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開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 主　管（実行）

8月04日(木) ＳＰＯＲＴＥＣ　ＣＵＰ　２０１６ 東京ビッグサイト 東京都/江東区 (公社)日本連盟
8月07日(日) ジャパンオープン選手権(第27回) 上田創造館 長野県/上田市 長野県連盟

日本クラス別選手権(第20回)
日韓親善選手権

日本女子チャレンジカップ選手権(第24回) きゅりあん

ミス２１健康美大会(第16回) （品川区立総合区民会館）
9月18日(日) 日本マスターズ選手権(第28回) 星稜学園 石川県/金沢市 ﾏｽﾀｰｽﾞ委員会

オールジャパンミスフィットネス選手権(第21回)
オールジャパンミスボディフィットネス選手権(第10回)

9月24日(土) オールジャパンフィットネスビキニ選手権(第3回)
9月25日(日) オールジャパンメンズフィジーク選手権(第3回)

オールジャパンメンズフィットネス選手権(第2回)
日本クラシックボディビル選手権(第8回)
男子日本ボディビル選手権(第62回)
女子日本フィジーク選手権(第34回) 日本選手権
日本ジュニアボディビル選手権(第28回) 実行委員会
全国高校生ボディビル選手権(第11回)

仙台市若林区文化センター 宮城県/仙台市

メルパルク大阪 大阪市/淀川区

9月04日(日) 東京都/品川区
日本社会人
　　　　　　連盟

8月21日(日) サンピアンかわさき 神奈川県/川崎市 神奈川県連盟

２０１６年度　ＪＢＢＦ主催選手権大会日程一覧表

宮城県連盟

10月02日(日)
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開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
5月03日(火) 東京オープン選手権(第24回) 北とぴあ 東京都/北区

大阪クラシックボディビルオープン選手権(第3回)
大阪メンズフィジークオープン選手権(第3回)
大阪フィットネスビキニオープン選手権(第3回)
大阪メンズフィットネスオープン選手権(第2回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
関東オープン・メンズフィジーク選手権(第2回)
関東オープン・フィットネスビキニ選手権(第2回)
埼玉県男子ボディビル選手権(第32回)
徳島県ボディビル選手権(第35回)
徳島県新人ボディビル選手権(第14回)
徳島県マスターズボディビル選手権(第12回)
2016徳島県メンズフィジークオープン選手権
西海男子ボディビル選手権(第46回)
西海女子フィジーク選手権(第21回)
西海男子マスターズボディビル選手権(第21回)
西海メンズフィジークオープン大会(第2回)
長崎男子ボディビル選手権(第43回)
長崎フィットネスビキニオープン選手権(第1回)
オール関西フィットネス選手権(第12回)
関西ボディフィットネス選手権(第20回)
男子大阪クラス別ボディビル選手権(第29回)
男子大阪マスターズボディビル選手権(第22回)
男子大阪ジュニアボディビル選手権(第13回)

北谷町サンセットビーチ内
屋外特設ステージ

ミスター福島県ボディビル選手権(第28回)
ミス福島県フィジーク選手権(第22回)
福島県オープンフィットネス選手権(第2回)
愛知県クラシックボディビル選手権(第4回)
愛知県マスターズボディビル選手権(第41回)
愛知県チャレンジクラスボディビル選手権(第6回)
ミス健康美愛知オープン大会(第8回)

井　上　　　 浩
（大　阪）

東京クラス別選手権(第30回) 佐　藤　貴　規

東京ボディフィットネス選手権(第13回) （東　京）

無

ふれあい健康館大ホール 徳島県/徳島市

チトセピアホール 長崎県/長崎市
佐　藤　貴　規

（東　京）

5月29日(日)

7月10日(日)
エル･おおさか 大阪府/大阪市

7月03日(日)

志木市民会館パルシティ 埼玉県/志木市

大阪市阿倍野区民センター 大阪府/大阪市

サマーオープンOkinawaコンテスト(第3回) 沖縄県/中頭郡 未　定

7月17日(日)

福島県/いわき市

名古屋市芸術創造センター 愛知県/名古屋市

山口県男子ボディビル選手権（33回） スターピア下松 山口県/下松市

7月18日(月) かつしかシンフォニーヒルズ 東京都/葛飾区

２０１６年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方選手権大会日程一覧表

辻　田　　　 勲
（大　阪）

いわき芸術文化交流館
　　　　　　　アリオス小劇場

安　井　友　梨
（愛　知）

山　下　公　仁
（宮　城）
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２０１６年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方選手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
男子北海道ボディビル選手権(第45回)
女子北海道フィジーク選手権(第18回)
北海道メンズフィジーク選手権(第1回)
北海道ボディフィットネス選手権(第1回)
北海道フィットネスビキニ選手権(第1回)

群馬県男子ボディビル選手権(第34回)

群馬県マスターズボディビル選手権(第22回)
関東男子クラス別ボディビル選手権(第16回)
　　（60kg・65kg・70kg・75kg・75kg超級）
関東女子クラス別フィジーク選手権
　　（158cm以下・158cm超級）
千葉県男子ボディビル選手権(第47回)
ミス千葉健康美コンテスト(第10回)
千葉県男子マスターズ・ボディビル選手権(第32回)

千葉県男子新人ボディビル選手権(第20回)
千葉ジュニア・ボディビル選手権(第17回)
東海マスターズ選手権(第15回)
静岡県男子ボディビル選手権(第54回)
静岡県男子新人ボディビル選手権(第43回)
静岡県男子マスターズボディビル選手権(第17回)
静岡県男子フィジーク選手権(第2回)
静岡県フィットネスビキニ選手権(第1回)
石川県男子ボディビル選手権(第22回)
石川県女子フィジーク選手権(第1回)
佐賀県男子ボディビル選手権(第46回)
佐賀県メンズフィジーク選手権(第1回)
ミスター大分ボディビル選手権(第44回)
2016大分メンズフィジーク選手権
2016大分ミスボディフィットネス選手権

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
学校法人伊藤学園 須　江　正　尋
甲斐清和高等学校 記念館ﾎｰﾙ （東　京）

男子ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ・女子ﾌｨｼﾞｰｸ長野県選手権(第33回)
長野県男子マスターズボディビル選手権(第15回)
長野県男子新人ボディビル選手権(第14回)
東海男子ボディビル選手権(第46回)
東海女子フィジーク選手権(第32回)
岐阜県男子ボディビル選手権(第35回)
岐阜県女子フィジーク選手権(第30回)
四国メンズフィジークオープン大会(第1回) 合　戸　孝　二
四国フィットネスビキニオープン大会(第1回) （静　岡）
香川子ボディビル選手権(第42回) 小　川　美　衣

（大　阪）
西日本選手権(第11回)
男子愛知県ボディビル選手権(第42回)
女子愛知県フィジーク選手権(第2回)
男子東京ボディビル選手権(第51回)
女子東京フィジーク選手権(第34回)
男子東京フィジーク選手権(第2回)
ﾏｽﾀｰｽﾞ東京ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ選手権40才以上(第34回)
ﾏｽﾀｰｽﾞ東京ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ選手権50才以上(第27回)
ﾏｽﾀｰｽﾞ東京ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ選手権60才以上(第14回)
ジュニア東京ボディビル選手権(第34回)
男子ニューカマー東京ボディビル選手権(第2回)
東海オープンメンズフィジーク選手権(第2回)
東海オープンフィットネスビキニ選手権(第2回)
三重県ボディビル選手権(第46回)
三重県女子フィジーク選手権(第31回)

7月31日(日)

札幌市教育文会館小ホー
ル

北海道/札幌市

千葉市文化センター
　　　　　　　　 アートホール

千葉県/千葉市

開成公民館 集会室 佐賀県/佐賀市

無

群馬県民会館
　　　（ベイシア文化ホール）

群馬県/前橋市 無

無

菊川市文化会館アエル 静岡県/菊川市

石川県女子センター 石川県/金沢市 無

溝　口　隆　広
井　上　裕　章

（静　岡）

無

ＡＰＵアジア太平洋大学 大分県/

8月07日(日)

山梨県男子ボディビル選手権(第38回) 山梨県/甲府市

上田創造館 長野県/上田市 無

岐阜市文化センター 岐阜県/岐阜市

アレックス
（丸亀市綾歌総合文化会
館）

香川県/丸亀市

8月11日(木) 古屋市芸術創造センター 愛知県/名古屋市

8月14日(日)

かつしかシンフォニーヒルズ 東京都/葛飾区

津リージョンプラザ
　　　　　　　　　お城ホール

三重県/津市
髙　梨　圭　祐

（東　京）

山野内　里 子
（愛　知）

井　上　裕　章
（静　岡）
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２０１６年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方選手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
神奈川県男子ボディビル選手権(第51回)
神奈川県女子フィジーク選手権(第51回)
神奈川県男子クラス別ボディビル選手権(第51回)
2016神奈川男子・女子オープン選手権
新潟県男子ボディビル選手権(第44回)
新潟県男子新人ボディビル選手権(第42回)
新潟県男子マスターズボディビル選手権(第21回)
新潟県男子オープンボディビル選手権(第3回)
関西メンズフィジークオープン大会(第1回)
関西フィットネスビキニオープン大会(第1回)
男子大阪ボディビル選手権(第50回)
女子大阪フィジーク選手権(第33回)
男子九州沖縄クラス別ボディビル選手権(第25回)
　（55kg・60kg・65kg・70kg・75kg・75kg超級）
　（マスターズ60才以上60kg・70kg・70kg以上）
九州沖縄ボディフィットネス選手権(第6回)
男子宮崎県ボディビル選手権(第48回)
オープン宮崎県メンズフィジーク選手権(第3回)
オープン宮崎県フィットネスビキニ選手権(第3回)
関東ボディビル・フィットネス選手権(第35回)
茨城県ボディビル選手権(第46回)
茨城県マスターズボディビル選手権(第16回)
茨城県オープンボディビル大会(第5回)
男子関西ボディビル選手権(第43回)
女子関西フィジーク選手権(第36回)
マスターズ男子関西ボディビル選手権(第16回)
男子京都府ボディビル選手権(第49回)
男子京都府クラス別ボディビル選手権(第11回)
マスターズ男子京都府ボディビル選手権(第25回)
四国ボディビル選手権(第46回)
マスターズ四国ボディビル選手権(第19回)
四国女子フィジーク選手権(第1回)
愛媛県ボディビル選手権(第50回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
男子東北北海道ボディビル選手権(第43回)
女子東北北海道フィジーク選手権(第23回)
東北北海道マスターズボディビル選手権(第18回)
東北北海道ミスボディフィットネス選手権(第2回)
青森県ボディビル選手権(第50回)
青森県オープン選手権(第4回)
富山県男子ボディビル選手権(第48回)
富山県男子新人ボディビル選手権(第33回)
富山県マスターズボディビル選手権(第16回)
男子関西クラス別ボディビル選手権(第15回)
男子兵庫県ボディビル選手権(第50回)
女子兵庫県フィジーク選手権(第26回)
男子中国四国ボディビル選手権(第14回)
中国四国メンズフィジーク･ｵｰﾌﾟﾝ選手権(第8回)
中国四国フィットネスビキニ･ｵｰﾌﾟﾝ選手権(第2回)
男子広島ボディビル選手権(第48回)
九州沖縄メンズフィジーク選手権(第1回)
福岡県男子ボディビル選手権(第51回)
福岡県女子フィジーク選手権(第35回)
福岡県ジュニアボディビル選手権(第35回)
福岡県マスターズボディビル選手権(第28回)
福岡県ルーキーズボディビル選手権(第28回)
福岡県クラス別ボディビル選手権(第27回)
日本社会人ボディビル選手権(第50回) きゅりあん大ホール 東京都/品川区

8月20日(土) サンピアンかわさき 神奈川県/川崎市
野 澤　尚一郎
円　満　美　葉

（神奈川）

8月21日(日)

長岡リリックホール 新潟県/長岡市

エル･おおさか 大阪府/大阪市 　

都城市
　　　高崎福祉保健センター

宮崎県/都城市

笠間市立笠間公民館ホール 茨城県/笠間市 無

京都パルスプラザ
　　　　　　　　　 稲盛ホール

京都府/京都市 無

愛媛県/松山市

9月04日(日)

青森県/十和田市

富山県教育文化会館 富山県/富山市

兵庫県民会館 兵庫県/神戸市

8月28日(日)

広島県民文化センター 広島県/広島市

公益財団法人
　　　　　　　宗像ユリックス

福岡県/宗像市

合　戸　孝　二
（静　岡）

須 山　翔太郎
（東　京）

木　澤　大　祐
（愛　知）

鈴　木　　　 雅
（東　京）

佐　藤　貴　規
（東　京）

十和田市民文化センター
　　　　　（生涯学習ホール）

山野内　里 子
（愛　知）

佐　藤　茂　男
（東　京）

愛媛県
　　障害学習センターホー
ル
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２０１６年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方選手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
男子東日本クラス別ボディビル選手権(第17回)
女子東日本クラス別フィジーク選手権(第9回)
男子東日本マスターズボディビル選手権(第17回)
女子東日本クラス別ボディフィットネス選手権(第9回)

男子栃木ボディビル選手権(第35回
女子栃木フィジーク選手権(第34回)
北陸甲信越男子ボディビル選手権(第41回)
北陸甲信越女子フィジーク選手権(第33回
北陸甲信越ﾏｽﾀｰｽﾞ男子ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ選手権(第10回)
福井県選手権
九州・沖縄ボディビル選手権(第61回) 鈴　木　　　 雅
沖縄県ボディビル・フィットネス選手権(第42回 （東　京）
沖縄県女子フィジーク選手権(第35回) 仲　泊　兼　也

（沖　縄）
宮城県男子ボディビル選手権(第51回)
宮城県女子フィジーク選手権(第20回)
宮城県ジュニアボディビル選手権(第14回)
宮城県マスターズボディビル選手権(第21回)
宮城県ミスボディフィットネス選手権(第7回)
南九州男子ボディビル選手権(第3回)
南九州女子フィジーク選手権(第3回)
南九州男子マスターズボディビル選手権(第1回)
南九州オープンメンズフィジーク選手権(第1回)
南九州オープンフィットネスビキニ選手権(第1回)
鹿児島県男子ボディビル選手権(第48回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
10月30日(日) オータムオープンＯｋｉｎａｗａコンテスト(第2回) 北谷サンセットビーチ内 特設ステージ 沖縄県/北谷市美浜

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
東日本オープン選手権(第1回)
　（メンズフィジーク・フィットネスビキニ）
栃木新人ボディビル選手権(第31回
栃木マスターズボディビル選手権(第19回)

9月11日(日)

コンセーレ 1階大ホール 栃木県/宇都宮市 無

木ごころ文化ホール 福井県/福井市

名護市民会館 大ホール 沖縄県/名護市

コンセーレ 大ホール11月06日(日) 栃木県/宇都宮市

9月25日(日) 鹿児島市谷山サザンホール
鹿児島県/鹿児島
市

三 船　麻里子
（東　京）

木　澤　大　祐
（愛　知）

9月24日(土) 仙台市若林区文化センター 宮城県/仙台市 無
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開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 主　管（実行）
2015アジア選手権選考大会
　女子ボディフィットネス
　女子フィットネスビキニ
　男子フィジーク
日本クラス別選手権大会(第19回)
　男子ボディビル
　女子フィジーク
日本クラシックボディビル選手権大会(第7回)

6月05日(金)
～

6月07日(日)
日本女子チャレンジカップ選手権(第23回) きゅりあん
ミス２１健康美大会(第15回) （品川区立総合区民会館）

8月23日(日) ジャパンオープン選手権(第26回) 栃木県総合文化センター 栃木県/宇都宮市 栃木県連盟
9月13日(日) 日本マスターズボディビル選手権(第27回) 広島県民文化センター 広島県/広島市 ﾏｽﾀｰｽﾞ委員会

オールジャパンミスフィットネス選手権(第20回)
オールジャパンミスボディフィットネス選手権(第9回)

オールジャパンメンズフィジーク選手権(第2回)
オールジャパンフィットネスビキニ選手権(第2回)
オールジャパンメンズフィットネス選手権(第1回)
男子日本ボディビル選手権(第61回)
女子日本フィジーク選手権(第33回) メルパルクホール
日本ジュニアボディビル選手権(第27回) （東京郵便貯金ホール）
全国高校生ボディビル選手権(第10回)

２０１５年度　ＪＢＢＦ主催選手権大会日程一覧表

10月12日(月)

9月21日(月)
9月22日(火)

8月15日(土) 東京都/品川区
日本社会人連
盟

4月18日(土)
4月19日(日)

東京都/品川区
日本社会人連
盟

東京都/港区芝公
園

きゅりあん
　（品川区立総合区民会館）

仙台市若林区文化センター 宮城県/仙台市 宮城県連盟

アジアボディビル選手権大会 福岡県/北九州市

日本選手権
　　実行委員会
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開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
仲　泊　兼　也

（沖　縄）

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
宮城県男子ボディビル選手権(第50回)
宮城県女子フィジーク選手権(第20回)
宮城県マスターズボディビル選手権(第20回)
宮城県ジュニアボディビル選手権(第14回)
宮城県ミスボディフィットネス選手権(第6回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
加　賀　義　和
澤 田　めぐみ

（東　京）
キングオブフィジーク大阪
　男子大阪クラシックボディビルオープン大会(第2回)

　男子大阪フィジークオープン大会(第2回)
　女子大阪フィットネスビキニオープン大会(第2回)
　男子大阪フィットネスオープン大会(第1回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
関西ボディフィットネス選手権(第11回)
オール関西ミスフィットネス選手権(第19回)
ミス健康美関西オープン選手権(第6回)
男子大阪クラス別ボディビル選手権(第28回)
男子大阪マスターズボディビル選手権(第21回)
男子大阪ジュニアボディビル選手権(第12回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
関東クラス別ボディビル選手権(第15回)
茨城県ボディビル選手権(第45回)
茨城県マスターズボディビル選手権(第15回)
茨城県オープンボディビル選手権(第4回)

鈴　木　　　 雅
（東　京）

西海男子ボディビル選手権（第45回）
西海男子マスターズボディビル選手権（第20回）
西海女子フィジーク選手権（第20回）
西海男子フィジークオープン選手権（第1回）
長崎県ボディビル選手権（第42回）

4月19日(日) 仙台市若林区文化センター 宮城県/仙台市

無

長崎県/長崎市 齋　藤　マドカ

6月28日(日)
大阪府立労働センター
　　　　　（エル･おおさか）

大阪府/大阪市

7月12日(日)

笠間市立笠間公民館ホール 茨城県/笠間市

山口県ボディビル選手権（第32回） 光市民ホール 山口県/光市

メルカつきまち　5Fホール

5月31日(日)
大阪市立青少年
　　　文化創造ステーション

大阪府/大阪市

5月10日(日) 東京オープンボディビル選手権(第23回) 北とぴあ 東京都/北区

沖縄県陸上競技場会議室 沖縄県/那覇市

２０１５年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方選手権大会日程一覧表

2月15日(日) 沖縄県連盟４０周年記念ボディビル選手権

松　岡　　　 啓
玉　井　正　宏

（大　阪）
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２０１５年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方選手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
関東オープン･メンズフィジーク大会
関東オープン･フィットネスビキニ大会
男子千葉県クラス別ボディビル選手権(第46回)
ミス千葉健康美コンテスト(第9回)
男子千葉県ﾏｽﾀｰｽﾞボディビル選手権(第31回)
男子千葉県新人ボディビル選手権(第19回)
男子千葉県シュニアボディビル選手権(第16回)
ミス健康美東海オープン大会(第2回)
愛知県クラス別ボディビル選手権(第12回) 阿　部　美　早
愛知県チャレンジクラスボディビル選手権(第5回) （個　人）
ミス健康美愛知オープン大会(第7回)
OKINAWAオープンオープン大会(第2回) 豊崎海浜公園 美らSUNビーチ 沖縄県/豊見城市
東京クラス別ボディビル選手権(第29回)
東京ボディフィットネス選手権(第12回)
群馬県男子ボディビル選手権(第33回)
群馬県マスターズボディビル選手権(第21回)
関東ボディビル・フィットネス選手権(第34回)
埼玉県ディビル選手権(第31回)
男子・女子長野県ボディビル選手権(第32回)
長野県男子マスターズボディビル選手権(第14回)
長野県男子新人ボディビル選手権(第13回)
石川県男子ディビル選手権(第21回) 石川県女性センター 石川県/金沢市 無
男子岡山ボディビル選手権(第44回)
男子岡山オープンボディビル選手権(第1回)
男子岡山ｵｰﾌﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ選手権(第2回)
徳島県ボディビル選手権(第34回)
徳島県マスターズボディビル選手権(第11回)
徳島県新人ボディビル選手権(第13回)
ミスター大分ディビル選手権(第43回)
大分メンズフィジーク選手権（第1回）
男子南九州ボディビル選手権（第2回）
女子南九州ボディビル選手権（第2回）
南九州マスターズボディビル選手権（第2回）
　　　　　　　（南九州＝鹿児島・大分・熊本・宮崎）
男子宮崎県ボディビル選手権（第46回）
オープン男子宮崎県ボディビル選手権（第2回）
オープン宮崎県メンズフィジーク選手権（第2回）
オープン宮崎県フィットネスビキニ選手権（第2回）

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
青森県ボディビル選手権(第49回) 川　島　　　 岳
青森県オープン選手権(第3回) （青　森）
ミスター福島ボディビル選手権(第27回)
福島ミスフィジーク選手権(第21回)
福島県オープンフィットネス選手権(第1回)
神奈川県男子･女子ボディビル選手権(第50回) 森　山　芳　久
神奈川県男子クラス別ボディビル選手権(第50回) 渡 辺　みゆき
2015神奈川男子･女子ｵｰﾌﾟﾝﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ選手権 （神奈川）
静岡県男子ボディビル選手権（第53回） 小　松　慎　吾
静岡県女子フィジーク選手権（第33回） （長　野）
静岡県マスターズボディビル選手権（第43回）
静岡県新人ボディビル選手権（第43回）
静岡県メンズフィジーク選手権（第1回）
ミスター中国四国ボディビル選手権(第13回)
ミスター山陰ボディビル選手権(第20回)
ミスター鳥取県ボディビル選手権(第31回)
ミスター島根県ボディビル選手権(第23回)

鳥取県/米子市

8月02日(日)

