
令和　元年　９月　１日（日）　午前９時受付
神戸常盤アリーナ（兵庫県立文化体育館）

＊　開催会場にご注意下さい。
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。
＊　初段は満１３歳以上の方が受審できます。

①　実技

いよう、十分指導されるようお願いします。
②　日本剣道形（実技審査合格者のみ）
③　学科（実技・日本剣道形審査合格者のみ）
学科審査時間は３０分間とします。
下記４問のうち２問出題します。
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

してください。
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ご用意ください。
受審申込書に審査料を添えて申し込みください。　８．申込方法

級・段位審査料等並びに登録料一覧表（29.4.1改定）を参照

◆　剣道段位（初～三段）審査会　◆

　１．日　　時
　２．会　　場

神戸市長田区蓮池町１－１　　TEL078-631-1701

　３．受審資格

　　年齢基準　審査日当日（　９月　１日）

令和　元年　８月１９日（月）必着

　６．登録料

　７．会　　費

③　日本剣道形修得の大切な理由を４つ書きなさい。

〒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

大　　　会

９月の行事等のお知らせ

　メールアドレス   　　info@hyogo-kendo.org

◆　第５８回全日本女子剣道選手権大会　◆

ます。出場選手は、予選を勝ちぬかれた、木村　歩由実　選手（警察剣友会）・横澤　めい　選手（警察
剣友会）です。応援よろしくお願いします。

　９月　８日(日)、長野県長野市のホワイトリングにおいて見出しの大会(主催　全剣連）が、開催され

　４．審査課目
　指導者の方は、間合・打つべき機会等を考慮して、掛り稽古の様にならな

選考会・審査会

　　　　　　　　　（初・二段）

（三　　段）

①  剣道具のつけ方について注意すべき点を書きなさい。
②　剣道の足のさばき４つを書きなさい。
③　切り返しの効果を５つ書きなさい。
④　剣道修業の目的について３つ書きなさい。
①　間合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。

　９．申込期日

④　剣道修業の目的と効果を４つ書きなさい。

　５．学科問題



受付時間 四　段 午前 ８時４５分から ９時１５分まで　
五　段

＊　受付時間を厳守願います。

神戸市灘区青谷町１－１－１   TEL078-802-0223
　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。

　１．日　　時 令和　元年　９月２２日（日）　　

　２．会　　場 神戸市立王子スポーツセンター　剣道場

午前１１時３０分から１２時まで

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。

　（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 改定）を参照して

（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 令和　元年　８月２７日（火）必着

◆　剣道段位（四～五段）審査会　◆

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。

（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 令和　元年　８月２７日（火）必着

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）

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」

ベイコム総合体育館（尼崎市記念公園）
　１．日　　時 令和　元年　９月　７日（土）　９：００受付
　２．会　　場

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 改定）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

尼崎市西長洲町１－４－１ TEL06-6489-2027
　３．受審資格 ①　当連盟の会員であること。

◆　剣道級位審査会　◆

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。

◆　剣道級位審査会　◆

　１．日　　時 令和　元年　９月　７日（土）　１２時３０分受付

　３．受審資格

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

①　当連盟の会員であること。

　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 ℡　(079)426-8911

のかを明確にしてください。



杖道教士　村上　直隆　（宮城県）

　１．日　　時
　２．会　　場

　３．受講資格 ①　当連盟の会員であること。
②　剣道初～五段受審者等。
　　　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。

◆　日本剣道形講習会　◆
令和　元年　９月１６日（月祝）　午前９時受付
ウインク武道館（兵庫県立武道館）　第２道場
姫路市西延末５０４番地　TEL079-292-8210

　９．申込期日 令和　元年　９月　９日（月）必着

講　習　会

　７．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。
　８．申込期日 令和　元年　９月　２日（月）必着
　９．そ の 他 杖、木刀、剣道着、袴、筆記用具を持参して下さい。

