




今回は台風接近の荒天の中、こうしてお集まりいただきありがとうござ
います。中止ということも当然考えましたが、すでに予選も始まり、海
外からの選手も来日されているので、みなさまとの交流という意味も含
めまして、開会式を開催させていただきました。ご了承のほど、よろし
くお願いいたします。
さて、開会式の開催状況もSNSを通じてお知らせいたしましたが、協会
のSNSにも様々な方が登録していただいております。性別、年齢、職業、
そして障害の有る無しを超えて、様々なお立場の多くのご支援をもって、
我々の活動は支えられています。今回は加えて国境も超え、まさに垣根
の無い大会を開催することができました。これぞ、インクルーシブと言
えるのではないでしょうか。この大会も第2回の開催となり、多くのメ
ディア様のお力添えの下、地域の方にも少しずつ知られるようになって
きました。しかし、まだ聴覚障がい者スポーツの認知度は低い。聴覚障
がい者のオリンピック＝デフリンピックの認知度は10％程度で、パラリ
ンピックの10分の1です。
この認知度を高め、日本でそして、この大分の地でデフリンピックを開
催するのが当協会の使命と考えております。
この11月には、アジア大会も控え、当協会からも４人の選手を派遣いた
します。どうぞ、皆様の応援をこれからもよろしくお願いします。
最後になりましたが、ご来賓、スポンサー団体・企業様に改めて御礼申
し上げます。本日はお集まりいただき、ありがとうございました。

※台風で一部施設の使用が制限されたにも関わらず、3日間合計

1000名を超えるご来場をいただきました。
一般社団法人日本デフビーチバレーボール協会

理事長　牛尾洋人
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試合結果



Jesteśmy w finale �Międzynarodowego 
Turnieju Siatkówki Plażowej� który 
odbywa się na plaży Tanoura Beach w 
mieście Oita, w Japonii � �
Obfite opady deszczu �� nie 
przeszkodzily nam w realizacji założeń 
taktycznych na to spotkanie. Po bardzo 
dobrym meczu w naszym wykonaniu, 
pokonaliśmy zdecydowanie niemiecką �
�  parę Maximilian Schmidt / Patrick 
Kelch 2:0 (21:10, 21:10). 
Jutro w finale zawodów zmierzymy z 
najlepszą parą gospodarzy� �  Tatsuya 
Sei / Yuta Imai. Trzymajcie za nas kciuki 
✊�

Drugie i trzecie miejsce Międzynarodowego 
Przyjacielskiego Turnieju Siatkówki Plażowej 
���  Dziękuję Hirohito Ushio　za 
zaproszenie!

Verrückt in Japan!!! Unsere Beacher Inga, Katrice, Patrick und Maximilian sind in Japan für 
ein Freundschaftsturnier. 
Die gesamte Veranstaltung ist super organisiert, leider von dem Taifun überschattet. Bisher 
konnten jedoch alle Spiele stattfinden wenn auch in strömendem Regen zum Teil. Die 
Gastgeber sind über aus freundlich und wir sind froh dass wir die lange Reise angetreten 
sind. Wir können alle hier sehr viel lernen. Das Niveau ist genau richtig für unsere Teams.
Inga und Katrice spielen gegen Japan 21:19 und 21:17. Sehr gutes Niveau von beiden 
Mannschaften. Inga ist top in Form und absolut im Sand angekommen. Katrice überzeugt 
durch wenig Fehler und gute Aufschläge.
Nach 14:17 dreht das deutsche Damen Team das Spiel nach einer gut gewählten Auszeit 
und gewinnt mit 21 zu 17. 
Im Finale heute trofft das deutsche Team wieder auf die Japanerinnen. Da diese im Lucky 
Loser Spiel gegen Polen gewonnen haben.
Die Männer haben gestern gegen Polen verloren, es war kein guter Tag für das deutsche 
Team. Im strömenden Regen waren die Bedingungen auch äußerst schlecht. Es passte aber 
auch nicht viel zusammen. die Deutschen verloren mit 21:10 und 21:11 gegen konstanter 
spielende Polen.

海外選手もSNSで情報拡散


