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 メディアリリース	 	 

報道関係者各位	 

	 2017年11月24日（金）	 

	 NPO法人日本ブラインドサッカー協会	 

 
2018年2月24日(土) ブラインドサッカー女子日本代表が国内初の国際親善試合 

女子アルゼンチン選抜チームとの対戦に向け新たに始動 
12月9-10日 強化合宿を開催（東京都足立区）・9日に囲み取材も実施 

 
NPO法人日本ブラインドサッカー協会（以下、JBFA）は、2017年5月に開催された国際視覚障害者スポー

ツ連盟（以下、IBSA）主催の初の女子選手を対象とした国際大会「IBSA女子ブラインドサッカートーナメン

ト2017（オーストリア・ウィーン）」に女子日本代表チームを派遣し、優勝を飾るなど女子の活動のために始

動してきましたが、さらなる発展のために2017年8月1日付でブラインドサッカー女子日本代表チーム部を

新設し、部長に安達亮（JBFA理事）が新たに就任しました。そしてこのほど、ブラインドサッカー女子日本

代表選手7名を選出、スタッフ6名を選任し、2017年12月9日(土)から新体制で始動いたします。監督は村

上重雄が、前体制に続き務めます。	 

	 始動の第一弾としては、2018年2月24日（土）にサイデン化学アリーナ（さいたま市記念総合体育館）で

開催する「さいたま市ノーマライゼーションカップ2018」で、女子アルゼンチン選抜チームと対戦します。

本大会は、2018年で6回目となるJBFAとさいたま市が共催する大会で、2011年にさいたま市が全国の政令

指定都市に先駆けて制定した「さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例（ノ

ーマライゼーション条例）の理念に基づき開催されています。JBFAは、「ブラインドサッカーを通じて、視覚

障がい者と健常者が当たり前に混ざり合う社会を実現すること」というビジョンを掲げており、それぞれの

ビジョンが重なったことから開催にいたっています。昨年まではブラインドサッカー男子日本代表の試合を

開催してきましたが、本大会より女子日本代表の試合として、場所も変更して行います。	 

12月9日(土)・10日(日)には、国際大会後初めてブラインドサッカー女子日本代表合宿を帝京科学大学4

号館グランド（東京都足立区）で開催し、大会へ向けて新たに始動します。また、初日の9日（土）9時50

分から今後の代表チーム方針についてJBFA釜本美佐子代表理事、安達亮女子日本代表チーム部長、村上重雄

監督の囲み取材を行います。新たな選手とスタッフを迎えさらなる強化を進めてまいりますので、引き続き

女子日本代表へのご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。	 

	 

●さいたま市ノーマライゼーションカップ2018	 開催概要	 

	 

大会名：ブラインドサッカー国際親善試合	 

	 	 	 	 さいたま市ノーマライゼーションカップ2018	 女子日本代表	 対	 女子アルゼンチン選抜	 

日時：2018年2月24日（土）	 

	 	 	 10:30	 開場	 ／	 13:45	 開会式	 ／	 14:00	 キックオフ（予定）	 

会場：サイデン化学アリーナ（さいたま市記念総合体育館）	 

	 	 	 埼玉県さいたま市桜区道場4-3-1	 http://sai-kinen.esforta.jp/access/	 

入場料：無料、観戦自由	 

主催：さいたま市、NPO法人日本ブラインドサッカー協会	 

後援（予定）：厚生労働省、スポーツ庁、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会、

一般社団法人日本障がい者サッカー連盟、埼玉県、一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会、アルゼンチン

共和国大使館	 

協力：公益財団法人日本ケアフィット共育機構	 

	 

＜代表選手およびスタッフの一覧は、2枚目に記載しています＞	 
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●ブラインドサッカー女子日本代表選手およびスタッフ	 

	 

