
【大会種別】

JBBF主催大会

選手権大会

オープン大会 　出場するには加盟クラブ又は個人登録又はオープン登録とアンチドーピング講習受講が必須

地域OPEN大会 　出場する為の選手登録は必要ありません

開催日 都道府県 会場名

29日 京都府 京都パルスプラザ

石川県金沢市 石川県女性センター

群馬県 40男子ボディビル選手権大会

島根県 27男子ボディビル・鳥取県 35男子ボディビル・岡山県 51男子ボディビル選手権大会

16日 兵庫県
アクリエひめじ

中ホール

17日 兵庫県
アクリエひめじ

中ホール

大阪府

10日

大阪 35クラス別男子ボディビル・28マスターズ男子ボディビル選手権大会

大阪 19ジュニア男子ボディビル・5アンダー30男子ボディビル選手権大会

京都府 2フィットモデル・2ボディフィットネス・2クラシックフィジークオープン大会

4ビキニフィットネス・5メンズフィジークオープン大会

６月

金沢市 2ビキニフィットネス・2メンズフィジークオープン大会

金沢市 2ビギナーメンズフィジーク・2ビギナービキニフィットネス オープン大会

金沢市 1ボディビル・1クラシックフィジーク・1フィットモデル オープン大会

12日 兵庫県 ハーバーホール

兵庫県 35クラス別男子ボディビル・マスターズ男子ボディビル選手権大会

ジュニア男子ボディビル選手権大会

兵庫県 ２ジュニア男子ボディビル・2ビギナーズ女子フィジークオープン大会

兵庫県 2クラシックフィジーク・1高校生男子ボディビルオープン大会

9日 福井県 鯖江市文化センター
北陸甲信越 5ビキニフィットネス・5メンズフィジーク・2ボディフィットネス選手権大会

北陸甲信越 1フィットモデル選手権大会

岡山県 灘崎文化センター 中国 1ビキニフィットネス・メンズフィジーク・マスターズボディビル選手権大会

中国 1男子ボディビル選手権大会

兵庫県 5ビキニフィットネス・4ボディフィットネスオープン大会

兵庫県 2フィットモデル・ 1ミスフィットネスオープン大会

エル大阪

2022年度　各都道府県連盟大会　JBBF主催大会　日程表
2022年04月12日　現在

　出場するには加盟クラブ又は個人登録とアンチドーピング講習受講・出場権が必須

大　会　名

５月

東京ノービス 1クラシックフィジーク・マスターズ男子ボディビル選手権大会

東京ノービス 30女子フィジーク・30クラス別男子ボディビル選手権大会

７月

3日 群馬県 前橋市民文化会館 群馬県 6男子ボディビル・6メンズフィジーク・4ビキニフィットネス オープン大会

群馬県 2クラシックフィジーク・2フィットモデル オープン大会

横浜 メンズフィジーク・マスターズメンズフィジークオープン大会2022

横浜 新人メンズフィジーク・クラシックフィジーク・ボディフィットネスオープン大会2022

横浜 ビキニフィットネス・スタートフィットネスオープン大会2022

神奈川県民ホール神奈川県横浜2日

東京ノービス ミスビギナーオープン大会

東京都1日 北とぴあ

大阪市 9クラシックボディビル・5車椅子ボディビルオープン大会

大阪府 9メンズフィジーク・8メンズフィットネス・9ビキニフィットネスオープン大会
エル大阪大阪府

5日

　出場するには加盟クラブ又は個人登録とアンチドーピング講習受講が必須

兵庫県 5メンズフィジーク・1メンズフィットネスオープン大会

兵庫県マスキュラーフィジークオープン大会



千葉県 1ビキニフィットネス・1メンズフィジークオープン大会

千葉県 1フィットモデルオープン大会

石川県 4女子フィジーク・28男子ボディビル選手権大会

大分県 8ビキニフィットネス・メンズフィジーク・1クラシックフィジークオープン大会

