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梶本	美智子
一般社団法人
日本ゴールボール協会  会長

立秋の候、皆様におかれましてはますます
ご清祥の段、お慶び申し上げます。

1994年に多摩障害者スポーツセンターで
第1回日本ゴールボール選手権大会が始ま
りました。今年で第29回となります。今年度
も株式会社FPパートナー様の大会特別協
賛で「MONEY DOCTOR 2022 日本ゴー
ルボール選手権大会」の女子予選大会が
福岡市総合体育館で開催されます。ここに
主催者として心から御礼申し上げます。

新型コロナウイルスが世界中にまん延し
てから早3年が経過しておりますが、引き続
き警戒を怠ることのできない状況にありま
す。昨年は、男子予選は無観客、本選は一
時的な感染拡大のため中止せざるを得な
い状況でした。2022年度は感染対策を
怠ることの無いよう十分注意をした上で、
皆様にもゴールボール競技を楽しんでいた
だける大会にしていきます。また直接ご来

場いただけない方のためにYouTubeでの
配信も致しますので是非そちらでもご観戦
ください。

昨年日本代表で大活躍をして銅メダル
を獲得した選手も多数参加しており、味方
だった選手が対戦する場面があるのが日
本ゴールボール選手権大会の面白いところ
でもあります。

各チームは晴眼者と視覚障害者の混在
するチームが中心ですが、中には晴眼者だ
けのチームが誕生しており、ユニバーサル
スポーツとして、ゴールボールという球技
スポーツがさらに発展することを願って
おります。

結びに、大会開催に当たり、ご尽力いた
だきました福岡県・福岡市をはじめ、福岡
市総合体育館の関係者様、また大会運営
を支えてくださる皆様に衷心より感謝申し
上げます。

黒木	勉
株式会社FPパートナー
代表取締役社長

平素は弊社事業に格別のご高配を賜り、
厚く御礼申し上げます。

この度、福岡市総合体育館において、
「MONEY DOCTOR 2022 日本ゴール
ボール選手権大会」の女子予選大会が開催
できますこと、特別協賛パートナーとして心
よりお喜び申し上げます。

当大会において弊社が特別協賛を務めさ
せていただくのも、今回で４回目となりまし
た。今年もこうして、たくさんの方々のご協力
のもと、無事に開催されますことを大変嬉し
く思います。選手並びに関係者の皆様にお
かれましては、様々な困難な状況や苦労を
乗り越えて、予選大会を迎えられたことと存
じます。

新型コロナウイルスの感染拡大により、
2020年度・2021年度は惜しくも日本ゴー
ルボール選手権大会は開催中止となりま

したが、本年度こそ決勝大会まで実現したい
という想いが強くございます。

昨年開催されました東京2020パラリンピ
ックにおいては、女子日本代表チームが銅メ
ダルを獲得され、男子日本代表チームは初
出場、５位入賞を果たし、より多くの方にゴー
ルボールの魅力を感じていただけたことと思
います。

ここ福岡に集結するのは、全国各地から
決勝大会出場をかけて集った女子チームで
す。日々の練習で磨いた高い守備力と巧みな
戦術・チームワークで、素晴らしいパフォーマ
ンスを見せていただけることでしょう。

最後になりますが、大会の開催にあたり、
ご尽力いただきました関係者の皆様に心よ
り感謝を申し上げますとともに、選手の皆様
のご健闘をお祈り申し上げます。
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 2 MONEY DOCTOR 2022 日本ゴール ボール選手権大会  女子予選大会概要

大会特別協賛 株式会社 FP パートナー

大会サプライヤー オイシックス・ラ・大地株式会社、錦城護謨株式会社、蔵守株式会社、 
株式会社PR TIMES

後援 福岡県、福岡市、福岡県障がい者スポーツ協会

主催 一般社団法人日本ゴールボール協会（JGBA）

大会会長 梶本 美智子（一般社団法人日本ゴールボール協会 会長）

大会実行委員長 近藤 和夫（一般社団法人日本ゴールボール協会 参与）

大会実行委員 戸貝 友美、新居 平康、小野 和人、泉廣 公裕、水野 慎治、船積 小百合、 
森 博由、佐々木 重昭、南風立 翔、田村 真理子、永田 悠祐、香西 美佐、川合 歩、 
池田 和久、天津 友里、齊藤 隼人、三上 友佳子、栃木 隆宏、 
徳永 梨沙、渡辺 篤郎、西村 秀樹、持永 洋貴、増田 徹、石井 大輔、小林 尚平、 
飯ケ谷 侑紀、斎藤 ましろ、信岡 幸生

