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SPORTEC CUP 2022

東京都 7月29日

2022年度の(公社)日本ボディビル・フィットネス連盟登録選手（加盟クラブ
・個人登録）で日本に継続して在住し日本国籍を有する選手で、下記の条件を
満たし本連盟が認めた者

2022年度アンチドーピング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

⑴ 2021年世界選手権入賞者（各カテゴリー１～12 位）
⑵ 2021年ALL JAPANフィットネス（1～12位）・ジャパンオープン選手権

大会入賞者（１～12位）
⑶ スポルテックカップ2021入賞者（各カテゴリー1～6位）
⑷ 2021年各都道府県ブロック選手権大会優勝者（各カテゴリー1～３位）
⑸ 都道府県連盟推薦選手

マスキュラーメンズフィジークはクオリファイの必要は問わない

SPORTEC CUP 2022 出場資格

メンズフィジーク

オーバーオール

マスキュラー
メンズフィジーク

オーバーオール

ビキニフィットネス

オーバーオール

ボディフィットネス

オーバーオール

各カテゴリー優勝者 国際大会出場クオリファイ対象

※各カテゴリー出場選手最大人数20名
出場申込人数が多いカテゴリーの場合申込み締切り後、選考委員会で出場選手を
決定し各選手に通知



2022年

第17回 全国高校生男子ボディビル選手権大会

第34回 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

高校生

オーバーオール

宮城県 8月7日

本連盟 2021年度公認クラブ登録・個人登録選手で、日本に継続して在住し、
日本国籍を有する者で 次のいずれかの条件を満たし本連盟が出場を認めた者
(1) 2022年12月31日現在16歳以上23歳以下の者

※平成11年(1999年)～平成18年(2006年)生まれの方
年齢証明書のコピーを添付すること

(2) 2022年度アンチドーピング講習会(オンデマンドアンチドーピング講習)を
受講した選手並びに過去３年以内に受講済みの選手

(3）地方連盟が推薦し、本連盟が承認した者

公益社団法人 日本ボディビル・フィットネス連盟 2022年度公認クラブ登録 ・
個人登録選手もしくは今大会オープン登録選手
※選手登録がまだの方は出場申込み時にオープン登録をすること
(1) 日本に所在する高等学校に在学中で 2022年12月31日時点で

20歳以下の男子学生 ※平成14年(2002 年)以降生まれの方
(2) 2022年度アンチドーピング講習会(オンデマンドアンチドーピング講習)を

受講した選手並びに過去３年以内に受講済みの選手
(3) ボディビル以外でも身体に自信のあるスポーツ選手の出場も可
(4) １年以上日本に継続して在住している者尚国籍は問いません
(5) 高校生ボディビル選手権大会出場選手で日本ジュニアボディビル選手権大会

も出場希望選手は予め別途申込みが必要

日本ジュニア男子ボディビル選手権
出場資格

全国高校生男子ボディビル選手権
出場資格ジュニアのみ国際大会派遣選考大会

ジュニア男子ボディビル

70kg以下級
70kg超級

＜オーバーオール決定戦あり＞



2022年
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

メンズフィジーク

172cm以下級
172cm超級

ビキニフィットネス

オーバーオール

宮城県 8月7日

オールジャパンジュニアチャンピオンシップス出場において
クオリファイを獲得する必要はないが下記の出場条件をみたしている者

日本国籍を有し本年度のJBBF公認クラブ・ボディビル個人・フィットネス個人で
アンチドーピング講習会（有効期限 受講年を含む３年間）を受講し、
2022年12月31日現在16歳以上23歳以下の者
※平成11年(1999 年)～平成18年(2006年)生まれの方
年齢証明書のコピーを添付すること

オールジャパンジュニアフィットネス選手のオールジャパン一般フィットネスへの出場資格
ジュニアビキニフィットネス・ジュニアメンズフィジーク出場選手で、下記の大会で順位入賞している
場合はオールジャパンフィットネスチャンピオンシップス一般身長別クラスへの出場ができる

⑴ 2021年オールジャパンフィットネスチャンピオンシップス一般身長別及び23歳以下1位～12位
⑵ 2021年8月23日～2022年7月23日迄の各都道府県オープン・選手権大会
一般身長別クラス
①各ブロック選手権大会 各クラス1位～6位
②各都道府県選手権大会（小ブロック含）各クラス1位～3位
③各都道府県オープン大会 各クラス1位～3位

