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メディアリリース	 

	 

	 

報道関係各位	 

2016 年 6 月 21 日（火）	 

NPO 法人日本ブラインドサッカー協会	 

	 

「第 15 回	 アクサ	 ブレイブカップ	 ブラインドサッカー日本選手権」を	 
7 月 9-10 日	 アミノバイタルフィールドにて開催。	 
橘ゆりか氏（9 日）、小林弥生氏（10 日）も来場	 

	 

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、7 月 9 日(土)から 10 日(日)の 2 日

間にわたり、「第 15 回	 アクサ	 ブレイブカップ	 ブラインドサッカー日本選手権」をアミノバイ

タルフィールド（東京都調布市）で開催いたします。今大会は、過去最多 15 チームが出場する

ほか、決勝前イベント（10 日）としてブラサカジュニアアスリートチーム（男子）と女子チーム

によるエキシビションマッチを初めて行います。ゲストとして、タレントの橘ゆりか氏（9 日）、

元女子サッカー日本代表の小林弥生氏（10 日）も参加します。	 

	 また、併催イベントとしてブラインドサッカーを”ゆるく”開発したゾンビサッカーの日本一決定戦

「第 1 回ゾンビサッカー日本選手権（10 日・世界ゆるスポーツ協会主催）」を開催するほか、フットサル

大会、各種展示体験ブース、飲食ブースなどの楽しんでいただけるプログラムを多数用意しています。	 

	 取材申請はウェブフォーム（	 http://bit.ly/28JnabX	 ）のみで受け付けます。取材要項

(	 http://bit.ly/28J018V	 )をご確認のうえ、お申し込みください。取材申請の締め切りは、7 月 8 日（金）

正午までとさせて頂きます。当日のメディア受付は、9 日（土）は 9 時 30 分より、10 日（日）は 8 時よ

り開始となります。ご取材・報道のほど、どうぞよろしくお願いいたします。	 

	 

●大会概要	 

1.	 大会名：第 15 回	 アクサ	 ブレイブカップ	 ブラインドサッカー日本選手権	 

2.	 日時：2016 年 7 月 9 日（土）～10 日（日）※小雨決行、荒天の場合は中止	 

	 	 	 	 	 1 日目：10:20～	 第 1 試合	 ／	 12:50～	 開会式	 ／	 17:30～	 第 9 試合	 (18:05 終了予定)	 

	 	 	 	 	 2 日目：09:00～	 第 1 試合	 ／	 13:10～	 三位決定戦	 ／	 14:00～	 エキシビションマッチ	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 14:50〜	 決勝戦	 ／	 16:00〜	 表彰式(16:30 終了予定)	 

3.	 会場：アミノバイタルフィールド	 (〒182-0032 東京都調布市西町３７６−３)	 	 

4.	 主催：NPO 法人日本ブラインドサッカー協会	 

5.	 メインサポーター：アクサ生命保険株式会社／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	 

6.	 入場：入場無料(出入り自由)、決勝および三位決定戦(10 日・大会 2 日目)のみ一部有料席を設置	 

	 	 （決勝および三位決定戦の仮設スタンド部分を除く観戦エリアと、その他の試合はすべて観戦無料）	 

7.	 出場チーム数：15	 

	 	 	 	 Avanzare つくば（前回大会優勝、茨城県）、たまハッサーズ（前回大会準優勝、東京都）、	 

	 	 	 	 ナマーラ北海道（北海道）、コルジャ仙台 FC（宮城県）、	 

	 	 	 	 新潟フェニックスファイヤーズ（新潟県）、F.C.長野 RAINBOW（長野県）、	 

	 	 	 	 Vivanzare つくば（茨城県）、埼玉 T.Wings（埼玉県）、GLAUBEN	 FREUND	 TOKYO（東京都）、	 

	 	 	 	 松戸・乃木坂ユナイテッド（東京都、千葉県）、buen	 cambio	 yokohama（神奈川県）、	 

	 	 	 	 山梨キッカーズ（山梨県）、Mix	 Sense 名古屋（初出場、愛知県）、	 

	 	 	 	 兵庫サムライスターズ（兵庫県）、ラッキーストライカーズ福岡（福岡県）	 

8.	 試合形式概要：	 

	 	 	 	 【第 1 日】4 グループによる各リーグ 1 回戦総当たり	 (ランニングタイムの 15 分ハーフ)	 

