
 AXA 
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ブラインドサッカー日本選手権

第18回 アクサ ブレイブカップ

頂点へ駆け上がる音が響く。

【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・インベストメント・マネージャーズ株式会社／アクサ・アシスタンス・ジャパン株式会社
【パートナー】株式会社アセットリード／SMBC日興証券株式会社／株式会社 朝日新聞社／KPMGジャパン／味の素株式会社／
全日本空輸株式会社／株式会社丸井グループ／参天製薬株式会社／ TANAKA ホールディングス株式会社／株式会社インソース／双日株式会社／
株式会社トーコン ホールディングス／アルファ ロメオ
【後援】厚生労働省／スポーツ庁／公益財団法人日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会／公益財団法人日本サッカー協会／
一般社団法人日本障がい者サッカー連盟／東京都／福島市（予選ラウンド）／港区（同）／港区教育委員会（同）／調布市（FINALラウンド）※一部申請中。
【主催・大会事務局・お問い合わせ先】特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会 〒169-0073 東京都新宿区百人町 2-21-27ペアーズビル3階 TEL: 03-6908-8907

予選ラウンド１
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港区立港南小学校グラウンド（東京都港区）

FINALラウンド
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入場無料
※出入り自由 予選ラウンド 2

6.8  ▶ 9
十六沼公園サッカー場（福島県福島市）

7.7 
アミノバイタルフィールド（東京都調布市）

入場無料
※出入り自由

有料チケット
※一部無料席あり

FUKUSHIMA

TOKYO

「ふくしま」で
初開催！

SAT SATSUN SUN SUN

http://axa-bravecup.b-soccer.jp/
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FINALラウンド

予選ラウンド 2 6.8  ▶ 9
はじめまして
ふくしま！

SAT SATSUN SUN

全国のブラインドサッカーチームの頂点を決める「アクサ ブレイブカップブラ
インドサッカー日本選手権」。2019年は過去最多の22チームが出場します。
注目は沖縄県勢として初参戦となる「琉球Agachi」。2017年に開始した「アク
サ 地域リーダープログラム with ブラサカ」の第一期に参加したチームです。
また今回は予選会場を 2か所に増やし、福島県と東京都で計5日間の開催に。
福島県での開催は史上初となります。日本一の栄冠を手にするのはどのチーム
なのか。ぜひ会場で熱い闘いをご覧ください！
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第1回「日本視覚障害者サッカー選手権大会」として出場4チー
ムでスタート。
アクサによる支援開始。第5回、７チーム出場。
第8回「ブラインドサッカー日本選手権」に改称。11チーム出場。
第12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」
に改称。11チーム出場。
第15回、15チーム出場。
第16回、19 チーム出場。「アクサ 地域リーダープログラム with
ブラサカ」開始。
第17 回、21チーム出場。
第18 回、過去最多 22 チーム出場。「アクサ 地域リーダープロ
グラムwithブラサカ」受講の琉球Agachiが初参加。

過去最多22チームが全国から集結
ブラインドサッカー日本一が決まる！

日本選手権の歩み

会場：港区立港南小学校グラウンド（東京都港区港南 4-3-28）
アクセス：JR 品川駅港南口より徒歩15 分
スケジュール：6/1（土）第一試合11:00～（予定）　
　　　　　　　6/2（日）第一試合10:00～（予定）

会場：十六沼公園サッカー場（福島市大笹生字爼板山1-7）
アクセス：JR 福島駅より車で 30 分／東北自動車道「福島飯坂 IC」より7分
※十六沼公園の駐車場（無料）利用可。ただし他施設利用者も使用するため
　満車の場合もございます。
スケジュール：6/8（土）第一試合11:00～（予定）　
　　　　　　  6/9（日）第一試合10:00～（予定）

会場：アミノバイタルフィールド（東京都調布市西町 717）
アクセス：京王線飛田給駅より徒歩10分

指定席　大人1,500 円～　高校生以下1,000 円～
自由席　大人1,000 円～　高校生以下 500 円～

グループA

グループ B

頂点に立つのはどのチームか。
最終決戦もお見逃しなく‼

チケットの
お求めは
お早めに！ 一般発売 6/1～

東京 福島
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詳細は大会サイト、
SNSをご確認ください。

詳細は大会サイト、
SNSをご確認ください。

開場時間、3位決定戦、決勝戦などのスケジュールは
大会サイト、SNSをご確認ください。

ナマーラ北海道
（北海道札幌市）

コルジャ仙台ブラインドサッカークラブ
（宮城県仙台市）

新潟フェニックスファイヤーズ
（新潟県新潟市）

Avanzareつくば・Vivanzareつくば
（茨城県つくば市）

Derroto Saber 茨城
（茨城県水戸市・土浦市）

埼玉 T.Wings
（埼玉県さいたま市・所沢市）

GLAUBEN FREUND TOKYO
（東京都渋谷区・足立区）

free bird mejirodai
（東京都文京区）

松戸・乃木坂ユナイテッド
（東京都港区・千葉県松戸市）

たまハッサーズ
（東京都八王子市）

buen cambio yokohama
（神奈川県横浜市）

山梨キッカーズ
（山梨県甲府市）
F.C. 長野RAINBOW
（長野県埴科郡）

Mix Sense名古屋
（愛知県名古屋市）

大阪ダイバンズ
（大阪府大阪市）

兵庫サムライスターズ
（兵庫県神戸市）

岡山 DEVIL BUSTERS
（岡山県岡山市）

A-pfeile 広島 BFC
（広島県広島市）

LEO STYLE北九州
（福岡県北九州市）

ラッキーストライカーズ福岡
（福岡県福岡市）

琉球Agachi
（沖縄県南風原町）

Facebook
ブラインドサッカー 
-Blind Football

Twitter
JBFA_b_soccer

Instagram
b.soccer_official

LINE
JBFA_b_soccer

最新情報をチェック！

予選会場ではオリジナル
デザインチケットを販売！

予選ラウンドは

2会場とも

観戦無料・出入り自由

前売券

国際大会で大好評の透明フェンスシートも販売！

http://www.b-soccer.jp/?p=12298 購入サイトへGO!


