
2019 年 第 35 回埼⽟県ボディビル選⼿権⼤会 

                開  催  要  項 

⽇  時   ２０１９年７⽉２８⽇(⽇）  ⼤会開始時間 プレジャッジ 14 時 30 分〜(予定) 
フ ァ イ ナ ル 18 時 00 分〜(予定) 

※埼⽟県ボディビル選⼿権⼤会は、埼⽟県フィットネスオープン⼤会終了後に開始いたします。 
会  場   志⽊市⺠会館パルシティ 

〒353-0004 埼⽟県志⽊市本町 1-11-50 TEL.048-474-3030 
東武東上線志⽊駅東⼝下⾞徒歩 12〜13 分 
※会場内駐⾞場(有料)は台数に限りがあります。 

    会場から徒歩 10 分のところに、志⽊市役所の駐⾞場(無料)があります。 
主  催   埼⽟県ボディビル・フィットネス連盟 
後  援   埼⽟県（予定）  公益社団法⼈ ⽇本ボディビル・フィットネス連盟 

 

出場資格   ２０１９年度の(公社)⽇本ボディビル・フィットネス連盟登録選⼿(所属クラブ登録・個⼈登録)で下記に該 
当する選⼿ 
(1)２０１９年度ドーピング防⽌講習会受講した選⼿並びに過去３年以内に受講済みの選⼿。 
(2)個⼈登録選⼿は、⼤会主催連盟所属の選⼿ 

 (3)過去の同選⼿権⼤会オーバーオール優勝者を除く選⼿ 
 
ク ラ ス   男⼦クラス別 ①60kg 以下級  ②65kg 以下級  ③70kg 以下級  ④75kg 以下級  ⑤75kg 超級 
       ※クラシック ⑥171cm 以下級（162cm 165cm 168cm 171cm） 

  ⑦171cm 超級（175cm 180cm 180cm 超級） 
       ⑧ジュニア(今年度１２⽉３１⽇現在で１６歳以上２３歳以下の者) 

  ⑨マスターズ 40 歳以上級(昭和５４年１２⽉３１⽇以前の誕⽣⽇の者) 
  ⑩マスターズ 50 歳以上級(昭和４４年１２⽉３１⽇以前の誕⽣⽇の者) 

⑪マスターズ 60 歳以上級(昭和３４年１２⽉３１⽇以前の誕⽣⽇の者)  
       ⼥⼦フィジーク(オーバーオール) 
       ※男⼦ボディビルの⼤会当⽇のクラス変更は認められません。 

※⑧~⑪は年齢を確認できる公的な書類のコピー(拡⼤・縮⼩不可)を添付して下さい。 
※⑨〜⑪は選⼿が該当する年齢のクラスにのみ出場可能。 
※各カテゴリーの表彰式終了後、男⼦クラス別の優勝者５名でオーバーオール審査を⾏ないます。 

       ※男⼦ボディビルのダブルエントリーは可としますが、トリプルエントリーは不可とします。 
        ダブルエントリーをする選⼿は、カテゴリーごとに出場申込書を作成してください。 
       ※出場申込⼈数によって、開催クラスが変更になる場合があります。 
       ※男⼦ボディビル、⼥⼦フィジーク共に埼⽟県フィットネスオープン⼤会への出場も可とします。 
       ★クラシックのカテゴリーの詳細と、ダブルエントリーについては別紙参照 
 
計  量   前⽇ ７⽉２７⽇(⼟) マッスルジム志⽊  14 時 30 分〜16 時 00 分(時間厳守) 
          〒352-0001 埼⽟県新座市東北 2-34-15 ホワイトハイツ⼩峰 2F TEL 048-423-4017 
           東武東上線志⽊駅南⼝下⾞ 徒歩２〜３分 
          ※クラシックボディビルに出場する選⼿は、必ず前⽇に計量を⾏なってください。 



当⽇ ７⽉２８⽇(⽇） 志⽊市⺠会館パルシティ本館男⼦控室前 受付終了後〜9 時 00 分迄 
 
集合時間    ⼤会当⽇、役員は午前８時、選⼿は 12 時 00 分迄に会場受付に集合 時間厳守 
  (選⼿受付時に選⼿登録証を提⽰のこと。遅延連絡済でもジャッジズミーティング開始後の会場⼊りは失格 

となります） 
 
申込⽅法   ①クラブ登録選⼿：所定の申込⽤紙に必要事項を記⼊の上、出場費を添えて所属クラブへ申し込んで下さい。 

②個 ⼈ 登 録 選 ⼿：所定の申込⽤紙に必要事項を記⼊の上、下記の連盟事務局へメール、または郵送し、 
         出場料を下記の⼝座に振り込んで下さい。 

