
リトアニア共和国ゴールボール代表との交流・東京 2020 大会日程

セクメス             リエトゥバ （頑張れ、リトアニア） 

「チーム全員が東京でのパラリンピックを楽しみにしていま

す。全てのパラ選手にとってパラリンピックは究極の夢です。リ

トアニア代表はタイトルを守らなければなりません。それは簡

単なことではありませんが、我々には強い味方がおり、その一つ

は日本の友人である豊橋市です。友人らの支援があれば、タイト

ルを守って過去の成功を再現出来ると思います。パラリンピッ

クに向けた準備では豊橋の助けがとても大きく、感謝申し上げ

ます。また会える日を楽しみにしています。」

「パラリンピックのゴールボール大会は何が起こってもおかし

くない厳しいものです。リトアニアではタイトルをとるより守

るのが難しいと言われています。東京ではどうなるか見てみる

しかありません。個人的には、ものすごくやる気が沸いていま

す。リオのパラリンピックに参加出来なかったので、今回は輝

くメダルをどうにかして手に入れたいです。また、チーム全員

それぞれに証明したいこともあるので、ベストを尽くします。

豊橋市の素晴らしい皆さんの応援を感じています。その応援は

我々にとってとても大事なものです。よろしくお願いします。」

マリュス・ 

ジボリス 

キャプテン

ヴァルダス・ 

ゲセェヴィチュス

監督 

「とても強い期待を抱いて、東京に行きます。出場する全チー

ムがチャンピオンである我々を倒したいと思っており、本番は

さらに難しくなると思いますが、それは仕方がありません。ど

のような相手にも勝ち続けなければ、チャンピオンにはなれま

せん。目標はチャンピオンになることです。東京大会出場まで

の道のりは長かったですが、幸いなことに豊橋市の素晴らしい

皆様の大きな応援がありました。豊橋の皆様は我々がチャンピ

オンになる旅においてとても重要な存在です。」

マンタス・ 

ブラザウスキス 



○これまでの交流紹介：豊橋市とリトアニア、リトアニアゴールボール代表 

 2005 年の愛・地球博のフレンドシップ事業をきっかけに、民間団体豊橋リトアニア友の

会が立ち上がり、2019 年パネヴェジス市とパートナーシティ協定を締結。2018 年にリトア

ニアパラリンピック委員会・選手団訪問、2019 年にゴールボール代表事前合宿受入れ等ス

ポーツ、教育等の様々な交流を官民で実施。（2016 年ホストタウン登録） 

各種取組はこちらからご覧いただけます！ 

・豊橋市「スポーツのまち」づくり課 HP・SNS →

○選手を応援しよう
下記ハッシュタグをつけ、SNS に応援写真・動画を投稿して一緒に選手を応援しましょう！ 

#Lithuania #Goalball #Sekmeslietuva 

パラリンピアンの技の披露、投球等 

数々の交流を実施しました 

○リトアニアゴールボール男子代表事前合宿（2019 年４月～５月）

日本代表との親善試合も開催

本市小学生との

ｺﾞｰﾙﾎﾞｰﾙ交流

手筒花火鑑賞

ハガキ送付

東京 2020 ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会 

出場内定告知ポスター

○リトアニアゴールボール代表応援事業（2019 年８月～） 

似顔絵送付

HP facebook instagram



◇東京２０２０パラリンピック競技大会ゴールボール組み合わせ 

グループＡ 

国名 
世界 

ﾗﾝｷﾝｸﾞ
主な成績 

Lithuania 
(リトアニア)

2 位 

□パラリンピック 

2000 シドニー 銀メダル 

2008 北京 銀メダル 

2012 ロンドン ４位 

2016 リオデジャネイロ 金メダル 

□世界選手権 

2002 年 準優勝 /2006 年・2010 年 優勝

2014 年・2018 年 ４位 

□ヨーロッパ選手権 

2015・2017 年大会 優勝 

Brazil 
(ブラジル)

1 位 

□パラリンピック 

2012 ロンドン 銀メダル 

2016 リオデジャネイロ 銅メダル 

□世界選手権 

2014 年・2018 年 優勝

USA 
(米国)

8 位 

□パラリンピック 

2004 アテネ 銅メダル 

2016 リオデジャネイロ 銀メダル 

□世界選手権 

2006 年 ３位 /2010 年 ４位/ 

2014 年 ３位 

□パラパンアメリカ競技大会 

2019 年 優勝

Japan 
(日本)

10 位 パラリンピック初出場 

Algeria 
(アルジェリア)