⑶ 推薦出場枠（下記の条件を満たし、所属各都道府県連盟より推薦を受けた選手）
推薦書の提出が必要
①過去3年間のオールジャパンフィットネスチャンピオンシップス23歳以下 1～6位 入賞選手
②過去3年間の各ブロック大会・各都道府県連盟主催・フィットネス選手権大会 優勝選手等

オールジャパンジュニアチャンピオンシップス
出場資格

国際大会派遣選考大会

ボディフィットネス

オーバーオール

＜オーバーオール決定戦あり＞



2022年

第14回 日本クラシック男子ボディビル選手権大会

奈良県 8月14日

日本国籍を有し本年度のJBBF加盟公認クラブまたは個人登録選手で
下記に該当する選手

2022年度アンチドーピング講習会を受講した選手並びに過去３年以内に
受講済みの選手

⑴ 過去の日本ボディビル選手権で12位以内の入賞者

⑵ 過去の次の選手権大会で６位以内の入賞者
日本クラス別選手権の各クラス ・ジャパンオープン選手権・日本ジュニア
選手権及び日本マスターズ選手権 ・ブロック選手権及び社会人選手権
並びに大阪選手権の一般の部 ・各ブロッククラス別選手権

⑶ 過去の地方連盟選手権一般の部・地方連盟クラス別選手権の

3位以内の入賞者

日本クラシック男子ボディビル選手権
出場資格

162cm 以下級身長－100 + 0kg 以下とする
165cm 以下級身長－100 + 1kg 以下とする
168cm 以下級身長－100 + 2kg 以下とする
171cm 以下級身長－100 + 3kg 以下とする
175cm 以下級身長－100 + 4kg 以下とする
180cm 以下級身長－100 + 5kg 以下とする
180cm 超級身長 －100 + 5kg 以下とする

※申込後のクラス変更は不可 クラス詳細については下記早見表参照のこと

国際大会派遣選考大会

＜オーバーオール決定戦あり＞



2022年

第26回 日本クラス別選手権大会

福岡県 8月21日

日本クラス別選手権 出場資格

男子ボディビル

①55 ㎏級 ②60 ㎏級
③65 ㎏級 ④70 ㎏級
⑤75 ㎏級 ⑥80 ㎏級
⑦85 ㎏級 ⑧90 ㎏級
⑨90 ㎏超級
※男子 55kg 及び 90Kg
超級の出場選手で出場資
格に該当しない場合は、
都道府県連盟推薦が必要

日本国籍を有し本年度 JBBF公認クラブ及び個人登録選手で、下記のいずれかの
条件をみたしている者

2022年度アンチドーピング講習会を受講した選手並びに過去３年以内に
受講済みの選手

(1) 過去の日本男子ボディビル・日本女子フィジーク選手権で12位以内の入賞者
(2) 過去の次の選手権で６位以内の入賞者

①日本クラス別男子ボディビル・女子フィジーク選手権大会の各クラス
②ジャパンオープン選手権大会（男子ボディビル・女子フィジーク）
③日本クラシックボディビル選手権大会の各クラス
④日本ジュニアボディビル選手権大会
⑤日本マスターズ選手権大会（男子ボディビル・女子フィジーク）
⑥日本社会人女子チャレンジカップフィジーク選手権大会
⑦ブロック選手権大会・社会人選手権大会・大阪選手権大会の一般の部

