
 平成30年11月 　　　　　　　④社会体育中級の合格者については､大剣連の称号予備審査を免除いたしま
 〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1 　　　　　　　　す｡該当される方は､事務局にお申し出下さい｡本審査受審については､全

　 　　　　 若杉ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ別館 5階 502号 　　　　　　　　剣連の通達に従い､お申込みいただきます｡

　　　　　　　教士受審者

　　　　　　　①剣道錬士七段受有者で、七段を平成29年5月31日以前に取得した者｡

 TEL 06-6351-3345　FAX 06-6351-3346 　　　　　　　②①の条件を満たし､かつ平成29年1月から平成31年1月までの間に､大剣連

 執務時間 月･火･木･金･土 9時～17時30分 　　　　　　　　主催もしくは大剣連の後援する講習会(剣道形・審判・指導法)を原則各

　　　　　 水曜･日曜･祝日は休業 　　　　　　　　年２ポイント以上、合計４ポイント以上受講している者｡

　　　http://www.osa-kendo.or.jp/ 　　　　　　　③社会体育上級の合格者については､大剣連の称号予備審査を免除いたしま

　　　　　　　　す｡該当される方は､事務局にお申し出下さい｡本審査受審については､全

　　　　　　　　剣連の通達に従い､お申込みいただきます｡

　　　　　　　注意点(錬士･教士共に)

　　　　　　　※注1 全剣連の主催(大剣連主管)する講習会や社会体育指導員講習も含む｡

　　　　　　　※注2 大剣連の主催する指導法講習会(半日講習会)は1回の受講で､0.5ポイ
１．冬季審査会 　　　　　　　　　　イントと計算する｡　(当連盟 称号･段位審査細則第8条)
(1) 日　　時　平成31年1月14日(祝)　午前9時 開館､午前9時30分 点呼､午前10時 審査開始 (4) 申込方法　称号予備審査申込用紙に記入の上、受審料を添えて事務局あてに申込むこ
(2) 開催場所　おおきにアリーナ舞洲　( 旧名：舞洲アリーナ ） 　　　　　　　と｡用紙は大剣連ホームページより､ダウンロードできます｡　　　　　　　
(3) 申込期間　12月1日(土) ～ 15日(土) 　　　　　　( http://hp.athuman.com/arena/ ) (5) 受 審 料　会員　5,300円　非会員　6,900円　< 料金設定にご注意下さい >
(3) 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｡ (6) 申込期間　平成30年12月1日(土) ～ 平成31年1月15日(火)
(4) 学科問題　1)必 出 題 (7) 審査内容　日本剣道形・審判・実技
　　　　　　　　初段　｢基本の大切さ｣について述べなさい。 (8) 携 行 品　剣道具一式､竹刀､木刀(大・小)､筆記用具
　　　　　　　　二段　剣道で｢礼儀を大切にする理由｣について述べなさい。 (9) そ の 他　講習会受講履歴を必ずご記入下さい｡受講履歴が確認出来ない場合は､受審
　　　　　　　　三段　｢稽古で心がけなければならないこと｣とはどのようなことか述べな 　　　　　　　出来ません｡
　　　　　　　　　　　さい。
　　　　　　　2)各段とも2問中1問を出題
　　　　　　　　初段　①｢中段の構えの姿勢で注意すること｣を書きなさい。
　　　　　　　　　　　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。 ◎第三回中学生昇級審査会
　　　　　　　　　　　②｢基本打突や技の練習で注意すること｣を３項目書きなさい。 (1) 主　　催　大阪市立修道館　(公財)大阪武道振興協会
　　　　　　　　三段　①｢打突の好機｣について説明しなさい。 (2) 後　　援　(公社)大阪府剣道連盟
　　　　　　　　　　　②｢三殺法｣について説明しなさい。 (3) 日　　時　平成31年1月19日(土)　午後12時30分 集合　午後1時 開始
(5) そ の 他　①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 (4) 開催場所　大阪市立修道館　( http://www.osaka-sp.jp/syudoukan/ )
　　　　　　　　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｡ (5) 審査級位　中学生３級 ～ １級
　　　　　　　　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｡ (6) 審 査 料　1,500円(保険料込み)

　　　　　　　②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 (7) 申込期間　12月5日(水) ～ 12月19日(水)
　　　　　　　　刺繍などの方法により入れられた剣道着･袴･防具を禁止とします｡ (8) 申込方法　修道館までお問い合わせ下さい｡

