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全国

第５回兵庫県ビキニフィットネスオープン大会
第４回兵庫県ボディフィットネスオープン大会
第２回兵庫県フィットモデルオープン大会
第１回兵庫県ミスフィットネスオープン大会

年フィットモデル
����
オーバーオール優勝者

年ビキニフィットネス
����
オーバーオール優勝者

年ボディフィットネス
����
オーバーオール優勝者

出場者募集

から

ゲストポーザー

安井 友梨 選手

ビキニフィットネス

IFBB 世界フィットネス
選手権 ���� 準優勝

Yuri Yasui

[ 主催 ] 兵庫県ボディビル・フィットネス連盟 [ 後援 ] 公益社団法人日本ボディビル・フィットネス連盟
[ 協力 ] 大阪、京都府、奈良県ボディビル・フィットネス連盟
※クラス分け等の詳細は兵庫県ボディビル・フィットネス連盟 HP にてご確認ください。
観戦チケット

詳細は５月中旬頃に HP にてお知らせ予定
www.hbbf.main.jp
hbbf_hyogo

お問い合わせ

兵庫県ボディビル・フィットネス連盟事務局
MAX GYM 木下 mail: hbbf@m�.gmobb.jp
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出場者募集

第５回兵庫県メンズフィジークオープン大会
第１回兵庫県マスキュラーフィジークオープン大会
第１回兵庫県メンズフィットネスオープン大会

年メンズフィジーク
����
オーバーオール優勝者

ゲストポーザー

伊吹 主税 選手

メンズフィジーク

���� オールジャパン
メンズフィジーク優勝

Chikara Ibuki

[ 主催 ] 兵庫県ボディビル・フィットネス連盟 [ 後援 ] 公益社団法人日本ボディビル・フィットネス連盟
[ 協力 ] 大阪、京都府、奈良県ボディビル・フィットネス連盟
※クラス分け等の詳細は兵庫県ボディビル・フィットネス連盟 HP にてご確認ください。
観戦チケット

詳細は５月中旬頃に HP にてお知らせ予定
www.hbbf.main.jp
hbbf_hyogo

お問い合わせ

兵庫県ボディビル・フィットネス連盟事務局
MAX GYM 木下 mail: hbbf@m�.gmobb.jp
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女子の部

Womens’

ビキニフィットネス Bikini Fitness

〇���cm 以下級
〇���cm 以下級
〇���cm 超級

〇�� 歳以下
〇�� 歳以上～ �� 歳未満
〇�� 歳以上～ �� 歳未満
〇�� 歳以上 ���cm 以下級
〇�� 歳以上 ���cm 超級

フィットモデル
身長別

〇���cm 以下級
〇���cm 以下級
〇���cm 超級

年齢別

Fit Model

年齢別

〇�� 歳以上～ �� 歳未満
〇�� 歳以上

年齢別

〇�� 歳以下 ���cm 以下級
〇�� 歳以下 ���cm 超級
〇�� 歳以上～ �� 歳未満
〇�� 歳以上

Mascular
マスキュラーフィジーク
Physique

〇���cm 以下級
〇���cm 超級

※出場選手が少ない場合は
オーバーオールにて開催

メンズフィットネス Mens Fitness

〇オーバーオールにて開催

in アクリエひめじ

※同じカテゴリーでも身長別と年齢別の W エントリー可能です。
※詳細は随時ホームページと SNS にてお知らせ予定です。
兵庫県ボディビル・フィットネス連盟 www.hbbf.main.jp

申込
お問い合わせ
はこちら

オールジャパンへの
クオリファイ
を獲得してください

今年も

〇オーバーオールにて開催

オールジャパン

ミスフィットネス Miss Fitness

〇���cm 以下級
〇���cm 以下級
〇���cm 以下級
〇���cm 以下級
〇���cm 超級

に近い

※出場選手が少ない場合は
オーバーオールにて開催

身長別

クラス分け

〇���cm 以下級
〇���cm 以下級
〇���cm 超級

Mens’

