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メディアリリース 

 

平成 25年 4月 26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 

 

第 9回日本ブラインドサッカー選手権 B2/B3大会開催のご案内 

～弱視カテゴリーの国内最高峰決定戦！！～ 
 

 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、5 月 3 日(金)、4 日(土)の 2 日

間にわたり、「第 9 回日本ブラインドサッカー選手権 B2/B3 大会」を兵庫県立障害者スポーツ交流館(兵

庫県神戸市)で開催いたします。 

B2/B3カテゴリーは弱視者がプレイヤーとなり、アイマスクや音の鳴るボールは使用せず、さまざまな

視力、視野の選手たちが通常のフットサルとほぼ同じルールで競技を実施します。全国から集まった 5

チームの選手たちがボールを追いかけ、激しい闘いを繰り広げます。 

本カテゴリーの選手たちも日本代表として世界と互角に戦うことを目指して切磋琢磨しております。

日本代表の強化の礎となる大会をぜひご取材くださいますようお願い申し上げます。 

なお、本大会のご取材にあたっては事前申請をお願いしております。お手数ですが本リリース添付の

取材申請書をご提出いただきますようお願い申し上げます(5月 2日(木)12:00必着)。 

 

記 

 

1. 大 会 名 第 9回日本ブラインドサッカー選手権 B2/B3大会 

2. 日  程 2013年 5月 3日(金) 12:00～18:00、5月 4日(土) 09:30～15:00 

3. 入  場 無料・見学自由 

4. 会  場 兵庫県立障害者スポーツ交流館 

〒651-2181 神戸市西区曙町 1070 (総合リハビリテーションセンター内) 

TEL 078-927-2727 

http://www.hwc.or.jp/kouryukan/access.html 

5. 参加チーム 東京 N-flugels (東京都 前回優勝チーム) 

A.C TOKYO (東京都) 

S.C. SFIDA つくば (茨城県) 

バレッティ大阪 (大阪府) 

6. 試合形式 出場 4チームによるリーグ戦および決勝トーナメント方式 

7. 主  催 日本ブラインドサッカー協会 (http://www.b-soccer.jp/) 

8. 後  援 日本障害者スポーツ協会／ひょうご障害者スポーツ指導者協議会 

障害者スポーツネットひょうご／兵庫県視覚障害者スポーツ連盟 

9. 協  力 兵庫ブラインドサッカー協会／兵庫県立北須磨高等学校／兵庫県立視覚特別支援学校 

コイ鍼灸院 

10. 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／ネクスティア生命保険株式会社 

フィアット クライスラー ジャパン／ブラックロック・ジャパン株式会社 

株式会社アイデム／トーヨーエキスプレス株式会社／三三株式会社 

以上 
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●大会日程 

 

5月 3日(第 1日目) 

11:30    監督会議、公式練習 

12:00    開会式 

12:30～  第 1試合(1)  S.C. SFIDAつくば vs A.C TOKYO 

13:20～  第 2試合(2)  東京 N-flugels vs バレッティ大阪 

（14:00 終了） 

14:20～  第 3試合(3)  S.C. SFIDAつくば vs 東京 N-flugels 

15:10～  第 4試合(4)  A.C TOKYO vs バレッティ大阪 

（15:50 終了） 

16:10～  第 5試合(5)  S.C. SFIDAつくば vs バレッティ大阪 

17:00～  第 6試合(6)  A.C TOKYO vs 東京 N-flugels 

17:40    試合終了、監督・審判会議 

 

5月 4日(第 2日目)  ※順位はリーグ戦の結果から 

 9:30～  準決勝(7)  1位 vs 4位 

10:30～  準決勝(8)  2位 vs 3位 

（11:20 終了） 

11:50～  3位決定戦(9) 

12:50～  決勝戦(10) 

（13:40 終了） 

13:50    閉会式 

 

ブラインドサッカーのルール 
Ｂ１（全盲）クラスと B2/3（弱視）クラスがあり、いずれも、フットサル（５人制のミニサッカー）を基にルー

ルが考案されています。 

 

視覚障がい者スポーツにおけるクラス分け 
スポーツにおいては、その「見えにくい状態」を３つのカテゴリーに分けています。 

B1：全盲から光覚まで 

B2：視力 0.03まで、ないし、視野 5度まで 

B3：視力 0.1まで、ないし、視野 20度まで 

＊いずれも矯正後の診断によります。 

 

Ｂ２/B３（弱視）クラスについて 

B2/B3 カテゴリーでは、B2選手２名以上と B3選手によって行われるフットサルです。 

このクラスはアイマスクを装着しません。弱視者が弱視状態のまま、ほとんどフットサルと変わらないルールで

プレーします。ボールも音源がなく、フットサルボールを用いるため、障害によって見え方の異なる選手同士がプ

レーする難しさがつきまといます。 

一般的に「目が悪い」というと、視力が弱い状態を想像します。しかし、見えにくさにはいろいろな状態があり、

ぼやけ、欠け、にごりなどの症状があり、さらにそれらが掛け合わされて多様な見えにくさを生んでいます。 

そのような見えにくい状態を一般的には「弱視」と言います。ただし、弱視は医学的に定義された専門用語の

側面があり、幅広い意味で見えにくい状態にあることを「ロービジョン」と呼んでいます。 

 なお、国内大会では、競技の普及等のために、B2選手と B3選手の出場規定は制限しておりません。また晴眼

選手の出場も認められています。 
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ブラインドサッカー 取材申請書 

【2013年 5月 2日(木)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) 

5月 3日(金) 12:00～18:00 

5月 4日(土) 09:30～15:00 

※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 

  


