Muscle ＆ Beauty games in Kobe 2019
第 2 回 兵庫県メンズフィジークオープン大会
第 2 回 兵庫県ビキニフィットネスオープン大会
第 1 回 兵庫県ボディフィットネスオープン大会
開

催

要

項

日 時

2019 年 6 月 30 日(日)大会開始時間 13 時 30 分 予定 （午前の進行上遅れる可能性もあります）

会 場

ハーバーホール（神戸市産業振興センター3 階）
神戸市中央区東川崎町 1 丁目 8 番 4 号 TEL.078-360-3200

主 催

兵庫県ボディビル・フィットネス連盟

後 援

公益社団法人 日本ボディビル・フィットネス連盟

協 力

大阪ボディビル・フィットネス連盟、京都府ボディビル・フィットネス連盟

出場資格

２０１９年度の(公社)日本ボディビル・フィットネス連盟登録選手（加盟クラブ・個人・OPEN 限定登録）で
下記に該当する選手
(1)２０１９年度ドーピング防止講習会受講した選手並びに過去３年以内に受講済みの選手
(2)過去の同 OPEN 優勝者を除く選手 (他都道府県 OPEN には出場できます）
(3)JBBF ブロック選手権大会以上の優勝者を除く選手 (過去５年に遡っての成績は対象外とします)
※この OPEN 大会、各カテゴリー上位 3 位以内の選手は JBBF オールジャパンフィットネス選手権大会の
出場資格が与えられます。但し、OPEN 限定登録で出場した選手は個人登録の必要があります。
今大会後にオールジャパン出場への推薦を希望される方は、兵庫県連盟事務局にご連絡ください。

クラス

メンズフィジーク

24 歳以上 40 歳未満 ①168cm 以下級 ②172cm 以下級 ③176cm 以下級 ④176cm 超級
23 歳以下（オーバーオール） 40 歳以上（オーバーオール） 50 歳以上（オーバーオール）

ビキニフィットネス 35 歳未満 ①158cm 以下級 ②163cm 以下級 ③163cm 超級
35 歳以上 40 歳未満 （オーバーオール）
40 歳以上 45 歳未満 （オーバーオール） 45 歳以上（オーバーオール）
ボディフィットネス オーバーオール ※15 名以上の場合（①35 歳未満 ②35 歳以上 45 歳未満 ③45 歳以上）
※大会当日のクラス変更は認められません。(計測した身長がクラス外の場合は失格になる場合があります)
測定日時

6 月 29 日(土) ハーバーホール 9 階 803 会議室(男女共)
6 月 30 日(日)ハーバーホール 9 階

15 時 00 分～16 時 30 分 更衣室別途有り

901 会議室(男子) 902＋903 会議室(女子) 10 時 30 分～11 時 30 分

※計測時には、コスチュームを着用、ボディカラー、ハイヒール、アクセサリー類を確認いたします。
※選手登録証、受講管理カード、運転免許証等の年齢証明ができるものを必ず持参ください。
集合時間

大会当日、実行委員は午前 8 時、選手は午前 10 時 30 分に会場に集合 時間厳守
(遅延連絡済でも計測時間終了後、ジャッジズミーティング開始後の会場入りは失格となります)

申込方法

① 加盟クラブ登録選手：所定の申込用紙に必要事項を記入の上、出場費を添えて所属ジムへ申し込んでください。
② 個人登録選手：WEB 申込みの方は、申し込み後、速やかに下記の口座に出場費を振り込んで下さい。
③ 限定選手登録は出場申込みと同時に行ってください。申込みは出場料￥5000＋限定登録費￥2000 です。
WEB 申込みの方は、申込み後速やかに下記口座にお振込みください。
②③共に、書面にてお申込みの方は、必要書類と共に出場費を現金書留にて大会事務局に送ってください。
出場費は振込みでも構いません。(振り込みの際は、出場選手名が分かるように振り込み氏名を入力ください。)
受講管理カードのコピーは、お名前と、受講日が分かるようにお願いします。
大会出場者の確定は、出場申込み締め切り後に、出場選手名簿をホームページにて公開しお知らせいたします。

出場料

５,０００円（出場申込と同時に限定選手登録をお申込みの方は出場料＋2000 円になります）
登録選手をされているメンズフィジーク選手は、ボディビル選手権に出場可能です。(別途出場申込書が必要)
但陽信用金庫 神野支店 (たんようしんようきんこ かんのしてん)
（普）口座番号：０２９７９８０ 口座名：兵庫県ボディビルフィットネス連盟
※振込氏名は、出場申込用紙氏名と同じにしてフルネームでお忘れなくお願いします。
①②③共に 5 月 31 日（金）締め切り 必着厳守でお願いいたします。
※一度お支払頂いた出場費の返金は行えませんのでご了承ください。

