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第 7 回 OKINAWA エリア・サマーコンテスト 

IN.CHATAN SUN SET BEACH (予定) 

①メンズ・フィジーク ②フィットネス・ビキ二   

③ベスト・ダンディー（４０～７０歳以上） 

④モデル・フィジーク  ⑤モデル・ビキニ 

⑥クラシック・フィジーク  ⑦高校生フィジーク(NEW) 

開 催 要 項 

日時  令和 2 年 8 月 9 日（日）１４：００（開会式：予選 スタート予定） 

会場  北谷サンセットビーチ サンドエリア 特設ステージ (予定) 

〒９０４－０１１５ 沖縄県北谷町美浜２丁目 電話 ０９８－９３６－８２７３ 

主催  沖縄県ボデイビル・フィットネス連盟 Tel:090-7399-6084 

後援  公益社団法人 日本ボディビル・フィットネス連盟  

参加資格 JBBF 規程(等)に準ずる。【JBBF 沖縄 地域コンテスト ルールあり】 

 

第 7 回 Okinawa エリア・サマーコンテストエントリーに関しまして、JBBF 地域コンテス

トという位置付けで行なわれます。ですので JBBF に選手登録していなくてもコンテスト

への参加が可能です。但し（令和 2 年度 沖縄県内外の選手権大会や県大会のオープン部門

への参加を行う予定の選手の方は JBBF の所定の限定・加盟ジム。・個人選手登録手続きを

行なうようお願い致します。 

 

(注意事項) 第 7 回 Okinawa エリア・サマーコンテストの来場者様へのお願いです。 

8 月 9 日(日曜日北谷サンセットビーチ(予定)にておこなう当コンテストはイベント開始か

ら終了まで観戦チケットをご購入頂いたお客様のみのご観戦が可能です。 

また、コンテスト舞台周辺には大きく区画整理を行ないますのでスタッフからの退去の 

お願い等あると思いますが、前もって御了承下さい。 宜しくお願い致します。 

 

また、コンテスト進行中は選手(等)をカメラやスマホ等で撮影したりビデオ撮影 

する事は禁止です。硬く禁じております。当スタッフ等が現認した場合は消去して頂きます。 

重要：↓ 

第 7 回 Okinawa エリア・サマーコンテストに出場するにあたり JBBF 限定選手登録等を

行う必要ありませんが、8 月 2 日(日曜日)、コザ運動公園内陸上競技場会議室にて  ルー

ル、ウエアー・ポージング講習会を受講してください。(受講料￥2.000－)加盟ジムに登録
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さいていない選手の皆様は、エントリーされる年度には(出場するコンテストの前)に必ず１

度は受講してください。また、JBBF 指導員の在籍する沖縄県連加盟ジムに選手登録して

いても初めてのコンテスト出場の場合は必ず受講してください。 

 

 (午前の部・午後の部のみ)この Okinawa エリア・サマーコンテストエントリーには必須

講習会を受講せずに第7回Okinawaエリアサマーコンテストには出場できませんのでご注

意下さい。 

 

第 7 回 Okinawa エリア・サマーコンテスト参加の為には必須の項目となりますので、コン

テスト前の 8 月 2 日(日曜日の午後)の講習会を必ず受けなければいけません。 

講習会への申込書は 7 月 26 日迄に 904-0034 沖縄市山内 2-7-17 に送付する事。 

又は、下段 QR コードから Google フォームにて申込こと。 

講習料は(￥２．０００円)当日会場受付にてお支払下さい。 

(注意)：お支払時には(お釣りが出ないよう)お支払下さいます様お願い致します。 

 

 

選手の皆様へ 

2020 年度は沖縄県地方はアンチドーピング講習会を開催致します(6/14 日曜日コザ運動公

園)。又は下記予定表のご都合の良い都道府県で受講するか、又はＪＢＢＦと相談のうちＥ

ラーニング(１年期限)をＷｅｂで受講して下さい。 

予定表へのリンクアドレス (https://okinawabbfitfedera.wixsite.com/okinawabbffitfed) 

