
 平成28年9月 　　　　　　　　五段　①｢四戒｣について説明しなさい。

 〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1 　　　　　　　　　　　②｢審判員の心得｣について述べなさい。

　 　　　　 若杉ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ別館 5階 502号 (7) そ の 他　①会場へのアクセスは公共の交通機関をご利用下さい｡近隣は駐車禁止区域

　　　　　　　　で駐車場ｽﾍﾟｰｽが無いために､車での来館は一切禁止いたします｡なお､近鉄

　　　　　　　　ﾊﾞｽには､八戸ノ里駅から近畿大学東門前まで､ﾊﾞｽの増便を依頼しています｡

 TEL 06-6351-3345　FAX 06-6351-3346 　　　　　　　　八戸ノ里駅前①番乗り場発 料金 \100-(小児 \50-)をご利用下さい｡

 執務時間 月･火･木･金･土 9時～17時30分 　　　　　　　②会場内の使用に関しては､掲示物をご確認下さい｡また､共有スペース(通路

　　　　　 水曜･日曜･祝日は休業 　　　　　　　　や玄関等)での練習は一切禁止します｡

　　　http://www.osa-kendo.or.jp/ 　　　　　　　③審査会実施について､案内･連絡事項を追加する場合があります｡大剣連の

　　　　　　　　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧下さい｡

　　　　　　　④昇段審査において､身体的理由や言葉の問題(外国人の方等)がある場合は

　　　　　　　　登録団体の責任者を通じて､事前に事務局までお申出下さい｡

　　　　　　　　審査委員会に報告の上、適正な審査が行えるように配慮いたします｡

１．剣道高段位受審者対象講座 　　　　　　　⑤公平な審査を行うため､所属団体名(学校名･校章などのマークも含む)が刺

(1) 開催日時　10月 2日(日)　午後12時30分開始(受付 午後12時より) 　　　　　　　　繍などの方法により入れられた剣道着･袴･剣道具を禁止とします｡

(2) 開催場所　大阪市中央体育館　剣道場 　　　　　　　⑥黒い面金も使用禁止とします｡

　　　　　　　( http://www.yahataya-park.jp/osaka_arena/index.html ) 　　　　　　　⑦審査キャンセルによる審査料の返金については､キャンセル時期により返

(3) 資　　格　11月の剣道高段位審査会を受審申込みした者および平成29年5月開催の剣道 　　　　　　　　金額が異なります｡審査日の２週間以内では返金できません｡

　　　　　　　高段位審査会の受審予定の者｡ 　　　　　　　⑧郵送での申込みの場合､領収証は団体の連絡責任者に郵送いたします｡

(4) 携 行 品　剣道具一式 (木刀不要)

(5) 受 講 料　会員　1,150円　非会員　1,500円 ３．剣道審判講習会

(6) 申込期間　9月1日(木) ～ 9月13日(火) (1) 開催日時　10月22日(土)　午前10時開始(受付 午前9時30分より)

(7) 申込方法　所定の申込書(大剣連ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより､ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます)に必要事項を記入の (2) 開催場所　大阪市中央体育館　剣道場

　　　　　　　上､申込期間内に受講料を添えて事務局あてに申込むこと｡当日の参加申込み (3) 参加資格　剣道五段以上

　　　　　　　やFAX・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる申込みは受付けいたしません｡ (4) 講習内容　審判法講習会の後に､講師による指導稽古を行ないます｡

　　　　　　　各段それぞれ25名までとし､定員になり次第打ち切ります｡ (5) 携 行 品　剣道具､剣道着､竹刀､審判規則､筆記用具

(6) 受 講 料　会員　2,150円　非会員　2,800円　< 料金設定にご注意 >

２．中央審査会 (7) 申込期間　9月1日(木) ～ 10月15日(土)

(1) 開催日時　10月15日(土)　開館 午前9時､点呼 午前9時30分､審査開始 午前10時 (8) 申込方法　講習会申込書(大剣連ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより､ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます)に記入の上､申込期間

(2) 開催場所　近畿大学記念会館 　　　　　　　中に受講料を添えて事務局あてに申込むこと｡当日の参加申込みは受付け出来

　　　　　　　( http://www.kindai.ac.jp/about-kindai/campus-guide/higashi-osaka.html ) 　　　　　　　ません｡また､FAXやｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる申込みは受付けいたしません｡

(3) 申込方法　従来どおり

(4) 申込期間　9月1日(木) ～ 9月13日(火) ４．女子講習会

(5) 審 査 料　従来通り｡大剣連ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞもご確認下さい｡　 (1) 開催日時　10月29日(土)　午前10時開始(受付 午前9時30分より)

