
 平成30年8月 ３．日本剣道形講習会

 〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1 (1) 開催日時　9月24日(祝)　午前10時開始(受付 午前9時30分より)

　 　　　　 若杉ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ別館 5階 502号 (2) 開催場所　エディオンアリーナ大阪　( http://www.furitutaiikukaikan.jp/ )

(3) 資　　格　剣道四段以上

(4) 講習内容　日本剣道形講習会の終了後に､講師による指導稽古を行ないます｡
 TEL 06-6351-3345　FAX 06-6351-3346 (5) 携 行 品　剣道具一式､木刀(大･小)､剣道着､竹刀､筆記用具

 執務時間 月･火･木･金･土 9時～17時30分 (6) 受 講 料　会員　2,150円　非会員　2,800円　< 料金設定にご注意 >
　　　　　 水曜･日曜･祝日は休業 (7) 申込期間　8月2日(木) ～ 9月15日(土)

　　　http://www.osa-kendo.or.jp/ (8) 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

　　　　　　　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

　　　　　　　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．剣道中央審査会

(1) 開催日時　10月14日(日)　開館 午前9時､点呼 午前9時30分､審査開始 午前10時

１．第66回全日本剣道選手権大会　大阪府予選会 (2) 開催場所　近畿大学記念会館　( https://www.kindai.ac.jp/

(1) 開催日時　9月1日(土)　午前10時開始(受付 午前9時30分頃より) 　　　　　　　　　　　　　　　　　about-kindai/campus-guide/higashi-osaka.html )

(2) 開催場所　大阪市立修道館　( http://syudoukan.info/ ) (3) 申込期間　9月10日(月) ～ 9月22日(土)

(3) 出場資格　①予選会出場者は､平成30年4月30日以前から本大会(11月3日)参加時まで､引 (4) そ の 他　詳細は次号でお知らせいたします｡

　　　　　　　　続き(公社)大阪府剣道連盟の登録会員であること｡

　　　　　　　②年齢は満20才以上とし､段位の制限はしない｡

　　　　　　　　※年齢計算の基準は､大会前日(平成30年11月2日)とする｡ ●第51回大阪府少年剣道大会及び第13回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会予選会 結果

　　　　　　　③予選会出場は一都道府県からのみとする｡違反した者は出場を取り消す｡ 　6月23日(土)に大阪市中央体育館で行われた､第51回大阪府少年剣道大会と第13回全日本都道府

(4) 申込方法　所定の申込書(講習会等申込書)に予選会名､氏名､年令､生年月日､段位､所属 県対抗少年剣道優勝大会予選会の結果を報告いたします｡

　　　　　　　団体を記入の上､申込期間内に参加料を添えて事務局あてに申込むこと｡当日 　大阪府少年剣道大会

　　　　　　　の参加申込みは出来ません｡ 　①高学年の部

(5) 参 加 料　会員　650円　非会員　800円　< 料金設定にご注意 > 　Aﾌﾞﾛｯｸ 優秀賞 英彰剣道クラブ(吉原佳歩､佐藤､森田大)

(6) 申込期間　8月2日(木)～8月18日(土) 　Aﾌﾞﾛｯｸ 敢闘賞 興武館(相坂､野本太､金丸)

(7) そ の 他　開会式前に､受付けを兼ねて検量を行います｡規格外竹刀は､個人の予選が終 　Bﾌﾞﾛｯｸ 優秀賞 寺内剣友会(和田､森下､三田)

　　　　　　　了するまで本部で預かります｡ 　Bﾌﾞﾛｯｸ 敢闘賞 穴師剣道会(柿木､荻田､中澤) 

　Cﾌﾞﾛｯｸ 優秀賞 高野台剣友会(松本､田原､久野)

　Cﾌﾞﾛｯｸ 敢闘賞 大阪高楠剣朋会(牧原､石田､松下)  

２．第13回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会　< 大剣連主催 > 　②低学年の部

(1) 開催日時　9月16日(日)　開会 午前9時 　Aﾌﾞﾛｯｸ 優秀賞 穴師剣道会(奈良､河野､阪口)

(2) 開催場所　府民共済SUPERアリーナ　 ( http://hp.athuman.com/arena/ ) 　Aﾌﾞﾛｯｸ 敢闘賞 錬武館郡道場(椛島千､藤井､寺井)

(3) そ の 他　大剣連ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに特設ﾍﾟｰｼﾞを設けましたので､ご覧下さい｡ 　Bﾌﾞﾛｯｸ 優秀賞 小曽根剣友会(和田､北東功､安藤)

　　　　　　　( http://osa-kendo.or.jp/syonen13/index.html ) 　Bﾌﾞﾛｯｸ 敢闘賞 高野台剣友会(矢野稜､宇野､矢野蒼)

　　多くの方々のご声援をお願いします｡(入場料無料) 　Cﾌﾞﾛｯｸ 優秀賞 大阪剣武館(加守田､花山､手束)　