（県名及び姓を明記した名札を左胸部に付けること）
　今回の講習会は全剣連より派遣された講師の先生にお願いしています。また、全剣連の要
望もあり、近隣県にお知らせをし多くの方に受講して頂きますので、ふるってご参加下さい。

　３．受講資格 ①　当連盟の会員であること。
②　級・段位に制限を設けない。

　６．受 講 料 一日につき2000円
全剣連杖道の形

ウインク武道館（兵庫県立武道館）　第２道場

　４．審査課目 ①　実技

③  一眼二足三胆四力について説明しなさい。
④　剣道指導者として留意すべき事項を３つ書きなさい。
＊五段受審者で社会体育指導員初級の認定を受けた者は、学科審査を免除する。

②　日本剣道形（実技審査合格者のみ）
③　学科（実技・日本剣道形審査合格者のみ）
学科審査時間は３０分間とします。

　５．学科問題 下記４問のうち２問出題します。
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

（四　　段） ①　剣道の四戒について説明しなさい。
②　剣道の虚実について説明しなさい。
③　剣道の懸待一致について説明しなさい。
④　剣道の試合上の心得を５つ書きなさい。

（五　　段）

　２．会　　場

　５．講習内容
全剣連派遣講師　

◆　杖道一般講習会（全剣連講師招聘事業）　◆

①  捨身について説明しなさい。
②　守・破・離について説明しなさい。

姫路市西延末５０４番地　TEL079-292-8210

　６．登録料 級・段位審査料等並びに登録料一覧表（29.4.1 改定）を
参照してください。

　７．会　　費 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。

令和　元年　９月１５日（日）　午前９時受付　１．日　　時

　平成24年3月13日全剣連評議員会・理事会了承事項。
　（申込書に証明するものを添付する事。）

　４．講　　師



　

　３．受講資格 ①　当連盟の会員であること。
②　剣道初～五段受審者等。
　　　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。

　

「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。

　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
用具管理と健康管理をお願いします。

剣道着、袴、垂、木刀（四段以上受講者は小太刀も）、筆記用具

令和　元年　9月　２日（月）必着

◆　日本剣道形講習会　◆

　１．日　　時

  10．申込期日

　５．講習内容
　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
　８．携行品
　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。

　４．講　　師 派遣講師　剣道教士　　

　10．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
用具管理と健康管理をお願いします。

　11．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。

　４．講　　師 派遣講師　剣道教士　黒田　尚宏

令和　元年　９月　２日（月）必着

　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
    場合がありますのでご了承ください。

岡村　康広

淡路市大谷１７６-１　TEL 079-964-1620

地区講師　剣道教士　
　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．受講料 １人につき　２，０００円。
　７．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）
　８．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。
　９．申込期日

＊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。

地区講師　剣道教士　　　　
日本剣道形の解説及び実習

１人につき　２，０００円

令和　元年　９月１６日（月祝）　午前９時受付
　２．会　　場 淡路市津名体育センター



神戸市灘区青谷町１－１－１ TEL078-802-0223

②　居合道初段以上の資格を有する者であること。

①　第４６回　居合道中央講習会での決定事項を伝達します。

神戸市灘区青谷町１－１－１ TEL078-802-0223

　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 令和　元年　9月　９日（月）必着
　10．その他 ①　称号選考会受審予定者は受講してください。

