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貪1道北段・六段客査会の申盗みについて

標吉己について、万1気のとおり開催 されますので、貴団体史客合格者に
周分の上、え客者を取 り纏め、下記によりお申心み下さいますよう
お願い申し上げます。

言己

客 査 日  「官城」を段客査会 8月 22日 (■ )

六段客査会  8月 23日 (日 )

「福岡」を段客査会 8月 29日 (土 )

六段客査会  8月 30 El(El)
「

'ヤ

縄」六段客査会 8月 23日 (日 )

申と締勿  千戌 27年 6月 29日 (月 )必着

申 基 先  西東京会1逍逹盟 事務局

〒190-0022 立川市錦町 1-8-14
鈴木ビル2F-201

4.申 基方法  申請吉は、それぞれ一括に取 り纏め、客査料捩基4知
吉を添えて申た期 日までに事務局へ提出して下 さい。

5.客 査 料  六段客査料@15,400円 (舌 東京会1■手数料金む)

た段客査料@16,500円 (舌 東京会1■手数料金む)

客査料は一括 して、期 日までにお捩とみ下さい。
6.捩 基 先  捩基近矢口吉に託載のとおり
7.そ の 他

(1)段客査申処吉我業欄の託入について

学生・会社員・警察官・教員・白営業・主婦・無我 等、必ずご記入下さい。

(2)現在え有段位の取行年月日は、工確に札入すること。取行が他黒
の場合は確t恙 のため合イ箕狂者の写 しを添付してください。または、
/1・貪1逹ふ号を託入のこと。

(3)前段諮 入降に次姓心れた方は、1曰姓もご言ιヽ 下さい。

口，

日

２

３



剣 道 七 段 お よ び 六 段 審 査 会 (宮城)要 項

1.期  日

(1)七段審査会

①平成 27年 8月 22日 (土 )

②受付開始 。終了および審査開始時亥」

ア.54歳 以下 (54歳含む)

受付時間 午前 9時～ 9時 30分まで

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)ま で

審査開始 54歳 以下実技審査終了後

0)六段審査会

①平成 27年 8月 23日 (日 )

②受付開′台・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分まで

審査開始 午前 9時 50分 (予定)

イ.5o歳 以上 (5o歳含む)

受付時間 午前 11時 30分～ 12時 (正午)ま で

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ので必ず時間を厳守して下さい。

2.会  場

仙台市青葉体育館

(仙台市青葉区堤町 1-1-5)   電話 022‐ 717‐ 1191

※別紙案内図参照

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・細則ならびに同実施要領による。
5.審査科目

七段・六段とも、次による。

(1)実   技

唸)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 21年 8月 31日 以前に六段を取得 した者。

9)六  段

平成 22年 8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 27年 8月 22日 、六段は平成 27年 8月 23日 )と する。
8.申 込 み

ほ)申込方法 各加盟団体会長は、各段位の受審者を一括 して本連盟会長宛に申込む
こと。なお、個人直接の申込みは受理 しない。

9)申込締切 平成 27年 7月 3日 (金 )



(3)申 込 先 〒105‐ 0004 港区新橋 4-24-2
東京都倹」道連盟

に)申 込 書 ①各段位ごとに別添所定用紙による。

②現在受有段位の取得年月 日は正確に記入すること。

(記載のない場合又は虚偽の場合は受審を認めない)

15)各力日盟団体は受審申込者に受付時刻を周知徹底 して下さい。
9.審 査 料

七段 1人 14,451円 (全倹1連分 7,560円 、東倹1連分 6,891円 )

六段 1人 13,371円 (全剣連分 6,480円 、東剣連分 6,891円 )

10.合格発表

審査終了後、受審番号により合格者を発表する。後 日、合格者決定通知と証書を各者6

道府県貪1道連盟に送付するとともに全会1連月刊「資1窓」 10月 号および全剣連ホームペ

ージ (httpソ/www.kendO_Or.jp/)に 合格者の氏名を掲載する。
11.安全対策

受審者は、各自十分健康管理に留意し本審査会に参カロすること。

高齢の受審者については、特に留意こと。

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 (審査会場への往復途上を含む)、 傷
害保険に加入する。受審者は、健康保険証を持参のこと。

12.個人情報保護法への対応

(以下を申込者に周知して下さい。)

申込書に記載される個人情報 (登録県名、漢字氏名、カナ氏名、生年月日、年齢、称
号・段位、職業等)は全 日本剣道連盟および東京者「剣道連盟が実施する本審査会運営の