　Cﾌﾞﾛｯｸ 敢闘賞 竹の子剣道クラブ(伊藤､今井､前田)  

　全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会予選会の結果 < 小学生の部代表選手 >

　この大会はスポーツ振興基金の助成を受けて開催されています。

  ※予選会の結果､１２名の選手が選考されました｡上記から代表選手が決定されます｡

　森田大翔(英彰剣道クラブ)　　　　　　山本蓮(大阪剣武館)

　中澤奎人(穴師剣道会)　　　　　　　　西半大輝(小曽根剣友会) 

　和田貫汰(寺内剣友会)　　　　　　　　三宅心我(三劔会) 

　柿木志暖(穴師剣道会)　　　　　　　　久野健介(高野台剣友会) 

　公益社団法人 大阪府剣道連盟

The Osaka Kendo Federation

剣道行事 平成３０年３月までの証書ができています(初段から五段)

　田村朱門(大阪つばさ剣道クラブ)　　　石塚太陽(四條畷警察)

　牧原光知(大阪高楠剣朋会)　　　　　　金丸蓮(興武館) 



◎中学生昇級審査会 （第二回） １．杖道審判講習会

(1) 開催日時　9月30日(日)　午後1時 開始 (午後12時30分 集合) (1) 開催日時　9月9日(日)　午前10時 開講

(2) 主　　催　大阪市立修道館　(公財)大阪武道振興協会 (2) 開催場所　川西市総合体育館　( http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/shisetsu/

(3) 後　　援　(公社)大阪府剣道連盟 (3) 参加資格　杖道　五段以上　　　　　　　　　　　　　　 14886/sogotaiiku.html )

(4) 開催場所　大阪市立修道館 (4) 問 合 せ　担当：杖道部　近藤　TEL:072-949-8957

(5) 審査級位　中学生 １級 ～ ３級

(6) 審 査 料　1,500円

(7) 申込期限　8月16日(木) ～ 8月30日(木) ２．杖道月例研修会 【 強化錬成会 】

(8) 申込方法　修道館までお問い合わせ下さい｡ (1) 開催日時　9月9日(日)　午後1時 開講

　　　　　　　TEL：06-6941-1523　担当：藤井 (2) 開催場所　川西市総合体育館

(3) 問 合 せ　担当：杖道部　近藤　TEL:072-949-8957

３．第40回関西杖道優勝大会

(1) 日　　時　9月17日(祝)　午前10時 開会

(2) 開催場所　川西市総合体育館

１．居合道 定例合同稽古会 　  【 大阪府剣道連盟・居合道部主催 】 (3) 申込期限　8月12日（日）必着

(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 (4) 問 合 せ　担当：杖道部　近藤　TEL:072-949-8957

　　　　　　　※ 但し､祝日や他の行事により休講になる事もある｡

(2) 開催場所　大阪市立修道館

(3) 講　　師　範士八段　４名・教士八段　５名

(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。

(5) 参 加 料　一般 200円

(6) そ の 他　問い合わせは下記までご連絡下さい。

　　　　　　　居合道部　中野部長　携帯:090-1029-0357 ◎事務所の休業日

 　8月10日(金) ～ 15日(水)　　夏季休業日

 　9月  1日(土)　　　　　　　　全日本選手権大会予選会

２．平成30年度 全剣連居合道伝達講習会  　9月15日(土)　　　　　　　   全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会 前日準備

(1) 開催日時　9月22日(土)　開講 午前9時30分 　ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いいたします。

(2) 開催場所　丸善インテックアリーナ大阪 サブアリーナ（ 旧名：大阪市中央体育館 ）

            　( https://www.yahataya-park.jp/osaka_arena/index.html )

(3) 資　　格　大阪府剣道連盟登録者で段位を問わない｡ ◎スポーツ安全保険加入について 【 先月号にご案内した内容と同じです 】

　　　　　　　尚､各団体指導者は必ず受講して下さい｡ 　先月開催された「平成30年度定時社員総会」において､大剣連会長が交代しました。

(4) 申込締切　9月8日(土) ※ 申込期間中に手続が間に合わなかった場合は､当日受付けに 　これから加入手続きをされる方については､今年度のスポーツ安全保険加入依頼書に､

　              　　　　　　申出て手続きを行って下さい｡ 　旧会長名が印字されていますので､新しい会長名を手書きで修正していただく必要があ

(5) 参 加 料　会員　2,150円　非会員　2,800円　< 料金設定にご注意 > 　ります｡

(6) そ の 他　問い合わせは下記までご連絡下さい。 　旧会長名を二重線で訂正し､余白部に「 会長　長榮　周作 」と書き込んで下さい｡

　　　　　　　居合道部　中野部長　携帯:090-1029-0357 　尚､既に提出されたものについては､大剣連から変更届を提出し対応済みです｡

　お手数を掛けますが､よろしくお願いいたします。

居合道行事 平成３０年３月までの証書ができています(初段から五段)

事務所連絡事項

修道館行事 　※後援行事につきお問合せにはお答え出来ません｡ 杖道行事


