令和元年12月
〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1
若杉ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ別館 5階 502号
公益社団法人 大阪府剣道連盟
The Osaka Kendo Federation
TEL 06-6351-3345 FAX 06-6351-3346
執務時間 月･火･木･金･土 9時～17時30分
水曜･日曜･祝日は休業
http://www.osa-kendo.or.jp/

剣道行事

令和元年10月までの証書ができています(初段から五段)

１．冬季審査会
(1) 日
時 令和2年1月18日(土) 午前9時 開館､午前9時30分 点呼､午前10時 審査開始
(2) 開催場所 おおきにアリーナ舞洲 ( 旧名：舞洲アリーナ ）
(3) 申込期間 12月2日(月) ～ 17日(火)
( http://hp.athuman.com/arena/ )
(4) 審 査 料 料金改定を行いました｡大剣連ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ又は､事前にお送りした｢審査･登
録料 改定(案)｣をご確認下さい｡
(5) 学科問題 1)必 出 題
初段 ｢基本の大切さ｣について述べなさい。
二段 剣道で｢礼儀を大切にする理由｣について述べなさい。
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。
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。
三段 ①｢打突の好機｣について説明しなさい。
②｢三殺法｣について説明しなさい。
(6) 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
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｡
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
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｡
③黒い面金も使用禁止とします｡
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
所定の用紙で提出して下さい｡(ＦＡＸ可)詳細は､事務局までお問い合わせ
下さい｡
⑤申込み手続き変更により､領収証の発行は致しません｡受付けを完了した方
は､大剣連ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに大剣連ﾅﾝﾊﾞｰを掲載します｡掲載は､申込締切日から２
週間を目安にしています｡
２．剣道 称号予備審査会
(1) 日
時 令和2年1月25日(土) 午前10時開始(受付 午前9時30分より)
(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 )
(3) 資
格 錬士受審者
( http://www.furitutaiikukaikan.jp/ )
①令和元年5月31日以前に剣道六段を取得した者｡
②平成22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｡

(4) 申込方法
(5) 受 審 料

(6)
(7)
(8)
(9)

申込期間
審査内容
携 行 品
そ の 他

③①もしくは②の条件を満たし､かつ平成31年1月から令和2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｡
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
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｡
教士受審者
①剣道錬士七段受有者で、七段を平成30年5月31日以前に取得した者｡
②①の条件を満たし､かつ平成30年1月から令和2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)を原則各
年２ポイント以上、合計４ポイント以上受講している者｡
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 大剣連の主催する半日講習会は1回の受講で､0.5ポイイントと計算
する｡ (当連盟 称号･段位審査細則第8条)
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
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｡
会員 5,500円 非会員 7,150円
料金改定を行いました｡大剣連ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ又は､事前にお送りした｢審査･登
録料 改定(案)｣をご確認下さい｡
令和元年12月2日(土) ～ 令和2年1月14日(火)
日本剣道形・審判・実技
剣道具一式､竹刀､木刀(大・小)､筆記用具
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
出来ません｡

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。

◎第三回中学生昇級審査会
(1) 主
催 大阪市立修道館 (公財)大阪武道振興協会
(2) 後
援 (公社)大阪府剣道連盟
(3) 日
時 令和2年1月18日(土) 午後12時30分 集合 午後1時 開始
(4) 開催場所 大阪市立修道館 ( http://www.osaka-sp.jp/syudoukan/ )
(5) 審査級位 中学生３級 ～ １級
(6) 審 査 料 1,500円(保険料込み)
(7) 申込期間 12月4日(水) ～ 12月18日(水)
(8) 申込方法 修道館までお問い合わせ下さい｡
問い合せ先 担当：修道館 事務局 藤井 TEL 06-6941-1523
◎大阪高等学校剣道新人大会< 個人戦･団体戦 >
(1) 主
催 大阪高体連
(2) 後
援 (公社)大阪府剣道連盟
(3) 開催日付 令和2年1月18日(土) 男女個人戦
令和2年1月25日(土) 男子団体戦
令和2年1月26日(日) 女子団体戦
(4) 開催場所 岸和田市総合体育館 ( ３日間共に )
( http://www.mizuno.jp/facility/osaka/kishiwada.aspx )

