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2019年度 事業報告書 

2019年4月1日～2020年3月31日 

 

１．法人の概況 

 ◆設立年月日 1992年1月7日 

 

 ◆定款に定める目的 

この法人は、我が国におけるボディビル・フィットネス界の全国統括団体としてボディビル・フィットネスの 

普及振興を図り、青少年並びに国民の心身の健全な発達に寄与し、又豊かな人間性を涵養し、 

活力ある社会の発展並びに世界の文化の発展に寄与することを目的とする。 

 

 ◆定款に定める事業内容 

（1）ボディビル・フィットネスの普及及び指導並びに振興 

（2）ボディビル・フィットネスジュニア選手への助成 

 （3）ボディビル・フィットネス競技会の開催及び派遣 

 （4）ボディビル・フィットネスに係る指導、審査に関する養成及び認定と登録 

 （5）ボディビル・フィットネス施設の認定及び登録 

 （6）ボディビル・フィットネスに係るレーニング用機器・用品及び食品等の研究並びに認定 

 （7）ドーピング検査並びにアンチドーピングの広報及び啓蒙、並びに指導と実践 

 （8）ボディビル・フィットネスの国際組織への加盟及び役員の派遣 

 （9）ボディビル・フィットネス国際選手権の開催並びに国際選手権への代表選手、審査員役員の 

選考及び派遣 

 （10）その他この法人の目的達成に必要な事業 

 

 ◆正会員及び賛助会員の状況 

  (1) 正会員の状況                                                         (単位：人) 

種類 
員    数 

増減数 摘要 
2020年3月31日現在 2019年3月31日現在 

正会員 59 58 ＋1 青森県連盟加盟 

計 59 58 ＋1  

 

  (2) 賛助会員の状況   

 事業所 代表者 所在地 

1 ㈱健康体力研究所 大井 誠一 文京区小石川 1-28-1 

2 ㈱THINK フィットネス 手塚 栄司 江東区南砂 3-3-6 

3 ㈱Real Style 鍵谷 健 
奈良県大和高田市南本町 11-11 

大和高田シティプラザ 4 階 

4 Venus 森本 恵理 大阪府大阪市城東区放出西 3-13-33 
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 ◆職員の状況                                                            (単位：人) 

種類 
員    数 

増減数 摘要 
2020年3月31日現在 2019年3月31日現在 

男性 2 2 なし 内パート1名 

女性 3 3 なし パート3名 

計 5 5 なし  

 

２．事業の状況 

◆ボディビル・フィットネスの普及及び指導並びに振興 

○普及 

・日本スポーツ協会への（準）加盟申請済 

○広報 

・登録選手のマスコミ出演 

   出演依頼83件（前年70件）、実施37件（前年41件） 

・ホームページ・SNS の活用 

   国内・国際大会の開催案内/結果、各種講習会開催案内、各種イベントの情報提供等 

・JOC の環境啓蒙活動の一環として、各主催大会で環境横断幕を表示 

   ○選手強化 

・選手登録数：加盟クラブ登録3,007名（前年2,886名）、個人登録889名（前年574名）、 

      限定登録773名（前年561名）、合計4,669名（前年4,021名） 

・選手層の拡大として以下のカテゴリーで運営 

   男子：ボディビル、クラシックボディビル、メンズフィットネス、メンズフィジーク、 

   女子：女子フィジーク、ミスボディフィットネス、ミスフィットネス、ビキニフィットネス 

・JOC強化スタッフ35名の登録：.ｺｰﾁﾝｸﾞ14名、ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ5名、情報・戦略6名、医科学10名 

・JOCジュニアオリンピック有望選手の推薦登録（相澤隼人選手） 

・JOC 各委員会への参加 

・登録選手へのアンチドーピング指導 

・ジュニア選手助成公募事業の開始（対象：相澤隼人選手） 

 

◆選手権大会の開催 

○2019年度主催大会開催：15大会（前年16大会）                   （単位：人） 

開催日 大会名 カテゴリー 
当年出場 

選手数 

前年出場 

選手数 
前年比 

7/11 
SPORTEC CUP 2019  

@青海展示場内イベントスペース 

メンズフィジーク 21 14 ＋7 

ビキニフィットネス 7 13 ▲6 

ミスボディフィット

ネス 

8 8 ±0 

計 36 35 +1 
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開催日 大会名 カテゴリー 
当年出場 

