
2022年度
大会ウィークリースケジュール

公益社団法人日本ボディビル・フィットネス連盟

（7月～11月）

https://www.jbbf.jp/


ブロック選手権大会

地方選手権大会
7月3日(日) 群馬県

地方・地域オープン大会
7月2日(土) 横浜(神奈川県)
7月3日(日) 群馬県・熊本県

7月3日(日)JBBF主催大会 なし

https://www.jbbf.jp/championships/1544
https://www.jbbf.jp/championships/1623
https://www.jbbf.jp/championships/1545
https://www.jbbf.jp/championships/1784


ブロック選手権大会
7月9日(土) 北陸甲信越フィットネス選手権(福井県)

地方選手権大会
7月10日(日) 大阪・島根県岡山県＜中国＞＜山陰＞

地方・地域オープン大会

7月10日(日)JBBF主催大会 なし

https://www.jbbf.jp/championships/1503
https://www.jbbf.jp/championships/1671
https://www.jbbf.jp/championships/1413


ブロック選手権大会
7月18日(月祝) 東京クラス別選手権

地方選手権大会
7月17日(日) 宮崎県＜南九州＞・長野県
7月18日(月祝) 愛知県

地方・地域オープン大会
7月16日(土) 兵庫県
7月17日(日) 兵庫県・南九州(宮崎県)・千葉県

7月17日(日)JBBF主催大会 なし

https://www.jbbf.jp/championships/1813
https://www.jbbf.jp/championships/1561
https://www.jbbf.jp/championships/1580
https://www.jbbf.jp/championships/1523
https://www.jbbf.jp/championships/1599
https://www.jbbf.jp/championships/1596
https://www.jbbf.jp/championships/1565
https://www.jbbf.jp/championships/1717


ブロック選手権大会
7月24日(日) 東北北海道ボディビル・フィットネス選手権(福島県)

地方選手権大会
7月24日(日) 大分県・福島県・徳島県＜四国＞・石川県

地方・地域オープン大会
7月24日(日) 大分県・福島県・徳島県・石川県

7月24日(日)JBBF主催大会 なし

https://www.jbbf.jp/championships/1697
https://www.jbbf.jp/championships/1644
https://www.jbbf.jp/championships/1703
https://www.jbbf.jp/championships/1787
https://www.jbbf.jp/championships/1420
https://www.jbbf.jp/championships/1646
https://www.jbbf.jp/championships/1706
https://www.jbbf.jp/championships/1789
https://www.jbbf.jp/championships/1422


SPORTEC CUP 2022 東京都 7月29日(金)

ブロック選手権大会
7月30日(土) 九州・沖縄フィットネス選手権(福岡県)
7月31日(日) 東海ボディビル選手権(岐阜県)
7月31日(日) 東日本ボディビル選手権(埼玉県)
7月31日(日) 関西男子フィットネス選手権(奈良)

地方選手権大会
7月30日(土) 埼玉県
7月31日(日) 奈良県・青森県秋田県岩手県・福岡県・岐阜県

地方・地域オープン大会
7月30日(土) 福岡県・埼玉県
7月31日(日) 岩手県

https://www.jbbf.jp/championships/1427
https://www.jbbf.jp/championships/1571
https://www.jbbf.jp/championships/1657
https://www.jbbf.jp/championships/1688
https://www.jbbf.jp/championships/1431
https://www.jbbf.jp/championships/1693
https://www.jbbf.jp/championships/1444
https://www.jbbf.jp/championships/1496
https://www.jbbf.jp/championships/1567
https://www.jbbf.jp/championships/1661
https://www.jbbf.jp/championships/1575
https://www.jbbf.jp/championships/1695
https://www.jbbf.jp/championships/1499


全国高校生男子ボディビル選手権大会
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

オールジャパンジュニアチャンピオンシップス
宮城県 8月7日(日)

ブロック選手権大会
8月6日(土) 関東フィットネス選手権（神奈川県）
8月7日(日) 関東クラス別選手権（神奈川県）
8月7日(日) 関西クラス別選手権（京都）

地方選手権大会
8月6日(土) 神奈川県
8月7日(日) 京都府・福井県・愛媛県＜四国＞・静岡県・神奈川県

地方・地域オープン大会
8月6日(土) 神奈川県
8月7日(日) 福井県・愛媛県(四国)

https://www.jbbf.jp/championships/1533
https://www.jbbf.jp/championships/1534
https://www.jbbf.jp/championships/1810
https://www.jbbf.jp/championships/1765
https://www.jbbf.jp/championships/1808
https://www.jbbf.jp/championships/1437
https://www.jbbf.jp/championships/1760
https://www.jbbf.jp/championships/1434
https://www.jbbf.jp/championships/1514
https://www.jbbf.jp/championships/1611
https://www.jbbf.jp/championships/1720
https://www.jbbf.jp/championships/1769
https://www.jbbf.jp/championships/1743
https://www.jbbf.jp/championships/1507
https://www.jbbf.jp/championships/1615


ブロック選手権大会

地方選手権大会
8月11日(木祝) 東海(愛知県)・宮城県

地方・地域オープン大会
8月11日(木祝) 宮城県・SENDAI

8月11日(木祝)JBBF主催大会 なし

https://www.jbbf.jp/championships/1526
https://www.jbbf.jp/championships/1793
https://www.jbbf.jp/championships/1790
https://www.jbbf.jp/championships/1797


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)

