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                                                                   メディアリリース 

報道関係各位                                   

2022年10月5日（水） 

NPO法人日本ブラインドサッカー協会 

 

「IBSA ブラインドサッカーアジア選手権 2022」 

ブラインドサッカー男子日本代表・女子日本代表 

遠征メンバーが決定！ 
 

NPO法人日本ブラインドサッカー協会（以下JBFA）は、2022年11月にインド・コチで開催される「IBSA ブライ

ンドサッカーアジア選手権 2022」に派遣する、ブラインドサッカー男子日本代表および女子日本代表の選手・ス

タッフを決定しました。男子日本代表は今回のアジア選手権優勝で、パリ2024パラリンピックの出場権を獲得し

ます。また丹羽海斗選手と平林太一選手は、公式戦での日本代表初選出となります。女子のアジア選手権は今回

が初開催で、女子日本代表は、今大会が初の公式戦出場となります。 

 

●男子日本代表選手 

ポジション 氏名 よみがな 生年月日 所属チーム 

FP 川村 怜 かわむら りょう 1989/2/13 パペレシアル品川 

FP 佐々木 ロベルト泉 ささき ろべるといずみ 1978/5/2 パペレシアル品川 

FP 黒田 智成 くろだ ともなり 1978/10/9 たまハッサーズ 

FP 田中 章仁 たなか あきひと 1978/5/8 たまハッサーズ 

FP 園部 優月 そのべ ゆづき 2003/9/1 free bird mejirodai 

FP 丹羽 海斗 にわ かいと 1997/10/26 free bird mejirodai 

FP 鳥居 健人 とりい けんと 1991/6/10 free bird mejirodai 

FP 平林 太一 ひらばやし たいち 2006/10/3 松本山雅B.F.C. 

GK 佐藤 大介 さとう だいすけ 1984/6/17 たまハッサーズ 

GK 神山 昌士 かみやま まさし 1994/2/21 GLAUBEN FREUND TOKYO 

 

●男子日本代表スタッフ 

役割 氏名 よみがな 

ハイパフォーマンス・ディレクター 魚住 稿 うおずみ こう 

監督 中川 英治 なかがわ えいじ 

コーチ兼ガイド 上林 知民 うえばやし ともひと 

コーチ 村上 重雄 むらかみ しげお 

フィジカルコンディショニングコーチ 大室 龍大 おおむろ たつひろ 

ドクター 川端 佑介 かわばた ゆうすけ 

トレーナー 阿部 良平 あべ りょうへい 

トレーナー 松井 康 まつい やすし 

管理栄養士 奥村 由貴 おくむら ゆき 

主務 神山 明子 こうやま あきこ 

主務 高橋 めぐみ たかはし めぐみ 
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●女子日本代表選手 

ポジション 氏名 よみがな 生年月日 所属チーム 

FP 竹内 真子 たけうち まこ 1995/1/16 兵庫サムライスターズ 

FP 加賀 美和子 かが みわこ 1980/3/23 buen cambio yokohama 

FP 菊島 宙 きくしま そら 2002/5/23 埼玉 T.Wings 

FP 鈴木 里佳 すずき りか 1990/3/12 コルジャ仙台ブライン

ドサッカークラブ 

FP 橋口(福田) 史織 はしぐち(ふくだ) しおり 1980/4/17 ラッキストライカーズ

福岡 

FP 田中 一華 たなか いちか 2009/5/2 A-pfeile広島 BFC 

FP 若杉 遥 わかすぎ はるか 1995/8/23 free bird mejirodai 

GK 寺林 眞智子 てらばやし まちこ 1992/5/23 埼玉 T.Wings 

GK 和地 梨衣菜 わち りいな 1996/5/17 buen cambio yokohama 

 

●女子日本代表スタッフ 

役割 氏名 よみがな 

ハイパフォーマンス・ディレクター 魚住 稿 うおずみ こう 

部長 阿部 達也 あべ たつや 

監督 山本 夏幹 やまもと なつき 

ヘッドコーチ兼ガイド 彌冨 圭一郎 いやとみ けいいちろう 

コーチ 齊藤 悠希 さいとう ゆうき 

トレーナー 松井 史江 まつい ふみえ 

マネージャー 矢田 あゆみ やた あゆみ 

マネージャー 千葉 眞理 ちば まり 

ドクター 川端 佑介 かわばた ゆうすけ 

 

●大会概要 

・大会名：IBSA ブラインドサッカーアジア選手権 2022 

・開催日（女子）：2022年11月11日（金）、12日（土） 

・開催日（男子）：2022年11月11日（金）〜18日（金） 

         ※正確な大会日程は、主催者より試合スケジュールが発表された時点で確定となります。 

・開催地：インド・コチ 

・出場国：主催者より発表され次第、プレスリリースにてお知らせします。 

 

●参考資料 

・競技規則：https://www.b-soccer.jp/news/18596-20220512-2 

・男子日本代表強化指定選手、スタッフ一覧：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_man 

・男子日本代表チーム過去の戦績：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_man_matchdata 

・世界ランキング（男子）：https://blindfootball.sport/results-and-rankings/world-rankings/ 

・女子日本代表強化指定選手、スタッフ一覧：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_woman 

・女子日本代表チーム過去の戦績：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_woman_matchdata 

 

●男子「パリ2024パラリンピック」出場枠（出場チーム数：8チーム） 

※直近で更新・変更された項目を、赤字で記しています。 

 数 出場国 

ホスト国 1 フランス 

ヨーロッパ選手権2022 1 トルコ 

アフリカ選手権2022：優勝国 1 モロッコ 

アジア選手権2022：優勝国 1 - 
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パラパンアメリカン競技大会2023：優勝国 1 - 

世界選手権2023：大陸別選手権で出場枠を確保していないチームの中から上位3カ国 3 - 

日本代表チームがパリ2024パラリンピックの出場権を獲得するためには、以下いずれかの成績を収める必要があ

ります。 

・「IBSA ブラインドサッカーアジア選手権 2022」において優勝 

・「IBSA ブラインドサッカー世界選手権 2023」（2023年8月18日〜27日／イギリス・バーミンガム開催）にお

いて、大陸別選手権でパリ2024パラリンピックの出場権を獲得していないチームの中で、上位3カ国に入ること 

参考（P34〜）：https://www.paralympic.org/sites/default/files/2022-06/2022_06_10%20Paris%20QR_v1.pdf 

 

※世界選手権2023の出場権について 

日本代表チームが世界選手権2023の出場権を獲得するためには、以下の成績を収める必要があります。 

・アジア選手権2022出場国のうち、上位4カ国に入ること 

 参考：https://blindfootball.sport/wp-content/uploads/2022/09/Qualification-for-2023-IBSA-Men%C2%B4s-

Blind-Football-World-Championship.pdf 

 

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   電話：03-6908-8907 

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 

 


