
       　　　　　　　　　　　　令和３年　10 月吉日

関係各位        

      　　　　　　　　　　　　岐阜県剣道連盟各務原支部

      　　　　　　　　　　　　　　　支部長　村瀬　昌弘

　剣道段級位審査会の実施について

下記のように参段以下の審査会を実施しますので、多数受審されますようご案内申し上げます。

１．日時  令和３年１１月２１日（日）

　　級位受付：     8：３０～   ９：３０

　　段位受付：１２：００～１２：３０

　※受付は係員が順にお呼びいたします。

　※待機場所は大変混雑しますので、それまでは密を避けて待機してください。

２．場所  蘇原第一小学校

　　各務原市蘇原野口町 1 丁目 1

４．審査会にあたっての注意事項

　感染拡大防止の観点から、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。

（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「支部審査会事前申込」による受付のみです。当日の

　　みの申込は一切受け付け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ものは受審できません。

　　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。

＜申込受付までの手順＞

　　①岐阜県剣道連盟ホームページを開く

　　②メインページ左側「CONTENTS（コンテンツ）欄の「審査会」をクリックする。

　　③「支部審査会事前申込」をクリックする。

　　④アンケートフォームで必要事項を入力して申し込む。

　　⑤「受審者確認票（excel データ）をクリックしてダウンロードし、必要事項を記入

　　して印刷する。印刷した受審者確認票は審査当日に持参し受付で渡してください。

申込期間：１０月２２日（金）から１１月５日（金）まで
　※級位・段位とも地区の制限はありません。

　※令和３年度の会員登録を済ませていること。

（２）来場する前に
　　①受審者は別紙の受審者確認票に必要事項を記入して持参してください。受審者確認

　　　票がない場合は入場できません。

　　②受審者は面マスク及び家庭用マスク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。女性更衣室は体育館隣の蘇原ふれあいセン

　　　ターをご利用ください。）        

（３）来場したら
　　①必ずマスクを着用してください。        

　　②駐車場は蘇原第一小学校のグラウンドを使用し、駐車の際は係員の指示に従って

　　　ください。※蘇原ふれあいセンターの駐車場は使用しないでください。

　　③体育館両脇の待機場所では密にならないよう間隔をとり、受付が始まるまでお待ち

　　　ください。※密集を防ぐためにもシート等での場所取りは禁止します。

（４）受付手順
　　①受付は体育館内（南北）２か所で行います。※見取り図参照 

　　②必ずマスクを着用してください。 

　　③受付前に手指のアルコール消毒を行い、係員の検温を受けてください。

　　④係員が放送で呼び出しを行いますので、呼ばれた段級位から順に剣道手帳、受審料

　　　登録料、受審者確認表を持って出入り口より入場し、受付の手続きを行ってくださ

　　　い。受審料等はおつりがないように準備してきてください。※別表参照

　　⑤保護者、見学者、付き添い等は審査会場内に入場することができません。指定の待機

　　　場所または車内等でお待ちください。ただし、小学 4 年生以下のお子様には保護

　　　者１名の入場を認めます。 

　　⑥受付手続きのときに受験番号シールをお渡しします。受け取ったら垂の両脇に貼っ

　　　てください。        

　　⑦受付が終了次第、けが防止のため各自準備運動を行ってください。 

（５）審査中及び審査後
　　①実技審査は面マスク及びシールドを必ず着用してください。級位の「木刀による

　　　剣道基本稽古法」、段位の形審査、学科審査、待機時は家庭用マスクもしくは面 

　　　マスクを必ず着用してください。 

　　②係の指示に従って順番に受審してください。

　　③審査を受けたら速やかに待機場所へ荷物を持って移動してください。 

　　④合格発表があったら確認の上、番号順に整列してください。合格者には証書・手帳 

　　　をお渡しします。不合格者には手帳・登録料を返却します。 

　　⑤認定の受験者は発表後番号順に受付にて登録の手続きをした後、証書をお渡しします。 

　　⑥すべての手続きが済み次第、忘れ物、事故等に気をつけてお帰りください。

４．諸経費別紙参照

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行えませんのでご了承ください。

　（２）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。

　　　　福田　環（事務局長） TEL 090-7028-2259  

　　　　杉本　真一（審査担当） TEL 090-9175-3771  

　（３）女性の更衣室は、隣接の蘇原ふれあいセンター１階の休養室及び会議室をご利用ください。 

　（４）駐車場は、蘇原第一小学校グランドをご利用ください。 

 ※蘇原ふれあいセンター駐車場には絶対駐車しないでください。 

　※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には審査会

　　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。

　※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。また、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 http://gikenren.web.fc2.com/sinsayouryo.html を参照して 