（以上、一般社団法人日本ゴールボール協会）

総務 松本 千恵子（一般社団法人日本ゴールボール協会 理事）
臼井 恵子（一般社団法人日本ゴールボール協会 事務局長）

審判長 戸貝 友美 （一般社団法人日本ゴールボール協会）

副審判長 水野 慎治（一般社団法人日本ゴールボール協会）

競技審判員 一般社団法人日本ゴールボール協会公認審判員

競技補助員 一般社団法人日本ゴールボール協会公認オフィシャルスタッフ

日 時
2022年
８月13日（土） 10:45～
８月14日（日）    9:30～

会 場
福岡市総合体育館
〒813-0017 福岡県福岡市 
東区香椎照葉6丁目1－1

① 観戦されるお客様は１階より会場施設へご入館頂き、受付にて所定
の手続きの上、２階の観戦席へお進みください。

② 会場施設内の移動は、誘導員の案内や定められた動線に従って
ください。

③ 試合は２階の指定された場所にて観戦頂き、マスクを着用の上、大き
な声を出さないようにお願い致します。こまめな手洗いとアルコール
による手指の消毒にご協力ください。

④食事中は会話をお控えください。

⑤ゴミは各自でお持ち帰りください。

⑥ 観戦中に体調不良となった場合は、必ず大会本部（メインアリーナ
内）までご連絡ください。　

⑦ 大会終了後に体調不良となった場合は、必ず日本ゴールボール協会 
事務局（info_ japangoalball@jgba.or.jp）までご一報ください。

⑧その他、施設が定めるガイドラインを遵守し、楽しくご観戦ください。

新型コロナウイルス
感染防止対策

① 会場施設の管理者及び大会主催者が定めた検温、手指消毒、マスク
の着用について、遵守・徹底のご協力をお願いします。

② 会場施設への出入りや移動については、誘導員の案内や定められた
動線に従ってください。

③ 試合観戦は指定された場所にてソーシャルディスタンスを確保し、マ
スクを着用の上、大きな声を出さないようにお願いします。試合中は
特に静粛にしてください。

④ 飲食は観戦席及び施設側で許可されている場所を厳守して
ください。

⑤ 貴重品は各自の責任において管理してください。盗難や破損等が発
生しても、主催者や施設側は一切責任を負いません。

⑥ ゴミ等の処理は特に留意し、施設側の使用規則等を遵守して
ください。

⑦決められた喫煙所（屋外）以外での喫煙は厳禁です。

観戦上の注意
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ゴールボール競技とは3
ゴールボールは「静寂の中の格闘技」と呼ばれるパラリンピック競技です。
1チーム3人の選手が、鈴の入ったボールを転がすように投げ合い得点を競う対戦型の球技です。時速
50キロで転がってくる重さ1.25キロのボールを全身で守備し、起き上がって投球する動作を繰り返し
ます。この様子が、全身にボクシングのパンチを受けるさまに似ていることから「静寂の中の格闘技」と
呼ばれています。

♪

高さ1.3m

幅9m

18m

3m

9m

3m
3m

1.5m

ハイボール パーソナルペナルティー

攻撃側の投げ出されたボールがチームエリア（ハイボール
ライン）を超えて床に触れたとき。

ロングボール パーソナルペナルティー

攻撃側の投げ出されたボールがチームエリアでバウンドし、次
のバウンドがニュートラルエリアでバウンドしなかったとき。

アイシェード パーソナルペナルティー

レフェリーの許可無く自分のアイシェードや他の選手のアイ
シェードに触れたとき。

ノイズ パーソナルペナルティー 
 チームペナルティー

投球者も含む攻撃側のチームが、スローイングをする選手
の投球動作に入る瞬間から守備側に不利になるような音を
出したとき。

10セカンズ チームペナルティー

攻撃されたボールが守備側の選手に最初に触れ、そこから
相手に投げ返したボールがセンターラインを10秒以内に
超えなかったとき。

イリーガルコーチング  チームペナルティー

ベンチのコーチや選手がタイムアウトやハーフタイムなどオ
フィシャルブレイク時以外の試合中にコートの選手に指示
をしたとき。

反則には、スローイングをした選手など個人に科されるもの
（パーソナルペナルティー）とチームに科されるもの（チームペ
ナルティー）があります。反則をすると、ペナルティースローが
科されます。ペナルティースローは、それを科せられた選手が
一人で守らなければなりません。チームペナルティーやノイズ
で対象の個人が特定できなかった場合は、ペナルティーを科
す選手を相手チームが指名できます。

反則（ペナルティー）

ボール
バスケットボールとほぼ同じ大
きさ（7号）ですが、重さはバスケ
ットボールの2倍の1.25キログ
ラムで、鈴が2つ入っています。

アイシェード（目隠し）
選手全員が視野や視力といった障
害の程度の差が出ないようにする
ためにつけます。

コート
コートは6人制バレーボールコート
と同じ広さで、コート内の各ラインに
は、触ってわかるように床とテープの
間に紐が通されて凸凹があります。

前半
12分

後半
12分

Quiet Please!