◎第67回全日本剣道選手権大会 結果報告
11月3日(祝)に丸善インテックアリーナ大阪で行われた､｢第67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)は準決勝で
敗れ､３位でした｡小角朋樹選手(大剣協)と土谷有輝選手(大剣協)は共にベスト１６でした｡
優勝者は､國友錬太郎選手(福岡県)で初優勝でした。
◎ねんりんピック富山大会 結果報告
11月9日(土)～11日(月)に和歌山県白浜町で行われた大会結果を報告します｡
大阪代表で出場した３ﾁｰﾑですが、大阪府ﾁｰﾑは決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄに進出し１回戦で惜敗しました｡
大阪市ﾁｰﾑと堺市ﾁｰﾑは予選ﾘｰｸﾞで敗退しました｡優勝は､和歌山県Ａﾁｰﾑでした｡
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(8) 問合せ先

剣道寒稽古

令和2年1月4日(土) ～ 6日(月) 午前9時15分 ～ 午前11時(三日間共)
丸善インテックアリーナ大阪 ( 旧名：大阪市中央体育館 ）
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
大阪府教育委員会､大阪市･大阪市教育委員会
小学生以上(一人で防具を着用出来る者)
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)
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
のみを行う｡詳細は修道館にお問い合わせ下さい｡
寒稽古に関する問合せ 修道館担当：藤井 TEL:06-6941-1523

(4) 審
判
(5) そ の 他

３．居合道 新年合同稽古会
(1) 開催日時 令和2年1月25日(土) 午後1時 開始
(2) 開催場所 大阪市立修道館
(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｡
未加入者は当日受付を行います｡奮って参加して下さい｡
(4) 参 加 料 不 要
(5) 問 合 せ 担当：居合道部 中野部長 携帯:090-1029-0357
◎第49回居合道段別大会 結果報告
11月17日(日)に大阪市立修道館で行われた､第49回居合道段別大会の結果を報告いたし
ます｡
最優秀演武賞
優秀演武賞
黒木教夫 (武泉会)

七段

居合道行事

令和元年８月までの証書ができています(初段から五段)

１．居合道 定例合同稽古会
【 大阪府剣道連盟・居合道部主催 】
(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ります｡
(2) 開催場所 大阪市立修道館
(3) 講
師 範士八段 ３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) 問 合 せ 担当：居合道部 中野部長 携帯:090-1029-0357
２．第61回大阪居合道大会
(1) 開催日時 令和2年1月12日(日) 午前9時 開会(午前8時20分 開館､午後4時 閉会予定)
(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）
(3) 大会次第 ①開会式
②公開演武
③個人演武 段外･･･自由技5本
七段･･･古流(自流)2本と全剣連居合3本
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
古流(自流)2本と全剣連居合3本
⑤団体対抗試合 11月17日(日)大阪市立修道館で実施した第61回大阪居合道
大会予選会で決勝に進出した､無外流武泉会と春風会2団体で
優勝決定戦を行います｡
⑥段別試合 決勝戦 初段 ～ 六段 (男女別)
古流2本と全剣連居合3本

⑦七段の優秀演武者選考
福田一男杯･大阪居合道同志会会長杯･最優秀演武者杯
古流2本と全剣連居合3本
⑧模範演武 八段以上
⑨成績発表･閉会式
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｡
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｡
③入場料は無料です｡多数の応援をお待ちしています｡

居合道部長賞
宮本實
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１５名

(春風会)
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優秀演武者

雑賀太一 (近畿大学)

横山誠人 (石切剣会) 森本俊豪 (武泉会)
鹿又楽偉 (近畿大学) 篠原健治 (武泉会)
西端一弘 (石切剣会) 大河内功 (北摂会)

準優勝
竹内章

三位

(春風会) 山下信代 (春風会)
本田玲奈土 (近畿大学)

