2021
ALL JAPAN Women’s FITNESS 選手権大会
≪ 第 8 回ビキニフィットネス・第 15 回ボディフィットネス・第 26 回ミスフィットネス ≫

開
日

時

2021 年 9 月 5 日(日）

会

場

神戸芸術センター 芸術劇場

催

大会開始時間

要
10 時～

〒651-0055 神戸市中央区熊内橋通 7-1-13
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

項

Tel：078-241-7477

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

日本国籍を有し 本年度のＪＢＢＦ公認クラブ・個人・フィットネス個人登録選手で、下記のいずれかの
条件を満たしている者
尚、世界フィットネス選手権大会の日本代表候補選手を本大会で選考します
1. 前年度のオールジャパンフィットネス選手権で 12 位以内の者
※2020 年度大会が開催されなかった為 今年度は 2019 年度の成績を対象とします
2. 2019 年 9/1～2021 年 8/22 までの開催大会において次の選手権で６位以内の者
・ブロック主催 ビキニフィットネス選手権大会
※ブロック＝東日本/西日本/東北・北海道/関東/東京/北陸・甲信越/東海/関西/中国・四国/九州・沖縄
3. 2019 年 9/1～2021 年 8/22 までの開催大会において次の選手権で３位以内の者
・都道府県連盟主催 ビキニフィットネス選手権大会
・都道府県連盟主催 ビキニフィットネス OPEN 大会
4. 所属連盟推薦

・過去 3 年間の All Japan Fitness 選手権大会入賞者
・過去 3 年間の各都道府県連盟主催大会・ブロック大会のフィットネス選手権の優勝等

※ジュニア ビキニフィットネス(23 歳以下)・ボディフィットネスは、クォリファイ(出場資格)は必要ありません。
カテゴリー

ミスフィットネス

オーバーオール

ビキニフィットネス

16 歳～23 歳以下

オーバーオール

35 歳未満

①158cm 級

②163cm 級

35 歳以上～40 歳未満

①160cm 級

②160cm 超級

40 歳～45 歳未満

①160cm 級

②160cm 超級

45 歳以上

①160cm 級

②160cm 超級

35 歳以上～45 歳未満

①160cm 級

②160cm 超級

45 歳以上～55 歳未満

①160cm 級

②160cm 超級

ボディフィットネス

35 歳未満

55 歳以上

③163 ㎝超級

オーバーオール

オーバーオール

※各カテゴリー大会当日のクラス変更は認められません。
※クォリファイを獲得しているジュニア（～23 歳以下）と 35 歳未満ビキニフィットネスはダブルエントリー可

表

彰

測定日時

各カテゴリー １位～６位
9 月 4 日(土) 神戸芸術センター芸術劇場 ステージ裏控室（時間は改めて後日発表）
9 月 5 日(日）神戸芸術センター芸術劇場 5 階控室 （時間は改めて後日発表）
※選手登録証と着用するビキニ・ハイヒール・アクセサリー類のチェックを行いますので 必ず持参して下さい

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 選手登録証とアンチドーピング講習受講カード（証明書）を提示のこと
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からお願い致します
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 905 と入れて下さい（All Japan Fitness 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
① ② 共に 8 月 23 日（月）締め切り 必着厳守

申 込 先

〒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ミスフィットネス ボディフィットネス ビキニフィットネスのコスチューム・アクセサリーは JBBF 規定に準じます
各自 JBBF ホームページでご確認をお願いします
②競技に必要とされるメイクやヘアーセット用品は 係の許可を得てから持ち込んでください
③大会当日オイル及びクリーム類を身体に塗ることは禁止

また 本大会に於いて「イレズミ」のある選手の

出場は禁止とします 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
減点の要因となる事があります
④ポーズ中にコスチューム・ビキニで覆うべき部分が露出した選手は 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になる場合があります 軽微の場合は減点とします
⑤舞台パフォーマンスで過度な動作・アピール等 競技ルールに従わない場合は 失格または減点とします

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/）にて確認して下さい
カラーリング

カラー使用が許可された大会では JBBF 指定カラーリングサロン及び 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でカラーリングした場合は サロンの証明書を受け付け時に提出してください
※JBBF 指定カラーリングサロン Venus 森本恵理

入 場 券

お問合せ・予約 TEL：090-3659-3199

9/3（金）神戸産業振興センター

10 時～20 時 30 分

9/4（土）神戸産業振興センター

09 時～20 時 00 分

VIP シート 10,000 円

S 席 6,000 円

A 席 5,000 円 （当日券は＋500 円になります）

ローソンチケットにて８月 2 日（月）発売開始予定

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 9/5 All Japan Fitness 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