福島県 34男子ボディビル・28女子フィジーク・6マスターズ男子ボディビル選手権大会

福島県 8ビキニフィットネス・8メンズフィジークオープン大会

東北 北海道 49男子ボディビル・24マスターズ男子ボディビル選手権大会

東北 北海道 24女子フィジーク・ボディフィットネス選手権大会

東北 北海道 6ビキニフィットネス・6メンズフィジーク選手権大会

29日 東京都 東京ビッグサイト

奈良県 奈良県産業会館

青森県 52男子ボディビル・秋田県 34男子ボディビル・岩手県 35男子ボディビル選手権大会

長野県 39男子ボディビル・女子フィジーク・21マスターズ男子ボディビル選手権大会

長野県 20新人男子ボディビル・4新人女子フィジーク・5ビキニフィットネス選手権大会

長野県 5メンズフィジーク・2クラシックフィジーク・2フィットモデル選手権大会

高崎福祉保健

センター

南九州 9男子ボディビル・9マスターズボディビル・9女子フィジーク選手権大会

宮崎県 53男子ボディビル選手権大会選手権大会

南九州 9ビキニフィットネス・9メンズフィジークオープン大会

18日

東京都 北とぴあ
東京 マスターズ男子ボディビル・クラス別女子フィジーク選手権大会

東京 36クラス別男子ボディビル選手権大会

いわき芸術文化交流

館アリオス小劇場
福島県

24日

千葉県

石川県 1クラシックフィジーク・1フィットモデル・2ボディフィットネスオープン大会

石川県 6ビキニフィットネス・6メンズフィジークオープン大会

SPORTEC CUPボディフィットネス・ビキニフィットネス・メンズフィジーク選手権大会

SPORTEC CUPマスキュラーフィジーク選手権大会

福岡県

愛知県

長野県 塩尻市レザンホール

30日

宮崎県

７月

福岡県
小倉南生涯学習

センター

埼玉県 38男子ボディビル・18女子フィジーク選手権大会

埼玉県 4ビキニフィットネス・4メンズフィジーク オープン大会

東海 1クラシックフィジーク選手権大会

東日本 23クラス別男子ボディビル・マスターズ男子ボディビル選手権大会

奈良県 2男子ボディビル選手権大会

関西 6メンズフィジーク・4ジュニアメンズフィジーク選手権大会

東海 52男子ボディビル・38女子フィジーク・24マスターズ男子ボディビル選手権大会

岩手県

志木市民会館

パルシティ
埼玉県

小倉南生涯学習

センター

九州・沖縄 7 メンズフィジーク・7マスターズメンズフィジーク選手権大会

九州・沖縄 6ボディフィットネス・4ビキニフィットネス選手権大会

福岡県 2フィットモデルオープン大会

大分県 50男子ボディビル・女子フィジーク選手権大会
はさま未来館大分県

盛岡市都南文化会館 岩手県 1ビキニフィットネス・1メンズフィジーク・1ボディフィットネスオープン大会

岩手県 1クラシックフィジークオープン大会

東日本 ジュニア男子ボディビル・15女子フィジーク・2クラシックフィジーク選手権大会

志木市民会館

パルシティ
埼玉県

岐阜市文化センター岐阜県

福岡県 57男子ボディビル・41女子フィジーク選手権大会

福岡県 34ジュニアボディビル・34マスターズボディビル選手権大会

17日

名古屋市公会堂
愛知県 12チャレンジクラス男子ボディビル選手権大会

愛知県 5ビキニフィットネス・4メンズフィジーク選手権大会

石川県 本多の森ホール

千葉市文化センター

アートホール

31日

岐阜県 41男子ボディビル・37女子フィジーク選手権大会

岐阜県 4ビキニフィットネス・4メンズフィジーク選手権大会



6日 神奈川県 茅ヶ崎市民会館

京都府 京都パルスプラザ

福井県 9男子ボディビル・女子フィジーク選手権大会

