
 ９：００～ 　　選手受付開始　（全員）　　　　　
 ９：３０ 　　選手受付終了　（全員）　　　　
 ９：３０～

 ９：５０

千葉県ボディビル・フィットネス連盟

 ９：５５～ 　　一般客受付開始一般客受付開始
令和4年8月28日（日） 於 千葉市文化センター

バ　ッ　ク　ス　テ　ー　ジ
 ８：３０～

 １０：００

 ９：５５～

　１０：１０

　実行委員長、会長、来賓スタンバイ

１０：１５～ 開会宣言

１０：１７～ 国歌吹奏

１０：１９～ 大会会長挨拶

１０：２２～ 最高顧問挨拶

１０：２５～ 審査委員紹介(審査委員席)

　男子選手スタンバイ　(各カテゴリー共５分前に)

１０：３０～ 男子

１０：５０～ ジュニア   　　(３位まで決勝)

１１：００～ ニューカマー (６位まで決勝)

１１：１５～ ７０才級       (３位まで決勝)

１１：２０～ ６０才級       (６位まで決勝)

１１：３５～ ５０才級　　   (６位まで決勝)

１１：５５～ ４０才級　     (３位まで決勝)

１２：０５～ 女子            (６位まで決勝)

１２：２０～ 男子　　　     (６位まで決勝)

１２：４０～

 １４：００～ 　　選手受付開始　（全員）　　　　　
 １４：３０ 　　選手受付終了　（全員）　　　　
 １４：００～

 １４：３０

 １４：３０～

 　１４：５０

　ジュニア選手スタンバイ (各カテゴリー共５分前に)

１３：２０～ ジュニア  ﾌﾘｰﾎﾟｰｽﾞ ～　ラインナップ
１３：２７～ ニューカマー  ﾌﾘｰﾎﾟｰｽﾞ ～　ラインナップ
１３：４０～ ７０才級  ﾌﾘｰﾎﾟｰｽﾞ ～　ラインナップ
１３：４７～ ６０才級  ﾌﾘｰﾎﾟｰｽﾞ ～　ラインナップ
１４：００～ ５０才級  ﾌﾘｰﾎﾟｰｽﾞ ～　ラインナップ
１４：１３～ ４０才級  ﾌﾘｰﾎﾟｰｽﾞ ～　ラインナップ
１４：２０～ 女子  ﾌﾘｰﾎﾟｰｽﾞ ～　ラインナップ
１４：３３～ 男子  ﾌﾘｰﾎﾟｰｽﾞ ～　ラインナップ

　ゲスト　スタンバイ

１４：５０～

   楽屋にて関東選手のｺｽﾁｭｰﾑ､ｵｲﾙ､ｶﾗｰﾁｪｯｸ

大会実行委員長  元木 俊博       

ス　　テ　　ー　　ジ

　 照明調節　・　吊り看板等の設置

第　２　部　選 手 受 付　

　審査員控室にてジャッジズミーティング（審査員）

開　　　会　　　式

比較審査   (順位付   ３名 )ラインナップ ～  規定 ７ ポーズ

比較審査   (順位付 １１名 )ラインナップ ～  規定 ７ ポーズ

  選手は開会式に参加しません。

比較審査   (順位付 １０名 )ラインナップ ～  規定 ７ ポーズ

　                                                休　憩　（昼　食 ４０分）

  (順位付   　３名)

比較審査   (順位付   ６名 )ラインナップ ～  規定 ７ ポーズ

千葉県連盟会長  三須 和夫    

衆議院議員        齋藤 　 健

  (順位付   　３名)

審査委員

ピックアップ(  ２４名 → １０名 )ラインナップ ～  規定 ４ ポーズ

比較審査   (順位付   ５名 )ラインナップ ～  規定 ７ ポーズ

決　勝　審　査　（関東）

  (順位付　   ６名)

  (順位付   　６名)

  (順位付  　 ６名)