プレー中は
お静かに！

レフェリーが「クワイエット プリーズ！！」（ Quiet Please!! ）とコールし たら、「静かにしてください！！」の合図です。
選手は、ボールに入った鈴の音とレフェリーのコールや笛、相手チームの選手の声や息づかい、足 音を聴き分けてプレーします。そのため、試合は静寂の中で
おこなわれます。ゴールが決まった瞬間や、タイムアウト、選手交代の時などゲームが止まっている ときは、手拍子などで応援してください。

観戦
マナー
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出場チーム紹介4

チーム附属（略称：附属）
活動開始年 
2001年

拠点 
筑波大学附属視覚特別支援学校体育館

ユニフォームカラー 
 ホーム  黒色  アウェイ  青色

チ
ー
ム
紹
介

筑波大学附属視覚特別支援学校OGを中心としたチームです。今年は新メンバーが加わり、昨年とは違った
雰囲気・戦い方で臨みます！

意
気
込
み

昨年は女子予選を１位通過しました。今年も昨年の勢いをそのまま、新たなメンバーとともに優勝を目
指して頑張ります。お互いに助け合い、楽しみ、メンバー全員が笑顔で大会を終えられるよう、全力でプ
レーします！

みなでしこ
活動開始年 
2022年

拠点 
東京、福岡

ユニフォームカラー 
 ホーム  白色  アウェイ  白（袖赤）色

チ
ー
ム
紹
介

スローガンは元気に笑顔でゴールボールを楽しむこと！
全国各地（北海道・東京・福岡）から集結したチーム構成となっています。また、ゴールボールへの愛はどこ
のチームにも負けない自信があります！

意
気
込
み

大会に出場できることに感謝しながら、各個人の強みや良いところを引き出し合い、チーム一丸となって予選
通過を狙います！

Moon Luster（略称：ムンラス）
活動開始年 
2016年

拠点 
神奈川県立スポーツセンター

ユニフォームカラー 
 ホーム  青色  アウェイ  黄色

チ
ー
ム
紹
介

メンバー構成は東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県在住の個性豊かなメンバーで構成されているチームで
す。熱い気持ちで熱い戦いをします！皆さん、ぜひご注目ください。ゲームタイマーが止まるハーフタイムやタ
イムアウトの時はぜひ「ムンラス」と呼んでくれるのを楽しみにしています。

意
気
込
み

試合を楽しみながらチームで声をかけあってお互いをカバーする。

フラワー
活動開始年 
2017年

拠点 
長野県

ユニフォームカラー 
 ホーム  きみどり色  アウェイ  ピンク

チ
ー
ム
紹
介

美しく・楽しくプレーする。

意
気
込
み

初勝利を目指します！

Merveilles（略称：メル）
活動開始年 
2014年

拠点 
つくば、東京など

ユニフォームカラー 
 ホーム  ピンク  アウェイ  水色

チ
ー
ム
紹
介

つくばで誕生したMerveillesですが、現在はいろいろなメンバーが混ざって活動しています。個性的なメ
ンバーが集まった楽しいチーム！競技歴も障害の有無も出身地もバラバラなメンバーが上を目指して楽し
くをモットーに頑張ります !! 応援よろしくお願いいたします。

意
気
込
み

去年の私たちを超えて、本戦の切符を手にします!!

