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開催要項

第二十三回戸山流・中村流 抜刀道大会

第二十回記念
國際抜刀道連盟 全国大会

夏季

発刊所

國際抜刀道連盟

平成二十九年十月二十九日（日）
横浜市鶴見スポーツセンター
午前九時より受付開始予定
午前九時三十分

【所在】横浜市鶴見区元宮
二の十五の一
【電話】〇四五 五(八四 五)六七一
【アクセス】
鶴見駅から横浜市営バス
JR
・西口：六、一四、一〇四系統
・東口：一三、二九、一五五系統
「森永工場前」下車、徒歩五分
【注意事項】
体育室内は土足厳禁となります。また、
体育室内での食事はご遠慮ください。 飲(
物は可 )

全国大会の開催日程が左記の通りに決まりまし ★鶴見スポーツセンターご案内
たのでお知らせいたします。
【日時】
【会場】
【受付】
【開会】

中村 憲三

☆当日は、受付と同時に刀剣検査を行います。
必ず開会式までに受付をお済ませください。
國際抜刀道大会実行委員長

中村朋子
中村憲三
鶴誠会
発行者：会長
主 管：事務局長
編 集：本部道場
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連盟主催の平成二十九年度審判講習会を開催

海の日の七月十七日、各支部の先生方が鶴
見のヨコヤマスポーツガーデンに集まり、今 ◆ 競技内容
年度の審判講習会が開催された。
午前十時、会長から開会のご挨拶があり、 【形の部】
範士号および八段位の授与式の後、いよいよ 二段以下：戸山流 一、三、五本目
講習会がスタートした。まず教務部長の佐藤 三・四段：制定刀法二、三、七本目
五段以上：中村流 二、三、八本目、
征二先生から競技内容や判定基準の詳細説
明があり、質疑応答と審議に入った。午後か 【試斬の部】
らは、有志による模擬試合と採点に移り、野 二段以下：戸山流五本目上段から
左袈裟、右袈裟、左袈裟
村審判長のきめ細かいコメントに従って丁
寧に検討が繰り返された。
長時間におよぶ講習が終了したのはすで
に夕刻。充実した思いと共に、大会までの日
時を数えながら帰路についた。遠路をものと 三・四段：抜打ちから右袈裟、左斬り上
もせず、ご多忙の中をお集まりくださった各
げ、左袈裟、右真横斬り
支部の皆様、本当にお疲れ様でした。

一、五、六本目
例年通り

五段以上：右八相から左袈裟、右真横斬
り、右脇構えから足を踏みか
えて左斬り上げ、右真横斬り

【組太刀】
【団体戦】
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◆ 競技上の注意と心得
本大会に於ける試合競技は、抜刀道精神に則り、気合・気迫とともに正しい姿勢・刀線・刃筋・所作等を競うものです。
単に表面上のカタチだけでなく静止した時の気位、動きの中の気勢・気合を含めて採点します。着装、姿勢、構え、抜刀、
間合い、残心、納刀も採点対象です。
1. 採点の基本
1) 形は 100 点満点とし、採点基準に従い減点する。形違い、順序違いは−２０点
2) 組太刀は二人一組で規定試技を行い、100 点満点とする
3) 試斬個人戦は、規定試技全体で 100 点満点とする
4) 団体戦は、３名一組で試技を行い、各自 100 点持ちで 300 点満点とする
5) 戸山流 5 本目は開始線より３歩下がって開始のこと。片手上段から諸手になるのは斬る直前であるが、競技では２歩
目でも３歩目でも構わない
6) 着装は道着と袴とし、肌着をつける場合は白襦袢とする、あるいは下着が外から見えないこと。道着の袖をまくり上
げないこと。たすき掛けしないこと。腕時計、ネックレス、ブレスレット、ピアス、イヤリング、指輪等のアクセサ
リーは外すこと。外から見える場所のサポーターや包帯などは試技の前に審判に申し出て許可を得ること
2. 形の留意事項
1) 所作

