
審判実技審査及び学科審査

込みください。

選考会・審査会

◆　第７２回　国民体育大会近畿ブロック大会　剣道競技　◆

　８月２０日(日)　赤穂市民総合体育館において見出しの大会が開催されます。地元開催のブロック大会
です。兵庫県チームが本国体に出場できますよう一人でも多くの応援をお願いします。

④　反則事項の見極めについて説明しなさい。

◆　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　◆

（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。）

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。

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。(平成２７年８月以降の受講に限る）

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、

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　　　

剣道公認審判員認定審査会
 １．日　　時 平成２９年　８月２６日（土）　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 平成２９年　８月２６日（土）　午後１２時３０分　受付
２．会　　場 神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場

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、審査料を添えて申し

 ８．申込期日 平成２９年　８月　７日（月）必着

〒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

８月の行事等のお知らせ

　メールアドレス   　　info@hyogo-kendo.org

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

　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　　　
 ３．受審資格

◆　第６４回　兵庫県剣道優勝大会（学校の部）　兼
　　　　　　　　　第７１回　兵庫県民体育大会（剣道競技）　◆

　８月１２日(土)・１３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。詳細はホ
ームページからダウンロードして下さい。試合日程が例年と異なっていますのでご注意ください。

　（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。）
６．提出物

７．申込期日 平成２９年　８月　７日（月）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
　受講済みであること。(平成２８年８月以降の受講に限る）
③　剣道四段以上であること。

 ４．認定審査

①　審判の目的と審判員の任務について書きなさい。
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。

 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



　

　
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。

◆　日本剣道形講習会　◆
　日本剣道形講習会は、今年度から各地区協議会で運営をしていただいております。今回は
丹波地区協議会の運営による講習会として実施いたします。

（１）日　　時 平成２９年　８月２０日（日）　　午前９時受付
（２）会　　場 青垣住民センター　　TEL0795-87-0363

兵庫県丹波市青垣町佐治114

講　習　会

    場合がありますのでご了承ください。

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」

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　当連盟の会員であること。

＊　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。

（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 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。
（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。
（11）申込期日 平成２８年　８月　７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

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。

（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」

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　伊藤　明裕
地元講師　

平成２９年　８月　６日（日）　　午前９時受付
（２）会　　場 神戸市立中央体育館　　TEL078-341-7971

神戸市中央区楠木町4-1-1
（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。

（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

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

（３）受講資格

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　岡村　康広

地元講師　

　日本剣道形講習会は、今年度から各地区協議会で運営をしていただいております。今回は
神戸地区協議会の運営による講習会として実施いたします。

平成２８年　７月２４日（月）必着

（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 １人につき　２，０００円。

（10）申込方法

◆　日本剣道形講習会　◆

（１）日　　時

（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。
講習会申込書に受講料を添えて申込みください。

（11）申込期日



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

一　級 35 35 0 35 100 17

段　位 受審者 実技合格 形不合格 学科不合 合格者 合格率
（名） （名） （名） 格　（名） （名） （％）

初　段 113 94 4 0 90 79.6
二　段 159 122 9 0 113 71.1
三　段 35 28 4 0 24 68.6

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

一　級 79 79 0 79 100 3

段　位 受審者 実技合格 形不合格 学科不合 合格者 合格率
（名） （名） （名） 格　（名） （名） （％）

初　段 231 184 18 0 166 71.9
二　段 253 193 15 0 178 70.4
三　段 106 86 3 0 83 78.3

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 0 0 ― 0 100.0 3
初　段 3 3 0 3 100.0
二　段 5 5 0 5 100.0
三　段 4 4 0 4 100.0
四　段 1 1 0 1 100.0
五　段 4 2 0 2 50.0

以上

［５月２７日（土）　朝来市立和田山中学校体育館］

［５月２８日（日）　朝来市立和田山中学校体育館］

　　 団体は推薦書の提出を至急お願いいたします。

審　査　会　報　告
【剣　道】

事務局からのお知らせ

［６月１０日（土）　加古川市立日岡山体育館］

［６月１８日（日）　明石中央体育会館］

　　 　稽古会や審査会・講習会等での事故や怪我に対応するため、スポーツ傷害保険への加
　　 入をお勧めします。少年団体は、ほぼ加入されていると思いますが一般団体についても
　　 加入するようにお願いします。特に、会員に対して開放している日・祝日の稽古会は一
　　 般団体の会員は個人で参加していますが、各自安全に配慮していても防ぎきれない事故
　   や怪我に対処するには傷害保険に加入しておくことが必要でしょう。
　　　 あわせて学校団体所属の会員は学校へ、少年団体所属の会員は団体代表者へ連絡して
　   稽古会に参加してください。

　２． 様式、申込書等は兵剣連ホームページよりダウンロードできますのでご利用ください。
　３． 傷害保険加入についてのお願い

　１． 全日本剣道連盟剣道有功賞・兵剣連表彰規程に該当される方がいらっしゃる加盟

【杖　道】
［６月１１日（日）　　神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場］


