
青森県剣連第 52号 

令和元年 6月 3日 

支部長・団体の長   様 

 

                        青森県剣道連盟 

会長 増田知幸 

（印略） 

 

剣道六・七段（北海道・長野・福岡・沖縄）審査会の案内について 

 

 標記の件につきましては、全剣連から別添要項により開催する通知がありました。 

 つきましては、管下の受審資格を有する希望者に、下記により通知して下さるようお

願い致します。 

記 

１ 申込用紙  所定の用紙に必要事項を記入し、支部・団体を経由して提出願います。 

２ 県内締切  令和元年 7月 1日（月）厳守 

３ 申込先   〒０３０－０８６２ 青森市古川３－１７－４ 藤田幹彦 

４ 受審料   所定の申込用紙に記載されている金額で、申込先に現金書留かまたは

下記銀行口座にお振込み願います。  

５ 振込先      

「青森銀行県庁支店（普通）３０２３０５８ 

          青森県剣道連盟 事務局長 藤田幹彦」あて。 

          （振込依頼書をもって領収証に代えます。） 

６ その他  

(1) 県剣道連盟のホームページで、個人全剣連番号のみで受理した旨のお知らせをし

ます。（県剣道連盟で定めている公認審判員の有資格者、所定の講習を年 1 回受

けている者及び各支部に所属している会員でなければ受審出来ません。） 

(2) 申込書に記載されている個人情報は、全日本剣道連盟および本県剣道連盟が実施

する運営の必要上の理由から必要最小限度利用することがあります。 

                

 

 

 

 問合せ：事務局長 藤田幹彦 

℡０１７－７７６－５２２３（ＦAX） 

０８０－１８３１－７２００ 



　　　　　　　　支部長　　　印

教士 教士

錬士 錬士

電話

六段 七段 八段 錬士 教士
受審料 　申込みと同時に納入する。(現金・振込）

13,000円 13,000円 14,000円 13,000円 15,000円

備考

1 楷書で記入し、選択する項目については○印をすること。

2 氏名のフリガナはカタカナで記入すること。

3 年齢は審査日の当日を基準とすること。

4 各支部においてはこの用紙をコピーして条件を満たしている受審者に配付願います。

　　年   　月　　日剣道
居合・杖道

〒
電話

ＦＡＸ 可　・　不可

受審場所  六段受審日
該当しない時は斜線

 

職業
　警察官・自衛官・教員・刑務官・

　会社員・公務員・自営業・団体職員・
農林水産業・その他・無職・主婦

勤務先

男・女氏名

　　年　　月　　日生
（旧姓） （　　　　　　）

 昭 ・ 平 

　　　　　　歳

性別

　　　　　　　　　　　令和   年　　　月　　　日提出

青森県剣道連盟会長様

　　　　　下記の通り相違ないので受審を推薦します。　

　剣道・居合い・杖道段位・称号審査受審申込書（中央・地方審査用）

※　該当受審項目に○印

全剣連番号

※　必ず記載すること

生年月日 （審査日当日）年齢

現住所

現在登録支部名
証書送付先

剣道公認審判資格
講習会受講年月

2019年　　月　青森・弘前・七戸

平成30年　　月　青森・弘前・七戸

該当項目に○印 　　 年　 　月　　日

現在段位合格時の登録県剣連

※青森県以外で取得した場合記入。

受審段位・称号 現在段位・称号取得年月日

段 段

受審場所  七段受審希望日
該当しない時は斜線

 

受審場所 八段受審希望日
該当しない時は斜線

 



剣道六段および七段審査会 (北海道)要項

全 日本 剣 道 連 盟

1.期  日

(1)六段審査会

① 令和元年8月 11日 (日 )

② 受付開始・終了および審査開始時刻

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)

(2)七段審査会

① 令和元年 8月 11日 (日 )

② 受付開始・終了および審査開始時刻

受付時間 午前11時30分～12時 (正午)まで

審査開始 六段実技審査終了後

※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ください。

2.会  場

北海道総合体育センター (北海きたえ一る)

(札幌市豊平区豊平 5条 11-1-1)電話 011-820-1703
※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・細則ならびに剣道称号・段位審査実施

要領による。

5.審査科目

六段・七段とも、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)六  段

平成26年 8月 31日 以前に五段を取得した者。

(2)七  段

平成25年 8月 31日 以前に六段を取得した者。

7.年齢基準

審査 日の当日 (令和元年 8月 11日 )とする。

8.申 込 み

(1)申込方法 受審を希望する者は、登録連盟を通じて申込むこと。

各都道府県剣道連盟会長は、申込者を一括 して本連盟会長宛に送付する

こと。なお、個人直接の申込みは受理しない。

(2)申込締切 令和元年 7月 19日 (金)

