
1 / 3 
 

	 メディアリリース	 	 

	 

	 

報道関係者各位	 

2016 年 10 月 5 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「北日本リーグ 2016」の日程が決定	 

10 月 9 日（日）	 	 新潟県「新潟聖籠スポーツセンター	 アルビレッジ」で開幕	 

 
NPO 法人日本ブラインドサッカー協会（以下、JBFA）は、「北日本リーグ 2016」の日程と

会場を決定しましたのでお知らせいたします。今季は、新潟県、長野県、宮城県から 3 チー

ムが参加し、全 2 節となります。	 

第 1 節は 10 月 9 日（日）に新潟聖籠スポーツセンター	 アルビレッ

ジ（新潟県）で開催。開幕試合は地元「新潟フェニックスファイヤー

ズ」と「F.C.長野 RAINBOW」の対戦で、全 3 試合が行われます。第 2

節は 11 月 13 日（日）に FUT	 MESSE 仙台長町（宮城県）で全 3 試合が

行われ、優勝チームには 2017 年春に開催予定のクラブチャンピオンシ

ップへの出場権が付与されます。	 

	 本大会は、普段ブラインドサッカーと接点がない地域の方にもご観

戦いただき、チームと地域の結びつきを強めることを目指し、各チー

ムの拠点となる地域で試合を行います。本大会ならびに各チームへの

継続取材もお受けしておりますので、ご取材のほど、どうぞよろしく

お願いいたします。	 

	 

●ブラインドサッカー北日本リーグ 2016	 開催日程	 

第 1 節	 10 月 9 日（日）	 	 新潟聖籠スポーツセンター	 アルビレッジ（新潟県）	 

第 2 節	 11 月 13 日（日）	 	 FUT	 MESSE 仙台長町（宮城県）	 

＊北日本リーグは、新潟県、長野県、宮城県を主な対象地域としています。	 

	 

●第 1 節	 開催概要	 

■日時：2016 年 10 月 9 日（日）	 

11:30～12:20	 新潟フェニックスファイヤーズ	 	 対	 	 F.C.長野 RAINBOW	 	 

13:35～14:25	 コルジャ仙台 FC	 	 対	 	 F.C.長野 RAINBOW	 

15:00～15:50	 新潟フェニックスファイヤーズ	 	 対	 	 コルジャ仙台 FC	 

■会場：新潟聖籠スポーツセンター	 アルビレッジ	 

〒957-0101	 新潟県北蒲原郡聖籠町東港 5 丁目 1923-12	 TEL:025-257-5822	 FAX:025-257-5833	 

URL：http://www.albillage.or.jp/	 

■入場料：無料、観戦自由	 

■主催：NPO 法人日本ブラインドサッカー協会	 

■第 1 節スポンサー：NPO 法人新潟スポーツコミュニティ、JAPAN サッカーカレッジ、新潟医療福祉

大学サッカー部、㈱ミツル、㈱悠生、民宿きのえね、Black	 &	 White、㈱竹花屋、治療院	 健生、だ

るま薬局、理・美容室 EVAH、農事組合法人	 木津みずほ生産組合、Jewellery	 Craft	 ARAIYA、佐藤正

社会保険労務士事務所、新潟・市民映画館	 シネ・ウインド、齋藤	 裕之、渡辺	 美由紀、桜井	 貴志

芳賀	 茂樹、桜井	 里香子、井上	 経久、石橋	 祐典、小山	 一世	 



2 / 3 
 

	 

●第 2 節	 開催概要	 

■日時：2016 年 11 月 13 日（日）	 

11:30～12:20	 新潟フェニックスファイヤーズ	 	 対	 	 F.C.長野 RAINBOW	 	 

13:45～14:35	 コルジャ仙台 FC	 	 対	 	 F.C.長野 RAINBOW	 

15:20～16:10	 新潟フェニックスファイヤーズ	 	 対	 	 コルジャ仙台 FC	 

■会場：FUT	 MESSE 仙台長町	 

〒982-0007	 宮城県仙台市太白区あすと長町 1-4-30SRG スポーツパーク内	 TEL:	 022-308-3077	 

URL：http://www.fut-messe.com/sendai/	 

■入場料：無料、観戦自由	 

■主催：NPO 法人日本ブラインドサッカー協会	 

	 

※大会スケジュールは、下記ページよりご覧いただけます	 

http://www.b-soccer.jp/9825/news/kitanihon2016.html	 

	 

以上	 	 	 	 	  
	 	 本件に関するお問い合わせ  

特定非営利活動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 
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ブラインドサッカー北日本リーグ 2016	 取材申請書  
【各節開催週の金曜日 12:00 までにお申し込みください】  

 

送信先  FAX 番号  03-6908-8908（NPO 法人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 

ご希望の取材日に○

をおつけください 

	 

第1節	 10 月 9 日（日）	 /	 第 2 節	 11 月 13 日（日）	 

	 

その他 

※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。 

 

 

 

 


