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2022年 3月 23日

2022年
第6回 南九州メンズフイジークオープン大会

第6回 南九州ビキニフィットネスオープン大会

開  催  要  項

時 2022年7月 17日 (日 )  大会開始時間  午後 12時 30分 ～  (開場 |1時 30分 )

場 部城市高崎福祉保健センター  宮崎県都城市高崎町大牟口 :340番地3 TEL.0986-62‐ 4411

催 宮崎県ボディビル・フィットネス連盟

援 公益社団法人 日本ボディビル・フィットネス連盟 (JBBF)

(|)2022年 度JBBF加盟クラブ登録選手・フィットネ/ボディビル個人登録選手 (登録締切4月 30日 )

2022年度オープン登録選手 (登録締切8月 3!口 )(限定選手登録から名称変更になりました)

※オープン選手登録は、大会毎登録から年度登録になり、2022年度開催されるオープン大会は

出場料のみで何口でも出場可となります。

個人選手登録・オープン選手登録はJBBFホ ームページのWeb選手登録でお願いします。

(2)2020年 4月 (今和2年4月 )以降にアンチ ドービング講習会 (JBBFオ ンデマンドを含む)

受講済みの選手 (JADAの eラ ーニングによる受講免除は不可)

(l)南九州メンズフィジークオープン大会

ジュニア (大会開催年の 12月 31日 現在 16歳 ～23歳以下の者)

① 168cm以下級  ② 172cm以下級  ③ 176cm以下級  ④ 176c m超級
一般20歳代  (大会開催年の12月 31日 現在24歳以上～29歳以下の者)

⑤ 168cm以下級  ⑥ 172cm以下級  ⑦ 176cm以下級  ③ 176c m起級
一般30歳代  (大会開催年の12月 31日 現在30歳以上～39歳以下の者)

⑨ 168cm以下級  ⑩ 172cm以下級  ① 176cm以下級  ⑫ 176c m超級
マスターズ40歳以上 (大会開催年の12月 31日 現在40歳～49歳の者)

⑬ 172cm以下級  ⑭ 172cm超級
マスターズ50歳以上 (大会開催年の12月 31自 現在50歳以上の者)

⑮ 172cm以下級  ⑬ 172cm超級
一般年今制限なし

⑦ :68cm以下級  ⑬ 172cm以下級  ③ 176cm以下級  ⑩ 176c m超級
一般年今制限な しオーバーオール

②オーバーオール

※一般とマスターズのWエ ントリーは不可

※マスターズのオーバーオールありません。

※40歳以上で、一般に出場希望する選手は、一般30歳代にエントリお願いします。

※年齢別・身長別カテゴリーで6位 までを決定 ①～⑬
※ジュニア・一般20年代 。一般30年代の身長別カテゴリー3位 までで身長別一般年今制限なし審査で

3位 まで決定 ⑫～④
※一般年今制限なし身長別:位の選手でオーバーオール審査で一般総合:位 を決定。 ②

(2)宮崎県ビキニフィットネスオープン大会

②オーバーオール

※過去の同大会オバーオール優勝経験のない者

※JBBF主催 :〕鍵手権大会 6位以上の経験のない者  .―  ‐       ,
※JBBFプ ロック選手権大会オーバーオール優勝経験のない者           |・
※申込書提出後のクラス変更は認めない。

※今年度内にJBBF競技規定に違反 した場合、大会実績 を無効 とする。

また、過去JBBF及びその傘下の地方連盟により、処分 (登録停止・出場停止・失格 )

対象となった選手については、その処分期間が解けるまでは出場することが
｀
出来ない。
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計 測 日 時

申 込 方 法

申 込 先 宮崎県ボディビル・ フィッ トネス連盟 大会受付事務局
〒880-0057宮崎市桜町3丁 目6番地  アボロ トレーニングセンター

鮫島 幹博  TEL/FAX 0985-29-5808 moil@opo‖ oic,com

問合 わせ先

※競技の進行は、11贋 番通りではありません。選手名簿は、受付順とします。

※大会前に進行表を発表 します。大会当日は、進行状況を確認 しながら、選手係の指示に従ってください。

クオリフアイ (今和4年 3月 !3日 現在の規定で、今後変更になることもあります)

