
MUSCLE GATE ２０20 in カルッツかわさき 

ボディコンテスト 

開催要項 
 

日  時 2020年 ２月１１日（火・祝） 時間はエントリー確定後に決定します。 

会  場  カルッツかわさき （神奈川県川崎市川崎区富士見１－１－４） 

主  催  MUSCLE GATE 2020実行委員会 

競技内容    メンズフィジーク／ビキニフィットネス／ボディフィットネス（フィギュア） 

             ※各競技に下記カテゴリーあり。 

※参加人数によりカテゴリーを統合する場合もございます。  

※申し込み時に身長のご記入をお願いいたします。選手数により、身長別にカテゴリー分けを 

        する場合もございます。 

カテゴリー 一般・ノ―ビス（コンテスト未経験者のみ）・マスターズ(カレンダーイヤー40歳以上) 

カレッジ（大学生）、ハイスクール(高校生)  

（※高校生の部はメンズフィジーク・ボディフィットネスのみ) 

出場資格 原則どなたでも参加可能。コンテスト初めての方も大歓迎。 

         ※身体にタトゥー（縦×横15ｃｍ以上）がある場合出場不可。 

        タトゥーが縦×横15cm 以内の場合でも、露出はしないように必ずサポーターやシャツ、テーピング等で隠すことを条件とします。 

参加費   5,000円        

       ※同日実施の「マッスルコンテストジャパン」の出場申込も可能です。（競技時間が重ならないため） 

        マッスルコンテストジャパンへの出場も希望される方は公式 HPから別途申し込み下さい。 

        → マッスルコンテストジャパン公式 HP https://musclecontest.jp/ 

審査方法   各選手 L字ウォークで入場→ラインナップ→比較審査 

（ビキニフィットネスはスリーステップフォワードあり） 

         ※人数によっては予選あり  ※本大会は非公式大会です。      

審査員 MUSCLE GATE実行委員選定審判員 

階  級  男女共階級区分なしのオーバーオール。 

※出場人数により身長による区分けをする場合もございます。 

服  装  男子：サーフパンツ   

女子：ビキニ 

（ボディフィットネスのハイスクール部門のみスポーツブラ・ショートスパッツ） 

 ※服装の規定は別紙ルール概要をご確認ください。 

※ボディカラーは体に塗布して乾く製品のみ利用できます 

表  彰 男 各1位～3位 

 

申込方法 MUSCLE GATホームページ内の応募フォームよりエントリーください。 

       MUSCLE GATEホームページ   

申込締切日 2020年１月28日（火）まで 

 

その他  ・本大会はどなたでもお気軽に参加ができる非公式大会です。コンテストが初めての方でも気軽に参加ください。JBBF登録選手の出

場も可能です。 

・競技時間等詳細は MUSCLE GATEホームページにて告知いたします。出場選手の方への直接連絡はございません。 

・お申し込み後、出場人数や運営上の理由で出場をご遠慮いただく場合がございます。 

その際、参加費は返金させていただきます。 

・別紙のルール概要は必ずご確認ください。 

・申込み後の参加取りやめの場合、参加費は原則として返却いたしません。 

・本大会の申込みにあたって取得した個人情報は、大会関連業務遂行に関して利用します。 

・本大会に参加される選手、関係役員及びスタッフを含めた会場風景や競技中の写真を、メディア各媒体に提供する場合がござい

ます。あらかじめご了承下さい。 

・本大会では外部メディアによる撮影・収録・取材等が行われる可能性があります。大会中に収録した写真、映像は印刷媒体、テレビ

放送、インターネット配信等の各種媒体において使用される場合があります。あらかじめご了承下さい。 

・本大会の開催期間中に発生した事故やトラブルに関しては、参加者本人が自らの責任において解決するものとし、大会主催者は

一切の責任を負いません。 

 

問い合わせ 〒135-0016 東京都江東区東陽2-2-20 3F   

ゴールドジム事業部・MUSCLE GATE実行委員会 

TEL：03-3645-9830  Email：info@musclegate.jp  

 

