
主　　催 公益財団法人全日本弓道連盟

主　　管 ニュージーランド弓道連盟

協　　力 国際弓道連盟

期　　日 2017年4月9日（日）

会　　場

Netball North Harbor-Onewa Arena

44 Northcote Road, Takapuna, Auckland, 0627 New Zealand

　 http://www.netballnorthharbour.co.nz/onewaarenahire.php

審査日程 開始時間

審査種別

受審資格 第６回アジア・オセアニアセミナー受講者で下記の条件を満たしている者。

審査日

審査方法 公益財団法人全日本弓道連盟審査規程。

※五段の部、六段の部、錬士の部は、男子は｢肌脱ぎ｣、女子は｢襷さばき｣を行う。

受審申込 （1）方  法 ： 所定の用紙により、審査料を添えて所属国または所属地連へ申請すること。

（2）申込先 ：（公財）全日本弓道連盟

　　　　　　　　　　「アジアオセアニアセミナー【ニュージーランド】特別臨時中央審査係」宛

　　　〒150-8050　東京都 渋谷区 神南１丁目１番地１号　岸記念体育会館内507号

                  TEL：03-3481-2387　　FAX：03-3481-2398

（3）締切日 ： 2017年2月10日（金）―締切厳守―

注意事項 （1）申込書の申請には、締切日に十分留意。

（2）申込書に虚偽の記載があった場合は、審査の結果が無効となることもある。

（3）受審者は、開始時刻までに会場へ集合し受付を済ませること。

（4）五段・六段、錬士の各受審者は、全員和服を着用すること。

（5）審査に遅刻したり呼び出しに応じない際は、棄権したものとみなす。

（6）立射での受審を申請する際は、審査申込書に立射で受審したい旨を朱書きして、所属国・所属地連会長の

　　 認証を受けて申し込むこと。

そ の 他 審査申込書に記載される個人情報の利用目的について

審査申込書の提出により、以後の関係資料について下記取扱いの旨、承諾を得たものとする。

（1）審査名簿ほか関係資料への記載（氏名、所属国・所属地連、年齢、既得の称号及び授与年月、

　　 既得の段位及び認許年月、その他特記事項）

（2）立順表への記載（氏名、所属国・所属地連）

（3）審査結果報告および本連盟刊行物(機関誌など)への記載(氏名、所属国・所属地連既得の称号または段位)

第６回アジア・オセアニア弓道セミナー

初段

種　　　別

【ニュージーランド】特別臨時中央審査

月　　日

　 　立射での受審については、所属国・所属地連会長の承認を得ていれば、診断書等の写しの添付は不要。

弐段～五段 本連盟の初段･弐段･参段・四段の認許年月日が、平成28年11月9日まで

4月9日（日） 9:00

ネットボール・ノースハーバー　オーニワアリーナ

種別

初段・弐段・参段・四段・五段・六段、錬士

4月9日

六段・錬士 本連盟の五段認許年月日が、平成28年度名古屋特別臨時中央審査合格者まで

受　　審　　資　　格

条件なし

対象

アジアオセアニア　セ
ミナー受講者

http://www.netballnorthharbour.co.nz/onewaarenahire.php


Sponsor: All Nippon Kyudo Federation

Supervisor: New Zealand Kyudo Federation

Date: Sunday, April 9,  2017

Venue: Netball North Harbor-Onewa Arena

44 Northcote Road, Takapuna, Auckland, 0627 New Zealand

http://www.netballnorthharbour.co.nz/onewaarenahire.php
　

Shinsa Opening

Schedule &

Categories:
9:00

Examination Participants of the 6th Asia-Oceania Seminar who satisfy the requirements below:

Requirements: Dates

Shinsa Method: In accordance with the ANKF Shinsa Regulations

Note: For Godan, Rokudan, and Renshi categories, men will perform "Hadanugi" and women "Tasuki-Sabaki".

Application: 1) Process: The prescribed application form, together with the Shinsa examination fee shall be sent to the 

affliated National Federation / Association.

2) Address: All Nippon Kyudo Federation

  Asia Oceania Kyudo Seminar / Special Chuo Shinsa (Nagoya)

 Kishi Memorial Hall, Room 507, 1-1-1 Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo 150-8050, Japan

                  TEL：+81-3-3481-2387　　FAX：+81-3-3481-2398

3) Deadline: Friday, February 10, 2017 (The deadline will be strictly enforced.)

Notes: 1) Special attention should be paid to the deadline for application.

2) If false information is provided on the application form, the result of the exam may be invalidated.

3) Applicants shall arrive at the venue and conclude the registration requirements before the opening ceremony.

4) Applicants taking Godan, Rokudan and Renshi Shinsa shall wear Wafuku.

5) Every applicant who is late for the exam or who does not respond to calls will be deemed to have withdrawn.

6) Requests for taking the exam in Rissha should be written in red ink on the applicant's remarks column, in the bottom

    right corner of the application form, and receive the agreement of the applicant's affiliated federation President.

    Applicants will not be required to attach a medical certificate if they have received the agreement of the President

    of their affiliated federation.

Other Remarks: Regarding the use of personal information provided on the Shinsa Application Form

By submitting the application form, the applicant agrees to the following uses of the information provided.

2) The printing of the applicant's name and affiliation on the Tachi order list.

3) The publication of personal information (name,affiliation, Shogo/Dan) in a report of the Shinsa results and

    periodicals such as the ANKF monthly Kyudo Magazine.

Special Provisional Chuo Shinsa (New Zealand)

Participants of the 6th

Asia-Oceania Seminar

No requirements

April 9

1) The printing of personal information (name, affiliation, age, Shogo and the date acquired, Dan and the date 

    acquired, etc.) in the Shinsa participants list and other related documents.

CategoriesEligibility

Shodan, Nidan, Sandan, Yondan, Godan, Rokudan, Renshi

The 6th Asia-Oceania Kyudo Seminar

Date

Rokudan / Renshi

Categories

Shodan

Nidan ~ Godan Shodan, Nidan, Sandan, Yondan certification by the ANKF by Nov. 9, 2016

Godan certification by the ANKF by 2016 Special Provisional Chuo Shinsa (Nagoya)

April 9 (Sun.)

Examination Requirements 

http://www.netballnorthharbour.co.nz/onewaarenahire.php

