剣道八段審査会(京都)要項
公益社団法人

剣道七段および六段審査会(愛知)要項
公益社団法人

大阪府剣道連盟

１．期 日
(1)平成３１年５月１日(水)・２日(木)
第一次実技審査・第二次実技審査・日本剣道形審査
(2)第一次実技審査受付開始・終了および審査開始時刻
2日間とも､次による
[午前の部]
受付時間 午前９時 ～ 午前９時３０分まで
審査開始 午前９時５０分(予定)
[午後の部]
受付時間 午前１１時３０分 ～ １２時（正午）まで
審査開始 午前の部第一次実技審査終了後
※なお､審査は２日に分けて行うため､１日目と２日目の午前の部・午後の部の受付年齢は申込締切後､
各都道府県剣道連盟に通知するとともに､全剣連月刊「剣窓」５月号および全剣連ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(http://
www.kendo.or.jp/)に掲載いたします｡
※受付終了後は､審査の進行上一切受付ません｡必ず時間を厳守して下さい｡
２．会 場
ハンナリーズアリーナ ( 京都市立体育館 )
( http://www.mizuno.co.jp/school/facility/shisetsu_40/facilities.html )
(京都市右京区西京極新明町１番地) 電話 ０７５－３１５－３７４１
３．主 催
全日本剣道連盟
４．審査方法
全日本剣道連盟 剣道称号・段級位審査規則・細則ならびに剣道称号･段位実施要領による｡
５．審査科目
2日間とも､次による
(1)第一次実技
(2)第二次実技（第一次実技審査合格者による）
(3)日本剣道形（第二次実技審査合格者による）
※日本剣道形審査において使用する木刀は全剣連で準備します｡
６．受審資格
平成２１年５月１日以前に七段を取得し､年齢満４６歳以上で修業年限１０年以上の者｡
７．年齢基準
審査日の当日とする｡(１日目は平成３１年５月１日､２日目は平成３１年５月２日)とする｡
８．申込み
申込期間 平成３１年２月１日(金)～１６日(土)
申込用紙と登録証のコピーまたは現段証書のｺﾋﾟｰに審査料を添えて事務局に申込むこと｡
審査料：会員 １６，４５０円
非会員 ２１，４００円
※申込用紙に大剣連登録番号を必ず記入して下さい｡
※現段位取得年月日・生年月日を正確に記入して下さい｡
（記載のない場合または虚偽の場合は受審を認めません｡）
※受審者は､１日目(５月１日)・２日目(５月２日)の受審希望日を明記のこと｡
ご注意 剣道八段審査会は､申込期間を過ぎると､審査日の変更は出来ません｡
※申込み手続きに不備がある場合､必ず申込期日から１週間以内に不足の要件を満たさなければ､取消しとし
ます｡（取消しの場合､審査料は返金いたします｡）
審査取消し(4/13まで)を希望する方は､所定の用紙に必要事項を記入しFAX(又は郵送)送信し､その後必ず
確認の電話をお願いします｡
９．安全対策
受審者は､各自十分健康管理に留意して審査会に参加すること｡高齢の受審者については､特に留意のこと｡
主催者において､審査実施中､傷害発生の場合は､医師または看護師により応急処置を講じ､病院等で治療を
受けられるよう手配する｡この場合､当日の治療費（手術､入院費は含まない)は主催者が負担する｡
なお､主催者は審査中の受審者の事故に対し､傷害保険に加入する｡受審者は､健康保険証を持参のこと｡
１０､個人情報保護法への対応
申込書に記載される個人情報全剣連および大剣連が実施する本審査会営のために利用する｡なお､最小限の個
人情報は必要の都度､目的に合わせ公表媒体に公表することがある｡
更に､剣道・居合道・杖道の普及発展のためにマスコミ関係者に必要な情報を提供することがある｡

１．期 日
(1)七段審査会
① 平成３１年５月１１日(土)
② 受付開始・終了および審査開始時刻
ア.５４歳以下（５４歳含む）
受付時間 午前９時～午前９時３０分
審査開始 午前９時５０分(予定)
イ.５５歳以上（５５歳含む）
受付時間 午前１１時３０分～１２時（正午）
審査開始 ５４歳以下実技審査終了後

大阪府剣道連盟

(2)六段審査会
① 平成３１年５月１２日(日)
② 受付開始・終了および審査開始時刻
ア.４９歳以下（４９歳含む）
受付時間 午前９時～午前９時３０分
審査開始 午前９時５０分(予定)
イ.５０歳以上（５０歳含む）
受付時間 午前１１時３０分～１２時（正午）
審査開始 ４９歳以下実技審査終了後

