
【2020年１0月31日（土）～１１月２日（火）】

　５．学科問題

４　居合道修行の目的と効果を４つ以上書きなさい。

　４．審査課目

１　日本刀及び拵えを図示し、それぞれ１０以上の名称を書きなさい。

①　実技［（一財）兵庫県剣道連盟　審査規程参照］

＊　全剣連居合は、当日指定する。

②　学科（実技審査合格者のみ）

学科審査時間は３０分間とします。

下記４問のうち、当日２問を出題します。

②　受審申込書の受審資格欄を参照してください。

（初・二段）

（四　　段）

関を利用の上来場してください。

　ドしてください。多数の方々が参加くださるようお待ちしています。

　５月１７日（日）神戸常盤アリーナにおいてみだしの大会を開催いたします。

　詳細は、令和２年度事業計画（ホームページに掲載）から要項をご覧ください。

　申込期日は　４月　６日（月）必着です。期日厳守にご協力ください。

　５月１７日（日）神戸常盤アリーナで年齢別大会と同日開催でみだしの選考会を開催いたします。

◆　居合道級・段位（一級・初～五段）審査会　◆

　１．日　　時 令和　２年　５月１０日（日）　午後１２時３０受付

　申込期日は　４月　６日（月）必着です。期日厳守にご協力ください。

ています。

審　査　会

１　兵庫県下の古流７派名と自己の流派・流祖名を書きなさい。

３　守・破・離について書きなさい。

２　残心について書きなさい。

　メールアドレス   　　info@hyogo-kendo.org

〒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

　詳細は、令和２年度事業計画から要項をご覧ください。多数の方々が参加くださるようお待ちし

選　考　会

大　　　会

◆　第３３回　全国健康福祉祭ぎふ大会　選手選考会　◆

５月の行事等のお知らせ

◆　第３５回　兵庫県剣道年齢別男子選手権大会　　兼
　　第７４回　兵庫県民体育大会（剣道競技）、
　　関西マスターズフェスティバル兵庫県ねんりん交流剣道大会　◆

　ねんりん交流の申込書は実施要項の後ろについております。年齢別は申込フォームからダウンロー

　なお、同体育館の駐車場のスペースが非常に狭いので、付近の駐車場を利用するか、公共の交通機

２　全日本剣道連盟居合術技１２本の名称を書きなさい。

３　抜き付けについて書きなさい。

４　日本刀の柄の握り方の留意すべき点を書きなさい。

（三　　段）

３　間と間合について書きなさい。

２　鯉口の切り方３種について書きなさい。

１　居合道の始祖（中興の祖）について書きなさい。

４　居合道指導上の留意すべき点を５つ以上書きなさい。

　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．受審資格 ①　当連盟の会員であること。



③初段は満１３歳以上の方が受審できます。

③　打つべき機会について４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。

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。

（初・二段） ①　剣道の足のさばき４つを書きなさい。

②　切り返しの効果を５つ書きなさい。

（三　　段） ①　間合について書きなさい。

②　三つの先をあげ、それぞれについて説明しなさい。

③　稽古の種類を５つあげ、その特性について書きなさい。

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、当日２問を出題します。

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

　４．審査課目 ①　実技

　　初段～三段まで一人２回の立会を実施します。

②　日本剣道形（実技審査合格者のみ）

　　指導者の方は、間合・機会等の指導を十分に指導され、掛かり稽

　　古の様にならないようお願いします。

　３．受審資格 ①　当連盟の会員であること。

　年齢基準は審査日当日（　５月２４日）とする。

（木刀は規格［全長102㎝］の太刀を使用する）

　４．審査課目

◆　剣道段位（初～三段）審査会　◆

　１．日　　時 令和　２年　５月２４日（日）　午前　９時００分受付

②　受審申込書の受審資格欄を参照してください。

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

するのかを明確にしてください。（一般団体からの申し込みには会員登

朝来市立和田山中学校　体育館

４　全日本剣道連盟居合の審判上の着眼点について説明しなさい。

２　残心について書きなさい。

３　居合道指導上の留意すべき点を５つ以上書きなさい。

１　兵庫県下の古流７派名と自己の流派・流祖名を書きなさい。

  ８．申込期日 令和　２年　５月１１日（月）必着

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。

　２．会　　場

録が必要になります。）

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 級・段位審査料等並びに登録料一覧表（29.4.1 一部改正　版）を参照

