
令和２年９月４日 

剣道 三段以下審査会の開催について 

                                                                        

１．開催日時   令和２年 １０月１８日（日）    

               開場：午前９時  

開始：午前１０時 

２． 開催場所   板橋区立小豆沢体育館  

               審査会場：アリーナ 

３． 審査科目   初・二・三段ともに下記による。  

(1)  実 技 ※「面マスクとマウスシールド」を必ず着用して下さい。 

(2)  日本剣道形（実技審査合格者のみ） ※「面マスク等」を必ず着用して下さい。 

    初段 ：太刀の形 一本目から三本目まで    

                    二段 ：太刀の形 一本目から五本目まで    

                    三段 ：太刀の形 七本 

(3)  学 科   

① 学科試験問題 

初  段 

1．切返しの動作を説明しなさい。 

2．日本剣道形１本目を説明しなさい。 

             3．剣道を始めた動機について記述しなさい。 

         二  段 

             1．次の正しい打突のしかたを説明しなさい。 面・小手・胴・突 

2．よい試合（立派な試合）というのは、どういうことを意味するのか。 

                    3. 剣道で養われると思われる身体的な面について説明しなさい。 

 三  段 

1．次の応じ技について説明せよ。 

            (イ)すりあげ技   （ロ） 返し技  （ハ）抜き技  （二） 打落し技 

              2．次の試合規則を説明しなさい。 

            (イ）有効打突     （ロ）禁止行為 

              3．一眼二足三胆四力について説明しなさい。 

② 解答方法 

1．指定：学科試験解答用紙を使用して下さい。（原稿用紙等は不可） 

2．すべて設問の解答を合わせて３枚以上５枚内にまとめて記述してください。 

     3．日本語または英語の横書きで解答して下さい。なお、コピーおよびワープロ 

      等による解答の提出は禁止します。 

     4．解答は予め作成の上、当日、受審番号を記入して受付時に提出して下さい。 
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1. 切返しの動作を説明しなさい。 

➡解答記入 



４．審査資格 (1)令和２年度 板橋区剣道連盟に登録手続を終了した会員 

                 ＊板橋区内の中学校・高校・大学の在学者 

(2)経過年数・年令を取得した者（年齢基準：審査当日） 

区分 経過年数資格 年令 

初段 一級取得後 ３ヶ月以上経過した者 満１３歳以上 

二段 初段取得後 １ヶ年以上経過した者  

三段 二段取得後 ２ヶ年以上経過した者  

     (3)日本剣道形・学科再受審者 

５．申込方法 (1)審査申込申請書申請書にすべての項目を必ず記入して下さい。   

① 氏名（楷書で正しく）前段位取得年月日・場所は正確に記入して下さい。 

                ② 職業欄の中・高・大学生は、学校名・学年を記入して下さい。  

③ 日本剣道形・学科再受審者は、再受審証明書を添付して下さい。 

(2)下記 １）、２）のどちらかの方法で申込申請手続をして下さい。 

1）ＦＡＸ： 審査申込申請書を事務局にファックス送信し審査料を連盟指定 

口座に振込をして下さい。ＦＡＸ：０３－３９６２－９８１４ 

指定口座 三井住友銀行 志村支店  板橋区剣道連盟 代表 平松忠男 

店番号 ７９７  （普通）口座番号 ７０２３０７０  

2）郵 送： 審査申込申請書に審査料を添え、現金書留にて郵送して下さい。 

〒174-0053 板橋区清水町 ２１－３ 平松方 板橋区剣道連盟 事務局宛 

(3)申込期日   令和２年 ９月２２日（祝）必着とします。 

６．審査・登録料（消費税を含む） 

区分 審査料 審査手数料 登録料 登録手数料  連盟会費登録料（年） 

初段 3,000円 500円 5,500円 500円 中学生：全員対象 1,000円 

二段 4,100円 500円 7,000円 500円 ※1高校生 1,000円 

三段 5,700円 500円 10,000円 500円 ※2大学・一般 10,000円 

適用 再受審審査料 2,500円 合格時納入（審査当日） 
※1：都高体連剣道部未登録者  

※2：未登録者（入会金込）  

７．個人情報に 申込者に記載される個人情報は、審査会および登録手続きに利用するもので、他の目 

ついて   的に使用することはありません。 

８．その他   (1) 日本剣道形・学科審査不合格者は令和 3年 4月までの間に 1回限り再受審が認め 

られます。 

 (2) 駐車場に限りがありますので公共の交通機関を利用して下さい。  

＜コロナウイルス感染症対応 審査受審資格 特例措置について＞ 

今回は「コロナウイルス感染症」感染防止による５月１７日開催が延期となった審査の代替審査です。

今回の合格者は、特例措置で合格日が５月１７日になり、来年５月で１年経過となります。 

なお、剣道実技不合格者は、１１月８日開催の後期三段以下審査を受審できます。 

※審査会終了後、申込を受付けます。 

 