（男子ボディビル・女子フィジーク）
(3) 過去の次の選手権大会で３位以内の入賞者

①地方選手権大会の一般の部（男子ボディビル・女子フィジーク）
②各地方連盟クラス別選手権大会（男子ボディビル・女子フィジーク）

女子フィジーク

①158cm 級
②163cm 級
③163cm 超級

※申込後のクラス変更は不可

国際大会派遣選考大会



2022年

第34回 日本マスターズ選手権大会

日本マスターズ選手権 出場資格

北海道 8月28日

本年度公認クラブ及び個人登録選手で日本に継続して在住し日本国籍を
有する者で次のいずれかの条件を満たし本連盟が出場を認めた者

2022年度アンチドーピング講習会を受講した選手並びに過去３年以内に
受講済みの選手

(1) 今年度を含む過去の日本マスターズ及びブロックマスターズ選手権大会
6位以内入賞者

(2) 今年度を含む過去の地方連盟マスターズ選手権大会
3位以内入賞者

(3) 地方連盟が推薦し本連盟が承認した者

男子ボディビル 〔年令証明書のコピー貼付〕
◆４０才以上級 〔40 才～49 才〕
昭和 48 年（1973）～昭和 57 年（1982）生まれの方
◆５０才以上級 〔50 才～59 才〕
昭和 38 年（1963）～昭和 47 年（1972）生まれの方
① ７０ｋｇ以下級
②７０ｋｇ超級
◆６０才以上級 〔60 才～64 才〕
昭和 33 年（1958）～昭和 37 年（1962）生まれの方
◆６５才以上級 〔65 才～69 才〕
昭和 28 年（1953）～昭和 32 年（1957）生まれの方
◆７０才以上級 〔70 才～74 才〕
昭和 23 年（1948）～昭和 27 年（1952）生まれの方
◆７５才以上級 〔75 才～79才〕
昭和 18 年（1943）～昭和 22 年（1947）生まれの方
◆８０才以上級 〔 参考級 〕
昭和 17 年（1942）以前生まれの方

女子フィジーク〔年令証明書のコピー貼付〕
◆４０才以上級 〔40 才～49 才〕
昭和 48 年（1973）～昭和 57 年（1982）生まれの方
◆５０才以上級 〔 50 才～59才 〕
昭和 38 年 (1963) ～昭和 47 年（1972）生まれの方
◆ 6０才以上級 〔 60 才～ 〕
昭和 37 年（1962）以前生まれの方

国際大会派遣選考大会

※年齢は2022年12月31日時点＜オーバーオール決定戦あり＞



2022年

第33回 ジャパンオープン選手権大会

石川県 9月4日

１年以上日本に継続して在住している者、尚国籍は問わない

2022年度アンチドーピング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

男子ボディビル・女子フィジーク
2022年度のJBBF公認クラブ及びボディビル個人登録選手で日本ボディビル選手権
大会及びジャパンオープンボディビル選手権大会の優勝経験の無い者
※同日開催の日本クラシックフィジークと男子ボディビルとのダブルエントリー可

ミックスドペア
2022年度のJBBF公認クラブ及びボディビル個人登録選手であること
※男子ボディビル、女子フィジークとのダブルエントリー可

ボディフィットネス
2022年度のJBBF公認クラブ登録及びボディビル・フィットネス個人登録選手で
あること但しオールジャパンボディフィットネス選手権大会の優勝経験の無い者とし
カテゴリーはオーバーオールとする
※女子フィジークとボディフィットネスとのダブルエントリー不可

ジャパンオープン選手権 出場資格

ミックスドペア

オーバーオール

ボディフィットネス

オーバーオール

女子フィジーク

オーバーオール

男子ボディビル

オーバーオール



2022年

第2回 日本クラシックフィジーク選手権大会

2022年 オールジャパンフィットモデルチャンピオンシップス

石川県 9月4日

日本クラシックフィジーク選手権
オールジャパンフィットモデルチャンピオンシップス
出場資格

石川県 9月4日

本連盟2022年度公認クラブ登録・個人登録・フィットネス個人登録選手で
日本に継続して在住し日本国籍を有する者で、
次のいずれかの条件を満たし、本連盟が出場を認めた者

2022年度アンチドーピング講習会を受講した選手並びに過去３年以内に
受講済みの選手

クラシックフィジーク
JBBF公認クラブ登録及びボディビル個人登録選手である事

フィットモデル
JBBF公認クラブ登録及びボディビル・フィットネス個人登録選手である事

158cm 以下級
163cm 以下級
163cm 超級

168cm 以下級(身長―100＋4kg) 
171cm 以下級(身長―100＋6kg)
175cm 以下級(身長―100＋8kg) 
175cm 超級 (身長―100＋11kg)

国際大会派遣選考大会



オールジャパンマスターズチャンピオンシップス 出場資格

本連盟 2022年度公認クラブ登録・個人登録・フィットネス個人登録選手で
日本に継続して在住し日本国籍を有する者で、
次のいずれかの条件を満たし、本連盟が出場を認めた者

2022年度アンチドーピング講習会を受講した選手並びに過去３年以内に受講済みの選手

マスターズメンズフィジーク＆ビキニフィットネス
1. 2021年オールジャパンフィットネスチャンピオンシップスにおいて 各クラス1位～12位

2022年オールジャパンマスターズのクオリファイ獲得済とする
2. 2021年オールジャパンフィットネスチャンピオンシップスにおいて 各クラス1位～12位以外の
マスターズクラス選手
所属連盟推薦（推薦書の提出が必要）又は2022年各ブロック選手権大会、各都道府県選手権
大会 マスターズ年齢別及び一般身長別クラスに出場しクオリファイを獲得する必要がある

