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                       平成２２年度 事 業 報 告 書  

                             平成22年4月1日～平成23年3月31日 

 
 １．事業の状況 
   (1) ボディビルの普及及び振興 
 ① 主管大会育成補助金の交付 
  ジャパンオープン     7月 4日  愛知県連盟 
  日本クラス別     7月25日  東京連盟 
  ミス２１健康美・日本女子チャレンジカップ  8月 1日  日本社会人連盟 
  オールジャパンミスフィットネス・ミスボディフィットネス 8月 8日  福岡県連盟 
 ② 健康日本２１推進全国連絡協議会への参加 
  H22年 9月28日 運動・スポーツ分科会  
      12月 2日 たばこ分科会  
  H23年 1月27日 栄養・食生活分科会  
       2月 3日 生涯スポーツ・体力つくり全国会議2011  
       2月 4日 メンタルヘルス対策の実態とその取組みについて  
       2月25日 総会、10周年記念フォーラム 
 ③ 新公益法人申請に向け、移行準備委員会の設立 
 
   (2) ボディビル指導者の育成、指導並びに指導員資格の認定及び登録 
 ① 指導員講習会の開催 東日本大震災により延期 
 ② 指導員登録数  平成22年度(平成23年3月31日)現在    750名 
 ③ ﾍﾙｽｳｴｲﾄﾄﾚｰﾅｰ資格講習会の実施に向け、策定委員会（9回）の実施 
 
   (3) ボディビル競技の選手強化のための方策の検討 
 ① ＪＯＣｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ有望選手の推薦登録（清水契輔、國井裕平） 
 ② 財団法人日本オリンピック委員会の選手強化委員会他への参加 
 ③ ＪＯＣ強化スタッフ33名の登録（1.ｺｰﾁﾝｸﾞ11名、2.ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ7名、情報・戦略4名、医・科学11名） 
 
   (4) ボディビル施設の認定及び登録 
 ① 新規17施設    クラブ11、同好会2、社会人4 
 ② 退会15施設    クラブ8、同好会3、社会人4 
 
   (5) ボディビルのトレーニング用機器、用品、食品などの研究 
 ① 推奨品（サプリメント） 森永製菓㈱、㈱健康体力研究所 
 ② 公認品（トランクス） ㈱THINKフィットネス、㈱体育とスポーツ出版社 
 ③ 公認品（女子ビキニ） ﾌｨｯﾄﾋﾞｰﾄ、ﾌｨｯﾄﾍﾞﾙ 
 
   (6) ボディビルに関する刊行物の発行及び監修 
 ① 認定ビデオの作成及び監修 
 
   (7) ボディビル競技会の審査員養成並びに審査員資格の認定及び審査員の登録 
 ① 審査員認定  平成22年度 47名（1級11名、2級7名、3級28名、ジャッジトレーニング1名） 

② 審査員登録数  平成22年度(平成23年3月31日)現在   573名  
③ 審査員指名基礎資料（審査得点ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ）の作成 

 
    (8) ボディビル競技の日本選手権大会及びその他の競技会の開催 
 ① 第21回ジャパンオープンボディビル選手権大会の開催 参加選手 66名 
 ② 第27回ジャパンミックスドペアボディビル選手権大会の開催 参加選手 3組 
  7月4日(日) 愛知県 産業労働センター 
 ③ 第14回日本クラス別ボディビル選手権大会の開催  参加選手 146名 
  7月25日(日) 東京都葛飾区 かつしかシンフォニーヒルズ 
 ④ 第18回日本女子ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟボディビル選手権大会の開催 参加選手 7名 
 ⑤ 第10回ミス21健康美大会の開催    参加選手 29名 
  8月1日(日) 東京都品川区 きゅりあん（品川区立総合区民会館） 
 ⑥ 第15回オールジャパンミスフィットネス選手権大会の開催 参加選手 4名 
 ⑦ 第4回オールジャパンミスボディフィットネス選手権大会の開催 参加選手 24名 
 ⑧ 第2回クラシックボディビル選手権大会の開催  参加選手 32名 
  8月8日(日) 福岡県 北九州市小倉南生涯学習センター 
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 ⑨ 第22回日本マスターズボディビル選手権大会の開催  参加選手 121名 
  9月19日(日) 東京都江戸川区 江戸川区総合区民ホール 
 ⑩ ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 
    第22回日本ジュニアボディビル選手権大会の開催  参加選手 10名 
 ⑪ 第5回全国高等学校ボディビル選手権大会の開催  参加選手 5名 
 ⑫ 第56回男子日本ボディビル選手権大会の開催  参加選手 37名 
    第28回女子日本ボディビル選手権大会の開催  参加選手 25名 
  10月3日(日) 大阪 メルパルク大阪ホール 
 
     (9) 我が国のボディビル界を代表して国際ボディビル連盟への参加   開催地 
 ① 国際ボディビル連盟(ＩＦＢＢ)総会への出席 （11月3日～8日）  ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ・バクー 
 ② アジアボディビル連盟(ＡＦＢＦ)の総会への出席 （10月19日～21日） バーレーン・マナーマ 
 