	 氏名	 よみがな	 生年月日	 所属チーム	 

FP	 加賀	 美和子	 かが	 みわこ	 1980/03/23	 buen	 cambio	 yokohama	 

FP	 菊島	 宙	 きくしま	 そら	 2002/05/23	 埼玉T.Wings	 

FP	 工藤	 綾乃	 くどう	 あやの	 1985/05/02	 Avanzareつくば	 

FP	 鈴木	 里佳	 すずき	 りか	 1990/03/12	 コルジャ仙台ブラインドサッカークラブ	 

FP	 齊藤	 舞香	 さいとう	 まいか	 1991/04/12	 	 GLAUBEN	 FREUND	 TOKYO	 

FP	 橋口	 史織	 はしぐち	 しおり	 1980/04/17	 ラッキーストライカーズ福岡	 

GK	 大作	 眞智子	 おおさく	 まちこ	 1992/05/23	 埼玉T.Wings	 

	 

●ブラインドサッカー女子日本代表チーム部長プロフィール	 

	 

安達	 亮（あだち・りょう）	 

1981年10月18日生まれ。東京都出身。	 

NPO法人日本ブラインドサッカー協会、NPO法人コモンビート所属。	 

2014年8月よりJBFA理事として活動し、「ブラインドサッカーを通じて、視覚障がい

者と健常者が当たり前に混ざり合う社会を実現すること」というビジョン体現した事

業や組織の在り方について経営観点から携わる。2017年8月より、ブラインドサッカ

ー女子日本代表チーム部長、ロービジョンフットサル日本代表チーム部長を兼務。	 

コメント：今年の5月に開催された国際トーナメントでの優勝を受けて、8月1日より新たに「ブラインドサッ

カー女子日本代表チーム部」が設置されました。すでに注目や期待も大きく、部長職を拝命するにあたって

非常に身が引き締まる思いです。今後は村上重雄監督と共に技術強化や普及育成に努めていきますが、まだ

まだ未熟なチームでありますことから、皆様にもぜひご支援をいただければと思っております。技術だけで

はなく、協会が目指す「混ざり合う社会」の実現に向けても代表チームが一丸となって追いかけていければ

と考えております。今後、ブラインドサッカー女子日本代表チームが「誰からも愛され・応援・リスペクト」

していただけるよう努力してまいります。よろしくお願いいたします。	 

	 

●ブラインドサッカー女子日本代表合宿	 

	 

主催：NPO	 法人日本ブラインドサッカー協会	 

日程：2017年12月9日（土）〜10日（日）	 

	 	 	 	 	 9日（土）	 10時半～16時	 

	 	 	 	 	 10日（日）	 9時半～16時	 	 

	 	 	 ＊初日（9日）9時50分からJBFA釜本美佐子代表理事、	 

	 	 	 	 	 安達亮ブラインドサッカー女子日本代表チーム部長、村上重雄監督の囲み取材を行います。	 

会場：帝京科学大学4号館グランド	 	 〒120-0044	 東京都足立区千住緑町3-30-1   	 
	 	 	 http://www.ntu.ac.jp/access/	 

	 

役割	 氏名	 よみがな	 所属チーム	 

女子日本代表チーム部長	 安達	 亮	 あだち	 りょう	 	 

監督	 村上	 重雄	 むらかみ	 しげお	 	 

コーチ	 藤田	 安澄	 ふじた	 あずみ	 	 

ガイド	 藤井	 潤	 ふじい	 じゅん	 ラッキーストライカーズ福岡	 

トレーナー	 松井	 史江	 まつい	 ふみえ	 	 

トレーナー	 佐藤	 琴美	 さとう	 ことみ	 	 

マネージャー	 矢田	 あゆみ	 やた	 あゆみ	 松戸・乃木坂ユナイテッド	 
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●ブラインドサッカー女子日本代表の今後のスケジュール	 

	 

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	 

	 

	 	 

日 程（予定） 内容と会場 

 1月13日（土）〜14日（日） 女子代表強化合宿（帝京科学大学4号館グランド） 

 2月3日（土）〜4日（日） 女子代表強化合宿（帝京科学大学4号館グランド） 

 2月17日（土）〜18日（日） 女子代表強化合宿（帝京科学大学4号館グランド） 

 2月24日（土） さいたま市ノーマライゼーションカップ2018 

（サイデン化学アリーナ：さいたま市記念総合体育館） 
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ブラインドサッカー女子日本代表強化合宿 取材申請書 

【12月8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	 

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。	 

12月9日（土）	 	 	 	 	 	 第1日目／囲み取材	 

12月10日（日）	 	 	 	 	 	 第2日目	 

	 

	 

	 

	 