神奈川県/川崎市

菊川市文化会館アエル 静岡県/菊川市

おいらせ町民交流センター 青森県/上北郡

福島県教育会館 福島県/福島市

ふれあい健康館ホール 徳島県/徳島市

米子市文化ホール

APUアジア太平洋大学 大分県/別府市 無

都城市高崎福祉保健センター 宮崎県/都城市

サンピアかわさき

中野市民会館 長野県/中野市

岡山ふれあいセンター 岡山県/岡山市

7月20日(月) かつしかシンフォニーヒルズ 東京都/葛飾区

7月19日(日)

千葉市文化センター
　　　　　　　　 アートホール

千葉県/千葉市

名古屋市芸術創造センター 愛知県/名古屋市

群馬県民会館
　　　（ベイシア文化ホール）

群馬県/前橋市

志木市民会館パルシティ 埼玉県/志木市 無

佐　藤　茂　男
（東　京）

嶋　田　慶　太
（福　岡）

7月26日(日)
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２０１５年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方選手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
男子岐阜県ボディビル選手権(第34回) 浅 野　喜久男
女子岐阜県フィジーク選手権(第30回) （愛　知）

小　松　慎　吾
（長　野）

沖縄県ボディビル・フィットネス選手権(第41回) ちゃたんニライセンター カナイホール 沖縄県/北谷町
8月15日(土) 日本社会人ボディビル選手権(第49回) きゅりあん 大ホール  東京都/品川区

山　下　由　美
（宮　城）

東海ボディビル選手権(第45回)
東海マスターズボディビル選手権(第45回) 鈴　木　　　 雅
三重県男子ボディビル選手権(第45回) （東　京）
三重県女子フィジーク選手権(第30回)
男子東北北海道ボディビル選手権（第42回）
女子東北北海道ボディビル選手権（第22回）
東北北海道マスターズボディビル選手権（第17回）
東北北海道ミスボディフィットネス選手権（第1回）
岩手男子ボディビル選手権（第32回）
男子東京ボディビル選手権(第50回)
女子東京フィジーク選手権(第33回)
男子東京フィジーク選手権(第1回)
マスターズ東京ボディビル選手権40才以上(第33回)

マスターズ東京ボディビル選手権50才以上(第26回)

マスターズ東京ボディビル選手権60才以上(第13回)

ジュニア東京ボディビル選手権(第33回)
男子ニューカマー東京ボディビル選手権(第1回)
男子愛知県ボディビル選手権(第41回)
女子愛知県フィジーク選手権(第1回) 長谷川　浩　久
愛知県マスターズボディビル選手権(第40回) （個　人）
愛知県クラシックボディビル選手権(第3回)
関西クラス別ボディビル選手権(第14回)
男子京都府ボディビル選手権(第48回)
男子京都府クラス別ボディビル選手権(第10回)
マスターズ男子京都府ボディビル選手権(第24回)
中国四国メンズフィジーク･オープン選手権(第7回)
中国四国フィットネスビキニ･オープン選手権(第1回)

男子広島県ボディビル選手権(第47回)
四国ボディビル選手権（第45回）
マスターズ四国ボディビル選手権（第18回）
愛媛県ボディビル選手権（第49回）
新潟県男子ボディビル選手権(第43回)
新潟県男子新人ボディビル選手権(第41回)
新潟県男子マスターズボディビル選手権(第20回)
新潟県男子オープンボディビル選手権(第2回)
男子西日本ボディビル選手権(第10回)
女子西日本フィジーク選手権(第10回)
男子大阪ボディビル選手権(第49回)
女子大阪フィジーク選手権(第32回)
九州沖縄クラス別ボディビル選手権(第24回)
九州沖縄ボディフィットネス選手権(第3回)
福岡県男子ボディビル選手権(第50回)
福岡県クラス別ボディビル選手権(第26回)
福岡県女子フィジーク選手権(第34回)
福岡県ジュニアボディビル選手権(第34回)
福岡県マスターズボディビル選手権(第27回)
福岡県ルーキーズボディビル選手権(第27回)

8月30日(日)

新潟市江南区文化会館 新潟県/新潟市 無

大阪府立労働センター
　　　　　　（エル･おおさか）

大阪府/大阪市

築上町文化会館コマーレ 福岡県/築上郡

無

広島県/広島市

愛媛県生涯学習ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ 愛媛県/松山市

8月23日(日)

盛岡市民文化ﾎｰﾙ 小ﾎｰﾙ 岩手県/盛岡市

かつしかシンフォニーヒルズ 東京都/葛飾区

名古屋市芸術創造センター 愛知県/名古屋市

京都パルスプラザ 京都府/京都市

広島県民文化センター

8月16日(日)

秋田県ボディビル選手権(第32回) 大館市民文化会館 中ホール 秋田県/大館市

津リージョンプラザお城ホール 三重県/津市

8月09日(日)

岐阜県商工会議所 岐阜県/岐阜市

香川県男子ボディビル選手権(第41回)
ミューズホール
　　　　（香川県教育会館）

香川県/高松市

谷　野　義　弘
（東　京）

須　江　正　尋
（東　京）

小　松　慎　吾
（長　野）

阿　部　美　早
（個　人）
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２０１５年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方選手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
男子東日本ボディビル選手権(第16回)
女子東日本フィジーク選手権(第8回)
女子東日本ボディフィットネス選手権(第8回)
男子北海道ボディビル選手権(第44回)
女子北海道フィジーク選手権(第18回)
富山県男子ボディビル選手権(第47回)
富山県マスターズボディビル選手権(第15回)
富山県男子新人ボディビル選手権(第32回)
ミスター関西ボディビル選手権(第42回)
女子関西フィジーク選手権(第35回)
関西マスターズボディビル選手権(第15回)
兵庫県ボディビル選手権(第49回)
兵庫県女子フィジーク選手権(第25回)
九州沖縄男子ボディビル選手権(第60回)
九州沖縄女子フィジーク選手権(第34回) 鈴　木　　　 雅
九州沖縄男子マスターズボディビル選手権(第34回) （東　京）
佐賀県ボディビル選手権(第45回)
東海オープンメンズフィジーク選手権(第1回)
東海オープンフィットネスビキニ選手権(第1回)
北陸甲信越男子ボディビル選手権(第40回)
北陸甲信越女子フィジーク選手権(第32回) 鈴　木　　　 雅
北陸甲信越マスターズ男子ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ選手権(第9回) （東　京）
山梨県ボディビル選手権(第37回)

9月27日(日) 鹿児島県ボディビル選手権(第47回) 鹿児島市谷山サザンホール
鹿児島県/鹿児島
市

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
北区ｵｰﾌﾟﾝﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ･･ﾌｨｯﾄﾈｽ選手権(第7回) 北区赤羽会館大ホール 東京都/北区赤羽
オータムOKINAWAオープン大会(第1回) サンセットビーチ 沖縄県/北谷町 無

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
谷　野　義　弘

男子栃木県新人ボディビル選手権(第30回) （東　京）
男子栃木県マスターズボディビル選手権(第18回) 山　口　　　 裕

（埼　玉）

10月25日(日)

11月08日(日) コンセーレ2Fアイリスホール 栃木県/宇都宮市

無

9月20日(日) 甲斐清和高等学校 記念ホール 山梨県/甲府市

アバンセ 佐賀県/佐賀市

9月19日(土) 四日市文化会館第一ホール 三重県/四日市市

9月06日(日)

札幌かでる2・7ホール 北海道/札幌市

兵庫県民会館 9Fホール 兵庫県/神戸市

無

富山県教育文化会館 富山県/富山市 未定

無
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開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 主　管（実行）
7月06日(日) 日本クラス別ボディビル選手権(第18回) 岡山市立市民文化ホール 岡山県/岡山市 岡山県連盟
7月27日(日) ジャパンオープン選手権(第25回) 志木市民会館パルシティ 埼玉県/志木市 埼玉県連盟

オールジャパンミスボディフィットネス選手権(第8回)

オールジャパンミスフィットネス選手権(第19回)
日本クラシックボディビル選手権(第6回)

太白区文化センター
楽楽楽ホール

日本メンズフィジーク選手権(第1回) エル大阪
オールジャパンフィットネスビキニ選手権(第1回) 大阪府立労働センター　
日本女子チャレンジカップボディビル選手権(第22回) きゅりあん
ミス２１健康美大会(第14回) （品川区立総合区民会館）
男子日本ボディビル選手権(第60回)
女子日本ボディビル選手権(第32回)

　日本ジュニアボディビル選手権(第26回)
全国高校生ボディビル選手権(第9回)

ﾏｽﾀｰｽﾞ委員会

10月05日(日) メルパルク大阪 大阪市/淀川区

9月06日(土) 東京都/品川区 日本社会人連盟

津リージョンプラザお城ホール 三重県/津市 三重県連盟

8月31日(日) 大阪府/大阪市 大阪連盟

8月24日(日) 日本マスターズボディビル選手権(第26回) 宮城県/仙台市

２０１４年度　ＪＢＢＦ主催選手権大会日程一覧表

8月17日(日)

JOCジュニアオリンピックカップ
日本選手権

実行委員会
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開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
佐　藤　茂　男
志　村　真　理

（東　京）
男子大阪ｵｰﾌﾟﾝクラシックボディビル選手権(第1回) 大阪府/大阪市
男子大阪ｵｰﾌﾟﾝフィジークボディビル選手権(第1回)

女子大阪ｵｰﾌﾟﾝフィットネスビキニ選手権(第1回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
男子大阪クラス別ボディビル選手権(第27回) 井　上　博　樹
男子大阪マスターズﾞボディビル選手権(第20回) 金　井　雅　樹
男子大阪ジュニアボディビル選手権(第11回) （大　阪）

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
男子岡山県ボディビル選手権(第40回)
男子岡山県ｵｰﾌﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞボディビル選手権(第1回)

鈴　木　　　 雅
（東　京）

徳島県ボディビル選手権(第33回)
徳島県新人選出大会(第12回)
徳島県マスターズ選出大会(第10回)

宮 下　真紀子
原　　　 哲　夫

（神奈川）
関東クラス別ボディビル選手権(第14回)
男子・女子神奈川県ボディビル選手権(第49回)
2014年神奈川オープンボディビル選手権
愛知県クラス別ボディビル選手権(第11回)
愛知県チャレンジクラスボディビル選手権(第4回)
愛知県ミス健康美大会(第6回)
オール関西ミスフィットネス選手権(第18回)
オール関西ミスボディフィットネス選手権(第10回)
ミス健康美関西オープン選手権(第5回)
男子京都府ボディビル選手権（第47回）
男子南九州ボディビル選手権（第1回）
女子南九州ボディビル選手権（第1回）
南九州マスターズボディビル選手権（第1回）
　　　　　　　（南九州＝鹿児島・大分・熊本・宮崎）
男子宮崎県ボディビル選手権（第45回）
オープン男子宮崎県ボディビル選手権（第1回）
オープン宮崎県メンズフィジーク選手権（第1回）
オープン宮崎県フィットネスビキニ選手権（第1回）
東京クラス別ボディビル選手権(第28回) 加　藤　直　之
東京ボディフィットネス選手権(第11回) （神奈川）

大　澤　直　子
（東京）

沖縄県オープンボディビル選手権(第1回)
沖縄県オープンフィジーク選手権(第1回)
沖縄県オープンフィットネスビキニ選手権(第1回)
男子宮城県ボディビル選手権(第49回)
女子宮城県ボディビル選手権(第20回)
宮城県マスターズボディビル選手権(第19回)
宮城県ジュニアボディビル選手権(第14回)
宮城県ミスボディフィットネス選手権(第5回)
宮城県オープンボディビル選手権(第2回)
男子群馬県ボディビル選手権(第32回) 群馬県民会館 神　田　知　子
群馬県マスターズボディビル選手権(第20回) （ベイシア文化ホール） （大　阪）
埼玉県ボディビル選手権(第30回) 志木市民会館パルシティ 埼玉県/志木市 無

7月27日(日)

仙台市若林区文化センター 宮城県/仙台市

群馬県/前橋市

7月26日(土) サンセットビーチ 沖縄県/北谷町

宮崎県/都城市

7月21日(月) かつしかシンフォニーヒルズ 東京都/葛飾区

7月20日(日)

サンピアンかわさき 神奈川県

都城市
　　高崎福祉保健センター

無

名古屋市芸術創造センター 愛知県/名古屋市

パルスプラザ（稲盛ホール） 京都府/京都市

7月19日(土) 2014年神奈川県クラス別ボディビル選手権 サンピアンかわさき 神奈川県

7月13日(日)

山口県ボディビル選手権(第31回) 光市民ホール 山口県/光市

ふれあい健康館ホール 徳島県/徳島市

7月06日(日) 岡山市立市民文化ホール 岡山県/岡山市

6月15日(日)
エル大阪
　　大阪府立労働センター

大阪府/大阪市

5月18日(日) 世界館

5月04日(日) 東京オープンボディビル選手権(第22回) 北とぴあ 東京都/北区

２０１４年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方選手権大会日程一覧表

田　代　　　 誠
（東　京）

北　原　　　 誠
北　原　順　子

（佐　賀）

山　下　由　美
（宮　城）
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２０１４年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方選手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
男子関東ボディビル選手権(第33回)
女子関東ボディビル選手権(第31回)
関東マスターズボディビル選手権(第16回)
　　　40才・50才・60才以上級
関東ジュニアボディビル選手権(第16回)
関東ニューカマーボディビル選手権(第6回)
関東ボディフィットネス選手権(第5回)
　　　158cm・158cm超級
男子千葉県ボディビル選手権(第45回)
ミス千葉健康美コンテスト(第8回)
千葉県マスターズﾞボディビル選手権(第30回)
　　　40才・50才・60才以上級
千葉県ジュニアボディビル選手権(第16回)
男子千葉県新人ボディビル選手権(第18回)

ミューズホール 鈴　木　　　 雅
（香川県教育会館） （東　京）

男子北海道ボディビル選手権(第43回)
女子北海道ボディビル選手権(第17回)

弘前市中央公民館
岩木館大ホール

茨城県男子ボディビル選手権(第44回)
茨城県マスターズボディビル選手権(第15回)
茨城県ニュースターボディビル選手権(第3回)
茨城県オーブンボディビル選手権(第3回)
男子栃木県ボディビル選手権(第33回) 須　江　正　尋
女子栃木県ボディビル選手権(第32回) （東　京）
男子愛知県ボディビル選手権(第40回)
女子愛知県ボディビル選手権(第30回)
愛知県マスターズボディビル選手権(第39回)
愛知県クラシックボディビル選手権(第2回)
男子西日本ボディビル選手権(第9回)
女子西日本ボディビル選手権(第9回)
ミス健康美西日本選手権(第4回)
男子東京ボディビル選手権(第49回)
女子東京ボディビル選手権(第32回)
マスターズ東京ボディビル選手権40才以上(第32回)

マスターズ東京ボディビル選手権50才以上(第25回)

マスターズ東京ボディビル選手権60才以上(第12回)

加　藤　直　之
（神奈川）

男子・女子長野県ボディビル選手権(第31回)
長野県男子マスターズボディビル選手権(第13回)
長野県男子新人ボディビル選手権(第12回)
長野県男子・女子オープンボディビル選手権(第2回)

男子中国四国ボディビル選手権(第12回)
ミス中国四国健康美大会(第2回)
男子広島県ボディビル選手権(第46回)
沖縄県ボディビル選手権(第40回) 浦添市でだこ小ホール 沖縄県/浦添市
東海マスターズボディビル選手権(第44回)
男子岐阜県ボディビル選手権(第33回)
女子岐阜県ボディビル選手権(第29回)
男子福岡県ボディビル選手権(第49回)
女子福岡県ボディビル選手権(第33回)
福岡県マスターズボディビル選手権(第26回)
福岡県ジュニアボディビル選手権(第33回)
福岡県ルーキーズボディビル選手権(第26回)
福岡県クラス別ボディビル選手権(第24回)
　　　65kg・70kg・75kg・75kg超級

8月10日(日)

札幌かでる2・7ホール 北海道/札幌市 無

笠間市立友部公民館 茨城県/友部市

宇都宮市コンセーレ大ホール 栃木県/宇都宮市

名古屋市芸術創造センター 愛知県/名古屋市

8月03日(日)

千葉市文化センター
　　　　　・アートホール

千葉県/千葉市 無

香川県ボディビル選手権(第40回) 香川県/高松市

大分県農業会館 大分県/大分市

山　田　幸　浩
（東　京）

山梨県ボディビル選手権(第36回)
甲斐清和高等学校
　　　　　 記念館ホール

山梨県/甲府市

8月17日(日)

かつしかシンフォニーヒルズ 東京都/葛飾区

青森県ボディビル選手権(第48回) 青森県/弘前市

塩尻市文化会館 長野県/塩尻市

広島県民文化センター 広島県/広島市

8月24日(日)

岐阜市民会館 岐阜県/岐阜市

小倉南生涯学習センター 福岡県/福岡市

佐　藤　貴　規
（東　京）

須 山　翔太郎
（東　京）

小　森　修　一
（福　岡）

林　　　 英　二
（長　野）

田　代　　　 誠
鈴　木　　　 雅

（東　京）
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２０１４年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方選手権大会日程一覧表

男子東北北海道ボディビル選手権（第41回）
女子東北北海道ボディビル選手権（第21回）
東北北海道マスターズボディビル選手権（第16回）
ミスター福島ボディビル選手権（第26回）
ミス福島ボディビル選手権（第20回）
新潟県男子ボディビル選手権(第42回)
新潟県マスターズボディビル選手権(第19回)
新潟県県新人ボディビル選手権(第40回)
新潟県オープンボディビル選手権(第1回)
男子東海ボディビル選手権(第44回)
女子東海ボディビル選手権(第30回)
東海ミス健康美選手権(第1回)
男子静岡県ボディビル選手権（第52回）
女子静岡県ボディビル選手権（第32回）
静岡県新人ボディビル選手権（第42回）
静岡県マスターズボディビル選手権（第15回）
関西クラス別ボディビル選手権(第13回)
男子大阪ボディビル選手権(第48回)
女子大阪ﾞボディビル選手権(第31回
四国ボディビル選手権(第44回)
四国マスターズボディビル選手権(第17回)
愛媛県ﾞボディビル選手権(第48回
九州男子ボディビル選手権(第59回)
九州女子ボディビル選手権(第33回)
九州マスターズボディビル選手権(第33回)
　　　　　　　（40・50・60・70才）
男子長崎県ボディビル選手権(第41回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
きゅりあん

（品川区立総合区民会館）
富山県男子ボディビル選手権(第46回)
富山県マスターズボディビル選手権(第14回)
富山県男子新人ボディビル選手権(第31回)
男子関西ボディビル選手権(第41回)
女子関西ボディビル選手権(第34回)
関西マスターズボディビル選手権(第14回)
男子兵庫県ボディビル選手権(第48回)
女子兵庫県ﾞボディビル選手権(第25回
北陸甲信越男子ボディビル選手権(第39回)
北陸甲信越女子ボディビル選手権(第31回)
北陸甲信越マスターズボディビル選手権(第8回)
男子東日本ボディビル選手権(第15回)
女子東日本ボディビル選手権(第7回)
東日本ボディフィットネス選手権(第7回)

ﾗﾘｰｼﾞｭﾝ ｱｺｽﾀ
（長　崎）

九州クラス別ボディビル選手権(第23回)
九州女子ボディフィットネス選手権(第2回)
男子鹿児島県ボディビル選手権(第46回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
男子栃木県新人ボディビル選手権(第29回)
男子栃木県マスターズボディビル選手権(第17回)

8月31日(日)

いわき芸術文化交流館
　　　　　　　　　　中劇場

福島県/いわき市

新潟市江南区文化会館 新潟県/新潟市

島田市プラザおおるり 静岡県/島田市

エル大阪
　　大阪府立労働センター

大阪府/大阪市

無

愛媛県
生涯学習センター 大ホール

愛媛県/松山市

メルカつきまち　5Fホール 長崎県/長崎市

田　代　　　 誠
（東　京）

大　澤　直　子
（東　京）

佐　藤　貴　規
（東　京）

9月15日(月) 石川県/

9月21日(日)
タワーホール船堀 東京都/江戸川区

佐賀県ﾞボディビル選手権(第44回
佐賀県
ひとり親家庭サポートセン

佐賀県/佐賀市

9月23日(火) 鹿児島市谷山サザンホール 鹿児島県/鹿児島市
吉　山　潤　一

（長　崎）

11月09日(日) 宇都宮市コンセーレ2Fアイリスホール 栃木県/宇都宮市

加　藤　直　之
（神奈川）

須 山　翔太郎
（東　京）

9月07日(日)

富山県教育文化会館 富山県/富山市

兵庫県民会館 9Fホール 兵庫県/神戸市

東京都/品川区日本社会人ボディビル選手権(第48回)9月06日(土)
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開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 主　管（実行）
7月21日(日) 日本クラス別ボディビル選手権(第17回) ロイトン札幌ホテル 北海道/札幌市 北海道連盟
8月11日(日) ジャパンオープン選手権(第24回) 黒崎ひびしんホール 福岡県/北九州市 福岡県連盟

オールジャパンミスボディフィットネス選手権(第7回)

オールジャパンミスフィットネス選手権(第18回)
日本クラシックボディビル選手権(第5回)
日本女子チャレンジカップボディビル選手権(第21回) きゅりあん
ミス２１健康美大会(第13回) （品川区立総合区民会館）

9月15日(日) 日本マスターズボディビル選手権(第25回) 宜野湾市民会館 沖縄県/宜野湾市 ﾏｽﾀｰｽﾞ委員会
男子日本ボディビル選手権(第59回)
女子日本ボディビル選手権(第31回)

　日本ジュニアボディビル選手権(第25回)
全国高校生ボディビル選手権(第8回)

２０１３年度　ＪＢＢＦ主催選手権大会日程一覧表

9月01日(日) 東京都/品川区 日本社会人連盟

10月14日(月) 東京都/港区芝公園JOCジュニアオリンピックカップ
実行委員会

日本選手権

8月25日(日) エルおおさか 大阪府立労働センター 大阪市/中央区 大阪連盟

（東京郵便貯金ホール）

メルパルクホール
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開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
佐　藤　貴　規
田　中　久　美

