
2021 
第 33 回 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 》 

第 41 回 世界マスターズ選手権大会代表候補選手選考会 

 

開  催  要  項 

 

日   時 2021 年９月 19 日（日）  大会開始時間  10 時～ 

会   場 神戸芸術センター 芸術劇場                              

 〒651-0055 神戸市中央区熊内橋通 7-1-13  Tel：078-241-7477 

主   催 公益社団法人 日本ボディビル・フィットネス連盟 

主   管 兵庫県ボディビル・フィットネス連盟 

後援予定 兵庫県 ・ 神戸市 ・（公財）日本オリンピック委員会 ・（公財）日本スポーツ協会 

 健康日本 21 推進全国連絡協議会 

協賛予定 (株)健康体力研究所 ・ (株)体育とスポーツ出版社 ・ (株)THINK フィットネス ・ (株)リアルスタイル 

 (株)ハーバー研究所 ・ カラーリングサロン Venus 

            

出場資格 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 

 ※当日は選手登録証とドーピング講習会受講カード（証明書） 年齢証明書を持参すること  

 （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で 6 位以内の入賞者  

 （2）今年度を含む過去の地方連盟マスターズ選手権大会で 3 位以内の入賞者 

 （3）地方連盟が推薦し 本連盟が承認した者 

 

出場クラス  男子マスターズ 〔年令証明書のコピー貼付〕 

  ・４０才以上級 〔40 才～49 才〕  昭和 47 年（1972）～昭和 56 年（1981）生まれの方 

  ・５０才以上級 〔50 才～59 才〕  昭和 37 年（1962）～昭和 46 年（1971）生まれの方 

① ７０ｋｇ以下級   ②７０ｋｇ超級 ※前日計量ステージ裏控室（時間は改めて後日発表） 

  ・６０才以上級 〔60 才～64 才〕  昭和 32 年（1957）～昭和 36 年（1961）生まれの方 

  ・６５才以上級 〔65 才～69 才〕  昭和 27 年（1952）～昭和 31 年（1956）生まれの方 

  ※65 才以上の選手が世界大会派遣の選考を希望する場合に限り出場可能 (ダブルエントリー不可) 

  ・７０才以上級 〔70 才～74 才〕  昭和 22 年（1947）～昭和 26 年（1951）生まれの方 

  ・７５才以上級 〔75 才～〕      昭和 17 年（1942）～昭和 21 年（1946）生まれの方 

  ・８０才以上級 〔 参考級 〕     昭和 16 年（1941）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 47 年（1972）～昭和 56 年（1981）生まれの方 

  ・５０才以上級 〔 50 才～ 〕     昭和 46 年（1972）以前生まれの方 

 

選考要項   世界マスターズ選手権大会へは 下記のクラスより候補者を選考します    

  男子マスターズ 40 歳以上級  50 歳以上級（70 ㎏級 70 ㎏超級）  60 歳以上級 

   （※65 歳以上でも出場可） 

  女子フィジーク 40 歳以上級  50 歳以上級 



 

表   彰 各カテゴリー上位６名 上位３名には 金 ・銀・銅のメダルを授与 

 ７位以下の選手には 決勝審査前に舞台裏で賞状の授与を行います    

 

集合時間 選手集合時間はコロナウイルス禍の為 後日改めて発表します ※大会役員は午前 8 時(時間厳守) 

 ※選手受付時に 選手登録証とドーピング講習会受講カード（証明書）年齢証明書を提示のすること  

 ※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公認クラブ登録選手：Web 又は所定の申込用紙に必要事項を記入の上、下記連盟事務局へ郵送し 

 てください(メール添付 FAX 可)。尚、出場費は下記口座へお振込みください。 

 ②個人登録選手：Web 又は所定の申込用紙に必要事項を記入の上、下記連盟事務局へ郵送してく 

 ださい(メール添付 FAX 可)。尚、出場費は下記口座へお振込みください。 

 