①2020 年度に沖縄県から（ＪＢＢＦ主催大会・ブロック大会・地方選手権大会・県オープ

ン大会）大会出場を予定している方は、全員受講する必要があります。 

（地域オープンは省く/スプリング/ＮＡＧＯ／サマー／サウス／オータム／県選手権の地

域オープン部門） 

②以前に受講している方は、受講した年の翌年度から 3 年間が有効期限です。期限切れの

方(2018 年受講)は必ず受講してください。(ＪＢＢＦ本部より沖縄県地方の期限切れの選

手の方もＥラーニング)で受講し(１年期限)２０２０年度のアンチドーピング沖縄講習会

にて再度講習してもらえるようになりましたので、ご安心下さい。 

③昨年度ドーピングテスト実施提出して仮受講証で大会出場された方は、今年度は必ず受

講する必要があります。 

④受講後に受講証明書を 500 円で発行いたします。紛失されてしまった方の再発行は 1,000

円となります。(再発行は JBBF 事務局にご連絡下さい) 

⑤アンチドーピング講習会に参加できない方は JADA ホームページに公開するADeL(アン

チドーピング知るためのEラーニング)に登録し受講を終了する事により本年度のみ講習

会参加を免除します。終了後発行される受講証明書コピーを JBBF へ提出してください。 
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アカウントを習得しているかたはここからログインしてＥラーニングを進めて下さい。 

https://adel.wada-ama.org/ja 

アカウントをお持ちではない方はここからアカウントを習得してください。 

注意：ＡＤＡＭＳのアカウントでは[ADeL]はログイン受講出来ません。 

https://adel.wada-ama.org/ja/user/register 

 

エントリー料金一覧： 

 
①JBBF 加盟ジム通所登録者 (5.000 円(ダブルエントリーの場合は×２)) 

②JBBF 限定登録者 (7.000 円(ダブルエントリーの場合は×２)) 

③JBBF 個人登録者 (12.000 円(ダブルエントリーの場合は×２)) 

④JBBF(選手未登録者) (10.000 円(ダブルエントリーの場合は×２)) 

⑤沖縄駐留米軍人(SOFA) (7.000 円/70$(ダブルエントリーの場合は×２)) 

 所定の申込用紙必要事項を記入し又は下段 QR コードから Google フォーム 

にて申込し、申込から３日以内にエントリー料金を下記口座へ入金する事。 

送付の場合は 7 月 30 日 木曜日（必着）までに沖縄県ボディビル・フィットネス連盟 

【〒９０４－００３４ 沖縄県沖縄市山内２丁目７番１７号】に送付し申し込む事。 

参加賞：記念 T シャツ全員：１位 ２位 ３位の入賞者にはメダルが授与されます。 

注（エントリー料金・限定登録料は申込後 如何なる理由がありましても返還いたしません） 

観戦チケットの購入に関しましても上記と同様、申込後に如何なる理由がある場合でもで

も返還しませんのご確認、ご注意の程宜しくお願い致します。 

（屋外開催ゆえに 荒天候の場合 例：雨・強風・雷警報等が出た場合は中止します。） 

(注)申込み期日を過ぎたエントリーに関しては 3.000 円の事務手数料が必要になります 

コンテスト当日、選手受付時にお支払いただきますので、ご注意下さい。 

【振込先】コザ信用金庫 名護支店 店番 010 口座番号 0226934 

沖縄県ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ・ﾌｨｯﾄﾈｽ連盟 理事長 島袋正和 

 

(注 意 事 項１) 

 

入金先等を間違えて御入金しても、沖縄県連盟も日本連盟も今後、払い戻しは等は基本行

ないません。振込み先をお間違いになったお振込者ご本人様が双方の金融機関とやり取り

をして組み戻しの手続きをして頂きますので、振込先や金額等は事前に十分にご注意下さ

い。 

https://adel.wada-ama.org/ja/user/register
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カテゴリー【１】Okinawa エリア・サマーコンテストメンズ・フィジーク 

      ①１６８ｃｍ以下級 ②１７２ｃｍ以下級 

      ③１７６ｃｍ以下級 ④１７６ｃｍ超級  

【２】Okinawa エリア・サマーコンテストフィットネス・ビキニ 

①１５８ｃｍ以下級 ②１６３ｃｍ以下級 

      ③１６３ｃｍ超級  

【３】Okinawa エリア・サマーコンテストモデル・フィジーク  

①１７０ｃｍ以下級 ②１７５ｃｍ以下級 

      ③１８０ｃｍ以下級 ④１８０ｃｍ超級  

【４】Okinawa エリア・サマーコンテストモデル・ビキニ 

①１６０ｃｍ以下級 ②１６５ｃｍ以下級 

      ③１７０ｃｍ以下級 ④１７０ｃｍ超級  

【５】Okinawa エリア・サマーコンテストベストダンディー 

①４０歳以上②５０歳以上③６０歳以上④７０歳以上  

(ハット着帽 ビーチサンダル 綿の短パン サングラスも可能) 