ために利用する。なお、登録県名、氏名、年齢等の最小限の個人情報は必要の都度、目
的に合わせ公表媒体 (掲示用紙、ホームページ(剣窓等)に公表することがある。更に、
剣道の普及発展のためマスコミ関係者に必要な個人情報を提供することがある。

13.注意事項

(1)本審査会には、 8月 29日 (土)福岡県で実施される剣道七段審査会、8月 30日
(日 )福岡県で実施 される剣道六段審査会の受審者は、受審出来ない。

12)受審者は、各加盟団体に、本人の申込み受理の確認を審査会前 日までに行い、参加

すること。

13)審査会場に、車での来場は一切禁止する。

に)日 本剣道形審査に不合格 となった受審者は、再受審が認められる。
ただし、当日日本剣道形を受審 しない者の再受審は認めない。
なお、本審査 日より1年経過後は、再受審は無効となるので、留意すること。

14。 そ の 他

審査参加料払込後の返金については、七段・六段共に8月 9日 (日 )までに加盟団体
を通 じて理由を付 した書面(FAX可)を東京都剣道連盟宛に提出すること。

なお、返金額は本連盟の手数料 6,891円 、全剣連の手数料 2,160円 を差し引いて七段
5,400円 、六段 4,320円 を後 日、加盟団体へ返金する。

また、剣道七段および六段会場変更 (福岡県 。沖縄県)については8月 9日 (日 )ま
でに加盟団体を通 じて理由を付 した書面 (FAX可)を東京都剣道連盟宛に提出するこ

と。



剣 道 七 段 お よ び 六 段 審 査 会 (福岡)要 項

1.期  日

但)七段審査会

①平成 27年 8月 29日 (土 )

②受付開始・終了および審査開始時亥J

ア.54歳 以下 (54歳含む)

受付時間 午前 9時～ 9時 30分まで

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)ま で

審査開始 54歳 以下実技審査終了後

12)六段審査会

①平成 27年 8月 30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～ 9時 30分まで

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)ま で

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ので必ず時間を厳守して下さい。

2.会  場

福岡市民体育館

(福岡県福岡市博多区東公園 8番 2号)    電話 092‐ 641‐ 9135

※別紙案内図参照

3.主  催

全 日 本 剣 道 連 盟

4.審査方法

全 日本剣道連盟 倹1道称号・段級位審査規則・細貝Jな らびに同実施要領による。

5.審査科目

七段・六段とも、次による。

(1)実   技

(劾 日本tll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 21年 8月 31日 以前に六段を取得 した者。

り)六  段

平成 22年 8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 27年 8月 29日 、六段は平成 27年 8月 30日 )と する。

8.申 込 み

(1)申込方法 各カロ盟団体会長は、各段位の受審者を一括 して本連盟会長宛に申込む

こと。なお、個人直接の申込みは受理 しない。

9)申込締切 平成 27年 7月 3日 (金 )



に)申 込 先 〒105‐ 0004 港区新橋 4-24-2
東京者「剣道連盟

に)申 込 書 ①各段位ごとに別添所定用紙による。

②現在受有段位の取得年月 日は正確に記入すること。

(記載のない場合又は虚偽の場合は受審を認めない)

に)各加盟団体は受審申込者に受付時刻を周知徹底 して下さい。
9.審 査 料

七段 1人 14,451円 (全剣連分 7,560円 、東all連分 6,891円 )

六段 1人 13,371円 (全剣連分 6,480円 、東剣連分 6,891円 )

10.合格発表

審査終了後、受審番号により合格者を発表する。後 日、合格者決定通知と証書を各都

道府県剣道連盟に送付するとともに全剣連月刊 「■ll窓」 10月 号および全剣連ホームペ

ージ (httpブ/www.kendO.Or.jp/)に 合格者の氏名を掲載する。
11.安全対策

受審者は、各自十分健康管理に留意 し本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 (審査会場への往復途上を含む)、 傷

害保険に加入する。受審者は、健康保険証を持参のこと。
12.個人情報保護法への対応

(以下を申込者に周知 して下さい。)

申込書に記載される個人情報 (登録県名、漢宇氏名、カナ氏名、生年月 日、年齢、称

号 。段位、職業等)は全 日本剣道連盟および東京都剣道連盟が実施する本審査会運営の

ために利用する。なお、登録県名、氏名、年齢等の最小限の個人情報は必要の都度、日

的に合わせ公表媒体 (掲示用紙、ホームページ、安1窓等)に公表することがある。更に、

剣道の普及発展のためマスコミ関係者に必要な個人情報を提供することがある。
13.注意事項

ほ)本審査会には、8月 22日 (土)宮城県で実施される剣道七段審査会、8月 23日
(日 )宮城県ならびに沖縄県で実施される剣道六段審査会の受審者は、受審出来ない。

② 受審者は、各加盟団体に、本人の申込み受理の確認を審査会前 日までに行い、参力日

すること。

旧)審査会場に、車での来場は一切禁止する.