出 場 料  ５,000 円（用紙でお申込みの場合は事務手数料＋1000 円が必要です） 

 各種ペイ・クレジットカード決済の方は下記のアドレスまで 

 https://www.jbbf.jp/contest-fee/2021/index.html 

 東京三菱 UFJ 銀行 浅草橋支店 （普）口座番号：０７６６５３１ 

 公益社団法人 日本ボディビル・フィットネス連盟 

 ※振込氏名は必ず出場申込氏名と同じにして下さい（異なる場合は必ず連絡する事） 

 ※振込氏名の後に必ず 919 と入れて下さい（日本マスターズ選手権 出場料と確認する為） 

 ※一度お支払いいただいた出場費の返金はいたしません 

 

締め切り   ① ② 共に 8 月 23 日（月）必着厳守 

申し込み 〒111-0053 東京都台東区浅草橋 4-9-11 大黒ビル 2F   

 公益社団法人 日本ボディビル・フィットネス連盟 事務局 9/5 All Japan Fitness 選手権大会事務局

  

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男子ボディビルのポージングトランクスは 公認品(JBBF マーク入り)を着用してください 

 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男子選手は 外見上の美観を助けるものを身につけてはいけません(結婚指輪を除く) 但し 髪を束ねる 

為の髪と同色の細い紐や輪ゴム等の仕様は可 

  ④大会当日に限らず カラー(JBBF 指定カラーリングサロンの利用、JBBF 推奨セルフタンニングローション 

 の使用は可)及び オイル・クリーム類等を身体に塗ることは禁止とします 

 ⑤本大会に於いて「イレズミ」のある選手の出場は 原則として禁止とします 但し「イレズミ」が身体のごく一部 

         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 

 とします 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ります 

 ⑥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 臀部及び後脚部を審査員らに向ける 

 ようなポーズ並びに床に寝そべってとるポーズ等は 審査委員長が停止し場合によっては失格となります  

 舞台進行係員等により指示されたポーズ指定場所からはみだして審査員及び観覧者にアピールするような

ポーズは 大会運営の風紀を乱す行為として審査委員長らがポーズを中止し 明らかに不適切な場合 

には退場・失格とします 軽微の場合でも減点となります 

 



 

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のＣＤを持参の事 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すること 

 フリーポーズで使用する音楽の使用料を 日本音楽著作権協会(ＪＡＳＲＡＣ)に支払う為に申込書に 

 使用曲名・アーチスト名(歌手・グループ名)・作詞者・作曲者等を記入する事 

 

薬物検査 ランダムに実施します 

 当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します 

 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 

本選手権大会に出場する選手で 現在治療の為に禁止薬物等の投与を受けている方は 大会開催日より

1 か月前までに 担当の医師より TUE 申請書を受け取ってください 提出がなく競技会当日のドーピング検査

を受けた場合アンチドーピング違反となります 

TUE の申請については JADA ホームページより確認してください 

ドーピング検査の諸規定については（www.realchampion.jp/）にてご確認下さい 

 

カラーリング  カラー使用が許可された大会でも、JBBF 指定カラーリングサロン Venus 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 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 カラーリング・オイル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 

 

 ※JBBF 指定カラーリングサロン Venus 代表 森本恵理 お問合せ・予約 TEL：090-3659-3199 

 9/18 神戸芸術センタースタジオ R  10 時～ 20 時 30 分（予約受付中） 

 

入場券  全席指定席 1,000 円 （当日券は 500 円増になります） 

 ※小学生からチケットが必要になります 未就学のお子様で座席が必要の方はチケットを購入ください 

 ローソンチケットにて 絶賛発売中 L コード：54164 

 

 

その他お問合せは下記 (公社)日本ボディビル・フィットネス連盟事務局までお願いいたします。 

 

〒111-0053 東京都台東区浅草橋 4-9-11 大黒ビル 2F 

公益社団法人 日本ボディビル・フィットネス連盟 9/19 日本マスターズボディビル選手権大会事務局 

TEL. 03-5820-4321   メールアドレス：info@jbbf.jp 

 

※お問合せ前に必ず開催要項をご確認ください。開催要項に記載がある内容についてはお答えいたしません。 

 

 

mailto:info@jbbf.jp

