
MC 管理 JADA委託事業競技会名 開催期日 JBBF担当者 数量 対象選手 順位 対象選手 順位

オール関西フィットネス男子・女子選手権 森川諒也 木村正光

大阪クラス別ボディビル選手権 奈良裕

東京オープンボディビル選手権 佐藤豪 松田玪士

東京 小笠原淳

関東クラス別ボディビル選手権 武井郁耶 藤代亮

千葉県 椛澤幸子

東京クラス別ボディビル選手権 柳昌永 小柳久美子

東京 三井一訓

関東・関東オープン 大谷宗貴 白井大樹

茨城県 三井一訓

オールジャパンメンズフィジーク 中村厚志 佐藤正吾

大阪 衛藤雄一 加藤ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ真人

日本クラス別ボディビル選手権 橋木明子 横川尚隆

愛宕珠子 松岡啓

宮城県 佐藤貴規 奥田純也

日本女子チャレンジカップ選手権 長田洋一 磯山範子

日本社会人ボディビル選手権 久保田雄司

社会人連盟　東京都 石井ゆき子

西日本ボディビル選手権 神田優作 河村秀美

広島県 赤澤範昭

関西ボディビル選手権 川上栄治 玉井正宏

兵庫県 大田研二

東北･北海道ボディビル選手権 蛯名圭路 鳴海俊

北海道 小原靖訓

東京ボディビル選手権 石井輝男 木村駿介

東京 宮田みゆき

ジャパンオープンボディビル選手権 浅野喜久男 仲泊兼也

日本クラシックボディビル選手権 久野礼子 松岡啓

神奈川県 溝口隆広 木村征一郎

関西クラス別ボディビル選手権 井上考夫 山田和章

京都 扇谷久雄

東海クラス別ボディビル選手権 小林計成 久野裕介

愛知県 細江俊郎

中国四国ボディビル選手権 西本祐也 正木真吾

鳥取県 谷口誠二

北陸甲信越ボディビル選手権 長田千里 清水教夫

新潟県 近藤純一

オールジャパン・ミスフィットネス・ビキニ 角田信朗 野間春美

大阪選手権　大阪府 森川諒也

九州クラス別ボディビル選手 吉岡直樹 森下賢成

福岡県 井上貴文

九州・沖縄ボディビル選手権 中村和展 佐藤渉

鹿児島県 大庭範久

日本マスターズボディビル選手権 高橋典子 難波文義

三重県 服部順子 久松一貴

東日本ボディビル選手権 阿部優花 鈴木理克

神奈川県 筒井啓太

日本ボディビル選手権 相澤隼人 佐藤貴則

日本連盟実行委員会 須山翔太朗 木村征一郎

鈴木雅 山野内里子

ジュニアボディビル選手権 横川尚隆 大澤直子

角本惇 泉風雅

血液検査6 尿検査 85
＊注意

2017年度　ドーピング競技会検査　結果 2017年12月24日
(社)日本ボディビル・フィットネス連盟　アンチドーピング委員会

開催場所

1701 6月4日 エル・おおさか 大阪市 塚本 3

1702 6月24日 かつしかシンフォニーホール
葛飾区
船堀

須藤 3

3

1704 7月16日 かつしかシンフォニーホール
葛飾区
船堀

須藤 3

1703 7月9日 千葉市文化センター 千葉市 青田

3

1706 7月30日 大阪市中央公会堂 中ノ島 塚本 4

1705 7月29日 水戸駿優教育会館大ホール 水戸市 大垣

1709 8月20日 広島県民文化センター 広島市 県事務局 3

6

1708 8月13日 キュウリアン 品川区 大垣 4

1707 8月6日 太白区市民文化センター 仙台市 青田+小松

3

1711 8月20日 札幌サンプラザホール 札幌市 県事務局 3

1710 8月20日 兵庫県民会館 神戸市 塚本

3

1713 8月27日 サンピアン川崎 川崎市 青田・小西 6

1712 8月20日 かつしかシンフォニーホール
葛飾区
船堀

須藤

3

1715 8月27日 ウインクあいち
名古屋
市

須藤 3

1714 8月27日 京都パルスプラザ 京都市 塚本

3

1717 8月27日 江南区文化会館 新潟市 大垣 3

1716 8月27日 米子市民文化ホール 米子市 小川

3

1719 9月3日 福岡市筑紫会館 福岡市 神田 3

1718 9月3日 エル・おおさか 大阪市 塚本

3

1721 9月10日 伊勢市観光文化会館 津市 青田 4

1720 9月10日 鹿児島市谷山サザンホール
鹿児島
市

神田

3

1723 10月9日 メルパルク東京 東京 青田・大垣 8

1722 9月17日 都築公会堂 横浜市 青田

青田 2

検査結果を陰性として発表はしない、陽性の場合のみ本人と日本連盟へ報告書が届く。その間は暫定的資格停止処分とし、後日聴聞会を経て正式な処分が下される。

競技外検査についてはJADAが日本連盟より指名の対象選手を居場所情報提出選手として抜き打ち検査をおこなう、検査結果の報告は競技会検査と同じ。

1724 全日本学生ボディビル選手権 11月4日 千歳烏山区民センター 東京