（東　京）

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
西海男子ボディビル選手権(第44回)
西海女子ボディビル選手権(第19回)
西海マスターズボディビル選手権(第19回)
長崎県ボディビル選手権(第40回)
オール関西ミスフィットネス選手権(第17回)
オール関西ミスボディフィットネス選手権(第9回)
ミス健康美関西オープン選手権(第4回)
男子大阪クラス別ボディビル選手権(第26回)
男子大阪マスターズボディビル選手権(第19回)
男子大阪ジュニアボディビル選手権(第10回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
神奈川県ボディビル選手権(第48回)
神奈川オープンボディビル大会(第6回)
男子千葉ボディビル選手権(第44回)
　　（-60kg,-65kg,-70kg,-75kg,+75ｋｇ）
男子千葉ボディビル選手権(第44回)
ミス千葉健康美コンテスト(第7回)
マスターズﾞ千葉ボディビル選手権(第29回)
　　　40才・50才・60才以上級
ジュニア千葉ボディビル選手権(第16回)
男子千葉新人ボディビル選手権(第17回)
愛知県クラシックボディビル選手権(第1回) 神　田　知　子
愛知県チャレンジクラスボディビル選手権(第3回) （大　阪）
愛知県ミス健康美大会(第5回)

相　川　浩　一
西　本　朱　希

（東　京）
男子北海道ボディビル選手権(第42回) ロイトン札幌ホテル 北海道/札幌市 無
岡山県ボディビル選手権(第42回)
岡山県マスターズボディビル選手権(第17回)
青森県ボディビル選手権(第47回) はまなす会館 青森県/青森市 無
茨城県男子ボディビル選手権(第43回)
茨城県マスターズボディビル選手権(第14回)
茨城県オーブンボディビル選手権(第2回)
男子群馬県ボディビル選手権(第31回) 群馬県民会館 神　田　知　子
群馬県マスターズボディビル選手権(第19回) （ベイシア文化ホール） （大　阪）
男子関東クラス別ボディビル選手権(第13回)
　　　60kg・65kg・70kg・75kg・75kg超級
女子関東クラス別ボディビル選手権(第13回)
　　　50kg・50kg超級
男子関東オープンボディビル選手権
女子関東オープンボディビル選手権
男子石川県ボディビル選手権(第19回) 石川県女性センター 石川県/金沢市 無
男子静岡県ボディビル選手権(第51回)
静岡県新人ボディビル選手権(第41回)
静岡県マスターズボディビル選手権(第14回)
徳島県ボディビル選手権(第32回)
徳島県マスターズボディビル選手権（第9回）
徳島県新人ボディビル選手権（第11回）
九州･沖縄男子ボディビル選手権(第58回)
九州･沖縄女子ボディビル選手権(第32回)
九州・沖縄マスターズボディビル選手権(第32回)
男子宮崎県ボディビル選手権(第44回)

２０１３年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方選手権大会日程一覧表

徳島県/徳島市

都城市高崎福祉保健センター 宮崎県/都城市

7月28日(日)

笠間市立友部公民館 茨城県/友部市

群馬県/前橋市

海老名市文化会館 神奈川県/海老名市

島田市プラザおおるり 静岡県/島田市

ふれあい健康館

7月21日(日)
岡山西ふれあいセンター 岡山県/岡山市 未　定

7月15日(月) 東京クラス別ボディビル選手権(第27回) かつしかシンフォニーヒルズ 東京都/葛飾区

7月13日(土)
千葉市文化センター
　　　　　　・アートホール

千葉県/千葉市

7月14日(日) 名古屋市芸術創造センター 愛知県/名古屋市

7月06日(土) 湘南台文化センター 市民センター 神奈川県/藤沢市

6月23日(日)
エルおおさか
　　大阪府立労働センター

大阪市/中央区
辻　田　　　 勲
井　上　博　樹

（大　阪）

6月16日(日) メルカつきまちホール 長崎県/長崎市
片　川　　　 淳

（山　口）

5月03日(金) 東京オープンボディビル選手権(第21回) 北とぴあ 東京都/北区

鈴　木　　　 雅
（東　京）

佐　藤　貴　規
（東　京）

佐　藤　貴　規
（東　京）

加　藤　直　之
（神奈川）

田　代　　　 誠
（東　京）
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開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
男子宮城県ボディビル選手権(第48回)
女子宮城県ボディビル選手権(第20回)
宮城県マスターズボディビル選手権(第18回)
宮城県ジュニアボディビル選手権(第15回)
宮城県ミスフィットネス選手権(第3回)
宮城県ミスボディフィットネス選手権(第4回)
宮城県オープンボディビル選手権(第1回)
男子関東ボディビル選手権(第32回)
女子関東ボディビル選手権(第30回)
マスターズﾞ関東ボディビル選手権(第15回)
 　　 男子40才・50才・60才以上
ジュニア関東ボディビル選手権(第16回)
ニューカマー関東ボディビル選手権(第5回)
関東ボディフィットネス選手権(第4回)
男子埼玉県ボディビル選手権(第29回)
女子埼玉県ボディビル選手権(第16回)
埼玉県クラス別ボディビル選手権(第16回)
埼玉県マスターズボディビル選手権
 　男子40才(第24回)・50才(第17回)・60才(第4回)

山　崎　岳　史
（大　阪）　

田　代　　　 誠
（東　京）

大分県ボディビル選手権（41回） ㈱浜田通商 大分県/別府市 榎　本　隆　治
男子東北北海道ボディビル選手権（第40回）
女子東北北海道ボディビル選手権（第20回）
東北北海道マスターズボディビル選手権（第15回）
秋田県ボディビル選手権(第31回)
男子岐阜県ボディビル選手権(第32回) 木　澤　大　佑
女子岐阜県ボディビル選手権(第28回) （愛　知）
男子中国四国ボディビル選手権(第11回)
ミス中国四国健康美大会(第1回)
男子山陰ボディビル選手権(第19回)
男子鳥取県ボディビル選手権(第30回)
男子島根県ボディビル選手権(第23回)
福岡県男子ボディビル選手権(第48回)
福岡県女子ボディビル選手権(第32回)
福岡県マスターズボディビル選手権(第25回)
福岡県ジュニアボディビル選手権(第32回)
福岡県ルーキーズボディビル選手権(第25回)
男子東京ボディビル選手権(第48回)
女子東京ボディビル選手権(第31回)
マスターズ東京ボディビル選手権(第31回)
 　　 男子40才・50才・60才以上
ジュニア東京ボディビル選手権(第31回)
東京ボディフィットネス選手権(第10回)
長野県ボディビル選手権(第30回)
長野県マスターズボディビル選手権(第12回)
長野県新人ボディビル選手権(第11回)
長野県男子女子オープンボディビル選手権(第1回)

男子西日本ボディビル選手権(第8回)
女子西日本ボディビル選手権(第8回
ミス健康美西日本選手権(第3回
男子広島県ボディビル選手権(第45回)
男子呉ボディビル選手権(第25回)

黒崎ひびしんホール 福岡県/北九州市

8月11日(日)
鳥取県/米子市

8月04日(日)

仙台市若林区文化センター

米子コンベンションセンター

8月18日(日)

かつしかシンフォニーヒルズ 東京都/葛飾区

茅野市民館 長野県/茅野市

無

未　定

広島県民文化センター

香川県ボディビル選手権(第39回)
ミユーズホール
　　　　　（香川県教育会館）

香川県/高松市

秋田市文化会館 秋田県/秋田市

岐阜商工会議所 岐阜県/岐阜市

山口県ボディビル選手権(第30回) スターピア下松大ホール 山口県/山口市

宮城県/仙台市

志木市民会館パルシティ 埼玉県/志木市

広島県/広島市

須山翔太郎
（東　京）

山　田　幸　浩
（東　京）

田　代　　　 誠
（東　京）

鈴　木　　　 雅
（東　京）

山　田　幸　浩
（東　京）
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ミスター福島ボディビル選手権(第25回) いわき芸術文化交流館
ミス福島ボディビル選手権(第19回) （アリオス）小劇場
新潟県男子ボディビル選手権(第41回)
新潟県マスターズボディビル選手権(第18回)
新潟県県新人ボディビル選手権(第39回)
男子東海ボディビル選手権(第43回)
女子東海ボディビル選手権(第29回)
東海マスターズボディビル選手権(第　回)
男子愛知県ボディビル選手権(第39回)
女子愛知県ボディビル選手権(第29回)
男子大阪ボディビル選手権(第40回)
女子大阪ボディビル選手権(第32回)
四国ボディビル選手権(第43回)
四国マスターズボディビル選手権(第16回)
愛媛県ボディビル選手権(第47回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　　場 開　催　地 ゲストポーザー
男子東日本ボディビル選手権(第14回)
女子東日本ボディビル選手権(第6回)
男子東日本マスターズボディビル選手権(第14回)
東日本クラス別ボディフィットネス選手権(第6回)
男子栃木県ボディビル選手権(第32回)
女子栃木県ボディビル選手権（第31回）
男子三重県ボディビル選手権(第43回) 山　田　幸　浩
女子三重県ボディビル選手権(第28回) （東　京）

きゅりあん
（品川区立総合区民会館）

佐　藤　貴　規
（東　京）

関西クラス別ボディビル選手権(第12回)
男子兵庫県ボディビル選手権(第47回)
女子兵庫ボディビル選手権(第24回)
北陸甲信越男子ボディビル選手権(第38回)
北陸甲信越女子ボディビル選手権(第30回)
北陸甲信越マスターズボディビル選手権(第7回)
富山県男子ボディビル選手権(第45回)
富山県マスターズボディビル選手権(第13回)
富山県男子新人ボディビル選手権(第30回)
男子関西ボディビル選手権(第40回)
女子関西ボディビル選手権(第32回)
関西マスターズボディビル選手権(第13回)
男子京都府ボディビル選手権(第46回)
ﾏｽﾀｰｽﾞ男子京都府ボディビル選手権(第22回)
男子京都府クラス別ボディビル選手権(第8回)
男子九州クラス別ボディビル選手権(第22回)
九州ボディフィットネス選手権(第1回)
佐賀県ボディビル選手権(第43回)
鹿児島県男子ボディビル選手権（第45回） 鹿児島市谷山サザンホール 鹿児島県/鹿児島市

8月25日(日)

福島県/いわき市 無

長岡リリックホール 新潟県/長岡市

愛知県/名古屋市

エルおおさか 大阪府立労働センター

津市リージョンプラザお城ホール 三重県/津市

大阪市/中央区

愛媛県生涯学習センターホール 愛媛県/松山市

無

9月15日(日) 新川文化ホール ミラージュホール 富山県/魚津市

9月08日(日)

山梨県ボディビル選手権（35回） 昭和町総合会館 山梨県/巨摩郡

兵庫県民会館 9Fホール 兵庫県/神戸市

鈴　木　　　 雅
（東　京）

佐　藤　貴　規
（東　京）

9月22日(日)

ライフピアいちじま大ホール 丹波市

アバンセ
（佐賀県立生涯学習ｾﾝﾀｰ）

佐賀県/佐賀市
田　代　　　 誠

（東　京）

9月01日(日)

山　田　幸　浩
（東　京）

日本社会人ボディビル選手権(第47回) 東京都/品川区

愛知県産業労働センター
　　　（ウインクあいちホー
ル）

栃木県総合文化センター 栃木県/宇都宮市
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開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　場 開　催　地 備　　考
8月05日(日) ジャパンオープン選手権(第23回) 四日市市文化会館 三重県/四日市市 三重県連盟

オールジャパンミスフィットネス選手権(第17回)
オールジャパンミスボディフィットネス選手権(第6回)

日本クラシックボディビル選手権(第4回)
日韓親善ボディビル選手権(第11回)
日本女子チャレンジカップボディビル選手権(第20回) 品川区立総合区民会館
ミス２１健康美大会(第12回) （きゅりあん） 

9月09日(日) 日本クラス別ボディビル選手権(第16回) 栃木県総合文化センター 栃木県/宇都宮市 栃木県連盟
9月16日(日) 日本マスターズボディビル選手権(第24回) タワーホール船堀 東京都/江戸川区 ﾏｽﾀｰｽﾞ委員会

男子日本ボディビル選手権(第58回)
女子日本ボディビル選手権(第30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(第24回)
全国高校生ボディビル選手権(第7回)

２０１2年度　ＪＢＢＦ主催選手権大会日程一覧表

8月12日(日) 仙台市若林区文化センター 宮城県/仙台市 宮城県連盟

9月02日(日) 東京都/品川区 日本社会人連盟

10月07日(日) メルパルク大阪 大阪市/淀川区
日本選手権
　　実行委員会
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開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　場 開　催　地 備　　考

大 原　陽一郎
久　野　礼　子

（東　京）

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　場 開　催　地 備　　考

男子大阪クラス別ボディビル選手権(第25回)
男子大阪マスターズボディビル選手権(第18回)
男子大阪ジュニアボディビル選手権(第9回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　場 開　催　地 備　　考

江戸川区ボディビル選手権 タワーホール船堀 小ホール 東京都/江戸川区
愛知県クラス別ボディビル選手権(第10回)
愛知県チャレンジクラスボディビル選手権(第2回) 浅 田　ふぢ子
愛知県マスターズボディビル選手権(第38回) （東　京）
愛知県ミス健康美大会(第4回)
西海男子ボディビル選手権(第43回)
西海女子ボディビル選手権(第18回) 片　川　　　 淳
西海マスターズボディビル選手権(第18回) （山　口）
長崎県ボディビル選手権(第39回)

谷　野　義　弘
丸　山　典　子
佐　藤　恵　美

男子関東クラス別ボディビル選手権(第12回)
　　　60kg・65kg・70kg・75kg・75kg超級
女子関東クラス別ボディビル選手権(第12回)
　　　50kg・50kg超級
ミスター千葉ボディビル選手権(第43回)
ミス千葉健康美大会(第6回)
ﾏｽﾀｰｽﾞ・ミスター千葉ボディビル選手権(第28回)
　　　40才・50才・60才以上級
ｼﾞｭﾆｱ・ミスター千葉ボディビル選手権(第15回)
ミスター千葉新人ボディビル選手権(第16回)

合　戸　孝　二
（静　岡）

ミスター福島ボディビル選手権(第24回) いわき芸術文化交流館
ミス福島ボディビル選手権(第18回) （アリオス）小劇場
神奈川県ボディビル選手権(第47回) 湘南台文化センター
2012神奈川オープンボディビル大会 市民センター
岡山県ボディビル選手権(第41回) 西大寺百花プラザ
岡山県マスターズボディビル選手権(第16回) （多目的ホール）
徳島県ボディビル選手権(第31回) ふれあい健康館 徳島県/徳島市 未　定
男子北海道ボディビル選手権(第41回) 近　藤　賢　司
女子北海道ボディビル選手権(第16回) （東　京）
男子群馬県ボディビル選手権(第30回) 群馬県民会館 鈴　木　　　 雅
群馬県マスターズボディビル選手権(第18回) （ベイシア文化ホール） （東　京）

山　田　幸　浩
（東　京）

高　梨　圭　祐
（東　京）

男子静岡県ボディビル選手権(第50回)
女子静岡県ボディビル選手権(第30回) 谷　野　義　弘
静岡県新人ボディビル選手権(第40回) （東　京）
静岡県マスターズボディビル選手権(第13回)
オール関西ミスフィットネス選手権(第16回)
オール関西ミスボディフィットネス選手権(第8回)
ミス健康美関西オープン選手権(第3回)
男子京都府ボディビル選手権(第45回)
ﾏｽﾀｰｽﾞ男子京都府ボディビル選手権(第21回)
男子京都府クラス別ボディビル選手権(第7回)

佐賀労働者総合福祉ｾﾝﾀｰ
（メートプラザ佐賀）

２０１2年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

5月13日(日) 東京オープンボディビル選手権(第20回)
品川区立総合区民会館
　　　　　　　　　（きゅりあん） 

東京都/品川区

6月10日(日)
エルおおさか
　　大阪府立労働センター

大阪市/中央区

7月01日(日)

名古屋市芸術創造センター 愛知県/名古屋市

メルカつきまちホール 長崎県/長崎市

7月08日(日) 北区オープンボディビルフイットネス選手権(第4回) 北とぴあ さくらホール 東京都/北区

7月15日(日)

千葉市文化センター・
　　　　　　　　アートホール

千葉県/千葉市 無

宮崎県ボディビル選手権(第43回) 高崎福祉保健センター 宮崎県/都城市

7月22日(日)

福島県/いわき市 無

神奈川県/藤沢市

岡山県/岡山市 無

7月29日(日)

札幌かでる2・7ホール 北海道/札幌市

群馬県/前橋市

東京クラス別ボディビル選手権(第26回) かつしかシンフォニーヒルズ 東京都/葛飾区

男子石川県ボディビル選手権(第18回) 石川県女性センター 石川県/金沢市

島田市プラザおおるり 静岡県/島田市

京都産業会館・シルクホール京都市/下京区

佐賀県ボディビル選手権(第42回) 佐賀県/佐賀市 無

合　戸　孝　二
（静　岡）
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２０１2年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　場 開　催　地 備　　考

男子三重県ボディビル選手権(第42回) 須　江　正　尋
女子三重県ボディビル選手権(第27回) （東　京）

ミユーズホール 山　田　幸　浩
（香川県教育会館） （東　京）

九州･沖縄男子ボディビル選手権(第57回)
九州･沖縄女子ボディビル選手権(第31回)
九州・沖縄マスターズボディビル選手権(第31回)
福岡県男子ボディビル選手権(第47回)
福岡県女子ボディビル選手権(第31回)
福岡県マスターズボディビル選手権(第24回)
福岡県ジュニアボディビル選手権(第31回)
福岡県ルーキーズボディビル選手権(第24回)
男子宮城県ボディビル選手権(第47回)
女子宮城県ボディビル選手権(第19回)
ｼﾞｭﾆｱ･ﾏｽﾀｰｽﾞ宮城県ボディビル選手権(第17回)
男子関東ボディビル選手権(第31回)
女子関東ボディビル選手権(第29回)
マスターズﾞ関東ボディビル選手権(第14回)
 　　 男子40才・50才以上
ジュニア関東ボディビル選手権(第15回)
ニューカマー関東ボディビル選手権(第3回)
男子埼玉県ボディビル選手権(第28回)
女子埼玉県ボディビル選手権(第16回)
埼玉県クラス別ボディビル選手権(第15回)
埼玉県マスターズボディビル選手権
 　　 男子40才(第23回)・50才以上(第16回)
埼玉県ボディビル選手権(第27回)
男子東海ボディビル選手権(第42回)
女子東海ボディビル選手権(第28回) 岐阜市文化センター 合　戸　孝　二
男子岐阜県ボディビル選手権(第31回) 2F小ホール （静　岡）
女子岐阜県ボディビル選手権(第27回)
沖縄県ボディビル選手権(第38回) 浦添てだこ大ホール 沖縄県/浦添市 　
関東ボディフィットネス選手権(第3回)
関東クラス別ボディフィットネス選手権(第3回)
男子茨城県ボディビル選手権(第42回)
茨城県マスターズボディビル選手権(第13回)
茨城県ニュースターボディビル選手権(第2回)
茨城県オーブンボディビル選手権(第1回)
北陸甲信越男子ボディビル選手権(第37回)
北陸甲信越女子ボディビル選手権(第29回)
北陸甲信越マスターズボディビル選手権(第5回)
長野県ボディビル選手権(第29回)
長野県マスターズボディビル選手権(第11回)
長野県新人ボディビル選手権(第10回)
男子中国四国ボディビル選手権(第10回)
男子広島県ボディビル選手権(第44回)
男子呉ボディビル選手権(第23回)
男子東京ボディビル選手権(第47回)
女子東京ボディビル選手権(第30回)
マスターズ東京ボディビル選手権(第30回)
 　　 男子40才・50才・60才以上
ジュニア東京ボディビル選手権(第30回)
東京ボディフィットネス選手権(第9回)

須 山　翔太郎
（東　京）

西日本ボディビル選手権(第7回)
ミス健康美西日本オープン選手権(第2回) 高　梨　圭　祐
男子愛知県ボディビル選手権(第38回) （東　京）
女子愛知県ボディビル選手権(第28回)

8月05日(日)

四日市市文化会館 三重県/四日市市

香川県ボディビル選手権(第38回) 香川県/高松市

大牟田文化会館 福岡県/大牟田市

8月12日(日)

仙台市若林区文化センター 宮城県/仙台市 無

志木市民会館パルシティ 埼玉県/志木市

岐阜県/岐阜市

8月19日(日)

笠間市立友部公民館 茨城県/友部市

上田創造館 長野県/上田市

広島県民文化センター 広島県/広島市

8月26日(日)

かつしかシンフォニーヒルズ 東京都/葛飾区

山梨県ボディビル選手権(第34回) 昭和町総合会館 山梨県/中巨摩郡

愛知県産業労働センター 愛知県/名古屋市

鈴　木　　　 雅
（東　京）

鈴　木　　　 雅
（東　京）

山　田　幸　浩
（東　京）

片　川　　　 淳
（山　口）

竹之内　　　正
豊　島　　　 悟

（茨　城）
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２０１2年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　場 開　催　地 備　　考

東北北海道ボディビル選手権（第39回） 十和田市民文化センター
青森県ボディビル選手権(第46回) 視聴覚ホール
富山県男子ボディビル選手権(第44回)
富山県マスターズボディビル選手権(第12回)
富山県男子新人ボディビル選手権(第29回)
四国ボディビル選手権(第42回)
四国マスターズボディビル選手権(第15回)
愛媛県ボディビル選手権(第46回)
日本社会人ボディビル選手権(第46回) 品川区立総合区民会館 東京都/品川区
ミスター栃木ボディビル選手権(第31回)
ミス栃木ボディビル選手権(第30回)
関西クラス別ボディビル選手権(第11回)
男子兵庫県ボディビル選手権(第46回)
女子兵庫ボディビル選手権(第23回)
2012兵庫県クラス別ボディビル選手権
2012兵庫県マスターズボディビル選手権
山口県ボディビル選手権(第29回) ニューメデイアプラザ山口 山口県/山口市
男子東日本ボディビル選手権(第13回)
女子東日本ボディビル選手権(第13回)
東日本ボディフィットネス選手権(第2回)
男子東日本マスターズボディビル選手権(第13回)
男子東日本クラス別ボディビル選手権(第11回)
女子東日本クラス別ボディビル選手権(第5回)
東日本クラス別ボディフィットネス選手権(第4回)
男子新潟県ボディビル選手権(第40回)
男子関西ボディビル選手権(第39回)
女子関西ボディビル選手権(第31回)
関西マスターズボディビル選手権(第12回)
男子大阪ボディビル選手権(第46回)
女子大阪ボディビル選手権(第29回)
ミスター九州クラス別ボディビル選手権(第21回)
ミス九州クラス別ボディビル選手権(第21回) 井　上　　　 浩
九州ミスボディフィットネス選手権(第1回) （大　阪）
大分県ボディビル選手権(第40回)
鹿児島県男子ボディビル選手権(第44回) 谷山サザンホール