　　　　　　　③黒い面金も使用禁止とします｡              問い合せ先　担当：修道館　事務局　藤井　TEL　06-6941-1523
　　　　　　　④審査取消しによる審査料の返金については､審査日の１４日前までに､必ず
　　　　　　　　書面で提出して下さい｡(ＦＡＸ可)詳細は､事務局までお問い合わせ下さい｡ ◎大阪高等学校剣道新人大会< 個人戦･団体戦 >
　　　　　　　⑤郵送での申込みの場合､領収証は団体の責任者に郵送します｡ (1) 主　　催　大阪高体連

(2) 後　　援　(公社)大阪府剣道連盟
２．剣道 称号予備審査会 (3) 開催日付　平成31年1月19日(土)　男女個人戦
(1) 日　　時　平成31年1月26日(土)　午前10時開始(受付 午前9時30分より) 　　　　　　　平成31年1月26日(土)　男子団体戦
(2) 開催場所　エディオンアリーナ大阪 ( 旧名：大阪府立体育会館 ) 　　　　　　　平成31年1月27日(日)　女子団体戦

(3) 資　　格　錬士受審者　　　　　　　　　  ( http://www.furitutaiikukaikan.jp/ ) (4) 開催場所　岸和田市総合体育館　( ３日間共に )　
　　　　　　　①平成30年5月31日以前に剣道六段を取得した者｡ 　　　　　　　( http://www.mizuno.jp/facility/osaka/kishiwada.aspx )　
　　　　　　　②平成21年5月31日以前に剣道五段を取得し、かつ年齢が60才以上の者｡

　　　　　　　　※但し､登録団体の会長からの推薦書を提出の事｡また､六段受有者は適用
　　　　　　　　　外となります｡ご注意下さい｡
　　　　　　　③①もしくは②の条件を満たし､かつ平成30年1月から平成31年1月までの間
　　　　　　　　に､大剣連主催もしくは大剣連の後援する講習会(剣道形･審判･指導法)を
　　　　　　　　２ポイント以上受講している者｡

　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7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。



◎第66回全日本剣道選手権大会　結果報告
　　11月3日(祝)に日本武道館で行われた､｢第66回全日本剣道選手権大会｣の結果をご報告
　いたします｡大阪府を代表して出場した､前田康喜選手(大剣協)が準々決勝で敗れ､ベスト
　８でした｡村上雷多選手(教職員クラブ)はベスト１６、岩切崇聡選手(大剣協)は２回戦で １．居合道 定例合同稽古会 　  【 大阪府剣道連盟・居合道部主催 】
　惜敗しました｡尚､前田康喜選手と村上雷多選手は､優秀選手賞を受賞されました｡ (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
　　優勝者は､西村英久選手(熊本県)で２連覇でした。 　　　　　　　※ 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
◎ねんりんピック富山大会　結果報告 (3) 講　　師　範士八段　２名・教士八段　４名
　11月3日(土)～6日(火)に富山県砺波市で行われた大会結果を報告します｡ (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。
　大阪代表で出場した３チームですが、残念ながら決勝トーナメントに進出することができ (5) 参 加 料　一般 200円
ませんでした｡優勝は､富山県Ａチームでした｡ (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
◎第15回大阪府女子剣道優勝大会　結果報告
　11月4日(日)に臨海スポーツセンターで開催された｢第15回大阪府女子剣道優勝大会｣の結 ２．第60回大阪居合道大会
果を報告いたします｡ (1) 開催日時　平成31年1月13日(日)　午前9時 開会(午前8時20分 開館､午後4時 閉会予定)
▼個人戦の部 (2) 開催場所　エディオンアリーナ大阪(旧名：大阪府立体育会館）
< 一部 >   　　                      　    < 二部 > (3) 大会次第　①開会式

優　勝 元木あかね(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸES社門真)　 　　  優　勝 小笠原佐織(大阪教職員クラブ) 　　　　　　　②公開演武

第２位 橋本美里(大阪拘置所)　　　　　　　　第２位 神野有理(茨木市剣道協会) 　　　　　　　③個人演武　段外･･･自由技5本
第３位 山本悠加(心技館) 　　　　　　　　   < 四部 > 　　        　　　　　　　七段･･･古流(自流)2本と全剣連居合3本(指定技 4本目､6本目､
第３位 菊池優香(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸES社門真)     　    優　勝 西内康子(茨木市剣道協会) 　　        　　　　　　　　　　 9本目)
< 三部 > 　               　         　    第２位 松浦奈美(明倫剣修館) 　　　　　　　④段別決勝戦　初段 ～ 六段　(男子の部･女子の部)は3人制ﾄｰﾅﾒﾝﾄ方式

優　勝 井真美子(大阪拘置所)　　　　　 　　 第３位 福林朱美香(茨木市剣道協会)  　        　　　　　　　 古流(自流)2本と全剣連居合3本(指定技 4本目､6本目､9本目)