3. 2022年からメンズフィジークマスターズ50歳以上クラスはクオリファイ獲得が必要
下記に該当した場合はクオリファイ獲得となる

⑴ メンズフィジーク各大会50歳以上のクラスに出場した場合
①オープン大会・地方選手権大会（小ブロック含） 各クラス1位～3位
②ブロック選手権大会 各クラス1位～６位

⑵ メンズフィジーク身長別クラス及び40歳以上のクラスに出場した場合
①オープン大会・地方選手権大会（小ブロック含）各クラス1位～3位
②ブロック選手権大会各クラス1位～６位

※メンズフィジーク マスターズクラスが開催されていない大会で 身長別クラスに出場した場合
出場したクラスの6位以内入賞で 所属都道府県連盟の推薦により出場可（推薦書の提出が必要）

4. 2021年8月23日～2022年9月4日迄の各都道府県オープン大会、選手権大会
マスターズ年齢別 一般身長別において下記の順位入賞した場合はクオリファイ獲得となる
①各ブロック選手権大会 各クラス1位～6位
②各都道府県選手権大会（小ブロック含）各クラス1位～3位
③各都道府県オープン大会 各クラス1位～3位

５. 推薦出場枠（下記の条件を満たし所属各都道府県連盟より推薦を受けた選手）
推薦書の提出が必要
①過去3年間のオールジャパンフィットネスチャンピオンシップス 各クラス1~12位
②過去3年間の各ブロック大会 各都道府県連盟主催フィットネス選手権大会優勝選手等

ボディフィットネス（全クラス）
クオリファイ獲得の必要なし

2022年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

神奈川県 9月18日

国際大会派遣選考大会

メンズフィジーク 〔年令証明書のコピー貼付〕
◆４０才以上５０歳未満級 〔40 才～49 才〕

昭和48年(1973)～昭和57年(1982)生まれの方
①172cm以下級 ②172cm超級
◆５０才以上級 〔 50 才～ 〕 昭和47年(1972)以前生まれの方
①172cm以下級 ②172cm超級

ビキニフィットネス 〔年令証明書のコピー貼付〕
◆ 35才以上4０歳未満級 〔35 才～39 才〕

昭和58年(1983)～昭和62年(1987)生まれの方
①160cm以下級 ②160cm超級
◆ 40才以上45歳未満級 〔 40 才～44才 〕

昭和53年(1978)～昭和57年(1982)生まれの方
①160cm以下級 ②160cm超級
◆ 45歳以上 〔 45 才～ 〕 昭和52年(1977)以前生まれの方
①160cm以下級 ②160cm超級

ボディフィットネス 〔年令証明書のコピー貼付〕
◆ 35才以上45歳未満級 〔35 才～44 才〕

昭和53年(1978)～昭和62年(1987)生まれの方
①160cm以下級 ②160cm超級
◆ 45才以上55歳未満級 〔 45 才～54才 〕

昭和43年(1968)～昭和52年(1977)生まれの方
①160cm以下級 ②160cm超級
◆ 55歳以上〔 55 才～ 〕 昭和42年(1967)以前生まれの方

オーバーオール

※年齢は2022年12月31日時点

＜オーバーオール決定戦あり＞

＜オーバーオール決定戦あり＞

＜オーバーオール決定戦あり＞



オールジャパンチャンピオンシップス 出場資格

2022年 オールジャパンフィットネスチャンピオンシップ

日本国籍を有し 本年度のJBBF公認クラブ・ボディビル個人・フィットネス個人登録選手で
アンチドーピング講習会（有効期限 受講年を含む３年間）を受講している選手である事

1. 2021年オールジャパンフィットネスチャンピオンシップスにおいて
各クラス（年齢別 一般身長別）1位～12位
2022年オールジャパンフィットネスチャンピオンシップス 自身の年齢別クラス及び 一般
身長別クラス共にクオリファイ獲得済となる

2. 2021年オールジャパンフィットネスチャンピオンシップスにおいて1位～12位以外の
ジュニアクラス、マスターズクラス選手
所属連盟推薦（推薦書の提出が必要）及び2022年各ブロック選手権大会、
各都道府県選手権大会 一般身長別クラスに出場しクオリファイを獲得する必要がある

3．2021年8月23日～2022年9月4日迄の各都道府県オープン大会、選手権大会
一般身長別クラスにおいて下記の順位入賞した場合はクオリファイ獲得となる
①各ブロック選手権大会 各クラス1位～6位
②各都道府県選手権大会（小ブロック含）各クラス1位～3位
③各都道府県オープン大会 各クラス1位～3位

