メディアリリース
報道関係各位
2019 年 11 月 26 日（火）
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参加国＆大会スケジュール決定！
「IBSA ロービジョンフットサル世界選手権 2019」
～12 月 7 日（土）-12 月 14 日（土）
（トルコ・アンタルヤ）～
NPO 法人日本ブラインドサッカー協会（以下、JBFA）は、ロービジョンフットサル日本代表が参加する「IBSA
ロービジョンフットサル世界選手権 2019」（2019 年 12 月 7 日-12 月 14 日 トルコ・アンタルヤ）の参加
国及び対戦組み合わせが決まりましたのでお知らせします。本大会には、日本の他に、トルコ、イングラン
ド、イタリア、ロシア、スペイン、ウクライナの全 7 か国が出場いたします。

ロービジョンフットサル日本代表は、過去国際大会に 5 度出場し、直近で出場した「アンダルシア国際フッ
トボール大会 B2/B3 クラス」では、スペイン代表に勝利するなど、着実に成果を上げています。今大会は
遠征費が不足しており、大会への参加が危ぶまれましたが、ロービジョンフットサル日本代表をご支援くだ
さる皆様からの寄附額が目標金額に達したことで、大会出場を実現することが出来ました。
●「IBSA ロービジョンフットサル世界選手権 2019」開催概要
日程： 2019 年 12 月 7 日（土）〜12 月 14 日（土）
会場： Antalya Sports Hall（トルコ・アンタルヤ）
参加国： 7 カ国（日本、トルコ、イングランド、イタリア、ロシア、スペイン、ウクライナ）
大会形式：7 カ国総当たりで予選リーグを行い、予選リーグ結果の順位をもとに、順位決定戦を行う。
大会 HP： https://futsalturkey.wordpress.com/

●大会スケジュール（予定）
日程
開始時刻*（現地時間）
12 月 7 日（土） 10:00
15:00
18:00
8 日（日） 10:00
15:00
18:00
9 日（月） 10:00
15:00
18:00
10 日（火） 10:00
15:00
18:00
11 日（水） 10:00
15:00
18:00
12 日（木） 10:00
15:00
18:00
13 日（金） 10:00
15:00
18:00

対戦チーム
トルコ vs 日本
イタリア vs イングランド
ロシア vs スペイン
ウクライナ vs トルコ
スペイン vs イタリア
日本 vs ロシア
イングランド vs スペイン
ロシア vs ウクライナ
イタリア vs 日本
トルコ vs ロシア
日本 vs イングランド
ウクライナ vs イタリア
スペイン vs 日本
イタリア vs トルコ
イングランド vs ウクライナ
ロシア vs イタリア
ウクライナ vs スペイン
トルコ vs イングランド
日本 vs ウクライナ
イングランド vs ロシア
スペイン vs トルコ
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14 日（土） 10:00
15:00
18:00
*現地時間(トルコ)は日本時間から-6 時間

5 位決定戦
3 位決定戦
決勝戦

●ロービジョンフットサル日本代表の主な国際大会成績
年月
開催国
大会名
2011 年 4 月
トルコ
第 4 回 IBSA ワールドゲームズ
2013 年 2 月
日本
2013 IBSA ブラインドサッカー世界選手権 B2/B3 大会
2015 年 5 月
韓国
第 5 回 IBSA ワールドゲームズ
2017 年 5 月
イタリア
IBSA ロービジョンフットサル世界選手権 2017
2019 年 5 月
スペイン
アンダルシア国際フットボール大会 B2/B3 クラス

●世界選手権 2019 日本代表参加メンバー
氏名
よみがな
FP
岩田 朋之
いわた ともゆき
FP
大平 英一郎 おおひら えいいちろう
FP
角谷 佳祐
かどや けいすけ
FP
岡 晃貴
おか こうき
FP
中澤 朋希
なかざわ ともき
FP
赤崎 蛍
あかさき けい
FP
篠瀬 翔平
しのせ しょうへい
FP
大石 航翼
おおいし こうすけ
FP
石田 虎太郎 いしだ こたろう
GK
加渡 主悟
かど じゅお
GK
豊田 隼大
とよだ はやた
ヘッドコーチ
石渡 良太
いしわた りょうた

生年月日
1986/1/17
1987/10/17
1989/9/28
1985/4/22
1997/6/7
1999/11/28
1996/2/27
2000/8/25
2000/10/14
1996/8/30
1995/7/21
1976/12/8

所属チーム
CA SOLUA 葛飾
CA SOLUA 葛飾
Grande Tokyo
Grande Tokyo
FC SFIDA つくば
エンフレンテ熊本
CA SOLUA 葛飾
FC SFIDA つくば
FC SFIDA つくば
G.O Rhein-Main Futsal（ドイツ）
FC SFIDA つくば
-

●ロービジョンフットサル日本代表の遠征および試合スケジュール
12 月 3 日（火）日本出発
4 日（水）トルコ到着
5 日（木）クラス分け・公式練習
6 日（金）クラス分け・前日練習
7 日（土）世界選手権 大会 1 日目（予選リーグ）
8 日（日）世界選手権 大会 2 日目（予選リーグ）
9 日（月）世界選手権 大会 3 日目（予選リーグ）
10 日（火）世界選手権 大会 4 日目（予選リーグ）
11 日（水）世界選手権 大会 5 日目（予選リーグ）
12 日（木）世界選手権 大会 6 日目（予選リーグ）
13 日（金）世界選手権 大会 7 日目（予選リーグ）
14 日（土）世界選手権 大会 8 日目（5 位決定戦、3 位決定戦、決勝戦）
15 日（日）トルコ出発
16 日（月）日本到着
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 広報室
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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結果
出場 9 か国中 9 位
出場 4 カ国中 4 位
出場 5 カ国中 4 位
出場 8 カ国中 8 位
出場 4 カ国中 3 位