　　　　　　　( URL:http://osa-kendo.or.jp/wp-content/uploads/2014/03/ (2) 開催場所　エディオンアリーナ大阪 剣道場 ( 旧名:大阪府立体育会館 )

(6) 学科問題　1)必 出 題　　　　　　　　　　f5d8365c88c06ce9c75d7d113c7a980c.pdf ) 　　　　　　　( http://www.furitutaiikukaikan.jp/ )

　　　　　　　　初段　｢稽古の心構え｣について述べなさい。 (3) 資　　格　剣道有段者で18歳以上の女性(高校生は不可)の者｡他都道府県会員は不可｡

　　　　　　　　二段　剣道で｢礼儀を大切にする理由｣について述べなさい。 (4) 携 行 品　剣道具､剣道着､竹刀､筆記用具

　　　　　　　　三段　｢有効打突の条件｣について説明しなさい｡ (5) 受 講 料　会員 2,150円　非会員 2,800円

　　　　　　　　四段　｢剣道の理念および剣道修錬の心構え｣について述べなさい｡ (6) 申込期間　9月1日(木) ～ 10月22日(土)

　　　　　　　　五段　｢指導者としての心構え｣について述べなさい。 (7) 申込方法　所定の申込書(大剣連ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより､ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます)に必要事項を記入の

　　　　　　　2)各段とも2問中1問を出題 　　　　　　　上､受講料を添えて事務局あてに申込むこと｡当日の参加申込みは受付出来

　　　　　　　　初段　①｢中段の構えの姿勢で注意すること｣を書きなさい｡ 　　　　　　　ません｡FAX･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる申込みは受付けいたしません｡定員は50名です｡

　　　　　　　　　　　②｢足さばき｣について説明しなさい｡

　　　　　　　　二段　①｢切り返しで気をつけること｣を５項目書きなさい｡ ５．第13回大阪府女子剣道優勝大会

　　　　　　　　　　　②｢打突の好機｣について説明しなさい｡ (1) 開催日時　11月19日(土)　午前10時開始(受付 午前9時30分より)

　　　　　　　　三段　①｢試合稽古で気をつけること｣を述べなさい｡ (2) 開催場所　東和ラクタブドーム サブアリーナ ( 旧名:なみはやドーム )

　　　　　　　　　　　②｢三殺法｣について説明しなさい｡ 　　　　　　　( http://www.namihayadome.gr.jp/ )

　　　　　　　　四段　①｢一眼二足三胆四力｣について説明しなさい。 (3) そ の 他　詳細は別紙の大会要項を参照して下さい｡

　　　　　　　　　　　②｢日本剣道形を実施するときの留意点｣について述べなさい。 　　　 　　　※ 抽選日の関係で例年より早く申込みを行います｡大会要項をご確認下さい｡

　公益社団法人 大阪府剣道連盟

The Osaka Kendo Federation

剣道行事 平成2８年６月までの証書ができています(初段から五段)



◎西日本剣道高段者稽古会

(1) 開催日時　10月1日(土)　午後2時開始

(2) 開催場所　京都市武道センター　( http://www.kyoto-sports.or.jp/facilities/

(3) 参加資格　剣道六段以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　detail.php?id=15 ) １．居合道定例合同稽古会 　  【 大阪府剣道連盟・居合道部主催 】