2) 抜刀
3) 柄握り

4) 構え

5) 足構え

6) 斬り角度
7) 袈裟斬り
8) 斬り上げ
9) 真横斬り
10) 突き
11) 血振
12) 納刀

・入退場や礼の時は、鍔を押さえていること
・帯刀は柄頭がへそ前にあること。落し差し、天秤差しは減点とする
・下げ緒は袴の右前に適切に挟み込んであること
・開始・終了時は、かかとを付けて不動の姿勢とする
・立ち姿は静かで力みがなく気位があること
・目付けは、前方に視線を送り遠山の目付けとする。斬る時は、敵を意識し斬る部位（の先）に目
付けをする
・抜刀は滞りなく序破急があること。斬る方向に刀を抜いていくこと
・柄握りは左手を柄頭いっぱいに、右手は鍔元近くにあること
・斬り手は中段構えの柄握りで、袈裟斬りはこのカタチで止める
・突き手は親指を突き出し手首がやや伸びた、突きの瞬間のカタチ
・受け手は手首を反らせて、受け流しは刃を後ろにして鎬で受ける
・中段構えは剣先が喉の高さ、柄頭はへそのやや下
・上段構えは柄頭が額の上、角度は約４５度
・八相構えはつばが顎の高さ、刃は正面を向き、剣先はやや後ろ
・構え足は前後にやや狭く、半歩程度の足幅とする
・歩み足は自然体での歩幅とし、一歩以上は無用
・斬り足は歩み足と同じか、やや広く歩幅をとり安定させる
袈裟斬、斬り上げともに角度は垂直に対して４０度前後とする
正中線上から斬り下ろし、刀線は円形線とし、斬り手で止める。物打ちが首筋から入り、斬り終わ
りの剣先は膝の高さ、柄頭は下腹の前でしっかりと止めること
斬り上げた剣先は水平より指２本程度高く、斬り抜いていること。刀の反りの延長が敵の目に付い
ていること。しっかりと止める
斬る高さは胸部とする
突くのは胸部とする
血振・納刀も残心のうち。剣先を倒れた敵に付け、応変自在の気概を示す。剣先の位置は右足より
握り拳一つ外で膝の高さ
納刀は刀の半分から先の物打ち付近から納刀すること。鍔元からの納刀や極端な切っ先納刀は減点
とする。納刀と同時に後足を引きつけ、不動の姿勢となる。
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3. 組太刀の留意事項
1) 組太刀は打太刀と仕太刀の両者の試技を採点する。間合いと間が適切であること。着装、構え、姿勢、足運び、抜刀、
体捌き、気合、残心、納刀も採点対象となります。 組太刀について中村泰三郎先生は「形は勝負にあらず、正しい
間合いと姿勢が大事。表は気合い、裏は手の内」とその要諦を述べています。また、組太刀は刀を打ち合わせず、
刀での受け流しや受け止めは行わず、体捌きをもって攻撃技をかわして斬り（または突き）ます。
2) 間合いは互いに前足から三歩進み、一足一刀の間合いに入るや、打太刀は 初発刀抜き打ち、真向斬、胸部刺突、あ
るいは袈裟斬等の攻撃技を仕掛け、仕太刀はそれをかわしての袈裟斬、あるいは先んじての突き、または体を捌い
ての抜き胴等で仕留める。
3) 残心のあと、互いに一足一刀の相中段に戻り、構えを解いて小さく５歩で開始位置に戻る
4) 気合いは打太刀が「エイ！」、仕太刀が「ヤー！」とする。
5) 斬る位置は規定の位置であること
・水平抜き付けは胸部の高さ
・突きは胸部を突く
・左右袈裟斬は首筋に物打ちが入る
6) 戻り足が正しいこと
相中段の構えには歩み足三歩で戻ること。継ぎ足はしない。開始線に戻る時は、小さく五歩で戻る
4．試斬の留意事項
1) 試斬は正しい角度で斬れることは勿論であるが、着装、構え、姿勢、気迫、残心、納刀も採点対象とする
2) 構えたら躊躇せず一気に斬り下ろすこと
3) 刀を仮標に合わせるなど間合いを測る動作は減点とする。初発刀抜き付けは一足一刀の間合いで行うものとする。
4) 斬った時に腰が引けたり (へっぴり腰)、前のめりになるなど姿勢の崩れは減点
5) 斬り角度は４０度前後とする
6) 真横斬は水平から畳目一つまでは水平とみなす。斜めの程度に応じ減点とする。畳目一つ以上の斜め斬は１０点の減
点とする。
7) 試斬は諸手斬を原則とする。片手斬りによる加点・減点はしない
以上
國際抜刀道連盟・大会審判部作成
平成 29 年 9 月 2 日