ブロック選手権大会
8月13日(土) 東京ボディビル・フィットネス選手権（東京都）
8月14日(日) 九州沖縄クラス別選手権（熊本県）

地方選手権大会
8月14日(日) 富山県・愛知県・三重県・熊本県

地方・地域オープン大会
8月14日(日) 富山県・奈良県・三重県

https://www.jbbf.jp/championships/1535
https://www.jbbf.jp/championships/1476
https://www.jbbf.jp/championships/1665
https://www.jbbf.jp/championships/1439
https://www.jbbf.jp/championships/1529
https://www.jbbf.jp/championships/1550
https://www.jbbf.jp/championships/1668
https://www.jbbf.jp/championships/1441
https://www.jbbf.jp/championships/1445
https://www.jbbf.jp/championships/1554


日本クラス別選手権大会 福岡県 8月21日(日)

ブロック選手権大会
8月21日(日) 関西女子フィットネス選手権（大阪府）
8月21日(日) 北陸甲信越ボディビル選手権（山梨県）

地方選手権大会
8月21日(日) 北海道・大阪府・山梨県

地方・地域オープン大会
8月21日(日) 北海道・山梨県

https://www.jbbf.jp/championships/1536
https://www.jbbf.jp/championships/1639
https://www.jbbf.jp/championships/1685
https://www.jbbf.jp/championships/1483
https://www.jbbf.jp/championships/1669
https://www.jbbf.jp/championships/1680
https://www.jbbf.jp/championships/1485
https://www.jbbf.jp/championships/1683


日本マスターズ選手権大会 北海道 8月28日(日)

ブロック選手権大会
8月27日(土) 東日本フィットネス選手権（石川県）
8月28日(日) 関西ボディビル選手権（兵庫県）
8月28日(日) 関東ボディビル選手権（千葉県）

地方選手権大会
8月28日(日) 日本社会人・新潟県・兵庫県・千葉県・栃木県

地方・地域オープン大会
8月28日(日) 日本社会人・新潟県・栃木県

https://www.jbbf.jp/championships/1537
https://www.jbbf.jp/championships/1557
https://www.jbbf.jp/championships/1603
https://www.jbbf.jp/championships/1712
https://www.jbbf.jp/championships/1447
https://www.jbbf.jp/championships/1519
https://www.jbbf.jp/championships/1606
https://www.jbbf.jp/championships/1708
https://www.jbbf.jp/championships/1747
https://www.jbbf.jp/championships/1450
https://www.jbbf.jp/championships/1522
https://www.jbbf.jp/championships/1751


ジャパン オープン選手権大会
日本クラシックフィジーク選手権大会

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)

ブロック選手権大会
9月4日(日) 中四国ボディビル選手権（広島県）
9月4日(日) 九州沖縄ボディビル選手権（長崎県）

9月2(金)～5日(月) IFBBアジア選手権(キルギスタン)

地方選手権大会
9月4日(日) 広島県・長崎県

地方・地域オープン大会
9月4日(日) 西海(長崎県)

https://www.jbbf.jp/championships/1538
https://www.jbbf.jp/championships/1803
https://www.jbbf.jp/championships/1804
https://www.jbbf.jp/championships/1465
https://www.jbbf.jp/championships/1649
https://ifbb.com/event/ifbb-asian-championships-2/
https://www.jbbf.jp/championships/1463
https://www.jbbf.jp/championships/1652
https://www.jbbf.jp/championships/1653


ブロック選手権大会
9月11日(日) 西日本選手権大会(香川県)

地方選手権大会
9月10日(土) 香川県
9月11日(日) 鹿児島県

地方・地域オープン大会
9月10日(土) 香川県
9月11日(日) 鹿児島県

9月11日(日)JBBF主催大会 なし

https://www.jbbf.jp/championships/1457
https://www.jbbf.jp/championships/1452
https://www.jbbf.jp/championships/1516
https://www.jbbf.jp/championships/1454
https://www.jbbf.jp/championships/1517


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
オールジャパンフィットネスチャンピオンシップス 2022

神奈川県9月18(土)・19日(日)

9月16(金)～18日(日) アーノルドクラシックヨーロッパ(スペイン)

地方・地域オープン大会

地方選手権大会

ブロック選手権大会

https://www.jbbf.jp/championships/1539
https://www.jbbf.jp/championships/1540
https://ifbb.com/event/arnold-classic-europe-fitness-sports-games/


ブロック選手権大会

地方選手権大会
9月25日(日) 山口県

地方・地域オープン大会

9月25日(日)JBBF主催大会 なし

https://www.jbbf.jp/championships/1801


JBBF FITNESS JAPAN GRAND 
CHAMPIONSHIPS 2022

東京都 10月1日(日)

10月1(土)～3日(月) IFBB世界フィットモデル選手権(ラトビア)

地方・地域オープン大会

地方選手権大会

ブロック選手権大会

https://www.jbbf.jp/championships/1541
https://ifbb.com/event/ifbb-world-fit-model-championships-3/


日本男子ボディビル選手権大会
日本女子フィジーク選手権大会

大阪府 10月9日(日)

10月18(火)～23日(土) IFBB世界フィットネス選手権(韓国)

地方・地域オープン大会

ブロック選手権大会

地方選手権大会

https://www.jbbf.jp/championships/1542
https://www.jbbf.jp/championships/1542
https://ifbb.com/event/ifbb-world-fit-model-championships-3/


ブロック選手権大会

地方選手権大会

地方・地域オープン大会
10月30日(日) 東京都北区

10月30日(日)JBBF主催大会 なし

https://www.jbbf.jp/championships/1773


ブロック選手権大会

地方選手権大会

地方・地域オープン大会

11月JBBF主催大会 なし

11月3(木)～7日(日) IFBB世界男子選手権(スペイン)

https://ifbb.com/event/ifbb-mens-world-bodybuilding-and-fitness-championships-and-congress/