鹿児島県/鹿児島
市

今　村　拓　夫

富山県教育文化会館 富山県/富山市

愛媛県生涯学習
　　　　　　センターホール

愛媛県/松山市

9月09日(日)

栃木県総合文化センター 栃木県/宇都宮市

兵庫県民会館 9Fホール 兵庫県/神戸市 無

9月23日(日)

新潟テルサ 新潟県/新潟市

エルおおさか
　　大阪府立労働センター

大阪市/中央区 未　定

大分市コンパルホール 大分県/大分市

9月02日(日)

青森県/十和田市

木　澤　大　祐
（愛　知）

未　定
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開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　場 開　催　地 備　　考
日本クラス別選手権

　　　　　実行委員会

オールジャパンミスフィットネス選手権(第16回)
オールジャパンミスボディフィットネス選手権(第5回)
日本クラシックボディビル選手権(第3回)
ジャパンオープンボディビル選手権(第22回)
ジャパンミックスドペアボディビル選手権(第28回)
日本女子チャレンジカップボディビル選手権(第19回) 品川区立総合区民会館
ミス２１健康美大会(第11回) （きゅりあん） 

9月18日(日) 日本マスターズボディビル選手権(第23回) タワーホール船堀 東京都/江戸川区 ﾏｽﾀｰｽﾞ委員会
男子日本ボディビル選手権(第57回)
女子日本ボディビル選手権(第29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(第23回)
全国高校生ボディビル選手権(第6回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　場 開　催　地 備　　考
高　梨　圭　祐
高 原　佐知子

　（東　京）

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　場 開　催　地 備　　考
オール関西ミスフィットネス選手権(第15回)
オール関西ミスボディフィットネス選手権(第7回)
ミス健康美関西オープン選手権(第2回)
男子大阪クラス別ボディビル選手権(第24回)
男子大阪マスターズボディビル選手権(第17回)
男子大阪ジュニアボディビル選手権(第8回)

谷　野　義　弘
浅 田　ふぢ子
佐　藤　恵　美
丸　山　典　子

（東　京）
ミスター西海ボディビル選手権(第42回) 古　山　潤　一
ミス西海ボディビル選手権(第17回) （長　崎）
マスターズ西海ボディビル選手権(第17回) 木 下 美弥子
ミスター長崎ボディビル選手権(第38回) （福　岡）

6月26日(日) 長崎県/長崎市

東京都/北区

メルカつきまちホール

赤羽会館講堂

エルおおさか

広島県民文化センター

東京都/品川区

２０１１年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

東京都/港区芝公園
メルパルクホール
　　（東京郵便貯金ホール）

日本社会人連盟

広島県連盟広島県/広島市

9月04日(日)

北とぴあ

8月21日(日)

東京オープンボディビル選手権(第19回)5月08日(日)

10月10日(月)

神奈川県/横浜市

ダイス　マーク
山　崎　岳　志

（大　阪）
大阪市/中央区

東京都/北区

日本選手権
　　実行委員会

神奈川芸術劇場

6月19日(日)

北区オープンボディビル・フィットネス選手権(第3回)

２０１１年度　ＪＢＢＦ主催選手権大会日程一覧表

日本クラス別ボディビル選手権(第15回)

長野県連盟中野市民会館 長野県/中野市8月07日(日)

7月24日(日)
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２０１１年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　場 開　催　地 備　　考
須 山　翔太郎

（東　京）
安　藤　淑　子
伊　藤　志　江

（愛　知）
男子・女子関東クラス別ボディビル選手権(第11回)
関東ミスボディフィットネス選手権(第2回) 須 山　翔太郎
ミスター栃木ボディビル選手権(第30回) （東　京）
ミス栃木ボディビル選手権(第29回)
男子中国四国ボディビル選手権(第9回)
岡山県ボディビル選手権(第40回)
岡山県マスターズボディビル選手権(第15回)

吉　山　潤　一
（長　崎）

ミスター千葉ボディビル選手権(第42回)
　　　男子60kg・65kg・70kg・75kg・75kg超
ミス千葉健康美大会(第5回)
ﾏｽﾀｰｽﾞ・ミスター千葉ボディビル選手権(第27回)
　　　男子40才・50才・60才以上
ｼﾞｭﾆｱ・ミスター千葉ボディビル選手権(第15回)
ミスター千葉新人ボディビル選手権(第15回)

鈴　木　　　 雅
（東　京）

男子石川県ボディビル選手権(第17回) 石川県女性センター 石川県/金沢市
岐阜県男子ボディビル選手権(第30回) 小　田　敏　郎
岐阜県女子ボディビル選手権(第26回) （愛　知）
男子愛知県ボディビル選手権(第37回)
女子愛知県ボディビル選手権(第27回) 須 山　翔太郎
愛知県マスターズボディビル選手権(第37回) （東　京）
愛知県ミス健康美大会(第3回)

山　崎　岳　志
（大　阪）

大分県ボディビル選手権(第39回) 調整中 大分県/大分市

岡山県/岡山市中区

栃木県/宇都宮市

7月31日(日)

ふれあい健康館

愛知県産業労働センター

岐阜商工会議所

かつしかシンフォニーヒルズ

徳島県ボディビル選手権(第30回)

無

山　田　幸　浩
（東　京）

徳島県/徳島市

愛知県/名古屋市

岐阜県/岐阜市

東京都/葛飾区東京クラス別ボディビル選手権(第25回)

名古屋市芸術創造センター

志木市民会館パルシティ

コンセーレ（Ａホール）

7月17日(日)

7月03日(日) 愛知県クラス別ボディビル選手権(第9回)
愛知県チャレンジクラスボディビル選手権(第1
回)

7月18日(月)

愛知県/名古屋市

埼玉県/志木市埼玉県ボディビル選手権(第27回)

千葉市文化センター・アートホール

高崎福祉保健センター

岡山ふれあいセンター

宮崎県ボディビル選手権(第42回)

千葉県/千葉市

宮崎県/都城市
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２０１１年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　場 開　催　地 備　　考
北海道ボディビル選手権(第40回) かでる2・7 北海道/札幌市 無
青森県ボディビル選手権(第45回)
青森マッスルコンテスト(第2回)
男子群馬県ボディビル選手権(第29回) 群馬県民会館 鈴　木　　　 雅
群馬県マスターズボディビル選手権(第17回) （ベイシア文化ホール） （東　京）
長野県ボディビル選手権(第28回) 中野市民会館 長野県/中野市

須 山　翔太郎
（東　京）

九州クラス別ボディビル選手権(第20回)
福岡県男子ボディビル選手権(第46回)
福岡県女子ボディビル選手権(第30回)
福岡県クラス別ボディビル選手権(第22回)
福岡県マスターズボディビル選手権(第23回)
福岡県ジュニアボディビル選手権(第30回)
福岡県ルーキーズボディビル選手権(第23回)
三重県男子ボディビル選手権(第41回) 山野内　里 子
三重県女子ボディビル選手権(第26回) （愛　知）
関東ボディビル選手権(第30回)
神奈川県ボディビル選手権(第46回)
2011神奈川オープンボディビル大会
北陸甲信越男子ボディビル選手権(第36回)
北陸甲信越女子ボディビル選手権(第28回)
北陸甲信越マスターズボディビル選手権(第4回)
　　　男子45才・55才以上 須 山　翔太郎
新潟県男子ボディビル選手権(第39回) （東　京）
新潟県女子ボディビル選手権(第12回)
新潟県マスターズボディビル選手権(第17回)
新潟県新人ボディビル選手権(第39回)
東海ボディビル選手権(第41回) 鈴　木　　　 雅
静岡県ボディビル選手権(第49回) （東　京）
男子広島県ボディビル選手権(第43回) 下　田　雅　人
男子呉ボディビル選手権(第23回) （社会人）

城　間　　　 明
（沖　縄）

福島県男子ボディビル選手権(第23回)
福島県女子ボディビル選手権(第17回)
男子東京ボディビル選手権(第46回)
女子東京ボディビル選手権(第29回)
マスターズ東京ボディビル選手権(第29回)
 　　 男子40才・50才・60才以上
ジュニア東京ボディビル選手権(第29回)
東京ボディフィットネス選手権(第8回)

山　田　幸　浩
（東　京）

男子関西クラス別ボディビル選手権(第10回)
男子京都府ボディビル選手権(第44回)
ﾏｽﾀｰｽﾞ男子京都府ボディビル選手権(第20回)
男子京都府クラス別ボディビル選手権(第6回)

沖縄県ボディビル選手権(第37回)

山梨県ボディビル選手権(第33回)

8月28日(日)

8月21日(日)

島田市民会館

新発田市民文化会館

都築公会堂

京都市/下京区

山梨県/中巨摩郡

東京都/葛飾区

京都産業会館・シルクホール

昭和町総合会館

かつしかシンフォニーヒルズ

ゴールドジム郡山福島

香川県ボディビル選手権(第37回)

未　定

福島県/郡山市

沖縄県/浦添市

広島県/広島市

静岡県/島田市

新潟県/新発田市

神奈川県/横浜市

浦添てだこ大ホール

広島県民文化センター

青森県/弘前市

四日市市文化会館第２ホール

北九州市小倉南生涯学習センター

ミユーズホール

弘前中央公民館岩木館大ホール

三重県/四日市市

福岡県/北九州市

香川県/高松市

群馬県/前橋市

8月14日(日)

8月07日(日)
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２０１１年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　　場 開　催　地 備　　考
富山県男子ボディビル選手権(第43回)
富山県マスターズボディビル選手権(第11回)
富山県男子新人ボディビル選手権(第28回)
男子関西ボディビル選手権(第38回)
女子関西ボディビル選手権(第31回)
関西マスターズボディビル選手権(第11回)
男子兵庫県ボディビル選手権(第45回)
女子兵庫ボディビル選手権(第23回)
2011兵庫県クラス別ボディビル選手権
2011兵庫県マスターズボディビル選手権
2011兵庫県ジュニアボディビル選手権
山口県ボディビル選手権(第28回) ニューメデイアプラザ山口 山口県/山口市 無
四国ボディビル選手権(第41回)
四国マスターズボディビル選手権(第14回)
愛媛県ボディビル選手権(第45回)

品川区立総合区民会館 下　田　雅　人
（きゅりあん）  （社会人）

男子東日本ボディビル選手権(第12回)
女子東日本ボディビル選手権(第12回)
男子東日本クラス別ボディビル選手権(第10回)
女子東日本クラス別ボディビル選手権(第4回)
東日本マスターズボディビル選手権(第12回)
 　　 男子40才・50才以上
東日本ボディフィットネス選手権(第1回)
東日本クラス別ボディフィットネス選手権(第4回)
男子茨城県ボディビル選手権(第41回)
男子茨城県ニュースターボディビル選手権(第1回)
男子茨城県マスターズボディビル選手権(第12回)

小　森　修　一
播　磨　　　 修
五　嶋　弘　美
大　庭　範　久

（福　岡）
東北･北海道男子ボディビル選手権(第38回)
東北･北海道女子ボディビル選手権(第18回)
東北･北海道マスターズボディビル選手権(第13回)
東北･北海道ジュニアボディビル選手権(第6回)
男子宮城県ボディビル選手権(第46回) 仙台卸商センター
女子宮城県ボディビル選手権(第19回) 産業見本市会館サンフェスタ
宮城県マスターズボディビル選手権(第16回)
宮城県ジュニアボディビル選手権(第15回)
宮城県ミスフィットネス選手権(第3回)
宮城県ミスボディフィットネス選手権(第3回)
九州･沖縄男子ボディビル選手権(第56回)
九州･沖縄女子ボディビル選手権(第30回) 山　田　幸　浩
九州・沖縄マスターズボディビル選手権(第30回) （東　京）
鹿児島県男子ボディビル選手権(第43回)
西日本ボディビル選手権(第6回)
ミス健康美西日本オープン選手権(第1回) 山　田　幸　浩
男子大阪ボディビル選手権(第45回) （東　京）
女子大阪ボディビル選手権(第28回)

宮城県/仙台市

山　田　幸　浩
（東　京）

鈴　木　　　 雅
（東　京）

近　藤　賢　司
（東　京）

山　田　幸　浩
（東　京）

富山県/富山市富山県教育文化会館

佐賀県/佐賀市佐賀県母子福祉センター

茨城県/友部市笠間市立友部公民館

東京都/品川区

9月25日(日)

愛媛県生涯学習センターホール 愛媛県/松山市

無兵庫県/神戸市

大阪府/守口市

鹿児島県/鹿児島市

守口市市民会館

谷山サザンホール

日本社会人ボディビル選手権(第45回)

9月04日(日)

9月19日(月)

9月11日(日)

佐賀県ボディビル選手権(第41回)
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開　催　日 選　手　権　大　会　名 会    場 開　催　地 備　　考
ジャパンオープンボディビル選手権(第21回)
ジャパンミックスドペアボディビル選手権(第27回)

7月25日(日) 日本クラス別ボディビル選手権(第14回) かつしかシンフォニーヒルズ 東京都/葛飾区 東京連盟
日本女子チャレンジカップボディビル選手権(第18回)

ミス２１健康美大会(第10回)
日韓親善ボディビル選手権(9回)
オールジャパンミスフィットネス選手権(第15回)
オールジャパンミスボディフィットネス選手権(第4回)
日本クラシックボディビル選手権(第2回)

9月19日(日) 日本マスターズボディビル選手権(第22回) タワーホール船堀 東京都/江戸川区 ﾏｽﾀｰｽﾞ委員会
男子日本ボディビル選手権(第56回)
女子日本ボディビル選手権(第28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(第22回)
全国高等学校ボディビル選手権(第5回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会    場 開　催　地 ゲストポーザー
山　田　幸　浩

（東　京）
谷　野　義　弘
浅 田　ふぢ子
丸　山　典　子
山　崎　志　保
渡　辺　しのぶ

（東　京）
男子大阪クラス別ボディビル選手権(第23回)
男子大阪マスターズボディビル選手権(第16回)
男子大阪ジュニアボディビル選手権(第7回)
第63回江戸川区総合体育祭春季大会 小　沼　敏　雄
　江戸川区ボディビル選手権(第9回) （東　京）

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会    場 開　催　地 ゲストポーザー
男子愛知県ボディビル選手権(第36回)
女子愛知県ボディビル選手権(第26回)
愛知県新人ボディビル選手権(第36回)
男子関東クラス別ボディビル選手権(第10回)
女子関東クラス別ボディビル選手権(第10回)
茨城県ボディビル選手権(第40回)
茨城県マスターズボディビル選手権(第11回)
茨城県クラス別ボディビル選手権(第3回)
岡山県ボディビル選手権(第39回)
岡山県マスターズボディビル選手権(第14回)
男子群馬県ボディビル選手権(第28回) 群馬県民会館
群馬県マスターズボディビル選手権(第16回) （ベイシア文化ホール）
ミスター東京ボディビル選手権(第45回)
ミス東京ボディビル選手権(第28回)

7月04日(日) 愛知県産業労働センター 愛知県/名古屋市 愛知県連盟

8月01日(日)
品川区立総合区民会館
  　　　　　         (きゅりあん)

東京都/品川区 日本社会人連盟

8月08日(日)
北九州市小倉南
　　　　　生涯学習センター

福岡県/北九州市 福岡県連盟

10月03日(日) メルパルク大阪 大阪市/淀川区

6月06日(日) 東京オープンボディビル選手権(第18回) 北とぴあ 東京都/北区

6月13日(日) 北区オープンボディビル・フィットネス選手権(第2回) 北区赤羽会館講堂 東京都/北区

愛知県産業労働センター 愛知県/名古屋市

6月20日(日) エルおおさか 大阪市/中央区

7月25日(日)
群馬県/前橋市 無

かつしかシンフォニーヒルズ 東京都/葛飾区 無

無岡山西ふれあいセンター 岡山県/岡山市

実行委員会
大阪連盟

鈴　木　　　 雅
（東　京）

下　田　雅　人
（社会人）

7月18日(日)
笠間市立友部公民館 茨城県/笠間市

6月27日(日) タワーホール船堀 東京都/江戸川区

7月04日(日)

２０１０年度　ＪＢＢＦ主催選手権大会日程一覧表

２０１０年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表
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２０１０年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会    場 開　催　地 ゲストポーザー
ミスター関東ボディビル選手権(第29回)
ミズ関東ボディビル選手権(第27回)
マスターズﾞ関東ボディビル選手権(第12回)
ジュニア関東ボディビル選手権(第13回)
ﾆｭｰｶﾏｰ･ﾐｽﾀｰ関東ボディビル選手権(第2回)
ミスター千葉ボディビル選手権(第41回)
ミス千葉健康美大会(第4回)
ﾏｽﾀｰｽﾞ・ミスター千葉ボディビル選手権(第26回)
ｼﾞｭﾆｱ・ミスター千葉ボディビル選手権(第15回)
ミスター千葉新人ボディビル選手権(第14回)
岐阜県男子ボディビル選手権(第29回) 浅 野　喜久男
岐阜県女子ボディビル選手権(第25回) （愛　知）
静岡県男子ボディビル選手権(第48回)
静岡県女子ボディビル選手権(第28回)
静岡県マスターズボディビル選手権(第11回)
静岡県新人ボディビル選手権(第38回)
静岡県ミスフィットネス選手権(第4回)
石川県男子ボディビル選手権(第16回) 石川県女性センター 石川県/金沢市 無
愛知県クラス別ボディビル選手権(第8回)
愛知県マスターズボディビル選手権(第36回)
愛知県ミス健康美大会(第2回)

スターピア下松 片　川　　　 淳
（2F展示ホール） （山　口）

増　田　卓　也
（大　阪）

品川区立総合区民会館
  　　　　         (きゅりあん)

神奈川県ボディビル選手権(第45回) 湘南台文化センター
2010神奈川オープンボディビル大会 市民シアター

高　梨　圭　祐
（東　京）

西日本ボディビル選手権(第5回)
男子広島県ボディビル選手権(第42回)
福岡県男子ボディビル選手権(第45回)
福岡県女子ボディビル選手権(第29回)
福岡県マスターズボディビル選手権(第22回)
福岡県ジュニアボディビル選手権(第29回)
福岡県ルーキーズボディビル選手権(第22回)
東海男子ボディビル選手権(第40回)
東海女子ボディビル選手権(第26回)
三重県男子ボディビル選手権(第40回)
三重県女子ボディビル選手権(第25回)
沖縄県ボディビル選手権(第36回) 浦添てだこ大ホール 沖縄県/浦添市  
関東ミスボディフィットネス選手権(第1回)
　　　〔160cm以下級・160cm超級〕
ミスター栃木ボディビル選手権(第29回)
ミス栃木ボディビル選手権(第28回)
男子長野県ボディビル選手権(第27回)
女子長野県ボディビル選手権(第27回)
長野県マスターズボディビル選手権(第10回)
長野県新人ボディビル選手権(第9回)
九州男子ボディビル選手権(第55回) 吉　山　潤　一
九州女子ボディビル選手権(第29回) （長　崎）
九州マスターズボディビル選手権(第29回) 木 下　美弥子
長崎県ボディビル選手権(第37回) （福　岡）

山口県ボディビル選手権(第27回)

千葉県/千葉市

岐阜商工会議所 岐阜県/岐阜市

島田市民会館 静岡県/島田市

名古屋市芸術創造センター 愛知県/名古屋市

北九州市小倉南
　　　　　生涯学習センター

福岡県/北九州市 未　定

甲府市社会教育会館 山梨県/甲府市

広島県民文化センター 広島県/広島市

8月15日(日)
四日市市文化会館 三重県/四日市市

8月08日(日)

神奈川県/藤沢市

山梨県ボディビル選手権(第32回)

8月22日(日)

コンセーレ（Ａホール） 栃木県/宇都宮市

塩尻市文化会館
　　　　　　（レザンホール）

長野県/塩尻市

メルカつきまちホール 長崎県/長崎市

鈴　木　　　 雅
（東　京）

鈴　木　　　 雅
（東　京）

合　戸　孝　二
（静　岡）

須　江　正　尋
（東　京）

木　澤　大　祐
（愛　知）

木　澤　大　祐
（愛　知）

千葉市文化センター
　　　　　　　アートホール

日本社会人ボディビル選手権(第44回) 東京都/品川区

山口県/下松市

香川県ボディビル選手権(第36回) ミユーズホール 香川県/高松市

8月01日(日)
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２０１０年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会    場 開　催　地 ゲストポーザー
川　島　　　 岳
菅 原　佳代子

（青　森）
秋田県ボディビル選手権(第30回) 秋田拠点センター・アルヴェ 秋田県/秋田市
東京クラス別ボディビル選手権(第24回)
マスターズ東京ボディビル選手権(第28回)
 　　 男子40才・50才・60才以上
ジュニア東京ボディビル選手権(第28回)
東京ボディフィットネス選手権(第7回)
新潟県男子ボディビル選手権(第38回)
新潟県女子ボディビル選手権(第12回)
新潟県マスターズボディビル選手権(第16回)
新潟県新人ボディビル選手権(第38回)
男子関西クラス別ボディビル選手権(第9回)
男子大阪ボディビル選手権(第44回)
女子大阪ボディビル選手権(第27回)
中国四国ボディビル選手権(第8回)
山陰ボディビル選手権(第18回)
ミス健康美山陰大会(第6回)
ミックスドペア山陰大会(第2回)
ミスター鳥取ボディビル選手権(第29回)
島根ボディビル選手権(第22回)

