体の一致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。

剣道学科試験問題・解答集（平成9年4月1日改定）より出題

③　学科（実技・日本剣道形審査合格者のみ）

（２）会　　場

（９）申込期日 令和　元年１２月　２日（月）必着

参照してください。

（３）受審資格

◆　剣道級位審査会　◆

（１）日　　時 令和　元年１２月２１日（土）　午前９時受付
神戸市立王子スポーツセンター
神戸市灘区青谷町1－１－１　　　

（７）会　　費 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
（2,000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。

（三　　段）

③　不動心について簡単に説明しなさい。
④　剣道稽古上の注意すべき点について５つ書きなさい。

（６）登録料 級・段位審査料等並びに登録料一覧表（H29.4.1 一部改正版）を

（初・二段） ①　竹刀、木刀 各部の名称を書きなさい。
②　竹刀の握り方について書きなさい。
③　胴技を４つ書きなさい。
④　剣道修錬の心構えを４つ書きなさい。

（５）学科問題 下記４問のうち２問出題します。

（１）日　　時
（２）会　　場

（３）受審資格

様にならないよう、十分指導されるようお願いします。

　年齢基準　審査日の当日（１２月１５日）
①　実技
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

令和　元年１２月１５日（日）　午前９時受付

◆　剣道段位（初～三段）審査会　◆

１２月の行事等のお知らせ

審　査　会



【剣　道】 剣道場
【居合道・杖道】 身障体育館

勝ち、男子は１０対２５で東軍が勝利しました。

　利用ください。

　８．携行品 剣道着、袴、垂、木刀（四段以上受審者は小太刀も）、筆記用具
　９．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。
  10．申込期日 令和　元年１１月１８日（月）必着

＊　稽古終了後、会議室にて懇親会を開催する予定です。皆さんのご参加を
　お願いします。参加費はいりません。参加される方は公共の交通機関をご

地元講師　剣道教士　　　　地区講師

＊会場の事情により申込多数の場合は申込期日前に締め切る
　場合がありますので、ご了承ください。

　５．講習内容 日本剣道形の解説及び実習
　６．資　　料 「日本剣道形解説書」をご持参ください。当日販売（200円）もあります。
　７．受講料 １人につき　２，０００円

　３．対象者 剣道初～五段受審者等
＊　称号受審予定者は必ず受講してください。
＊　剣道六段以上受審予定者の受講もお勧めします。

　４．講　　師 派遣講師　剣道教士八段　　上野　篤良

　１．日　　時 令和　元年１２月　１日（日）　午前９時受付
　２．会　　場 ベイコム総合体育館（尼崎市記念公園）

尼崎市西長洲町１－４－１ TEL06-6489-2027

講　習　会

◆　日本剣道形講習会　◆

（２）会　　場 神戸市立王子スポーツセンター

受審申込書に審査料を添えて申し込みください。

①「一級審査実施要領」

級・段位審査料等並びに登録料一覧表（H29.4.1 一部改正版）を

（６）入会金

（７）申込方法

（４）受審課目

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

★　稽　古　納　め　★

今年の連盟の稽古は、この日を以って終了します。

（１）日　　時 令和　元年１２月２２日（日）　１０：００～１２：００

入会金（１０００円）を納入する必要がありますので用意して
おいて下さい。

（５）登録料
　（木刀は規格［全長102㎝］の太刀を使用してください。）

参照してください。

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）

（８）申込期日 令和　元年１２月　９日（月）必着

大　会　報　告

年　末　行　事

　　　大　将　西軍　佐藤　桂生　　　－ドメ　笠村　浩二（神奈川）東軍　　　　

◇　第６５回全日本東西対抗剣道大会　 ◇　

　９月２２日（日）静岡県　浜松アリーナにおいて第６５回全日本東西対抗剣道大会が開
催されました。兵庫県からは４名の選手が出場しました。結果、女子は３対２で、西軍が

　　　第28将　西軍　網代　忠勝　　　－メド　内村　良一（東京）　東軍
　　　第12将　西軍　岡村　康広　　メ－　　　菊地　博之（埼玉）　東軍
　　　第４将　西軍　秋山　雅彦　　　－メメ　林　佐登美（千葉）　東軍



１回戦 兵　庫 ３ ― ２ 北海道
２回戦 ０ ― ５ 福　岡

（ﾍﾞｽﾄｴｲﾄ）

１回戦 兵　庫 ４ ― １ 栃　木
２回戦 ４ ― ０ 北海道

準決勝戦 ０ ― ４ 福　岡
三位決定 ３ ― ２ 神奈川

（三位）

１回戦 兵　庫 ―
２回戦 ２ ― ３ 山　形

天皇杯（男女総合）４位　　　皇后杯（女子総合）７位

 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 109 39 2 0 37 33.9

 五　段 62 24 0 0 24 38.7

成年男子

　おいて標記の大会が開催されました。本県は成年男子、少年男子、少年女子女の３部門

◇　第７４回　国民体育大会　「いきいき茨城ゆめ国体2019」　◇

　　９月２９日（日）から１０月　１日（火）まで、茨城県下館総合体育館（筑西市）に

　に出場しました。戦績は下記のとおりです。

審査会報告

［　９月２２日（日）神戸市立王子スポーツセンター]

少年女子

少年男子


