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メディアリリース 

平成 25年 10月 7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 10回 日本ブラインドサッカー選手権 B2/B3大会」のご案内 

「第 13回全国障害者スポーツ大会オープン競技」として 

10月 12日、13日に新宿区で開催 
  

平素より、ブラインドサッカーにご厚情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、以下 JBFA)では、「第 10回日本ブラ

インドサッカー選手権 B2/B3大会」を 10月 12日、13日の二日間にかけて、新宿コズミックセンター 大

体育室(東京都新宿区)で開催いたします。本大会は「スポーツ祭東京 2013」第 13回全国障害者スポーツ

大会のオープン競技を兼ねています。前回大会優勝の S.C.SFIDA つくばをはじめ、全国から 5 チームが

参加し、B2/B3(弱視)クラスの日本一をかけて戦います。 

ブラインドサッカーの B2/3クラスは、弱視の選手により構成される 5人制サッカー(フットサル)です。

アイマスクを装着せず弱視状態のまま、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

ルも音源のないフットサルボールを用います。障がいの程度によって見え方の異なる選手同士がプレー

する難しさがありますが、その難しさは逆にチームメイトをよく理解する必要を生み出すという魅力が

あります。 

会場となる新宿区は、「多様性と多文化共生」や「ユニバーサルデザインによるまちづくり」に先進的

に取り組んでおり、日ごろから私たちの活動に多大なるご支援を頂いています。10 回目となる記念大会

を「スポーツ祭東京 2013」の一部として新宿区で開催することで、より多くの皆様に関心を持っていた

だく機会になると期待しております。 

本大会を通じて、JBFA のビジョンである、サッカーを通じて視覚障がい者と健常者があたりまえに混

ざり合う社会を実現するために活動を続けて参りますので、報道関係の皆様には、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 

1. 大会名：第10回 日本ブラインドサッカー選手権B2/B3大会 

兼 第13回全国障害者スポーツ大会オープン競技 

2. 日時：2013年10月12日(土)、10月13日(日) 

1日目 13:50～開会式 14:10～第1試合 17:30～第6試合 

2日目 09:30～第7試合 13:05～決勝戦 14:20～表彰式 

3. 会場：新宿コズミックセンター 

東京都新宿区大久保 3-1-2 

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=667 

4. 出場チーム：東京 N-Flugels、埼京 Red Rockets、A.C.TOKYO、S.C.SFIDAつくば、バレッティ大阪 

5. 主催：日本ブラインドサッカー協会 

6. 主管：第 10回日本ブラインドサッカー選手権 B2/B3大会実行委員会 

7. 後援：公益財団法人日本障害者スポーツ協会 

8. 観戦：入場無料、観戦自由 

9. 大会ウェブサイト：http://blindsoccerb23-2013.jimdo.com/ 

10. お問い合わせ、取材の申し込み：日本ブラインドサッカー協会 事務局 

E-mail: media@b-soccer.jp 電話：03-6908-8907 FAX：03-6908-8908 
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○第 10回 日本ブラインドサッカー選手権 B2/B3大会 試合日程 
 

１日目 

   時間 イベント チーメ名（H） チーメ名（A） 

13:50～14:05 開会式     

14:10～14:40 第一試合 S.C.SFIDAつくば 埼京 Red Rockets 

14:50～15:20 第二試合 東京 N-Flugels A.C.TOKYO 

15:30～16:00 第三試合 S.CSFIDAつくば バレッティ大阪 

16:10～16:40 第四試合 A.C.TOKYO 埼京 Red Rockets 

16:50～17:20 第五試合 東京 N-Flugels バレッティ大阪 

17:30～18:00 第六試合 S.C.SFIDAつくば A.C.TOKYO 

    ２日目 

   09:30～10:00 第七試合 東京 N-Flugels 埼京 Red Rockets 

10:10～10:40 第八試合 バレッティ大阪 A.C.TOKYO 

10:50～11:20 第九試合 S.C.SFIDAつくば 東京 N-Flugels 

11:30～12:00 第十試合 埼京 Red Rockets バレッティ大阪 

12:20～12:50 三位決定戦     

13:05～13:50 決勝戦     

14:20～14:40 表彰式     

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブラインドサッカー関東リーグ2013開催中 
 

関東リーグ各会場では、B2/B3クラスの試合も開催しています。あわせてご取材をご検

討ください。 

 
第5節 10月26日(土) 慶應義塾大学日吉キャンパス陸上競技場(神奈川県横浜市) 

第6節 11月10日(日) 新宿区大久保公園(東京都新宿区) 

第7節 11月23日(土) アスルクラロ沼津(静岡県沼津市) 

第8節 12月 1日(日) 筑波技術大学 春日キャンパスグラウンド(茨城県つくば市)  

 

※ 関東リーグの日程、結果等、詳細は下記ウェブページをご覧ください。 

http://www.b-soccer.jp/5774/news/20130824-1.html 
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ブラインドサッカー 取材申請書 

【2013年 10月 11日(金)12:00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 

※全員分ご記

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) 

 

 

10月 12日(土) 第 10回 B2/B3日本選手権 1日目 

 

 

10月 13日(日) 第 10回 B2/B3日本選手権 2日目 

 

※ 選手、スタッフへのインタビューをご希望の場合は以下にに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 2階 

電話：03-6908-8907 FAX：03-6908-8908 

 