(4) 申込方法　当日会場にて受付け(参加料は無料) (1) 開催日時　毎週 火曜日・木曜日　開始 午後7時45分　終了 午後8時30分

　　　　　　　※ 但し､祝日や他の行事により休講になる事もある｡

●第71回国民体育大会　近畿ﾌﾞﾛｯｸ大会　結果 (2) 開催場所　大阪市立修道館

 8月21日(日)､京都市に於いて開催され､近畿2府4県の代表選手が集い､本国体への出場権獲 (3) 講　　師　範士八段　５名・教士八段　５名

得のため、緊迫した試合が展開されました｡ (4) 参加資格　居合道 段外～七段　大阪府剣道連盟会員及び参加を希望する者。

　少年男子の部：５位　　（ 1位 奈良　　2位 兵庫 ） (5) 参 加 料　一般 200円

　少年女子の部：５位　　（ 1位 京都　　2位 奈良 ） (6) そ の 他　問い合わせは下記までご連絡下さい。

　成年女子の部：１位　　（ 1位 大阪　　2位 京都 ） 　　　　　　　居合道部　中野部長　携帯:090-1029-0357

　という結果で､｢成年女子の部｣が本国体への出場を得ることができました｡

　本国体には､｢成年男子の部｣を加えて､２部門が出場いたします｡ ２．居合道四流派合同研修会

なお､第71回国民体育大会剣道競技は､10月8日(土)～10月10日(月)に岩手県二戸市の二戸市 (1) 開催日時　10月15日(土)　開会 午前10時

総合スポーツセンターで開催されます。 (2) 開催場所　大阪市立修道館

(3) 参加資格　無外流・重信流・田宮流・伯耆流に所属する会員

●第64回全日本剣道選手権大会　大阪府予選会　結果 (4) 参 加 料　入会金 2,000円　年会費 1,000円　当日参加費 1,000円

　8月21日(日)に大阪市中央体育館で行われました､第64回全日本剣道選手権大会大阪府予選 (5) 申込方法　各流派の代表を通じて申し込んで下さい｡

会の結果をご報告いたします｡ (6) 問 合 せ　担当：四流派会長　中野八郎　携帯:090-1029-0357

　升田 良　　　(大阪剣道協会)

　江島 千陽　　(大阪剣道協会) ３．第58回大阪居合道大会団体対抗予選会

　土谷 有輝　　(大阪剣道協会) (1) 開催日時　10月29日(土)　開会 午前9時30分

　本大会は､11月3日(祝)に日本武道館で行われます｡ (2) 開催場所　大阪市立東淀川体育館

　　　　　　　( http://www.fitness21.or.jp/shitei_higashiyodogawa.html )

(3) 参加資格　会員及び非会員 ( 組合せの為必ず申込み下さい )

(4) 参 加 料　会員 3,000円　非会員 4,000円　中学生以下 1,500円

　　　　　　　「 当日 弁当及びプログラムを支給します 」

◎中学生昇級審査会 (第２回) (5) 締 切 日　9月20日(火)　プログラム編集の都合上､締切後の受付は出来ません。

(1) 主　　催　大阪市立修道館　(公財)大阪武道振興協会 (6) 問 合 せ　担当：居合道部　中野部長　携帯:090-1029-0357

(2) 後　　援　(公社)大阪府剣道連盟

(3) 日　　時　10月2日(日)　午後12時30分 集合　午後1時 開始

(4) 場　　所　大阪市立修道館　( http://syudoukan.info/ )

(5) 審査級位　中学生１級 ～ ３級

(6) 審 査 料　1,500円(保険料込み) １．杖道高段者研修会

(7) 申込期間　9月1日(木) ～ 9月12日(月) (1) 開催日時　10月9日(日)　午前10時 開講

(6) 申込方法　修道館までお問い合わせ下さい｡ (2) 開催場所　川西市総合体育館　　( http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/shisetsu/

問い合せ先　担当：修道館　田原　　　TEL　06-6941-1523 (3) 参加資格　杖道　五段以上　　　　　　　　　　　　　　 14886/sogotaiiku.html )

(4) 問 合 せ　担当：杖道部　近藤　TEL:072-949-8957

◎大阪中学校秋季総合体育大会

(1) 主　　催　大阪中体連剣道部 ２．杖道月例研修会 【 強化錬成会 】

(2) 後　　援　(公社)大阪府剣道連盟 (1) 開催日時　10月9日(日)　午後1時 開講

(3) 日　　時　10月10日(祝) (2) 開催場所　川西市総合体育館

(4) 開催場所　岸和田市総合体育館　( http://www2f.biglobe.ne.jp/~akio/kyudo/ (3) 問 合 せ　担当：杖道部　近藤　TEL:072-949-8957

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　contents/nishiitai/taiikukan.htm )

平成2８年３月までの証書ができています(初段から五段)

剣道後援行事 ※ 後援行事につきお問合せにお答え出来ません。
主催団体へお問合せ下さい｡　　　　　 　 .

杖道行事

居合道行事



１、趣　旨   大阪府における女子剣道の普及と女子剣道愛好者に生涯剣道の目標と機会をもうけ、 ７、出場の申込み

健康の増進と技能の向上を図り、広く女子剣道の振興に寄与する。 平成２８年１０月１８日（火）までに大剣連事務局まで参加費を添えて、申込むこと。

   また、剣道を通じて、お互いの交流を深めるために本大会を開催する。 ☆ 選手（申込書記載）の変更

　選手申込書提出後に選手を変更する場合は、１１月５日（土）迄に選手の変更を書面で

２、期　日平成２８年１１月１９日（日）　９：３０　受付、１０：００　開会 　提出すること。１１月５日以後（試合当日含む）は、補欠選手以外の選手変更は受け付

　けない。

３、会　場大阪府立門真スポーツセンター 申込書が不足の場合は、申込書をコピーしてお使い下さい。

東和薬品ラクタブドーム　サブアリーナ　（旧 なみはやドーム)

