
　また、県剣連の表彰規程による功労賞６名、優秀監督賞６名、優秀選手賞２９名の受賞者が決定
し、平成２８年１１月２３日(水・祝)神戸市立王子スポーツセンターで開催された第６３回兵庫県
剣道優勝大会（一般の部）開会式で受賞披露、表彰状の伝達並びに表彰がおこなわれました。

　　　　〔加盟団体役員・指導者〕(１名)
　　　　　　　　立花　芳和（伊丹剣道協会）

　　　　　　　　三宅　征夫（西脇市剣道連盟）

　　　　（但馬）日高剣友会・朝来剣友会・竹田剣友会・竹野剣友会・香住剣友会少年部

　　　　　　　　井　靖次（宝塚剣道円心会）

  全日本剣道連盟より、永年にわたる剣道普及・振興に対する功績に対して当連盟のお二人の先生

　　　　　　　　阿部　始郎（加古川中学校）
　　　　第４３回全日本杖道大会　　　　　初段の部　　　　　　　　　　　　　　優秀賞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五段の部　　　　　　　　　　　　　　二　位

　　　　　　　  山口　精介（兵庫県警察師範教師会）

兵　剣　連　だ　よ　り　平成２８年１1月

　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

一般財団法人　兵庫県剣道連盟

  

に全剣連剣道有功賞が授与され、全剣連少年剣道教育奨励賞が１３団体に授与されました。

　　　　ホームページアドレス   http://www.hyogo-kendo.org

３．全日本剣道連盟　少年剣道教育奨励賞伝達（１３団体）
　　　　（神戸）やまびこ会・星剣会・垂水剣修会

１．表彰規程第５条によるご退任お祝い

　　　　　　　　松脇　芳明（新宮剣志館）
　　　　全国高等学校定時制通信制体育大会　第４７回剣道大会　女子団体　　　　三　位

　　　　　　　　石原　靖子（高砂市剣道連盟）

平成２８年度　各賞受賞者　紹介

　　　　　　　　尾﨑　好弘　（副会長ご退任）

４．（一財）兵庫県剣道連盟　　功労賞（６名）

２．全日本剣道連盟　剣道有功賞伝達（２名）

　　　　第３８回全国スポーツ少年団剣道交流大会　　　　　　　　　　　　　　　三　位
　　　　　　　　井上　雅風（葺合少年剣友会） 滝本花保子（清水台剣修会）
　　　　　　　　高橋颯士郎（葺合少年剣友会）

　　　　平成２８年度全日本少年少女武道（剣道）錬成大会　　　　　　　　　　　優秀賞

５．（一財）兵庫県剣道連盟　優秀監督賞（６名）
　　　　第３８回全国スポーツ少年団剣道交流大会　　　　　　　　　　　　　　　三　位
　　　　　　　　渋谷　徹（葺合少年剣友会）
　　　　平成２８年度全日本少年少女武道（剣道）錬成大会　　　　　　　　　　　優秀賞