13 位
□アフリカ選手権 

2020 年 優勝※現アフリカ王者 

グループＢ 

国名 
世界 

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 
主な成績 

Germany 

(ドイツ) 
４位 

□世界選手権 

2017 年大会 準優勝 

□ヨーロッパ選手権 

2015・2017 年大会 準優勝 

China 

(中国） 
３位 

□パラリンピック 

2008 北京 金メダル 

□世界選手権 

2010 年 準優勝 

□アジア・パシフィック選手権 

2019 年優勝※現アジア王者

Belgium 

(ベルギー) 
６位 

□世界選手権 

2018 年大会 ３位

Turkey 

(トルコ） 
９位 

□パラリンピック 

2012 ロンドン 銅メダル 

Ukraine 

(ウクライナ)
12 位 パラリンピック初出場 



◇日程 

○１日目 2021 年 8 月 25 日(水) 

9:00 - 11:45 

①男子予選 グループ A ブラジル vs リトアニア ②女子予選 グループ C RPC vs カナダ 

13:15 - 16:00 

③男子予選 グループ A アルジェリア vs 日本 ④女子予選 グループ D トルコ vs 日本 

17:30 - 21:45 

   ⑤男子予選 グループ B ドイツ vs トルコ 

⑥女子予選 グループ C イスラエル vs オーストラリア ⑦グループ D ブラジル vs アメリカ合衆国 

○２日目 2021 年 8 月 26 日(木) 

9:00 - 11:45 

①男子予選 グループ B ベルギー vs 中国 ②女子予選 グループ C 中国 vs RPC 

13:15 - 16:00 

③男子予選 グループ A アメリカ合衆国 vs ブラジル ④女子予選 グループ D エジプト vs トルコ 

17:30 - 21:45 

⑤男子予選 グループ B ウクライナ vs ドイツ ⑥グループ A リトアニア vs アルジェリア 

⑦女子予選 グループ C カナダ vs イスラエル 

○3日目 2021 年 8月 27 日(金) 

9:00 - 11:45 

①男子予選 グループ B トルコ vs ベルギー ②女子予選 グループ D 日本 vs ブラジル 

13:15 - 16:00 

③男子予選 グループ A 日本 vs アメリカ合衆国 ④女子予選 グループ C オーストラリア vs 中国 

17:30 - 21:45 

⑤男子予選 グループ B 中国 vs ウクライナ ⑥女子予選 グループ D アメリカ合衆国 vs エジプト 

⑦男子予選 グループ A ブラジル vs アルジェリア 



○４日目：2021 年 8月 28 日(土) 

9:00 - 11:45 

①女子予選 グループ C カナダ vs オーストラリア ②男子予選 グループ B トルコ vs 中国 

13:15 - 16:00 

③女子予選 グループ D 日本 vs アメリカ合衆国 ④男子予選 グループ A リトアニア vs 日本 

17:30 - 21:45 

⑤女子予選 グループ C RPC vs イスラエル ⑥男子予選 グループ B ドイツ vs ベルギー 

⑦女子予選 グループ D トルコ vs ブラジル 

○５日目: 2021 年 8月 29 日(日) 

9:00 - 11:45 

①男子予選 グループ A 日本 vs ブラジル ②女子予選 グループ D エジプト vs 日本 

13:15 - 16:00 

③男子予選 グループ B ベルギー vs ウクライナ ④女子予選 グループ C イスラエル vs 中国 

17:30 - 20:15 

⑤男子予選 グループ A アルジェリア vs アメリカ合衆国 ⑥女子予選 グループ C オーストラリア vs RPC 

○６日目: 2021 年 8月 30 日(月) 

9:00 - 11:45 

①男子予選 グループ B ウクライナ vs トルコ ②女子予選 グループ D ブラジル vs エジプト 

13:15 - 16:00 

③男子予選 グループ A アメリカ合衆国 vs リトアニア ④女子予選 グループ C 中国 vs カナダ 

17:30 - 20:15 

⑤男子予選 グループ B 中国 vs ドイツ ⑥女子予選 グループ D アメリカ合衆国 vs トルコ 

○７日目: 2021 年 8月 31 日(火) 

13:15 - 16:15 ①・②男子準々決勝(2試合) 

17:45 - 20:45 ③・④男子準々決勝(2試合) 



○８日目： 2021 年 9 月 1 日(水) 

13:15 - 16:15 ①・②女子準々決勝(2試合) 

17:45 - 20:45 ③・④女子準々決勝(2試合) 

○９日目: 2021 年 9月 2日(木) 

13:15 - 16:15 ①男子準決勝 ②女子準決勝 

17:45 - 20:45 ③男子準決勝 ④女子準決勝 

○１０日目： 2021 年 9 月 3 日(金) 

13:15 - 16:15 ①女子 3位決定戦 ②男子 3位決定戦 

17:45 - 21:55 ③女子決勝 ④男子決勝 女子表彰式／男子表彰式 