特設サイト

 

https://bit.ly/2XJNWtq


MUSCLE GATE ２０２０ ｉｎ カルッツかわさき 

ベンチプレス＆デッドリフト大会 

 開催要項 

日  時 2020 年 2月 11日（火・祝）※開催時間はエントリー確定後に決定致します。 

会  場 カルッツかわさき（神奈川県川崎市川崎区富士見１－１－４） 

主  催 ＭＵＳＣＬＥ ＧＡＴＥ2020実行委員会 

競技種目 ベンチプレス、デッドリフト。それぞれ単独での競技。 

競技方法 一般的なパワーリフティングのルールを基準にラウンド制。 

1面実施。３試技制の予定 ※本大会は非公式大会です。 

出場資格 原則どなたでも参加可能。大会参加が初めての方も大歓迎。 

     ※身体にタトゥー（縦横 15ｃｍ以上）がある場合出場不可。 

   ※出場者定員 両競技合計 100名。（予定） 

参加費  5,000 円  

※スポーツ保険加入料が含まれます。 

※ベンチプレス、デッドリフト両競技へのダブルエントリー可能です。 

※同日開催の「マッスルコンテストジャパン大会」やマッスルゲートボディコンテスト部門とのダブルエン

トリーは、競技実施時間が重なるためできません。 

審判員 ＭＵＳＣＬＥ ＧＡＴＥ2020実行委員会 

階 級  ベンチプレス、デッドリフトともに下記のとおり。 

男子：60kg以下、70kg以下、80kg以下、90kg以下、100kg以下、100kg超 

     女子：50kg以下、60kg以下、70kg以下、70kg以上 

     ※参加人数により階級が統合になる場合もございます。 

ルール 

■ベンチプレス 

服装 トレーニングウエア他、動きやすい服装であれば OK。シューズ着用必須。 

使用可能な物：ベルト、リストラップ、ニースリーブ、エルボースリーブ。 

（ベンチプレスシャツの使用は不可） 

ルール・検量時に第 1試技重量を申請。第 1試技終了後速やかに第 2試技重量を口頭で申請。 

第 3 試技のみ 2回の重量変更が可能。 

     ・ラックアップ後、審判の「スタート」合図でバーを胸まで降ろし、胸の上で静 

      止させる。→「プレス」の合図でバーを押し上げる。→「ラック」の合図で、 

      バーをラックに戻す。 

・下記の場合が著しく見られた場合は試技失敗となる。 

1.スタート、フィニッシュ時に肘が伸びきっていない。 

2.挙上中にバーが下がる。（上下させながら挙げる） 

3.動作中に、足の裏の一部が浮く。臀部がシートから浮く。 

■デッドリフト 

服装   トレーニングウエア他、動きやすい服装であれば OK。シューズ着用必須。 

使用可能な物：ベルト、パワーグリップ、ストラップ、ニースリーブ。 

（スーパースーツの使用は不可） 

ルール ・検量時に第 1 試技重量を申請。第 1 試技終了後速やかに第 2 試技重量を口頭で申請。第 3 試技のみ 2

回の重量変更が可能。 

・床にセットされているバーベルを引き挙げ、審判の「ダウン」の合図で 

バーベルを握ったまま下ろす。 

       ・下記の場合は試技失敗となる 

1.フィニッシュ時に膝が伸びきっていない。または肩が返っていない。 

2.挙上中にバーが下がる。（上下させながら挙げる） 

3.バーを脚の上に乗せながら挙げる。 

4.手を離してバーをプラットホームに落とすこと。 



表 彰   各階級挙上重量が重い順で表彰。（フォーミュラ値での表彰はありません） 

 

申込方法 MUSCLE GATEホームページの応募フォームよりエントリーください。 

MUSCLE GATEホームページ   

申込締め切り日：2020年 1月 28 日（火） 

 

その他  ・本大会はどなたでもお気軽に参加ができる非公式大会です。試合出場が初めての方でも気軽に参加ください。 

・競技時間等詳細はイベント公式ホームページにて後日告知いたします。 

・お申し込み後、出場人数や運営上の理由で出場をご遠慮いただく場合がございます。 

その際、参加費は返金させていただきます。 

・別紙のルール概要は必ずご確認ください。 

・申込み後の参加取りやめの場合、参加費は原則として返却いたしません。 

・セッション分け及び受付・検量・競技時間については、MUSCLE GATE ホームページで発表します。参加者への直接

連絡はございません。 

・本大会の申込みにあたって取得した個人情報は、大会関連業務遂行に関して利用し 

ます。 

・本大会では外部メディアによる撮影・収録・取材等が行われる可能性があります。大会中に収録した写真、映像は印刷

媒体、テレビ放送、インターネット配信等の各種媒体において使用される場合があります。収録は大会の競技に限らず、

ウォーミングアップエリアや客席を撮影する場合もあります。あらかじめご了承下さい。 

・本大会の開催期間中に発生した事故やトラブルに関しては、参加者本人が自らの責任 

において解決するものとし、大会主催者は一切の責任を負いません。 

 

