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メディアリリース	 

	 

報道関係各位	 

2017 年 6月 14 日（水）	 

NPO 法人日本ブラインドサッカー協会	 

	 

第 16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 

参加 19チームの対戦スケジュールが決定 

7月 1日 FINAL ラウンドのチケット発売開始 

	 

	 NPO 法人日本ブラインドサッカー協会（以下、JBFA）は、7月 1日（土）、2日（日）、23日（日）の 3日間

にわたり「第 16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（以下、アクサ	 ブレイブカップ）」

を開催しますが、このほどスケジュールが決定しましたのでお知らせします。Vivanzare つくば（つくば市）

が出場辞退となり、参加チーム数が 20チームから 19チームへ変更となりました。	 

	 予選ラウンド（1-2 日）は、参加 19チームが 4組（5チーム×3組、4チーム×1組）に分かれ 1回戦総当

たりのグループリーグを行い、各グループ上位 1チーム、計 4チームが決勝トーナメントへ進出。予選ラウ

ンドでは、準決勝までを行います。入場は無料で、第 1日目（1日）は 10時 30 分から、第 2日目（2日）は

9時 30分から第 1試合を開始します。	 

	 FINAL ラウンド（23日）は、決勝戦と 3位決定戦

を行います。3 位決定戦は 11 時 00 分から、決勝戦

は 13時 30 分から試合開始で、一部有料席を設けま

す。有料席はピッチ横の一部、両ゴール裏に設置す

る仮設スタンドのほか、会場の既存のスタンドなど

を使用し、1 枚のチケットで決勝戦と 3 位決定戦両

方の試合観戦が可能で、プレミアムシート 8席（指

定席、プレミアムグッズ付）、ピッチサイドシート

196席（指定席）、レギュラーシート416席（自由席）、

アクセシビリティエリア 10席（自由席）、スタンディングエリア 170 席（自由席）、計 800 席となります（詳

細はリリース 3-4 枚目参照）。その他、無料観戦エリアとして 882 席を設けます。チケット販売は、7月 1日

（土）10時から JBFA 公式サイトおよび予選ラウンド会場（みなとみらいスポーツパーク）で行います。	 

	 予選ラウンドの取材申請は、ウェブフォーム（	 http://bit.ly/2s5udRS	 ）のみで受け付けます。取材要項

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、6月 30日（金）正午までとさせて頂きます。

当日のメディア受付時間は、1日（土）は 9時 45分より、2日（日）は 8時 45分より開始となります。FINAL

ラウンドの取材受付は、2日（日）予選ラウンド終了後より開始します。	 

	 

●大会概要	 

1.	 大会名：第 16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.	 愛称：アクサ	 ブレイブカップ	 

3.	 日程および会場：小雨決行、荒天の場合は中止	 

	 	 2017 年 7月 1日（土）～2日（日）	 予選ラウンド（みなとみらいスポーツパーク・神奈川県横浜市）	 

	 	 	 	 	 	 	 1 日目：10:30～	 第 1試合	 ／	 13:05～	 開会式	 ／	 16:20～	 第 9試合	 (10:00 開場)	 

	 	 	 	 	 	 	 2 日目：	 9:30～	 第 1試合	 ／	 15:35～	 準決勝（9:00 開場)	 

	 	 	 	 	 	 7 月 23 日（日）	 	 	 	 	 	 FINAL ラウンド（アミノバイタルフィールド・東京都調布市）	 	 

	 	 	 	 	 	 	 3 日目：11:00〜	 3 位決定戦	 ／	 13:30～	 決勝戦	 ／	 14:30～	 表彰式	 （10:00 開場）	 

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／アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社	 

6.	 大会特設サイト：http://axa-bravecup.b-soccer.jp/	 
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7.	 入場：予選（1-2 日）は入場無料、決勝戦および 3位決定戦(23 日)は一部有料席を設置	 

8.	 試合形式概要：	 	 

	 	 	 参加 19チームが 4組（5チーム×3組、4チーム×1組）に分かれ、1回戦総当たりのグループリーグ	 

	 	 	 を行い、各グループ 1位が決勝トーナメントへ進出。準決勝まではランニングタイムの 15分ハーフ、	 

	 	 	 3 位決定戦、決勝戦はランニングタイムの 20分ハーフで行います。	 

	 

【グループ分け】全 19チーム	 

グループA	 グループB	 グループC	 グループD	 

新潟フェニックスファイヤーズ	 Avanzare つくば	 たまハッサーズ	 ラッキーストライカーズ福岡	 

埼玉 T.Wings	 ナマーラ北海道	 兵庫サムライスターズ	 buen	 cambio	 yokohama	 

松戸・乃木坂ユナイテッド	 F.C.長野 RAINBOW	 コルジャ仙台FC	 GLAUBEN	 FREUND	 TOKYO	 

山梨キッカーズ	 free	 bird	 mejirodai	 岡山	 DEVIL	 BUSTERS	 Mix	 Sense 名古屋	 

LEO	 STYLE 北九州	 A-pfeile 広島 BFC	 	 Derroto	 Saber 茨城	 

	 