　　ください。

３. 岐阜支部審査会受審者の修業年数（必ず確認してください。）

級位

３～６級

２級

１級

段位

初段

二段

三段

　　　　　学科審査解答用紙の提出がない方は受審できません。

　※仮合格者の受審期間は１年間です。ただし、令和２年３月１日～９月３０日までの

　　間は起算しないものとします。ご注意ください。

　　　　段位受審者及び仮合格受審者は「岐阜県剣道連盟ホームページ」の学科審査

　　　　　解答用紙に解答を記載して、受審日に受審者確認票と一緒に提出する。

９０日以上 令和３年８月２４日以前に１級を取得した者

制限修行年限

６０日以上 令和３年９月２３日以前に取得した者

小学５年生以上〃６０日以上

小学６年生以上〃６０日以上

満１３歳以上9/20誕生日も可

１年以上 令和２年１１月３０日以前に初段を取得した者

２年以上 令和元年１１月３０日以前に二段を取得した者



       　　　　　　　　　　　　令和３年　10 月吉日

関係各位        

      　　　　　　　　　　　　岐阜県剣道連盟各務原支部

      　　　　　　　　　　　　　　　支部長　村瀬　昌弘

　剣道段級位審査会の実施について

下記のように参段以下の審査会を実施しますので、多数受審されますようご案内申し上げます。

１．日時  令和３年１１月２１日（日）

　　級位受付：     8：３０～   ９：３０

　　段位受付：１２：００～１２：３０

　※受付は係員が順にお呼びいたします。

　※待機場所は大変混雑しますので、それまでは密を避けて待機してください。

２．場所  蘇原第一小学校

　　各務原市蘇原野口町 1 丁目 1

４．審査会にあたっての注意事項

　感染拡大防止の観点から、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。

（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「支部審査会事前申込」による受付のみです。当日の

　　みの申込は一切受け付け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ものは受審できません。

　　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。

＜申込受付までの手順＞

　　①岐阜県剣道連盟ホームページを開く

　　②メインページ左側「CONTENTS（コンテンツ）欄の「審査会」をクリックする。

　　③「支部審査会事前申込」をクリックする。

　　④アンケートフォームで必要事項を入力して申し込む。

　　⑤「受審者確認票（excel データ）をクリックしてダウンロードし、必要事項を記入

　　して印刷する。印刷した受審者確認票は審査当日に持参し受付で渡してください。

申込期間：１０月２１日（木）から１１月４日（木）午後４時 まで
　※級位・段位とも地区の制限はありません。

　※令和３年度の会員登録を済ませていること。

（２）来場する前に
　　①受審者は別紙の受審者確認票に必要事項を記入して持参してください。受審者確認

　　　票がない場合は入場できません。

　　②受審者は面マスク及び家庭用マスク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。女性更衣室は体育館隣の蘇原ふれあいセン