　　　　〔審判員としての功績〕(５名)
　　　　　　　　髙須賀　宏光　・　片岡　不三　・　高田　一成
　　　　　　　　鍋山　　早苗　・　森川　　潔

　　　　　　　　 藤井　貴之（県立西宮香風高等学校）

　　　　　　　　吉川　琴音（西宮香風高校）　　榛葉　優花（長田商業高校）
　　　　　　　  簑田　愛花（西宮香風高校）　　渡邊　聖羽（西宮香風高校）

　　　　全国高等学校定時制通信制体育大会　第４７回剣道大会　女子団体　　　　三　位

　　　　第４６回全国中学校剣道大会　　男子団体試合　　　　　　　　　　　　　準優勝

６．（一財）兵庫県剣道連盟　優秀選手賞（２９名）

　　　　（東播）正心剣友会・北条少年剣修会・尾上剣友会・印南剣道場
　　　　（西播）青空剣友会

　　　　平成２８年度全日本少年少女武道（剣道）錬成大会　　　　　　　　　　　優秀賞
　　　　　　　　福田　暖琉（宝塚剣道円心会）　山本　夏萌（宝塚剣道円心会）
　　　　　　　  岡山金太郎（宝塚剣道円心会）　井　慎次（宝塚剣道円心会）
　　　　　　　  菅　　航大（宝塚剣道円心会）
　　　　平成２８年度全日本少年少女武道（剣道）錬成大会　　　　　　　　　　　優秀賞
　　　　　　　　岡本　大吾（新宮剣志館）　　　井上　晃栄（新宮剣志館）
　　　　　　　  松脇　杏奈（新宮剣志館）　　　岩佐　知征（新宮剣志館）
　　　　　　　  松脇幸太郎（新宮剣志館）　　　國上　敬晶（新宮剣志館）



＊　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

　　　　　　　　盆子原稔博（兵庫尚道館）・田澤　敦嗣（兵庫尚道館）

◆　第６５回全日本都道府県対抗剣道優勝大会　　  予選会　◆

予 選 会

　　１月２１日(土)兵庫県立文化体育館において標記大会予選会を開催します。
　実施要項をご参照のうえ（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾄｯﾌﾟ→事業計画表→１月）奮ってご参加ください。　
　　予選会申込締め切りは、１２月１２日(月）必着です。

１月・２月の行事等のお知らせ

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

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

いします。なお、参加される方は公共の交通機関をご利用をお願いします。

（２）会　　場

（３）受審資格

ないよう、十分指導されるようお願いします。

◆　第　９回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会　予選会　◆

（１）日　　時

④ 剣道修錬の心構えを４つ書きなさい。

★　稽古始め　★

１．日　　時 平成２９年　１月　８日（日）　
【剣道】
【居合道・杖道】

２．場　　所 神戸市立王子スポーツセンター　剣道場・身障者体育館
神戸市灘区青谷町１－１－１　　　　

（４）受審課目 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）

審　査　会

◆　剣道段位（初～三段）審査会　◆

　（木刀は規格［全長102㎝］の太刀を使用してください。）

◆　剣道級位審査会　◆

（１）日　　時 平成２９年　２月１２日（日）　午前９時受付
（２）会　　場

（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。

兵庫県立武道館

＊初段は満13歳以上の方が受審できます。

（５）学科問題
③　学科（実技・日本剣道形審査合格者のみ）
下記４問のうち２問を出題します。

（初・二段） ① 竹刀、木刀 各部の名称を書きなさい。

兵庫県立武道館
姫路市西延末５０４　　　　

②　日本剣道形（実技審査合格者のみ）

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。

　年齢基準　審査日の当日（２月１８日）
①　実技

姫路市西延末５０４

（６）入会金 少年団体・学校団体から受審した合格者は、登録料に加えて入会金
（５００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。

（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。

（５）登録料
してください。
級・段位審査料等並びに登録料一覧表（16.6.20 一部改正　版）を参照

（４）審査科目

平成２９年　２月１８日（土）　　午前９時受付

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。

（８）申込期日 平成２９年　１月３０日（月）必着

　　　　第４３回全日本杖道大会　　　　初段の部　　　　　　　　　　　　　　　優秀賞
　　　　　　　　髙畠　三景（神戸大学）・小山　苑佳（神戸大学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五段の部　　　　　　　　　　　　　　　二　位

　　　　第４６回全国中学校剣道大会　　男子団体試合　　　　　　　　　　　　　準優勝
　　　　　　　　阿部　泰悟（加古川中学校）　　塚副　茂雄（加古川中学校）
　　　　　　　  三浦　真嗣（加古川中学校）　　西川浩太郎（加古川中学校）
　　　　　　　  猪俣　　毅（加古川中学校）　　和泉　玄起（加古川中学校）
　　　　　　　  和田　壯太（加古川中学校）

　　同　　上
午前１０時から１２時まで

11:00　新年のご挨拶



 四　段
 五　段

　持って五段審査の学科合格に替えるものとする。
　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。）

　