　（門真市三ツ島３－７－１６　地下鉄長堀鶴見緑地線「門真南」駅下車すぐ） ８、組合せ大会実行委員会において、厳正公平に抽選を行い、決定する。

　　℡　　０７２－８８１－３７１５　　

４、主　催公益社団法人 大阪府剣道連盟　　　 ９、試合・審判および試合方法

（１）　全日本剣道連盟 剣道試合・審判規則、並びにその細則、及び大会申し合わせ事項

５、後　援大阪市体育協会 　　により行う。

　 （２）　試合は、トーナメント方式により行うが、出場者・出場チーム数が少ない場合はリーグ

６、参加資格（１）　段級位制限なし。 　　戦とする。

（２）　会員のほか、府下で活動する府内在住在勤の女性 （３）　個人戦 → 団体戦の順で行う。

（３）　年齢基準は平成28年11月19日（大会当日）を基準日とする。

（４）　選手は垂の中央に「名札（チーム名と姓）」を必ず着けること（府下で活動する団体名）。 　（個人戦）　試合は３本勝負とし、試合時間は３分とする。試合時間内に勝負が決しない場合は、判定

（５）　今大会は、個人戦と団体戦を行いますので、条件を踏まえて両方の参加が可能です。 によって勝敗を決する。ただし、準決勝戦と決勝戦については、時間内に勝敗が決しない場

　（個人戦）①　出場選手を５部門に区分する。 合は、時間を区切らず勝負の決するまで延長戦を行う。

＜１部＞　４８名以内　　　１８歳以上（高校生は除く）～２９歳以下 　（団体戦）　試合は３本勝負とし、試合時間は３分とする。試合時間内に勝負が決しない場合は、引き

＜２部＞　４８名以内　　　３０歳以上～３９歳以下　　　 　 分けとする。両チーム同勝者数・同本数の場合は、代表者戦を行う。代表者戦（任意の者に

＜３部＞　４８名以内　　　４０歳以上～４９歳以下 よる）は１本勝負とし、時間区切らず勝負の決するまで行う。　

＜４部＞　２４名以内　　　５０歳以上～５９歳以下

＜５部＞　２４名以内　　　６０歳以上 １０、参加料

　※ただし、上記の制限数を上回った場合、大剣連登録団体に所属する会員を最優先する。 ①　個人戦参加料・・・１名￥1,000-（非会員は1名￥2,000-とし、個人戦に参加する者全てか

　　また、参加者数の多い団体については調整を行なう場合がある。 　　　　　　　　　　　　ら徴収する。

　（団体戦）①　出場選手を２部門に区分する。 ②　団体戦参加料・・・１チーム￥3,000-（チーム内に非会員が含まれる場合は、1名当たり

　 ＜１部＞ 　　　　　　　　　　　　￥2,000-を加算する。団体戦申込者からも個人戦参加料を徴収する。）

　　２４チーム以内・・・１８歳以上（高校生は除く）、３９歳以下の者によって編成されたチーム

　　　　　　　　　　　　　（４０歳以上の者の出場は可） １１、表　彰参加選手に参加賞を贈る。

 ＜２部＞

　　１６チーム以内・・・４０歳以上の者によって編成されたチーム 　（個人戦）①　各部門の優勝から第三位までの選手には賞状とメダルを授与する。

　　　　　　　　　　　　　（３９歳以下の者の出場は不可） 　 （参加者数が制限数を大きく下回った場合、この限りではない。）

②　チーム編成は３人制とする。ただし、１部は六段以上の者の出場は1名以内とし、２部は 　（団体戦）①　各部門の優勝チームには、大阪市体育協会より市体協会長杯を授与する。ただし、持

　　六段以上の者の出場は２名以内とする。補欠登録はいずれもは１名以内とする。また、　 　　ち回りとする。

　　２名で編成する場合は、先鋒を「欠員」とする。 ②　各部門の優勝から第三位までのチームには大阪府剣道連盟より賞状とメダルを授与す

③　選手の配列は年令順（生年月日順）とし、大将が最年長者とする。 　　る。　　（参加チーム数が制限数を大きく下回った場合、この限りではない。）

④　同一加盟団体からの出場を２チームまでとする。また、他団体との混成チーム編成の出

　　場も認める。他団体と混成する場合は、府下で活動する団体名とし、チーム構成員全員 １２、その他①　傷害処置

　 　　が名札のチーム名を揃えること。 　　主催者は、大会中の出場選手の傷害に対し（往復途上を含む）、傷害保険に加入する。

※受け付けは先着順とし、上記の制限数を上回った場合　会員によって編成された大剣連 　傷害が発生した場合、応急手当を施し、以後は傷害保険により処置する。

　登録団体のチームを最優先する。 ②　各自、赤・白の目印（タスキ）を用意して下さい。

③　掲示用選手オーダー表の提出は不要です。

第１３回大阪府女子剣道優勝大会（個人戦・団体戦）要項




