
 

 

岐阜県剣道連盟本巣支部 

段級審査会実施要領 
 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と予防の観点から、審査会を次

のとおり実施します。受審者及び保護者のかたは本要領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」をご理解いただき受審

してください。 

 

 

令和４年１０月 

岐阜県剣道連盟本巣支部 

支部長   林   俊 彦 

 

 



 

１． ＜日時＞   

令和４年１１月１３日（日） 

 

２． ＜受付時間＞  

【認定及び７級～３級】 午前８時３０分から午前９時００分まで 

【 ２ 級 、 １ 級 】 午前１０時００分から午前１０時３０分まで 

 【初 段 、 ２段 、 3 段 】 午後１２時００分から午後１２時３０分まで 

       ※申し込み状況により変更の場合があります。変更の場合は岐阜県剣道連盟ホー 

ムページでお知らせします。 

 

３． ＜会場＞   

真正体育センター    本巣市軽海７２５－１   ℡（058）324-6407 

 

４． ＜本巣支部審査会受審資格者について（確認してください）＞ 

級 位 修業年限 説  明 制  限 

３～７級 ６０日以上 
令和 4年９月１5日以前に 
現級を取得した者 

 

２級 ６０日以上 同 上 小学５年生以上 

１級 ６０日以上 同 上 小学６年生以上 

  

段 位 修業年限 説  明 制  限 

初段 ９０日以上 
令和 4年８月１6日以前に 
１級を取得した者 

満 13歳以上 

11月 13日誕生日も可 

二段 １年以上 
令和３年１１月３０日以前に 
初段を取得した者 

 

三段 ２年以上 
令和２年１１月３０日以前に 
二段を取得した者 

 

 

 

 



 

５． ＜注意事項＞  

５-１ 事前申込による受審者登録 

申込方法は岐阜県剣道連盟の「支部審査会受審事前申込み」による受付のみ

です。当日の申込は一切受付できませんのでご注意ください。 受審にあたって、基

礎疾患のあるかた、発熱のあるかた、体調が良くないかた、同居家族等に感染が疑

われる者がいるかた、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かたは受審できません。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。申込受付方法は岐阜県

剣道連盟ホームページをご参照ください。 

       申込期間：令和４年１０月１３日（木）～令和４年１０月２７日（木）正午まで 

 ※令和４年度の会員登録を済ませていること。 

 

５-２ 受審日当日について 

来場される方は必ず自宅で検温してください。受審者は面マスク、面シールド及び

家庭用マスクを持参し、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。女性更衣室は準備いたします。） 

当日の審査会場はコロナ感染拡大防止の対策として、受審者・審査員・関係者

及び係員以外の入場を制限し、保護者は小学４年生以下の付き添い（１名のみ)と

し、別紙受審者付き添い確認票に必要事項を記入し持参してください。会場入り口

付近での乗降、路上駐車は絶対にやめてください。 

 

５-3 入場及び受付方法について 

会場入口で検温・アルコール消毒をしてください。受付は各段級位所定の時間に、

剣道手帳、審査料、登録料を持って受付手続きを行ってください。段位受審者は、学

科審査解答用紙（岐阜県剣道連盟ホームページ参照）を提出してください。また、受

審料等はおつりの無いようにご準備ください。（※認定を受審されるかたは、審査結

果発表後に審査料、登録料の納入手続きを行います。） 

受付が済みましたら番号シールを配りますので、係の指示に従って会場内の待機

場所で待機してください。受付終了時刻より１５分間怪我防止のため準備体操を行

ってください。 



 

５-4 審査中及び審査後 

実技審査は面マスクと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。面マスクとシールドが無いと受審できません。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」、待機時はマスクもしくは面