選手数 

前年出場 

選手数 
前年比 

8/4 
第14回全国高校生ボディビル選手

権大会 @サンピアンかわさき 
計 43 50 ▲7 

8/11 
第11回日本クラシックボディビル選

手権大会 @ウインクあいち 
計 111 57 ＋54 

8/31 

9/1 

第6回オールジャパン メンズフィジー

ク選手権大会 @メルパルク大阪 
計 333 260 ＋73 

第5回オールジャパンメンズフィットネ

ス選手権大会 
計 1 2 ▲1 

第24回オールジャパン ミスフィットネ

ス選手権大会 @メルパルク大阪 
計 4 6 ▲2 

第7回オールジャパン・ビキニフィット

ネス選手権大会 
計 143 126 ＋17 

第14回オールジャパン・ミスボティフィ

ットネス選手権大会 
計 42 39 ＋3 

オールジャパン計  523 433 ＋90 

9/8 
第30回ジャパンオープン選手権大

会 @ウェルとばた 

男子ボディビル 29 27 ＋2 

女子フィジーク 26 26 ±0 

ミスボディフィット

ネス 
14 15 ▲1 

ミスフィットネス 2 2 ±0 

ミックスドペア 6 8 ▲2 

計 77 78 ▲1 

9/15 
第31回日本マスターズ選手権大会

@フェニックスプラザ福井 

男子ボディビル 118 123 ▲5 

女子フィジーク 20 18 ＋2 

計 138 141 ▲3 

9/22 

第23回日本クラス別男子ボディビ

ル・女子フィジーク選手権大会 

@神戸芸術センター 

男子ボディビル 137 80 ＋57 

女子フィジーク 36 15 ＋21 

計 173 95 ＋78 

10/14 

第31回JOCジュニアオリンピックカッ

プ 日本ジュニアボディビル選手権大

会 @メルパルク東京 

計 34 29 ＋5 

JBBF FITNESS JAPAN 

GRAND CHAMPIONSHIPS 

2019 @メルパルク東京 

メンズフィジーク 13 ― ＋13 

ビキニフィットネス 24 ― ＋24 

ミスボディフィット

ネス 
15 ― ＋15 

計 52 ― ＋52 
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開催日 大会名 カテゴリー 
当年出場 

選手数 

前年出場 

選手数 
前年比 

10/14 

第65回男子日本ボディビル選手権

大会 @メルパルク東京 
計 35 50 ▲15 

第37回女子日本フィジーク選手権

大会 @メルパルク東京 
計 42 37 ＋5 

  合計 1,264 1,005 ＋259 

 

◆ボディビル・フィットネスに係る公認指導員、公認審査員、公認審査集計員の養成、認定及び登録 

○登録者数                                （単位：人） 

 2019年度末 2018年度末 前年比 

公認指導員 1,030 1,190 ▲160 

公認審査員 728 837 ▲109 

公認フィットネス審査員 425 393 ＋32 

公認審査集計員 28 29 ▲1 

公認競技運営員 18 15 ＋3 

合計 2,229 2,464 ▲235 

 

○公認指導員講習会並びに認定試験の実施 

・2020年2月15日・16日 TKPカンファレンスシティ博多にて実施 

受講者数64名（1級9名、2級42名、補講13名） 

○公認審査員、公認審査集計員の養成、認定 

・審査員認定37名（1級9名、2級4名、3級24名） 

   

◆ボディビル・フィットネス施設の認定及び登録数          （単位：箇所） 

施設区分 2018年度末 
2019年度 

新規登録 

2019年度 

退会 
2019年度末 前年比 

公認クラブ 271 10 15 266 ▲5 

同好会 54 5 1 58 +4 

社会人クラブ 54 3 5 52 ▲2 

合計 379 18 21 376 ▲3 

 

◆国際組織への加盟、役員・選手の派遣 

○IFBB（国際連盟）、AFBF（アジア連盟）に加盟し、IFBB/AFBF総会へ出席 

○国際大会への派遣                                         （単位：人） 

期間 大会名 開催地 当年派遣 前年派遣 前年比 

7/15 日中韓親善ボディビル・フィットネス選手権 東京 24 9 ＋15 

7/25～30 アジア・ボディビル＆フィットネス選手権 ハルビン 31 28 ＋3 



 

- 6 - 

 