　　　ターをご利用ください。）        

（３）来場したら
　　①必ずマスクを着用してください。        

　　②駐車場は蘇原第一小学校のグラウンドを使用し、駐車の際は係員の指示に従って

　　　ください。※蘇原ふれあいセンターの駐車場は使用しないでください。

　　③体育館両脇の待機場所では密にならないよう間隔をとり、受付が始まるまでお待ち

　　　ください。※密集を防ぐためにもシート等での場所取りは禁止します。

（４）受付手順
　　①受付は体育館内（南北）２か所で行います。※見取り図参照 

　　②必ずマスクを着用してください。 

　　③受付前に手指のアルコール消毒を行い、係員の検温を受けてください。

　　④係員が放送で呼び出しを行いますので、呼ばれた段級位から順に剣道手帳、受審料

　　　登録料、受審者確認表を持って出入り口より入場し、受付の手続きを行ってくださ

　　　い。受審料等はおつりがないように準備してきてください。※別表参照

　　⑤保護者、見学者、付き添い等は審査会場内に入場することができません。指定の待機

　　　場所または車内等でお待ちください。ただし、小学 4 年生以下のお子様には保護

　　　者１名の入場を認めます。 

　　⑥受付手続きのときに受験番号シールをお渡しします。受け取ったら垂の両脇に貼っ

　　　てください。        

　　⑦受付が終了次第、けが防止のため各自準備運動を行ってください。 

（５）審査中及び審査後
　　①実技審査は面マスク及びシールドを必ず着用してください。級位の「木刀による

　　　剣道基本稽古法」、段位の形審査、学科審査、待機時は家庭用マスクもしくは面 

　　　マスクを必ず着用してください。 

　　②係の指示に従って順番に受審してください。

　　③審査を受けたら速やかに待機場所へ荷物を持って移動してください。 

　　④合格発表があったら確認の上、番号順に整列してください。合格者には証書・手帳 

　　　をお渡しします。不合格者には手帳・登録料を返却します。 

　　⑤認定の受験者は発表後番号順に受付にて登録の手続きをした後、証書をお渡しします。 

　　⑥すべての手続きが済み次第、忘れ物、事故等に気をつけてお帰りください。

４．諸経費別紙参照

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行えませんのでご了承ください。

　（２）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。

　　　　福田　環（事務局長） TEL 090-7028-2259  

　　　　杉本　真一（審査担当） TEL 090-9175-3771  

　（３）女性の更衣室は、隣接の蘇原ふれあいセンター１階の休養室及び会議室をご利用ください。 

　（４）駐車場は、蘇原第一小学校グランドをご利用ください。 

 ※蘇原ふれあいセンター駐車場には絶対駐車しないでください。 

　※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には審査会

　　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。

　※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。また、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 http://gikenren.web.fc2.com/sinsayouryo.html を参照して 

　　ください。



       　　　　　　　　　　　　令和３年　10 月吉日

関係各位        

      　　　　　　　　　　　　岐阜県剣道連盟各務原支部

      　　　　　　　　　　　　　　　支部長　村瀬　昌弘

　剣道段級位審査会の実施について

下記のように参段以下の審査会を実施しますので、多数受審されますようご案内申し上げます。

１．日時  令和３年１１月２１日（日）

　　級位受付：     8：３０～   ９：３０

　　段位受付：１２：００～１２：３０

　※受付は係員が順にお呼びいたします。

　※待機場所は大変混雑しますので、それまでは密を避けて待機してください。

２．場所  蘇原第一小学校

　　各務原市蘇原野口町 1 丁目 1

４．審査会にあたっての注意事項

　感染拡大防止の観点から、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。

（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「支部審査会事前申込」による受付のみです。当日の

　　みの申込は一切受け付け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ものは受審できません。

　　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。

＜申込受付までの手順＞

　　①岐阜県剣道連盟ホームページを開く

　　②メインページ左側「CONTENTS（コンテンツ）欄の「審査会」をクリックする。

　　③「支部審査会事前申込」をクリックする。

　　④アンケートフォームで必要事項を入力して申し込む。

　　⑤「受審者確認票（excel データ）をクリックしてダウンロードし、必要事項を記入

　　して印刷する。印刷した受審者確認票は審査当日に持参し受付で渡してください。

申込期間：１０月２２日（金）から１１月５日（金）まで
　※級位・段位とも地区の制限はありません。

　※令和３年度の会員登録を済ませていること。

（２）来場する前に
　　①受審者は別紙の受審者確認票に必要事項を記入して持参してください。受審者確認

　　　票がない場合は入場できません。

　　②受審者は面マスク及び家庭用マスク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。女性更衣室は体育館隣の蘇原ふれあいセン