問い合わせ 〒136-0076 東京都江東区東砂２－２－２０ ３F   

ゴールドジム事業部・MUSCLE GATE実行委員会 宛  

TEL:03-3645-9830  FAX：03-3645-9821  

 

https://bit.ly/2XJNWtq　
TEL:03-3645-9830


「メンズフィジーク」 ルール説明 

 

 

1、概要 

引き締まった肉体を披露するとともに、スイムスーツ、立ち振る舞いに至るまで 

ビーチでカッコいいメンズを表現出来るかが重要です。 

 

2、服装                          

・ ボードショーツ（サーフパンツ）を着用 ※右写真参照ください。  

   おヘソが見える位置で着用。 

  膝上 or膝下の長さ、カラーは自由 

  ※素材は伸縮タイプ（スパンデックス）でない事。上半身は裸。    

・ 素足 

  アクセサリー着用不可（結婚指輪のみ可） 

  ボードショーツからアンダーウェアは見えないよう着用する。 

 

3、審査について 

1） 舞台袖から L字ウォークで入場 ⇒ ゼッケン順にラインナップ。 

2） ラインナップ 出場選手が横一列になって並びます。 

ゼッケン順の比較(舞台中央) ⇒ 左右入れ替え ⇒ ラインナップ 
3） 比較審査 呼ばれたステージ中央へ。写真①→写真②の順でポーズをとります。 

司会が｢ターンライト｣と言ったら次のポーズに移ります。※正面から右に向いてポーズを取ります。 

・ 審査員：MUSCLE GATE実行委員 

・ カテゴリー：①一般②ノービス（コンテスト未経験者のみ）・③マスターズ（カレンダーイヤー40歳以上） 

・        ④カレッジ（大学生）、⑤ハイスクール（高校生） 

            ※人数によってはカテゴリー内で身長別によるクラス分けを行う場合もあります。 

            ※ラインナップでの並びは身長順になります。 

・ 表彰：男女各１位～３位（協賛企業より賞品授与 ※人数により変更有） 

 

 
                   写真①フロントスタンス                    写真②バックスタンス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ステージでの動き方、ポーズについては当日係員がご案内致しますのでご安心ください。 

 

その他  本大会はどなたでもお気軽にご参加頂ける非公式大会です。 

       コンテストが初めての方もお気軽にご参加ください。 

       JBBF登録選手の出場も可能です。 

★出場者数の調整の都合上、書類審査を実施させていただきます。 

★お申し込み後、出場人数や運営上の理由で出場をご遠慮いただく場合がございます。 

 



 

「ボディフィットネス(フュギュア)」ルール説明 

 
 

1、概要 

ボディフィットネスは女子フィジーク（女子ボディビル）に次マッシブであり且つ女性らしさが求められる競技です。

筋肉のセパレーションと鮮明な皮膚感、顔立ち、ヘアースタイル、メークアップ等もトータルパッケージで 

審査され、ウォーキングも重要な要素となっています。選手が舞台に上がった瞬間から降りる瞬間まで 

が審査の対象となります。 

2、服装 

 ・ビキニ ※JBBFの規定に準じたもの。下記 URLでウェア例がご覧いただけます。 

http://www.jbbf.jp/Taikai/Costume/201503_Ms.Posing_Suit.pdf 

※ハイスクール（高校生）の部はスポーツブラ、ショートスパッツ 

・カラーは自由                                

・ヒール着用（規定は特になし） 

・アクセサリー着用不可（結婚指輪のみ可）    

3、 審査について 

1） 舞台袖から各選手ステージ中央まで移動してワンポーズ。  

2)  ラインナップ 出場選手が横一列になって並びます。 

3)  比較審査 呼ばれたステージ中央へ。写真①→写真②→写真③→写真④の順でポーズをとります。 

           ※司会が｢ターンライト｣と言ったら次のポーズに移ります。 

           ※正面から右に向いてポーズを取るということです。 

 