選手受付終了

　 計量開始 （前日受付以外の千葉県体重別選手）

　 計量終了 

   楽屋にてｺｽﾁｭｰﾑ､ｵｲﾙ､ｶﾗｰﾁｪｯｸ

第４１回 関東男子ボディビル選手権大会

第　　1　　部

　予　選　審　査  （関東）

  (順位付   　６名)

選手受付終了

シンガーソングライター　川島ケイジ

比較審査   (順位付 １５名 )ラインナップ ～  規定 ７ ポーズ

  (順位付  　 ６名)
  (順位付   　３名)

選手受付開始　(前日受付以外の千葉県選手）

　　　　　２０２２  進  行  表

第　１　部　選 手 受 付   （関東選手）　

第５３回 千葉県ボディビル選手権大会

スペシャルゲスト

比較審査   (順位付 １０名 )ラインナップ ～  規定 ４ ポーズ

選手受付開始　

一　般　客　受　付

比較審査   (順位付  １２名 )ラインナップ ～  規定 ７ ポーズ

第３９回 関東女子フィジーク選手権大会



　式典委員 ・ 決勝進出選手順次スタンバイ

１５：２０～ ジュニア
１５：２３～ ニューカマー
１５：２４～ ７０才級
１５：２７～ ６０才級
１５：３０～ ５０才級
１５：３３～ ４０才級
１５：３６～ 女子
１５：３９～ 男子

１５：４５～

 新人選手スタンバイ　(各カテゴリー共５分前に)

１６：００～ ジュニア   　( ３位まで決勝) ｸｫｰﾀｰﾀｰﾝ～規定７ﾎﾟｰｽﾞ～比較審査
１６：１０～ 新人       　 ( ３位まで決勝) ｸｫｰﾀｰﾀｰﾝ～規定７ﾎﾟｰｽﾞ～比較審査

１６：２０～ 60才級　 　 ( ３位まで決勝) ｸｫｰﾀｰﾀｰﾝ～規定７ﾎﾟｰｽﾞ～比較審査

１６：２５～ 50才級　 　 ( ２位まで決勝) ｸｫｰﾀｰﾀｰﾝ～規定７ﾎﾟｰｽﾞ～比較審査

１６：３０～ 40才級　 　 ( ３位まで決勝) ｸｫｰﾀｰﾀｰﾝ～規定７ﾎﾟｰｽﾞ～比較審査
１６：４０～ 60kg級     　( ３位まで決勝) ｸｫｰﾀｰﾀｰﾝ～規定７ﾎﾟｰｽﾞ～比較審査

１６：５５～ 65kg級     　( ３位まで決勝) ｸｫｰﾀｰﾀｰﾝ～規定７ﾎﾟｰｽﾞ～比較審査

１７：０５～ 70kg級   　  ( ３位まで決勝) ｸｫｰﾀｰﾀｰﾝ～規定７ﾎﾟｰｽﾞ～比較審査

１７：２０～ 75kg級     　( ３位まで決勝) ｸｫｰﾀｰﾀｰﾝ～規定７ﾎﾟｰｽﾞ～比較審査

１７：３５～ 75kg超級  　( ２位まで決勝) ｸｫｰﾀｰﾀｰﾝ～規定７ﾎﾟｰｽﾞ～比較審査

１７：４０～

ジュニア選手スタンバイ　(各カテゴリー共５分前に)

