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 改訂：メディアリリース	 	 

報道関係者各位	 

2018年 2月 7日（水）	 

NPO法人日本ブラインドサッカー協会	 

 

2 月 24日(土) 国内初のブラインドサッカー女子日本代表国際親善試合 

「さいたま市ノーマライゼーションカップ2018」の 

女子日本代表＆女子アルゼンチン選抜出場メンバーが決定 

 
NPO法人日本ブラインドサッカー協会（以下、JBFA）とさいたま市は、2月24日（土）にサイデン化学アリ

ーナ（埼玉県さいたま市）で国内初のブラインドサッカー女子国際親善試合となる「さいたま市ノーマライゼ

ーションカップ2018」を開催し、女子日本代表が女子アルゼンチン選抜チームと対戦します。このほど試合に

出場する両チームのメンバーが決定しましたのでお知らせします。※出場メンバーは2枚目に記載	 

本大会は14時キックオフで、20分ハーフのプレイングタイムで行われます。	 

女子日本代表にとっては、昨年5月にウィーンで開催された世界初の女子国際大会トーナメントで優勝して

以来の海外チームとの試合となり、昨年12月から始動している新体制のチームでは初めての国際試合です。今

後の女子日本代表の世界での活躍へ向け、重要な試合となります。	 

当日は白熱したプレーを間近で観戦できるだけでなく、チアリーディングや和太鼓パフォーマンス、さいた

まSAICOLOサッカー教室（事前申込制）、ブラインドサッカー体験会、各種啓発ブースなども併催。障がいの

有無に関わらず誰もが楽しめるイベントとなります。	 

前日の2月 23日（金）には、女子日本代表と女子アルゼンチン選抜チームが、試合会場となるサイデン化学

アリーナで前日練習を行います。	 

本大会と事前合宿の取材申請は、取材申請ウェブフォーム（	 http://bit.ly/2E417LW	 ）からとなります。申

請の締め切りは、2月21日（水）正午までとさせていただきます。	 

	 

●さいたま市ノーマライゼーションカップ2018	 大会概要	 

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）	 ※小雨決行、荒天の場合は中止	 

	 	 	 10:20	 メディア受付開始	 

	 	 	 10:30	 開場	 

	 	 	 10:45	 さいたまSAICOLOサッカー教室	 

	 	 	 11:45	 両チーム練習	 

	 	 	 12:50	 パフォーマンス	 

	 	 	 13:25	 両チームウォーミングアップ	 

	 	 	 13:45	 オープニングセレモニー	 

	 	 	 14:00	 キックオフ	 

	 	 	 15:30	 表彰式（試合終了時刻により変更あり）	 

会場：サイデン化学アリーナ（さいたま市総合記念体育館）	 	 

〒338-0835	 埼玉県さいたま市桜区道場4-3-1	 

	 	 	 http://sai-kinen.esforta.jp	 

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：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：住友不動産エスフォルタ株式会社、公益財団法人日本ケアフィット共育機構	 

＊現地にはスペイン語通訳者がおります。	 
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●ブラインドサッカー女子日本代表および女子アルゼンチン選抜前日練習（予定）	 

日程：2018年	 2月 23日（金）	 

	 	 	 	 13時～14時半	 女子アルゼンチン選抜チーム前日練習	 

	 	 	 	 15時～16時半	 女子日本代表前日練習	 

会場：サイデン化学アリーナ（さいたま市総合記念体育館）	 	 

＊現地にはスペイン語通訳者がおります。	 

	 

●出場メンバー	 

日本）	 

	 背番号	 氏名	 よみがな	 生年月日	 所属チーム	 

FP	 5	 加賀	 美和子	 かが	 みわこ	 1980/03/23	 buen	 cambio	 yokohama	 

FP	 10	 菊島	 宙	 きくしま	 そら	 2002/05/23	 埼玉T.Wings	 

FP	 9	 工藤	 綾乃	 くどう	 あやの	 1985/05/02	 Avanzareつくば	 

FP	 8	 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	 4	 齊藤	 舞香	 さいとう	 まいか	 1991/04/12	 	 GLAUBEN	 FREUND	 TOKYO	 

FP	 6	 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	 1	 大作	 眞智子	 おおさく	 まちこ	 1992/05/23	 埼玉T.Wings	 

GK	 12	 佐藤	 りえ	 さとう	 りえ	 1991/05/06	 —	 

監督	 	 村上	 重雄	 	 むらかみ	 しげお	 	 

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	 

	 

女子アルゼンチン選抜） 

監督	 	 ゴンサロ・アッバース・アチャチェ	 

ガイド	 サンティアゴ・フ-ゴ	 

	 

	 

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2-21-27	 ペアーズビル3階	 
電話：03-6908-8907	 FAX：03-6908-8908	 

 

	 背番号	 氏名	 生年月日	 ブラインドサッカー歴	 

FP	 2	 コンスタンサ・カリーソ	 1991/9/27	 6年	 

FP	 3	 ララ・アグスティノイ	 1999/7/11	 2年	 

FP	 ４	 エレナ・キンテロス	 1991/6/23	 1年	 

FP	 5	 ダニエラ・イダルゴ	 1984/12/18	 4年	 

FP	 6	 シルビナ・イバーラ	 1989/8/26	 4年	 

FP	 8	 グラシア・ソーサ・バレネチェ	 1990/2/20	 2年	 

FP	 9	 ショアナ・アギラール	 1998/3/20	 2年	 

FP	 10	 ミラグロス・ロメロ	 1998/1/11	 2年	 

GK	 14	 メリッサ・フローレス	 1992/7/14	 6年	 

GK	 16	 バネッサ・ドミンゲス	 1989/6/16	 2年	 