本
大
会
の
見
ど
こ
ろ

　本大会は、日本ゴールボール選手権大会を2018年・2019年と連覇している「国リハLadiesチームむさしずく」
が出場しないため、過去２大会準優勝の「みなでしこ」を脅かすチームがでてくるのかが注目になります。
　また、参加チーム数が５チームと少ないものの、各チームに日本代表候補選手が入っており、レベルの高い
試合が予想されます。そして、大会初出場の選手が多い「フラワー」がどこまで善戦するのかも楽しみです。
　ベテランが中心のチームもあれば、新加入で学生が入ったチームもあり、チーム構成は多様です。若い選手に
は、元気なプレーで大会を大いに盛り上げてくれることを期待します。それぞれのチームが1戦1戦成長していく
姿もぜひご覧ください。
　ゴールボール競技は、視覚に障害を負った傷痍軍人のリハビリテーションのために開発された団体スポーツ
です。パラリンピック大会など、国際大会は視覚障害者のみが出場できますが、日本ゴールボール選手権大会は
視覚障害がなくても出場できます。本大会でも晴眼者が参加しています。アイシェードをつけた中で、どこまで視
覚障害者に迫れるのか。ご注目ください。

メルヴェイユ
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6 概要
 主催団体  一般社団法人日本ゴールボール協会

試合タイムテーブル5
一般社団法人日本ゴールボール協会は、ゴールボール競技を通じて障害の有無を越え交流しあい、スポーツ・文化活動に
参加する機会を作り出すことで、共生社会の実現への貢献を基本理念とするゴールボール競技の国内競技連盟です。 
ゴールボール日本代表の強化や国際大会への派遣のほか、体験会や講演会を通じたゴールボールの普及、大会の主催・ 
協力、指導者やレフェリーの育成など、日本全国で活動しています。

 月刊ゴールボールマガジンを購読してください。

ゴールボール日本代表情報や当協会主催のイベント情報などをお知らせする「月刊ゴールボールマガ
ジン」（メールマガジン）を毎月1回発行しています。購読は無料で、どなたでもご登録いただけます。
ぜひご登録ください。

 会員になってゴールボールを支えてください。

当協会の運営や活動を支えていただける会員を募集しています。

正会員
（10,000円／年）

当協会の目的に賛同した個人に入会いただけます。
正会員は財政的な支援者というだけでなく、活動計画や予算策定の意思決定者であり、
活動のパートナーでもあります。
年1回開催される社員総会での議決権があり、団体運営から参画できます。

正会員としてご入会いただいた方には 
入会特典 をご用意しています。
2022年度はゴールボール日本代表「オリオン
JAPAN」のロゴがプリントされたシューズバッ
グ（非売品）を差し上げます。イエロー、ブラック、
ネイビー、ブルーの4色展開。 
色は選べません。どの色が届くかはお楽しみに。

個人賛助会員
（3,000円／年）

当協会の目的に賛同した個人が入会いただけます。団体運営には直接関与せずに事業を
財政的に支援する会員です。社員総会での議決権はありません。

入会ご希望の方は、ウェブサイトから入会申込書をダウンロードいただき、ご記入の上、郵送またはメールで
お申し込みください。（裏表紙記載の「お問い合わせ先」をご覧ください）

https://jgba.or.jp/know/monthly-magazine/

試合
番号 開始時刻 対戦カード

1 10:45 Moon	Luster vs みなでしこ

2 11:45 フラワー vs Merveilles

3 12:45 みなでしこ vs チーム附属

4 13:45 Merveilles vs Moon	Luster

5 14:45 チーム附属 vs フラワー

8.13 sat.    2022第1日目

試合
番号 開始時刻 対戦カード

6 9:30 チーム附属 vs Moon	Luster

7 10:30 みなでしこ vs Merveilles

8 11:30 Moon	Luster vs フラワー

9 12:30 Merveilles vs チーム附属

10 13:30 フラワー vs みなでしこ

8.14 sUN.    2022第2日目
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女子予選大会
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福岡県、福岡市、
福岡県障がい者スポーツ協会

福岡市総合体育館
（福岡県福岡市東区香椎照葉6丁目1－1）
会
場

［ 特 別 協 賛 ］
［サプライヤー］

マネードクター（株式会社FPパートナー）
オイシックス・ラ・大地株式会社、錦城護謨株式会社、
株式会社蔵守、株式会社PR TIMES

10:45～

2022

9:30～

一般社団法人日本ゴールボール協会
（Japan Goalball Association／JGBA）

〒107-0052
東京都港区赤坂1-2-2 日本財団ビル4階
公益財団法人日本財団パラスポーツサポートセンター内
一般社団法人日本ゴールボール協会
TEL：03-5849-3982
E-mail：info_ japangoalball@jgba.or.jp

お問い合わせ先

JGBA公式フェイスブック
https://www.facebook.com/goalballjpn

JGBA公式ツイッター 
https://twitter.com/goalballjpn

JGBA公式ウェブサイト 
https://jgba.or.jp/

JGBA公式インスタグラム
https://www.instagram.com/goalballjpn/

JGBA公式YouTube
https://www.youtube.com/c/GoalballChannelJAPAN/


