
 1 / 3 

 

 メディアリリース  

 

2015年 4月 18日（土） 

報道関係者各位 

日本ブラインドサッカー協会 

 

IBSA World Games 5 月 10～17日 

ブラインドサッカーおよびロービジョンフットサル日本代表を発表 

5 月 7 日に壮行会を実施 

 

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は、5月 10日から 17日まで韓国・ソウルで開催される視覚障がい者スポ

ーツの総合大会、IBSA World Gamesに日本代表を派遣します。このほど、ブラインドサッカー（全盲ク

ラス）とロービジョンフットサル（弱視クラス）の両チームの派遣メンバーが決まりましたので、発表い

たします。 

 ブラインドサッカー日本代表にとっては、リオデジャネイロ・パラリンピック予選となるアジア選手権

（開催時期、場所とも未定）を前に、数少ない国際試合の機会となります。昨秋の世界選手権代表からは、

GK菅谷竜太、FP山口修一、日向賢の 3名が入れ替わりで加わりました。また、ロービジョンフットサル

日本代表は、2013年 11月の齋藤友規監督就任以来、この大会での勝利を目標にしてきました。今回の代

表のうち、2013年 2月の世界選手権代表は GK岩崎直、FP秋葉茂、角谷佳祐、竹内雄亮の 4名で、フット

サル元日本代表 GK石渡良太らが加わりメンバーは刷新されました。代表メンバーは別表の通りです。 

 なお、両代表の壮行会を 5月 7日（木）14時 15分より、MIFA Football Park（東京都江東区豊洲 6-

1-23・ゆりかもめ「新豊洲駅」から徒歩 2分・http://mifafootballpark.com/）にて行います。3枚目に

取材申請書を添付致します。 

 

 

ブラインドサッカー日本代表 

背番

号 
Role 

氏名（漢字） よみがな 
生年月日 所属 

姓 名 姓 名 

1 GK 佐藤 大介 さとう だいすけ 1984/6/17 たまハッサーズ 

12 GK 菅谷 竜太 すがや りゅうた 1992/6/5 たまハッサーズ 

2 FP 山口 修一 やまぐち しゅういち 1978/7/10 埼玉 T.Wings 

4 FP 田中 章仁 たなか あきひと 1978/5/8 たまハッサーズ 

5 FP 黒田 智成 くろだ ともなり 1978/10/9 たまハッサーズ 

7 FP 川村 怜 かわむら りょう 1989/2/13 Avanzareつくば 

8 FP 日向 賢 ひなた さとる 1984/12/13 たまハッサーズ 

9 FP 加藤 健人 かとう けんと 1985/10/24 埼玉 T.Wings 

10 FP 落合 啓士 おちあい ひろし 1977/8/2 
buen cambio 

yokohama 

15 FP 佐々木 ロベルト泉 ささき ろべるといずみ 1978/5/2 Avanzareつくば 

 監督 魚住 稿 うおずみ こう 1976/10/3 Avanzareつくば 

 ガイド 藤井 潤 ふじい じゅん 1981/4/20 
ラッキーストライ

カーズ福岡 

＜ブラインドサッカー参加予定 10か国＞ 

アルゼンチン、スペイン、英国、ロシア、トルコ、グルジア、中国、インド、韓国、日本 

※順位決定の方式は、現地での代表者会議で最終決定となります。 
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ロービジョンフットサル日本代表 

背番

号 
Role 

氏名（漢字） ふりがな 
生年月日 所属 

姓 名 姓 名 

1 GK 岩崎 直 いわさき すなお 1988/12/30 東京 N-フリューゲルス 

12 GK 石渡 良太 いしわた りょうた 1976/12/8  

2 FP 秋葉 茂 あきば しげる 1972/6/11 A.C.TOKYO 

3 FP 野口 直也 のぐち なおや 1978/9/3 バレッティ大阪 

4 FP 岩田 朋之 いわた ともゆき 1986/1/17 F.C.SFIDA つくば 

7 FP 竹内 雄亮 たけうち ゆうすけ 1995/8/1 東京 N-フリューゲルス 

8 FP 三沖 佑介 みおき ゆうすけ 1992/2/29 F.C.SFIDA つくば 

9 FP 丸山 哲生 まるやま てつお 1985/9/19 F.C.SFIDA つくば 

10 FP 角谷 佳祐 かどや けいすけ 1989/9/28 A.C.TOKYO 

11 FP 坂井 勇規 さかい ゆうき 1989/4/12 
ラッキーストライカーズ

福岡 

 監督 齋藤 友規 さいとう ゆうき 1982/1/28  

＜ロービジョンフットサル参加予定 6か国＞ 

スペイン、イタリア、ロシア、ウクライナ、韓国、日本 

※順位決定の方式は、現地での代表者会議で最終決定となります。 

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 2階 

電話：03-6908-8907 FAX：03-6908-8908 
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ブラインドサッカー 取材申請書 

【5月 1日(金)正午までにお申し込みください】 

 

送信先 FAX 番号 03-6908-8908（日本ブラインドサッカー協会事務局） 

 

 

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 

 

5月 7日(木) 14-15時 日本代表壮行会 

※ 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その旨をご記入くだ

さい。 

 

 


