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	 メディアリリース	 	 

	 

	 

報道関係者各位	 

2016 年 5 月 18 日（水）	 

NPO 法人日本ブラインドサッカー協会	 

	 

ブラインドサッカー日本代表	 ブラジル遠征メンバー発表	 

リオ・パラリンピック出場国を含む計 7 カ国の参加が決定	 

	 

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、5 月 28 日(土)から 6 月 7 日(火)

にかけてブラジルへ派遣するブラインドサッカー日本代表選手およびスタッフを決定しま

したので、お知らせいたします。今回の親善試合にはリオ・パラリンピックへ出場するブラ

ジル、アルゼンチン、中国、イラン、モロッコ、メキシコに加え、日本の計 7 カ国の参加が

決定しました。さらに 1 カ国の参加が検討されており、そのため対戦形式とスケジュールの

詳細は調整中です。	 

	 派遣する選手およびスタッフとスケジュールは以下の通りです。	 

	 

●ブラインドサッカー日本代表遠征メンバー	 

	 

	 

＊スケジュールは 2 枚目に記載しています。	 

	 

	 

	 氏名	 よみがな	 所属チーム	 

FP	 田中	 章仁	 たなか	 あきひと	 たまハッサーズ	 

FP	 加藤	 健人	 かとう	 けんと	 埼玉 T.Wings	 

FP	 川村	 怜	 かわむら	 りょう	 Avanzare つくば	 

FP	 佐々木	 ロベルト泉	 ささき	 ろべるといずみ	 Avanzare つくば	 

FP	 寺西	 一	 てらにし	 はじめ	 松戸・乃木坂ユナイテッド	 

FP	 落合	 啓士	 おちあい	 ひろし	 buen	 cambio	 yokohama	 

FP	 佐々木	 康裕	 ささき	 やすひろ	 松戸・乃木坂ユナイテッド	 

FP	 日向	 賢	 ひなた	 さとる	 たまハッサーズ	 

GK	 佐藤	 大介	 さとう	 だいすけ	 たまハッサーズ	 

GK	 竹中	 健太	 たけなか	 けんた	 松戸・乃木坂ユナイテッド	 

監督	 高田	 敏志	 たかだ	 さとし	 	 

コーチ	 小西	 鉄平	 こにし	 てっぺい	 	 

コーチ	 中川	 英治	 なかがわ	 えいじ	 	 

コーチ	 福永	 克己	 ふくなが	 よしき	 Avanzare つくば	 

GK コーチ	 武田	 幸生	 たけだ	 ゆきお	 	 

フィジカルコーチ	 中野	 崇	 なかの	 たかし	 	 

メンタルコーチ	 大儀見	 浩介	 おおぎみ	 こうすけ	 	 

メディカルスタッフ	 松井	 康	 まつい	 やすし	 	 

普及育成スタッフ	 村上	 重雄	 むらかみ	 しげお	 	 

サポートスタッフ	 今金	 祐貴	 いまがね	 ゆうき	 buen	 cambio	 yokohama	 
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●参加国とブラジル遠征スケジュール	 

	 

＜参加決定国＞	 

ブラジル（世界ランク 1 位）、アルゼンチン（世界ランク 2 位）、中国（世界ランク 4 位）、日本（世

界ランク 7 位）、イラン（世界ランク 9 位）、モロッコ（世界ランク 14 位）、メキシコ（世界ランク

18 位）	 

	 

＜日本代表スケジュール＞	 	 

5 月 28 日（土）	 	 	 	 	 	 	 日本出発	 

	 	 29 日（日）	 	 	 	 	 	 	 ブラジル到着	 

	 	 30 日（月）〜31 日（火）	 クラス分け・トレーニング	 

6 月	 1 日（水）〜5 日（日）	 	 試合	 

	 	 	 6 日（月）	 	 	 	 	 	 	 ブラジル出発	 

	 	 	 7 日（火）	 	 	 	 	 	 	 日本到着	 

	 

	 

●ブラインドサッカー日本代表の今後のスケジュール	 
	 

 
以上 

	 

	 

	 	 本件に関するお問い合わせ	 

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	 

	 

日	 程（予定）	 イベントと会場	 

	 6 月 11 日（土）〜12 日（日）	 代表育成合宿（ZOZOPARK	 HONDA	 FOOTBALL	 AREA）	 

	 7 月 16 日（土）〜18 日（月・祝）	 代表強化合宿（未定）	 

	 8 月 11 日（木・祝）〜14 日（日）	 代表強化合宿（未定）	 