【６】Okinawa エリア・サマーコンテストクラシックフィジーク 

①１７０ｃｍ以下級 ②１７５ｃｍ以下級 ③１７５ｃｍ超級 

【７】Okinawa エリア・サマーコンテスト高校生・フィジーク (NEW) 

①１７０ｃｍ以下級 ②１７５ｃｍ以下級 

      ③１８０ｃｍ以下級 ④１８０ｃｍ超級  

 

上記２つの(２，３)のモデル・カテゴリーはカッコいい身体のシルエットにライン、そして

予選はジーンズ(２、３共)決勝では(２サーフパンツ) (３ホットパンツ)の両方を審査します。

「このモデルカテゴリーは筋肉量が多すぎたり、絞り過ぎていては減点になります」 

ポージングルーティンは「メンズ・フィジーク」「フィットネス・ビキニ」の 

ラウンドポーズにプラス 45 秒のアピールポージングラウンドが有ります。 

各人、思い思いのキメのポーズを楽しんで下さい。 

各カテゴリー毎に参加人数が多い場合は予選前のピックアップ審査を行います。 

ポージングの詳細や、メンズ・(モデル)フィジーク・モデル・ビキニ（New）・ 

ベストダンディー等のコスチューム・その他のお問い合わせは 

沖縄県ボディビル・フィットネス連盟までお願いします。 

また、8 月 2 日午後の必須講習会でも周知致します。 

入場観戦料：チケット情報(7 月 1 日より予約販売開始！) 
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Okinawa エリア・サマーコンテストを観戦するには入場観戦料券のお買い求めが 

必要です。前売り予約購入者は当日現地でお受取下さい。 

チケットのお求めは沖縄県ボディビル・フィットネス連盟加盟ジム及び 

又は沖縄県ボディビル・フィットネス連盟までお問合せ下さい。 

チケットのご予約、お問合せ先：090-7399-6084 

 

Okinawa エリア・サマーコンテストはスマホやカメラ機能付き携帯、ビデオムービー、

Ipad 等での撮影を全て禁止いたします。ご協力の程宜しくお願い致します。 

【注意事項２】 

◆フリーポーズの音楽は、男子ボディビル部門 ＣＤに１分以内・女子フィジークの部門

45 秒を一曲のみを入れ、曲を頭出しで作成する。（アルバムなどは不可）CD はコンテス

ト申込書と一緒に提出の事、音確認の作業を行います。(当日の提出は受付けません) 

◆本コンテストはドーピングチェック対象のコンテストになります。 

◆ダンベル・バーベル等 現地の床面等を損壊するおそれのある器具の持込は禁止です。 

◆8月9日 当日 サンセットビーチ特設舞台内外での大会進行中に(進行中とは準備中から

終了までを指す)デジタル(一眼レフ等)カメラ i pad ビデオ(静止画・動画)の撮影は全面禁

止です(有料席からでも全面的に撮影は禁止です。) 但し事前に沖縄県連盟に申請してい

ただく事によって撮影許可と腕章を (有料) 発行します。 

 

問合せ 沖縄県ボディビル・フィットネス連盟 

TEL（090）7399-6084  mail:okinawabb.fit.federation@gmail.com 

公式 Web http://okinawabbfitfedera.wix.com/okinawabbffitfed 

公式 FB https://www.facebook.com/okinawabodybuildingfitnessfederation/ 

 

開催要項 追加部分追記事項 

①Okinawa エリア・サマーコンテストもコンペティションカラーの使用が出来ます。

ですが使用できる製品は沖縄連盟が仕入れた商品（日本連盟から使用許可を得た商

品）だけが使用できるもので（既存のプロタン・ドリームタン・ジャンタナ）は使

用できません。(他社製品の使用が認められた場合：即 失格になります) 

使用した場合（沖縄連盟が日本連盟に申請し許可を得て仕入れをした商品）以外

のコンペティションカラーリングを使用した場合（当日 色落ちする様な製品・

もしくは正規の製品であっても当日色落ちするような散布の仕方で）を使った場

http://okinawabbfitfedera.wix.com/okinawabbffitfed
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合は審査員・審査委員長から洗い流し、または拭き取りの指示を指摘された場合