　　　ターをご利用ください。）        

（３）来場したら
　　①必ずマスクを着用してください。        

　　②駐車場は蘇原第一小学校のグラウンドを使用し、駐車の際は係員の指示に従って

　　　ください。※蘇原ふれあいセンターの駐車場は使用しないでください。

　　③体育館両脇の待機場所では密にならないよう間隔をとり、受付が始まるまでお待ち

　　　ください。※密集を防ぐためにもシート等での場所取りは禁止します。

（４）受付手順
　　①受付は体育館内（南北）２か所で行います。※見取り図参照 

　　②必ずマスクを着用してください。 

　　③受付前に手指のアルコール消毒を行い、係員の検温を受けてください。

　　④係員が放送で呼び出しを行いますので、呼ばれた段級位から順に剣道手帳、受審料

　　　登録料、受審者確認表を持って出入り口より入場し、受付の手続きを行ってくださ

　　　い。受審料等はおつりがないように準備してきてください。※別表参照

　　⑤保護者、見学者、付き添い等は審査会場内に入場することができません。指定の待機

　　　場所または車内等でお待ちください。ただし、小学 4 年生以下のお子様には保護

　　　者１名の入場を認めます。 

　　⑥受付手続きのときに受験番号シールをお渡しします。受け取ったら垂の両脇に貼っ

　　　てください。        

　　⑦受付が終了次第、けが防止のため各自準備運動を行ってください。 

（５）審査中及び審査後
　　①実技審査は面マスク及びシールドを必ず着用してください。級位の「木刀による

　　　剣道基本稽古法」、段位の形審査、学科審査、待機時は家庭用マスクもしくは面 

　　　マスクを必ず着用してください。 

　　②係の指示に従って順番に受審してください。

　　③審査を受けたら速やかに待機場所へ荷物を持って移動してください。 

　　④合格発表があったら確認の上、番号順に整列してください。合格者には証書・手帳 

　　　をお渡しします。不合格者には手帳・登録料を返却します。 

　　⑤認定の受験者は発表後番号順に受付にて登録の手続きをした後、証書をお渡しします。 

　　⑥すべての手続きが済み次第、忘れ物、事故等に気をつけてお帰りください。

４．諸経費別紙参照

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行えませんのでご了承ください。

　（２）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。

　　　　福田　環（事務局長） TEL 090-7028-2259  

　　　　杉本　真一（審査担当） TEL 090-9175-3771  

　（３）女性の更衣室は、隣接の蘇原ふれあいセンター１階の休養室及び会議室をご利用ください。 

　（４）駐車場は、蘇原第一小学校グランドをご利用ください。 

 ※蘇原ふれあいセンター駐車場には絶対駐車しないでください。 

　※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には審査会

　　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。

　※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。また、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 http://gikenren.web.fc2.com/sinsayouryo.html を参照して 

　　ください。



８級

７級

６級

５級

４級

３級

２級

１級

７級

６級

５級

４級

３級

２級

１級

初段

二段

三段

¥2,600

¥900 ¥2,100 ¥3,000

¥1,200 ¥2,500 ¥3,700

¥1,200 ¥2,700

審査料

岐阜県剣道連盟段級位審査料および登録料

審査料 登録料 合計

認
定
級

¥800 ¥1,200 ¥2,000

¥800 ¥1,200 ¥2,000

¥800 ¥1,200 ¥2,000

¥3,900

¥900 ¥1,700

¥1,300

¥900 ¥1,300 ¥2,200

¥1,200 ¥1,600

¥3,300 ¥4,600

¥2,800

¥800 ¥1,200 ¥2,000

¥800 ¥1,200 ¥2,000

¥900 ¥1,300 ¥2,200

登録料 合計

審査料 登録料 合計

¥1,200 ¥1,700 ¥2,900

¥1,300 ¥2,100 ¥3,400

段
位

¥3,500 ¥6,000 ¥9,500

¥5,500 ¥10,500 ¥16,000

¥4,500 ¥7,500 ¥12,000

級
位



団体名

利用施設

利用日時

利用時間

学年

※地区の制限はございません。

付き添い
齢年別性ながりふ

男

女

電話番号

①平熱を超える発熱

②咳（せき）、のどの痛みなどの風邪の症状

③だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難）

④味覚や嗅覚の異常

⑤体が重く感じる、疲れやすい等

⑥新型コロナウイルス感染症とされた者との濃厚接触

⑦同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる　

⑧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

　 渡航または該当在住者との濃厚接触

当日の体温

住所

氏　名

※級位は午前中で終了予定です。（９：００～１２：００）

　　　　　　　　　　時　　　　　　　　　　分　　～　　　　　　　　　　時　　　　　　　　　　分

位級審受部支属所 名氏者審受

審査会当日受付にご提出ください。

※ご提出の方は建物内へ入場することができますが、提出されない方は入場することができません。

各務原市立蘇原第一小学校　体育館

※４年生未満の受審者の付き添いに限ります。
※４年生以上であっても特別な事情により付添い
　 が必要な受審者は事前にスタッフにお申し出
 　ください。
※受審者１名につき付き添い１名

付添い者の利用前２週間の状況（該当する番号を下記より選択）※複数可

※緊急連絡先

受審者付き添い確認書

岐阜県剣道連盟各務原支部審査会

令和　３年　11月　２１日（日）