に)日 本剣道形審査に不合格となった受審者は、再受審が認められる。

ただし、当日日本剣道形を受審 しない者の再受審は認めない。

なお、本審査 日より1年経過後は、再受審は無効となるので、留意すること。
14.そ の 他

審査参加料払込後の返金については、七段・六段共に 8月 16日 (日 )ま でに加盟団

体を通 じて理由を付 した書面(FAX可)を東京者「剣道連盟宛に提出すること。

なお、返金額は本連盟の手数料 6,891円 、全剣連の手数料 2,160円 を差し引いて七段

5,400円 、六段 4,320円 を後 日、加盟団体へ返金する。

また、貪1道七段および六段会場変更 (宮城県 。沖縄県)については8月 9日 (日 )ま
でに加盟団体を通 じて理由を付 した書面 (FAX可)を東京都剣道連盟宛に提出するこ

と。



剣 道 六 段 審 査 会 (沖縄)要 項

1.期  日

(1)平成 27年 8月 23日 (日 )

12)受付開始・終了および審査開始時亥1

ア.49歳 以下 (49歳含む)

受付時間 午前 9時～ 9時 30分まで

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)ま で

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ので必ず時間を厳守して下さい。

2.会  場

沖縄県立武道館

(那覇市奥武山町 52)           電話 098‐ 868‐2700

※別紙案内図参照

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・細則ならびに同実施要領による。

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 22年 8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 (平成 27年 8月 23日 )と する。

8.申 込 み

(1)申 込方法 各加盟団体会長は、受審者を一括 して本連盟会長宛に申込むこと。

なお、個人直接の申込みは受理 しない。

例 申込締切 平成 27年 7月 3日 (金 )

(3 申 込 先 〒105-0004 港区新橋 4-24-2
東京者「剣道連盟

に)申 込 書 ①別添所定用紙による。

②現在受有段位の取得年月日は正確に記入すること。

(記載のない場合又は虚偽の場合は受審を認めない)

(D 各加盟団体は受審申込者に受付時刻を周知徹底して下さい。

9.審 査 料

六段 1人 13,371円 (全剣連分 6,480円 、東剣連分 6,891円 )

10.合格発表

審査終了後、受審番号により合格者を発表する。後 日、合格者決定通知と証書を各都

道府県剣道連盟に送付するとともに全倹1連月刊 「倹1窓」 10月 号および全剣連ホームペ

ージ (http7/www.kendo.or.jp/)に 合格者の氏名を掲載する。

11.安全対策

受審者は、各 自十分健康管理に留意し本審査会に参力日すること。

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 (審査会場への往復途上を含む)、 傷

害保険に加入する。受審者は、健康保険証を持参のこと。

12.個人情報保護法への対応

(以下を申込者に周知 して下さい。)

申込書に記載される個人情報 (登録県名、漢字氏名、カナ氏名、生年月日、年齢、称

号 。段位、職業等)は全 日本剣道連盟および東京都剣道連盟が実施する本審査会運営の

ために利用する。なお、登録県名、氏名、年齢等の最小限の個人情報は必要の都度、日

的に合わせ公表媒体 (掲示用紙、ホームページ、剣窓等)に公表することがある。更に、

剣道の普及発展のためマスコミ関係者に必要な個人情報を提供することがある。

13.注意事項

(1)本審査会には、 8月 30日 (日 )福岡県で実施される倹1道六段審査会の受審者は、

受審出来ない。

12)受審者は、各加盟団体に、本人の申込み受理の確認を審査会前 日までに行い、参加

すること。

13)審査会場に、車での来場は一切禁止する。

に)日 本剣道形審査に不合格となつた受審者は、再受審が認められる。

ただし、当日日本剣道形を受審 しない者の再受審は認めない。

なお、本審査 日より1年経過後は、再受審は無効となるので、留意すること。

14.そ の 他

審査参加料払込後の返金については、8月 9日 (日 )までに加盟団体を通じて理由を

付 した書面(F滋可)を東京者5倹1道連盟宛に提出すること。

なお、返金額は本連盟の手数料 6,891円 、全剣連の手数料 2,160円 を差 し引いて六段

4,320円 を後 日、加盟団体へ返金する。

また、会場変更 (福岡県)については8月 9日 (日 )ま でに加盟団体を通じて理由を

付 した書面 (FAX可)を東京都剣道連盟宛に提出すること。