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

平成２９年　２月１９日（日）　　

（三　　段）

（７）会　　費

◆　剣道段位（四・五段）審査会　◆

＊公共交通機関利用して受付時間に遅れないようにしてください。

（１）日　　時
　　 受付時間 午前８時４５分から９時１５分まで（時間厳守）

午前１１時３０分から１２時まで（時間厳守）

② 体当たりの方法と効果について書きなさい。

神戸市灘区青谷町１－１－１　　
（３）受審資格 ①　当連盟の会員であること。

① 気・剣・体の一致について書きなさい。

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）

④ 剣道の試合上の心得を５つ書きなさい。

参照してください。

（四　   段） ① 剣道の四戒について説明しなさい。

（1,000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。

（６）登録料 級・段位審査料等並びに登録料一覧表（16.6.20 一部改正　版）を

（９）申込期日 平成２９年　２月　６日（月）必着

（２）会　　場 神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場

（４）審査科目 ①　実　技

（５）学科問題

納入する必要がありますので用意しておいてください。

②　受審申込書の受審資格欄を参照してください。

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。

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。

下記４問のうち２問を出題します。

参照してください。

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

（五 　  段） ① 守・破・離について説明しなさい。
② 捨身について説明しなさい。

（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。

④ 剣道指導者として留意すべき事項を３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（16.6.20 一部改正　版）を

＊五段受審者で社会体育指導員資格初級の認定を受けた者は、該当認定を

（９）申込期日 平成２９年　２月　６日（月）必着

講　習　会

（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（1,000円）を

③ 一眼二足三胆四力について説明しなさい。

（４）講　　師 派遣講師　教士八段　長納　憲二

◆　日本剣道形講習会　◆

（１）日　　時 平成２９年　１月２９日（日）　　午前９時受付
（２）会　　場 尼崎市立小田体育館　　TEL06-6498-4761

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。
（６）配布資料 「日本剣道形解説書」
（７）受講料 １人につき　２，０００円。
（８）携行品
（９）申込方法

＊　講習会の 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。段位審査会申込時に「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

（10）申込期日 平成２９年　１月１６日（月）必着
（11）安全対策

管理をお願いします。

　日本剣道形講習会は、来年度から各地区協議会で運営をしていただくことになりま
す。今回は試行として、阪神地区協議会が講習会を実施いたします。

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。

講習会申込書に受講料を添えて申込みください。（兵剣連事務局へ）

　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

尼崎市潮江１－１５１３
（３）受講資格 ①　当連盟の会員であること。

③　教・錬士称号受審予定者受講必須講習会の一つです。

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。

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。

（12）その他



剣道教士

剣道教士

称号候補者選考会

審判実技審査及び学科審査

（８）申込期日 平成２９年　１月２０日（金）必着

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・部門主催の講習会

④　試合場の基準について説明しなさい。

兵剣連ホームページより「申込書」をダウンロードしてご利用ください。

受審者で試合をしていただきますので剣道具・竹刀・剣道着袴及び筆記用具を持参ください

②　有効打突について説明しなさい。
③　禁止行為事項について説明しなさい。

（６）登録料 合格者は登録料　３，０００円を納入してください。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

（４）認定審査

（５）学科問題 下記４問のうち２問出題します。
①　審判員の心得について説明しなさい。

神戸市灘区青谷町１－１－１　　　
（３）受審資格 ①　当連盟の会員であること。

　受講済みであること。(平成２８年２月以降の受講に限る）
③　剣道四段以上であること。

剣道公認審判員認定審査会
（１）日　　時 平成２９年　２月１２日（日）　午後１時３０分　受付

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。
（２）会　　場 神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場

