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メディアリリース 

 

平成 25年 1月 27日（日） 

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 

 

「“あい”のサッカー」 2013 IBSAブラインドサッカー世界選手権 B2/B3大会 

競技日程および対戦カード決定のご案内 

 

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(水)より「2013 IBSA

ブラインドサッカー世界選手権 B2/B3 大会」を宮城県利府町のセキスイハイムスーパーアリーナにて開

催いたします。このたび、出場を予定していたスペイン、トルコのキャンセルにともない、競技形式、

組み合わせが下記のとおり変更されますので、ご案内申し上げます。 

ご関心をお寄せいただいている皆さま、および、関係者の皆さまには多大なご迷惑をお掛けすること

を深くお詫び申し上げるとともに、引き続きご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 

※誠に勝手ながら、取材申請は 2月 4日(月)正午までにご送付ください。 

記 

2013 IBSAブラインドサッカー世界選手権 B2/B3大会 

●概要 

1. 日程：2013年 2月 6日(水)～11日(月・祝) ［大会日程に変更はございません］ 

2. 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) 

宮城県宮城郡利府町菅谷字舘 40-1 

  http://www.mspf.jp/grande21/index.php?action=sisetu_traffic_index 

3. 出場国：イングランド、ウクライナ、ロシア、日本 以上 4カ国 

4. 主催：日本ブラインドサッカー協会 

5. 共催：国際視覚障害者スポーツ連盟(IBSA) 

●競技日程 

グループリーグ 決勝トーナメント(ページシステム) 

GAME 日時 時間 ホーム アウェイ GAME 日時 時間 ホーム アウェイ  

 

2月6日 

10:00 開会式 #7 

2月9日 

12:00 1st 2nd ① 

#1 12:00 日本 ロシア #8 14:00 3rd 4th ② 

#2 14:00 イングランド ウクライナ #9 2月10日 12:00 ①の敗者 ②の勝者 ③ 

#3 

2月7日 

12:00 ウクライナ 日本 #10 

2月11日 

12:00 
3rd PLACE 

②の敗者対③の敗者 
④ 

#4 14:00 ロシア イングランド #11 14:30 
FINAL 

①の勝者対③の勝者 
⑤ 

#5 

2月8日 

12:00 日本 イングランド  16:00 表彰式  

#6 14:00 ロシア ウクライナ  
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●競技形式 

（１）総当り戦のグループリーグを実施 

 

（２）グループリーグの成績により、ページシステムで順位を決定 

  ①グループリーグの1位と2位が対戦し、勝者は決勝戦へ進出。敗者は再び準決勝へ。 

  ②グループリーグの3位と4位が対戦し、勝者は準決勝へ進出。敗者は3位決定戦へ。 

  ③ ①の敗者と②の勝者が対戦し、勝者は決勝戦へ進出。敗者は3位決定戦へ。 

  ④ ①の勝者と③の勝者が決勝戦。②の敗者と③の敗者が3位決定戦へ。 

 
●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 齊藤 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 

監督 安藤 久志（あんどう・ひさし） 41 岡山県   

 

●大会特設サイト：http://2013worldchamp.b-soccer.jp/ 
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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：2月 4日(月) 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 

ご取材予定

日 
(希望日を○

で囲んでくだ

さい) 

2月 6日(水) ／ 2月 7日(木)  ／ 2月 8日(金) 

2月 9日(土) ／ 2月 10日(日) ／ 2月 11日(月・祝) 

※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。 

 

 

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 / 080-1014-3554(2月 1日～11日) FAX：03-6908-8908 

 


