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	 メディアリリース	 	 

	 

	 

報道関係者各位	 

2016 年 5 月 25 日（水）	 

NPO 法人日本ブラインドサッカー協会	 

	 

6 月 11-12 日	 ブラインドサッカー日本代表選手育成合宿を初開催	 

アスリート合宿から選抜された 4 名も参加	 

	 

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、6 月 11 日(土)から 6 月 12 日(日)

の 2 日間にわたり、ブラインドサッカー日本代表選手育成合宿を初めて開催します。会場は

ZOZOPARK	 HONDA	 FOOTBALL	 AREA（千葉県千葉市）で、今年 2 月に日本代表強化指定選手に

招聘された戸谷隆之介（ナマーラ北海道）、山川聖立（Avanzare つくば）などの若手選手の

他に、次世代を担う選手としてアスリート合宿から選抜された 4 名も参加します。	 

	 今合宿は、日本代表強化指定の若手選手とアスリート合宿から選抜された選手で行われます。昨

年 10 月以降、ブラインドサッカー日本代表チーム部と普及育成部がブラインドサッカーの指導メソ

ッドを共有し、技術やトレーニングを統一化させるための交流を行ってきましたが、それらを踏ま

えて今回初めて各活動から招聘および選抜された選手が集結しての合宿となります。	 

	 東京パラリンピックでのメダル獲得、2024 年世界一を目指すブラインドサッカーの取り組みをご

取材頂きますようお願いいたします。	 

	 

●ブラインドサッカー日本代表育成合宿	 招聘選手	 

	 

	 

＊上記メンバーのほか、アスリート合宿から選抜された 4 名が参加します。	 

	 （中学 1 年生、2 年生、3 年生、高校 2 年生が各 1 名）	 

＊弱視のフィールドプレイヤーも参加します。	 

	 

●ブラインドサッカー日本代表育成合宿	 開催概要	 

	 

主催：NPO 法人日本ブラインドサッカー協会	 

日時：6 月 11 日（土）	 	 	 	 10 時～16 時半	 

	 	 	 	 	 12 日（日）	 	 	 	 10 時～16 時半	 

会場：ZOZOPARK	 HONDA	 FOOTBALL	 AREA	 

	 	 	 〒261-0014	 千葉県千葉市美浜区若葉 3 丁目 2-17	 

	 	 	 http://honda-sports-land.com/zozopark/	 

	 

	 氏名	 よみがな	 生年月日	 所属チーム	 

FP	 山川	 聖立	 やまがわ	 せいりゅう	 1996/5/4	 Avanzare つくば	 

FP	 戸谷	 隆之介	 とや	 りゅうのすけ	 1995/5/21	 ナマーラ北海道	 

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

GK	 清都	 俊仁	 きよと	 としひと	 1993/2/18	 buen	 cambio	 yokohama	 

GK	 高橋	 昌希	 たかはし	 まさき	 1991/4/14	 buen	 cambio	 yokohama	 

GK	 神山	 	 昌士	 かみやま	 まさし	 1994/2/21	 GLAUBEN	 FREUND	 TOKYO	 

GK	 竹中	 健太	 たけなか	 けんた	 1988/5/29	 松戸・乃木坂ユナイテッド	 
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●ブラインドサッカー日本代表の今後のスケジュール	 
	 

	 

	 

	 	 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	 

	 5 月 28 日（土）〜6 月 7 日（火）	 ブラジル遠征	 

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

	 7 月 16 日（土）〜18 日（月・祝）	 代表強化合宿（ZOZOPARK	 HONDA	 FOOTBALL	 AREA）	 

	 8 月 11 日（木・祝）〜14 日（日）	 代表強化合宿（未定）	 
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ブラインドサッカー	 取材申請書	 

【6 月 9 日(木)17:00 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	 

ご取材	 

予定日	 
	 

	 

※	 参加される日程に	 ◯	 を記入ください。	 

※	 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ご記入

ください。	 

6 月 11 日（土）	 代表選手育成合宿	 1 日目	 

6 月 12 日（日）	 代表選手育成合宿	 2 日目	 

	 

	 

	 

	 