 
出 場 料   ５,０００円 ダブルエントリーは９,０００円 (但し、参加賞は１名分です) 

埼⽟りそな銀⾏ ふじみ野⽀店 普通預⾦ ⼝座番：:0147357 ⼝座名義：埼⽟県ボディビル連盟 
※振込⽒名は、申込⽤紙⽒名と同じにして下さい。 
※①②共に６⽉２３⽇（⽇）締め切り 必着厳守でお願いいたします 
※いかなる理由を問わず、出場申込締切後の出場料の返⾦はいたしません。 

 
申 込 先     〒332-0034 埼⽟県川⼝市並⽊３丁⽬４番２１−１階 ゴルフ･ライフ･フィットネス内 

埼⽟県ボディビル・フィットネス連盟⼤会事務局 
TEL/ FAX：048-250-0088 お電話での問い合わせは、10 時〜19 時厳守(⽔・⾦は事務局休み) 
メールアドレス：saitama.bbf@gmail.ne.jp 

 
審査規程   公益社団法⼈ ⽇本ボディビル・フィットネス連盟選⼿権⼤会実施規程によります。 
    ①男⼦ボディビルポージングトランクスは、公認品（ＪＢBＦﾏｰｸ⼊り）以外は着⽤できません。 

②⼥⼦フィジークのコスチューム・アクセサリーは、JBBF 規定に準じます。各⾃ご確認をお願いします。 
③男⼥選⼿とも、外⾒上の美観を助けるものは⾝に付けられません。（結婚指輪は可） 但し、髪を束ねる為 
の髪と同⾊の細い紐や輪ゴム等は使⽤できます。 
④本⼤会当⽇、オイル及びクリーム類を⾝体に塗ることは禁⽌。また、本⼤会に於いてタトゥー(イレズミ) 
のある選⼿の出場は禁⽌とします。但し、タトゥー(イレズミ)が、⼩さく着⾊、絆創膏等で完全に隠すこと 
が出来れば出場できます。その場合隠れた部分の採点はできないので、減点の要因となる事があります。 
⑤ポーズ中にトランクス、またはビキニで覆うべき部分が露出した選⼿、臀部及び後脚部を客席に向ける 
ポーズ、床に寝そべるポーズ、またポーズ指定場所からのはみだし、審査員及び観脚等にアピールするポー 
ズ等は⼤会運営の⾵紀を乱す⾏為として、⼤会実⾏委員⻑らがポーズを中⽌させる事があります。 
明らかに不適切な場合には退場となり失格とし、軽微の場合は減点とします。 
⑥フリーポーズでのバック転・バック宙等、危険な動作を⾏なった場合は、失格になる可能性があります。 

 
決勝審査   男⼦ボディビル・⼥⼦フィジークは 60 秒以内のフリーポーズ。各⾃再⽣して直ぐ使⽤できる状態でＣＤのみ 

提出の事。尚、曲の途中からの再⽣使⽤は受付けられません。 
ＣＤに直接カテゴリー名・ゼッケン・⾃分のフルネームを記⼊してください。 
※⽇本⾳楽著作権協会(JASRAC)に提出する為、出場申込書に必ず使⽤曲⽬等を記⼊してください。 

 
薬物検査   ランダムに実施します。 

本⼤会は⽇本ドーピング防⽌規程に基づくドーピング検査対象⼤会です。参加者はエントリーした時点で、 
⽇本ドーピング防⽌規程にしたがい、ドーピング検査を受けることに同意したものとし、未成年者はドーピ 
ング検査の実施について親権者から同意を得たものとみなす。 
各⼤会参加者は競技会におけるドーピング検査を拒否⼜は回避した場合、検査員の指⽰に従わない場合、帰 



路の移動等個⼈的な諸事情によりドーピング検査⼿続きを完了することができなかった場合等は、ドーピン 
グ防⽌規則違反となる可能性があります。 
ドーピング検査の諸規定については、（www.realchampion.jp/）にて確認して下さい。 

 
カラーリング JBBF 指定カラーリングサロン(Venus)での施術、及び JBBF 推奨セルフタンニングローション「コンテスト 

ブラック」のみ使⽤可能となります。 
尚、カラーリングは必ず⼤会前⽇までに終えてください。 
JBBF が認めたカラーリングを使⽤している場合でも、オイル・カラーチェック時に⾊落ちした場合、失格と 
なる場合もあります。 

 
レセプション 時間の都合上⾏ないません 
 
⼊ 場 券   前売券(プログラム込) Ｓ席 4,000 円  Ａ席 3,500 円 
       当⽇券(プログラム込) Ｓ席 4,500 円  Ａ席 4,000 円 