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。

◆　授業協力者養成講習会（武道等指導充実・資質向上支援事業）　◆

事業の成果と課題、授業協力者としての資質向上

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

　５．講習内容 指導法・審判法の説明及び実習

　４．講　　師
受講された先生方。

　５．講習内容
②　審判実技

　６．受 講 料 １人につき　２，０００円
　７．申込方法

◆　剣道指導法講習会並びに審判法講習会　◆

　１．日　　時

　４．講　　師

授業協力者として登録されている者・部活動指導者

令和　元年　９月２３日（月祝）　午前９時受付　
　２．会　　場 ウインク武道館（兵庫県立武道館）　第２道場

姫路市西延末５０４番地　TEL079-292-8210
　３．受講資格 当連盟の会員であること。（令和元年度会員登録済みのこと）
　４．講　　師

　８．申込期日 令和　元年　9月　９日（月）必着

◆　居合道指導者伝達講習会並びに審判法講習会　◆

　１．日　　時 令和　元年　９月２２日（日）　午前９時受付
　２．会　　場

　３．受講資格 ①　当連盟の会員であること。

令和　元年　9月　９日（月）必着

　（中学校保健体育授業　武道　の授業協力者）　

　５．講習内容

　１．日　　時 令和　元年　９月２３日（月祝）　午前９時受付　午後４時終了予定

新規に授業協力者として登録を希望する者

神戸市立王子スポーツセンター　身障体育館・会議室

養成講師・コーディネーター　 池田　友映 ・ 松川　好秋　　　　　

【弁当（お茶付き900円）を注文される方は、申し込み用紙にその旨を記入して下さい。】

　文部科学省委託事業の本講習会は７年目を迎え、授業協力者制度も徐々に浸透し、わずか
ではあるが制度を利用する学校も出てきている。兵剣連としても派遣すべき協力者の充実と
資質向上は大事な事業として取り組んでいます。継続・新規の受講をお願いします。

　６．資　　料 「剣道授業の展開」ダイジェスト版（第３版）をご持参ください。
　７．受講料 無　料
　８．携行品 剣道具、木刀（太刀）、昼食、飲料等、筆記用具

　９．申込方法 講習会申込書で申し込みください。
  10．申込期日

　２．会　　場

　３．対象者

講習会申込書に受講料を添えて申し込みください。

神戸市立王子スポーツセンター　主競技場

全日本剣道連盟令和元年度（第４６回）居合道中央講習会を



◇　第５２回　兵庫県少年剣道の集い及び地区別剣道交流大会　　◇

優　勝
第二位
第三位
第五位

優　勝
第二位
第三位

結果は下記の通りです。

団体戦

優勝 第二位
神戸大学 西宮長和会 小野睦会Ｂ 小野睦会Ａ

個人戦
優　勝 第二位 第三位

段外の部

初段の部 　野中　康太
　（神戸大学）

二段の部 　安藤　胡昂 　大原　進吾
　（小野睦会） 　（西宮長和会）

三段の部 　安藤　佑胡 　中津留匠平 大西　昌尚（高砂市剣道連盟）

　（小野睦会） 　（垂水睦会） 森本　嘉彦（垂水睦会）

四段の部 　横田　守市 　柴田　　晃 酒井　　敦（垂水睦会）

　（垂水睦会） 　（兵庫県杖友会） 山本　博之（杜のまち剣友会）

五段の部 　鈴森　友真 　安藤　光春 荻野　伸祐（小野睦会）

　（垂水睦会） 　（小野睦会） 荻野　春菜（小野睦会）

六段の部 　角田　紘子 　山下　裕士
　（兵庫県杖友会） （神戸紘武杖道会（せいぶ館））

第４６回全日本杖道大会（神奈川県）　代表選手候補

　道手帳（公認審判員は）」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。

＊　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

大　会　報　告

　　６月２３日（日）神戸常盤アリーナにおいて見出しの大会が開催されました。
　　また、同日に関西マスターズスポーツフェスティバル・ひょうご生涯スポーツ大会「地区別剣道交
  流大会」も開催され、少年から高齢者までの幅広い年齢層での大会となりました。成績は下記の通り
  です。
　兵庫県少年剣道の集い

印南剣道場
宝塚剣道円心会
尼西水明クラブ　・　清水台剣修会　
北六甲台剣友会・播磨町少年剣道クラブ・妙法寺少年剣道クラブ・白川台少年剣修会　

 地区別剣道交流大会
阪神地区協議会
阪神北地区協議会
淡路地区協議会・丹波地区協議会

　初段　野中　康太（神戸大学）　二段　安藤　胡昻（小野睦会）　三段　安藤　佑胡（小野睦会）　
　四段　横田　守市（垂水睦会）　五段　鈴森　友真（垂水睦会）　六段　角田　紘子（兵庫県杖友会）
　監督　髙田　浩和（高砂市剣道連盟）