山　田　幸　浩
（東　京）

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会    場 開　催　地 ゲストポーザー
宮城県男子ボディビル選手権(第45回)
宮城県女子ボディビル選手権(第18回)
宮城県マスターズボディビル選手権(第15回)
宮城県ジュニアボディビル選手権(第14回)
宮城県ミスフィットネス選手権(第2回)
宮城県ミスボディフィットネス選手権(第2回)
富山県男子ボディビル選手権(第42回)
富山県マスターズボディビル選手権(第11回)
富山県男子新人ボディビル選手権(第27回)
オール関西ミスフィットネス選手権(第14回)
オール関西ミスボディフィットネス選手権(第6回)
ミス健康美関西オープン選手権大会(第1回)
男子京都府ボディビル選手権(第43回)
ﾏｽﾀｰｽﾞ男子京都府ボディビル選手権(第19回)
男子京都府クラス別ボディビル選手権(第5回)
四国ボディビル選手権(第40回)
四国マスターズボディビル選手権(第13回)
愛媛県ボディビル選手権(第44回)
九州クラス別ボディビル選手権(第19回)
　（男子65kg･70kg･75kg･75kg超級･女子）
男子大分県ボディビル選手権(第38回)
東日本ボディビル選手権(第11回)
東日本マスターズボディビル選手権(第11回)
東日本ミスボディフィットネス選手権(第3回)
男子埼玉ボディビル選手権(第26回)
女子埼玉ボディビル選手権(第16回)
クラス別男子埼玉ボディビル選手権(第13回)
男子マスターズ埼玉ボディビル選手権(第21回)
男子関西ボディビル選手権(第37回)
女子関西ボディビル選手権(第30回)
関西マスターズボディビル選手権(第10回)
男子兵庫県ボディビル選手権(第44回)
女子兵庫ボディビル選手権(第22回)
兵庫県クラス別ボディビル選手権
兵庫県マスターズボディビル選手権
兵庫県ジュニアボディビル選手権

8月29日(日)

青森県ボディビル選手権(第44回) 青森県/青森市

かつしかシンフォニーヒルズ 東京都/葛飾区

米子コンベンションセンター 鳥取県/米子市

未　定

新潟ユニゾンプラザ 新潟県/新潟市

エルおおさか 大阪市/中央区

木　澤　大　祐
（愛　知）

無

宮崎県ボディビル選手権(第41回) 高崎福祉保健センター 宮崎県/都城市

9月05日(日)

仙台市若林区文化センター 宮城県/仙台市

富山県教育文化会館 富山県/富山市

愛媛県
　生涯学習センターホール

愛媛県/松山市

大分県農業会館大ホール 大分県/大分市

未　　定

京都産業会館・シルクホール京都市/下京区 無

無

9月12日(日)

志木市民会館パルシティ

フェステバルシティアウガ
　　　５階ＡＶ多器能ホール

木　澤　大　祐
（愛　知）

久　松　一　貴
（茨　城）

相　馬　貴　子
（長　野）

埼玉県/志木市

兵庫県民会館9Fホール 兵庫県/神戸市
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２０１０年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会    場 開　催　地 ゲストポーザー
東北･北海道男子ボディビル選手権(第37回)
東北･北海道女子ボディビル選手権(第18回)
東北･北海道マスターズボディビル選手権(第12回)
東北･北海道ジュニアボディビル選手権(第5回)
北海道ボディビル選手権(第39回)
北陸甲信越男子ボディビル選手権(第35回)
北陸甲信越女子ボディビル選手権(第27回)
福井県男子ボディビル選手権(第6回)
鹿児島県男子ボディビル選手権(第42回) 谷山サザンホール

鹿児島県/鹿児島
市

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会    場 開　催　地 ゲストポーザー
ﾐｽﾀｰ栃木県マスターズボディビル選手権(第13回)
ﾐｽﾀｰ栃木県新人ボディビル選手権(第25回)

11月07日(日) コンセーレ（Ａホール） 栃木県/宇都宮市

9月19日(日) かでる2・7 北海道/札幌市
合　戸　孝　二

（静　岡）

9月20日(月)
福井市木ごころ文化ホール 福井県/福井市

下　田　雅　人
（社会人）
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開　催　日 選　手　権　大　会　名 会    場 開　催　地 備　　考
日本クラス別ボディビル選手権(第13回)
日本クラシックボディビル選手権(第1回)
オールジャパンミスフィットネス選手権(第14回)
オールジャパンミスボディフィットネス選手権(第3回)
日本女子チャレンジカップボディビル選手権(第17回)

ミス２１健康美大会(第9回)
ジャパンオープンボディビル選手権(第20回)
ジャパンミックスドペアボディビル選手権(第26回)

9月20日(日) 日本マスターズボディビル選手権(第21回) ﾀﾜｰﾎｰﾙ船堀 東京都/江戸川区
男子日本ボディビル選手権(第55回)
女子日本ボディビル選手権(第27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(第21回)
全国高等学校ボディビル選手権(第4回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会    場 開　催　地 ゲストポーザー

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会    場 開　催　地 ゲストポーザー
オール関西ミスフィットネス選手権(第13回)
オール関西ミスボディフィットネス選手権(第15回)
大阪クラス別ボディビル選手権(第22回)
大阪マスターズボディビル選手権(第15回)
大阪ジュニアボディビル選手権(第6回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会    場 開　催　地 ゲストポーザー
ミスター山陰ボディビル選手権(第17回)
ミス健康美山陰大会(第5回)
ミックスドペア山陰ボディビル選手権(第1回)
ミスター鳥取ボディビル選手権(第28回)
ミスター島根ボディビル選手権(第21回)
男子岡山ボディビル選手権(第38回)
岡山オープンマスターズボディビル選手権(第13回)

愛知県クラス別ボディビル選手権(第7回)
愛知県マスターズボディビル選手権(第35回)
愛知県新人ボディビル選手権(第35回)
ミスター福島ボディビル選手権(第21回) いわき市四倉町商工会 福島県/いわき市
徳島県ボディビル選手権(第29回)
徳島県新人ボディビル選手権(第8回)
徳島県マスターズボディビル選手権(第6回)
ミスター千葉ボディビル選手権(第40回)
ミス千葉健康美コンテスト(第3回)
ﾏｽﾀｰｽﾞ・ミスター千葉ボディビル選手権(第25回)
ｼﾞｭﾆｱ・ミスター千葉ボディビル選手権(第15回)
ミスター千葉新人ボディビル選手権(第13回)
九州男子ボディビル選手権(第54回)
九州女子ボディビル選手権(第28回)
九州マスターズボディビル選手権(第28回)
佐賀県ボディビル選手権(第40回)
群馬県男子ボディビル選手権(第27回)
群馬県男子マスターズボディビル選手権(第15回)
ミスター関東クラス別ボディビル選手権(第9回)
ミズ関東クラス別ボディビル選手権(第9回)
ミスター埼玉ボディビル選手権(第25回)
ミス埼玉ボディビル選手権(第15回)
クラス別男子埼玉ボディビル選手権(第12回)
男子マスターズ埼玉ボディビル選手権(第20回)

品川区立総合区民会館
                   (きゅりあん)

東京都/品川区

佐賀県/佐賀市
木　澤　大　祐

（愛　知）

下　田　雅　人
（社会人）

志木市民会館ﾊﾟﾙｼﾃｨ 埼玉県/志木市
山　田　幸　浩

（東　京）

名古屋港湾会館 愛知県/名古屋市
山　田　幸　浩

（東 京）

千葉県/千葉市
佐々木　　　卓

（東　京）

岡山市民会館 岡山県/岡山市

須　江　正　尋
（東　京）

東京オープンボディビル選手権(第17回)5月05日(火)

鳥取県/米子市

6月21日(日) ｴﾙおおさか 大阪市/中央区

佐　竹　次　郎
（大　阪）

平　田　　　 隆
丹　羽　裕　子

（京　都）

10月12日(月)
メルパルクホール
      (東京郵便貯金ﾎｰﾙ)

東京都/港区芝公園

9月06日(日) ｴﾙおおさか 大阪市/中央区

7月05日(日) 岡山市民会館 岡山県/岡山市

8月02日(日) パークガーデンプレイス 茨城県/笠間市

8月23日(日)

7月12日(日)

東京クラス別ボディビル選手権(第23回) かつしかｼﾝﾌｫﾆｰﾋﾙｽﾞ 東京都/葛飾区

群馬県民会館 群馬県/前橋市

徳島県/徳島市
7月19日(日)

ふれあい健康館ﾎｰﾙ

千葉市文化ｾﾝﾀｰ
         ｱｰﾄﾎｰﾙ

7月20日(月)

ｱﾊﾞﾝｾ

２００９年度　ＪＢＢＦ主催選手権大会日程一覧表

２００９年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

7月26日(日)

7月05日(日)
米子ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ

　

品川区立総合区民会館
                   (きゅりあん)

東京都/品川区
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２００９年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会    場 開　催　地 ゲストポーザー
7月26日(日) 山口県ボディビル選手権(第26回) 周東ﾊﾟｽﾄﾗﾙﾎｰﾙ 山口県/岩国市

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会    場 開　催　地 ゲストポーザー
茨城県ボディビル選手権(第39回)
茨城県マスターズボディビル選手権(第10回)
茨城県クラス別ボディビル選手権(第2回)
岐阜県男子ボディビル選手権(第28回)
岐阜県女子ボディビル選手権(第24回)

男子西日本ボディビル選手権(第4回)
女子西日本ボディビル選手権(第4回)
男子福岡県ボディビル選手権(第44回)
女子福岡県ボディビル選手権(第28回)
福岡県マスターズボディビル選手権(第　回)
福岡県ジュニアボディビル選手権(第28回)
福岡県ルーキーズボディビル選手権(第　回)
宮崎県ボディビル選手権(第40回) 小林市文化会館 宮崎県/小林市
沖縄県ボディビル選手権(第35回) 浦添てだこ大ﾎｰﾙ 沖縄県/浦添市
宮城県男子ボディビル選手権(第44回)
宮城県女子ボディビル選手権(第17回)
宮城県マスターズボディビル選手権(第14回)
宮城県ジュニアボディビル選手権(第13回)
宮城県ミスフィットネス選手権(第1回)
宮城県ミスボディフィットネス選手権(第1回)
三重県男子ボディビル選手権(第39回)
三重県女子ボディビル選手権(第24回)

青森県ボディビル選手権(第43回) 十和田市東公民館 青森県/十和田市
秋田県ボディビル選手権(第29回) 秋田拠点ｾﾝﾀｰ･ｱﾙｳﾞｪ 秋田県/秋田市
ミスター関東ボディビル選手権(第28回)
ミズ関東ボディビル選手権(第26回)
マスターズﾞ関東ボディビル選手権(第11回)
ジュニア関東ボディビル選手権(第11回)
神奈川県ボディビル選手権(第44回)
神奈川県オープンボディビル選手権(第　回)
山梨県ボディビル選手権(第31回) 甲府市社会教育会館 山梨県/甲府市
新潟県男子ボディビル選手権(第37回)
新潟県女子ボディビル選手権(第12回)
新潟県マスターズボディビル選手権(第15回)
新潟県新人ボディビル選手権(第37回)
男子中国四国ボディビル選手権(第7回)
男子広島県ボディビル選手権(第41回)
男子呉ボディビル選手権(第21回)

鈴　木　　　 雅
（東　京）

広島県民文化ｾﾝﾀｰ 広島県/広島市
片　川　　　 淳

（山　口）

長岡ﾘﾘｯｸﾎｰﾙ

谷　野　義　弘
（東　京）

海老名市文化会館 神奈川県/海老名市

滝野川会館大ﾎｰﾙ

合　戸　孝　二
（静　岡）

8月16日(日)

仙台市若林区文化ｾﾝﾀｰ 宮城県/仙台市
下　田　雅　人

（社会人）

四日市市文化会館 三重県/四日市市
鈴　木　　　 雅

（東　京）

北区オープン･ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙﾌｨｯﾄﾈｽ選手権(第1回) 東京都/北区

須　江　正　尋
（東　京）

香川県ボディビル選手権(第35回) ﾐﾕｰｽﾞﾎｰﾙ 香川県/高松市
下　田　雅　人

（社会人）

北海道/札幌市

静岡県/島田市
木　澤　大　祐

（愛　知）

大分県ボディビル選手権(第37回)
別府ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
                        体育館

大分県/別府市
吉　山　潤　一

（長　崎）

茨城県/笠間市
佐々木　　　卓

（東　京）

岐阜商工会議所 岐阜県/岐阜市
山　田　賴　一

（静　岡）

8月09日(日)

男子北海道ボディビル選手権(第38回) かでる2･7

小倉南生涯学習ｾﾝﾀｰ

東京都/品川区日本社会人ボディビル選手権(第43回)
品川区立総合区民会館
                     (きゅりあん)

福岡県/北九州市

新潟県/長岡市

8月23日(日)

8月02日(日)

ﾊﾟｰｸ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾌﾟﾚｲｽ

静岡県ボディビル選手権(第47回) 島田市民会館
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２００９年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会    場 開　催　地 ゲストポーザー
東北･北海道男子ボディビル選手権(第36回)
東北･北海道女子ボディビル選手権(第17回)
ミスター東京ボディビル選手権(第44回)
ミス東京ボディビル選手権(第27回)
マスターズ東京ボディビル選手権(第27回)
ジュニア東京ボディビル選手権(第27回)
東京ボディフィットネス選手権(第6回)
長野県男子ボディビル選手権(第26回)
長野県女子ボディビル選手権(第26回)
長野県マスターズボディビル選手権(第9回)
長野県男子新人ボディビル選手権(第8回)
東海男子ボディビル選手権(第39回)
東海女子ボディビル選手権(第25回)
東海マスターズボディビル選手権(第　回)
東海健康美大会(第1回・仮称)
愛知県男子ボディビル選手権(第35回)
愛知県女子ボディビル選手権(第25回)
関西クラス別ボディビル選手権(第8回)
兵庫県ボディビル選手権(第43回)
兵庫県クラス別ボディビル選手権
兵庫県マスターズボディビル選手権
ミス兵庫ボディビル選手権(第21回)
兵庫県ジュニアボディビル選手権

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会    場 開　催　地 ゲストポーザー
富山県男子ボディビル選手権(第41回)
富山県女子ボディビル選手権(第12回)
富山県マスターズボディビル選手権(第10回)
富山県男子新人ボディビル選手権(第26回)
ミスター大阪ボディビル選手権(第43回)
ミス大阪ボディビル選手権(第26回)
男子関西ボディビル選手権(第36回)
女子関西ボディビル選手権(第28回)
マスターズ男子関西ボディビル選手権(第9回)
男子京都府ボディビル選手権(第42回)
ﾏｽﾀｰｽﾞ男子京都府ボディビル選手権(第18回)
男子京都府クラス別ボディビル選手権(第4回)
北陸甲信越男子ボディビル選手権(第34回)
北陸甲信越女子ボディビル選手権(第26回)
石川県男子ボディビル選手権(第14回)
四国ボディビル選手権(第39回)
四国マスターズボディビル選手権(第12回)
愛媛県ボディビル選手権(第43回)
東日本クラス別ボディビル選手権(第10回)
東日本マスターズボディビル選手権(第10回)
東日本ミスボディフィットネス選手権(第2回)
ミスター栃木ボディビル選手権(第28回)
ミス栃木ボディビル選手権(第27回)

9月22日(火) 鹿児島県男子ボディビル選手権(第41回) 谷山ｻｻﾞﾝﾎｰﾙ 鹿児島県/鹿児島市
九州クラス別ボディビル選手権(第18回)
福岡県クラス別ボディビル選手権(第21回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会    場 開　催　地 ゲストポーザー
ﾐｽﾀｰ栃木県マスターズボディビル選手権(第12回)
ﾐｽﾀｰ栃木県新人ボディビル選手権(第24回)

能美市根上総合文化会館 石川県/能美市

9月13日(日)

京都産業会館･ｼﾙｸﾎｰﾙ 京都市/下京区

9月23日(水) 小倉南生涯学習ｾﾝﾀｰ 福岡県/北九州市

9月20日(日)

愛媛県生涯学習
                  ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ

愛媛県/松山市

下　田　雅　人
（社会人）

栃木会館 栃木県/宇都宮市

富山県/富山市

ｴﾙおおさか 大阪市/中央区

富山県教育文化会館

須　江　正　尋
（東　京）

名古屋港湾会館 愛知県/名古屋市
武　田　智　子

（静　岡）

長野県/中野市

谷　野　義　弘
（東　京）

かつしかｼﾝﾌｫﾆｰﾋﾙｽﾞ 東京都/葛飾区

岩手県/盛岡市

11月08日(日) ｺﾝｾｰﾚ(Aﾎｰﾙ) 栃木県/宇都宮市

9月06日(日)

ｱｯﾌﾟﾙｼﾃｨｰなかの

8月30日(日)

ふれあいﾗﾝﾄﾞ岩手

兵庫県民会館9Fﾎｰﾙ 兵庫県/神戸市

- 33 - (C) Otsuka Enterprise, Inc.



開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
7月13日(日) 日本クラス別ボディビル選手権(第12回) 飯塚コスモスコモン 福岡県/飯塚市

ジャパンオープンボディビル選手権(第１9回)
ジャパンミックスドペアボディビル選手権(第25回)
オールジャパンミスフィットネス選手権(第13回)
オールジャパンミスボディフィットネス選手権(第2回)
日本女子チャレンジカップボディビル選手権(第16回)
ミス２１健康美大会(第8回)

9月28日(日) 日本マスターズボディビル選手権(第20回) タワーホール船堀 東京都/江戸川区
男子日本ボディビル選手権(第54回)
女子日本ボディビル選手権(第26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(第20回)
全国高等学校ボディビル選手権(第3回)
日韓中親善ボディビル選手権(第1回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
5月11日(日) 東京オープンボディビル選手権(第16回) 品川区立総合区民会館（きゅりあん） 東京都/品川区

愛知県クラス別ボディビル選手権(第6回)
愛知県新人ボディビル選手権(第34回)
ミスター山陰ボディビル選手権(第16回)
ミス健康美山陰大会(第4回)
ミスター鳥取ボディビル選手権(第27回)
ミスター島根ボディビル選手権(第20回)
東京クラス別ボディビル選手権(第22回) かつしかシンフォニーヒルズ 東京都/葛飾区
オール関西ミスフィットネス選手権(第12回)
オール関西ボディフィットネス選手権(第4回)
大阪クラス別ボディビル選手権(第21回)
大阪マスターズボディビル選手権(第14回)
大阪ジュニアボディビル選手権(第5回)
男子福岡県ボディビル選手権(第42回)
女子福岡県ボディビル選手権(第27回)
福岡県マスターズボディビル選手権(第20回)
福岡県ジュニアボディビル選手権(第20回)
福岡県ルーキーズボディビル選手権(第20回)
徳島県ボディビル選手権(第28回)
徳島県新人ボディビル選手権(第7回)
徳島県マスターズボディビル選手権(第5回)
ミスター埼玉ボディビル選手権(第24回)
クラス別男子埼玉ボディビル選手権(第11回)
男子マスターズ埼玉ボディビル選手権(第19回)
　　40才級・50才級
群馬県男子ボディビル選手権(第26回)
群馬県女子ボディビル選手権(第4回)
群馬県男子マスターズボディビル選手権(第14回)
ミスター関東クラス別ボディビル選手権(第8回)
　　60kg級・65kg級・70kg級・75kg級・75kg超級
ミズ関東クラス別ボディビル選手権(第8回)
　　50kg級・50kg超級
ミスター千葉ボディビル選手権(第39回)
ミス千葉健康美コンテスト(第2回)
ﾏｽﾀｰｽﾞ・ミスター千葉ボディビル選手権(第24回)
ｼﾞｭﾆｱ・ミスター千葉ボディビル選手権(第14回)
ミスター千葉新人ボディビル選手権(第12回)
石川県男子ボディビル選手権(第14回) 石川県女性センター 石川県/金沢市
山口県ボディビル選手権(第25回) 周東パストラルホール 山口県/岩国市

倉吉未来中心パークスクエア 鳥取県/倉吉市

7月13日(日)

エルおおさか 大阪市/中央区

飯塚コスモスコモン 福岡県/飯塚市

7月06日(日)

名古屋市芸術創造センター 愛知県/名古屋市

7月20日(日) ふれあい健康館ホール 徳島県/徳島市

7月21日(月) 志木市民会館パルシティ 埼玉県/志木市

7月27日(日)

群馬県民会館 群馬県/前橋市

千葉市文化センター・アートホール 千葉県/千葉市

10月05日(日) 大阪厚生年金会館 大阪市/西区新町

8月03日(日) 島田市民会館 静岡県/島田市

8月17日(日) 品川区立総合区民会館（きゅりあん） 東京都/品川区

２００８年度　ＪＢＢＦ主催選手権大会日程一覧表

２００８年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表
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２００８年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
男子北海道ボディビル選手権(第37回) かでる2・7 北海道/札幌市
岩手県ボディビル選手権(第32回) ≪出場選手不足により開催中止≫ 岩手県/盛岡市
静岡県男子ボディビル選手権(第46回)
静岡県女子ボディビル選手権(第26回)
静岡県マスターズボディビル選手権(第9回)
静岡県新人ボディビル選手権(第36回)
静岡県ミスフィットネス選手権(第2回)
北陸甲信越男子ボディビル選手権(第33回)
北陸甲信越女子ボディビル選手権(第25回)
山梨県ボディビル選手権(第30回)
愛知県男子ボディビル選手権(第34回)
愛知県女子ボディビル選手権(第24回)
愛知県マスターズボディビル選手権(第34回)
愛知県青年ボディビル選手権(第19回)
佐賀県ボディビル選手権(第39回) 佐賀県勤労福祉会館 佐賀県/佐賀市
男子青森県ボディビル選手権(第42回) 弘前市立中央公民館岩木館 青森県/弘前市
ミスター関東ボディビル選手権(第27回)
ミズ関東ボディビル選手権(第25回)
マスターズﾞ関東ボディビル選手権(第10回)
ジュニア関東ボディビル選手権(第10回)
ミスター茨城ボディビル選手権(第38回)
ミスター茨城クラス別ボディビル選手権(第1回)
マスターズ茨城ボディビル選手権(第9回)
香川県ボディビル選手権(第34回) ミユーズホール 香川県/高松市
ミスター沖縄ボディビル選手権(第34回)
ミス沖縄ボディビル選手権(第26回)
マスターズ沖縄ボディビル選手権
長野県男子・女子ボディビル選手権(第25回)
長野県マスターズボディビル選手権(第8回)
長野県男子新人ボディビル選手権(第7回)
三重県男子ボディビル選手権(第38回)
三重県女子ボディビル選手権(第23回)
日本社会人ボディビル選手権(第42回) 品川区立総合区民会館（きゅりあん） 東京都/品川区
東北･北海道男子ボディビル選手権(第35回)
東北･北海道女子ボディビル選手権(第17回)
東北・北海道マスターズボディビル選手権(第10回)
東北・北海道ジュニアボディビル選手権(第10回)
ミスター福島ボディビル選手権(第20回)
ミス福島ボディビル選手権(第14回)
神奈川県ボディビル選手権(第43回)
2008湘南オープンボディビル選手権
新潟県男子ボディビル選手権(第36回)
新潟県女子ボディビル選手権(第12回)
新潟県マスターズボディビル選手権(第14回)
新潟県新人ボディビル選手権(第36回)
四国ボディビル選手権(第38回)
四国マスターズボディビル選手権(第11回)
愛媛県ボディビル選手権(第42回)
九州男子ボディビル選手権(第53回)
九州女子ボディビル選手権(第27回)
九州マスターズボディビル選手権(第27回)
　　男子40才以上・50才以上
大分県ボディビル選手権(第36回)