	 	 	 	 【第 2 日】各グループ上位チームによる決勝トーナメントと下位チームによる	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 順位決定トーナメント	 (15 分ハーフ、決勝のみランニングタイムの 20 分ハーフ)	 

9.	 大会特設サイト：http://axa-bravecup.b-soccer.jp/	 
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【グループ分け】	 

	 

	 

	 

【トーナメント表】	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

【大会スケジュール】	 

7 月 9 日（土）	 1 日目	 

グループ A	 グループ B	 グループ C	 グループ D	 

Avanzare つくば	 たまハッサーズ	 兵庫サムライスターズ	 buen	 cambio	 yokohama	 

コルジャ仙台 FC	 新潟フェニックスファイヤーズ	 ナマーラ北海道	 ラッキーストライカーズ福岡	 

埼玉 T.Wings	 松戸・乃木坂ユナイテッド	 Vivanzare つくば	 GLAUBEN	 FREUND	 TOKYO	 

F.C.長野 RAINBOW	 山梨キッカーズ	 Mix	 Sense 名古屋	 	 

開始	 

時刻	 

終了	 

時刻	 

No.	 A コート	 No.	 B コート	 No.	 C コート	 

10:20	 10:55	 	 

—	 

	 

—	 

M1	 松戸・乃木坂ユナイテッド	 

vs	 	 

山梨キッカーズ	 

M2	 ナマーラ北海道	 

vs	 

Vivanzare つくば	 

11:10	 11:45	 M3	 Avanzare つくば	 

vs	 

コルジャ仙台 FC	 

M4	 埼玉 T.Wings	 

vs	 

F.C.長野 RAINBOW	 

M5	 buen	 cambio	 yokohama	 

vs	 

GLAUBEN	 FREUND	 TOKYO	 

12:00	 12:35	 M6	 たまハッサーズ	 

vs	 
松戸・乃木坂ユナイテッド	 

M7	 新潟フェニックスファイヤーズ	 

vs	 

山梨キッカーズ	 

M8	 

	 

兵庫サムライスターズ	 

vs	 

Mix	 Sense 名古屋	 

12:50	 13:05	 開会式	 

13:20	 13:55	 M9	 Avanzare つくば	 

vs	 	 

埼玉 T.Wings	 

M10	 コルジャ仙台 FC	 

vs	 

F.C.長野 RAINBOW	 

M11	 buen	 cambio	 yokohama	 

vs	 
ラッキーストライカーズ福岡	 

14:10	 14:55	 M12	 たまハッサーズ	 

vs	 

山梨キッカーズ	 

M13	 Vivanzare つくば	 

vs	 

Mix	 Sense 名古屋	 

M14	 兵庫サムライスターズ	 

vs	 

ナマーラ北海道	 

15:00	 15:35	 	 	 

	 

	 

	 

	 

スタンド設営	 

M15	 GLAUBEN	 FREUND	 TOKYO	 
vs	 

ラッキーストライカーズ福岡	 

M16	 Avanzare つくば	 

vs	 

F.C.長野 RAINBOW	 

15:50	 16:25	 	 M17	 兵庫サムライスターズ	 

vs	 

Vivanzare つくば	 

M18	 新潟フェニックスファイヤーズ	 

vs	 
松戸・乃木坂ユナイテッド	 

16:40	 17:15	 	 M19	 ナマーラ北海道	 

vs	 

Mix	 Sense 名古屋	 

M20	 コルジャ仙台 FC	 

vs	 

埼玉 T.Wings	 

17:30	 18:05	 	 M21	 たまハッサーズ	 

vs	 
新潟フェニックスファイヤーズ	 

	 

