メディアリリース
報道関係各位
2021 年 10 月 6 日（水）
NPO 法人日本ブラインドサッカー協会

第 19 回 アクサ ブレイブカップ ブラインドサッカー日本選手権
21 チームの出場が決定！対戦カードも発表
NPO 法人日本ブラインドサッカー協会（以下 JBFA）は、「第 19 回 アクサ ブレイブカップ ブラインドサッカー
日本選手権」出場チームの決定と、対戦カードについてお知らせします。今大会には 21 チームがエントリーし、
そのうち 7 チームが、アクサ ブレイブカップに初出場します。初出場７チームのうち、「ツエーゲン金沢 BFC」
「FC コレチーボ静岡」「島根オロチビート浜田」「ゲートウェイやまぐち」の 4 チームは、「アクサ 地域リーダ
ープログラム with ブラサカ」を受講し、新たにチームを立ち上げました。
●予選ラウンド出場チーム
・グループ A（本庄会場）：埼玉 T.Wings／ソイエ葛飾(※1)／コルジャ仙台ブラインドサッカークラブ／
Derottó Saber 茨城
・グループ B（本庄会場）：free bird mejirodai／Avanzare つくば／ツエーゲン金沢 BFC(※1)
・グループ C（品川会場）：パペレシアル品川(※1)／GLAUBEN FREUND TOKYO／たまハッサーズ／乃木坂ナイツ
・グループ D（浜松会場）：FC コレチーボ静岡(※2)／Mix Sense 名古屋／松本山雅 B.F.C.(※2)／buen cambio
yokohama
・グループ E（広島会場）：A-pfeile 広島 BFC／島根オロチビート浜田(※2)／大阪ダイバンズ
・グループ F（広島会場）：兵庫サムライスターズ／ゲートウェイやまぐち(※2)／ラッキーストライカーズ福岡
※1：アクサ ブレイブカップ初出場チーム
※2：公式戦初出場チーム
●対戦カード

グループ A（本庄会場）10/31（日）
M1（10:00KO）

埼玉 T.Wings vs ソイエ葛飾

M2（12:00KO）

コルジャ仙台ブラインドサッカークラブ vs Derrotó Saber 茨城

M3（14:30KO）

M1 敗者 vs M2 敗者

M4（16:30KO）

M1 勝者 vs M2 勝者
グループ B（本庄会場）10/31（日）

M5（10:00KO）

free bird mejirodai vs Avanzare つくば

M6（12:00KO）

ツエーゲン金沢 BFC vs free bird mejirodai

M7（14:30KO）

Avanzare つくば vs ツエーゲン金沢 BFC
グループ C（品川会場）11/6（土）

M8（9:00KO）

パペレシアル品川 vs GLAUBEN FREUND TOKYO

M9（10:30KO）

たまハッサーズ vs 乃木坂ナイツ

M10（12:30KO）

M8 敗者 vs M9 敗者

M11（14:00KO）

M8 勝者 vs M9 勝者
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グループ D（浜松会場）11/14（日）
M12（10:00KO）

FC コレチーボ静岡 vs Mix Sense 名古屋

M13（11:30KO）

松本山雅 B.F.C. vs buen cambio yokohama

M14（13:30KO）

M12 敗者 vs M13 敗者

M15（15:00KO）

M12 勝者 vs M13 勝者
グループ E（広島会場）11/27（土）

M16（10:30KO）

A-pfeile 広島 BFC vs 島根オロチビート浜田

M17（12:30KO）

大阪ダイバンズ vs A-pfeile 広島 BFC

M18（14:30KO）

島根オロチビート浜田 vs 大阪ダイバンズ
グループ F（広島会場）11/27（土）

M19（10:30KO）

兵庫サムライスターズ vs ゲートウェイやまぐち

M20（12:30KO）

ラッキーストライカーズ福岡 vs 兵庫サムライスターズ

M21（14:30KO）

ゲートウェイやまぐち vs ラッキーストライカーズ福岡

●大会概要
・大会名：第 19 回 アクサ ブレイブカップ ブラインドサッカー日本選手権
・大会愛称：アクサ ブレイブカップ
・日程および会場
① 予選ラウンド
1. 本庄会場：10 月 31 日（日）
（会場：若泉運動公園多目的グラウンド）
2. 品川会場：11 月 6 日（土）
（会場：しながわ中央公園）
3. 浜松会場：11 月 14 日（日）
（会場：はままつフルーツパーク時之栖サッカー場）
4. 広島会場：11 月 27 日（土）
（会場：ゼロ・バランスサッカーフィールド）
② 準決勝ラウンド
1. 堺会場：12 月 25 日（土）
（会場：J-GREEN 堺）
2. 平塚会場：1 月 8 日（土）
（会場：トッケイセキュリティ平塚総合体育館）
③ 決勝ラウンド：1 月 22 日（土）
（会場：東京フットボールセンター八王子富士森競技場）
・主催：NPO 法人日本ブラインドサッカー協会
・メインサポーター：アクサ生命保険株式会社／アクサ損害保険株式会社／アクサダイレクト生命保険株式会社／
アクサ・アシスタンス・ジャパン株式会社
・大会形式：予選ラウンドを全国 4 会場で開催し、勝ち上がった 6 チームが準決勝ラウンドに進出。決勝ラウンド
で、決勝戦および 3 位決定戦を行う。
・大会特設 HP：http://axa-bravecup.b-soccer.jp/

※本リリース掲載画像は、「 https://bit.ly/3iyQP8W 」よりダウンロードいただけます。
記事に掲載いただく際には、クレジット「©JBFA」を表記の上、ご使用ください。
※9 月 30 日（木）配信のメディアリリースに掲載した画像に、一部誤表記がございました。
ご不便をお掛けし申し訳ありませんが、当該画像のご使用はお控えいただきますよう、よろしくお願い申し上げ
ます。
お問い合わせ先
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：https://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
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