8月03日(日)

島田市民会館 静岡県/島田市

甲府市民総合会館 山梨県/甲府市

名古屋港湾会館 愛知県/名古屋市

8月10日(日)

笠間市立笠間公民館 茨城県/笠間市

名護市民会館 沖縄県/名護市

農業会館

8月17日(日)

上田創造館 長野県/上田市

四日市市文化会館 三重県/四日市市

新発田市民文化会館 新潟県/新発田市

愛媛県生涯学習センターホール 愛媛県/松山市

大分県/大分市

8月24日(日)

喜多方プラザ文化センター 福島県/喜多方市

湘南台文化センター 神奈川県/藤沢市
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２００８年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
秋田県ボディビル選手権(第28回) 秋田テルサ 秋田県/秋田市
ミスター栃木ボディビル選手権(第27回)
ミス栃木ボディビル選手権(第26回)
ミスター東京ボディビル選手権(第43回)
ミス東京ボディビル選手権(第26回)
マスターズ東京ボディビル選手権(第26回)
ジュニア東京ボディビル選手権(第26回)
東京ボディフィットネス選手権(第5回)
東海男子ボディビル選手権(第38回)
東海女子ボディビル選手権(第24回)
岐阜県男子ボディビル選手権(第27回)
岐阜県女子ボディビル選手権(第23回)
男子西日本ボディビル選手権(第3回)
女子西日本ボディビル選手権(第3回)
兵庫県ボディビル選手権(第42回)
兵庫県クラス別ボディビル選手権
兵庫県マスターズボディビル選手権
ミス兵庫ボディビル選手権(第21回)
兵庫県ジュニアボディビル選手権
宮崎県ボディビル選手権(第39回) 都城コミュニティーセンター 宮崎県/都城市

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
関西クラス別ボディビル選手権(第7回)
男子京都府ボディビル選手権(第41回)
ﾏｽﾀｰｽﾞ男子京都府ボディビル選手権(第17回)
クラス別男子京都府ボディビル選手権(第3回)
女子西日本健康美選手権大会(第3回)
中国四国クラス別ボディビル選手権(第　回)
男子岡山ボディビル選手権(第37回)
男子岡山マスターズボディビル選手権(第12回)
男子広島県ボディビル選手権(第40回)
　　総合・マスターズ・新人
男子広島県クラス別ボディビル選手権(第13回)
男子呉ボディビル選手権(第20回)
九州クラス別ボディビル選手権(第17回)
九州健康美大会(第4回)
福岡県クラス別ボディビル選手権(第20回)
鹿児島県男子ボディビル選手権(第40回) 谷山サザンホール

鹿児島県/鹿児島
市

男子富山県ボディビル選手権(第40回)
女子富山県ボディビル選手権(第12回)
マスターズ富山県ボディビル選手権(第10回)
新人富山県ボディビル選手権(第25回)
ミスター関西ボディビル選手権(第35回)
ミス関西ボディビル選手権(第27回)
マスターズ関西ボディビル選手権(第8回)
ミスター大阪ボディビル選手権(第42回
ミス大阪ボディビル選手権(第25回)
東日本男子・女子クラス別ボディビル選手権(第9回)
東日本マスターズボディビル選手権(第9回)
東日本ミスボディフィットネス選手権(第1回)
宮城県男子ボディビル選手権(第43回)
宮城県女子ボディビル選手権(第16回)
宮城県マスターズボディビル選手権(第13回)
宮城県ジュニアボディビル選手権(第12回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
ﾐｽﾀｰ栃木県マスターズボディビル選手権(第11回)
ﾐｽﾀｰ栃木県新人ボディビル選手権(第23回)

8月31日(日)

コンセーレ（Ａホール） 栃木県/宇都宮市

かつしかシンフォニーヒルズ 東京都/葛飾区

岐阜市文化センター 2F 小劇場 岐阜県/岐阜市

兵庫県民会館9Fホール 兵庫県/神戸市

9月07日(日)

京都産業会館8F 京都シルクホール 京都市/下京区

岡山市民会館 岡山県/岡山市

広島県民文化センター 広島県/広島市

小倉南生涯学習センター 福岡県/北九州市

9月14日(日)

富山県教育文化会館 富山県/富山市

エルおおさか 大阪市/中央区

11月09日(日) コンセーレ（Ａホール） 栃木県/宇都宮市

9月15日(月) 仙台市若林区文化センター 宮城県/仙台市
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開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
6月24日(日) 日本クラス別ボディビル選手権(第11回) 海老名市文化会館 神奈川県海老名市

オールジャパンミスフィットネス選手権(第12回)
オールジャパンミスボディフィットネス選手権(第1回)
日本女子新人ボディビル選手権(第15回)
ミス２１健康美大会(第7回)
ジャパンオープンボディビル選手権(第１8回)
ジャパンミックスドペアボディビル選手権(第24回)

9月23日(日) 日本マスターズボディビル選手権(第19回) タワーホール船堀 東京都江戸川区
日本男子ボディビル選手権(第53回)
日本女子ボディビル選手権(第25回)
日本ジュニアボディビル選手権(第19回)
全国高等学校ボディビル選手権(第2回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
5月04日(金) 東京オープンボディビル選手権(第15回) 北とぴあ 東京都北区

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
6月23日(土) 神奈川県クラス別ボディビル選手権(第42回) 海老名市文化会館 神奈川県海老名市

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
東京クラス別ボディビル選手権(第21回)
東京ボディフィットネス選手権(第4回)
愛知県クラス別ボディビル選手権(第5回)
愛知県マスターズボディビル選手権(第33回)
愛知県新人ボディビル選手権(第33回)
大阪クラス別ボディビル選手権(第20回)
大阪マスターズボディビル選手権(第13回)
大阪ジュニアボディビル選手権(第4回)
スター山陰ボディビル選手権(第15回)
ミス健康美山陰大会(第3回)
ミスター島根ボディビル選手権(第19回)
ミスター鳥取ボディビル選手権(第26回)
ミスター千葉ボディビル選手権(第38回)
ミス千葉健康美コンテスト(第1回)
マスターズ･ミスター千葉ボディビル選手権(第23回)
ジュニア･ミスター千葉ボディビル選手権(第13回)
ミスター千葉新人ボディビル選手権(第11回)
ミスター関東クラス別ボディビル選手権(第7回)
　　60kg級・65kg級・70kg級・75kg級・75kg超級
ミズ関東クラス別ボディビル選手権(第7回)
　　50kg級・50kg超級
ミスター栃木ボディビル選手権(第26回)
ミス栃木ボディビル選手権(第25回)
石川県男子ボディビル選手権(第13回) 石川県女性センター 石川県金沢市
西日本ボディビル選手権(第2回)
愛知県男子ボディビル選手権(第33回)
愛知県女子ボディビル選手権(第23回)

9月01日(土) 品川区立総合区民会館（きゅりあん） 東京都品川区

8月26日(日) 広島県民文化センター 広島県広島市

東京都葛飾区

名古屋市芸術創造センター 愛知県名古屋市

9月09日(日) 岡山市民会館 岡山県岡山市

２００７年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

10月08日(月) 日本青年館大ホール
東京都新宿区
　　　　　　霞ヶ丘町

名古屋市芸術創造センター 愛知県名古屋市

7月08日(日)

エルおおさか 大阪市中央区

総合文化センター プラバホール 島根県松江市

7月01日(日)

かつしかシンフォニーヒルズ

２００７年度　ＪＢＢＦ主催選手権大会日程一覧表

7月16日(月) 千葉市文化センター・アートホール 千葉県千葉市

7月29日(日)

コンセーレ（一階大ホール） 栃木県宇都宮市
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２００７年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
岩手県ボディビル選手権(第31回) ふれあいランド岩手 岩手県盛岡市
ミスター茨城ボディビル選手権(第37回)
マスターズ茨城ボディビル選手権(第8回)
岐阜県男子ボディビル選手権(第26回)
岐阜県女子ボディビル選手権(第22回)
岐阜県マスターズボディビル選手権(第　回)
岐阜県新人男子ボディビル選手権(第　回)
男子北海道ボディビル選手権(第36回)
女子北海道ボディビル選手権(第16回)
ミスター福島ボディビル選手権(第19回)
ミス福島ボディビル選手権(第13回)
群馬県男子ボディビル選手権(第25回)
群馬県男子マスターズボディビル選手権(第13回)
ミスター関東ボディビル選手権(第26回)
ミズ関東ボディビル選手権(第24回)
男子マスターズﾞ関東ボディビル選手権(第9回)
男子ジュニア関東ボディビル選手権(第10回)
ミスター埼玉ボディビル選手権(第23回)
クラス別男子埼玉ボディビル選手権(第10回)
男子マスターズ埼玉ボディビル選手権(第18回)
静岡県男子ボディビル選手権(第45回)
静岡県女子ボディビル選手権(第25回)
静岡県マスターズボディビル選手権(第8回)
静岡県新人ボディビル選手権(第35回)
オール関西ミスフィットネス選手権(第11回)
オール関西ボディフィットネス選手権(第3回)
男子京都府ボディビル選手権(第40回) 京都産業会館8F 京都シルクホール
マスターズ男子京都府ボディビル選手権(第16回)
クラス別男子京都府ボディビル選手権(第2回)
男子青森県ボディビル選手権(第41回) はまなす会館 青森県青森市
男子宮城県ボディビル選手権(第42回)
女子宮城県ボディビル選手権(第14回)
マスターズ宮城県ボディビル選手権(第12回)
ジュニア宮城県ボディビル選手権(第11回)
東海男子ボディビル選手権(第37回)
東海女子ボディビル選手権(第23回)
三重県男子ボディビル選手権(第37回)
三重県女子ボディビル選手権(第22回)
関西クラス別ボディビル選手権(第6回)
ミスター大阪ボディビル選手権(第41回
ミス大阪ボディビル選手権(第24回)
四国ボディビル選手権(第37回)
四国マスターズボディビル選手権(第10回)
愛媛県ボディビル選手権(第41回)
福岡県ボディビル選手権(第42回) 福岡市立博多市民センター 福岡県福岡市
佐賀県ボディビル選手権(第38回) 佐賀県勤労福祉会館 佐賀県佐賀市
ミスター沖縄ボディビル選手権(第33回)
ミズ沖縄ボディビル選手権(第26回)

福島県いわき市

8月05日(日)

笠間市友部公民館 茨城県笠間市

岐阜商工会議所 岐阜県岐阜市

群馬県民会館 群馬県前橋市

8月12日(日)

志木市民会館パルシティ 埼玉県志木市

プラザおおるり 静岡県島田市

かでる2・7 北海道札幌市

いわき文化センター

8月19日(日)

仙台市若葉区文化センター 宮城県仙台市

四日市市文化会館 三重県四日市市

エルおおさか 大阪市中央区

愛媛県生涯学習センターホール

沖縄県中城村

京都市下京区

愛媛県松山市

中城村吉ノ浦会館

- 38 - (C) Otsuka Enterprise, Inc.



２００７年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
ミスター東京ボディビル選手権(第42回)
ミス東京ボディビル選手権(第25回)
ジュニア東京ボディビル選手権(第25回)
マスターズ東京(40才以上)ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ選手権(第25回)
マスターズ東京(50才以上)ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ選手権(第18回)
マスターズ東京(60才以上)ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ選手権(第5回)
山梨県ボディビル選手権(第29回) 甲府市社会教育センター 山梨県甲府市
新潟県男子ボディビル選手権(第35回)
新潟県女子ボディビル選手権(第11回)
新潟県マスターズボディビル選手権(第13回)
新潟県新人ボディビル選手権(第35回)
男子広島県ボディビル選手権(第39回)
男子呉ボディビル選手権(第19回)
男子中国四国ボディビル選手権(第5回)
徳島県ボディビル選手権(第27回)
徳島県新人ボディビル選手権(第6回)
徳島県マスターズボディビル選手権(第4回)
九州男子ボディビル選手権(第52回)
九州女子ボディビル選手権(第26回)
九州マスターズボディビル選手権(第26回)
　　男子40才以上・50才以上
宮崎県ボディビル選手権(第38回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
9月01日(土) 日本社会人ボディビル選手権(第41回) 品川区立総合区民会館（きゅりあん） 東京都品川区

男子北陸甲信越ボディビル選手権(第32回)
女子北陸甲信越ボディビル選手権(第24回)
男子富山県ボディビル選手権(第39回)
女子富山県ボディビル選手権(第12回)
マスターズ富山県ボディビル選手権(第10回)
新人富山県ボディビル選手権(第24回)
山口県ボディビル選手権(第24回) ニューメディアプラザ山口 山口県山口市
九州クラス別ボディビル選手権(第16回)
福岡県クラス別ボディビル選手権(第19回)
東日本ボディビル選手権(第6回)
長野県男子・女子ボディビル選手権(第24回)
長野県マスターズボディビル選手権(第7回)
長野県男子新人ボディビル選手権(第6回)
ミス西日本健康美選手権大会(第2回)
ミスター岡山ボディビル選手権(第36回)
岡山オープンマスターズボディビル選手権(第11回)
東北･北海道男子ボディビル選手権(第34回)
東北･北海道女子ボディビル選手権(第16回) 秋田県青少年交流センター
東北・北海道マスターズボディビル選手権(第9回) 　　　　　　　　　　　　ユースパル
秋田県ボディビル選手権(第27回)
男子関西ボディビル選手権(第34回)
女子関西ボディビル選手権(第27回)
男子関西マスターズボディビル選手権(第7回)
兵庫県ボディビル選手権(第41回)
兵庫県クラス別ボディビル選手権
兵庫県マスターズボディビル選手権
ミス兵庫ボディビル選手権(第21回)
兵庫県ジュニアボディビル選手権

9月30日(日) 鹿児島県男子ボディビル選手権(第39回) 霧島市隼人農村環境改善センター 鹿児島県霧島市

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
ミスター栃木県マスターズボディビル選手権(第10回)
ミスター栃木県新人ボディビル選手権(第22回)

宮崎県都城市

新潟ユニゾンプラザ 新潟県新潟市

広島県民文化センター 広島県広島市

9月02日(日)

富山県教育文化会館ホール 富山県富山市

小倉南生涯学習センター 福岡県北九州市

9月09日(日)

茅野市民館 長野県茅野市

岡山市民会館 岡山県岡山市

9月16日(日)

秋田県秋田市

兵庫県民会館9Fホール 兵庫県神戸市

11月11日(日) コンセーレ（一階大ホール） 栃木県宇都宮市

板野町文化の館・さくらホール

8月26日(日)

赤羽会館 東京都北区

徳島県板野郡板野
町

都城市ウエルネス交流プラザ
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開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
7月30日(日) 日本クラス別ボディビル選手権(第10回) 江戸川総合文化センター大ホール 東京都江戸川区

ジャパンオープンボディビル選手権(第１7回)
ジャパンミックスドペアボディビル選手権(第23回)
日本女子新人ボディビル選手権(第14回)
ミス２１健康美大会(第6回)
日本ボディフィットネス選手権

9月03日(日) オールジャパンミスフィットネス選手権(第11回) 栃木県総合文化センター（ｻﾌﾞﾎｰﾙ） 栃木県宇都宮市
日本ジュニアボディビル選手権(第18回)
日本マスターズボディビル選手権(第18回)
日本男子ボディビル選手権(第52回)
日本女子ボディビル選手権(第24回)
日韓親善ボディビル選手権(第5回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
5月07日(日) 東京オープンボディビル選手権(第14回) 北とぴあ 東京都北区

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
オール関西ミスフィットネス選手権(第10回)
大阪クラス別ボディビル選手権(第19回)
大阪ジュニアボディビル選手権(第3回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
ミスター関東クラス別ボディビル選手権(第6回)
ミズ関東クラス別ボディビル選手権(第6回)
ミスター茨城ボディビル選手権(第36回)
ﾏｽﾀｰｽﾞ茨城ボディビル選手権(第7回)
愛知県クラス別ボディビル選手権(第4回)
愛知県新人ボディビル選手権(第32回)
ミスター山陰ボディビル選手権(第14回)
ミス健康美山陰大会(第2回)
ミスター鳥取ボディビル選手権(第25回)
ミスター島根ボディビル選手権(第19回)
東京クラス別ボディビル選手権(第20回)
東京ジュニアボディビル選手権(第24回)
東京マスターズボディビル選手権(第24回)
　　（40才・50才・60才）
ミスター関東ボディビル選手権(第25回)
ミズ関東ボディビル選手権(第23回)
男子マスターズ関東ボディビル選手権(第8回)
　　（40才・50才以上）
男子ジュニア関東ボディビル選手権(第9回)
ミスター千葉ボディビル選手権(第37回)
ミズ千葉ボディビル選手権(第17回)
マスターズ・ミスター千葉ボディビル選手権(第22回)
　　（40才・50才・60才以上）
ジュニア・ミスター千葉ボディビル選手権(第12回)
ミスター千葉新人ボディビル選手権(第10回)
ミスター福島ボディビル選手権(第18回)
ミス福島ボディビル選手権(第12回)
徳島県ボディビル選手権(第26回)
徳島県新人ボディビル選手権(第5回)
徳島県マスターズボディビル選手権(第3回)
男子北海道ボディビル選手権(第35回)
女子北海道ボディビル選手権(第16回)
東京男子ボディビル選手権(第41回)
東京女子ボディビル選手権(第24回)
東京ボディフィットネス選手権(第3回)

6月11日(日) エルおおさか 大阪市中央区

7月02日(日)

笠間市友部公民館 茨城県笠間市

名古屋市芸術創造センター 愛知県名古屋市

健康ふれあいの里 鳥取県米子市

２００６年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

9月24日(日) タワーホール船堀 東京都江戸川区

8月06日(日) 志木市民会館パルシティ 埼玉県志木市

9月02日(土) 品川区立総合区民会館（きゅうりあん） 東京都品川区

10月01日(日) 大阪厚生年金会館芸術ホール 大阪市西区新町

7月09日(日) かつしかシンフォニーヒルズ 東京都葛飾区

7月16日(日) 千葉市文化センター 千葉県千葉市

7月23日(日)

いわき文化センター 福島県いわき市

ふれあい健康館ホール 徳島市

7月30日(日)

かでる2・7 北海道札幌市

江戸川総合文化センター大ホール 東京都江戸川区

２００６年度　ＪＢＢＦ主催選手権大会日程一覧表
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２００６年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
岩手県ボディビル選手権(第30回) ホテルBAY宮古 岩手県宮古市
群馬県男子ボディビル選手権(第24回)
群馬県男子マスターズボディビル選手権(第12回)
ミスター埼玉ボディビル選手権(第22回)
クラス別男子埼玉ボディビル選手権(第9回)
マスターズ40才埼玉ボディビル選手権(第17回)
マスターズ50才埼玉ボディビル選手権(第10回)
長野県男子ボディビル選手権(第23回)
長野県女子ボディビル選手権(第23回)
長野県マスターズボディビル選手権(第6回)
長野県男子新人ボディビル選手権(第5回)
岐阜県男子ボディビル選手権(第25回)
岐阜県女子ボディビル選手権(第21回)
岐阜県マスターズボディビル選手権(第　回)
岐阜県新人男子ボディビル選手権(第　回)
愛知県男子ボディビル選手権(第32回)
愛知県女子ボディビル選手権(第22回)
愛知県マスターズボディビル選手権(第32回)
愛知県青年ボディビル選手権(第18回)
山口県ボディビル選手権(第37回) ニューメディアプラザ山口 山口市
香川県ボディビル選手権(第32回) ミューズホール 香川県高松市
福岡県男子ボディビル選手権(第41回)
福岡県女子ボディビル選手権(第25回)
福岡県マスターズボディビル選手権
福岡県ジュニアボディビル選手権
福岡県ルーキーズボディビル選手権
長崎県ボディビル選手権(第35回)
ミス九州オープンボディビル選手権(第1回)
ミスター大分ボディビル選手権(第34回)
宮崎県ボディビル選手権(第37回) ウエルネス交流プラザ 宮崎県都城市
宮城県男子ボディビル選手権(第41回)
宮城県女子ボディビル選手権(第14回)
宮城県マスターズボディビル選手権(第11回)
宮城県ジュニアボディビル選手権(第10回)
三重県男子ボディビル選手権(第36回)
三重県女子ボディビル選手権(第21回)
神奈川県ボディビル選手権(第41回) 横浜市教育会館 神奈川県横浜市
北陸甲信越男子ボディビル選手権(第31回)
北陸甲信越女子ボディビル選手権(第23回)
新潟県男子ボディビル選手権(第34回)
新潟県女子ボディビル選手権(第11回)
新潟県マスターズボディビル選手権(第12回)
新潟県新人ボディビル選手権(第34回)
四国ボディビル選手権(第36回)
四国マスターズボディビル選手権(第9回)
愛媛県ボディビル選手権(第40回)
ミスター岡山ボディビル選手権(第34回)
岡山オープンマスターズボディビル選手権(第10回)

8月06日(日)

群馬県民会館 群馬県前橋市

志木市民会館パルシティ 埼玉県志木市

長野県松本文化会館 長野県松本市

岐阜市文化センター 2F小劇場 岐阜市

名古屋市芸術創造センター 愛知県名古屋市

博多市民センター 福岡市博多区

鶴崎公民館 大分県大分市

8月13日(日)
仙台市民会館小ホール 宮城県仙台市

四日市市文化会館 三重県四日市市

8月20日(日)
長岡リリックホール 新潟県長岡市

愛媛県生涯学習センターホール 愛媛県松山市

8月26日(土) 岡山市民会館 岡山市
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２００６年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
東北･北海道男子ボディビル選手権(第33回)
東北･北海道女子ボディビル選手権(第15回) 十和田市民文化センター
東北・北海道マスターズボディビル選手権(第8回) 　　　　　　　　　　　視聴覚ホール
青森県ボディビル選手権(第40回)

