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 メディアリリース  

 

2013年 3月 4日（月） 

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 

 

日本のトップチームが世界王者ブラジル代表チームに挑む！ 
ブラインドサッカー フィアット カルチョ 2013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、2013年 3月 23日(土)、24日(日)

の二日間にわたり、「フィアット カルチョ 2013」を開催いたします。 

本大会は、関東、関西、東北北信越、九州四国の各地域リーグを勝ち抜いてきた強豪チームが真のト

ップを競う大会です。今年は B1(全盲)クラスブラジル代表が特別参戦し、全国から集結した国内の強豪

チームと対戦いたします。 

ブラジル代表は 2004年アテネパラリンピックよりブラインドサッカーが正式種目になって以降、アテ

ネ(2004年)、北京(2008年)、ロンドン(2012年)と本競技の開催されたすべてのパラリンピックで金メダ

ルを獲得しているほか、2010 年世界選手権でも優勝しており、名実ともに世界最強のブラインドサッカ

ーナショナルチームです。今回来日するチームも、ロンドン・パラリンピックの主力が来日する予定で

す。今回のブラジル代表の来日は、2016 年のリオデジャネイロ・パラリンピックに向けての国内ブライ

ンドサッカーの強化の底上げを目的としています。 

本大会は、フィアット様の社会貢献活動「Share with FIAT」の取組の一環として 2011 年より開始さ

れました。Share with FIATは社会貢献が笑顔でつながり、広がっていくことを目指して活動しています。

当協会に対してはフィアットカルチョ(海外強豪代表チームを招いての大会)を中心にご支援いただいて

おります。大会当日は会場にてフィアット 500の特別試乗会も実施いたします。 

結束力の高い日本のクラブチームがチームワークを活かして、世界最高峰の実力を持つブラジル代表

に真っ向勝負を挑みます。ぜひ会場にて世界レベルのブラインドサッカーの迫力を体感していただきま

すようお願い申し上げます。 

 

記 

 

● 開催概要 

1. 大会名：フィアット カルチョ 2013 ( FIAT Calcio ) 

2. 日程：2013年 3月 23日(土)、24日(日)  ※小雨決行 荒天の場合は中止。 

3. 会場：横浜みなとみらいスポーツパーク 

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 6-2-1 

TEL：045-222-8189 ／ FAX：045-222-8181 

http://www.yspc.or.jp/mmsp_ysa/ 

4. 主催：日本ブラインドサッカー協会 

5. 特別協賛：フィアット クライスラー ジャパン 

6. 協賛：株式会社フロムワン 

7. 後援：ブラジル大使館／厚生労働省 

公益財団法人日本障害者スポーツ協会日本パラリンピック委員会 

横浜市／公益財団法人横浜市体育協会／一般社団法人横浜サッカー協会 

株式会社ニッポン放送 

8. パートナー：アクサ生命保険株式会社／アクサ損害保険株式会社 

ブラックロック・ジャパン株式会社／株式会社日立コンサルティング 

トーヨーエキスプレス株式会社／三三株式会社 
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● 大会スケジュール 

 
大会１日目：3月 23日(土) 

13:45 予選 ① たまハッサーズ 対 山梨キッカーズ 

② buen cambio yokohama 対 埼玉 T.Wings 

14:15 本戦 ❶ 松戸・乃木坂ユナイテッド 対 兵庫サムライスターズ 

❷ 新潟フェニックスファイヤーズ 対 ラッキーストライカーズ福岡 

15:35 予選 ③ 予選①の勝者 対 予選②の勝者 

④ 予選①の敗者 対 予選②の敗者 

16:10 オープニングセレモニー 

16:30 本戦 ❸ ブラジル 対 予選③の勝者 

  ❹ F.C.Avanzareつくば 対 本戦❷の勝者 

 

大会 2日目：3月 24日(日) 

10:00 交流戦 ①（本戦に出場しないチームによる交流戦） 

10:40 本戦 ❺ 本戦❶の勝者 対 本戦❸の勝者 

❻ 本戦❶の敗者 対 本戦❸の敗者 

12:00 交流戦 ②（本戦に出場しないチームによる交流戦） 

13:00 本戦 ❼ 本戦❷の敗者 対 本戦❻の勝者 

  ❽ 本戦❹の敗者 対 本戦❺の敗者 

14:30 アトラクション 

15:00 決勝戦 

16:20 閉会式 

 

●併催イベント 
1. エフチャンネル主催チャリティソサイチ大会(23日) 

2. Globe Project主催フットサル大会(24日) 

3. フィアット 500特別試乗会、「Share with FIAT」活動紹介(23日、24日) 

4. ブラインドサッカー体験会(23日、24日) 

 

● 出場チーム(全 10チーム) 

F.C.Avanzareつくば(茨城・関東リーグ代表) 

松戸・乃木坂ユナイテッド(東京/千葉・関東リーグ代表) 

兵庫サムライスターズ(兵庫・関西リーグ代表)  

新潟フェニックスファイヤーズ(新潟・東北北信越リーグ代表) 

ラッキーストライカーズ福岡(福岡・九州四国リーグ代表) 

予選出場チーム(たまハッサーズ／山梨キッカーズ／buen cambio yokohama／埼玉 T.Wings) 

ブラジル代表ナショナルチーム(特別参加) 

 

【取材受付中】ブラインドサッカーB1クラス日本代表合宿 
1. 日程：2013年 3月 9日(土)13:00～17:00 / 3月 10日(日)9:00～12:00 

2. 会場：クーバーフットボールパーク八王子富士森公園 

http://http://www.coerver-footballpark.com/hachioji-fujimori/access/ 

 

【取材受付中】さいたま市ノーマライゼーションカップ 

1. 大会名：さいたま市ノーマライゼーションカップ 

2. 大会内容：ブラインドサッカー国際親善試合 日本 対 ブラジル 

3. 日程：2013年 3月 20日（水・祝） 13:30キックオフ（予定） 

4. 会場：フットメッセ大宮（埼玉県さいたま市） 

5. 特設サイト：http://normalizationcup.b-soccer.jp/ 

※ 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 取材申請書 

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) 

B1クラス日本代表合宿 (クーバーフットボールパーク八王子富士森公園) 

3月 9日(土) ／ 3月 10日(日) 

さいたま市ノーマライゼーションカップ (フットメッセ大宮) 

3月 20日(水) 

フィアット カルチョ 2013 (横浜みなとみらいスポーツパーク) 

3月 23日(土) ／ 3月 24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。 

 

 

 

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 

 