⼦供券(⾼校⽣以下)  Ｓ席 2,000 円  Ａ席 1,000 円 
障がい者の⽅は無料 (但し、受付にて障がい者⼿帳をご提⽰ください) ⾞椅⼦専⽤席は３席あります。 
※全席指定席です。⼦供⽤⼊場券は、前売券・当⽇券共に同じ価格です。 

 
購⼊⽅法   前売⼊場券の購⼊を希望される⽅は、代⾦を現⾦書留に同封し以下へお申し込みください。 

⼊⾦順に⼊場券を送付いたします。 
前売⼊場券の購⼊を希望される障がい者の⽅は、事前にご連絡いただければ前売⼊場券をお送りいたします。 
但し、⼤会当⽇受付にて障がい者⼿帳をご提⽰ください。(⾞椅⼦専⽤席は３席あります) 
⼊場券の販売開始は５⽉中旬頃を予定しておりますので、当連盟ホームページにてご確認ください。 
【チケット申込先】※事務局では販売いたしません。 
 〒350-0151 埼⽟県⽐企郡川島町⼋幡 3-1-2 坂井トレーニングジム 
    電話：０７０−６４４６−８１９３（電話受付時間は厳守願います） 
    電話受付：⽉・⽕・⽊・⾦☞10:00~12:00 16:00〜19:00 ⼟☞10:00〜12:00 
    メールアドレス：sakaigm@y-mobile.ne.jp 

 
注意事項   ①⼤会当⽇に限らずオイル類の使⽤は厳禁とし、会場への持ち込みも失格とする場合がある。 
       ②会場の備品(テーブル・椅⼦・⼿摺り等)を⽤いてのパンプアップは、備品を破損する恐れがあるので絶対 

⾏わない事。 
③ゼッケンは⼤会終了後、必ず返却する事。返却がない場合には後⽇実費を請求します。 
④選⼿控室以外の施設内で、床に寝そべる等の⾏為を絶対に⾏なわない事。 
⑤客席での飲⾷は厳禁です。 
⑥会場内でのカメラ・ビデオ撮影は⾃席でのみとし、三脚の使⽤は禁⽌する(但し、⼀脚は可とする)。 

 
そ の 他   今年度より、ゴミ箱の設置を廃⽌しました。ゴミは各⾃(選⼿・観客)で持ち帰っていただくよう、ご協⼒を 

お願いいたします。(会場受付、選⼿控室に、持ち帰り⽤のゴミ袋を⽤意いたします) 
 
 

以上 
 

 



 

【クラシックボディビル選⼿権、並びにダブルエントリー等に関する詳細】 
 

１．2019 年埼⽟県クラシックボディビルの出場基準(資格)について 

各カテゴリーの⾝⻑・体重の基準は以下の通りです。(2019 年) 
クラシックボディビル選⼿権に出場する選⼿は、必ず前⽇に⾝⻑測定と計量を⾏ってください。 

開催クラス 選⼿の⾝⻑ 規程の体重 

１７１cm 以下級 

⾝⻑ 162cm 以下 選⼿の⾝⻑(cm)−100 
⾝⻑ 162.1~165cm 選⼿の⾝⻑(cm)−100＋1kg 
⾝⻑ 165.1~168cm 選⼿の⾝⻑(cm)−100＋2kg 
⾝⻑ 168.1~171cm 選⼿の⾝⻑(cm)−100＋3kg 

１７１cm 超級 
⾝⻑ 171.1〜175cm 選⼿の⾝⻑(cm)−100＋4kg 
⾝⻑ 175.1cm 以上 選⼿の⾝⻑(cm)−100＋5kg 

 
 

２．埼⽟県ボディビル選⼿権⼤会内のダブルエントリーについて 

    埼⽟県ボディビル選⼿権⼤会内においてのダブルエントリーは可としますが、トリプルエントリーはで 
    きません。 

また、ダブルエントリーは、出場料の割引(ダブルエントリーは 9,000 円)がありますので、参加賞のＴ 
シャツは１枚のみとなります。 

     可能な組み合わせ：クラス別＆クラシック  クラス別＆ジュニア  クラス別＆マスターズ 
              クラシック＆ジュニア  クラシック＆マスターズ  
 
 

３．埼⽟県ボディビル選⼿権⼤会と埼⽟県フィットネスオープンとのエントリーについて 

    ボディビルとメンズフィジーク、⼥⼦フィジークとビキニフィットネスのエントリーは可能です。 
但し、埼⽟県ボディビル選⼿権⼤会と埼⽟県フィットネスオープン選⼿権⼤会出場者は、異なる⼤会の 
ため出場料の割引はありませんので、参加賞Ｔシャツは２枚となります。 

 
 
 

以上 


