
令和4年10月吉日

関 係 各 位

令和 ４年 11月 20日（日） ※開場は9:00になります。

　 　級位受付：9:00～ 9:30

　 　段位受付：12:00 ～ 12:30

　

受付　可児青少年育成センター錬成館　2階　剣道場  　

          可児市谷迫間806-2     ℡ 0574-62-8600

審査　可児市B&G海洋センター　体育館   ℡ 0574-62-8603

※両会場は隣接しています。会場の移動には履物（サンダル等可）が必要です。

 ３． 審査会受審者の修業年限（必ず確認して下さい。）

級位 修業年限

6級 60日以上

5級 60日以上

4級 60日以上

3級 60日以上

2級 60日以上

1級 60日以上

段位 修業年限

初段 90日以上

二段 1年以上

三段 2年以上

 ４.審査会にあたっての注意事項

令和4年9月22日以前に2級を取得した者 小学校 6年生以上

制限

令和4年8月23日以前に1級を取得した者
満 13歳以上

11月20日誕生日も可

令和3年11月30日以前に初段を取得した者

令和2年11月30日以前に二段を取得した者

令和4年9月22日以前に4級を取得した者

令和4年9月22日以前に3級を取得した者 小学校 5年生以上

岐 阜 県 剣 道 連 盟 可 児 支 部

支 部 長 佐 橋 正 典

可児支部　剣道段級審査会の実施について

　下記のように三段以下の審査会を開催致します。多数受審されますようご案内申し上げま

す。

 １．日 時 

記

 ２．会 場 　

制限

令和4年9月22日以前に7級を取得した者

令和4年9月22日以前に6級を取得した者

感染拡大防止の観点から、今年度の審査会を下記のように進めてまいります。受審者及

び保護者の皆様は本要項及び岐阜県剣道連盟「審査会実施にあたっての感染拡大予防ガ

イドライン」をよく読んで受審してください。

令和4年9月22日以前に5級を取得した者



（１）事前申込による受審者登録

＜申込受付までの手順＞

①岐阜県剣道連盟ホームページを開く　　http://gikenren.web.fc2.com

②画面下の「本部・支部審査会申し込み受付中」をクリックする。

③「可児支部審査会事前申込フォーム」の項目に従い入力して下さい。

申込期間：10月20日（木）から11月3日（木）正午まで

※級位・段位ともに地域の制限がありません。

※令和４年度の会員登録を各支部にて済ませてください。

（２）来場する前に

①来場される方は必ず自宅で検温してください。（付き添い保護者も同じく）

②受審者は面マスク及び面シールド・家庭用マスク・靴袋を持参してください。

  あらかじめ着替えて来てください。

  （更衣室の密を防ぐためです。女性は更衣室を準備いたします。）

③駐車場は錬成館・B&G海洋センター南側駐車場をご利用ください。

　駐車場開放は、午前8時30分です。早くお越しいただいても駐車できません。

④会場の入場人数制限の関係にて受付時間をずらしています。早すぎる来場は

　入場出来ない場合がありますのでご注意下さい。

　保護者は、小学4年生以下の付き添い（1名のみ）とさせて頂きます。

※別紙2　受審者付き添い確認票に必要事項を記入して持参をお願い致します。

（３）来場したら

③入場口でアルコール消毒をしてください。（各入口に設置してあります）

　段位受審者は「学科審査解答用紙」も提出して下さい。

　受審料等はおつりがないようにお願い致します。

申込方法は岐阜県剣道連盟ホームページ「支部審査会受審事前申込フォーム」に入力送

信することで申し込みとし、受付けます。当日の申込は一切受け付けません。受審にあ

たって、基礎疾患のある者、発熱のある者、体調が良くない者、同居家族等に感染が疑

われる方がいる者、過去 14 日以内に入国制限や観察期間を必要とする国、地域への渡

航や在住者と濃厚接触がある者、は受審できません。詳しくは「審査会実施にあたって

の感染拡大予防ガイドライン」をお読みください。

①必ずマスクを着用してください。履物は靴袋を準備して各自で場内に持ち込み保

　管してください。

②保護者、見学者、付き添い等は施設内に入場することができません。車内等でお

　待ちください。（小学4年以下の付き添いは1名まで可とします）

④指定の待機場所に荷物を置き、呼ばれた段級位から順に剣道手帳、審査料、登録

　料を持って受付してください。



⑤受付を済ませたら、係員の指示に従って下さい。