第２位 曽根晃江(心技館)　　　　　　　　　　第３位 田中昭美(いずみ会) 　　　　　　　⑤団体対抗試合　10月13日(土)大阪市立千島体育館で実施した第60回大阪居

第３位 槙原恵子(尚武館)　　　              < 五部 > 　　　　　　　　　　　　　　合道大会予選会で決勝に進出した､八重垣会と水月会の2団体
第３位 山本由紀子(剣心清美会)              優　勝 東角幸子(旭区体育厚生協会) 　　　　　　　　　　　　　　で優勝決定戦を行います｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第２位 駒井峰子(島本剣生会) 　　　　　　　⑥段別試合　決勝戦 初段 ～ 六段 (男女別) 
▼団体戦の部 　　        　　　　　　　古流2本と全剣連居合3本(指定技 3本目､7本目､9本目)
< 一部 >　　　　　　　　　　　　　　　　　 < 二部 > 　　　　　　　⑦七段の優秀演武者選考
優　勝 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸES社本社(大亀･鈴木･信田)　 　優　勝 心技館Ｂ(鈴鹿･曽根･北野) 　        　　　　　　　　福田一男杯･大阪居合道同志会会長杯･最優秀演武者杯

第２位 大阪拘置所(出口･三上･橋本)　　　　　第２位 箕面剣友会Ａ(今川･田中･高木) 　        　　　　　　　　古流2本と全剣連居合3本(指定技 3本目､8本目､9本目) 

第３位 富士ゼロックス(中間･鴨井･泉)　　　　第３位 南高槻剣真会(松本弘･松本麻･岩永) 　　　　　　　⑧模範演武　八段以上

第３位 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸES社門真(吉村･白木原･大北) 　第３位 心技館Ａ(藤田･片山･末永) 　　　　　　　⑨成績発表･閉会式
(4) 審　　判　全日本剣道連盟居合道試合・審判規則・同細則に準じて行う｡
(5) そ の 他　①六段以下の出場者は稽古着､名札を着用のこと｡個人演武､模範演武の先生
　　　　　　　　方は自由とします｡

　　　　　　　②参加の申込みは､終了しております｡
(1) 開催日時　平成31年1月4日(金) ～ 5日(土) 午前9時15分 ～ 午前11時(二日間共) 　　　　　　　③入場料は無料です｡多数の応援をお待ちしています｡
(2) 開催場所　丸善インテックアリーナ大阪　( 旧名：大阪市中央体育館 ）
(3) 主　　催　大阪市立修道館､(公財)大阪武道振興協会､(公社)大阪府剣道連盟 ３．居合道 新年合同稽古会
(4) 後　　援　大阪府教育委員会､大阪市･大阪市教育委員会 (1) 開催日時　平成31年1月19日(土)　午後1時 開始
(5) 参加資格　小学生以上(一人で防具を着用出来る者) (2) 開催場所　エディオンアリーナ大阪　( 旧名：大阪府立体育会館 ）
(6) 費　　用　1日　100円(保険料のみ　但し､各道場･学校での保険加入者は除く) (3) 参加資格　大阪府剣道連盟会員及び大阪府剣道連盟居合道部・同志会会員であること｡
(7) そ の 他　申込み不要｡剣道防具は各自で準備のこと｡万一負傷の場合は応急処置 　　　　　　　未加入者は当日受付を行います｡奮って参加して下さい｡
　　　　　　　のみを行う｡詳細は修道館にお問い合わせ下さい｡ (4) 参 加 料　不　要
(8) 問合せ先　寒稽古に関する問合せ　修道館担当：藤井　TEL:06-6941-1523 (5) 問 合 せ　担当：居合道部　中野部長　携帯:090-1029-0357
(9) 変更事項　年間行事予定では､1/4～1/6の三日間予定で寒稽古を開催する予定でしたが､
　　　　　　　中体連より平成31年度に開催予定の全国中学生剣道大会のプレ大会を1/6(日)
　　　　　　　に実施したいとの申し出があり､寒稽古は二日間のみになりました｡
　　　　　　　プレ大会に関する問合せ　大阪市立茨田中学校 岡野　TEL:06-6911-0191

居合道行事 平成３０年８月までの証書ができています(初段から五段)

平成３０年度　剣道寒稽古

　　　中学生プレ大会の件についての問合せは中体連にお願いします。

　　　体育館･修道館･大剣連に問い合わせても返答できません。



４．居合道 第三回特錬会

(1) 開催日時　平成31年1月26日(土)　午前10時 ～ 午後4時

(2) 開催場所　大阪市立東淀川体育館 １．杖道高段者研修会

　　　　　　　( http://www.fitness21.or.jp/shitei_higashiyodogawa.html ) (1) 開催日時　平成31年1月6日(日)　午前10時 開講

