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 メディアリリース	 	 

	 

報道関係者各位	 

2018 年 9 月 13 日（木）	 

NPO 法人日本ブラインドサッカー協会	 

 

10 月 13-14 日 ブラインドサッカー日本代表強化合宿を開催 

アルゼンチン代表（世界ランク 2位）と対戦する 

チャレンジカップ 2018（11 月 4 日・町田市立総合体育館）に向けたメンバー最終選考の場 

 
	 NPO 法人日本ブラインドサッカー協会（以下、JBFA）は、10 月 13 日（土）から 14 日（日）の 2 日間に

わたり、ZOZOPARK	 HONDA	 FOOTBALL	 AREA（千葉県千葉市）でブラインドサッカー日本代表の強化合宿を開

催します。本合宿は、11 月 4 日（日）に町田市立総合体育館で開催されるアルゼンチン代表（世界ラン

ク 2 位）との国際親善試合「ブラインドサッカー	 チャレンジカップ 2018」に向けたメンバー最終選考の

場で、本合宿を経て、翌日 10 月 15 日（月）にアルゼンチン代表の来日メンバーと合わせて発表を行う予

定です。	 

	 また、日本代表とアルゼンチン代表は、11 月 1 日（木）から 2 日（金）の 2 日間にわたり、初めて葛

飾区水元総合スポーツセンター多目的広場（東京都葛飾区）で直前練習を行い大会に臨みますが、1 日

（木）14 時から 16 時までの日本代表直前練習、16 時から 18 時までのアルゼンチン代表直前練習をメデ

ィアおよび一般向けに公開いたします（2 日（金）は非公開練習）。両代表の直前練習およびチャレンジ

カップ 2018 の取材受付開始は、10 月中旬を予定しています。	 

	 

●ブラインドサッカー日本代表強化合宿	 

日程：10 月 13 日（土）〜14 日（日）	 

	 	 	 	 	 	 13 日（土）	 10 時〜11 時半、14 時〜16 時（予定）	 

	 	 	 	 	 	 14 日（日）	 9 時〜11 時、13 時半〜15 時半（予定）	 

会場：ZOZOPARK	 HONDA	 FOOTBALL	 AREA（〒261-0014	 千葉県千葉市美浜区若葉 3 丁目 2-17）	 

	 	 	 http://honda-sports-land.com/zozopark/	 

	 

●日本代表およびアルゼンチン代表の直前練習スケジュール	 

日程：11 月 1 日（木）〜2 日（金）	 

	 	 	 	 	 	 1 日（木）14〜16 時	 日本代表直前練習【公開】	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 16〜18 時	 	 アルゼンチン代表直前練習【公開】	 

	 	 	 	 	 	 2 日（金）【非公開】	 

会場：葛飾区水元総合スポーツセンター多目的広場（〒125-0032	 東京都葛飾区水元 1-23）	 

	 	 	 http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/1000096/1006899.html	 

＊両代表の直前練習およびチャレンジカップ 2018 の取材受付開始は、10 月中旬を予定しています。	 

	 

●アルゼンチン代表スケジュール	 

10 月 31 日（水）	 	 入国日	 

11 月 1 日（木）	 	 	 直前練習【公開】	 

	 	 	 2 日（金）	 	 直前練習【非公開】	 

	 	 	 3 日（土）	 	 調整日	 

	 	 	 4 日（日）	 	 ブラインドサッカー	 チャレンジカップ 2018	 

	 	 	 5 日（月）	 	 出国日	 
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●ブラインドサッカー日本代表の今後のスケジュール	 

 
	 

 
	 	 	 本件に関するお問い合わせ	 

	 

	 

	 

	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 程（予定） 内容と会場 

 11 月 1 日（木）14〜16 時 

        16〜18 時 

日本代表 直前練習【公開練習】 

アルゼンチン代表 直前練習【公開練習】 

（葛飾区水元総合スポーツセンター多目的広場） 

 11 月 4 日（日） ブラインドサッカー チャレンジカップ 2018 

日本代表 対 アルゼンチン代表 

（町田市立総合体育館） 

 11 月 17 日（土）〜18 日（日） 代表強化合宿（ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA） 

 12 月 8 日（土）〜9 日（日） 代表強化合宿（非公開） 

 12 月 22 日（土）〜24 日（月・祝） 代表強化合宿（ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA） 

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	 
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ブラインドサッカー 日本代表強化合宿取材申請書 

【10 月 12 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。	 

10 月 13 日（土）	 	 第 1 日目	 

10 月 14 日（日）	 	 	 	 第 2 日目	 

	 	 	 

	 

	 

	 

	 	 