4. 推薦出場枠（下記の条件を満たし、所属各都道府県連盟より推薦を受けた選手）
推薦書の提出が必要
①過去3年間のオールジャパンフィットネスチャンピオンシップス1~12位
②過去3年間の各ブロック大会 各都道府県連盟主催フィットネス選手権大会優勝選手等

下記の競技（カテゴリー及びクラス）はクオリファイの必要は問わない
ボディフィットネス（全クラス）
ミスフィットネス・ メンズフィットネス・ マスキュラーメンズフィジーク

国際大会派遣選考大会

メンズフィジーク
①168cm以下級
②172cm以下級
③176cm以下級
④180cm以下級
⑤180cm超級

ビキニフィットネス
①158cm以下級
②163cm以下級
③163cm超級

ボディフィットネス
①158cm以下級
②163cm以下級
③163cm超級

マスキュラー
メンズフィジーク

オーバーオール

メンズフィットネス

オーバーオール

ミスフィットネス

オーバーオール

神奈川県 9月19日



2022年 JBBF FITNESS JAPAN

GRAND CHAMPIONSHIPS

ビキニフィットネス

オーバーオール

ボディフィットネス

オーバーオール

メンズフィジーク

オーバーオール

東京 10月1日

JBBF FITNESS JAPAN 
GRAND CHAMPIONSHIPS 出場資格

本連盟 2022年度公認クラブ登録・個人登録・フィットネス個人登録選手で
日本に継続して在住し日本国籍を有する者で、次のいずれかの条件を満たし、
本連盟が出場を認めた者

2022年度アンチドーピング講習会を受講した選手並びに過去３年以内に
受講済みの選手

ビキニフィットネス
① 2022年 オールジャパンフィットネスチャンピオンシップス 各クラス 1 位～３位
② 2022年 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 各クラス 1 位～３位
③ 2022年 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 各クラス 1 位～３位
④ SPORTEC CUP 2022 ビキニフィットネス 1 位～3 位

ボディフィットネス
① 2022年 オールジャパンボディフィットネスチャンピオンシップス 各クラス 1 位～３位
② 2022年 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 各クラス 1 位～３位
③ 2022年 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 各クラス 1 位～３位
④ SPORTEC CUP 2022 ボディフィットネス 1 位～3 位
⑤ 第33回 ジャパンオープン ボディフィットネス 1 位～３位

メンズフィジーク
① 2022年 オールジャパン・メンズフィジークチャンピオンシップス 各クラス 1 位～３位
② 2022年 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 各クラス 1 位～３位
③ 2022年 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 各クラス 1 位～３位
④ SPORTEC CUP 2022 メンズフィジーク 1 位～3 位

各カテゴリー優勝者 世界選手権出場クオリファイ対象
1～3位 アジア選手権出場クオリファイ対象



2022年

第68回 男子日本ボディビル選手権大会

第40回 女子日本フィジーク選手権大会

男子ボディビル

オーバーオール

女子フィジーク

オーバーオール

大阪 10月9日

男子日本ボディビル選手権
女子日本フィジーク選手権 出場資格
本連盟 2022年度公認クラブ登録・個人登録で
日本に継続して在住し日本国籍を有する者で、
次のいずれかの条件を満たし、本連盟が出場を認めた者

2022年度アンチドーピング講習会を受講した選手並びに過去３年以内に
受講済みの選手
１. 2022年度の次の選手権大会で６位以内の入賞者
① 日本クラス別選手権の各クラス
② ジャパンオープン選手権
③ ブロック選手権及び社会人選手権の一般の部
④ 大阪選手権一般の部

２. 2022年度（未実施の場合は前年度の実績）の次の選手権大会で
３位以内入賞者

① 日本ジュニア選手権及び日本マスターズ選手権の各クラス
② 日本クラッシック選手権の各クラス
③ ブロックのクラス別選手権
④ 地方連盟選手権一般の部

３. 過去において次の成績をおさめたもので地方連盟が推薦し本連盟が承認した者
① 日本ボディビル選手権で12位以内の入賞者
② 日本クラス別選手権の各クラス優勝者
③ ジャパンオープン選手権の優勝者
④ 日本マスターズ選手権の優勝者
⑤ 日本クラッシック選手権の各クラス優勝者
⑥ 東日本選手権・ 西日本選手権・ ブロック選手権・ ブロックのクラス別選手権
・ 社会人選手権・ 地方連盟選手権の一般の部の優勝者

※ 男子のみ2021年度決勝進出者は第一次ピックアップ審査が免除される

各カテゴリー優勝者 世界選手権出場クオリファイ対象
1～3位 アジア選手権出場クオリファイ対象