山梨県ボディビル選手権(第28回) 甲府市社会教育センター 山梨県甲府市
石川県男子ボディビル選手権(第12回) 石川県女性センター 石川県金沢市
オール関西ボディフィットネス選手権(第2回)
ミスター大阪ボディビル選手権(第40回)
ミス大阪ボディビル選手権(第23回)
マスターズ大阪ボディビル選手権(第12回)
西日本ボディビル選手権(第1回)
ミス健康美選手権(第1回)
ミスター中国四国ボディビル選手権(第4回)
九州・沖縄ボディビル選手権(第51回)
鹿児島県ボディビル選手権(第38回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
9月02日(土) 日本社会人ボディビル選手権(第40回) 品川区立総合区民会館（きゅうりあん） 東京都品川区

ミスター・ミス東日本ボディビル選手権(第7回)
ミスター東日本ﾏｽﾀｰｽﾞボディビル選手権(第7回)
ミスター・ミス東日本クラス別ボディビル選手権(第5回)
ミスター栃木ボディビル選手権(第25回)
ミス栃木ボディビル選手権(第24回)
男子東海ボディビル選手権(第36回)
男子静岡県ボディビル選手権(第44回)
女子静岡県ボディビル選手権(第22回)
関西クラス別ボディビル選手権(第5回)
兵庫県ボディビル選手権(第40回)
兵庫県クラス別ボディビル選手権
兵庫県ﾏｽﾀｰｽﾞボディビル選手権
佐賀県ボディビル選手権(第37回) 佐賀県勤労者福祉会館 佐賀市
富山県男子ボディビル選手権(第38回)
富山県女子ボディビル選手権(第11回)
富山県男子マスターズボディビル選手権(第9回)
富山県男子新人ボディビル選手権(第24回)
ミスター関西ボディビル選手権(第33回)
ミス関西ボディビル選手権(第26回)
関西マスターズボディビル選手権(第6回)
ミスター京都府ボディビル選手権(第39回)
マスターズ男子京都府ボディビル選手権(第15回)
ミスター京都府クラス別ボディビル選手権(第1回)
ミスター広島ボディビル選手権(第38回)
広島県クラス別ボディビル選手権(第12回)
ミスター呉ボディビル選手権(第18回)
九州クラス別ボディビル選手権(第15回)
ミス健康美九州オープン大会
福岡県クラス別ボディビル選手権(第18回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
ミスター栃木新人ボディビル選手権(第20回)
ミスター栃木マスターズボディビル選手権(第9回)

大阪市中央区

岡山市民会館

秋田拠点センター
　　　　　　アルヴエ・きらめき広場

兵庫県民会館9Fホール 兵庫県神戸市

8月27日(日)

青森県十和田市

秋田県ボディビル選手権(第26回) 秋田市

エルおおさか

栃木県総合文化センター（ｻﾌﾞﾎｰﾙ） 栃木県宇都宮市

島田市プラザおおるり 静岡県島田市

11月12日(日) 宇都宮コンセーレ大ホール 栃木県宇都宮市

9月10日(日)

富山県教育文化会館 富山市

京都市下京区

広島県民文化センター 広島市

京都産業会館8F
　　　　　　　　　京都シルクホール

9月17日(日) 福岡市西市民センター 福岡市西区

岡山市

かごしま県民交流センター 鹿児島市

9月03日(日)
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開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
7月03日(日) 日本クラス別ボディビル選手権(第9回) 島田市民文化会館 静岡県島田市

ジャパンオープンボディビル選手権(第１6回)
ジャパンミックスドペアボディビル選手権(第22回)
オールジャパンミスフィットネス選手権(第10回)
日本女子新人ボディビル選手権(第13回)
ミス２１健康美大会(第5回)
（兼：世界ボディフィットネス日本代表選考会）
男子日本ボディビル選手権(第51回)
女子日本ボディビル選手権(第23回)
日本ジュニアボディビル選手権(第17回)
日本マスターズボディビル選手権(第17回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
6月05日(日) 東京オープンボディビル選手権(第13回) 板橋区立文化会館 大ホール 東京都板橋区

大阪クラス別ボディビル選手権(第18回)
マスターズ大阪ボディビル選手権(第11回)
大阪ジュニアボディビル選手権(第2回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
男子静岡県ボディビル選手権(第43回)
女子静岡県ボディビル選手権(第23回)
愛知県クラス別ボディビル選手権(第3回)
愛知県新人ボディビル選手権(第31回)
ミスター山陰ボディビル選手権(第13回)
男子鳥取県ボディビル選手権(第24回)
男子島根県ボディビル選手権(第18回)
ミス健康美大会(第1回)
江戸川区ボディビル選手権(第4回) 小岩コミュニティホール 東京都江戸川区
ミスター東日本ボディビル選手権(第6回)
ミスター東日本クラス別ボディビル選手権(第4回)
ミス東日本ボディビル選手権(第6回)
ミス・フィットネス東日本選手権(第6回)
マスターズ40才東日本ボディビル選手権(第6回)
マスターズ50才東日本ボディビル選手権(第6回)
茨城県男子ボディビル選手権(第35回)
茨城県マスターズボディビル選手権(第7回)
東京クラス別ボディビル選手権(第19回) 板橋区立文化会館大ホール 東京都板橋区
九州クラス別ボディビル選手権(第14回)
福岡県クラス別ボディビル選手権(第17回)
ミスター埼玉ボディビル選手権(第21回)
男子クラス別埼玉ボディビル選手権(第8回)
男子マスターズ40才埼玉ボディビル選手権(第16回)
男子マスターズ50才埼玉ボディビル選手権(第9回)
男子マスターズ60才埼玉ボディビル選手権(第2回)
ミス埼玉ボディビル選手権(第15回)
ミスター栃木ボディビル選手権(第24回) 宇都宮コンセーレ 栃木県宇都宮市
ミスター関東ボディビル選手権(第24回)
ミズ関東ボディビル選手権(第22回)
男子ジュニア関東ボディビル選手権(第8回)
男子マスターズ関東ボディビル選手権(第7回)
神奈川県ボディビル選手権(第40回)
徳島県ボディビル選手権(第25回)
徳島県新人ボディビル選手権(第4回)
徳島県マスターズボディビル選手権(第2回)
男子石川県ボディビル選手権(第11回) 石川県女性センター 石川県金沢市
男子広島県ボディビル選手権(第37回)
男子呉ボディビル選手権(第17回)

埼玉県志木市

エル・おおさか

倉吉未来中心パークスクエア

友部町中央公民館
茨城県
　　西茨城郡友部町

島田市民文化会館 静岡県島田市

7月10日(日)

7月18日(日) 志木市民会館パルシティ

福岡県前原市伊都文化会館

広島県民文化センター 広島県広島市

鳥取県倉吉市

大阪府大阪市

東京都江戸川区

6月12日(日)

9月04日(日) 品川区立総合区民会館 東京都品川区

7月03日(日)

２００５年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方選手権大会日程一覧表

愛知県中小企業センター 愛知県名古屋市

7月24日(日)

ふれあい健康館ホール 徳島県徳島市

神奈川ドームシアター 神奈川県横浜市

7月31日(日)
広島県民文化センター 広島県広島市

7月31日(日)

２００５年度　ＪＢＢＦ主催選手権大会日程一覧表

10月23日(日) タワーホール船堀 大ホール

10月02日(日) 江戸川総合文化センター 大ホール 東京都江戸川区
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２００５年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方選手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
男子北海道ボディビル選手権(第34回)
女子北海道ボディビル選手権(第15回)
ミスター福島ボディビル選手権(第17回)
ミス福島ボディビル選手権(第11回)
群馬県男子ボディビル選手権(第23回)
群馬県男子マスターズボディビル選手権(第11回)
ミスター関東クラス別ボディビル選手権(第5回)
　　（60ｋｇ・65ｋｇ・70ｋｇ・75ｋｇ・75ｋｇ超）
ミズ関東クラス別ボディビル選手権(第5回)
　　（50ｋｇ・50ｋｇ超）
ミスター千葉ボディビル選手権(第36回)
ミズ千葉ボディビル選手権(第17回)
マスターズ・ミスター千葉ボディビル選手権(第21回)
　　（40才・50才・60才以上）
ジュニア・ミスター千葉ボディビル選手権(第11回)
ミスター千葉新人ボディビル選手権(第9回)
香川県ボディビル選手権(第31回) ミューズホール 香川県高松市
大分県男子ボディビル選手権(第33回) 未定 大分県別府市
男子東海ボディビル選手権(第35回)
女子東海ボディビル選手権(第21回)
愛知県男子ボディビル選手権(第31回)
四国ボディビル選手権(第35回)
四国マスターズボディビル選手権(第8回)
愛媛県ボディビル選手権(第39回)
青森県ボディビル選手権(第39回) さくら野弘前店4F文化ホール 青森県弘前市
男子新潟県ボディビル選手権(第33回)
女子新潟県ボディビル選手権(第11回)
マスターズ新潟県ボディビル選手権(第11回)
新人新潟県ボディビル選手権(第33回)
関西クラス別ボディビル選手権(第4回)
兵庫県ボディビル選手権(第39回)
兵庫県クラス別ボディビル選手権
兵庫県マスターズボディビル選手権
ミスター中国四国ボディビル選手権(第3回)
ミスター岡山ボディビル選手権(第34回)
岡山オープンマスターズボディビル選手権(第9回)
ミス健康美大会(第5回)
岩手県男子ボディビル選手権(第29回) ふれあいランド岩手 岩手県盛岡市
男子山梨県ボディビル選手権(第27回) 甲府市社会教育センター 山梨県甲府市
岐阜県男子ボディビル選手権(第24回)
岐阜県女子ボディビル選手権(第20回)
男子三重県ボディビル選手権(第35回)
女子三重県ボディビル選手権(第20回)
オール関西ミスフィットネス選手権(第9回)
オール関西ボディフィットネス選手権(第1回) 京都産業会館8F
男子京都府ボディビル選手権(第38回) 　　　　　　　　京都シルクホール
男子マスターズ京都府ボディビル選手権(第14回)
山口県ボディビル選手権(第22回) ぱるるプラザ山口 山口県山口市
ミスター佐賀ボディビル選手権(第36回)
ミス佐賀ボディビル選手権(第6回)

8月21日(日)

岐阜市文化センター2F小劇場 岐阜県岐阜市

新発田市民文化会館 新潟県新発田市

岡山市民会館 岡山県岡山市

兵庫県民会館9Fホール 兵庫県神戸市

群馬県前橋市

8月28日(日)

四日市市文化会館第2ホール 三重県四日市市

京都府京都市

佐賀県勤労者福祉会館 佐賀県佐賀市

福島県いわき市

かでる2・7ホール 北海道札幌市

群馬県民会館 小ホール

8月14日(日)

名古屋市公会堂 愛知県名古屋市

愛媛県生涯学習センターホール 愛媛県松山市

8月07日(日)

千葉市文化センター・アートホール 千葉県千葉市

いわき市文化センター
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２００５年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方選手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
男子東北･北海道ボディビル選手権(第32回)
女子東北･北海道ボディビル選手権(第14回)
マスターズ東北・北海道ボディビル選手権(第17回)
　　　　　（40・50・60・65・70才）
男子宮城県ボディビル選手権(第40回)
女子宮城県ボディビル選手権(第15回)
宮城県ジュニアボディビル選手権(第9回)
マスターズ宮城県ボディビル選手権(第10回)
　　　　　（40・50・60・65・70才）
富山県男子ボディビル選手権(第10回)
富山県男子マスターズボディビル選手権(第8回)
富山県男子新人ボディビル選手権(第23回)
ミスター関西ボディビル選手権(第32回)
ミス関西ボディビル選手権(第25回)
関西ﾏｽﾀｰｽﾞボディビル選手権(第5回)
ミスター大阪ボディビル選手権(第39回)
ミス大阪ボディビル選手権(第22回)
西日本ボディビル選手権(第31回)
福岡県ボディビル選手権(第40回)
福岡県マスターズボディビル選手権
福岡県ジュニアボディビル選手権
福岡県ルーキーズボディビル選手権
宮崎県ボディビル選手権(第36回) 県民文化ホール 宮崎県宮崎市
日本社会人ボディビル選手権(第39回) きゅうりあん（品川区立総合区民会館） 東京都品川区
東京ボディビル選手権(第40回) 北区赤羽会館 東京都北区
北陸甲信越男子ボディビル選手権(第30回)
北陸甲信越女子ボディビル選手権(第22回)
長野県男子ボディビル選手権(第22回)
長野県女子ボディビル選手権(第22回)
長野県男子新人ボディビル選手権(第4回)

9月18日(日) 九州ボディビル選手権(第49回) 菊池市文化会館 熊本県菊池市

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
ミスター栃木新人ボディビル選手権(第19回)
ミスター栃木マスターズボディビル選手権(第8回)

宇都宮コンセーレ 栃木県宇都宮市11月20日(日)

9月11日(日)
上田創造館 長野県上田市

9月04日(日)

仙台市若葉区文化センター 宮城県仙台市

エル・おおさか 大阪府大阪市

コスモスコモン 福岡県飯塚市

富山県教育文化会館 富山県富山市
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開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
7月11日(日) 日本クラス別ボディビル選手権(第8回) コンセーレ１階　大ホール 栃木県宇都宮市

ジャパンオープンボディビル選手権(第１5回)
ジャパンミックスドペアボディビル選手権(第21回)
オールジャパンミスフィットネス選手権(第9回)
日本ボディフィットネス選手権
　(世界ボディフィットネス日本代表選考会)
日本女子新人ボディビル選手権(第12回)
ミス２１健康美大会(第4回)
男子日本ボディビル選手権(第50回)
女子日本ボディビル選手権(第22回)
日本ジュニアボディビル選手権(第16回)
日本マスターズボディビル選手権(第16回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
6月06日(日) 男子東京オープンボディビル選手権(第12回) 赤羽会館 東京都北区 

オール関西ミスフィットネス選手権(第8回)
大阪クラス別ボディビル選手権(第17回)
大阪ジュニアボディビル選手権(第1回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
7月04日(日) 江戸川区ボディビル選手権(第3回) タワーホール船堀　小ホール 東京都江戸川区

ミスター栃木ボディビル選手権(第23回)
ミス栃木ボディビル選手権(第22回)
ミスター山陰ボディビル選手権(第12回)
男子鳥取県ボディビル選手権(第23回)
男子島根県ボディビル選手権(第17回)

7月18日(日) 東京クラス別ボディビル選手権(第18回) 板橋区文化会館大ホール 東京都板橋区
神奈川県ボディビル選手権(第39回) 横浜市教育会館 神奈川県横浜市
男子九州クラス別ボディビル選手権(第13回)
女子九州クラス別ボディビル選手権(第13回)
男子福岡県クラス別ボディビル選手権(第16回)
女子福岡県クラス別ボディビル選手権(第16回)

7月25日(日)
小倉南市民センター 福岡県北九州市

島根県民会館

栃木県宇都宮市

7月11日(日)

10月24日(日) 東京都江戸川区タワーホール船堀

大阪厚生年金会館 大阪府10月10日(日)

長野県中野市

8月29日(日) エル大阪(大阪府立労働センター) 大阪府

２００４年度　ＪＢＢＦ主催選手権大会日程一覧表

6月13日(日) エル大阪(大阪府立労働センター) 

8月08日(日) アップルシティーなかの

9月12日(日) きゅりあん 東京都品川区

２００４年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

島根県

大阪府

コンセーレ１階　大ホール
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２００４年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
男子宮城県ボディビル選手権(第39回)
女子宮城県ボディビル選手権(第14回)
宮城県ジュニアボディビル選手権(第8回)
宮城県マスターズボディビル選手権(第9回)
群馬県男子ボディビル選手権(第22回)
群馬県男子マスターズボディビル選手権(第10回)
ミスター関東ボディビル選手権(第23回)
ミズ関東ボディビル選手権(第21回)
男子ジュニア関東ボディビル選手権大会(第7回)
男子マスターズ関東ボディビル選手権(第6回)
ミスター千葉ボディビル選手権(第35回)
ミズ千葉ボディビル選手権(第17回)
ジュニア・ミスター千葉ボディビル選手権(第11回)
マスターズ・ミスター千葉ボディビル選手権(第20回)
ミスター千葉新人ボディビル選手権(第8回)
男子静岡県ボディビル選手権(第42回)
女子静岡県ボディビル選手権(第22回)
愛知県男子ボディビル選手権(第30回)
　(男子一般の部・マスターズ・青年の部)
男子長野県ボディビル選手権(第21回)
女子長野県ボディビル選手権(第21回)
男子関東クラス別ボディビル選手権(第4回)
女子関東クラス別ボディビル選手権(第4回)
男子茨城県ボディビル選手権(第34回)
男子茨城県マスターズボディビル選手権(第5回)
男子山口県男子ボディビル選手権(第21回) ぱるるプラザ山口 山口県
香川県ボディビル選手権大会(第30回) ミューズホール 香川県
男子三重県ボディビル選手権(第34回)
女子三重県ボディビル選手権(第19回)
四国ボディビル選手権(第34回)
四国マスターズボディビル選手権(第7回)
男子徳島県ボディビル選手権(第24回)
男子徳島県マスターズボディビル選手権(第1回)
ミスター東日本ボディビル選手権(第5回)
ミス東日本ボディビル選手権(第5回)
男子東日本クラス別ボディビル選手権(第4回)
男子マスターズ40才東日本ボディビル選手権(第5回)
男子マスターズ50才東日本ボディビル選手権(第5回)
ミスター埼玉ボディビル選手権(第20回)
男子クラス別埼玉ボディビル選手権(第7回)
男子マスターズ40才埼玉ボディビル選手権(第15回)
男子マスターズ50才埼玉ボディビル選手権(第8回)
ミスフィットネスボディビル選手権
男子新潟県ボディビル選手権(第32回)
女子新潟県ボディビル選手権(第11回)
マスターズ新潟県ボディビル選手権(第10回)
新人新潟県ボディビル選手権(第32回)
男子関西クラス別ボディビル選手権(第3回)
男子京都府ボディビル選手権(第37回)
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ京都府ボディビル選手権(第13回)
男子西日本ボディビル選手権(第30回)
女子西日本ボディビル選手権(第21回)
男子広島県ボディビル選手権(第36回)
男子呉ボディビル選手権(第16回)
男子沖縄県ボディビル選手権(第30回)
女子沖縄県ボディビル選手権(第22回)

8月28日(土) 宮崎県ボディビル選手権(第35回) 三股町立文化会館 宮崎県

沖縄県

埼玉県

新潟ユニゾンプラザ 新潟県 

京都府

沖縄県立郷土劇場

広島県民文化センター 広島県

8月22日(日)

志木市民会館パルシティ

京都産業会館 京都シルクホール

名古屋市公会堂

8月15日(日) 板野町文化の館 桜ホール

8月01日(日)
千葉市文化センター

三重県四日市市文化会館 第2ホール

プラザおおるり 静岡県島田市

愛知県名古屋市

友部町中央公民館 茨城県

千葉県千葉市

群馬県民会館　小ホール

若葉区文化センター 宮城県仙台市

群馬県前橋市

徳島県

8月14日(土)

8月08日(日)

アップルシティーなかの 長野県中野市
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２００４年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
ミスター大阪ボディビル選手権(第38回)
ミス大阪ボディビル選手権(第21回)
マスターズ大阪ボディビル選手権(第10回)
男子秋田県ボディビル選手権(第28回)
男子岩手県ボディビル選手権(合同開催)
男子福島県ボディビル選手権(第16回)
女子福島県ボディビル選手権(第10回)
男子山梨県ボディビル選手権(第26回) 甲府市社会教育センター 山梨県
男子東海ボディビル選手権(第34回)
女子東海ボディビル選手権(第20回)
男子岐阜県ボディビル選手権(第23回)
女子岐阜県ボディビル選手権(第19回)
愛媛県ボディビル選手権(第38回)
男子中四国ボディビル選手権(第2回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
男子北陸甲信越ボディビル選手権(第29回)
女子北陸甲信越ボディビル選手権(第21回)
男子石川県ボディビル選手権(第10回)
女子石川県ボディビル選手権(第1回)
男子福井県ボディビル選手権(第5回)
男子関西ボディビル選手権(第31回)
女子関西ボディビル選手権(第24回)
関西マスターズボディビル選手権(第4回)
兵庫県ボディビル選手権(第38回)
兵庫県クラス別ボディビル選手権
兵庫県マスターズボディビル選手権
ミスター岡山ボディビル選手権 岡山県
ミスター佐賀ボディビル選手権(第35回) 佐賀県勤労者福祉会館 佐賀県
日本社会人ボディビル選手権(第38回) きゅりあん 東京都品川区
男子福岡県ボディビル選手権(第39回)
女子福岡県ボディビル選手権(第23回)
男子東北･北海道ボディビル選手権(第31回)
女子東北･北海道ボディビル選手権(第13回)
男子北海道ボディビル選手権(第33回)
女子北海道ボディビル選手権(第14回)
鹿児島県ボディビル選手権(第36回) 国分市シビックセンター 鹿児島県

9月20日(月) 東京ボディビル選手権 赤羽会館 東京都北区

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
ミスター栃木新人ボディビル選手権(第18回)
ミスター栃木マスターズボディビル選手権(第7回)

11月07日(日) コンセーレ　アイリスホール 栃木県宇都宮市

9月19日(日)
かでる2・7 北海道札幌市

エル大阪(大阪府立労働センター) 大阪府

福島県相馬市

愛媛県

岐阜県岐阜市

9月05日(日)

野々市町文化会館 

9月12日(日)
東区民センター 福岡県福岡市

兵庫県

秋田市民文化会館

神戸会員会館 シーガルホール

秋田県秋田市

総合福祉センター はまなす館

愛媛県生涯学習ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ

岐阜市文化センター2F 小劇場

石川県

8月29日(日)
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開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
7月20日(日) 日本クラス別ボディビル選手権(第7回) 甲府市総合市民会館 山梨県甲府市

ジャパンオープンボディビル選手権(第14回)
ジャパンミックスドペアボディビル選手権(第20回)
日本女子新人ボディビル選手権(第11回)
ミス２１健康美大会(第3回)