※ALL JAPAN FITNESS CHAMP10NSHIPS 2022 年金制限なしエントリクオリファイ

メンズフィジーク南九州身長別一般 |～ 3位 ⑫～④
メンズフィジーク南九州で、一般180cm以下級 。180cm超級は開催しません。

※ALLJAPAN FITNESS CHAMP10NSHIPS 2022 マスターズエントリクオリファイ

マスターズメンズフィジーク南九州40歳以上・50歳以上身長別 :～ 3位

※日本ジュニアフイットネス選手権エントリで、クオリファイはありません。

※ビキニフイットネスはオーバーオールで競技 しますので、クオリファイはJBBFに お尋ねください。

※クオリファイは、本大会の主催である宮崎県連盟が判断する権限はありません。

すべてJBBFが成績を確認 して判定致 します。

※オープン登録選手でクオリファイ獲得できたと思われ、JBBF主催大会に出場希望される選手は、

JBBFに 大会出場希望と成績を伝えJBBFが確認 し認めた選手は特例の個人登録移行されて申込んでください。

※クォリファイの、詳細・不明点は全てJBBFにお尋ねください。

※ブロツク選手権の、九州 。沖縄フイットネス選手権にも出場予定の選手は、オープン登録選手では

出力̀
場
できませんので、4月 30日 までに個人選手登録 (ボディビル/フ ィットネ)を して下さい。

7月 17日 (日 )都城市高崎福祉保健センター 午前 |1時 ～午後0時 15分

①加盟クラブ登録選手 :所定の申込用紙に必要事項を記入して大会受付事務局に郵送され、出場費5,000円
とジム協賛金10,000円 を下記口座に振込下さい。。 (振込氏名は、クラブ名でお願いします)

②個人登録選手 :所定の申込用紙に必要事項を記入の上、下記の大会受付事i務局へ郵送し、

出場費5,000円 を下記の口座に振り込むこと。

③オープン登録選手 :所定の申込用紙に必要事項を記入の上、下記の大会受付事務局へ郵送し、

出場費5,000円 を下記の口座に振り込むこと。

宮崎銀行 高城支店 (普)口 座番号 :124923 宮崎県ホ'デ イビル・フィットネス連盟 理事長 立喰京隆

※振込氏名は、申込用紙氏名と同じにして下さい。

※①②③共に6月 6日 (月 )締め切り (出場料入金確認で受付とします)

※6月 6日 までの出場取消は受付返金いたしますが、それ以降はお支払いいただいた出場料はいかなる場合

でも退金いたしません。出場選手名簿に記載して欠場と致します。

※7月 2日 (土)ま でに出場者名簿を宮崎県連盟公式ホームページ。LINEに 掲載します。

出場選手は、申込クラス・名前等の確認をしてください。未掲載・間違いは直ちにご連絡ください。

※新型コロナ感染対策、その他の注意事項等は、宮崎県連盟ホームページ・ LINEでお知
らせしますので、出場選手は随時確認をお願いします。

集 合 時 間

宮崎県ボディビル・フィットネス連盟 事務局
ベストシェイプ都城太郎坊店  立喰 京隆 0986-58-7133 omtwqp552@vohoooco.ip
ベストシエイプ宮崎清武店   伊地知 裕 0985-72-3606 ijichi.bes† shope@gmo‖ .cOm

7月 :7日  午前 il時00分 ～午後0時 :5分

※選手受付時に、体調調査票、選手登録証 とJB8F公諷講習会受講管理カー ドを提示のこと。

集合時間に遅れた場合出場できない場合もあります。

※JBBFオ ンデマンドアンチ ドーピング講習会を受講 した場合は受講証明書を持参すること。

(公社)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る。

① メンズフィジーク・フィットネスビキニのコスチューム等は、J88F規定に準ずる。
※メンズフィジークのサーフパンツは大腿部の形が見えない、膝周辺に指2本以上のゆとりのあるもの