１７：５０～ ジュニア  ﾌﾘｰﾎﾟｰｽﾞ ～　ラインナップ
１７：５７～ 新人  ﾌﾘｰﾎﾟｰｽﾞ ～　ラインナップ

１８：０４～ ６０才級  ﾌﾘｰﾎﾟｰｽﾞ ～　ラインナップ

１８：１１～ ５０才級  ﾌﾘｰﾎﾟｰｽﾞ ～　ラインナップ

１８：１８～ ４０才級  ﾌﾘｰﾎﾟｰｽﾞ ～　ラインナップ

１８：２５～ 60kg級  ﾌﾘｰﾎﾟｰｽﾞ ～　ラインナップ

１８：３２～ 65kg級  ﾌﾘｰﾎﾟｰｽﾞ ～　ラインナップ

１８：３９～ 70kg級  ﾌﾘｰﾎﾟｰｽﾞ ～　ラインナップ

１８：４６～ 75kg級  ﾌﾘｰﾎﾟｰｽﾞ ～　ラインナップ

１８：５３～ 75kg超級  ﾌﾘｰﾎﾟｰｽﾞ ～　ラインナップ

決勝進出選手順次スタンバイ

１９：００～ ジュニア

１９：０３～ 新人

１９：０６～ ６０才級

１９：０９～ ５０才級

１９：１２～ ４０才級

１９：１５～ 60kg級
１９：１８～ 65kg級
１９：２１～ 70kg級
１９：２４～ 75kg級
１９：２７～ 75kg超級

各クラス優勝者 ５名 スタンバイ

１９：４０～

　式典委員スタンバイ

１９：５０～

　大会実行副委員長スタンバイ

１９：５５～ 閉会宣言

比較審査   (順位付   ６ 名)

第　　２　　部

　ラインナップ～ポーズダウン～  順位発表(　６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(　６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(　６名)

　ラインナップ～ポーズダウン～  順位発表(　６名)

  (順位付   ３ 名)

  (順位付   ３ 名)

 ラインナップ～ポーズダウン～　 　順位発表(　 ３　名)

  (順位付   ２ 名)

表  彰  式　(千葉)

  (順位付   ３ 名)

予　選　審　査　（千葉）

比較審査   (順位付 　４ 名)

比較審査   (順位付   ３ 名)

　                                                休　憩　（ １５分）

表　彰　式　(関東)
　ラインナップ～ポーズダウン～  順位発表(　３名)

※選手の皆様、パンプ用備品(ダンベル不可)はご自身のものをご利用ください。

   パンプ用備品の使いまわしやペアを組んでのパンプアップは禁止とします。

　 前後する事がありますので、各自出場クラスに合わせて進行状況を確認しながら準備して下さい。

千葉県男子                                       優勝者のみ表彰

 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)

  (順位付   ３ 名)

  (順位付   ３ 名)

 ラインナップ～ポーズダウン～　 　順位発表(　 ３　名)

※表彰式で選手へのプレゼント (花束等)は進行時間の都合によりご遠慮下さい。宜しくお願い致します。

※選手の皆様、舞台に上がる直前までは、マスクの着用をお願いします。

※選手の皆様、記載されている時刻は全て予定です。

閉　会　　式

大会実行副委員長　　

※ご観戦頂きます皆様、マスクの常時着用をお願い致します。

※ご観戦頂きます皆様、千葉市文化センター館内での食事は禁止となっておりますので、ご注意ください。

  (順位付   ３ 名)

  (順位付   ２ 名)

  (順位付   ３ 名)

  (順位付   ３ 名)

 ラインナップ～ポーズダウン～　 　順位発表(　 ３　名)

※ご観戦頂きます皆様、大会中の声援は禁止です。拍手にて応援して下さい。

 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)

オーバーオール審査　(千葉)

千葉県男子　(一般男子クラス別優勝者)　　　     　 ５名

オーバーオール表彰式　(千葉)

 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(　 ２　名)

決　勝　審　査　（千葉）

比較審査   (順位付 　６ 名)

比較審査   (順位付   ９ 名)

比較審査   (順位付   ７ 名)

比較審査   (順位付   ８ 名)

　                                                休　憩　（ １０分）

比較審査   (順位付   ２ 名)

比較審査   (順位付 　７ 名)

　ラインナップ～ポーズダウン～  順位発表(　６名)

比較審査   (順位付   ２ 名)


