
容を見ることができます。

下さい。不合格の連絡が無ければ合格ですので、１週間以内に振り込みをお願いします。振り込みが無ければ
全剣連に登録できませんので、合格は取り消されます。

　
  新型コロナウイルス感染は、警戒感の緩みやウイルスの変異ともいわれ、第３波の増加傾向にあります。
この間、兵庫県剣道連盟では審査会・講習会を実施してきましたが、参加者のご協力のおかげで問題の発生は

導の在り方について全剣連の新しい文書を、兵剣連ホームページに掲載しています。各団体・各会員で今一度

ありませんでした。しかし、まだまだ気を緩めることはできそうにありません。延期されていた全日本選手権

　登録料は、合格者に振込用紙をお渡ししますので、各自で振り込みをしていただくことになります。審査会
当日の支払いはありません。段位審査の場合、学科試験の答案提出時に振込用紙を受け取って帰っていただき
ます。学科試験不合格の場合、３日以内に申込団体に連絡いたしますので、連絡があれば振込用紙を破棄して

     予選会・審査会・講習会参加者は下記事項を必ず確認

大会の開催が決まりましたので、２月には予選会を開催しなければなりません。大会に向けて、また稽古や指

確認をしていただきたいと思います。

　 兵剣連の審査会・講習会等は、全剣連のガイドラインに沿って実施しますので、参加者は①自宅で検温し、
37.5度以上の方や濃厚接触の可能性のある方は参加しない②マスク着用・手指消毒などガイドラインの内容
をホームページで確認し、会場では係員の指示に従って行動するようよろしくお願いします。受付時間等が変
更になる場合もありますので、緊急連絡メールにご注意ください。緊急メール未登録の団体事務局はｱﾄﾞﾚｽの

◆　第６８回全日本剣道選手権大会（令和３年３月１４日長野市）予選会　◆
◆　第５９回全日本女子剣道選手権大会（令和３年３月１４日長野市）予選会　◆

　　２月１１日(木祝）神戸常盤アリーナにおいて標記予選会を無観客で開催します。
　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→２月）奮ってご参加ください。　
　　予選会申込締め切りは、１月１２日(火）必着です。

予 選 会

11:00　新年のご挨拶

登録をお願いします。また、ホームページのＣＯＮＴＥＮＴＳの「緊急・更新用ブログ」でも緊急メールの内

　  参加者は「確認票」を記入し、入館時に各自提出をしてください。用紙はホームページの申請書フォーム

１月・２月の行事等のお知らせ

◆　第６８回全日本都道府県対抗剣道優勝大会　　  予選会　◆

神戸市灘区青谷町１－１－１　　　　

　　２月１１日(木祝）に予定していた標記予選会は、２月１３日（土）に神戸市立中央体育館にお
　いて無観客で開催します。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→２月）奮って　

　　都道府県対抗予選会開会式において、予定していた兵庫県剣道連盟令和２年度表彰式は新型コロ
　ナ感染拡大予防のため中止し、受賞者の発表のみとします。表彰状等は郵送となります。

　ご参加ください。　予選会申込締め切りは、１月１２日(火）必着です。

◆　第１２回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会　予選会　◆

★　稽古始め　★

１．日　　時 令和　３年　１月１０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

　　同　　上
午前１０時から１２時まで

　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

公益財団法人　兵庫県剣道連盟

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

からダウンロードして下さい。見学者・付き添いは全剣連ガイドラインにより入館できません。
（これらの対応は当面のもので、状況により今後変更もあります）



振り込んでください。

④ 胴技を４つ書きなさい。

（１）日　　時 令和　３年　２月　６日（土）　午後 １ 時　受付

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

（２）会　　場

（３）受審資格

　（木刀は規格［全長102㎝］の太刀を使用してください。）

（２）会　　場 ウインク武道館

◆　剣道級位審査会　◆

（三　　段）

③ しかけ技３つ以上をあげ、それぞれの技名について簡単に説明しなさい。
④ 不動心について簡単に説明しなさい。

ウインク武道館
姫路市西延末５０４　　　　

（４）審査科目

（５）登録料

（１）日　　時

① 竹刀の握り方について書きなさい。

①　実技

（５）学科問題 下記４問のうち２問を出題します。

（初・二段）

ないよう、十分指導されるようお願いします。

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

級・段位審査料等並びに登録料一覧表を参照してください。

　本年度よりｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｴｲｼﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ参加の小学校５・６年生は、②の審査
　を一年間免除する。受審申込書にＧＡＰ受講日を記入して下さい。