マスクを必ず着用してください。係員の指示に従って、順番に受審してください。 

審査を終えたら速やかに控えの場所へ移動して荷物はまとめておいてください。

合格発表の呼び出しがあったら、合否を確認して番号順に手続きを行います。手続

きを済ませたら速やかにお帰り下さい。 不合格者のかたは、登録料を返金します。

登録料の受領と会員手帳の受け取りを忘れずにお願いします。 

段位審査について、「実技審査」後に合否発表があります。合格者は「形審査」を

行います。 「形審査」の合否発表後に、提出した学科レポートの審査を行います。 

なお、「形審査」「学科審査」で不合格の方は剣道手帳、登録料と仮合格証を受

け取って下さい。（「実技審査」「形審査」に不合格の方には、レポートをお返ししま

す。） 

６． ＜特記事項＞   

１．必ず事前に各支部で今年度までの岐阜県剣道連盟年会費を納め、剣道手帳  

の交付を済ませておいてください。当日の更新・新規登録は時間の都合上行え 

ませんのでご了承ください。 本審査会および審査会中止に関する問い合わせ 

は下記宛にお願いします。  

【本巣支部 事務局長 坂上隆志 TEL：090-1629-4812】 

２．当日の午前６時００分の段階で気象情報として「警報」が発令されている場合 

は、審査会は 中止といたします。確認、問い合わせにつきましては上記宛てに 

お願いします。  

３．緊急事態宣言等の発令により、審査会を中止する場合がありますので、ご了承 

ください。 

       ４．審査会場内に駐車場はありますが、十分な台数分はありませんので、乗り合わせ 

         ていただくなどご協力をお願いします。 

※３級以上と中学生以上の認定級、段審査のかたは木刀を持参願います。 

※段位の学科試験問題は事前に提示されています。 詳細は岐阜県剣道連盟公 

式サイトを参照してください。 



 

岐阜県剣道連盟段級位審査料及び登録料 
 

  審査料 登録料 合計 

認定 

８級 ８００円 1,200円 2,000円 

７級 ８００円 1,200円 2,000円 

６級 ８００円 1,200円 2,000円 

５級 ９００円 1,700円 2,600円 

４級 ９００円 2,100円 3,000円 

３級 1,200円 2,500円 3,700円 

２級 1,200円 2,700円 3,900円 

１級 1,300円 3,300円 4,600円 

 

  審査料 登録料 合計 

級位 

７級 ８００円 1,200円 2,000円 

６級 ８００円 1,200円 2,000円 

５級 ９００円 1,３00円 2,200円 

４級 ９００円 1,300円 2,200円 

３級 1,200円 1,600円 2,800円 

２級 1,200円 1,700円 ２,900円 

１級 1,300円 2,100円 3,400円 

 

  審査料 登録料 合計 

段位 

初段 3,500円 6,000円 9,500円 

2段 4,500円 7,500円 12,000円 

3段 5,500円 10,500円 16,000円 

 

 

 

 

 



 

受審者付き添い確認票 
 

※ 審査会当日に受付へご提出ください。 

※ ご提出ないかたは入場することができません。 

 

審査会 本巣支部 日 時 令和４年１１月１３日（日） 

場 所 真正体育センター 

 

□ 受審者 

所属支部 受審者氏名 受審級位 学年 

  
         級         年 

□付き添い者（小学 4年生以下の受審者に限ります） 

ふりがな  年 齢 当日の体温 

氏   名  歳 ℃ 

住   所  

電話番号  

□特記事項（付き添い者の 2週間前の状況について該当に〇で囲ってください） 

平熱を超える発熱 なし  ・  あり 

咳、のどの痛みなど風邪の症状 なし  ・  あり 

だるさ（倦怠感）、息苦しさ なし  ・  あり 

味覚や嗅覚の異常 なし  ・  あり 

新型コロナウイルス感染症とされた者との濃厚接触 なし  ・  あり 

同居家族や身近な知人に感染が疑われる者がいる なし  ・  あり 

政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされて

いる国、地域等への渡航又は該当在住者との濃厚接触 
なし  ・  あり 

※「あり」が該当するかたは、入場できません。 