静岡県 60男子ボディビル・マスターズ男子ボディビル・女子フィジーク選手権大会

静岡県 新人男子ボディビル・クラシックフィジーク選手権大会

静岡県 ビキニフィットネス・メンズフィジーク選手権大会

宮城県 27マスターズ男子ボディビル・18ジュニア男子ボディビル選手権大会（予定）

愛知県 名古屋市公会堂 東海 6ビキニフィットネス・6メンズフィジーク・6ボディフィットネス選手権大会

富山県 39新人ボディビル・54男子ボディビル選手権大会

富山県 5メンズフィジーク・4ビキニフィットネス・1フィットモデル オープン大会

奈良県 2メンズフィジーク・2ビキニフィットネスオープン大会

14 日本クラシック男子ボディビル選手権大会

三重県 5メンズフィジーク・5ビキニフィットネス・1フィットモデルオープン大会

九州・沖縄 31クラス別男子ボディビル・マスターズ男子ボディビル選手権大会

九州・沖縄 クラス別女子フィジーク選手権大会　熊本県 42男子ボディビル選手権大会

福岡県 ウエルとばた 26 日本クラス別ボディビル選手権大会

北海道 51男子ボディビル・24女子フィジーク選手権大会

大阪府

熊本県

14日

茅ヶ崎市民会館

くまもと森都心プラ

ザホール

名古屋市公会堂
愛知県 48男子ボディビル・42マスターズ男子ボディビル選手権大会

愛知県 10クラシックボディビル・7女子フィジーク選手権大会

三重県
津リージョンプラザ

お城ホール

三重県 52男子ボディビル・37女子フィジーク選手権大会

三重県 2メンズフィジーク・2ビキニフィットネス選手権大会

北海道 道新ホール 北海道 7ボディフィットネス・7ビキニフィットネス・7メンズフィジークオープン大会

北海道 2クラシックフィジーク・2フィットモデルオープン大会

オール関西 ２６ミスフィットネス・18ミスボディフィットネス選手権大会

関西 6ビキニフィットネス・4ジュニアビキニフィットネス・2フィットモデル選手権大会

橿原文化会館

愛知県

神奈川県

愛媛県 56男子ボディビル選手権大会

四国 52男子ボディビル・7女子フィジーク・5ボディビル選手権大会

愛媛県 6ビキニフィットネス・メンズフィジークオープン大会

四国 7ビキニフィットネス・7メンズフィジークオープン大会

愛媛県生涯学習セン

ターホール
愛媛県

東京都 北とぴあ

東京 1フィットモデル・6ビキニフィットネス・8メンズフィジーク選手権大会

東京 19ボディフィットネス・40ジュニア男子ボディビル・40ミスフィジーク選手権大会

東京ミスターボディビル選手権大会

奈良県

オールジャパンジュニアフィットネスチャンピオンシップス2022

太白区文化センター宮城県

８月

京都府 55男子ボディビル選手権大会

関西 1クラシックフィジーク・1ジュニア男子ボディビル・2高校生ボディビル選手権大会

関西 21クラス別男子ボディビル選手権大会

17 全国高校生男子ボディビル選手権大会

34 JOCジュニアカップ 日本ジュニア男子ボディビル選手権大会

関東ビキニフィットネス・メンズフィジーク選手権大会

神奈川県ビキニフィットネス・メンズフィジーク選手権大会

神奈川県男子ボディビル選手権大会

神奈川県男子ボディビルオープン大会

7日

山梨県

21日

11日

富山県 富山県教育文化会館

福井県 福井県県民ホール

福井県 2男子ボディビル・2女子フィジーク・2ボディフィットネスオープン大会

福井県 2メンズフィジーク・2ビキニフィットネス・2クラシックフィジークオープン大会

福井県 2フィットモデル・1マスキュラーフィジークオープン大会

菊川市文化会館

アエル
静岡県

宮城県 12ボディフィットネス・26女子フィジーク・57男子ボディビル選手権大会（予定）

宮城県

(予定)