③　学科（実技・日本剣道形審査合格者のみ）

　年齢基準　審査日の当日（２月７日）

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。

令和　３年　１月２５日（月）必着

①　当連盟の会員であること。

（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）

　実施方法に変更があります。ホームページトップのCONTENTSより
　「一級審査会について」をご確認ください。
　（木刀は規格［全長102㎝］の太刀を使用してください。）

（９）申込期日 令和　２年　１月２５日（月）必着

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

姫路市西延末５０４
（３）受審資格 ①　当連盟の会員であること。

（４）受審課目 ①「一級審査実施要領」

②　受審申込書の受審資格欄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円を登録料と一緒

（７）申込方法 受審申込書（新 消費税記載）に審査料を添えて申し込みください。
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年会費登録が必要になります。）

（６）登録料 級・段位審査料等並びに登録料一覧表を参照してください。

② 剣道の５つの構えを書きなさい。
③ 目付けについて書きなさい。

① 残心の必要な理由について書きなさい。

（８）申込期日

②　日本剣道形（実技審査合格者のみ）

令和　３年　２月　７日（日）　　午前９時受付

② 体当たりの方法と効果について書きなさい。

受審申込書(新 消費税記載)に審査料を添えて申し込みください。

◆　剣道段位（初～三段）審査会　◆

（７）会　　費 少年団体・学校団体から受審した合格者は、会費2000円を登録料と一緒に
振り込んでください。

（８）申込方法



振り込んでください。

 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。）

少年団体と一般団体とを併設されている団体は、どちらから申込みを
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年会費登録が必要になります。）

（８）申込期日 令和　３年　２月　１日（月）必着

（７）申込方法 受審申込書（新 消費税記載）に審査料を添えて申し込みください。

　（木刀は規格［全長102㎝］の太刀を使用してください。）

（５）登録料
（６）入会金

　本年度よりｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｴｲｼﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ参加の小学校５・６年生は、②の審査
　を一年間免除する。受審申込書にＧＡＰ受講日を記入して下さい。
級・段位審査料等並びに登録料一覧表を参照してください。
少年団体・学校団体から受審した合格者は、入会金1000円を登録料と一緒

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

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）

　実施方法に変更があります。ホームページトップのCONTENTSより
　「一級審査会について」をご確認ください。

（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。

（４）受審課目 ①「一級審査実施要領」

◆　剣道級位審査会　◆

（１）日　　時 令和　３年　２月１３（土）　午後１２時３０分受付
（２）会　　場

＊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。

（四　   段） ① 剣道の三殺法について説明しなさい。

（６）登録料

（五 　  段） ① 剣道の虚実について説明しなさい。

振り込んでください。

②　日本剣道形（実技審査合格者のみ）

◆　剣道段位（四・五段）審査会　◆

（１）日　　時
　　 受付時間

②　受審申込書の受審資格欄を参照してください。

神戸市中央区楠木町4丁目1-1　TEL：078-341-7971 　
（３）受審資格 ①　当連盟の会員であること。

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 剣道の試合上の心得を５つ書きなさい。

令和　３年　２月２３日（火祝）　　

（２）会　　場

（５）学科問題 下記４問のうち２問を出題します。

午前８時４５分から９時１５分まで（時間厳守）

級・段位審査料等並びに登録料一覧表を参照してください。

令和　３年　２月　８日（月）必着
受審申込書(新 消費税記載)に審査料を添えて申し込みください。

② 一眼二足三胆四力について説明しなさい。

② 日本剣道形の必要性を説明し、効果を４つ書きなさい。

④ 剣道の審判員の心構えを書きなさい。
③ 剣道上達の要点を書きなさい。

③ 剣道の懸待一致について説明しなさい。

神戸市立中央体育館第１体育室

午前１１時３０分から１２時まで（時間厳守）

①　実　技

＊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

（４）審査科目

③　学　科（実技・日本剣道形審査合格者のみ）

（９）申込期日

（７）会　　費 学校団体から受審した合格者は、会費（2,000円）を登録料と一緒に

（８）申込方法



　