出場申込先

兵庫県ボディビル・フィットネス連盟大会事務局 アメリカンヘルスクラブ 西川真行
〒672-8043 兵庫県姫路市飾磨区上野田 1 丁目 6 番地

問合わせ先

TEL. 090-8525-2415 メールアドレス：yuki7496@gmail.com

10 時～21 時にて受付

審査規程

公益社団法人 日本ボディビル・フィットネス連盟選手権大会実施規程に準ずる。
出場選手の人数により、ピックアップ審査後に 12 名で決勝審査を行う場合もあります。
本大会当日のオイル、及び保湿剤、クリーム類を身体に塗ることは禁止。大会当日のカラーリングも禁止です。
必要以上のプレアクション、アピール等、競技ルールに従わない場合は減点または失格とします。
6 月 2 日、神戸市産業振興センター901 会議室(午後)にて、任意参加の事前説明会、ポージング練習会を行います。

薬物検査

当大会は日本ドーピング防止規程に基づくドーピング検査対象大会です。参加者はエントリーした時点で、
日本ドーピング防止規程にしたがい、ドーピング検査を受けることに同意したものとし、未成年者はドーピング
検査の実施について親権者から同意を得たものとみなします。
各大会参加者は競技会におけるドーピング検査を拒否又は回避した場合、検査員の指示に従わない場合、
帰路の移動等個人的な諸事情によりドーピング検査手続きを完了することができなかった場合等は、ドーピング
防止規則違反となる可能性があります。
ドーピング検査の諸規定については、（www.realchampion.jp/）にて確認して下さい。

カラーリング

JBBF 指定カラーリングサロン「Venus」及び JBBF 推奨セルフタンニングローション「コンテストブラック」
のみ使用可能となります。カラーリングは必ず大会前日までに終えてください。
JBBF が認めたカラーリングを使用している場合でも、カラーリング・オイルチェック時に色落ちした場合、
失格となる場合があります。
ボディカラーリングサロン Venus 代表 森本恵理 携帯 090‐3659‐3199 直接お問い合わせご確認ください。
HP：http://venus-eri.com

メールアドレス bodycolorvenus@gmail.com

コンテストブラック：兵庫県連盟の各加盟クラブにお問合せください。(販売者は使用説明をお願いします)
入場券

前売り券 3000 円 (4 月 12 日より受付開始、発送は後日) 当日券 3,500 円 (当日券無しの可能性あり)
前売り券が無くなった場合、再購入チケットを約 50 枚当日販売予定です。当日先着 50 枚、受付にお越しください。
ボディビル選手権(前半の部)終了後、再入場されない方は、受付にてチケットを￥500‐にて買取りさせて頂きます。
先着 50 枚のお買取りを予定しています。再購入枚数が 50 枚に達しない場合もありますのでご了承ください。
兵庫県ボディビル・フィットネス連盟大会事務局 アメリカンヘルスクラブ 西川真行
〒672-8043 兵庫県姫路市飾磨区上野田 1 丁目 6 番地 TEL. 090-8525-2415 10 時～21 時にて受付
メールアドレス：yuki7496@gmail.com

協賛のお願い

大会プログラムへの広告掲載協賛のお願い、A4 の１ページ：2 万円、A4 の半ページ：１万円
A4 の４分の１ページ：５千円、A4 の８分の 1 ページ：３千円 掲載校正締切り 6 月 5 日
大型バックボードへのブランドネーム協賛：3 万円（横約 2ｍ×縦約 50cm）
サプリメント、トレーニンググッズ等の副賞協賛もお願い致します。
以上

2019年 兵庫県オープン大会 年齢区分表
兵庫県メンズフィジークオープン
23歳以下

1996（H8）年1月1日以後、2003（H15）年12月31日以前の誕生日
（大会開催年の12月31日現在16歳以上23歳以下）

24歳以上40歳未満

1980（S55）年1月1日以後、1995（H7）年12月31日以前の誕生日
（大会開催年の12月31日現在24歳以上39歳以下）

40歳以上

1970（S45）年1月1日以後、1979（S54）年12月31日以前の誕生日
（大会開催年の12月31日現在40歳以上49歳以下）

50歳以上

1969（S44）年12月31日以前の誕生日
（大会開催年の12月31日現在50歳以上）

兵庫県ビキニフィットネスオープン
35歳未満

1985（S60）年1月1日以後、2003（H15）年12月31日以前の誕生日
（大会開催年の12月31日現在16歳以上34歳以下）

35歳以上40歳未満

1980（S55）年1月1日以後、1984（S59）年12月31日以前の誕生日
（大会開催年の12月31日現在35歳以上39歳以下）

40歳以上45歳未満

1975（S50）年1月1日以後、1979（S54）年12月31日以前の誕生日
（大会開催年の12月31日現在40歳以上44歳以下）

45歳以上

1974（S49）年12月31日以前の誕生日
（大会開催年の12月31日現在45歳以上）

兵庫県ボディフィットネスオープン
35歳未満

1985（S60）年1月1日以後、2003（H15）年12月31日以前の誕生日
（大会開催年の12月31日現在16歳以上34歳以下）

35歳以上45歳未満

1975（S50）年1月1日以後、1984（S59）年12月31日以前の誕生日
（大会開催年の12月31日現在35歳以上44歳以下）

45歳以上

1974（S49）年12月31日以前の誕生日
（大会開催年の12月31日現在45歳以上）