メンズフィジーク Mens Physique

で開催します

ボディフィットネス Body Fitness

男子の部

SUN

JBBF のフィットネス競技全て開催します

身長別

！

決定
け
分
ス

2022年兵庫県フィットネスオープン大会 セクション分け及び計測・集合時間について

女子
セクション

1

カテゴリー

前日計測 7/15(金）

当日集合・計測 7/16(土）

ビキニフィットネス年齢別

19：00～19：30

9：00～9：30

フィットモデル年齢別

19：30～20：00

9：00～9：30

ミスフィットネス

19：30～20：00

9：00～9：30

中ホール楽屋24. 25
中ホール入口にお越し下さい

4F

会議室407

ビキニフィットネス身長別

19：00～19：30

11：30～12：00

セクション フィットモデル身長別

19：30～20：00

11：30～12：00

19：30～20：00

11：30～12：00

2

ボディフィットネス

中ホール楽屋24. 25
中ホール入口にお越し下さい

男子

会議室407

前日計測 7/16(土）

当日集合・計測 7/17(日）

メンズフィジーク年齢別

（15：00～16：00予定）

9：00～9：30

セクション マスキュラーフィジーク

（15：00～16：00予定）

9：00～9：30

（15：00～16：00予定）

9：00～9：30

1

カテゴリー

4F

メンズフィットネス

4F 会議室404
セクション メンズフィジーク身長別
2

（16：00～17：00予定）
4F 会議室404

4F

会議室407

11：30～12：00
4F

会議室407

※集合締切り時間に不在の選手は出場できません。時間厳守、余裕を持って行動をお願いします。
※ダブルエントリーの選手は自主申告にて全ての受付をセクション1の受付時に済ませてください。
（同セクション内でのダブルエントリーは出来ません。）
※選手登録証、受講管理カード又はオンデマンド受講完了証(スマホ画面でも可)持参必須です。
※年齢別出場者は運転免許証・健康保険証等の年齢が証明できる物を持参ください。
※なるべく前日の計測にご協力お願いします。ボディカラーリングチェックは当日のみ行います。
※コスチュームチェックを前日に終了させ、少しでも安心して大会当日をお迎えください。

《7月16日（土）17日（日）兵庫県フィットネスオープン大会入場チケットについて》

５月29日（日）AM１０：００～ローソンチケットより発売開始！
7月16日（土）

兵庫県フィットネスオープン大会 【ウィメンズ】１日券
●兵庫県ビキニフィットネスオープン大会
●兵庫県ボディフィットネスオープン大会
●兵庫県フィットモデルオープン大会
●兵庫県ミスフィットネスオープン大会

＜席種・価格＞

S席

A席

前売り券

5,000円

3,000円

当日券

5,000円

3,500円

共通Lコード：54159
7月17日（日）

兵庫県フィットネスオープン大会【メンズ】１日券
●兵庫県メンズフィジークオープン大会
●兵庫県マスキュラーフィジークオープン大会
●兵庫県メンズフィットネスオープン大会

＜席種・価格＞

S席

A席

前売り券

5,000円

3,000円

当日券

5,000円

3,500円

共通Lコード：54159
マスク着用厳守

検温

手指消毒実施

声援禁止のうえ、一般販売席の

全席販売いたします。
身長９０㎝以上のお子様はチケットが必要です。
＊チケットは前売り券 当日券ともにローソンチケットのみで販売、会場での当日券の
販売はございません。また加盟クラブでの取り扱いもございません。
＊前売りで完売しましたら当日券の販売はありません。

ローソンチケットサイト【http://l-tike.com/】より54159を入力して検索・予約
または全国のローソン・ミニストップ店内のLoppiに【Lコード：54159】を入力して
お買い求めください。

7/16 兵庫県フィットネス オープン大会
出場申込 Web フォームＱＲコード

7/17 兵庫県フィットネス オープン大会
出場申込 Web フォームＱＲコード