※メンズフィジークのサーフパンツヘの、ラインス トーン装着は不可

※ビキニフィットネスは、公認サングルに加え公認 ミュールも可

審 査 規 程



② 男子選手は、履物・腕時計 ,指輪 (結婚指輪は可)・ 腕輪・ペンダント・イヤリング・メガネ等外
見上の美観を助けるものを身につけてはならない。

③ 本大会で当日に限らず、オイル及びクリーム類等を身体に塗ることは禁止する。また、本大会に於
いて「イレズ ミ」のある選手の出場は禁止とする。但し、「イレズミ」が身体のごく一部分の場合
に限り、その部分を包帯、絆創膏及びサポーター等により完全に隠すことが出来れば出場できるも
のとする。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。

④ ポーズ中にサーーフパンツ、またはビキニで覆うべき部分が露出した選手や、指示されたポーズ指定
場所から離れて過度な動作やアピール等競技ルールに従わない場合、審査委員長がポーズを中止さ
せ、明らかに不適切な場合には退場・失格 となる場合があります。軽微の場合でも減点となりま
す。

セルフカラー   男女ともに以下のカラーリングを認める

①JBBF公認セルフタンニングローション コンテス トブラック (NUR8S社製)

②ボデイカラーリン グサロンVenus(ヴ ィーナス )監修 によるカラーリング施術
※①②いずれの 方法 に関しても、大会当日までにしっかりと液剤を流して、必ず色が落ちないように
すること。
※上記以外のボディカラーは厳禁。
連反 した選手、大会当日色落ちするほど添附 した場合は失格になることあります。
また会場の施設 をカラー リングにより汚 した場合は、弁償代をお支払いいただくことがあります。

②のポディカラーリングサロンを利用した場合は捺印済みの利用証明書を持参すること。

入 場 料 2,000円  (フ イジーク,ビキニフイットネスのみの観戦でボディビル観戦は別途入場券購入して下さい)

(高校生以下の入場無料はありませんが、抱 っこ及び膝に乗せれれるお子さんは入場無料 )

販売開始 :ネ ツ ト販売 (ラ イブポケッ ト6月 !2日 午前 10時 ～)

‐

 |・
               ―  :111   :

販売は、コロナ感染状況や販売枚数に達 した時点で販売終了と致 します。

注 意 事 項 ※会場内はマスク着用、予理・決勝のマスク着用は任意とします。

※選手は、観客席への人場及び観戦は出来ません。

※予選敗退の選手は、その時点で解散となります。

※オイル又はオイルに類する物の持ち込み使用は禁上です。 (オ イルチェックあります)

※ダンベル等の持ち込み禁上です。 (チ ュープのみ可)

※会場及び備品等を用いてのパンプアップは禁止します。

※J88F加盟クラブ登録選手・個人登録選手は、午前の部ボディビルと午後の部フィットネスは別大会ですので、

午前の部ボディビルにも出場できます。 (出 場料は別途掛かります)

※お問い合わせの前に必ず開催要項をご確認ください。

大 会 中 止 ※コロナ感染拡大防止等により、会場が使用できずに大会中止の場合は下記の通りとします
6月 17日 までに中止決定した場合は、大会準備経費を差引いた金額を返金致 します。
6月 18日 以降に中止決定した場合は、返金致 しません。
大会中止の場合をご理解ご承諾いただきまして、出場申込下さい。

ホームページ

宮崎県ボディビル・フィットネス連盟ホームページ

LlmSLヱ亜m狙量艶五血ユ童咀Ct∞里

`vョ

£LINE

宮崎県ボディビル・フィットネス連盟公式LINE
ID検索 :@927zdvyb

販売開始 :ネ ット販売 (ラ イブポケット6月 :2日 午前 :0時 ～)

購入手順 :ラ イブポケットで会員登録 (無料)後購入できます。

Livepocket(ラ イブポケット)  宮崎県ボディビルフィットネス連盟イベント
h地2茎空:L壁ettck豊亘正ゴ旦mヱi

入場券販売


