平成26年度 事業報告書
自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

公益社団法人 日本ボディビル・フィットネス連盟
東京都台東区浅草橋4-9-11 大黒ビル2Ｆ

０

平成26年度 事 業 報 告 書
平成26年4月1日～平成27年3月31日

１．事業の状況
◆ボディビル・フィットネスの普及及び指導並びに振興
普及：
・日本体育協会への加盟促進
広報：
・登録選手のマスコミ関係等広報協力
マスコミ出演依頼125件（前年61件）、実施61件（前年37件）
・公式ホームページでの情報提供
（大会予定・結果、各種講習会、指導員・審査員名簿の更新、各種イベントの情報提供）
・ＪＯＣ環境委員会の協力として、各主催大会での横断幕表示ほか啓蒙活動
選手強化：
・選手登録

新規・再登録616名（前年612名）、継続1,326名（前年1,246名）、総数4,332名（前年4,034名）

・選手層の拡大として以下のカテゴリーで運営
◉男子：ボディビル、クラシックボディビル、フィジーク
◉女子：フィジーク、ボディフィットネス、フィットネスビキニ
・強化スタッフ41名の登録
（1.ｺｰﾁﾝｸﾞ14名、2.ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ9名、情報・戦略7名、医・科学11名）
・ＪＯＣジュニア特別強化選手の選考及び指導
ＪＯＣｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ有望選手の推薦登録（竹内大生選手）
・公益財団法人日本オリンピック委員会の各委員会への参加
・登録選手への栄養指導

◆選手権大会の開催と協力（主催大会・ブロック合同大会・ブロック大会、地方大会）
○2014年度主催大会開催
◉ 7月6日（日)

14大会（前年12大会）

岡山市立市民文化ホール
①第18回日本クラス別ボディビル選手権大会

◉ 7月27日（日）

参加選手128名（前年90名）

志木市民会館パルシティ
②第25回ジャパンオープン選手権大会

◉ 8月17日（日）

・男子ボディビル・女子フィジーク

参加選手90名（前年53名）

・ミックスドペア

参加選手 4組（前年 2組）

・女子ボディフィットネス

参加選手28名（前年23名）

津リージョンプラザお城ホール
③第19回オールジャパンミスフィットネス選手権大会

参加選手 5名（前年 7名）

④第8回オールジャパンミスボディフィットネス選手権大会

参加選手37名（前年44名）

⑤第6回日本クラシックボディビル選手権大会

参加選手89名（前年76名）
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◉ 8月24日（日）

仙台市太白区文化センター 楽楽楽ホール
⑥第26回日本マスターズボディビル選手権大会

◉ 8月31日（日）

◉ 9月6日（土）

◉ 10月5日（日）

参加選手104名（前年86名）

エルおおさか
⑦第1回日本メンジフィジーク選手権大会

参加選手99名

⑧第1回オールジャパン・フィットネスビキニ選手権大会

参加選手33名

きゅりあん大ホール
⑨第22回日本女子チャレンジカッフボディビル選手権大会

参加選手10名（前年 8名）

⑩第14回ミス21健康美大会

参加選手35名（前年29名）

メルパルク大阪ホール
⑪ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
第26回日本ジュニアボディビル選手権大会

参加選手13名（前年28名）

⑫第9回全国高校生ボディビル選手権大会

参加選手19名（前年12名）

⑬第60回日本男子ボディビル選手権大会

参加選手33名（前年41名）

⑭第32回日本女子フィジーク選手権大会

参加選手35名（前年29名）

○ブロック合同、ブロック選手権大会

47大会（前年 47大会）

○地方選手権大会

101大会（前年141大会）

◆ボディビル・フィットネスに係る公認指導員、公認審査員、公認審査集計員の養成、認定及び登録
○登録（平成27年3月31日現在）
◉ 公認指導員

976名（前年765名）

◉ 公認審査員

636名（前年572名）

◉ 公認フィットネス審査員

94名（前年102名）

◉ 公認競技運営員

8名（前年

◉ 公認審査集計員

8名）

21名（前年 10名）

○公認指導員講習会並びに認定試験の実施
◉ 公認指導員講習会の開催

平成26年11月23日・24日実施 （味の素ナショナルトレーニングセンター）
受講者総数74名（1級18名、2級42名、補講13名、聴講1名）

○公認審査員、公認審査集計員の養成、認定
◉ 審査員認定

平成26年度 72名（1級8名、2級16名、3級48名）

◉フィットネス審査員（フィットネス、ボディフィットネス、フィジークなど）の養成講習会の実施
・ 4月13日

会場：宮城県

受講者総数 27名

・ 5月18日

会場：長野県

受講者総数 31名

・ 6月1日

会場：東京都

受講者総数 23名

・ 6月29日

会場：福岡県

受講者総数 23名

・ 8月30日

会場：大阪市

受講者総数 54名

・ 11月24日

会場：東京都

受講者総数 26名

・ 2月14日

会場：沖縄県

受講者総数 43名
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◆ボディビル・フィットネス施設の認定及び登録（平成27年3月31日現在）
◉ 施設総数

