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あけましておめでとうございます。

皆様方にはお健やかに新年をお迎えになりましたことをお慶び申しあげます。

昨年もコロナ禍で感染防止対策の続く一年でしたが、兵庫県剣道連盟の事業は、８月の

県民大会学校の部の大会中止を除き、無観客開催ではありますがほぼ予定どおりに実施す

ることができました。また、新設の女子剣道委員会が、県内女子剣道交流大会開催など実

質的な活動を始めたことなどは、これからの剣道連盟を考えるうえで心強いことだと思い

ます。

コロナ禍の中で開催された全国大会では、全国高専体育大会剣道競技の神戸高専男子団

体優勝・女子団体準優勝、全国中学校剣道大会の加古川中学女子団体準優勝、全日本杖道

大会では初段並びに二段の部で優秀賞を獲得するなど素晴らしい成果を挙げられました。

コロナ禍にあっても稽古ができる条件や環境を整え、ご努力を続けておられたのでしょう。

ご健闘いただいた選手・監督に敬意を表します。これも偏に、会員の皆様のご理解とご協

力の賜物と重ねて感謝申し上げます。

さて、今年は９月に、全日本東西対抗剣道大会が兵庫県神戸市で開催予定です。公益財

団となって初めてのビックイベントとなります。新年度に入り準備も始まりますので、大

会成功に向け皆様方のご協力をよろしくお願いします。県内の事業では、地区ごとの女子

剣道交流会、女子の年齢別大会が新たに開催される予定です。さらに、コロナ感染拡大で

中断している、兵庫県剣道連盟道場（仮称）についても前に進めたいと考えています。こ

れ等の事業が刺激と成って県内の剣道人口が増えることを願っております。しかしながら

新年早々にコロナウイルスのオミクロン株による感染急拡大という心配が出てまいりまし

た。基本的感染対策は継続していかなければならないようですが、皆様の協力を得ながら

きちんと対処していきたいと思います。

今年は寅年であり、「虎は一日に千里行って、千里を帰る」と言われています。勢いが

あって力強く慈愛にあふれる虎にあやかって、兵剣連も邁進してまいりたいと思います。

会員の皆様のさらなるお力添えをよろしくお願い申しあげます。

新しい年が、会員の皆様方にとりましてよい年でありますよう祈念し、あいさつといた

します。



◆剣道八段受審者講習会◆

　１．日　　時　　令和　４年　３月　６日(日) 　１２：３０受付

  １３：００～１７：００

　２．会　　場　　　

神戸市灘区青谷町１－１－１

　３．参加資格　 

　４．講　　師　　範士八段　　　　４名

　５．講習内容

（３）模擬審査

（４）八段元立の地稽古

　11．その他　　 八段受審はまだ先だと考えている方もご参加お願いします。

◆第２回兵庫県女子剣道交流稽古会◆

午後０時３０分 受　付

午後１時００分 開　会

℡(078)631-1701

（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３月１４日（月）

　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。）

  ８．参加上の注意

　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。

講　習　会

（２）合格者は語る　阿部始郎　八段　・　高見彰充　八段

　６．参加料　　　一人につき　１，０００円

①当連盟の会員であること(令和２年度会員登録済みのこと）

②教士七段（剣道八段を目指す方すべて）

（１）審査員の着眼点（剣道範士　川本　三千弘）

神戸市立王子スポーツセンター　剣道場

　　　　　教士八段２０名（予定）

　９．申込期日　　令和４年２月２１日(月)必着

　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

　10. 懇親会　　　今回は新型コロナウイルス感染拡大予防のため、懇親会を予定しません。

３月の行事等のお知らせ

県内講師：範士八段　５名（予定）

　７．携帯品　　　剣道具、竹刀、剣道着、袴

　（スポーツ傷害保険については各自で加入する。）

・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。
・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。

  ３．会　　場 兵庫県立武道館

姫路市西延末５０４

　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。

  ２．日　　時 令和４年３月２６日（土）

  ５．参加料 無し

  ６．内　容

  ７．申込期限



大　会　結　果
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＊なお､大将は選考の結果　佐藤　　誠　(兵庫県警察師範教師会)選手に決定しました。

監督は　秋山　雅彦　(兵庫県学校剣道連盟)に決まりました。

第７０回　全日本都道府県対抗剣道優勝大会　予選会　結果　

　 令和４年１月２３日（日）

　兵庫県警察剣友会

　兵庫県警察剣友会

　兵庫県学校剣道連盟

　兵庫県学校剣道連盟　椿　　　武

　菅野　隆行

　長納　辰気

　寺井　　雄

　播磨社会復帰促進センター　剣道部

　播磨社会復帰促進センター　剣道部　松田　英浩

　所　属　団　体　名

　育英高等学校

　育英高等学校

　印南剣道場　成人部

　印南剣道場　成人部

　グローリー株式会社　本社

　グローリー株式会社　本社

　　　　　選　　手　　名

　林　　寛太

　石田　海斗

　阿部　壮己

　阿部　泰悟

　米倉　健人

先　鋒

次　鋒

五　将

中　堅

　水井　　聡

三　将

副　将

　鈴木　賢起
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監督は　小西　真里（兵庫県学校剣道連盟）に決まりました。

　　第１４回　全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会　予選会　結果　

大　将

　住本　美保子 　明石市剣道連盟

　井戸　英津子 　西宮剣志会

　廣滝　花奈 　夙川高等学校

　斉藤　ななみ 　夙川高等学校

　安藤　陽子 　兵庫県学校剣道連盟

　松本　泉帆

　堤　　鈴花

　兵庫県警察剣友会

　園女大OG会

副　将

　高梨　琴子 　グローリー株式会社　本社

　阿部　裕紀子 　印南剣道場　成人部

中　堅

　　令和４年１月２３日（日）

　　　選　　手　　名 　所　属　団　体　名

次　鋒

　清家　野々花 　園田学園女子大学

　渡辺　千晴 　宝塚剣道円心会

先　鋒

五　将

三　将

　藤本　祥美 　印南剣道場　成人部



◇第６９回全日本都道府県対抗剣道優勝大会◇

２回戦　 兵庫　 ３ ― ２　　三重
３回戦 兵庫　 ２ ― ４　　長崎

【剣　道】

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 286 242 13 11 218 76.2

二　段 130 120 6 2 112 86.2

三　段 96 85 5 1 79 82.3

級　位 受審者 実技合格 基本技不合格者 合格者 合格率 認定者

（名） （名） （名） （名） （％） （名）

一　級 357 351 0 251 96.2 4

級　位 受審者 実技合格 基本技不合格者 合格者 合格率 認定者

（名） （名） （名） （名） （％） （名）

一　級 169 169 0 169 100 1

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 266 224 5 2 217 81.6

二　段 126 113 5 0 108 85.7

三　段 78 68 4 3 61 78.2

以上

［１２月１２日（日）　ベイコム総合体育館(尼崎市記念公園)］

［１２月１９日（日）　神戸市立中央体育館］（神戸地区協議会主管）

　令和３年１２月２６日（日）和歌山県和歌山市ビッグホエールにおいて標記の
大会が開催されました。兵庫県チームは緒戦で三重県に勝ちましたが、三回戦に

　

審　査　会　報　告

［１月１５日（土）　兵庫県立武道館］（西播地区協議会主管）

おいて、長崎県に敗れました。

［１月１６日（日）　兵庫県立武道館］