9月28日(日) オールジャパンミスフィットネス選手権(第8回) 北区赤羽会館講堂 東京都北区
男子日本ボディビル選手権(第49回)
女子日本ボディビル選手権(第21回)
日本ジュニアボディビル選手権(第15回)
日本マスターズボディビル選手権(第15回)
　(女子、40才以上、50才以上、60才以上、65才以上)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
6月01日(日) 東京オープン ボディビル選手権(第11回) 江戸川総合文化ｾﾝﾀｰ 小ﾎｰﾙ 東京都江戸川区
6月15日(日) 大阪クラス別ボディビル選手権(第16回) エルおおさか(大阪府立労働ｾﾝﾀｰ) 大阪府大阪市

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
江戸川区ボディビル選手権(第2回) 小岩コミニティホール 東京都江戸川区
愛知県クラス別ボディビル選手権(第1回)
愛知県新人ボディビル選手権(第29回)
男子山陰ボディビル選手権(第11回)
男子鳥取県ボディビル選手権(第22回)
男子島根県ボディビル選手権(第16回)

7月20日(日) 山梨県ボディビル選手権(第25回) 甲府市総合市民会館 山梨県甲府市
東京クラス別ボディビル選手権(第17回) 江戸川総合文化ｾﾝﾀｰ 大ﾎｰﾙ 東京都江戸川区
男子徳島県ボディビル選手権(第23回) ふれあい健康館ホール 徳島県徳島市

10月12日(日)

7月06日(日)

健康ふれあいの里

7月27日(日)

7月13日(日) 鳥取県米子市

愛知県中小企業センター 愛知県名古屋市

東京都品川区

江戸川区総合区民ホール

神奈川県横浜市

江戸川総合文化ｾﾝﾀｰ 大ﾎｰﾙ 東京都江戸川区

東京都江戸川区

２００３年度　ＪＢＢＦ主催選手権大会日程一覧表

10月19日(日)

２００３年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

8月03日(日) (財)横浜産業振興公社鶴見会館

9月07日(日) きゅうりあん(品川区立総合区民会館)
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２００３年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
神奈川県ボディビル選手権(第38回)
　(ミスターの部、クラス別)
男子岐阜県ボディビル選手権(第22回)
女子岐阜県ボディビル選手権(第18回)
男子静岡県ボディビル選手権(第41回)
女子静岡県ボディビル選手権(第20回)
男子愛知県ボディビル選手権(第29回)
女子愛知県ボディビル選手権(第22回)
2003年日米親善岩国グランプリ 米海兵隊岩国基地サクラ会館 広島県岩国市
男子宮崎県ボディビル選手権(第34回) 宮崎県民文化ホール 宮崎県宮崎市
男子宮城県ボディビル選手権(第38回)
女子宮城県ボディビル選手権(第13回)
男子ジュニア宮城県ボディビル選手権(第7回)
男子マスターズ宮城県ボディビル選手権(第8回)
男子群馬県ボディビル選手権(第21回)
男子マスターズ群馬県ボディビル選手権(第9回)
ミスター東日本オープンボディビル選手権(第４回)
ミス東日本ボディビル選手権(第4回)
ﾐｽﾀｰ東日本マスターズボディビル選手権(第4回)
ミス・フィットネス東日本選手権(第4回)
ミスター千葉ボディビル選手権(第34回)
ミズ千葉ボディビル選手権(第17回)
ジュニアミスター千葉ボディビル選手権(第10回)
マスターズミスター千葉ボディビル選手権(第19回)
ミスター千葉新人ボディビル選手権(第7回)
男子新潟県ボディビル選手権(第31回)
女子新潟県ボディビル選手権(第10回)
男子新人新潟県ボディビル選手権(第31回)
男子マスターズ新潟県ボディビル選手権(第9回)
男子東海ボディビル選手権(第33回)
女子東海ボディビル選手権(第19回)
男子三重県ボディビル選手権(第33回)
女子三重県ボディビル選手権(第18回)
オール関西・ミスフィットネス選手権(第7回)
男子大阪ボディビル選手権(第37回)
女子大阪ボディビル選手権(第20回)
大阪マスターズボディビル選手権(第9回)
男子中国四国クラス別ボディビル選手権(第1回)
男子広島県ボディビル選手権(第35回)
男子呉ボディビル選手権(第15回)
男子九州クラス別ボディビル選手権(第12回)
女子九州クラス別ボディビル選手権(第12回)
男子福岡県クラス別ボディビル選手権(第15回)
女子福岡県クラス別ボディビル選手権(第15回)
男子西日本ボディビル選手権(第30回)
女子西日本ボディビル選手権(第30回)
男子福岡県ボディビル選手権(第38回)
女子福岡県ボディビル選手権(第22回

8月24日(日)

8月10日(日)

8月09日(土)

8月03日(日)

福岡県甘木市

長岡リリックホール 新潟県長岡市

8月31日(日) 北九州市小倉南市民センター 福岡県北九州市

エルおおさか(大阪府立労働センター) 大阪府大阪市

広島県民文化センター 広島県

甘木市民会館

四日市市文化会館第２ホール 三重県四日市市

愛知県名古屋市

仙台市若林文化センター 宮城県仙台市

群馬県民会館 小ホール 群馬県前橋市

名古屋市公会堂

千葉市民文化センター 千葉県千葉市

神奈川県横浜市

岐阜商工会議所大ホール 岐阜県岐阜市

プラザおおるり 静岡県島田市

(財)横浜産業振興公社鶴見会館
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２００３年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
日本社会人ボディビル選手権(第37回)
日本社会人ミス フィットネス選手権(第7回)
男子関西ボディビル選手権(第30回)
女子関西ボディビル選手権(第23回)
男子京都府ボディビル選手権(第36回)
男子マスターズ京都府ボディビル選手権(第12回)
男子長野県ボディビル選手権(第20回)
女子長野県ボディビル選手権(第20回)
男子九州ボディビル選手権(第47回)
女子九州ボディビル選手権(第21回)
ミスター佐賀ボディビル選手権(第34回)
男子東京ボディビル選手権(第38回)
女子東京ボディビル選手権(第21回)
東京ジュニアボディビル選手権(第21回)
東京マスターズボディビル選手権(第21回)

9月07日(日)

きゅうりあん(品川区立総合区民会館) 東京都品川区

京都シルクホール 京都府京都市

9月28日(日) 北区赤羽会館講堂 東京都北区

9月21日(日) 佐賀県

9月14日(日) 飯田市鼎文化センター 長野県飯田市
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開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
5月26日(日) アジア女子ボディビル選手権選抜大会(第18回) 江戸川総合文化ｾﾝﾀｰ 小ﾎｰﾙ 東京都江戸川区
7月28日(日) 日本クラス別ボディビル選手権(第6回) 江戸川総合文化ｾﾝﾀｰ 大ﾎｰﾙ 東京都江戸川区
8月04日(日) オールジャパンミスフィットネス選手権(第7回) 栃木会館 小ホール 栃木県宇都宮市

ジャパンオープンボディビル選手権(第13回)
ジャパンミックスドペアボディビル選手権(第19回)
日本女子新人ボディビル選手権(第10回)
ミス２１健康美大会(第2回)
男子日本ボディビル選手権(第48回)
女子日本ボディビル選手権(第20回)
日本ジュニアボディビル選手権(第14回)
日本マスターズボディビル選手権(第14回)
　(女子、40才以上、50才以上、60才以上、65才以上)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
5月05日(日) 日米親善岩国グランプリボディビル選手権 米海兵隊岩国基地内サクラ劇場 広島県岩国市
5月26日(日) 東京オープン ボディビル選手権(第10回) 江戸川総合文化ｾﾝﾀｰ 小ﾎｰﾙ 東京都江戸川区

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
ミスター西海ボディビル選手権(第39回)
ミス西海ボディビル選手権大会(第14回)
ミスター西海シニアボディビル選手権(第14回)
ミスター長崎ボディビル選手権(第39回)
大阪クラス別ボディビル選手権(第15回)
大阪マスターズボディビル選手権(第8回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
7月07日(日) 男子名古屋オープンボディビル選手権(第20回) 愛知県中小企業センター 愛知県
7月13日(土) 男子宮崎県ボディビル選手権(第33回) 小林市文化会館 宮崎県小林市
7月20日(土) ミスター山陰ボディビル選手権(第10回) プラバホール 島根県松江市

東京クラス別ボディビル選手権(第16回)
東京ジュニアボディビル選手権(第20回)
東京マスターズボディビル選手権(第20回)
九州クラス別ボディビル選手権(第11回)
福岡県クラス別ボディビル選手権(第14回)
男子東京ボディビル選手権(第37回)
女子東京ボディビル選手権(第20回)
男子岐阜県ボディビル選手権(第21回)
女子岐阜県ボディビル選手権(第17回)
徳島県ボディビル選手権(第22回) ふれあい健康館 Ⅰホール 徳島県徳島市

6月23日(日) メルカつきまちホール 長崎県長崎市

7月28日(日)

江戸川総合文化ｾﾝﾀｰ 大ﾎｰﾙ 東京都江戸川区

岐阜産業会館 岐阜県

6月30日(日) エルおおさか(大阪府立労働センター)

江戸川総合文化ｾﾝﾀｰ 大ﾎｰﾙ 東京都江戸川区
7月21日(日)

小倉南市民センター 福岡県北九州市

大阪府大阪市

10月13日(日)

青森県十和田市

9月22日(日) きゅうりあん(品川区立総合区民会館) 東京都品川区

２００２年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

２００２年度　ＪＢＢＦ主催選手権大会日程一覧表

大阪厚生年金会館 大阪府大阪市

9月15日(日) 十和田市民文化センター
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２００２年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
関東クラス別ボディビル選手権(第2回)
ミスター栃木県ボディビル選手権(第21回)
ミス栃木フィットネス選手権(第6回)
男子岩手県ボディビル選手権(第26回)
男子秋田県ボディビル選手権(第22回)
男子東海ボディビル選手権(第32回)
女子東海ボディビル選手権(第18回)
男子静岡県ボディビル選手権(第40回)
女子静岡県ボディビル選手権(第20回)
ミスター中国五県ボディビル選手権
ミスター岡山ボディビル選手権(第31回)
鳥取県ボディビル選手権(第21回)
ミスター島根ボディビル選手権(第14回)
ミスター大分県ボディビル選手権 西部公民館 大分県
男子北海道ボディビル選手権(第31回)
女子北海道ボディビル選手権(第14回)
男子宮城県ボディビル選手権(第37回)
女子宮城県ボディビル選手権(第14回)
男子ジュニア宮城県ボディビル選手権(第7回)
男子マスターズ宮城県ボディビル選手権(第7回)
男子福島県ボディビル選手権(第14回)
女子福島県ボディビル選手権(第8回)
男子群馬県ボディビル選手権(第20回)
男子マスターズ群馬県ボディビル選手権(第8回)
男子ジュニア関東ボディビル選手権(第5回)
男子マスターズ関東ボディビル選手権(第4回)
女子マスターズ関東ボディビル選手権(第1回)
男子埼玉県ボディビル選手権(第18回)
女子埼玉県ボディビル選手権(第14回)
男子千葉県ボディビル選手権(第33回)
男子千葉新人ボディビル選手権(第6回)
男子マスターズ千葉県ボディビル選手権(第18回)
男子愛知県ボディビル選手権(第28回)
女子愛知県ボディビル選手権(第21回)
男子西日本ボディビル選手権(第29回)
女子西日本ボディビル選手権(第20回)
男子広島県ボディビル選手権(第34回)

8月17日(土) 神奈川県ボディビル選手権(第37回) エポックなかはら 神奈川県川崎市
関東ボディビル選手権(第21回)
神奈川県ボディビル選手権(第37回)
男子長野県ボディビル選手権(第19回)
女子長野県ボディビル選手権(第19回)
男子マスターズ長野県ボディビル選手権(第4回)
男子新人長野県ボディビル選手権(第2回)
男子しまなみボディビル選手権(第4回)
男子山口県ボディビル選手権(第19回)
男子山梨県ボディビル選手権(第24回) 山梨県甲府市
男子新潟県ボディビル選手権(第30回)
女子新潟県ボディビル選手権(第9回)
男子新人新潟県ボディビル選手権(第30回)
男子マスターズ新潟県ボディビル選手権(第8回)
男子三重県ボディビル選手権(第32回)
女子三重県ボディビル選手権(第17回)
関西クラス別ボディビル選手権
兵庫県ボディビル選手権(第36回) 
男子四国ボディビル選手権(第32回)
男子マスターズ四国ボディビル選手権(第5回)
男子愛媛県ボディビル選手権(第36回)
ミスター佐賀県ボディビル選手権(第33回) 佐賀県勤労者福祉会館 佐賀県

栃木会館 小ホール 栃木県宇都宮市

プラザおおるり 静岡県島田市

西大寺市民会館 大ホール 岡山県西大寺市

群馬県民会館 小ホール 群馬県前橋市

ふれあいランド岩手 岩手県盛岡市

宮城県仙台市

福島県

かでる２．７ 北海道

仙台市若林区文化センター

名古屋市公会堂 愛知県名古屋市

志木市民会館パルシティ

広島県民文化センター 広島県

千葉市民文化センター 千葉県千葉市

埼玉県志木市

兵庫県

松前総合文化センター 愛媛県

8月18日(日)

エポックなかはら 神奈川県川崎市

アップルシティーなかの 長野県中野市

ぱるるプラザ山口 山口県

8月11日(日)

8月25日(日)

新発田市民文化会館 新潟県新発田市

四日市市文化会館　第2ホール 三重県四日市市

8月04日(日)
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２００２年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
男子東日本オープンボディビル選手権(第3回)
女子東日本オープンボディビル選手権(第3回)
男子茨城県ボディビル選手権(第32回)
男子マスターズ茨城ボディビル選手権(第3回)
女子オール茨城フィットネス選手権(第5回)
男子北陸甲信越ボディビル選手権(第27回)
女子北陸甲信越ボディビル選手権(第19回)
男子富山県ボディビル選手権(第34回)
女子富山県ボディビル選手権(第10回)
オール関西・ミスフィットネス選手権(第6回)
男子京都府ボディビル選手権(第35回)
男子ﾏｽﾀｰｽﾞ京都府ボディビル選手権(第11回)
ミスター九州ボディビル選手権(第47回)
ミズ九州ボディビル選手権(第21回)
マスターズ九州ボディビル選手権(第21回)
ミスター福岡ボディビル選手権(第37回)
ミズ福岡ボディビル選手権(第21回)
ジュニア福岡ボディビル選手権(第15回)
マスターズ福岡ボディビル選手権(第15回)
男子東北・北海道ボディビル選手権(第29回)
女子東北・北海道ボディビル選手権(第11回)
男子青森県ボディビル選手権(第36回)
男子関西ボディビル選手権(第29回)
女子関西ボディビル選手権(第22回)
マスターズ関西ボディビル選手権(第2回)
男子大阪ボディビル選手権(第36回)
女子大阪ボディビル選手権(第19回)
日本社会人ボディビル選手権(第36回)
日本社会人ミス フィットネス選手権(第6回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
ミスター栃木新人ボディビル選手権(第16回)
ミスター栃木マスターズボディビル選手権(第5回)

9月01日(日) 友部町中央公民館 大ホール 茨城県友部町

9月08日(日)

富山県教育文化会館 富山県富山市

京都シルクホール 京都府京都市

十和田市民文化センター 青森県十和田市

エルおおさか(大阪府立労働センター) 大阪府大阪市

11月10日(日) コンセーレ2F　アイリスホール 栃木県宇都宮市

9月22日(日) きゅうりあん(品川区立総合区民会館) 東京都品川区

福岡東市民会館 福岡県

9月15日(日)
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開　催　日 選　手　権　大　会　名 会　　　　場 開　催　地
７月22日(日) 日本クラス別ボディビル選手権(第５回) 仙台市太白区文化センター 宮城県仙台市

ジャパンオープンボディビル選手権(第12回)
ジャパンミックスドペアボディビル選手権(第18回)
日本女子新人ボディビル選手権(第9回)
ミス２１健康美大会(第1回)

9月30日(日) オールジャパン ミスフィットネス選手権(第6回) 江戸川総合文化センター 東京都江戸川区
男子日本ボディビル選手権(第47回)
女子日本ボディビル選手権(第19回)
日本ジュニアボディビル選手権(第13回)
日本マスターズボディビル選手権(第13回)

開　催　日 選　手　権　大　会　名 主　　　　　催 開　催　地
6月03日(日) 東京オープン ボディビル選手権(第9回) 江戸川総合文化センター 東京都江戸川区

大阪クラス別ボディビル選手権(第14回) エルおおさか(大阪府立労働ｾﾝﾀｰ) 大阪府
西海ボディビル選手権(第38回) 佐世保市体育文化館
長崎県ボディビル選手権(第31回) 　　　　　　　　コミュニティーホール

開　催　日 選　手　権　大　会　名 主　　　　　催 開　催　地
愛知県ボディビル選手権(第27回)
名古屋市オープン ボディビル選手権(第20回)
東京クラス別ボディビル選手権(第15回) 江戸川総合文化センター 東京都江戸川区
九州クラス別ボディビル選手権(第10回)
福岡県クラス別ボディビル選手権(第13回)

７月20日(金) 長野県ボディビル選手権(第18回) 松本市民会館 長野県松本市
７月22日(日) 宮城県ボディビル選手権(第36回) 仙台市太白区文化センター 宮城県仙台市

関東ボディビル選手権(第20回)
埼玉県ボディビル選手権(第17回)
埼玉県クラス別ボディビル選手権(第4回)
岩手県ボディビル選手権(第25回) ふれあいランド岩手 岩手県
岡山県ボディビル選手権(第30回) 岡山県
徳島県ボディビル選手権(第21回)　　　　　　　 北島町創世ホール 徳島県
九州ボディビル選手権(第46回)
大分ボディビル選手権(第29回)

福岡市
７月15日(日)

6月24日(日)
長崎県佐世保市

7月01日(日) 愛知県中小企業センター 愛知県

７月２8日(土) 志木市民会館パルシティ 埼玉県志木市

７月２9日(日)

大分県農業会館 大分県

8月05日(日) きらら博会場内(サブイベントホール) 山口県

２００１年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

福岡市民会館

２００１年度　ＪＢＢＦ主催選手権大会日程一覧表

10月07日(日) 江戸川総合文化センター 東京都江戸川区

9月02日(日) きゅりあん(品川総合区民会館) 東京都品川区
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２００１年度　ブロック（小ﾌﾞﾛｯｸ）・社会人・地方手権大会日程一覧表

開　催　日 選　手　権　大　会　名 主　　　　　催 開　催　地
群馬県ボディビル選手権(第19回) 群馬県民会館 群馬県前橋市
神奈川県ボディビル選手権(第36回) 横浜市教育会館 神奈川県横浜市
石川県ボディビル選手権(第7回)
福井県ボディビル選手権(第4回)
岐阜県ボディビル選手権(第20回)　　　　　　　 岐阜産業会館 岐阜県
静岡県ボディビル選手権(第39回) プラザおおるり 静岡県島田市
三重県ボディビル選手権(第31回)　　　　　　　　 四日市市文化会館 三重県四日市市
四国ボディビル選手権(第31回)
愛媛県ボディビル選手権(第35回)　　　　　　　

8月11日(土) 宮崎県ボディビル選手権(第32回) 宮崎県民文化ホール 宮崎市
香川県ボディビル選手権(第27回) ミューズホール 香川県高松市
西日本ボディビル選手権(第28回)
福岡県ボディビル選手権(第36回)
関東クラス別ボディビル選手権(第1回)
千葉ボディビル選手権(第32回)
富山県ボディビル選手権(第33回) 富山県教育文化会館 富山県富山市
東海ボディビル選手権(第31回)
愛知ボディビル選手権(第27回)
しまなみボディビル選手権(第3回)
広島県ボディビル選手権(第33回)
呉ボディビル選手権(第14回)　　　　　　
オール関西ミスフィットネス選手権(第5回)
京都府ボディビル選手権(第34回)
北海道ボディビル選手権(第30回) 札幌市教育文化会館 北海道札幌市
山梨県ボディビル選手権(第23回) 甲府市社会教育センター 山梨県甲府市

開　催　日 選　手　権　大　会　名 主　　　　　催 開　催　地
日本社会人ボディビル選手権(第35回)　　　　 きゅりあん(品川総合区民会館) 東京都品川区
青森県ボディビル選手権(第35回) むつ市公民館 青森県むつ市
大阪ボディビル選手権(第35回)
女子大阪ボディビル選手権(第17回)
マスターズ大阪ボディビル選手権(第７回)
鹿児島県ボディビル選手権(第33回) 鹿児島谷山サザンホール 鹿児島市
北陸甲信越ボディビル選手権(第26回)
新潟県ボディビル選手権(第29回)
関西ボディビル選手権(第28回) 神戸海員会館
兵庫県ボディビル選手権(第35回) 　　　シーガルホール
兵庫県クラス別ボディビル選手権(第　回)
東日本オープンボディビル選手権(第２回)
栃木県ボディビル選手権(第20回)
中国五県ボディビル選手権(第16回)
中国五県ミスフィットネス選手権(第5回)
山陰ボディビル選手権(第9回)
鳥取県ボディビル選手権(第20回)
島根県ボディビル選手権(第14回)　　　
佐賀県ボディビル選手権(第32回) 佐賀県勤労者福祉会館ホール 佐賀県
東京ボディビル選手権(第36回) 江戸川総合文化センター 東京都江戸川区
東北・北海道ボディビル選手権(第28回)
福島県ボディビル選手権(第13回)

福岡県北九州市

8月18日(土) 千葉市文化センター 千葉市

8月12日(日)
北九州市小倉南市民センター

名古屋市公会堂 愛知県名古屋市

広島県民文化センター 広島市

新潟市

兵庫県神戸市

シンクホール／京都産業会館 京都市

大阪府エルおおさか(大阪府立労働センター)

福島県

9月15日(土) 栃木会館小ホール 栃木県宇都宮市

9月23日(日)
倉吉未来パークスフェア 鳥取県倉吉市

9月30日(日)
福島テレサ(FTホール)

松前総合文化センター 愛媛県

9月09日(日)

新潟ユニゾンプラザ

9月02日(日)

8月26日(日)

8月19日(日)

8月05日(日)

リライム ギャラリーホール
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