若林区文化センター

（予定）

北陸甲信越 47男子ボディビル・39女子フィジーク・16マスターズ男子ボディビル選手権大会

大阪 56男子ボディビル・39女子フィジーク選手権大会

エル大阪

13日

山梨県 44男子ボディビル・6女子フィジーク・1クラシックフィジーク選手権大会

山梨県ビキニフィットネス・メンズフィジークオープン大会桃源文化会館



北海道 函館市民会館 34 日本マスターズボディビル選手権大会

日本社会人2フィットモデル・22日本女子健康美オープン大会

千葉県 53クラス別男子ボディビル・38マスターズ男子ボディビル選手権大会

千葉県 26新人男子ボディビル・22ジュニア男子ボディビル選手権大会

関東 41男子ボディビル・ジュニア男子ボディビル・マスターズ男子ボディビル選手権大会

関東 ニューカマー男子ボディビル・39女子フィジーク選手権大会

石川県 本多の森ホール 33 ジャパンオープン 選手権大会

広島県 7女子フィジーク・53男子ボディビル選手権大会　　　　　　　　　　　　　　　　

中四国 8ビキニフィットネス・8メンズフィジーク・20男子ボディビル選手権大会

九州・沖縄 67男子ボディビル・41女子フィジーク・41男子マスターズボディビル選手権大会

長崎県 49男子ボディビル・選手権大会

西海 7メンズフィジーク・5ビキニフィットネス・1クラシックフィジークオープン大会

西海 1フィットモデルオープン大会

香川県 8女子フィジーク・48男子ボディビル選手権大会

香川県 2マスキュラーフィジーク・8ビキニフィットネス・8メンズフィジークオープン大会

香川県 ハイスタッフホール

鹿児島県 4ビキニフィットネス・4メンズフィジークオープン大会

鹿児島県 54男子ボディビル選手権大会

18日 オールジャパンマスターズフィットネスチャンピオンシップス2022

19日 オールジャパンフィットネスチャンピオンシップス2022

1日 東京都 北とぴあ JBBF FITNESS JAPAN GRAND CHAMPIONSHIPS 2022

9日 大阪府 メルパルク大阪 68 日本男子ボディビル選手権大会・40 日本女子フィジーク選手権大会

23日 神奈川県湘南 寒川町町民ホール

上記日程にまだ記載がない都道府県連盟

山形県　茨城県　栃木県　滋賀県　和歌山県　山口県　徳島県　沖縄県

大会日程報告が入り次第掲載します

都道府県大会の詳細は主催都道府県連盟へお問い合わせください

湘南 男子ボディビル・女子フィジーク・ビキニフィットネスオープン大会2022

湘南 メンズフィジークオープン・クラシックフィジーク・女子レギンスオープン大会2022

ハイスタッフホール

新潟県 27マスターズ男子ボディビル・48新人男子ボディビル選手権大会

新潟県 50男子ボディビル選手権大会

新潟県 4メンズフィジーク オープン大会

兵庫県 ハーバーホール

兵庫県 56男子ボディビル・30女子フィジーク・5ビキニフィットネス選手権大会

兵庫県 5メンズフィジーク・4ボディフィットネス・1クラシックフィジーク選手権大会

関西 49男子ボディビル・42女子フィジーク選手権大会

関西 22マスターズ男子ボディビル選手権大会

９月

美浜文化ホール

日本社会人 5メンズフィジーク・30女子チャレンジカップフィジーク選手権大会

日本社会人 56男子ボディビル選手権大会

28日

社会人

アルカスSASEBO長崎県

4日

11日

西日本 2クラシックフィジーク・5ビキニフィットネス・5ボディフィットネス選手権大会

西日本 5メンズフィジーク・18女子フィジーク・18男子ボディビル選手権大会

鹿児島県
鹿児島市谷山

サザンホール

10月

新潟県 新潟テルサ

27日 石川県 石川県文教会館
東日本 15ボディフィットネス・7ビキニフィットネス・7メンズフィジーク選手権大会

東日本 1フィットモデル選手権大会

広島県 西区民文化センター

10日 香川県

８月

茅ヶ崎市民文化会館神奈川県

千葉市文化センター

アートホール
千葉県