【トーナメント表】	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

【大会スケジュール】	 

・7月 1日（土）	 1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	 

10:30	 11:05	 M1	 埼玉 T.Wings	 

vs	 

山梨キッカーズ	 

M2	 Avanzare つくば	 

vs	 	 

free	 bird	 mejirodai	 

	 	 

11:20	 11:55	 M3	 buen	 cambio	 yokohama	 

vs	 

GLAUBEN	 FREUND	 TOKYO	 

M4	 松戸・乃木坂ユナイテッド	 

vs	 

新潟フェニックスファイヤーズ	 

M5	 F.C.長野 RAINBOW	 

vs	 

ナマーラ北海道	 

12:10	 12:45	 M6	 兵庫サムライスターズ	 

vs	 

コルジャ仙台FC	 

M7	 Derroto	 Saber 茨城	 

vs	 

Mix	 Sense 名古屋	 

M8	 

	 

埼玉 T.Wings	 

vs	 

LEO	 STYLE 北九州	 

13:05	 13:35	 	 

開会式	 

	 

13:50	 14:25	 M9	 A-pfeile 広島 BFC	 	 

vs	 	 

Avanzare つくば	 

M10	 ラッキーストライカーズ福岡	 

vs	 

GLAUBEN	 FREUND	 TOKYO	 

	 	 

14:40	 15:15	 M11	 山梨キッカーズ	 

vs	 

松戸・乃木坂ユナイテッド	 

M12	 free	 bird	 mejirodai	 	 

vs	 

ナマーラ北海道	 	 

M13	 たまハッサーズ	 

vs	 

コルジャ仙台FC	 

15:30	 16:05	 M14	 buen	 cambio	 yokohama	 

vs	 

Derroto	 Saber 茨城	 

M15	 新潟フェニックスファイヤーズ	 

vs	 

LEO	 STYLE 北九州	 

M16	 A-pfeile 広島 BFC	 

vs	 

F.C.長野 RAINBOW	 

16:20	 16:55	 M17	 岡山	 DEVIL	 BUSTERS	 

vs	 

兵庫サムライスターズ	 

M18	 Mix	 Sense 名古屋	 

vs	 

ラッキーストライカーズ福岡	 
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・7月 2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	 

9:30	 10:05	 M19	 LEO	 STYLE 北九州	 

vs	 

松戸・乃木坂ユナイテッド	 

M20	 A-pfeile 広島 BFC	 

vs	 	 

ナマーラ北海道	 

M21	 コルジャ仙台FC	 

vs	 	 

岡山	 DEVIL	 BUSTERS	 

10:20	 10:55	 M22	 ラッキーストライカーズ福岡	 

vs	 

Derroto	 Saber 茨城	 

M23	 埼玉 T.Wings	 

vs	 
新潟フェニックスファイヤーズ	 

M24	 GLAUBEN	 FREUND	 TOKYO	 

vs	 

Mix	 Sense 名古屋	 

11:10	 11:45	 M25	 たまハッサーズ	 

vs	 

兵庫サムライスターズ	 

M26	 

	 

F.C.長野 RAINBOW	 

vs	 

Avanzare つくば	 

M27	 LEO	 STYLE 北九州	 

vs	 

山梨キッカーズ	 	 

12:00	 12:35	 M28	 

	 

free	 bird	 mejirodai	 	 

vs	 	 

A-pfeile 広島 BFC	 	 

M29	 Derroto	 Saber 茨城	 

vs	 

GLAUBEN	 FREUND	 TOKYO	 

	 

	 

	 

12:50	 13:25	 M30	 

	 

埼玉 T.Wings	 	 

vs	 

松戸・乃木坂ユナイテッド	 	 

M31	 

	 

buen	 cambio	 yokohama	 

vs	 
ラッキーストライカーズ福岡	 	 

M32	 たまハッサーズ	 

vs	 

岡山	 DEVIL	 BUSTERS	 	 

13:40	 14:15	 M33	 ナマーラ北海道	 

vs	 	 

Avanzare つくば	 

M34	 

	 

山梨キッカーズ	 

vs	 
新潟フェニックスファイヤーズ	 

	 	 

14:30	 15:05	 M35	 buen	 cambio	 yokohama	 

vs	 	 

Mix	 Sense 名古屋	 

M36	 F.C.長野 RAINBOW	 

vs	 	 

free	 bird	 mejirodai	 	 

	 	 

15:35	 16:10	 M37	 
準決勝	 

グループA	 1位	 

vs	 

グループB	 1位	 

M38	 
準決勝	 

グループC	 1位	 

vs	 

グループD	 1位	 

	 	 

	 

【チケット情報】	 

◯座席表	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

◯料金表	 
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＊チケット販売は、7月 1日（土）10時から JBFA 公式サイト（	 http://www.b-soccer.jp	 ）および	 

	 予選ラウンド会場（みなとみらいスポーツパーク）で行います。インターネットでのご購入が困難な	 

	 場合は、お電話にてご相談ください。	 電話 03-6908-8907（担当：高橋）	 

＊プレミアムシートは、プレミアムグッズ付の指定席となります。	 

＊アクセシビリティエリアは、ゴール裏横の自由席となります。	 

＊前売券の販売状況により、当日券の販売は行わない場合があります。	 

	 

	 

	 	 	 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	 

 