期間 大会名 開催地 当年派遣 前年派遣 前年比 

8/23～25 東アジア選手権 モンゴル 5 6 ▲1 

9/20～22 アーノルドクラシックヨーロッパ スペイン 7 9 ▲2 

10/17～20 日本グアム親善大会 グアム ― 20 ▲20 

11/5～10 男子世界選手権 スペイン 19 10 ＋9 

11/22～24 世界ジュニア選手権 ハンがリー 6 ― ＋6 

11/29～12/2 世界フィットネス選手権 スロバキア 8 19 ▲11 

12/6～8 世界マスターズ選手権 スペイン 16 20 ▲4 

  合計 116 121 ▲5 

 ※派遣数に自費参加を含む。    
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◆ドーピングの検査及びアンチドーピングの広報と啓蒙 

○ドーピング検査実施大会数 18大会 （前年18大会） 

   ○ドーピング検査実施選手数 84人 （前年86人） 

   ○ドーピング検査陽性者  なし  （前年1人）  

   ○アンチドーピング講習会 24回、2,175人（前年26回、1,880人） （単位：人） 

回数 開催日 主管連盟 開催場所 受講者数 

1 4/7 大阪 大阪市立総合生涯学習センター 110 

2 4/14 静岡県 プラザおおるり 110 

3 4/14 兵庫県 神戸市産業振興センター 86 

4 4/14 兵庫県 神戸市産業振興センター 58 

5 4/14 東京 赤羽会館 263 

6 4/14 東京 赤羽文化センター 89 

7 4/21 愛知県 金山研修センター 120 

8 4/21 福岡県 福岡県クローバープラザ 92 

9 4/28 石川県 石川県女性センター 75 

10 4/28 宮城県 仙台市太白区中央市民センター 96 

11 4/29 北海道 道民活動センター（かでる 2.7） 55 

12 5/12 広島県 広島市 RCC 文化センター 70 

13 5/19 長野県 松本平広域公園総合球技場 51 

14 5/19 栃木県 栃木県青年館コンセーレ 64 

15 5/26 神奈川県 神奈川県民センターホール 123 

16 5/26 神奈川県 神奈川県民センターホール 58 

17 5/26 大分県 別府市社会福祉会館 47 

18 6/2 東京 赤羽会館 247 

19 6/8 大阪 大阪市立総合生涯学習センター 76 

20 6/9 三重 アスト津 51 

21 6/30 香川 丸亀市綾歌総合文化会館 88 

22 7/7 東京 赤羽会館 82 

23 8/3 神奈川 川崎市サンピアンかわさき 52 

24 8/12 神奈川 川崎市サンピアンかわさき 12 

    合計 2,175 

 

◆公認品、推奨品 

○公認品（プロテイン） ㈱健康体力研究所、㈱Real Style 

○公認品（アミノ酸）  ㈱Real Style 

○公認品（トランクス）  ㈱THINKフィットネス、㈱体育とスポーツ出版社、フィットビート 

○公認品（女子コスチューム）  フィットビート、㈱THINKフィットネス、アヴィオンアトリエ 

○公認品（女子パンプス） ダイアナ㈱、㈱エムジェイディーバ 

○推奨品（カラーリング） タンニングローション、Venus（公認サロン）  
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  ◆その他、目的を達成するための必要な事業 

○ユニセフのチャリティ募金活動（ラブウォーク、ハンドインハンド）への協力 

○おおたユニバーサル駅伝（障害者イベント）への協力 

○ニュースポーツｉｎ多摩 2019 

○健康日本２１国民運動（厚生労働省）への参画 

   ○友好他団体の主催事業に対する後援等の協力 

 

◆事務局 

○財務体制の強化 

 ・業務処理の効率化（Web による選手登録、大会出場申込、講習会参加申込等） 

 ・経費削減（ゼロベースでの見直し） 

 ・販売コミッション（協力金）の獲得、他 

   〇ガバナンスコードへの対応 

   〇新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応 

 

3．役員会議に関する事項 

◆理事会     

開催日 議    案 結 果 

2019年6月1日 

第1回理事会 

【決議事項】 

1. 2018年度決算報告書・事業報告書承認の件 

≪総会上程議案≫ 

2. 理事及び監事の任期満了に伴う改選案承認の件 

3. 専門委員会の見直しと委員選任の件 

4. 新規公認クラブ・同好会認定の件 

 

承認可決 

 

承認可決 

承認可決 

承認可決 

2019年6月16日 

第2回理事会 

【決議事項】 

1. 正会員1名選任の件 

2. 理事の報酬総額決定の件 ≪総会上程議案≫ 

3. 監事の報酬額決定の件 ≪総会上程議案≫ 

4. 臨時社員総会招集の件 

 

