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※1 国際大会開催時期により対象大会が前年度か同年度となる
※2 A派遣は国内選考大会オーバーオール優勝者もしくはそれに準ずる選手より選出

※国内外の状況により派遣内容、国際大会開催国・日程変更や中止になる場合あり
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※１

※アジア

世界大会

など大会

により

選考対象が

異なる

・ A代表派遣：航空運賃・現地宿泊費連盟負担（選手登録費・保険等は個人負担）
・ B代表派遣：費用自己負担（一部連盟負担）

決定通知受領



世界男子選手権

日本クラシックフィジーク

日本クラス別（男子ボディビル）

オールジャパン(一般男子）

グランドチャンピオンシップス

(男子）

日本クラシック男子ボディビル

男子日本ボディビル
女子日本フィジーク

世界マスターズ選手権

オールジャパンマスターズ

(女子）

オールジャパンマスターズ

(男子）

日本マスターズ

世界ジュニア選手権

オールジャパンジュニア

(女子）

オールジャパンジュニア

(男子）

日本ジュニア男子ボディビル

国際大会＆海外派遣選考大会

世界フィットモデル選手権 オールジャパンフィットモデル
世界フィットネス選手権

オールジャパン(一般女子）

日本クラス別 (女子フィジーク）

グランドチャンピオンシップス
(女子）



アジア選手権

日中韓親善大会

国際大会＆海外派遣選考大会

アーノルドクラシック

ヨーロッパ

SPORTEC CUP

日本連盟主催
国際大会選考対象大会

日本連盟主催
国際大会選考対象大会

JBBF主催大会



2022年 IFBB アジア選手権

JBBF主催選手権大会

国際大会派遣選考・クオリファイ対象大会

キルギスタン 9月2日～5日

2022年 IFBB アジア選手権
派遣選考対象大会＆クオリファイ

2021年度

➢ 日本クラシックボディビル選手権 各クラス2位以内

➢ 日本クラス別選手権 各クラス2位以内

➢ クラシックフィジーク選手権 各クラス2位以内

➢ 日本マスターズ選手権 各クラス2位以内

➢ 日本ジュニア男子ボディビル選手権 各クラス2位以内

➢ 男子日本ボディビル選手権・女子日本フィジーク選手権

各3位以内

➢ オールジャパンフィットネスチャンピオンシップス

各カテゴリークラス2位以内

➢ フィットモデル選手権 各クラス2位以内

➢ JBBF FITNESS JAPAN GRAND CHAMPIONSHIPS

各カテゴリー3位以内

開催時期により対象大会が前年度か同年度となる

※5名以下エントリークラスは選考対象にならない場合がある

今年度のアジア選手権開催時期が2021年派遣選考大会より1年

経過していることより「国際大会派遣選考の流れ」
ステップ3＜二次選考＞の際に参加希望者対象に説明会開催予定

※状況により上記内容の変更あり



2022年 アーノルドクラシックヨーロッパ

JBBF主催大会

スペイン・セビリア 9月16日～18日

2022年 アーノルドクラシックヨーロッパ
派遣選考対象大会＆クオリファイ

2022年度

➢ スポルテック大会 各4カテゴリー優勝者航空券付き

2021年度

➢ スポルテック大会 各4カテゴリー優勝者航空券付き

➢ 日本クラス別選手権 各クラス2名以内

➢ クラシックフィジーク選手権 各クラス2位以内

➢ フィットモデル選手権 各クラス2名以内

➢ 日本マスターズ選手権 各クラス2名以内

➢ オールジャパンフィットネスチャンピオンシップス

各カテゴリークラス上位2位以内

➢ 日本ジュニア男子ボディビル選手権 各クラス2名以内

➢ 男子日本ボディビル選手権・女子日本フィジーク選手権 各3位以内

➢ JBBF FITNESS JAPAN GRAND CHAMPIONSHIPS

各カテゴリー3位以内

※5名以下エントリークラスは選考対象にならない場合がある

※アーノルドクラシックヨーロッパは他の国際選手権と参加方法が異なる

※状況により上記内容の変更あり



2022年 IFBB世界フィットモデル選手権

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 9/4（日）

ウクライナ 9月30日～10月2日

2022年 IFBB世界フィットモデル選手権
派遣選考対象大会＆クオリファイ

2022年度

➢ オールジャパンフィットモデルチャンピオンシップス 各クラス1位

※5名以下エントリークラスは選考対象にならない場合がある

※国際情勢により派遣中止、開催国・日程変更や中止になる場合がある

※状況により上記内容の変更あり



2022年 IFBB世界フィットネス選手権

オールジャパン

(一般女子）

神奈川

9/19

日本クラス別

(女子フィジーク）

福岡

8/21

