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	 メディアリリース	 	 

	 

報道関係者各位	 

2016 年 10 月 17 日（月）	 

NPO 法人日本ブラインドサッカー協会	 

	 

10 月 22 日	 ブラインドサッカー東日本リーグ 2016	 第 5 節	 

次世代を担う視覚障がい児らが所属する「free	 bird	 mejirodai」が初試合	 

TV アニメ「ＤＡＹＳ」とコラボして柄本つくし役声優の吉永拓斗氏も来場	 

	 

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、10 月 22 日(土)にブラインドサ

ッカー東日本リーグ 2016 第 5 節を文京区小石川運動場で開催します。当日は文京区内で活

動する「Grande	 TOKYO」の試合を含むロービジョンフットサル 1 試合とブラインドサッカ

ー2 試合が行われるほか、筑波大学附属視覚特別支援学校を母体とするブラインドサッカー

チーム「free	 bird	 mejirodai」の初試合となるエキシビションマッチも行います。	 

	 本節は文京区主催のイベント「文京区ユニバーサルスポーツＤＡＹＳ」

内で開催されます。併催イベントとして、ブラインドサッカー、ブライ

ンドテニス、ブラインドゴルフ等の障がい者スポーツ体験のほか、文京

区内の企業と大学によるチャリティフットサル大会が行われます。	 

	 また、TV アニメ「ＤＡＹＳ」とのタイアップにより、主人公柄本つ

くし役の声優吉永拓斗氏も来場し大会を盛り上げます。	 

	 本節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東日本リーグ 2016	 第 5 節	 開催概要	 

■大会名：文京区ユニバーサルスポーツＤＡＹＳ	 

	 	 	 	 	 ブラインドサッカー東日本リーグ 2016	 第 5 節	 

■日時：2016 年 10 月 22 日（土）10:00～16:00（開場 9:30）	 

10:30～	 Avanzare つくば	 対	 山梨キッカーズ（ブラインドサッカー）	 

11:30〜	 オープニングセレモニー	 

	 	 	 	 free	 bird	 mejirodai	 対	 松戸・乃木坂ユナイテッド	 によるエキシビションマッチ	 

12:45～	 Grande	 Tokyo	 対	 LFC 埼玉（ロービジョンフットサル）	 

14:30〜	 GLAUBEN	 FREUND	 TOKYO	 対	 埼玉 T.Wings（ブラインドサッカー）	 

15:30〜	 閉会式	 

■併催イベント：ブラインドサッカー、ブラインドテニス、ブラインドゴルフ等の障がい者スポー

ツ体験、文京区内の企業と大学によるチャリティフットサル大会	 

■会場：文京区立小石川運動場	 〒112-0004	 文京区後楽 1-8-23	 TEL：03-3811-4507	 

	 http://www.city.bunkyo.lg.jp/bunka/sports/shisetsu/koishikawa.html	 

■入場料：無料、観戦自由	 

■主催：文京区	 

■主管：NPO 法人日本ブラインドサッカー協会	 

■協力：スマイルフットサル	 

※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/9699/news/higashinihon2016.html	 

	 

＊吉永拓斗氏のプロフィールは次ページへ	 
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＜吉永	 拓斗（よしなが・たくと）＞	 

	 
1999 年 9 月 14 日生まれ、劇団ひまわり所属。	 

2016 年 7 月から放送中の TV アニメ「ＤＡＹＳ」の柄本つくし役声優として活躍中。TV アニメ「パ

ズドラクロス」のエース、「マクロスΔ」のグーラの声優も行う。	 

	 

TV アニメＤＡＹＳ	 

http://days-project.jp/	 

	 

	 

	 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	 
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ブラインドサッカー東日本リーグ 2016	 第 5 節	 取材申請書  
【10 月 21 日（金）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 

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。 

 

 

 

 

 