してください。

◆　剣道級位審査会　◆

　１．日　　時 令和　２年　５月２３（土）　午後１２時３０分受付

  ８．申込期日 令和　２年　４月２７日（月）必着

　６．登録料 級・段位審査料等並びに登録料一覧表（29.4.1 一部改正　版）を参

照してください。

　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。

朝来市和田山町柳原90番地

　６．入会金 一級を、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

　２．会　　場 朝来市立和田山中学校　体育館

朝来市和田山町柳原90番地

　３．受審資格 ①　当連盟の会員であること。

①「一級審査実施要項」

②「木刀による剣道基本技稽古法基本１～９まで」

（一級審査実施要項合格者のみ）

（五　　段）

なお、特別な事情のある方は申込時にお知らせください。



全日本剣道連盟杖道並びに古流の形。

　６．受講料

  ８．申込期日

１人につき　２，０００円。

講習会申込書に受講料を添えて申し込みください。

◆　剣道指導法講習会並びに審判法講習会　◆
　　　　　（兵剣連主催　丹波地区主管）

（2,000円）する必要がありますのでご用意ください。

　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。

なお、特別な事情のある方は申込時にお知らせください。

　９．申込期日 令和　２年　５月１１日（月）必着

　５．講習内容

　７．申込方法

　　剣道公認審判員認定審査会受審者・更新者が受講すべき講習会

　４　講　　師 兵剣連派遣講師　　剣道教士　岡村康広

地元講師　剣道教士　

　５　講習内容 指導法・審判法の説明及び実習

　６　受講料

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。

令和　２年　４月２０日（月）必着

〒669-3411兵庫県丹波市春日町朝日90 Tel：0795-74-0142 

　　剣道称号（教士・錬士）受審者が受講すべき講習会

　１　日　　時 令和　２年　５月　９日（土）　午前９時受付

　２　会　　場 丹波市立船城小学校体育館

　３　受講資格 当連盟の会員であること。（令和２年年度会員登録者）

令和　２年　５月　７日（木）必着

◆　杖道一般講習会　◆

　１．日　　時

②　級・段位に制限を設けない。

　４．講　　師 杖道教士七段 未定

杖道教士七段 未定

①「一級審査実施要項」

②「木刀による剣道基本技稽古法基本１～９まで」

（一級審査実施要項合格者のみ）

（木刀は規格［全長102㎝］の太刀を使用する）

　５．登録料 級・段位審査料等並びに登録料一覧表（29.4.1 一部改正　版）を参照

してください。

　６．入会金 一級を、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

　７．会　　費 少年団体・学校団体から受審した合格者は、登録料に加え会費を納入

　６．登録料 級・段位審査料等並びに登録料一覧表（29.4.1 一部改正　版）を参

照してください。

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。

　４．審査課目

１人につき２，０００円

令和　２年　５月１７日（日）　午前９時受付

　７　携行品 剣道具、竹刀、木刀、審判旗、剣道着、袴、筆記用具

（公認審判員は「剣道手帳」を持参ください。）

　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。

◆　剣道級位審査会　◆

　１．日　　時 令和　２年　５月３０（土）　午後１２時３０分受付

　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

　３．受審資格

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。（一般団体からの申し込みには会員登

録が必要になります。）

  ８．申込期日 令和　２年　５月１８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

神戸市灘区青谷町１－１－１

　３．受講資格 ①　当連盟の会員であること。

講　習　会



【剣　道】

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 222 194 6 6 182 82.0
二　段 189 174 8 0 166 87.8
三　段 156 133 3 4 126 80.8

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 169 169 0 169 100 3

［　２月１６日（日）　　　神戸市立王子スポーツセンター］
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 108 62 6 0 56 51.9
 五　段 50 23 1 0 22 44

ｂ

以　上

　審査会報告

京都市武道センター  ８月　１日（土）

　　　　（兵剣連会員登録がないと全剣連の会員資格もなくなります。）

　　　４月２９日（水）～５月６日（水）は事務局休業といたします。ご迷惑をおかけしますが、

＊令和　２年度　会員の更新登録について

  ６月２７日（土）

事務局からのお知らせ

　　ご協力をお願いします。

2020年   ４月  ４日（土）中止 14:00～16:00 京都市武道センター

14:00～16:00

　
＊ ５月連休中の事務局について　

全剣連剣道合同稽古会（近畿）のお知らせ

　（ 時間は予定です。）

［　２月　２日（土）　　ウインク武道館]　（西播地区協議会主管）

14:00～16:00 京都市武道センター

［　２月 　２日（日）　　ウインク武道館］

　ています。

　　会員の更新登録を令和２年４月末日までにお願いします。

　　物故者となられた終身会費会員については事務局までご連絡ください。
　　少年団体については「少年団体会員名簿（様式６）（住所を記載願います）」・「少年会員数報告書(様
　式7)の提出もよろしくお願いします。追加が出た場合も、名簿が必要です。　
　　団体負担金の振込みに際しては、必ず「団体名」で振込んでください、個人名ではどの団体から
　の振込か判断が出来ません。大学は「兵庫学生」、高等学校は「高体連」で取りまとめをお願いし

　　会員名簿には終身会費会員全員の氏名もご記入ください。
　　会員名簿は会員全員の氏名を記入して下さい。