韓国 10月18日～23日
2022年度

➢ オールジャパン (一般女子) フィットネスチャンピオンシップス

各カテゴリークラス1位

➢ 日本クラス別 (女子フィジーク) 選手権 各クラス1位

2022年 IFBB世界フィットネス選手権
派遣選考対象大会＆クオリファイ

※5名以下エントリークラスは選考対象にならない場合がある

※状況により上記内容の変更あり



2022年 IFBB世界ジュニア選手権

オールジャパン

ジュニア(女子）

宮城

8/7

オールジャパン

ジュニア(男子）

宮城

8/7

日本ジュニア

男子ボディビル

宮城

8/7

2022年度

➢ オールジャパンジュニア（女子）フィットネスチャンピオンシップス

各カテゴリー優勝者 ＜世界フィットネス＞

➢ オールジャパンジュニア（男子）チャンピオンシップス

各クラス1位 ＜世界男子＞

➢ 日本ジュニア男子ボディビル選手権

各クラス1位 ＜世界男子＞

2022年 IFBB世界ジュニア選手権
派遣選考対象大会＆クオリファイ

※過去の国際大会（ジュニア・マスターズ）で
評価を受けた場合は特例を認める

※5名以下エントリークラスは選考対象にならない場合がある

※状況により上記内容の変更あり

女子選手:<世界フィットネス> 韓国 10月18日～23日
男子選手:<世界男子>スペイン・サンタスサンナ 11月3日～７日



2022年 IFBB世界マスターズ選手権

オールジャパン

マスターズ(女子）

神奈川

9/18

オールジャパン

マスターズ(男子）

神奈川

9/18

日本マスターズ

北海道

8/28

2022年度

➢ オールジャパンマスターズ（女子）フィットネスチャンピオンシップス

各オーバーオール3位以内 ＜世界フィットネス＞

➢ オールジャパンマスターズ（男子）フィットネスチャンピオンシップス

オーバーオール3位以内 ＜世界男子＞

➢ 日本マスターズ選手権 オーバーオール3位以内

＜世界フィットネス＞＜世界男子＞

2022年 IFBB世界マスターズ選手権
派遣選考対象大会＆クオリファイ

女子選手:<世界フィットネス> 韓国 10月18日～23日
男子選手:<世界男子>スペイン・サンタスサンナ 11月3日～７日

※5名以下エントリークラスは選考対象にならない場合がある

※過去の国際大会（ジュニア・マスターズ）で
評価を受けた場合は特例を認める

※状況により上記内容の変更あり



2022年 IFBB世界男子選手権

日本

クラシック

フィジーク

石川

9/4

日本

クラス別

福岡

8/21

オール

ジャパン

(一般男子）

神奈川

9/19

日本

クラシック

ボディビル

奈良

8/14

男子

日本

ボディビル

大阪
10/9

グランド

チャンピオン

シップス

東京

10/1

スペイン・サンタスサンナ 11月3日～7日
2022年度

➢ 日本クラシックフィジーク選手権 各クラス1位

➢ 日本クラス別（男子）選手権 各クラス1位

➢ オールジャパン (一般男子) フィットネスチャンピオンシップス

各カテゴリークラス1位

➢ 日本クラシックボディビル選手権 各クラス1位

➢ JBBF FITNESS JAPAN GRAND CHAMPIONSHIPS

優勝者

➢ 男子日本ボディビル選手権 優勝者

2022年 IFBB世界男子選手権
派遣選考対象大会＆クオリファイ

※5名以下エントリークラスは選考対象にならない場合がある

※状況により上記内容の変更あり



2022年 日中韓親善大会

日本連盟主催 国際大会選考対象大会

未定

➢ 男子日本ボディビル選手権・女子日本フィジーク選手権

➢ 日本クラス別選手権

➢ 日本クラシックボディビル選手権

➢ 日本マスターズ選手権

➢ 日本ジュニア男子ボディビル選手権

➢ 日本クラシックフィジーク選手権

➢ JBBF FITNESS JAPAN GRAND CHAMPIONSHIPS

➢ オールジャパンフィットネスチャンピオンシップス

➢ 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

➢ オールジャパンジュニアフィットネスチャンピオンシップス

➢ オールジャパンフィットモデルチャンピオンシップス

2022年 日中韓親善大会
派遣選考対象大会＆クオリファイ

※日中韓親善大会開催国により発表されたカテゴリーの選考を行う

※5名以下エントリークラスは選考対象にならない場合がある

※状況により上記内容の変更あり



世界選手権

＜世界男子など＞

エリートプロ

イベント

IFBBエリート世界

プロフェッショナル

選手権

国内大会

ブロック大陸大会

＜東アジアなど＞

大陸大会

＜アジア選手権など＞

日本連盟
主催大会

ブロック大会

アーノルドクラシックダイアモンドカップノルディックフィットネス

オープンなど

都道府県連盟主催大会
オープン大会