◆ 競技試合での同点の扱い
予選(審判 3 名)における各コートの順位において同点の場合：
1. 全審判の最高点と最低点の差が小さい方を上位とする。
2. 差が同じ場合は、最高点と最低点を除いた点数の高い方を
上位とする。
3. それも同点の場合は、最低点が高い方を上位とする。
決勝戦(審判 5 名)における得点は、最高点と最低点を除いた
中３つの合計が得点となる。その得点が同点の場合：
1. 有効得点の 3 名の点数の上下の差が小さい方を上位とす
る。
2. 差が同じ場合は、真ん中の点数の高い方を上位とする。
3. 真ん中の点数も同じ場合は、最低有効点数が高い方を上位
とする。
4. それも同じ場合は、再試合とする。但し、時間あるいは進
行上、再試合は指定技一本での勝負とする。再試合では
各審判は必ず差を付けるものとする。
5. 再試合も同点で上記 1~3 の判定で決着がつかない場合、じ
ゃんけんとする。
國際抜刀道連盟・大会審判部
平成２９年８月２２日改定１

◆ 試斬採点基準

活動報告
◆ 伊勢神宮奉納演武
平成二十九年六月十二日、半田支部の
皆様が、昨年に続き伊勢神宮で戸山流・
中村流を奉納されました。

昇段位審査

またこれに先立ち、六月十八日に
は 豪 州 タ ウ ン ズビ ル で も昇段 審 査
が行われた。石川支部長の指導のも
と、熱のこもった研修会と審査が行
われ、三名の剣士が合格した。
三段：ニーナ・マシューズ
マシュー・チャームレイ
アーネスト・ユッカダ
六段：ゴードン・
アームストロング

◆ 千葉東金支部

訃報

同じ六月、千 葉東金支 部でも 平成二十九年
志村神麿先生が、平成二十九年六月二十日、ご逝
度の昇段位審査会が開催された。三段以下の 去されました（享年七十八歳）。慎んでご冥福をお祈
審査は六月十一日、四段以上は十八日に行わ り申し上げます。
れ、多くの剣士が 挑戦した。 四段以上の審査
には、本部から中村、佐藤両先生が審査のた 「群馬支部長 志村神麿先生の訃報に接して
め参加された。ま た高橋（淳 ）も同行し、改
装なった明るい道 場で、剣友 の方々が日頃の
志村神麿先生の突然
稽古の成果をいかんなく発揮される様子を見 の訃報に接し、謹んで
学させていただいた。合格者されたみなさま、 お悔やみを申上げると
本当におめでとうございます。
共に、心から安らかな
るご冥福をお祈り致し
三段：黒川 弘、斎藤 英彦、田中 瞳 ます。
四段：松本 省志
志村先生は、國際抜刀道連盟の常任理事として、
五段：岸 秀年
当初から中村流初代宗家である中村泰三郎先生を支
六段：小林 憲一、和田 常次郎、 え、連盟の発展に力を尽くされました。また群馬支
町
町島 司
部長として、抜刀道の普及と共に地域との交流を深
めてこられました。特に学校教育関連では、武道全
般の理念を基に講義・指導をなされたとか…。そう
した長い年月のご支援、ご協力により、今日の連盟
の基盤が築かれたと確信しております。
これからは、初代宗家と共に天国から、連盟の永
久なる発展をお見守りくださることでしょう。長き
にわたるご指導、ご尽力、誠に有難うございました。
合掌
事務局長 中村 憲三

または
会報編集係 高橋（淳）
e-Mail:
jun3taka@jb3.so-net.ne.jp

祝入閣 小此木先生

國際抜刀道連盟名誉会長の小此木八郎先生
が、このたび第三次
安倍内閣の国家公安
委員会委員長ならび
に 国土強靱化担当
内閣府特命担当大臣
（防災）に就任され
ました。
会員一同、心からお慶び申し上げます

國際抜刀道連盟
事務局長 中村憲三
〒331-0823
埼玉県さいたま市
北区日進町 1-57-8
☎090-9205-1105

◆ 愛知半田支部

康貴、内田 直寛
政太、茅野 泰正
信一、井戸 肇
勇
初坂

平成二十九年七月二日、半田市青山武道
場にて昇段審査が行われた。本部からは、
中村朋子宗家、中村憲三先生、および佐藤
征二先生が出席され、挑戦者の真剣な試技
を審査した。今回見事に合格された八名の
剣士は左記のとおり。
初段：犬塚
三段：古川
四段：中尾
錬士：鈴木
六段：山田

《連絡先》
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