    (10) ボディビル国際選手権の開催及び国際選手権への代表選手、審査員､役員の選考及び派遣 
 ① 第9回日韓親善ボディビル選手権大会 （8月1日）    日本・東京品川区 
 ② 第32回女子世界ボディビル選手権大会 （9月30日～10月5日）  メキシコ・ラルネパントラ 

③ 第16回世界ミスフィットネス選手権大会  （同上）   （同上） 
④ 第9回世界ボディフィットネス選手権大会 （同上）   （同上） 

      ⑤ 第44回男子アジアボディビル選手権大会 （10月19日～21日）  バーレーン・マナーマ 
 ⑥ 第64回男子世界ボディビル選手権大会 （11月3日～8日）  ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ・バクー 
 ⑦ 第5回世界男子クラシックボディビル選手権大会 （11月19日～22日）  ハンガリー・ブダペスト 
 ⑧ 第30回世界ジュニアボディビル選手権大会 （12月10日～14日）  トルコ・ｱﾝﾀﾙﾔ･ｹﾒﾙ 
 ⑨ 第30回世界マスターズボディビル選手権大会 （同上）  （同上） 
 ⑩ 2010年度ｱｰﾉﾙﾄﾞｸﾗｼｯｸｱﾏﾁｭｱ大会 （2011年3月2日～7日）  ｱﾒﾘｶ・ｵﾊｲｵ州ｺﾛﾝﾊﾞｽ） 
 
  （11）収益事業（物品販売とマスコミ協力出演） 
 ネクタイ15本、エンブレム14枚、カラークリーム20個、バッジ（ﾀﾏｺﾞ型）38個、DVD1枚、Tシャツ3枚 
 マスコミ出演18回 
 
   (12) その他この法人の目的達成に必要な事業 
 ① ユニセフ等のチャリティ(全国規模)への協力 
   4月1日  日本ユニセフ・ラブウォーク協議会総会 
   4月4日  第28回ユニセフ・ラブウォーク中央大会  協力 
  12月23日 第32回ユニセフ・ハンドインハンド募金中央大会 協力 
 ③ 日本体育協会・日本オリンピック委員会創立100周年記念事業 
  100年史発行協力 
  功労者表彰推薦 
  主催大会にてのぼり、横幕の広報活動 
 ④ 東日本大震災復興支援活動 義援金（連盟関係クラブへの支援）とﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動 
 
 
 ２．役員会議に関する事項 
 
   (1)理事会     

開会月日 議 事 事 項 会議の結果 

平成22年 

6月6日 

 

 

 

1.平成21年度事業報告書及び決算報告書について 

2.日本連盟主催大会審査員･競技運営委員指名(案)について 

3.規程の改定について 

4.国際大会派遣役員について 

5.新規加盟連盟及びクラブ、並びに退会クラブ他について  

6.日本連盟専門委員の委嘱について  

7.正会員の変更について 

8. その他 

原案どおり承認 

原案どおり承認 

原案どおり承認 

原案どおり承認 

原案どおり承認 

原案どおり承認 

原案どおり承認 

提案どおり承認 
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平成22年 

  10月2日 

1.平成22年度前期事業報告について 

2.新規加盟クラブ及び退会クラブについて 

3.規程の改定について  

4.中国･四国ブロック代表理事申請について 

5.その他 

報告どおり承認 

原案どおり承認 

原案どおり承認 

原案どおり承認 

提案どおり承認 

平成23年 

    3月26日 

 

1.平成22年度後期事業報告 

2.平成23年度事業計画及び収支予算案について 

3.新規加盟クラブ及び退会クラブについて 

4.規程の改定について 

5.平成24年度主催大会開催申請及び承認について  

6.その他 

報告どおり承認 

原案どおり承認 

原案どおり承認 

原案どおり承認 

原案どおり承認 

提案どおり承認 

 

 
 
   (2)総会 

開会月日 議 事 事 項 会議の結果 

平成22年 

5月8日 

1.監事の改選について 

 

原案どおり承認 

平成22年 

6月6日 

 

 

 

1.平成21年度事業報告書及び決算報告書について 

2.日本連盟主催大会審査員･競技運営委員指名案について 

3.規程の改定について 

4.国際大会派遣役員について 

5.新規加盟連盟及びクラブ、並びに退会クラブ他について  

6.日本連盟専門委員の委嘱について  

7.正会員の変更について 

8. その他 

原案どおり承認 

原案どおり承認 

原案どおり承認 

原案どおり承認 

原案どおり承認 

原案どおり承認 

原案どおり承認 

提案どおり承認 

平成22年 

  10月2日 

1.平成22年度前期事業報告について 

2.新規加盟クラブ及び退会クラブについて 

3.規程の改定について  

4.中国･四国ブロック代表理事承認について 

5.その他 

報告どおり承認 

原案どおり承認 

原案どおり承認 

原案どおり承認 

提案どおり承認 

平成23年 

    3月26日 

 

1.平成22年度後期事業報告 

2.平成23年度事業計画及び収支予算案について 

3.新規加盟クラブ及び退会クラブについて 

4.規程の改定について 

5.平成24年度主催大会開催申請及び承認について  

6.その他 

報告どおり承認 

原案どおり承認 

原案どおり承認 

原案どおり承認 

報告どおり承認 

提案どおり承認 

 


