
心身統一合氣道会　心身統一合氣道 審査基準 2022年4月1日より適用

級 受験の条件

1. 後方転倒（坐って・立って） 1. 腕回し技 1. 片手交差取り呼吸投げ

2. 腕振り技 2. 片手取り転換呼吸投げ

3. 腕振り跳躍技   1.～2.を「基本」で行う。

4. 左右技

2. 心身統一合氣道の五原則 暗唱

3. 前方回転 5. 一教技 3. 肩取り一教 (入身･転換)

6. 前後技 4. 胸突き小手下ろし

7. 八方技 5. 横面打ち四方投げ (入身･転換)

8. 前進後進技 6. 正面打ち呼吸投げ

4. 誦句集「座右の銘」暗唱   3.～6.を「基本」で行う。

9. 舟こぎ技 7. 肩取り二教 (入身･転換)

10. 二教技 8. 肩取り三教 (入身･転換)

11. 三教技 9. 肩取り四教 (入身･転換)

12. 小手下ろし技 10. 横面打ち呼吸投げ (前方投げ)

11. 両手取り呼吸投げ (前方投げ)

  7.～11.を「基本」で行う。

13. 下方手首交差技 12. 後ろ手首取り呼吸投げ (前方投げ)

14. 上方手首交差技 13. 後ろ手首取り首締め三教投げ

15. 後ろ取り技 14. 両手取り呼吸投げ(天地投げ)(入身･転換)

16. 後ろ手首取り前進技 15. 後ろ取り呼吸投げ

17. 後ろ手首取り後進技 16. 片手取り両手持ち呼吸投げ (円運動)

12.～16.を「基本」で行う。

  1.～16.を「通常」で行う。

17. 坐技半立ち正面打ち呼吸投げ

18. 坐技半立ち胸突き小手下ろし (固める)

19. 坐技半立ち横面打ち呼吸投げ (前方投げ)

20. 胸突き呼吸投げ (前方投げ)

21. 胸突き呼吸投げ (素通り)

22. 胸突き呼吸投げ (回転投げ)

23. 片手取り両手持ち小手下ろし

24. 片手取り両手持ち呼吸投げ (８の字)

25. 横面打ち小手下ろし (円運動)

26. 横面打ち呼吸投げ (８の字)

27. 正面打ち小手下ろし 

28. 正面打ち一教 (入身･転換)

29. 後ろ手首取り小手下ろし

30. 後ろ手首取り一教

17.～30.を「通常」で行う。

５級
準5級取得後、

審査員が判断

４級
準4級取得後、

審査員が判断

３級
準3級取得後、

審査員が判断

準1級取得後、

審査員が判断

準１級

2級取得後、

60時間以上稽古

心身統一道 上級

取得のこと

２級
準2級取得後、

審査員が判断

1.～17. を行う。

※昇級審査の受験では「投げ」「受け」の両方を行うことを原則とします。

　ただし、年齢的・身体的事情などがある場合は、審査員の判断で「投げ」のみで受験することができます。

準４級
5級取得後、

30時間以上稽古

  1.～2.を「通常」で行う。

＊「前方回転」は、年齢的・

身体的な事情により、受身を取

らない方は除く。

独り技 組み技確認事項

12.～16.を「通常」で行う。

  7.～11.を「通常」で行う。

準５級

入会後、30時間

以上稽古

心身統一道 初級

取得のこと

＊「後方転倒（立って）」は、

年齢的・身体的な事情により、

受身を取らない方は除く。

  3.～6.を「通常」で行う。

準３級

4級取得後、

40時間以上稽古

心身統一道 中級

取得のこと

準２級
3級取得後、

40時間以上稽古

１級



心身統一合氣道会　心身統一合氣道 審査基準 2022年10月1日より適用

段 受験の条件 続き技

筆記試験 1. 横面打ち　(5種)

1. 「心身統一の四大原則」 2. 片手取り　(5種)

2. 「心身統一合氣道の五原則」 3. 後ろ手首取り(5種)

4. 短刀取り　(5種)

5. 剣技第一

6. 杖技第一

7. ３人掛け

筆記試験 1. 横面打ち　(5種) 第1～9体技の中から１つを行う。

1. 「心身統一の四大原則」 2. 片手取り　(5種) （第5体技を除く。審査前日に指定）

2. 「心身統一合氣道の五原則」 3. 後ろ手首取り(5種)

4. 胸突き　　(5種)

5. 正面打ち　(5種)

6. 短刀取り　(5種)

7. 木剣取り　(5種)

8. 剣技第一・第二

9. 杖技第一・第二

10. ４人掛け

筆記試験 1. 横面打ち　(5種) 第10～19体技の中から１つを行う。

1. 「心身統一の四大原則」 2. 片手取り　(5種) （第15体技を除く。審査前日に指定）

2. 「心身統一合氣道の五原則」 3. 後ろ手首取り(5種)

4. 胸突き　　(5種)

5. 正面打ち　(5種)

6. 短刀取り　(5種)

7. 木剣取り　(5種)

8. 剣技第一・第二

9. 杖技第一・第二

10. 5人掛け

論文審査（事前に提出のこと) 1. 第21～24体技の中から１つを行う。

（審査前日に指定）

2. 剣技第一・第二

3. 杖技第一・第二

※多人数掛けは、60歳以上の方は免除可能です。

準5級～準2級の独り技を、

自ら号令をかけて行う。

※審査員がそれぞれの項目

　で氣のテストを行う。

参段

弐段取得後、

320時間以上

かつ2年以上稽古

心身統一道 初伝

取得のこと

弐段

初段取得後、

160時間以上

かつ1年以上稽古

確認事項 独り技・組み技

※昇段審査の受験では「投げ」のみ行います。

初段
1級取得後、

80時間以上稽古

四段

参段取得後、

480時間以上

かつ3年以上稽古

心身統一道 中伝

取得のこと