承認可決 

承認可決 

継続審議 

承認可決 

2019年6月16日 

第3回理事会 

【決議事項】 

1. 役付理事選任の件 

2. 理事の報酬額決定の件 

 

承認可決 

承認可決 

2019年10月13日 

第4回理事会 

【決議事項】 

1. 定款変更の件 ≪総会上程議案≫ 

2. 正会員1名選任の件 

3. 諸謝金規程改定の件 

4. 新規公認クラブ認定の件 

5. 臨時社員総会招集の件 

 

承認可決 

承認可決 

承認可決 

承認可決 

承認可決 
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開催日 議    案 結 果 

2020年2月7日 

第5回理事会 

（書面決議） 

【決議事項】 

１. 2020年度選手登録費改定の件 

 

承認可決 

2020年3月23日 

   第6回理事会 

   （書面決議） 

【決議事項】 

１. 2019年度収支（正味）補正予算案承認の件 

２. 2020年度事業計画策定の件 

３. 青森県連盟加盟の件 

４. 正会員1名選任の件 

５. 新規加盟クラブ・同好会認定の件 

６. 公認品認定の件 

７. ジュニア選手助成公募事業の対象選手選考の件 

８. 選手海外派遣規程改定の件 

９. 報奨金規程改定の件 

１０. 定時社員総会開催の件 

 

承認可決 

承認可決 

承認可決 

承認可決 

承認可決 

承認可決 

承認可決 

承認可決 

承認可決 

承認可決 

 

◆社員総会 

開催日 議    案 結 果 

2019年6月16日 

定時社員総会 

【決議事項】 

１. 2018年度計算書類承認の件 

２. 理事及び監事の任期満了に伴う改選の件 

３. 理事の報酬総額決定の件 

【報告事項】 

1. 2018年度事業報告書報告の件 

2. 代表理事、執行理事の業務遂行状況の報告 

3. 専門委員会の見直しと委員の選任について 

4. 新規公認クラブ・同好会の認定について 

5. 2019年度のスポーツ振興くじ助成事業について 

（交付決定内容） 

６. 2019年度JBBF主催大会の審査員・審査集計員・競技運営

員の指名について 

７. 選手登録に関する確認事項 

８. 正会員1名の選任について 

９. 他団体の活動状況について 

１０. JBBF価値の発信について 

 

承認可決 

承認可決 

承認可決 

2019年10月13日 

臨時社員総会 

 

 

【特別決議事項】 

１. 定款変更の件 

【報告事項】 

１. 正会員1名選任の件 

 

承認可決 
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2019年10月13日 

臨時社員総会 

２. 諸謝金規程改定の件 

３. 新規公認クラブ認定の件 

４. 臨時社員総会招集の件 

５. 代表理事、執行理事の業務遂行状況の報告 

６. スポーツ団体ガバナンスコードの反映について 

７. 日本スポーツ協会への加盟について 

８. マッスルコンテストへの出場について 

９. ボディビル・フィットネス事業の区分けについて 

１０. 限定登録費及び参加費について 

１１. JATI（日本トレーニング指導者協会）との提携について 

１２. 新カテゴリーの導入とフィットネス審査のスキルアップ講習会の 

実施について 

１３. 国際大会派遣役員の選任案について 

１４. 内閣府からの確認について 

１５. 2020年度のJBBF主催大会について 

１６. 日本選手権の優勝杯のレプリカ製作について 

１７. 障がい者連盟の創設（案）について 

１８. 宮島ブロック長よりの依頼事項 

１９. アパレルの提案（株式会社リアルスタイルより） 

 

 ４．収支の状況及び財産の状態 

  ◆年度別                    （単位：千円） 

 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 当年度 

経常収益合計 75,477 81,652 87,348 111,867 102,245 

経常費用合計 73,167 79,138 79,941 110,121 105,584 

経常増減額 2,311 2,514 7,407 1,746 ▲3,338 

(退職給付引当資産) (0) (1,800) (1,800) (3,021) (4,671) 

(選手助成事業引当資産) (0) (0) (8,596) (8,183) (8,033) 

(国際大会準備資金) (0) (7,200) (16,000) (23,000) (28,500) 

(競技広告準備資金) (0) (1,200) (2,000) (3,000) (0) 

資産合計 31,483 34,370 48,535 75,793 64,599 

負債合計 27,298 27,671 25,833 51,758 44,052 

正味財産合計 4,185 6,699 22,702 24,035 20,547 

   

                                                              以上 