は選手係は速やかに洗い流し、もしくは拭き取ること。 

その場合選手が応じない場合は失格となる場合があります。 

②オイル類（ベビーオイル・スキンケアオイル・パムスプレー）等を許可します。 

上記でコンペティターの体表面のコンディションを良く見せるオイル類を許可

しましたが、過度に散布されていたり（テカり過ぎたり）、汗と一緒にオイルが

垂れ流れるように見えていたりした場合は審査員、審査委員長からの拭き取り指

示があれば選手係が速やかに洗い流し、もしくは拭き取ること。 

その場合選手が応じない場合は即失格となります。 

③オーバーオール優勝者には盾を贈る(エントリークラスの数が満たない場合無し) 

以下のカテゴリーのクラス優勝者でオーバーオールを争います。 

１・メンズフィジークオーバーオール 

２・フィットネスビキ二 

３・モデル・フィジークオーバーオール 

４・モデルビキニ・オーバーオール 

５・ベスト・ダンディオーバーオール 

６・高校生・フィジーク 

７・クラシック・フィジーク 

 

④前日検量のお勧め 

 コンテスト前日の体重検量・身長計測を行う事をお勧め致します。 

お仕事や飛行機の都合で前日の検量計測が出来ない方は仕方がありませんが、当

日検量での計測でエントリー申込書への申告事項の身長・体重のリミットをオー

バーした方は順位の付かないオープンでの参加という事になりますので、お気を

つけください。(今回のサマー前日検量はコンテスト当日に行ないます。) 

4月 118日(土曜日)17時～18時までの間、コザ運動公園ウエイトルーム入口にて 

講習会終了後身長計測・体重検量をおこないますので、計測をお願い致します。 

 

⑤災害「事件・事故」天災「雨・雷・強風・台風」等によるコンテストの中止 

コンテスト開催中に競技続行に支障があると判断された場合には競技中止の指

示を出します、安全管理の為及びコンテストの運営上、指示があった場合はコン

ペティターの皆様、必ず指示に従ってくださいますようお願いします。屋外開催

です、 

雨・大雨・その他災害・天災・事件事故においてのコンテストがやむ終えず中止

になった場合は参加料（エントリーフィー出場申込料）の返金はいたしません。 

⑥未成年者のコンテストのエントリー 
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未成年者のエントリー者は必ず保護者(親権者)の承認を得てください。 

 

 

⑦コンテストの写真・映像・記録等において 

写真・映像・記録等においては氏名・年齢・性別・肖像等の個人情報をマスメデ

ィア・ポスター・プログラム等に掲載・利用させていただきます。 

また、その掲載権・使用権は主催者に属します。(個人使用でも不可です、SNS・

ブログ・掲示物に使用する場合は必ず沖縄県ボディビル・フィットネス連盟の許

可を得る事)許可を得る場合は(Okinawabb.fit.federation@gmail.com)にて申請下さ

い。 

⑧コンテストエントリー者の個人情報の取り扱い 

個人情報の取り扱い方法は主催者の規約に則ります。 

 

⑨モデルフィジークに関して！ 

新しくカテゴリー入りしましたモデル・フィジークですがメンズフィジークカテ

ゴリーの当初のコンセプトに帰り「服を着ても脱いでもカッコいい」「筋肉がム

キムキ過ぎず」「ハードに絞れ過ぎていない」「顔、立ち振る舞いカッコいい」

の原点に戻り、トレーニングを始めたばかりの(筋肉量の少ない)方でも、ステー

ジパフォーマンスさえしっかりと習得すれば参加しやすいカテゴリーになって

います。 

ラウンド進行方法はメンズ・フィジークのポージングラウンドにプラス 45 秒間のアピールラ

ウンドが入ります。 

 

⑩モデル・ビキニに関して！ 

2018年度 4月スプリング・オープンから新しくカテゴリー入りするモデル・ビキ

ニです。ビキニスタイルのカテゴリーですが、トップはブラで、ボトムはベーシ

ックなジーンズ(予選)とショートなホットパンツスタイル(本選)で審査します。 

 

⑪高校生フィジークに関して！ 

2019年度 7月サマー・オープンから新しくカテゴリー入りする高校生フィジーク

です。フィジークのカテゴリーですが、予選のプレジャッジラウンドは(ジーン

ズ審査)決勝ファイナルへ進むとサーフパンツスタイルというメンズフィジーク

とモデルフィジークの両方のラウンドスタイルを行なってもらいます。 

現時点では高校生フィジークに関し(アピールラウンドは行ないません)。 

 

mailto:Okinawabb.fit.federation@gmail.com
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ラウンド進行方法はフィットネス・ビキニ同様のポージングラウンドにプラス

45秒間のアピールラウンドが入ります。 

 