剣道教士
剣道教士

称号候補者選考会

令和　３年　１月１７日（日）　午前９時受付

＊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

講　習　会

１人につき　２，０００円

＊　講習会の最後に認定審査があります。合格者には

（９）申込期日

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。

令和　３年　１月　４日（月）必着

　場合がありますので、ご了承ください。

（１）日　　時

派遣講師　剣道教士　佐藤　　誠　
地元講師　剣道教士　　　　

「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）携行品

選　考　会

令和　３年　１月３０日（土）　　午後　１時００分受付
神戸市たちばな職員研修センター

令和　３年　２月　８日（月）必着

（１）日　　時

◆　日本剣道形講習会（東播地区主管）◆

（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 TEL079-426-8911　

（３）講　　師

（４）講習内容 日本剣道形の解説及び実習
（５）資　　料

（10）受講資格

（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。

（６）受 講 料
（７）携 行 品 剣道着、袴、垂、木刀（四段以上受審者は小太刀も）、筆記用具

（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

＊　称号受審予定者は必ず受講ください。

「認定書」を交付します。段位審査会申込時に「認定書」

（２）会　　場

剣道具、剣道着、袴、木刀（太刀）、筆記用具

伊丹市西台３-２-１１　TEL：072-773-1431　
（３）受講資格

１人につき　２，０００円

（３）申込期日

◆　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
（２）会　　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。）

        ご連絡ください。

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。

岡村　康広

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

すれば、日本剣道形の審査が免除されます。

◆　剣道指導法講習会並びに審判法講習会（阪神北地区主管）　◆

（11）そ の 他

「認定書」の有効期間は講習会開催日（認定書日付）から

    場合がありますのでご了承ください。

令和　３年　２月２１日（日）　午前９時受付

所有を申込書備考欄に明記し、審査当日「認定書」を持参

　　　地元講師
（４）派遣講師

修武館

数名

当連盟の会員であること。

＊　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。

＊　講師については、都合により変更することがあります。

  ＊範士候補者推薦書が必要な団体は、早めに事務局まで

令和　３年　１月１８日（月）　必着
神戸市中央区橘通３-４-２　TEL078-341-0120　　　

（４）資格等

（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）

（６）受講料

別紙要項を参照ください。

（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→要項・お知らせ→称号選考会要項）



審判実技審査及び学科審査

【剣　道】

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 86 86 0 86 100 3

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 82 79 2 0 77 93.9
二　段 70 53 3 0 50 71.4
三　段 31 20 2 0 18 58.1

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 44 44 0 44 100 0

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 73 69 0 1 68 93.2
二　段 59 49 1 0 48 81.4
三　段 24 19 1 0 18 75.0

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 89 89 0 89 100 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 39 39 1 2 36 92.3
二　段 43 39 4 0 35 81.4
三　段 17 12 1 0 11 64.7

（８）申込期日 令和　３年　１月１８日（月）　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

④　禁止行為事項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もらいますので稽古用具一式と筆記用具を持参ください。

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
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　審判の目的と審判員の任務について説明しなさい。

合格者は登録料　4000円の振り込みをお願いします。合格者には

剣道公認審判員認定審査会

（１）日　　時 令和　３年　１月３０日（土）　午後２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。

③　剣道四段以上であること。

①　当連盟の会員であること。

（２）会　　場 神戸市たちばな職員研修センター
神戸市中央区橘通３-４-２　TEL078-341-0120　　　

［１０月２４日（土）青垣住民センター]（丹波地区協議会主管）

［ １０月２５日（日）青垣住民センター]

［ １１月　８日（日）つるぎが丘公園八鹿総合体育館]

［１１月　７日（土）つるぎが丘公園八鹿総合体育館]（但馬地区協議会主管）

審　査　会　報　告

（３）受審資格

　主管の講習会を受講済みであること。(平成２９年２月以降の受講に限る）

［１０月３１日（土）淡路市津名体育センター]（淡路地区協議会主管）

［ １１月　１日（日）淡路市津名体育センター]



【杖　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 2 2 ― 2 100.0 1
初　段 4 4 0 4 100.0
二　段 1 1 0 1 100.0
三　段 2 2 0 2 100.0
四　段 1 1 0 1 100.0
五　段 1 0 0 0 0.0

【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 9 9 　　― 9 100 4
初　段 10 10 0 10 100
二　段 10 10 0 10 100
三　段 7 3 0 3 42.9
四　段 14 3 0 3 21.4 　　　　　　　　　　
五　段 6 2 0 2 33.3

年　末
年　始

以　上
＊　全剣連　第７回女子剣道指導法講習会（全剣連）は中止となりました。

　１月　７日（木）まで （ 1/10（日）は連盟稽古始）

＊　年末・年始休業について

１２月２８日（月）から （12/27（日）は連盟稽古納）

［１１月　８日（日）　　神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場］

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

［１１月１５日（日）　神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場］