菊地浩輝 (大剣協)
依田忠之 (春風会)
堀了太

(武泉会)

白坂英永 (大剣協)
中島晋吾 (水月会)

川原温 (近畿大学) 井上和也
林晴美
梅田芳利 (八重垣会) 瀧川和美
脇本幸夫
周防哲嗣 (振興会) 岡鷹亮
荒木英明
大場友裕 (秀心会) 土屋雅弘
川端秀夫
上村孝順 (春風会) 江村章
林 稔

(武泉会)
(北摂会)
(一貫會)
(一貫會)
(水月会)
(北摂会)
(茨木協会)

(振興会)
(春風会)
(八重垣会)

◎第61回大阪居合道大会予選会 結果報告
台風により延期された｢第61回大阪居合道大会予選会｣が､11月17日に大阪市立修道館で開
催されました｡予選会結果をお知らせいたします｡
大阪府下の10ﾁｰﾑ参加､ﾄｰﾅﾒﾝﾄにより､無外流武泉会ﾁｰﾑと春風会ﾁｰﾑが決勝に進出しました｡
この2ﾁｰﾑは､本大会に於いて決勝戦を行います｡3位には､大阪剣道協会ﾁｰﾑと近畿大学ﾁｰﾑが入
賞しました｡
本大会も令和2年1月12日(日)午前9時よりエディオンアリーナ大阪で行われます｡全国各地
から総勢千名を超える選手が集い大会が開催されます｡入場料は無料です｡多くの応援･観戦
をお待ちしています｡
決勝進出チーム
監督
先鋒
次鋒
黒木 教夫
中西 龍一
井上 和也
無外流武泉会
中堅
副将
大将
堀 了太
ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ﾌﾞﾚｲｶｰ
木村 匡孝
監督
先鋒
次鋒
綿谷 尚久
西岡 優彦
依田 忠之
春風会
中堅
副将
大将
三谷 拓也
前岩 俊行
江村 章
３位チーム
監督
先鋒
次鋒
植田 隆三
菊地 浩輝
岡 直
大阪剣道協会
中堅
副将
大将
阿閉 舜太
白坂 英永
片岡 貞夫
監督
先鋒
次鋒
坂元 諒介
雑賀 太一
川原 温
近畿大学
中堅
副将
大将
宮地 智輝
武田 航
坂元 諒介

杖道行事
１．杖道一般研修会
(1) 開催日時 令和2年1月5日(日) 午前10時 開講
(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 )
(3) 問 合 せ 担当：杖道部 近藤 TEL:072-949-8957

事務局連絡事項
◎平成31年度文化講演会へのお誘い
(1) 開催日時 令和2年2月8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
地下鉄堺筋瀬[北浜駅｣より東へ500ｍ
(3) 講 演 会 講師 深沢雄二先生 テーマ｢救命救急｣
細野昇先生
テーマ｢国民病としての腰痛･肩こり､一刀両断｣
(4) 申込期間 12月2日 ～ 12月27日(金)
(5) 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｡
◎令和2年 新年互礼会の予定
(1) 開催日時 令和2年1月21日(火) 午後7時より
(2) 開催場所 ホテル阪神大阪 10階 ザ・ボールルーム
( 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) 申込期間 12月2日(月) ～ 12月26日(木)
(4) そ の 他 申込みは､別紙をご覧下さい｡
◎年末年始の休業日
令和元年12月28日(土) ～ 令和2年1月3日(金)
●カレンダー販売のお知らせ
全日本剣道連盟 令和2年度版カレンダーを大剣連で販売しています｡
① 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｡
注 意
現金のみの引き換えとします｡郵送等は行いません｡
※ 来年の７枚物カレンダーの販売はありません｡

料金の改定について
令和２年１月から料金を改定いたします｡年末に実施される昇級審査会であって
も年始に登録を行われた場合は､新価格が適応されます｡ご注意下さい｡
改定の対象は下記となります｡
① 段位・称号審査料
② 段級位・称号 登録料
③ 書籍代(書籍の料金については､全剣連の料金改定による)