—	 

	 

—	 
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7 月 10 日（日）	 2 日目	 
開始	 

時刻	 

終了	 

時刻	 

No.	 A コート	 No.	 B コート	 No.	 C コート	 

9:00	 9:35	 M22	 グループ B	 2 位	 

vs	 

グループ C	 1 位	 

M23	 グループ A	 2 位	 

vs	 	 

グループ D	 1 位	 

M24	 グループ B	 1 位	 

vs	 	 

グループ C	 2 位	 

9:50	 10:25	 M25	 グループ A	 3 位	 

vs	 

グループ B	 4 位	 

M26	 グループ C	 3 位	 

vs	 

グループ D	 3 位	 

M27	 グループ C	 4 位	 

vs	 

グループ D	 2 位	 

10:40	 11:15	 M28	 グループ B	 3 位	 

vs	 

グループ A	 4 位	 

M29	 

	 

グループ A	 1 位	 

vs	 

M22 の勝者	 

M30	 M22 敗者	 

vs	 

M23 敗者	 

11:30	 12:05	 M31	 

	 

M23 の勝者	 

vs	 	 

M24 の勝者	 

M32	 M27 の勝者	 

vs	 

M28 の勝者	 

M33	 

	 

M25 の勝者	 

vs	 

M26 の勝者	 

12:20	 12:55	 M34	 

	 

M30 の勝者	 

vs	 

M24 の敗者	 

M35	 

	 

M25 の敗者	 

vs	 

M26 の敗者	 

M36	 M27 の敗者	 

vs	 

M28 の敗者	 

13:10	 13:45	 M37	 
3 位	 

決定戦	 

M29 の敗者	 

vs	 	 

M31 の敗者	 

M38	 

	 

M32 の敗者	 

vs	 

M33 の敗者	 

M39	 

	 

M32 の勝者	 

Vs	 

M33 の勝者	 

14:00	 14:35	 決勝前イベント	 

ジュニアアスリートチーム	 vs	 女子チーム	 

14:50	 15:40	 M40	 
決勝戦	 

M29 の勝者	 

vs	 

M31 の勝者	 

	 	 

	 

	 	 

	 

●イベント・出展ブース紹介	 

【9-10 日（両日）】	 

・フットサル大会（9 日・エフチャンネル主催、10 日・スポーツマネジメント主催）	 

・ブラインドサッカー体験	 

・ブラサカ VR 体験	 

・おもてなし介助技術体験（公益財団法人日本ケアフィット共育機構）	 

・おもしろスポーツ体験（公益財団法人日本レクリエーション協会）	 

・青空健康教室（Golden	 Age	 Project）	 

・弱視（ロービジョン）体験、マッサージ処「リラクサ」(アクサ生命保険株式会社)	 

・朝日新聞 PR ブース（株式会社朝日新聞社）	 

・古本パワープロジェクト(株式会社バリューブックス)	 

・飲食ブース	 

	 caffe	 latte(豚バラ丼、ビーフ丼、チキン丼)、eatjoy（長崎角煮バーガー）、	 

	 ぞうさん食堂（カオマンガイ、ベトナムごはん、トムヤムごはん）、ふぁんふぁーれ（妖怪焼き）	 

	 

【9 日（1 日目）のみ】	 

・13:30〜	 超ブラインド体験（超人スポーツ協会）	 

・終日	 	 	 コーフボール体験（日本コーフボール協会、コーフボールクラブ東京）	 

・終日	 	 	 セパタクロー体験（日本セパタクロー協会）	 

	 

【10 日（2 日目）のみ】	 

・11:00〜12:30	 第 1 回ゾンビサッカー日本選手権（世界ゆるスポーツ協会主催）	 

・12:30〜13:00	 ゾンビサッカー体験／人間スイカ割り体験	 

	 

	 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	 

 


