
 ９：００～ 　
   ９：３０ 　
 ９：００～

　９：３０ 千葉県ボディビル・フィットネス連盟

 ９：４５～ 　一般客受付開始 平成30年７月15日（日） 於 千葉市文化センター

バ　ッ　ク　ス　テ　ー　ジ
 ８：３０～   副賞陳列(式典委員)、座席等名札貼付(場内委員)、        

   １０：００    楽屋等名札貼付(競技委員)

９：３０～

 　９：５０

９：５５～

　１０：１０

１０：１０～ 　実行委員長・全選手ｽﾀﾝﾊﾞｲ　（千葉ﾌｨｼﾞｰｸ選手を除く)

１０：１５～ 開会宣言 　会長・昨年度MR千葉スタンバイ

１０：１７～ 選手入場 　審査委員スタンバイ

１０：１８～ 国歌吹奏
１０：２０～ 大会会長挨拶
１０：２３～ 来賓挨拶
１０：２６～ 優勝杯返還
１０：２８～ 選手退場
１０：３０～ 審査委員紹介

　フィジーク選手スタンバイ　(各カテゴリー共５分前に)

１０：３５～ メンズフィジーク 168cm以下
１０：４０～ メンズフィジーク 176cm以下
１０：４５～ メンズフィジーク 176cm超級

１０：５０～ 新人        ( ４ 位まで決勝)
１１：００～ 60才級
１１：０５～ 50才級　  ( ３ 位まで決勝)
１１：１５～ 40才級　  ( ４ 位まで決勝)
１１：２５～ 健康美ラウンド1
１１：３０～ 60kg級     ( ３位まで決勝)
１１：３５～ 65kg級     ( ５位まで決勝)
１１：４５～ 70kg級     ( ４位まで決勝)
１１：５５～ 75kg級     ( ３位まで決勝)
１２：００～ 75kg超級
１２：０５～ 健康美ラウンド2

１２：１０～

　女子158cm級選手スタンバイ　(各カテゴリー共５分前に)

１２：１５～ フィットネスビキニ158cm以下 ピックアップ( １７ → ８ )
１２：３０～ フィットネスビキニ163cm以下 ピックアップ( ２１ →１０ )
１２：４５～ フィットネスビキニ163cm超級 ピックアップ( １３ → ７ )

１３：００～ メンズフィジーク ５０才以上
１３：１５～ メンズフィジーク 168cm以下
１３：３５～ メンズフィジーク 172cm以下
１３：５５～ メンズフィジーク 176cm以下
１４：１５～ メンズフィジーク 176cm超級

１４：３５～

審査委員（関東・千葉）

大会実行委員長         
(板付き)

千葉県連盟会長

昨年度MR千葉

　楽屋にてｺｽﾁｭｰﾑ､ｵｲﾙ､ｶﾗｰﾁｪｯｸ (審査員)

　審査員控室にてジャッジズミーティング（審査員）

比較審査   (順位付   ７名)

    ピックアップ( ４４ → １２ )
    ピックアップ( ２６ → １２ )

　 照明調節　・　吊り看板等の設置

第４回関東フィットネス・ビキニ選手権大会

　休　憩　（昼　食）

開　　会　　式

千　葉　予　選　審　査

２０１８  進  行  表

受　　　　　　　　付

第４回関東メンズ・フィジーク選手権大会

第４９回 千葉県ボディビル・フィットネス選手権大会

ス　　テ　　ー　　ジ

　計量計測開始 （前日受付以外の身長別選手と体重別選手）
　計量計測終了 

選手受付開始　(前日受付以外の選手全員)
選手受付終了

関　東　予　選　審　査

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ 　 (  ５ 名 → ３名)

比較審査   (順位付 　８名)
比較審査   (順位付   ３名)
比較審査   (順位付   ６名)

          ※ラインナップ～クォーターターン

比較審査   (順位付   ３名)

比較審査   (順位付   ５名)
比較審査   (順位付   ２名)

比較審査   (順位付 　９名)
比較審査   (順位付   ４名)

比較審査   (順位付   ８名)
比較審査   (順位付   ３名)

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ 　 (　７ 名 → ４名)
ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ 　 (　８ 名 → ４名)

　休　憩（５分間）        審査委員交代　

    ピックアップ( ４３ → １２ )

          ※ラインナップ～クォーターターン

    ピックアップ( ４６ → １２ )
          ※ラインナップ～クォーターターン

    ピックアップ( １４ →  ７ )



バ　ッ　ク　ス　テ　ー　ジ
　フィジーク選手スタンバイ　(各カテゴリー共５分前に)

１５：１５～ メンズフィジーク 168cm以下
１５：２０～ メンズフィジーク 172cm以下
１５：２５～ メンズフィジーク 176cm以下
１５：３０～ メンズフィジーク 176cm超級

１５：３５～ 新人
１５：４０～ 60才級
１５：４５～ 50才級
１５：５０～ 40才級
１５：５５～ 健康美ラウンド３
１６：００～ ６０kg級
１６：０５～ ６５kg級
１６：１５～ ７０kg級
１６：２０～ ７５kg級
１６：２５～ ７５kg超級

１６：３０～

　女子158cm級選手スタンバイ (各カテゴリー共５分前に)

１６：３５～ フィットネスビキニ158cm以下
１６：５０～ フィットネスビキニ163cm以下
１７：０５～ フィットネスビキニ163cm超級

１７：２０～ メンズフィジーク ５０才以上
１７：３０～ メンズフィジーク 168cm以下
１７：５０～ メンズフィジーク 172cm以下
１８：１０～ メンズフィジーク 176cm以下
１８：３０～ メンズフィジーク 176cm超 　終了後表彰式の準備