 

⑫Okinawa クラッシック・フィジークカテゴリーの追加です。 

ルール・ウエアー規程・身長体重の規定基準等はおってお知らせ致します。 

Classic physique standard 

 

Okinawa クラシック・フィジーク 身長と体重の制限 

 

H158-＝（157.9-）/W63-＝（62.9-） 

 

H160-＝（159.9-）/W65-＝（64.9-） 

 

H163-＝（162.9-）/W68-＝（67.9-） 

 

H165-＝（164.9-）/W70-＝（69.9-） 

 

H168-＝（167.9-）/W73-＝（72.9-） 

 

H170-＝（169.9-）/W75-＝（74.9-） 

 

 

H173-＝（172.9-）/W78-＝（77.9-） 

 

H175-＝（174.9-）/W80-＝（79.9-） 

 

H178-＝（177.9-）/W83-＝（82.9-） 

 

H180-＝（179.9-）/W85-＝（84.9-） 

 

H183-＝（182.9-）/W88-＝（87.9-） 

 

H185-＝（184.9-）/W90-＝（89.9-） 

 

上記の数値以下や以上の場合はその都度新設調整する。 
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オープン クラッシックフィジーク その他 規定 

 

ポージングショーツ規定。 

 

①光沢素材でない事。 

 

②下着では無いもの、前開きの無いもの。 

 

③メーカーロゴ入りは着用不可。 

ナイキ、アンダーアーマーのメジャーなメーカーロゴも不可。 

 

④色は黒一色のみ許可。(濃紺でも不可) 

 

⑤ポージングショーツは伸縮性のある物に限る。 

デニム素材等は不可。伸び縮みしない物は不可。 

 

⑥ポージングミュージックはフリーポーズに使用する音源を６０秒間、1枚の

CDに音楽 CDと同じ規格で録音してください。 

 

（音響機材でよみこめない等が発生した場合は運営側で曲を決めて流しま

す）（曲の内容（性的に卑猥な内容、他人種を侮辱する表現、暴力、殺人

を擁護又は推奨するような言葉のフレーズやテロ、テロリズムを推奨、 

容認、行う様な言葉のフレーズがある場合は不許可）） 

⑦アクセサリー等の着用は最低限を認める。 

（ピアス、指輪等は許可する） 

（大物のブレスレット、チェーンの首飾り等は不可） 

 

⑧Okinawa オープン クラッシックフィジーク 規定ポーズ 

 

8-1 フロント ダブルバイセプス 

8-2 サイドチェスト 

8-3 バックダブルバイセプス 

8-4 アブドミナル&サイ 

8-5 クラッシックポーズ 1 フロント 

8-6 クラッシックポーズ 2 バック 

No Masculular Pose(マスキュラーポーズは禁止) 
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◆ 当日コンテスト会場内外での大会進行中に(進行中とは準備中から終了まで

を指す)デジタル(一眼レフ等)カメラ・カメラ機能付き電話・i pad ビデオ(静

止画・動画)の撮影は全面禁止です(有料席からでも全面的に撮影は禁止で

す。) 但し事前に沖縄県連盟に申請していただく事によって撮影許可と腕章

を (有料で) 発行します。 

 

◆ トレーナーズパス(選手控室)には選手・沖縄連盟執行部役員以外は入れませ

んのでご注意下さい。出場選手の皆様もご家族、ジム関係者の皆様へ周知し

てください。 

◆ 事前に(大会 10 日前迄に)トレーナーズパスを申請(パス有料５，０００円+

観戦チケット代金をお振込)していただければ、出入りが可能になります。 

◆ 出入りや行動については強い規制がありますので申請手続き書を良くお読

み下さい 

◆ (期限後申請￥１０．０００円)（当日申請は１５，０００円） 

◆ 出 場 申 込 書 ・撮 影 許 可 証 トレーナーズパス 等 の 

申 請 書 送 り 先 ↓↓↓↓↓ 

(申請が通らない方もいます)申請手続き申込書を良くお読み下さい。 

 

◆  沖縄県ボディビル・フィットネス連盟 会計幹事 プログラム作成担当 

◆   〒904-0034 沖縄県 沖縄市 山内 2 丁目 7 番 17 号 

◆   TEL:090-7399-6084 糸洲まで申込書の送付はお願い致します。 

 

沖縄県ボディビル・フィットネス連盟 

     理事長 島袋 正和  

会計幹事 糸洲 真一 

 

エントリー             講習会 

                

 

                     


