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メディアリリース 

 

平成 25年 1月 8日（火） 

報道関係者各位 

日本ブラインドサッカー協会 

理事長 釜本美佐子 

 

B2/B3（弱視）サッカーは「“あい”のサッカー」 

来月の世界選手権に向けて、1月 13 日(日)に壮行試合開催 

 

平素より、ブラインドサッカーにご厚意を賜り厚く御礼を申し上げます。 

日本ブラインドサッカー協会(東京都新宿区・理事長 釜本美佐子)は、2月 6日開幕の世界選手権(宮城

県利府町・セキスイハイムスーパーアリーナ)に向けて最終調整に入った B2/B3(弱視)クラスの日本代表

の壮行試合を 1月 13日(日)に神奈川県藤沢市のミズノフットサルプラザ藤沢にて実施いたします。 

 このクラスではゴレイロ(GK)を除く選手たちは弱視で、それぞれ視力や見え方が異なっています。例

えば、視野の中心あたりが見えにくい選手もいれば、視野が非常に狭く限られている選手や足元が見え

にくい選手もいます。ハンディキャップとも思われますが、選手たちはむしろ、そこにブラインドサッ

カーの面白さを見出しています。見え方というのは、その選手自身しか説明することができません。す

なわち、コミュニケーションがなければ、連携してサッカーをすることは不可能です。「見え方がそれぞ

れ違うので、できるプレー、出来ないプレーがある。それをチームで補うためにすり合わせる。それが

できた時の喜びは大きい」「相手を思いやり、相手を生かすこと。相手が思いやってくれたりすると、嬉

しい」といったことを、今回の代表選手たちが口にしています。選手たちにとっては、声の掛け合い、

信じ合い、たたえ合いなど、多くの「あい」が、この競技の魅力なのです。 

 選手たちのこうした思いを多くの方に知ってもらいたい、というのが今回、世界選手権を日本に誘致

した大きな理由であります。ご多忙とは察しますが、メディアの方々におかれましては、今週末の 13日

に行われる壮行試合および来月の本大会で是非とも、選手たちの声に直接触れていただきたいと思って

おります。 

 

記 

 

B2/B3クラス日本代表壮行試合 

1. 日時：2013年1月13日(日) 

 11:00～12:30 世界選手権壮行試合 B2/B3日本代表 vs B2/B3チーム連合 

 13:00～13:30 世界選手権壮行会 

2. 会場：ミズノフットサルプラザ藤沢 

〒251-0012 神奈川県藤沢市村岡東 1-5-8 

http://www.mfpnet.com/fujisawa/ 

3. 主催：日本ブラインドサッカー協会 

〒169-0073 東京都新宿区百人町 1-23-7 新宿酒販会館 4階 

TEL：03-6908-8907／FAX：03-6908-8908 

E-mail：media@b-soccer.jp 

協会ウェブサイト：http://www.b-soccer.jp 

※準備の都合上、取材申請は 1月 11日(金)正午までにご送付ください。 

B2/B3クラス日本代表強化合宿もご取材いただけます。 

日時：2013年 1月 12日(土)13:00～16:00 

会場：日本大学文理学部・百周年記念体育館 (http://www.chs.nihon-u.ac.jp/access/ ) 
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B2/B3世界選手権 日本代表メンバー 

 

背番号 氏 名 年齢 出身地 ポジション 所属チーム 

１ 岩崎 直 （いわさき・すなお） 24 東京都 ゴレイロ（ＧＫ） 東京N-flugels 

２ 宮島 健二 （みやじま・けんじ） 40 長野県 右アラ（ＭＦ） 東京N-flugels 

４ 児玉 道雄 （こだま・みちお） 36 東京都 右アラ（ＭＦ） 東京N-flugels 

５ 斉藤 悠希 （さいとう・ゆうき） 20 兵庫県 ピボ（ＦＷ） なし 

６ 大平 孝行（おおひら・たかゆき） 35 北海道 左アラ（ＭＦ） 東京N-flugels 

７ 秋葉 茂 （あきば・しげる） 40 茨城県 フィクソ（ＤＦ） A.C.TOKYO 

９ 野口 直也 （のぐち・なおや） 34 大阪府 右フィクソ（ＤＦ） なし 

１０ 角谷 佳祐 （かどや・けいすけ） 23 石川県 フィクソ（ＤＦ） A.C.TOKYO 

１１ 竹内 雄亮（たけうち・ゆうすけ） 17 群馬県 ピボ（ＦＷ） 東京N-flugels 

１２ 森   圭一 （もり・けいいち） 37 宮城県 ゴレイロ（ＧＫ） A.C.TOKYO 

 

＜強化部スタッフ＞ 

監 督  ：安藤 久志（あんどう・ひさし） 

コーチ  ：岩崎 彰治（いわさき・しょうじ） 

コーチ  ：桝岡 良啓（ますおか・よしひろ） 

コーチ  ：岡 愛子（おか・あいこ） 

コーチ  ：大久保 邦彦（おおくぼ・くにひこ） 

コーチ  ：関  翔人(せき・しゅうと)  

トレーナー：吉田  成仁(よしだ・なると)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 IBSAブラインドサッカー世界選手権 B2/B3大会 

日程：2013年 2月 6日(水)～11日(月・祝)  

会場：セキスイハイムスーパーアリーナ(宮城県総合運動公園総合体育館) 

参加国：イングランド、スペイン、トルコ、ウクライナ、ロシア、日本 以上 6カ国 

競技形式：6カ国総当り戦のグループリーグの後、上位 2チームによる決勝戦、続く 2チームによる 

 3位決定戦、残り 2チームによる 5位決定戦を行う。 

主催：日本ブラインドサッカー協会 

共催：国際視覚障害者スポーツ連盟(IBSA) 

大会特設サイト：http://2013worldchamp.b-soccer.jp/ 

B2/B3クラス日本代表ブログ：http://ameblo.jp/blind-soccer-b23/ 

 

※試合日程、対戦カード等、詳細は後日ご案内いたします。 
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ブラインドサッカー日本代表合宿 取材申請書 

申請期限：1月 11日(金) 正午 

貴 社 名 
 

媒 体 
新聞 ・ 通信／ウェブ ・ 出版 ・ テレビ ・ ラジオ 

その他(               ) 

番組名、媒

体名、掲載

や放送の予

定日等 

 

ご取材者名 

※全員分ご記

入ください。 

※各社 5 名ま

での申請でお

願いします。 

ペン ・ スチール ・ ENG  氏名   

ペン ・ スチール ・ ENG  氏名 

ペン ・ スチール ・ ENG  氏名 

ペン ・ スチール ・ ENG  氏名 

ペン ・ スチール ・ ENG  氏名 

代表者 

ご連絡先 

住所 

TEL               FAX            

E-mail 

 1月 12日(土) ／ 1月 13日(日) 

 
※選手、スタッフへのインタビューをご希望の場合はその旨ご記入ください。 

 

 

ご取材 

予定日 

 

 

送信先 FAX番号 03-6908-8908（日本ブラインドサッカー協会事務局） 

取材の申し込み、及び本件に関するお問い合わせ 

 

日本ブラインドサッカー協会 事務局 

E-mail: media@b-soccer.jp 

協会ウェブサイト：http://www.b-soccer.jp 

住所：〒169-0073 東京都新宿区百人町 1-23-7 新宿酒販会館 4階 

電話：03-6908-8907 FAX：03-6908-8908 

 