　式典委員 ・ 決勝進出選手順次スタンバイ

１８：５０～ フィットネスビキニ 158cm以下
１８：５５～ フィットネスビキニ 163cm以下
１９：００～ フィットネスビキニ 163cm超級
１９：０５～ メンズフィジーク 50才以上
１９：１０～ メンズフィジーク168cm以下
１９：１５～ メンズフィジーク172cm以下
１９：２０～ メンズフィジーク176cm以下
１９：２５～ メンズフィジーク176cm超級

　各クラス優勝者スタンバイ

１９：３０～

１９：３５～

　式典委員スタンバイ

１９：４５～

１９：５０～

　式典委員 ・ 決勝進出選手順次スタンバイ

２０：００～ メンズフィジーク 168cm以下
２０：０３～ メンズフィジーク 172cm以下
２０：０６～ メンズフィジーク 176cm以下
２０：０９～ メンズフィジーク 176cm超級
２０：１２～ 千葉県男子新人
２０：１５～

２０：１８～

２０：２１～

２０：２４～

２０：２７～

２０：３０～

２０：３３～

２０：３６～

２０：３９～

各クラス優勝者 ５名 スタンバイ

２０：５０～

　式典委員スタンバイ

ラインナップ～クォーターターン～順位発表　（１２名）

       ※Ｌ ウォーキング～スリーステップフォワード

       ※Ｌ ウォーキング～クォーターターン

ﾌﾘｰﾎﾟｰｽﾞ (順位付  ３名)
ﾌﾘｰﾎﾟｰｽﾞ (順位付  ３名)
ﾌﾘｰﾎﾟｰｽﾞ (順位付  ４名)

ス　　テ　　ー　　ジ

表　彰　式　(関東)

オーバーオール審査　(千葉)

オーバーオール表彰式　(千葉)

千葉県男子　(各クラス優勝者)　　　　　　　　　 ５名

千葉県男子マスターズ６０才以上
千葉県男子マスターズ５０才以上
千葉県男子マスターズ４０才以上
ミス千葉健康美
千葉県男子６０kg級
千葉県男子６５kg級

千葉県男子７５kg超級

千葉県男子７０kg級
千葉県男子７５kg級

ラインナップ～クォーターターン～順位発表　（１２名）

ラインナップ～クォーターターン～順位発表(　３名)

オーバーオール表彰式　(関東)

ラインナップ～クォーターターン～順位発表(　４名)

ラインナップ～ポーズダウン～　 　順位発表(　３名)

オーバーオール審査　(関東)

(順位付 １２ 名)
(順位付 １２ 名)

ﾌﾘｰﾎﾟｰｽ゛(順位付  ５名)

　休　憩（５分間）        審査委員交代　

関　東　決　勝　審　査

千　葉　決　勝　審　査

ﾌﾘｰﾎﾟｰｽﾞ (順位付  ３名)
ﾌﾘｰﾎﾟｰｽﾞ (順位付  ２名)

ラインナップ～ポーズダウン～　 　順位発表(　４名)

ﾌﾘｰﾎﾟｰｽﾞ (順位付  ３名)

　　　　　　 (順位付 ３ 名)

ﾌﾘｰﾎﾟｰｽﾞ (順位付  ４名)
ﾌﾘｰﾎﾟｰｽ゛(順位付  ３名)

ラインナップ～ポーズダウン～　 　順位発表(　３名)

ラインナップ～ポーズダウン～　 　順位発表(　２名)

ラインナップ～ポーズダウン～　 　順位発表(　４名)

ラインナップ～ポーズダウン～　 　順位発表(　５名)
ラインナップ～ポーズダウン～　 　順位発表(　４名)
ラインナップ～ポーズダウン～　 　順位発表(　３名)

ラインナップ～ポーズダウン～　 　順位発表(　３名)
ラインナップ～ポーズダウン～　 　順位発表(　３名)

　　　　　　 (順位付 ３ 名)
　　　　　 　(順位付 ４ 名)

(順位付 １２ 名)

ﾌﾘｰﾎﾟｰｽﾞ (順位付  ４名)

(順位付　 ８ 名)
(順位付 １０ 名)
(順位付　 ７ 名)

(順位付　 ７ 名)

　　　　　 　(順位付 ４ 名)
       ※Ｌウォーキング～クォーターターン

ラインナップ～クォーターターン～順位発表(　４名)

フィットネスビキニ  (各クラス優勝者)　                     ３名

ラインナップ～クォーターターン～順位発表　（１２名）

ラインナップ～クォーターターン～順位発表　（　７名）

表 彰 式　(千葉)

ラインナップ～クォーターターン～順位発表(　３名)

ラインナップ～クォーターターン～順位発表　（　８名）

ラインナップ～クォーターターン～順位発表　（　７名）

ラインナップ～クォーターターン～順位発表　（１２名）

ラインナップ～クォーターターン～順位発表　（１０名）

メンズフィジーク　　(各クラス優勝者)　                     ５名

フィットネスビキニ 　　　　　　　　　　　　   優勝者のみ表彰
メンズフィジーク　 　　　　　　　　　　　　   優勝者のみ表彰

(順位付 １２ 名)



２０：５５～

　実行副委員長スタンバイ

２１：００～ 閉会宣言

※開始時刻は予定時刻ですから、進行上前後することがありますので、ご注意下さい。

閉　会　　式
大会実行副委員長　　

千葉県男子                                       優勝者のみ表彰


