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2021 年 10 月 31 日（日）
NPO 法人日本ブラインドサッカー協会

アクサ ブレイブカップ 予選ラウンド（本庄会場）

コルジャ仙台ブラインドサッカークラブと free bird mejirodai が
準決勝ラウンド進出決定

NPO 法人日本ブラインドサッカー協会は、10 月 31 日（日）に「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（以下、アクサ ブレイブカップ）」予選ラウンド（本庄会場）を、若泉運動公園多目的
グラウンド（埼玉県本庄市）で開催しました。本節では、グループ A はコルジャ仙台ブラインドサッカークラブ
が、グループ B は free bird mejirodai が各グループで首位となり、準決勝ラウンド進出を決定しました。なお
今回勝ち上がった 2 チームは、2022 年 1 月 8 日（土）開催の、準決勝ラウンド（平塚会場）に出場します。
●グループ A 結果
・1 位：コルジャ仙台ブラインドサッカークラブ（準決勝ラウンド進出決定）
・2 位：埼玉 T.Wings
・3 位：ソイエ葛飾
・4 位：Derrotó Saber 茨城
No.

対戦カード及び結果

M1

10:00

埼玉 T.Wings

1-1
(PK 1-0)

ソイエ葛飾

M2

12:00

コルジャ仙台
ブラインドサッカークラブ

6-0

Derrotó Saber 茨城

M3

14:30

ソイエ葛飾

2-1

Derrotó Saber 茨城

M4

16:30

埼玉 T.Wings

2-2
(PK 0-1)

コルジャ仙台
ブラインドサッカークラブ

●グループ B 結果
・1 位：free bird mejirodai（準決勝ラウンド進出決定）
・2 位：Avanzare つくば
・3 位：ツエーゲン金沢 BFC
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No.

対戦カード及び結果

M5

10:00

free bird mejirodai

1-0

Avanzare つくば

M6

12:00

ツエーゲン金沢 BFC

0-8

free bird mejirodai

M7

14:30

Avanzare つくば

2-0

ツエーゲン金沢 BFC

●得点者
・M1：[埼玉 T.Wings]加藤健人・背番号 10（後半 10 分）／菊島宙・背番号 9（PK）
[ソイエ葛飾]福地健太郎・背番号 8（前半 20 分）

・M2：[コルジャ仙台ブラインドサッカークラブ]佐藤翔・背番号 7（前半 5 分、10 分、12 分、20 分、後半 17 分）
／齋藤陽翔・背番号 11（後半 1 分）
・M3：[ソイエ葛飾]八木健太朗・背番号 13（前半 17 分、後半 9 分）
[Derrotó Saber 茨城]池田勢司・背番号 8（前半 20 分）
・M4：[埼玉 T.Wings]菊島宙・背番号 9（前半 8 分、後半 3 分）
[コルジャ仙台ブラインドサッカークラブ]佐藤翔・背番号 7（前半 3 分、後半 18 分、PK）
・M5：[free bird mejirodai]丹羽海斗・背番号 2（後半 1 分）
・M6：[free bird mejirodai]園部優月・背番号 7（前半 4 分）／丹羽海斗・背番号 2（前半 8 分、後半 2 分）／鳥
居健人・背番号 11（前半 15 分、19 分、20 分、後半 5 分、20 分）
・M7：[Avanzare つくば]アブディンモハメド・背番号 9（前半 3 分）／佐々木康裕・背番号 27（前半 17 分）
●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)／
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/
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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