(3) 講　　師　範士八段　2名　教士八段　4名 (2) 開催場所　川西市総合体育館　( http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/shisetsu/

(4) 参加資格　大阪府剣道連盟会員及び特錬会会員並びに大阪居合道同志会会員であること｡ (3) 参加資格　杖道　五段以上　　　　　　　　　　　　　　 14886/sogotaiiku.html )

　　　　　　　｢段外～八段｣ 未加入者は当日受付を行います｡ (4) 問 合 せ　担当：杖道部　近藤　TEL:072-949-8957

(5) 申込締切　平成31年1月7日(月)必着

(6) そ の 他　問い合わせは下記までご連絡下さい。 ２．杖道月例研修会

　　　　　　　居合道部　中野部長　携帯:090-1029-0357 (1) 開催日時　平成31年1月6日(日)　午後1時 開講

(2) 開催場所　川西市総合体育館

◎第48回居合道段別大会　結果報告 (3) 問 合 せ　担当：杖道部　近藤　TEL:072-949-8957

　11月17日(土)に大阪市立千島体育館で行われた､第48回居合道段別大会の結果を報告い

たします｡

◎平成30年度文化講演会へのお誘い

(1) 開催日時　平成31年2月2日(土)　受付 午後1時30分　開演 午後2時

(2) 開催場所　エル・おおさか　( 大阪市中央区北浜3-14 )

　　　　　　　最寄駅　地下鉄谷町千｢天満橋駅｣より西へ300ｍ

横山誠人 (石切剣) 阿佐泰二 (振興会) 　　　　　　　　　　　地下鉄堺筋瀬[北浜駅｣より東へ500ｍ

篠原健治 (交通局) 山下信代 (春風会) (3) 講 演 会　講師　林田賢治先生 テーマ｢剣道家の肩痛と腱板断裂について｣

　　　　　　　　　　田中美成先生 テーマ｢剣道家における膝の半月板および

女子の部 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　軟骨損傷の治療と予防｣

(4) そ の 他　詳細は､別紙の文化講演会へのお誘いをご覧下さい｡

◎平成31年　新年互礼会の予定

(1) 開催日時　平成31年1月20日(日)　午後6時より

　　　　　　　※ 前号で時間を｢午後７時｣とご案内しましたが､開始時間が

　　　　　　　　 変更になりました。ご注意下さい。

(2) 開催場所　ホテル阪神　10階　ザ・ボールルーム

男子の部 　　　　　　　( http://www.hankyu-hotel.com/hotel/hanshin/index.html )

　　　　　　　最寄駅　ＪＲ｢福島駅｣　阪神｢福島駅｣西出口②

　　　　　　　　　　　ＪＲ東西線｢新福島駅｣出口①　　　各１分

(3) そ の 他　申込みは､別紙をご覧下さい｡

◎年末年始の休業日

　平成30年12月28日(金) ～ 平成31年1月3日(木)

菊地公男 (交通局) 　※ 12月26日は､水曜日で通常は定休日ですが､営業日といたします｡

中西浩一 (一法会)

●カレンダー販売のお知らせ

　全日本剣道連盟　平成31年度版カレンダーを大剣連で販売しています｡

　　①　７枚物　　　　　   　\1,000

　　②　ポスター型(１枚物)　 　\100

　　　　剣道写真コンテストの入賞作品､全剣連主要年間行事が掲載されています｡

お求めの場合は､あらかじめ電話にて在庫確認をして下さい｡

電話での予約受付も行います｡ご利用下さい｡

現金のみの引き換えとします｡郵送等は行いません｡

杖道行事

最優秀演武賞 優秀演武賞

七段

本郷雅昭 (大剣協)

優秀演武者　１３名居合道部長賞

綿谷尚久 (春風会)

段外 －

優勝 準優勝 三位

初･二 段 林晴美 (北摂会) 藤田菜摘 (近畿大学)

準優勝 三位

－

三 段 守屋綾乃 (近畿大学) 北村光 (豊中同会) －

(近畿大学) 加賀谷暢也 (春風会) 田中規雄

四･五 段 老松美由紀 (箕面協会) － －

優勝

(英信十字会)

二　段 浦崎賢人 (近畿大学) 石坂真也 (八重垣会) 坂元諒介 (近畿大学)

初　段 川原温

三　段 堀了太 (交通局) 宮原周也 (近畿大学) 依田忠之

(水月会) 岡島徹 (八重垣会) 前岩俊行

(都島剣会)

四　段 土屋雅弘 (茨木協会) 中馬眞治 (四条北)

事務局連絡事項

(春風会)

六　段 中島晋吾 (水月会) 江村章 (春風会) －

五　段 永井隆

注 意


