
 1 / 3 

 

 

 メディアリリース  

 

2013年 5月 21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 

 

第 12回アクサ ブラインドサッカー日本選手権 B1大会 
「アクサ ブレイブカップ」大会アンバサダーに名波浩氏が就任！ 

 

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 6月 15日(土)から16日(日)の 2

日間にわたり、味の素スタジアム(東京都調布市)にて「第12回アクサ ブラインドサッカー日本選手権 B1大会」

(愛称「アクサ ブレイブカップ」)を開催いたします。全国から B1(全盲クラス)の11チームが集結し、ブライン

ドサッカー日本一をかけて熱戦を繰り広げます。このたび、大会アンバサダーとして、元日本代表でサッカー解

説者の名波浩氏が就任いたしました。16日には名波氏が来場し、小学生を対象としたサッカー教室を開催いたし

ます。 

本大会は、メインパートナーであるアクサ生命保険株式会社、アクサ損害保険株式会社、アクサダイレクト生

命保険株式会社の 3社(以下アクサ)からサポートを受けて運営されます。会場には、アクサのマッサージルーム

「リラクサ」の体験コーナーや、「弱視リスク啓発ブース」を設置いたします。 

そのほか、当日は「FIAT500」の展示、「古本パワープロジェクト」の紹介コーナー、「ブラインドサッカー体験」

やアイメイトの「盲導犬体験歩行」コーナー、「チャリティフットサル大会」、「スタンプラリー」など、イベント

盛りだくさんでお楽しみいただけます。 

ブラインドサッカーの強化と普及の要である本大会のご取材、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 

●大会概要 

1. 大会名：第12回アクサ ブラインドサッカー日本選手権 B1大会(愛称「アクサ ブレイブカップ」) 

2. 日時：2013年 6月15日(土)～16日(日) 

【1日目】10:55～ 第 1試合 ／ 13:25～ 開会式 

【2日目】09:00～ 第 1試合 ／ 13:40～ 決勝戦 ／ 15:00～ 表彰式 

3. 会場：味の素スタジアム (〒182-0032 東京都調布市西町 376-3) 

 http://www.ajinomotostadium.com/ 

4. 出場チーム：全 11チーム 

5. 試合形式：【1日目】3グループの各リーグ総当たり戦 

【2日目】各グループ上位チームの決勝トーナメントと下位チームの順位決定トーナメント 

6. 主催：日本ブラインドサッカー協会 

7. 後援：公益財団法人日本障害者スポーツ協会／東京都／株式会社東京スタジアム／株式会社ニッポン放送 

8. メインサポーター：アクサ生命保険株式会社／アクサ損害保険株式会社／ 

アクサダイレクト生命保険株式会社 

9. 協賛：アディダス ジャパン株式会社／株式会社フロムワン／スタンダードチャータード銀行 

10. 協力：公益財団法人アイ メイト協会 

11. パートナー：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／三三株式会社／トーヨーエキスプレス株式会社 

   株式会社日立コンサルティング 

12. 主管：第12回アクサ ブラインドサッカー日本選手権B1大会運営委員会 

13. 大会特設サイト：http://axa-bravecup.b-soccer.jp/ 
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●名波浩氏ジュニアサッカー教室概要 

1. 日時：6月 16日(日) 

【1回目】10:00～11:20 (80分) 

【2回目】12:30～13:50 (80分) 

2. 募集人数：各回 40名 (応募者多数の場合、抽選とさせていただきます。予めご了承ください。) 

3. 対象：小学 4年生～6年生 

4. 申込方法：http://axa-bravecup.b-soccer.jp/event/ より申込用紙をダウンロードのうえ、必要事項を記

入して、E-mail（info@b-soccer.jp）またはFAX（03-6908-8908）にてお申し込みください。 

5. 申込締め切り：5月 31日(金) 

●その他併催イベント 

・ 「リラクサ」マッサージルーム (アクサ) 

・ 弱視リスク啓発ブース (アクサ) 

・ 「FIAT500」展示 (フィアット クライスラー ジャパン) 

・ 古本パワープロジェクト(株式会社バリューブックス) 

・ アイメイト(盲導犬)体験歩行(公益財団法人アイ メイト協会) 

・ チャリティフットサル大会 (エフチャンネル) 

・ ブラインドサッカー体験会(日本ブラインドサッカー協会) 

・ スタンプラリー(日本ブラインドサッカー協会) 

●出場チーム 

・ たまハッサーズ(前回優勝チーム・東京都) 

・ 新潟フェニックスファイヤーズ(新潟県) 

・ ながの F.C.RAINBOW(長野県) 

・ Avanzareつくば(茨城県) 

・ 埼玉T.Wings(埼玉県) 

・ 松戸・乃木坂ユナイテッド（千葉県・東京都） 

・ buen cambio yokohama(神奈川県) 

・ 山梨キッカーズ(山梨県) 

・ 大阪ダイバンズ(大阪府) 

・ 兵庫サムライスターズ(兵庫県) 

・ ラッキーストライカーズ福岡(福岡県) 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ アクサによるブラインドサッカーの取り組み 

アクサは、コーポレートレスポンシビリティ(CR：企業の社会的責任)の取り組みの一環として、2006 年から

ブラインドサッカーを支援し、競技環境の整備や集客・認知向上活動の支援、大会運営を支援するためにボラン

ティア派遣を行っています。2013年は、日本初開催となる弱視クラスの世界選手権「2013 IBSAブラインドサッ

カー世界選手権 B2/B3大会」(2013年 2月開催)を支援し、「弱視(ロービジョン)」のリスク啓発活動をスタート

しました。今後アクサと日本ブラインドサッカー協会(JBFA)は、「アクサ ブレイブカップ」およびその他の大会

期間中、会場内に「弱視リスク啓発ブース」を設置し、弱視体験眼鏡やパネルを展示するとともに、スポ育など

の出張授業の中で弱視のリスク啓発活動を展開いたします。 

アクサと JBFA は、視覚障がいまたその原因となる糖尿病などの重篤な疾患を早期に発見し、重症化を防止す

るために、弱視のリスクに対する社会的認知を広げる啓発活動に努めてまいります。 

アクサ生命保険株式会社／アクサ損害保険株式会社/アクサダイレクト生命保険株式会社 

http://www.axa.co.jp/ 
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ブラインドサッカー 取材申請書 

【2013年 6月 13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) 

アクサ ブレイブカップ 大会 1日目(味の素スタジアム) 

6月 15日(土) 

アクサ ブレイブカップ 大会 2日目(味の素スタジアム) 

6月 16日(日) 

※選手、チーム、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 

 


