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	 メディアリリース	 	 

	 

2016 年 3 月 18 日（金）	 

報道関係者各位	 

NPO 法人日本ブラインドサッカー協会	 

	 

3 月 21 日	 「さいたま市ノーマライゼーションカップ 2016」	 

国歌独唱歌手「GLIM	 SPANKY」松尾レミ氏に決定	 
	 

	 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。	 

	 NPO 法人日本ブラインドサッカー協会（以下、JBFA）は、3 月 21 日（月・祝）に開催するさいたま

市ノーマライゼーションカップ 2016（フットメッセ大宮）の国歌独唱歌手をロックユニット「GLIM	 

SPANKY（グリムスパンキー）」の松尾レミ氏に決定しましたのでお知らせいたします。国歌独唱は、

13 時 15 分開始の開会式にて行います。	 

	 GLIM	 SPANKY がブラインドサッカー国際親善試合で国歌独唱を務めるのは、初めてです。GLIM	 SPANKY はこ

れまで数多くのブラインドサッカーの観戦および体験を行い、選手もライブ会場へ足を運ぶなど互いの関係を

深めてきており、2015 年 10 月に「NEXT	 ONE」がブラインドサッカー日本代表公式ソングに決定しております。

同曲は、IBSA ブラインドサッカーアジア選手権 2015 に続き、ブラインドサッカー日本代表が韓国代表と対戦

する今大会でも選手入場曲として使用いたします。	 

	 今大会の取材申請は、受付期間を延長し 3 月 20 日（日）17 時まで受け付けいたします。取材申請
ウェブフォーム（	 http://goo.gl/forms/wH4JlpUwsU	 ）よりお申し込みいただけます。ご取材のほどよろしく

お願いいたします。	 

	 

＜大会要項は 2 枚目をご覧ください＞	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

●GLIM	 SPANKY（グリムスパンキー）	 

ギターヴォーカルの松尾レミ（まつおれみ	 1991 年 12 月 7 日生まれ）、ギターの亀本寛貴（かめもとひろき	 1990

年 8 月 24 日生まれ）によるロックユニット。2007 年長野県で「GLIM	 SPANKY」を結成し、日本の 10 代バンド

の登竜門であるコンテスト「閃光ライオット」ではファイナルまで進出。一躍音楽業界の注目を浴びたことを

きっかけに上京した。2013 年インディーズでミニアルバム「MUSIC	 FREAK」をリリース後、2014 年には 1st ミ

ニアルバム「焦燥」でユニバーサルミュージック	 Virgin	 Music よりメジャーデビュー。その後、松尾レミが

カヴァーするジャニス・ジョップリンの「MOVE	 OVER」がスズキ「ワゴン Rスティングレー」の CM に使われて

話題となり、2015 年 7 月 22 日に発売した 1st アルバム「SUNRISE	 JOURNEY」は iTunes のロックアルバムラン

キングで最高位 3位を記録するなど、ロングセールス中。今年 1月に発売されたミニアルバム「ワイルド・サ

イドを行け」は iTunes	 ロックアルバムランキングで 1位獲得。バンドメンバーの野望は「日本語の楽曲で世

界に打って出ること」。今、最も日本で注目されている新進気鋭のロックバンドのひとつ。	 

	 

GLIM	 SPANKY オフィシャルページ	 

http://www.glimspanky.com/	 
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●さいたま市ノーマライゼーションカップ 2016	 開催概要	 

	 

大会名：ブラインドサッカー国際親善試合	 

	 	 	 	 さいたま市ノーマライゼーションカップ 2016	 

日	 程：2016 年 3 月 21 日（月・祝）	 

会	 場：フットメッセ大宮	 

	 	 	 	 (〒331-0825	 さいたま市北区櫛引町 2-574-1 イオン大宮	 立体駐車場棟屋上フロア)	 

主	 催：さいたま市／NPO 法人日本ブラインドサッカー協会（JBFA）	 

協	 力：大宮アルディージャ／フットメッセ大宮／イオン大宮店／公益財団法人日本ケアフィット共育機構	 

後	 援：厚生労働省／スポーツ庁／観光庁／公益財団法人日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピッ

ク委員会／埼玉県／一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会	 

日本ブラインドサッカー協会パートナー：アクサ生命保険株式会社／ブラックロック・ジャパン株式会

社／FCAジャパン株式会社／ＳＭＢＣ日興証券株式会社／株式会社	 朝日新聞社／KPMG ジャパン／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／ロート製薬株式会社	 

ブラインドサッカー日本代表スポンサー：アクサ生命保険株式会社／株式会社アセットリード／ブラッ

クロック・ジャパン株式会社／アディダス	 ジャパン株式会社	 

大会特設サイト：http://normalizationcup.b-soccer.jp/	 

	 

＜大会スケジュール＞	 

8:50	 	 取材受付開始予定	 

9:30	 	 大宮アルディージャサッカー教室	 

10:00	 一般向け開場	 （各ブースもオープン）	 

11:00	 両チーム練習	 

12:10	 チアパフォーマンス	 

12:45	 両チームウォーミングアップ	 

13:15	 開会式	 ＊国歌独唱あり	 

13:30	 キックオフ	 

15:00	 表彰式（試合終了時刻により変更あり）	 

	 

●ブラインドサッカー日本代表強化合宿	 開催概要	 

	 

主催：NPO 法人日本ブラインドサッカー協会	 

日程：3 月 19 日（土）〜20 日（日）	 

	 	 	 	 19 日（土）	 10 時〜16 時	 

	 	 	 	 20 日（日）	 9 時〜13 時	 

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/	 

	 

●ブラインドサッカー日本代表の今後のスケジュール	 

	 

	 

	 

日	 程（予定）	 イベントと会場	 

	 	 4 月 16 日（土）〜17 日（日）	 代表強化合宿（ZOZOPARK	 HONDA	 FOOTBALL	 AREA）	 

	 5 月 3 日（火・祝）〜5 日（木・祝）	 代表強化合宿	 

（クーバー・フットボールパーク八王子富士森公園）	 

	 	 5 月下旬〜6 月上旬	 海外遠征（未定）	 

NPO 法人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	 