（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。）

（２）会　　場 神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場

（１）日　　時 平成２９　１月２９日（日）　午前９時受付

選　考　会

◆　称号（範士・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　◆

（１）期　　日 平成２９年　２月１２日（日）　　午後１２時１５分受付

（２）会　　場 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　　

（３）受講資格 当連盟の会員であること。

◆　剣道指導法講習会並びに審判法講習会　◆

（６）受講料 １人につき　２，０００円

（７）携行品 剣道具、剣道着、袴、木刀（太刀）、筆記用具

＊　称号受審予定者は必ず受講ください。

＊　公認審判員認定審査受審予定者及び更新希望者は受講ください。

（４）講　　師

＊　講師については、都合により変更することがあります。

（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾄｯﾌﾟ→要項・お知らせ→称号選考会要項）

  ＊範士候補者推薦書が必要な団体は、早めに事務局までご連絡ください。

神戸市灘区青谷町１－１－１
（３）申込期日

（５）講習科目 剣道指導法・審判法の説明及び実習

（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾄｯﾌﾟ→申請書フォーム→称号審査申請書）

        

（８）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。

（９）申込期日 平成２９年　１月１６日（月）必着

平成２９年　１月２０日（金）　必着

（４）資格等 別紙要項を参照ください。

永松　真澄

秋山　雅彦



１回戦 西村 メ ― 野田 （岐　阜）
桐石 メ ― コメ 畠中 （東　京）

２回戦 西村 メ ― 正代 （東　京）

３回戦　 西村 ― メ 國友 （福　岡）

優勝 勝見 準優勝 國友
三位 宮本 三位 地白

優秀選手
優　勝
第二位
第三位 加古川刑務所
第三位 グローリー株式会社本社Ａ 黒木　達也（川崎重工明石）

級　位 受審者 実技合格者 木刀基本技 合格者 合格率 認定者
（名） （名） 不合格者(名） （名） （％） （名）

一　級 73 73 0 73 100 20

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 80 65 0 0 65 81.3
二　段 59 40 0 0 40 67.8
三　段 26 23 1 1 21 80.8

【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 31 31 　　― 31 100 7
初　段 12 12 0 12 100
二　段 4 4 0 4 100
三　段 11 8 0 8 72.7
四　段 12 2 0 2 16.7 　　　　　　　　　　
五　段 6 2 0 2 33.3

年　末
年　始

以　上

＊　年末・年始休業について
事務局の年末・年始の休業は下記のとおりです。（通常休業日は、水・土・祝）

事務局からのお知らせ

　１月　７日（土）まで （ 1/ 8（日）は連盟稽古始）

（福　岡）

［ １１月２０日（日）淡路市津名体育センター]

（神奈川）

審　査　会　報　告

案内・要項・日程・申込書を確認の上ご参加をお願いします。

＊　全剣連　第２回女子剣道指導法講習会について
　「正しい剣道の普及・発展を考え、初心者、初級者を対象に指導する女子指導者の講習会を
開催し、より高い剣道の技術ならびに指導力の向上を目的とする。」標記講習会は、平成２９
年２月２５・２６日に兵庫県立武道館で開催されます。後日兵剣連ホームページに掲載される

（茨　城） （北海道）

１２月２８日（水）から （12/25（日）は連盟稽古納）

［１１月１９日（土）淡路市津名体育センター]　　（淡路地区協議会主管）

選手６４名による激しい戦いが繰り広げられました。
　当県選手の試合結果は下記のとおりです。

　１１月３日（木祝）日本武道館において標記の大会が開催され、各都道府県の選りすぐりの

大　　会　　報　　告

○　第６４回全日本剣道選手権大会　○

　大会の結果は下記のとおりです。

入賞チーム

［１１月１３日（日）　神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場］

兵庫県警察剣友会Ｂ 前田　　悟（兵庫県警察剣友会Ａ）
兵庫県学校剣道連盟Ｂ 後藤　良樹（姫路少年刑務所）

福長　繁幸（グローリー株式会社本社Ｂ）

　　　　西村　　健　選手は優秀選手賞を受賞

○　第６３回兵庫県剣道優勝大会（一般の部）　
第７０回　兵庫県民体育大会（剣道競技）　○

　平成２８年１１月２３日（水祝）神戸市立王子スポーツセンターにおいて標記の大会が開
されました。県下各地から参集した各チームが熱戦を展開し覇を争いました。