※受付終了後は､審査の進行上一切受付ません｡必ず時間を厳守して下さい｡
２．会 場
名古屋市枇杷島ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ( http://www.nespa.or.jp/shisetsu/biwajima_sc/index.html )
(名古屋市西区枇杷島１－１－２） 電話 ０５２－５３２－４１２１
３．主 催
全日本剣道連盟
４．審査方法
全日本剣道連盟 剣道称号・段級位審査規則・細則ならびに剣道称号･段位実施要領による｡
５．審査科目
七段･六段とも､次による
(1)実 技
(2)日本剣道形（実技審査合格者のみ）
※日本剣道形審査において使用する木刀は全剣連で準備します｡
６．受審資格
(1)七 段
平成２５年５月３１日以前に六段を取得した者｡
(2)六 段
平成２６年５月３１日以前に五段を取得した者｡
７．年齢基準
審査日の当日(七段は平成３１年５月１１日､六段は平成３１年５月１２日)とする｡
８．申込み
申込期間 平成３１年２月１日(金)～１６日(土)
申込用紙と登録証のコピーまたは現段証書のｺﾋﾟｰに審査料を添えて事務局に申込むこと｡
審査料：七段 会員 14,900円 非会員 19,450円
六段 会員 12,350円 非会員 16,050円
※申込用紙に大剣連登録番号を必ず記入して下さい｡
※現段位取得年月日・生年月日を正確に記入して下さい｡
（記載のない場合または虚偽の場合は受審を認めません｡）
※剣道段位申込書には審査開催地（愛知）を明確に記入すること｡
※愛知審査を受審する方は､４月の京都審査には申込みできません｡
審査取消し(4/26まで)や審査会場の変更(京都へ 4/13まで)を希望する方は､所定の用紙に必要事項
を記入しFAX(又は郵送)送信し､その後必ず確認の電話をお願いします｡
電話：０６－６３５１－３３４５ FAX：０６－６３５１－３３４６
９．安全対策
受審者は､各自十分健康管理に留意して審査会に参加すること｡高齢の受審者については､特に留意のこと｡
主催者において､審査実施中､傷害発生の場合は､医師または看護師により応急処置を講じ､病院等で治療を
受けられるよう手配する｡この場合､当日の治療費（手術､入院費は含まない)は主催者が負担する｡
なお､主催者は審査中の受審者の事故に対し､傷害保険に加入する｡受審者は､健康保険証を持参のこと｡
１０､個人情報保護法への対応
申込書に記載される個人情報全剣連および大剣連が実施する本審査会営のために利用する｡なお､最小限の個
人情報は必要の都度､目的に合わせ公表媒体に公表することがある｡
更に､剣道・居合道・杖道の普及発展のためにマスコミ関係者に必要な情報を提供することがある｡

剣道六段審査会(京都)要項
公益社団法人

剣道七段審査会(京都)要項
大阪府剣道連盟

１．期 日
(1)平成３１年４月２９日(祝)
(2)受付開始・終了および審査開始時刻
ア.４９歳以下（４９歳含む）
受付時間 午前９時 ～ ９時３０分
審査開始 午前９時５０分(予定)
イ.５０歳以上（５０歳含む）
受付時間 午前１１時３０分 ～ １２時(正午)
審査開始 ４９歳以下実技審査終了後
※受付終了後は､審査の進行上一切受付ません。必ず時間を厳守して下さい。

公益社団法人

大阪府剣道連盟

１．期 日
(1)審査会は平成３１年４月３０日(火)
(2)受付開始・終了および審査開始時刻
ア.５４歳以下（５４歳含む）
受付時間 午前９時～９時３０分
審査開始 午前９時５０分(予定)
イ.５５歳以上（５５歳含む）
受付時間 午前１１時３０分 ～ １２時(正午)
審査開始 ５４歳以下実技審査終了後
※受付終了後は､審査の進行上一切受付ません。必ず時間を厳守して下さい。

