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 メディアリリース  

 

2013 年 5 月 22 日（水） 

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 

 

アジア選手権の試合スケジュールが決定 
～日本は 24 日に韓国戦、25 日に中国戦～ 

 

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、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しております。22 日午後の代表者会議で抽選した結果、日本は 24 日（金）

に韓国と、25 日（土）に中国と対戦することになりました。試合はいずれも日本時間 午前 11 時 30 分

（現地時間 午前 10 時 30 分）開始です。大会方式は 3チームが 1回戦総当りでリーグ戦を行い、この

上位 2チームが 26 日（日）の日本時間 午前 11 時 30 分（現地時間 午前 10 時 30 分）から決勝を行い

ます。 

アジア選手権は、来年に開催される世界選手権への出場権が懸かっており（出場枠数は未定）、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見込みとなっているため、

非常に大きな意味を持っております。開幕直前のお知らせとなり、ご迷惑をお掛けしましたが、よろし

く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」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. 開催地：中国・北京 

3. 出場国：中国、韓国、日本 

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

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

6. 日程： 23 日（木） 中国－韓国 

    24 日（金） 日本－韓国 

    25 日（土） 日本－中国 

    26 日（日） リーグ戦の上位２チームによる決勝 

  試合時間はいずれも日本時間 午前 11 時 30 分から午後 0時 30 分 （現地北京とは１時間の時差が

あります） 

 

● 過去のアジア選手権成績 

第 1回（2005 年 ベトナム開催） 1 位日本 2 位韓国 ３位ベトナム 

第 2回（2007 年 韓国開催）１位中国 2 位韓国 3 位イラン 4 位日本 

第 3回（2009 年 日本開催）1位中国 2 位日本 3 位韓国 4 位イラン 5 位マレーシア 

第 4回（2011 年 日本開催）1位中国 2 位イラン 3 位日本 4 位韓国 
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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」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 大阪府 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 Avanzare つくば 

監督 魚住 稿 うおずみ こう 1976.10.3 東京都 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

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

B1 日本代表アジア選手権 in 中国［ご支援のお願い］ 

日本の障がい者スポーツを取り巻く環境は決して恵まれているとはいえません。少ない強化費、限

られた練習時間、多額な遠征費の自己負担など、ブラインドサッカー日本代表がパラリンピック初出

場を果たすためには、現在の競技環境を変えていくことが必須となっております。 
現在、法人・個人向け寄附、パートナー企業の募集、日本代表ウェア協賛企業の募集を実施してお

ります。世界を目指して戦う選手たちへのご支援をよろしくお願い申し上げます。 
詳しくは下記協会ウェブサイトをご覧ください。 

http://www.b-soccer.jp/5132/topics/b1-asia-2013.html 