・審査員：MUSCLE ＧＡＴＥ実行委員 

・カテゴリー：①一般②ノービス（コンテスト未経験者）③マスターズ（カレンダーイヤー40歳以上） 

        ④カレッジ（大学生）、⑤ハイスクール（高校生） 

※各カテゴリー身長区分なしのオーバーオール ※ラインナップ時の並びは身長順になります。 

・表彰：１位～３位(協賛企業より賞品授与 ※人数により変更有) 

 

 写真①ポーズ正面   写真②側面ポーズ    写真④背面ポーズ    写真④側面ポーズ 

                 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

※ステージでの動き方、ポーズについては当日係員がご案内致しますのでご安心ください。 

 

その他   本大会はどなたでもお気軽にご参加頂ける非公式大会です。 

     コンテストが初めての方もお気軽にご参加ください。（JBBF登録選手の出場も可能です） 

※出場者数の調整の都合上、書類審査を実施させていただきます。 

※お申し込み後、出場人数や運営上の理由で出場をご遠慮いただく場合がございます。 

 

 

 

    

http://www.jbbf.jp/Taikai/Costume/201503_Ms.Posing_Suit.pdf


 

「ビキニフィットネス」 ルール説明 

 
1、概要 

引き締まった肉体を披露するとともに、スイムスーツ、立ち振る舞いに至るまで、適度に筋肉をつけた健康的な 

女性らしさを表現出来るかが重要です。 

 

2、服装                                     

・ ビキニ ※JBBFの規定に準じたもの。下記 URLでウェア例がご覧いただけます。 

⚫ http://www.jbbf.jp/Taikai/Costume/201503_Ms.Posing_Suit.pdf 

・ ビキニは腰周囲を2/3、臀部は1/3以上、前面部はへそから股間までの間の40%を布で覆わなければならない。 

色・素材・デザインは自由で、サイド部がチェーンや紐のものも可。 

・ カラーは自由                                      

・ ハイヒールは、高さに危険性がないもの。ミュールは不可。 

・ アクセサリー装着は自由だが、ピアス(イヤリング)、指輪、ブレスレッドに限る。過度な物は減点。 

 

3、 審査について 

1）  舞台袖から L字ウォークで入場。 ⇒ ラインナップ 

2 ） ラインナップ：出場選手が横一列になって並びます。 

ゼッケン順の比較(舞台中央へ) ⇒ 中央から左右入れ替え ⇒ ラインナップ 

3 ） 比較審査：呼ばれたらステージ中央へ。写真①→写真② の順でポーズをとります。 

          ※司会が｢バックスタンス｣「フロントスタンス」と言ったら次のポーズに移ります。 

  4）スリーステップフォワード 

   フロントスタンス ⇒ バックスタンス ⇒ 3歩舞台後方にウォーキング ⇒ バックスタンス ⇒ フロントスタンス 

      ⇒ 3歩舞台前方にウォーキング ⇒ フロントスタンス 

 

・審査員：MUSCLE GATE実行委員 

・カテゴリー：①一般②ノービス（コンテスト未経験者のみ）・③マスターズ（カレンダーイヤー40歳以上） 

        ④カレッジ（大学生） 

※各カテゴリー身長区分なしのオーバーオール 

※ラインナップでの並びは身長順になります。(エントリー時に身長明記) 

・表彰：1位～3位（協賛企業より賞品授与 ※人数により変更有) 

 
 写真①フロントスタンス           写真②バックスタンス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ステージでの動き方、ポーズについては当日係員がご案内致しますのでご安心ください。 

 

その他  本大会はどなたでもお気軽にご参加頂ける非公式大会です。 

      コンテストが初めての方もお気軽にご参加ください。 

      JBBF登録選手の出場も可能です。 

★出場者数の調整の都合上、書類審査を実施させていただきます。 

★お申し込み後、出場人数や運営上の理由で出場をご遠慮いただく場合がございます。 

http://www.jbbf.jp/Taikai/Costume/201503_Ms.Posing_Suit.pdf
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	ビキニ