２．会 場
ハンナリーズアリーナ ( 京都市立体育館 )
( http://www.mizuno.co.jp/school/facility/shisetsu_40/facilities.html )
(京都市右京区西京極新明町１番地) 電話 ０７５－３１５－３７４１
３．主 催
全日本剣道連盟
４．審査方法
全日本剣道連盟 剣道称号・段級位審査規則・細則ならびに剣道称号･段位実施要領による｡
５．審査科目
(1)実 技
(2)日本剣道形（実技審査合格者のみ）
※日本剣道形審査において使用する木刀は全剣連で準備します｡
６．受審資格
平成２６年４月３０日以前に五段を取得した者｡
７．年齢基準
審査日の当日(平成３１年４月２９日)とする｡
８．申込み
申込期間 平成３１年２月１日(金)～１６日(土)
申込用紙と登録証のコピーまたは現段証書のｺﾋﾟｰに審査料を添えて事務局に申込むこと｡
審査料：会員 １２，３５０円
非会員 １６，０５０円
※申込用紙に大剣連登録番号を必ず記入して下さい｡
※現段位取得年月日・生年月日を正確に記入して下さい。
（記載のない場合または虚偽の場合は受審を認めません。）
※剣道六段申込書には審査開催地（京都）を明確に記入すること。
※京都審査を受審する方は､５月１２日(日)の愛知審査には申込みできません。
審査取消し(4/13まで)や審査会場の変更(愛知へ 4/13まで)を希望する方は､所定の用紙に
必要事項を記入しFAX(又は郵送)送信し､その後必ず確認の電話をお願いします｡
電話：０６－６３５１－３３４５ ＦＡＸ：０６－６３５１－３３４６
９．安全対策

２．会 場
ハンナリーズアリーナ ( 京都市立体育館 )
( http://www.mizuno.co.jp/school/facility/shisetsu_40/facilities.html )
(京都市右京区西京極新明町１番地) 電話 ０７５－３１５－３７４１
３．主 催
全日本剣道連盟
４．審査方法
全日本剣道連盟 剣道称号・段級位審査規則・細則ならびに剣道称号･段位実施要領による｡
５．審査科目
(1)実 技
(2)日本剣道形（実技審査合格者のみ）
※日本剣道形審査において使用する木刀は全剣連で準備します｡
６．受審資格
平成２５年４月３０日以前に六段を取得した者｡
７．年齢基準
審査日の当日(平成３１年４月３０日)とする｡
８．申込み
申込期間 平成３１年２月１日(金)～１６日(土)
申込用紙と登録証のコピーまたは現段証書のｺﾋﾟｰに審査料を添えて事務局に申込むこと｡
審査料：会員 １４，９００円
非会員 １９，４５０円
※申込用紙に大剣連登録番号を必ず記入して下さい｡
※現段位取得年月日・生年月日を正確に記入して下さい。
（記載のない場合または虚偽の場合は受審を認めません。）
※剣道七段申込書には審査開催地（京都）を明確に記入すること。
※京都審査を受審する方は､５月１１日(土)の愛知審査には申込みできません。
審査取消し(4/13まで)や審査会場の変更(愛知へ 4/13まで)を希望する方は､所定の用紙に
必要事項を記入しFAX(又は郵送)送信し､その後必ず確認の電話をお願いします｡
電話：０６－６３５１－３３４５ ＦＡＸ：０６－６３５１－３３４６
９．安全対策

受審者は、各自十分健康管理に留意して審査会に参加すること。高齢者の受審者については、
特に留意のこと。
主催者において、審査実施中、傷害発生の場合は、医師または看護師により応急処置を講じ､病
院等で治療を受けられるよう手配する。この場合、当日の治療費（手術､入院費は含まない)は主催
者が負担する。
なお、主催者は審査中の受審者の事故に対し、傷害保険に加入する。受審者は、健康保険証を持
参のこと。
１０、個人情報保護法への対応
申込書に記載される個人情報全剣連および大剣連が実施する本審査会営のために利用する｡なお､最小限
の個人情報は必要の都度､目的に合わせ公表媒体に公表することがある｡
更に､剣道・居合道・杖道の普及発展のためにマスコミ関係者に必要な情報を提供することがある｡

受審者は、各自十分健康管理に留意して審査会に参加すること。高齢者の受審者については、
特に留意のこと。
主催者において、審査実施中、傷害発生の場合は、医師または看護師により応急処置を講じ､病
院等で治療を受けられるよう手配する。この場合、当日の治療費（手術､入院費は含まない)は主催
者が負担する。
なお、主催者は審査中の受審者の事故に対し、傷害保険に加入する。受審者は、健康保険証を持
参のこと。
１０、個人情報保護法への対応
申込書に記載される個人情報全剣連および大剣連が実施する本審査会営のために利用する｡なお､最小限
の個人情報は必要の都度､目的に合わせ公表媒体に公表することがある｡
更に､剣道・居合道・杖道の普及発展のためにマスコミ関係者に必要な情報を提供することがある｡