「新型コロナウイルス感染症」感染防止策について 

①「板剣連ガイドライン」および「受審に当たって」を遵守して下さい。 

②「健康状態報告書」を記入の上、当日受付に提出して下さい。 

③ 飛沫感染防止対策として、実技以外も「マスク（面マスク可）」を着用して下さい。 

④ 受審者以外の体育館（審査会場）の入場は出来ません。（見学不可） 

保護者や引率者は、管理棟 1階ロビー等でお待ちください 。 

 以上 



       令和２年 ９月４日 

剣道 一級審査会の開催について 

                                                                                                                                                                         

１．開催日時   令和２年 １０月１８日（日）  

               開場：午前９時  

開始：午前１０時 

２．開催場所   板橋区立小豆沢体育館  

               審査会場：アリーナ 

３．審査内容   (1)剣道実技（切り返し・実技） ※「面マスクとマウスシールド」を必ず着用して下さい。 

(2)木刀による剣道基本技稽古法実技 ※「面マスク等」を必ず着用して下さい。 

＊ 基 本 １か ら 基本９ ま で  

４．審査資格   小学６年生以上 

５．審査費用   審査料２，６００円  審査手数料１００円（消費税を含む） 

６．申込方法 (1)審査申込申請書申請書にすべての項目を必ず記入して下さい。 （氏名は楷書で正しく）  

(2)下記 １）、２）のどちらかの方法で申込申請手続をして下さい。 

1）ＦＡＸ： 審査申込申請書を事務局にファックス送信し審査料を連盟指定 

口座に振込をして下さい。ＦＡＸ：０３－３９６２－９８１４ 

指定口座 三井住友銀行 志村支店  板橋区剣道連盟 代表 平松忠男 

店番号 ７９７  （普通）口座番号 ７０２３０７０  

2）郵 送： 審査申込申請書に審査料を添え、現金書留にて郵送して下さい。 

〒174-0053 板橋区清水町 ２１－３ 平松方 板橋区剣道連盟 事務局宛 

(3)申込期日   令和２年 ９月２２日（祝）必着とします。 

７．個人情報に 申込者に記載される個人情報は、審査会および登録手続きに利用するもので、他の目 

ついて   的に使用することはありません。 

８．その他   (1) 駐車場に限りがありますので公共の交通機関を利用して下さい。  

 

＜コロナウイルス感染症対応 審査受審資格 特例措置について＞ 

今回は「コロナウイルス感染症」感染防止による６月２８日開催が延期となった一級審査の代替審査

です。今回の合格者（１１月に満 13 歳以上の者）は、特例措置で、１１月８日に開催される初段審

査が受審できます。※受審希望者：審査会終了後に費用を添えて申込をして下さい。 

費用:①審査料 3,000円 手数料 500円  

②連盟会員登録料 一般（大学生以上）：10,000円（入会金 5,000円含む） 

                   高校生：高体連剣道部未加入者は 1,000円 中学生（全員対象）：1,000円 

 

「新型コロナウイルス感染症」感染防止策について 

①「板剣連ガイドライン」および「受審に当たって」（別添）を遵守して下さい。 

②「健康状態報告書」提出（別添）して下さい。 

③ 飛沫感染防止対策として、実技以外も「マスク（面マスク可）」を着用して下さい。 

④ 受審者以外の体育館（審査会場）の入場は出来ません。（見学不可） 

保護者や引率者は、管理棟 1階ロビー等でお待ちください 。 

   

 

   以上 

 



「受審に当たって」 

１：会場到着から受付・更衣まで 

屋外に待機➡係員指示により➡観覧席に移動する     

①体育館到着から入館時間までは密にならないよう間隔をあけて待機する。   

   ※感染拡大防止のため、自宅から帰宅迄、武道場内・審査実施中もマスク着用とする。 

 ②靴を靴袋に入れ、観覧席に荷物を置く。 

③アリーナで受付をする。受付時に「健康状態申告書」を提出する。  

※受付が混雑している場合、入口に向け 2ｍ以上間隔を空け並ぶ。    

➃受付終了後、男子は観覧席、女子は更衣室で着替える。荷物は 2席以上間隔を空け荷物を置く。 

  ※受付前又はアリーナに出入りをする場合は、その都度手指消毒を行うこと。   

⑤着替え終了後、竹刀、木刀、剣道具一式、タオル、水筒を持って、アリーナへ移動する。 

２：更衣完了から審査会場に移動   

①荷物を置いたら手指の消毒をする。      

②消毒後 所定の位置で待機する。       

※審査が始まるまでにトイレ、水分補給は済ませる。   

３：実技合格発表 

① 実技終了後、所定の位置で合格発表を待つ。 

② 合格発表後、合格者は係員の指示に従い整列する。 

４：日本剣道形合格発表から帰宅まで 

 ①日本剣道形審査終了後、所定の位置で合格発表をする待つ。 

② 合格者はアリーナの所定の位置で登録料の支払いをする。 

③ 一級合格者で 11月に初段を受審する者は、初段審査の申込みをする。 

④ 着替えたら帰宅する。 