クラブ280、同好会64、社会人58

◉ 新規26施設

クラブ 16、同好会 4、社会人 6

◉ 退会16施設

クラブ

計402施設（前年392施設）

9、同好会 2、社会人 5

◆国際組織への加盟及び役員並びに選手の派遣
○JBBFは、国際組織のＩＦＢＢ（世界）、ＡＦＢＦ（アジア）に加盟し、役員を派遣。
役員：玉利齊、吉田進
○我が国のボディビル界を代表して国際組織への参加
◉ 国際ボディビル連盟(ＩＦＢＢ)総会への出席

（11月11日～12日）

◉ アジアボディビル連盟(ＡＦＢＦ)の総会への出席 （6月19日）

ブラジル/ブラジリア
スリランカ/コロンボ

○国際大会の派遣
◉ 第 48 回アジアボディビル＆フィットネス選手権大会 （6 月 19 日～22 日）

スリランカ 役員 4 名、選手 8 名

◉ 第13回日韓親善ボディビルフィットネス選手権大会 （8月17日）

三重県 役員2名、選手5名

◉ 第34回世界マスターズボディビル選手権大会 （10月2日～6日）

メキシコ 役員2名、選手5名

◉ 第32回女子世界ボディビル選手権大会 （10月17日～20日）

カナダ

役員1名、選手3名

◉ 第19回世界ミスフィットネス選手権大会 （同上）

（同上）

◉ 第12回世界ボディフィットネス選手権大会 （同上）

（同上）

◉ 日本・グアム親善ボディビル＆フィットネス選手権大会 （10月23日～26日）

グアム

◉ 第68回男子世界ボディビル選手権大会 （11月12日～15日）

ブラジル 役員3名、選手2名

◉ 第4回アジアビーチゲームズボディビル選手権大会 （11月18日～21日）

タイ

◉ 第9回世界クラシックボディビル選手権大会 （12月12日～15日）

スペイン 役員1名、選手2名

◉ アーノルド・クラシック・アマチュア選手権大会 （2015年3月5日～7日）

アメリカ

◆トレーニング機器、用品、食品の研究および認定（公認、推奨）の働きかけを実施
○公認品（サプリメント） 森永製菓㈱、㈱健康体力研究所、ＬＡニュートリション
○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、フィットビート
○公認品（女子ビキニ） フィットビート、フィットベル、㈱THINKフィットネス

◆ドーピングの検査及びアンチドーピングの広報と啓蒙
○ドーピング検査実施大会数

23大会

○ドーピング検査実施選手数

79人

○ドーピング検査陽性者
○ドーピングセミナーの実施

1人
4/27大阪
7/5 日本クラス別選手権大会前日に実施（岡山）
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役員1名、選手19名

役員2名、選手3名

役員1名、選手2名

◆その他、目的を達成するための必要な事業
○ユニセフのチャリティ募金活動（ﾗﾌﾞｳｫｰｸ、ﾊﾝﾄﾞｲﾝﾊﾝﾄﾞ）への協力
4月6日

ユニセフ・ラブウォーク中央大会

12月23日

第36回ユニセフ・ハンドインハンド募金中央大会

○ユニバーサル駅伝（障害者イベント）への協力
6月1日

ユニバーサル駅伝

○ニュースポーツフェスティバル（東京都）への協力
3月14日

ニュースポーツｉｎ多摩2015

○健康日本２１国民運動（厚生労働省）への参画
7月10日

たばこ分科会

○友好他団体の主催事業に対する後援等の協力

◆事務局
○データベース（JBBF、審査員、審査集計員、指導員、競技運営員、選手登録等）ソフトの運用開始
２．役員会議に関する事項
(1)理事会
開会月日
平成26年
5月25日

議 事 事 項

会議の結果

【決議事項】
1.平成25年度事業報告及び収支決算承認の件

原案どおり承認

2.借入金の件

原案どおり承認

3.規程改定の件

原案どおり承認

4.専門委員会の設置及び専門委員委嘱の件

原案どおり承認

5.公認品申請の件

原案どおり承認

6.プロ限定選手登録申請の件

否認（再審議）

7.新規加盟クラブ認定及び退会クラブ報告の件

原案どおり承認

【報告事項】
1.業務執行理事による職務執行報告
2.平成27年度主要大会、ブロック合同大会の立候補状況の報告
平成26年
6月15日

【決議事項】
1.山梨県の正会員変更の件

原案どおり承認

2.新規加盟クラブ認定の件

原案どおり承認

【報告事項】
1.収支計算書（内部管理資料）の報告
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平成26年
10月4日

【決議事項】
1規程の改定に関する件.