　竹村　遼平

◇　第１４回　兵庫県杖道大会　◇

　７月　７日（日）神戸常盤アリーナ（兵庫県立文化体育館）において見出しの大会が開催され、
静寂の中にも熱気を帯びた試合が展開されました。今年から団体戦が実施されました。

　（神戸大学）

第三位



◇　第１７回兵庫県剣道選手権大会兼第６７回全日本剣道選手権大会予選会
　第３２回兵庫県女子剣道選手権大会兼第５８回全日本女子剣道選手権大会予選会 　◇

　７月１５日（日）神戸常盤アリーナにおいて見出しの大会が開催され、全日本剣道選手権大会
出場を目指して激しい戦いが繰り広げられました。結果は下記の通りです。

優　勝 第二位 第三位
江口　　良

優　勝 第二位 第三位
横澤　めい 津田　佳菜子

◇　第１１回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会 　◇

　７月１３日に東京都の日本武道館で見出しの大会が開催されました。結果は下記の通りです。

◇　第５７回近畿高等学校剣道大会　◇

　７月１６・１７日に大阪府岸和田市総合体育館で見出しの大会が開催されました。結果は下記の通りです。

以上

（県警察師範教師会）

　◎夏期休暇による臨時休業について◎
　兵庫県剣道連盟事務局では、下記の通り夏期休暇実施のため、業務を休止します。

　　　令和　元年　８月１２日（月祝）～１７日（土）〔8/13・15・16は夏季休暇〕
　　　　　　　　　８月２６日（月）〔8/24の振替〕　　　　　　　　　

第１７回　兵庫県剣道選手権大会

菅野　隆行
（県警察剣友会）

竹田　壮汰

優勝　岡山　　準優勝　鹿児島　　　三位　岐阜・東京　　

（県警察剣友会）

　菅野・網代 両選手は、１１月　３日（日）に丸善インテックアリーナ大阪で開催の第６７回　全日本
剣道選手権大会に出場します。

第３２回　兵庫県女子剣道選手権大会

木村　歩実

（グローリー株式会社本社）

（県警察剣友会） （県警察剣友会） （県警察剣友会）

　木村・横澤　両選手は、９月　８（日）に長野県長野市真島総合スポーツアリーナ「ホワイトリング」

りをしないようにお願いします。入場方法についてはさらに工夫をいたしますが、指示に従い席を譲

　王子スポーツセンターから連絡がありました。剣道連盟以外の団体が剣道場を使用している際に、
剣道場内へ入ることは施設の管理運営上トラブルの原因になります。剣道場内に用事がある場合は、

　◎王子スポーツセンター　剣道場　使用について◎

り合って、大会が気持ちよく整然と行えますようご協力ください。

走り込み、階段等で非常に危険な状況になっています。本年６月の「少年剣道の集い」においても、

必ず体育館事務所で確認を取ってください。体育館事務所へ声をかけ、師範室（事務室）へは必ず
廊下から師範室（事務室）外入口を使って入退室を行なって下さい。よろしくお願いします。

骨折をされた方があります。剣道大会として恥ずべき状況です。入場の際には走らず、席取り場所取

二回戦　　　　　　　　０-３　佐賀

男子団体試合　優勝　育英　　　準優勝　東洋大姫路
女子団体試合　三位　須磨学園　
男子個人試合　準優勝　阿部（育英）　

鈴木　慶香

一回戦　　　　　（㈹）２-２　岐阜

　大会ごとに、注意・お願いをしておりますが、応援者が席取りや場所確保をするために開場と共に

事務局からのお知らせ

　◎大会のマナー向上について◎

で開催の第５８回 全日本女子剣道選手権大会に出場します。

網代　忠勝
（県警察剣友会）