　（受付終了後、受審番号を決定し、シールを配布します。）

（４）審査中及び審査後

①実技審査は面マスク及び面シールドを必ず着用してください。

（面マスクは口と鼻を確実に覆うものとします。）

②係員の指示に従って順番に受審してください。

④錬成館待機所で合格発表と手続きを行います。

 5．その他　

（1）必ず各支部で剣道手帳の交付を受け、岐阜県剣道連盟年会費を納め持参して

　ください。当日の更新は、時間の都合上出来ませんのでご了承ください。

　認定受審の方は事前に各支部で登録をした上で、剣道手帳を持参して下さい。

（2）本審査会に関する問い合わせは下記宛にお願いします。

可児支部メールアドレス

　http://gikenren.web.fc2.com/sinsayouryo.html

※当日の午前６時の段階で、気象情報として「警報」が発令されている場合には審

　査会は中止といたします。確認、問合せは上記宛てにお願い致します。

※級位審査において、３級以上と中学生以上の認定には「木刀による剣道基本技稽

　古法」が審査項目に入っています。

※段位の学科試験問題は事前に「学科審査解答用紙」に提示されていますので、岐

　阜県剣道連盟学科問題集から解答をそのまま手書きして提出して下さい。詳細は

　岐阜県剣道連盟公式サイトの（審査要領ページ）を参照願います。

　　　　　可児支部事務局長　槇林　優（まきばやしまさる）

　　　　　e-mail：kendoukanisibu@yahoo.co.jp

⑧何れの場合も剣道手帳をお返しいたします。お忘れの無いようご注意ください。

⑤級位合格の場合は、合格証書授与式を行います。係員の指示に従ってください。

⑦不合格の場合は、登録料を返金しいたします。係員へ申し出てください。

　級位の「木刀による剣道基本技稽古法」、段位の「形審査」、「学科審査」の待

　機時は家庭用マスクを必ず着用してください。

⑥段位合格の場合は、後日合格証書が各支部事務局へ郵送されます。

③審査を受けたら速やかに会場から退出し、錬成館待機所へ移動してください。荷

　物はまとめて下さい。

⑥受付終了時刻（級位：9：30～、段位：12：30～）より15分間、けが防止のため

　会場で準備運動を行ってください。

http://gikenren.web.fc2.com/sinsayouryo.html


別紙 1

審査料 登録料 合計

小学生 5級相当額 ¥900 ¥1,700 ¥2,600

中学生 4級相当額 ¥900 ¥2,100 ¥3,000

高校生 3級相当額 ¥1,200 ¥2,500 ¥3,700

一般 2級相当額 ¥1,200 ¥2,700 ¥3,900

審査料 登録料 合計

8級 ¥800 ¥1,200 ¥2,000

7級 ¥800 ¥1,200 ¥2,000

6級 ¥800 ¥1,200 ¥2,000

5級 ¥900 ¥1,700 ¥2,600

4級 ¥900 ¥2,100 ¥3,000

3級 ¥1,200 ¥2,500 ¥3,700

2級 ¥1,200 ¥2,700 ¥3,900

1級 ¥1,300 ¥3,300 ¥4,600

審査料 登録料 計

7級 ¥800 ¥1,200 ¥2,000

6級 ¥800 ¥1,200 ¥2,000

5級 ¥900 ¥1,300 ¥2,200

4級 ¥900 ¥1,300 ¥2,200

3級 ¥1,200 ¥1,600 ¥2,800

2級 ¥1,200 ¥1,700 ¥2,900

1級 ¥1,300 ¥2,100 ¥3,400

審査料 登録料 計

初段 ¥3,500 ¥6,000 ¥9,500

二段 ¥4,500 ¥7,500 ¥12,000

三段 ¥5,500 ¥10,500 ¥16,000

諸経費 認定、段級位 審査料及び登録料

認

定

級

級

位

段

位

※認定受審受付は、一旦以下の合計額を支払って頂き、合格級位で追加ある

　いは払い戻しを行います。

認定受審



別紙2

審査会日付 審査支部名 受審級位

Ｒ4年 11月20日 可児支部 級　

受審者

フリガナ 性別 学年

氏名
男

女
小学　　　年生

付き添い者

フリガナ 性別 受審者との関係

氏名
男

女

緊急連絡先

当日体温 ℃　

（　　　才）

（　　　才）

　※付き添い対象は小学4年生以下で1名に限る　

受審者（付き添い）確認票

審査会当日に、この確認票を審査会会場受付に提出して下さい。

※提出されない場合は会場に入場することが出来ませんのでご注意下さい。

所属支部

提出用