(3)申 込 先 〒1020074 東京都千代田区九段南 2-3-14
靖国九段南ビル 2階 全日本剣道連盟

電話i03-3234-6271  FAX 03-3234-6007



剣道六・七段審査会 (北海道)ご案内

令不日元年 8月 11日 (日 )

【会場名】

【所在地】

【電 話】

北海道立総合体育センター (北海きたえ―る)

T062-0905

北海道札幌市豊平区豊平 5条 11丁 目 1-1

011-820-1703

北海道立総合体育センター案内図

つ醸春

鶴彎
鸞亀亀

盤ホ威す彗輌

壼   学園赫

|

:書墓驚  
豊平J疑固

馳下錢

鞘難蜃霊彎
購道尋辱号鹸

豊等111

地下鍛

粛鍵諄

【交通窯庭】

電車 ● 本L幌市営地下鉄 東豊線 「豊平公園駅」下車 改札口直結

バス ● JR「本L幌駅」から北海道中央バス (白 石 口清田・西岡・平岡方面行き)で

約 15分  「豊平 3条 12丁 目」下車 徒歩 5分



剣道七段および六段審査会 (長野)要項

全 日本 剣 道 連 盟

1.期  日

(1)七段審査会

① 令和元年 8月 17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

(2)六段審査会

① 令和元年 8月 18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。必ず時間を厳守してください。

2.会  場

長野市真島総合スポーツアリーナ (ホ ワイ トリング)

(長野市真島町真島2268-1)電話 026-283-7977
※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・細則ならびに剣道称号・段位審査実施

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 8月 31日 以前に六段を取得 した者。

(2)六  段

平成26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 (七段は令和元年 8月 17日 、六段は令和元年 8月 18日 )とする。



【会場名】
【所在地】

【電 話】

剣道七・六段審査会 (長野)ご案内
令和元年 8月 17日 (土)七段

令和元年 8月 18日 (日 )六段

長野市真島総合スポーツアリーナ「ホワイ トリング」
〒381-2204

長野県長野市真島町真島 2268-1

026-283-7977

案 内 図

●オリンInJクスタジ7A

【交 通】

口『」R長野駅』東口より車で約 20分。



剣道七段および六段審査会 (福岡)要項

全 日本 剣 道 連 盟

1.期  日

(1)七段審査会

① 令和元年 8月 24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

(2)六段審査会

① 令和元年 8月 25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。必ず時間を厳守してください。

2.会  場

福岡市民体育館

(福岡市博多区東公園8-2)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 剣道称号 。段級位審査規則・細則ならびに剣道称号・段位審査実施

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 8月 31日 以前に六段を取得 した者。

(2)六  段

平成26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 (七段は令和元年 8月 24日 、六段は令和元年 8月 25日 )とする。



剣道七・六段審査会 ご案内

令和元年 8月

令和元年 8月

福岡市民体育館

〒812-0045

福岡県福岡市博多区東公園 8-2

092-641-9135

日

日

４

５

２

２

(福 岡 )

(土)七段

(日 )六段

【会場名】
【所在地】

【電 話】

案 内 図

【交通素肉達

電車 ●市営地下鉄 箱崎線「千代県庁口」駅 ⑥番出口から徒歩 1分。

●」R九州「吉塚」駅から徒歩 10分。

バス ●西鉄バス「千代町」バス停から徒歩 4分。



剣 道 六段 審査 会 (7中 縄 )要項

全 日本 剣 道 連 盟

1.期  日

(1)令和元年 8月 18日 (日 )

(2)受付開始 。終了および審査開始時刻

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)

※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ください。

2.会  場

那覇市民体育館

(那覇市字識名1227) 電話 098-853-6979
※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・細則ならびに剣道称号・段位審査

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 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 (令和元年 8月 18日 )とする。

8.申 込 み

(1)申込方法 受審を希望する者は、登録連盟を通じて申込むこと。

各都道府県剣道連盟会長は、申込者を一括して本連盟会長宛

に送付すること。なお、個人直接の申込みは受理しない。

(2)申込締切 令和元年 7月 19日 (金 )

(3)申 込 先 〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-3-14
靖国九段南ビル 2階      t
全 日本剣道連盟

電話 03-3234-6271  FAX 03-3234-6007
(4)申 込 書

ア 所定の用紙による。

イ 五段位の取得年月日、生年月日は正確に記入すること。

(記載のない場合または虚偽の場合は受審を認めない。)

ウ 申込書には審査開催地 (7中縄県)を 明確に記入すること。

※各都道府県剣道連盟は受審申込者に受付時間を周知徹底 してください。



【会場名】
【所在地】

【電 話】

剣道六段審査会 (沖縄)ご案内
令禾口元年 8月 18日 (日 )

那覇市民体育館

可=902-0078

沖縄県那覇市字識名 1227

098-853-6979

魔・` 、ヽ.

ず
概
●

・穆
ｉ

那覇市民体育館案内図

【交通案内】

O那覇市民体育館前バス停利用 ※徒歩約 2分


