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 メディアリリース  

 

報道関係者各位  

2018 年 10 月 22日（月） 

NPO 法人日本ブラインドサッカー協会 

 

10月 27日（土）ブラインドサッカー東日本リーグ 2018 第 5節を品川区で開催 

スポーツ大使を務める日本代表の川村怜が 

同時開催の品川区スポーツフェスタ「OZ（オズ）」に登場 

 

 NPO 法人日本ブラインドサッカー協会(以下、JBFA)は、10 月 27日（土）にしながわ中央公園

（東京都品川区）にて「ブラインドサッカー東日本リーグ 2018」第 5節を開催します。今節では

ブラインドサッカー2 試合、ロービジョンフットサル 1試合、エキシビションマッチ 1試合の計 4

試合が行われます（注 1）。第 3試合では現在リーグ首位のたまハッサーズと松戸・乃木坂ユナイ

テッドが 2019年春頃に開催予定のクラブチャンピオンシップへの出場権を懸け対戦します（注

2）。また第 4試合では埼玉 T.Wings と Vivanzare つくばによるエキシビションマッチが行われま

す。 

東日本リーグを品川区で開催するのは 2014 年以来 4 回目（注 3）です。大会当日の 12 時 15分

からのオープニングセレモニーでは、品川区濱野健区長と JBFA 塩嶋史郎が挨拶いたします。ま

た、同時開催の品川区スポーツフェスタ「OZ（オズ）」には、しながわ 2020 スポーツ大使を務め

るブラインドサッカー日本代表の川村怜が 14時 45 分からの閉会式に登場致します。 

品川区と JBFA は、2016 年 4 月にパートナーシップ協定を締結して以降、日本代表強化指定選

手が品川区内の練習場で週次で練習を行ったり、定期的に品川区内の団体を対象に出前体験教室を

実施し、地域社会における障がい者スポーツの振興、障がい理解の促進を図っています。 

また、来年 2019年 3月 19日（火）から 24日（日）の 6日間にわたり、2回目となる国際視覚障

害者スポーツ連盟公認の大会「IBSA ブラインドサッカーワールドグランプリ 2019」を品川区立天

王洲公園で開催します。 

 本大会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。 

（注 1）今節で予定されていました、埼玉 T.Wings 対 GLAUBEN FREUND TOKYOが、GLAUBEN FREUND TOKYO の棄権となり、

大会規定により 3対 0で埼玉 T.Wings の不戦勝となります。 

（注 2）9月 30日（日）開催予定だったブラインドサッカー東日本リーグ第 3節が台風の影響で中止となり、大会方式が

変更となりました。順位決定戦は行わず、リーグ戦の結果のみで順位を決定いたします。 

（注 3）2014 年の開催時は関東リーグの名称で開催。2015 年より対象地域変更により、東日本リーグに改名。 

 

ブラインドサッカー東日本リーグ 2018 第 5 節 開催概要 

 

■大会名：ブラインドサッカー東日本リーグ 2018 第 5 節 

■リーグ戦日時・対戦カード：2018年 10月 27日（土） 

開始時間  チーム名                チーム名 

11:00 LVF FC SFIDAつくば 対 埼玉 FC・ARES 

12:15 - オープニングセレモニー 

13:00 BS Avanzareつくば 対 buen cambio yokohama 

14:30 BS たまハッサーズ 対 松戸・乃木坂ユナイテッド 

16:00  埼玉 T.Wings 対 Vivanzareつくば 

  BS=ブラインドサッカー、LVF=ロービジョンフットサル 
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■会場：しながわ中央公園 

    （〒141-0033 東京都品川区西品川 1 丁目 27-14） 

    http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000000400/hpg000000349.htm 

■入場料：無料、観戦自由 

■主催：品川区、NPO 法人日本ブラインドサッカー協会 

■協力：品川区商店街連合会／東京品川ロータリークラブ 

 

■参加チーム 

 【ブラインドサッカー（全盲クラス）】 

 Derroto Saber 茨城／Avanzareつくば／Vivanzare つくば／埼玉 T.Wings／松戸・乃木坂ユナイ

テッド／GLAUBEN FREUND TOKYO／free bird mejirodai／たまハッサーズ／buen cambio yokohama 

 

 【ロービジョンフットサル（弱視クラス）】 

 Grande Tokyo／埼玉 FC・ARES／FC SFIDA つくば／CA SOLUA 葛飾 

 

※大会スケジュール、星取表は、下記ページよりご覧いただけます。 

http://www.b-soccer.jp/11743/news/2018higashinihon.html 

 

 

●品川区スポーツフェスタ「OZ（オズ）」開催概要 

 

1.日時    2019 年 10月 27 日（土）10：00～15：00 ※小雨決行 

2.会場    しながわ中央公園 

（〒141-0033 東京都品川区西品川 1丁目 27-14） 

    http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000000400/hpg000000349.htm 

3.イベント情報 https://shinagawa2020.jp/news/news-section/980/20180910132242/ 

 

■今後のブラインドサッカー東日本リーグ 2018 開催日程 

節 日程 試合会場 

第 6節  11月 4日(日) 町田市総合体育館（東京都町田市） 

第 7節 11月 25日（日） 福生市営福生野球場（東京都福生市） 

第 8節 12月 2日（日） 文京区小石川運動場（東京都文京区） 

＊東日本リーグは、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県を主な対象地域としています。 

 

  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 
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ブラインドサッカー東日本リーグ 2018 第 5節 取材申請書 

【10月 26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。 

 

 

 

 

 


