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 メディアリリース  

 

2013年 4月 15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 

 

第 5回 IBSAブラインドサッカー アジア選手権大会 
B1クラス日本代表選手決定！ 

～2014年世界選手権出場をかけて北京で～ 

 

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 5月 20日(月)から 27日

(月)の 8日間にかけて、中国・北京にて開催される「第 5回 IBSAブラインドサッカー アジア選手権大

会」に B1(全盲)クラス日本代表チームを派遣いたします。このたび、本大会に出場する日本代表選手お

よびスタッフが決定いたしましたのでご案内申し上げます。 

本大会は、2014 年に開催される世界選手権への出場権獲得のための大会（出場枠数は未定）で、2014

年世界選手権は 2016年パラリンピックリオ・デ・ジャネイロ大会の出場枠を争う大会となる見込みとな

っているため、非常に大きな意味を持つ大会となっております。 

なお、下記の通り日本代表合宿を開催いたしますので、ぜひ会場にご来場いただき、大会の周知広報

にご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

記 

● 「第 5回 IBSAブラインドサッカー アジア選手権大会」日本代表選手 
 

ポジション 氏名 よみ 生年月日 出身地 所属チーム 

FP(Cap) 落合 啓士 おちあい ひろし 1977.8.2 神奈川県 buen cambio yokohama 

FP 田中 章仁 たなか あきひと 1978.5.8 静岡県 たまハッサーズ 

FP 佐々木 康裕 ささき やすひろ 1975.11.20 千葉県 松戸ウォーリアーズ 

FP 加藤 健人 かとう けんと 1985.10.24 福島県 埼玉 T.Wings 

FP 川村 怜 かわむら りょう 1989.2.13 新潟県 F.C.Avanzareつくば 

FP 山口 修一 やまぐち しゅういち 1978.7.10 奈良県 埼玉 T.Wings 

FP 日向 賢 ひなた さとる 1984.12.13 東京都 たまハッサーズ 

FP 黒田 智成 くろだ ともなり 1978.10.9 熊本県 たまハッサーズ 

GK(副 Cap) 佐藤 大介 さとう だいすけ 1984.6.17 神奈川県 たまハッサーズ 

GK 安部 尚哉 あべ なおや 1983.7.24 岐阜県 F.C.Avanzareつくば 

監督 魚住 稿 うおずみ こう 1976.10.3 東京都 F.C.Avanzareつくば 

コーラー 藤井 潤 ふじい じゅん 1981.4.20 山口県 ラッキーストライカーズ福岡 
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● 「第 5回 IBSAブラインドサッカー アジア選手権大会」開催概要 

1. 大会名：第 5回 IBSAブラインドサッカー アジア選手権大会 

    5th IBSA Asian Blind Football Championships (B1) 

2. 開催国：中国・北京 

3. 会場：China Administration of Sports for Persons with Disabilities (CASPD) 

4. 大会日程：2013年 5月 20日(月)～27日(月) 

5月 20日(月)到着日 

5月 21日(火)、22日(水) クラス分け・練習日 

5月 23日(木)～26日(日) 試合 

5月 27日(月) 帰国日 

5. 主催：National Paralympic Committee of China (中国パラリンピック委員会) 

 

● B1クラス日本代表合宿 開催概要 

1. 日時：2013年4月27日(土)～29日(月・祝) 

 4月27日(土) 12:00～17:00  

 4月28日(日)  9:00～17:00 

 4月29日(月) 10:00～13:00 

2. 会場：クーバー・フットボールパーク八王子富士森公園 (27日、28日) 

〒193-0931 東京都八王子市台町 2-2 

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

エコ・フットサル・パーク八王子 (29日) 

〒192-0917 東京都八王子市西片倉 3-21 

http://www.bambino-sports.co.jp/ecofutsalparkhachioji/summary.html 

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 

以上 
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ブラインドサッカー 取材申請書 

【2013年 4月 26日(金)正午までにお申し込みください】 

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) 

クーバー・フットボールパーク八王子富士森公園 

4月 27日(土)  ／ 4月 28日(日) 

エコ・フットサル・パーク八王子 

4月 29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。 

 

 

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 

 


