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 メディアリリース  

 

2013年 11月 12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 

 

ブラインドサッカーB1クラス日本代表強化合宿のご案内 
～欧州遠征に向けて 11月 16日、17日に八王子で開催～ 

 

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、以下 JBFA)では、11月 16日(土)か

ら 17日(日)の 2日間にわたり、B1(全盲)クラスの日本代表の強化合宿を八王子市にて開催いたします。 

先般ご案内しましたとおり、2014年 11月に「2014 IBSAブラインドサッカー世界選手権 B1大会」を

東京都渋谷区で開催することになりました。2016年のリオデジャネイロパラリンピック出場を目指し、

長期的な視野で強化に取り組んでいる日本代表チームにとって、ホスト国として世界の強豪国を迎える

世界選手権は、真剣勝負で実力を試せる貴重な機会となります。また、来月には欧州遠征を予定してお

り、現在、16名の強化指定選手が魚住稿代表監督のもとで切磋琢磨しています(欧州遠征の詳細について

は後日あらためてご案内いたします)。 

JBFAでは、日本代表チームおよび選手・スタッフへの継続取材のご相談も受け付けております。報道

関係の皆様には、世界選手権に向けた日本代表の活動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。 

 

※ご取材申請の締め切りは、2013年 11月 15日(金)正午までとさせていただきますので、あらかじめ

ご了承ください。 

記 

● 日本代表強化合宿 開催概要 

1. 日時：2013年11月16日(土)～17日(日) 

 11月16日(土) 10:00～16:30  

 11月17日(日) 09:00～12:30  

2. 会場：クーバー・フットボールパーク八王子富士森公園 

〒193-0931 東京都八王子市台町 2-2 

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

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 2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 
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● ブラインドサッカー 強化指定選手・スタッフプロフィール 

 

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 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 

FP 葭原 滋男 よしはら しげお 1962.11.23 東京都 乃木坂ナイツ 

FP 三原 健朗 みはら けんろう 1974.8.9 福岡県 ラッキーストライカーズ福岡 

FP 寺西 一 てらにし はじめ 1990.5.23 広島県 乃木坂ナイツ 

FP 佐々木 ロベ

ルト イズミ 

ささき ろべると い

ずみ 

1978.5.2 ブラジル F.C.Avanzareつくば 

GK 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 

GK 菅谷 竜太 すがや りゅうた 1992.6.5 千葉県 たまハッサーズ 

GK 清都 俊仁 きよと としひと 1993.2.18 千葉県 buen cambio yokohama 

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 

※ FP12人、GK4人の強化指定選手の中から、大会ごとに FP10人、GK2人を選抜します。 

※ 佐々木 ロベルト イズミは日本国籍取得申請中です。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

■世界選手権開催概要 (調整案)  

1. 大会名：2014 IBSA ブラインドサッカー世界選手権 B1 大会  

2. 大会日程：2014年 11月中旬～下旬  

3. 会場：国立代々木競技場フットサルコート  

〒150-0041 東京都渋谷区神南 2-1-1  

4. 競技クラス：B1(全盲カテゴリー)  

5. 主催：日本ブラインドサッカー協会  

6. 共催：International Blind Sports Federation (IBSA:国際視覚障害者スポーツ連盟)  

7. 競技形式・出場チーム数：IBSAの決定待ち  

8. 大会公式サイト(ベータ版)：http://blind-football.com/  
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ブラインドサッカー 取材申請書 

【2013年 11月 15日(金)正午までにお申し込みください】 

 

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 

 

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) 

B1強化合宿 1日目 

11月 16日(土) 10:00～16:30 

B1強化合宿 2日目 

11月 17日(日) 09:00～16:30 

※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。 