否認（再審議）

2.退会クラブの件

原案どおり承認

3.専門委員及びＪＯＣ強化スタッフ申請の件

原案どおり承認

【報告事項】
1.代表理事・執行理事の業務執行状況報告
2.事務局の強化・充実に関する報告
3.公認指導員講習会開催について
4.今後の理事会、社員総会の開催日時について
平成27年
2月22日

【決議事項】
1.平成27年度事業計画策定の件（事業計画・収支予算書他）

原案どおり承認

2.補正予算案承認の件

原案どおり承認

3.基本財産の一部処分の件（社員総会付議の事前決議）

原案どおり承認

4.定款一部変更の件（社員総会付議の事前決議）

原案どおり承認

5.諸規程改定の件

一部承認

6.新規正会員承認の件

原案どおり承認

7.新規加盟クラブ認定の件

原案どおり承認

8.専門委員会委員一部変更の件

原案どおり承認

9.社員総会招集の件

原案どおり承認

10.退職一時金支給の件

原案どおり承認

【報告事項】
1.ＪＢＢＦコミュニティサイトについて
2.定時社員総会開催日程の変更について
平成27年
3月15日

【決議事項】
1.規程改定の件

原案どおり承認

2.選手個人登録費及び講習費決定の件

否認（再審議）

3.大会名記載ルールの件

原案どおり承認

4.新規加盟クラブ認定の件

原案どおり承認

5.政枝勝憲氏の公認審査員資格停止処分解除の件

原案どおり承認

【報告事項】
1.ＪＢＢＦ公認トランクスの変更について

５

(2)社員総会
開会月日
平成26年
6月15日

議 事 事 項

会議の結果

【決議事項】
1.平成25年度事業報告及び収支決算承認の件

原案どおり承認

【報告事項】
1.山梨県の正会員変更報告
2.規程の改定に関する報告
3.専門委員会の設置及び専門委員委嘱の報告
4.ＩＦＢＢプロ認定選手の登録申請の報告
5.新規加盟クラブ認定及び退会クラブの報告
6.平成27年度主催大会、ブロック合同大会の立候補状況の報告
7.ＪＡＤＡより警告通知書受領の報告
8.平成25年度計算書類及び公益認定に係る書類提出の報告
平成26年
10月4日

【報告事項】
1.規程の改定に関する報告
2.退会クラブの報告
3.専門委員及びＪＯＣ強化スタッフ申請に関する報告
4.平成26年度上半期の代表理事・執行理事の業務執行状況報告
5.事務局の強化・充実に関する報告
6.公認指導員講習会開催に関する報告
7.今後の理事会、社員総会も開催日時に関する報告

平成27年
3月15日

【決議事項】
1.基本財産一部処分の件

原案どおり承認

2.定款一部変更の件

原案どおり承認

【報告事項】
1.平成27年度事業計画について（事業計画書、収支予算書他）
2.規程の改定に関する報告
3.選手個人登録費及び講習費に関する報告
4.大会名記載ルールに関する報告
5.新規正会員1名の選任について
6.ＪＢＢＦコミュニティサイト（ウェブサイト）に関する報告
7.新事務局体制に関する報告
8.政枝氏の公認審査員資格停止処分の解除について
9.アジア選手権大会開催の進捗報告
10.新競技の説明

６

３．社員及び賛助会員の状況
(1) 社員の状況

(単位：人)

種類

員数

増減数

平成26年3月31日現在

平成27年3月31日現在

正会員

５８

５８

±０

計

５８

５８

±０

摘要

(2) 賛助会員の状況
事業所

代表者

所在地

1

森永製菓㈱ウイダー事業本部

松崎 勲

港区芝 5-3-1

2

㈱健康体力研究所

越智 大倫

文京区小石川 1-28-1

3

㈱THINK フィットネス

手塚 栄司

江東区南砂 3-3-6

4

㈱ファイン・ラボ

鈴木 克彰

埼玉県さいたま市見沼区小深作 752-6

5

L.A ニュートリション

堀江 千明

大阪市天王寺区玉造元町

４．職員の状況
(1) 職員の状況

(単位：人)

種類

員数

増減数

平成26年3月31日現在

平成27年3月31日現在

男性

１

２

＋１

女性

０

０

±０

計

１

２

＋１

７

摘要

