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                                                                   メディアリリース 

報道関係各位                                   

2022年11月17日（木） 

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・オセアニア選手権 2022」大会5日目、6日目結果 

準決勝日本の対戦相手はタイに決定！ 
 

2022年11月15日（火）、16日（水）「IBSA ブラインドサッカーアジア・オセアニア選手権 2022」の5日目お

よび6日目が開催され、予選グループリーグの試合が行われました。予選グループリーグの全ての試合が終了

し、準決勝1戦目は中国（グループA首位）vsイラン（グループB 2位）、準決勝2戦目は日本（グループB首

位）vsタイ（グループA 2位）となりました。日本が出場する準決勝は、11月17日（木）日本時間23時30分

キックオフです。 

 

●アジア・オセアニア選手権 5日目試合結果 

・カザフスタン 0-3 タイ（グループA） 

 得点者：Phuna Ronnarod（背番号12・タイ）2得点 

Pradapsri Wanchana（背番号6・タイ） 

 試合映像：https://youtu.be/s0cSINZp_ac 

 

・イラン 0-1 日本（グループB） 

 得点者：平林太一（背番号6・日本） 

 試合映像：https://youtu.be/briZHLbEdjY 

 

・中国 4-0 インド（グループA） 

 得点者：Zhu Ruiming（背番号11・中国） 

Liu Meng（背番号3・中国） 

Zhang Jiabin（背番号6・中国） 

          Yu Yutan（背番号7・中国） 

 試合映像：https://youtu.be/SZegHXAMLnU 

 

・韓国 3-0 オーストラリア（グループB） 

 得点者：Shin Yuncheol（背番号7・韓国） 

Kim Kyung Ho（背番号14・韓国） 

Jang Yeong Jun（背番号4・韓国） 

 試合映像：https://youtu.be/FLPhfcH4GVk 

 

●アジア・オセアニア選手権 6日目試合結果 

・マレーシア 0-3 中国（グループA） 

 得点者：Tang Zhihua（背番号2・中国） 

Zhu Ruiming（背番号11・中国） 

          Yu Yutan（背番号7・中国） 
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 試合映像：https://youtu.be/PzUqhD8XSSg 

 

・オーストラリア 0-2 ウズベキスタン（グループB） 

 得点者：Murodov Shokhruz（背番号2・ウズベキスタン） 

Tursunov Jamshidbek（背番号6・ウズベキスタン） 

 試合映像：https://youtu.be/SImRhAhF5do 

 

・タイ 2-0 インド（グループA） 

 得点者：Munphet Bancha（背番号8・タイ） 

Pradapsri Wanchana（背番号6・タイ） 

 試合映像：https://youtu.be/LIxF8yejnn4 

 

・韓国 1-4 イラン（グループB） 

 得点者：Morteza Karimi（背番号6・イラン）2得点 

     Behzad Zadaliasghari Yengejeh（背番号10・イラン）2得点 

     Shin Yuncheol（背番号7・韓国） 

 試合映像：https://youtu.be/BxBU9TrCpgc 

 

※今大会の試合映像は、一般財団法人インターナショナル・ブラインドフットボール・ファウンデーションが提供

を行なっています。 

映像提供に関する資料：https://jector.jp/dl/de3XAxWiYq78SWV7WD3zftCg 

映像提供に関するお問い合わせ先はこちら：info@ibf-foundation.football 

 

●11月17日（木）スケジュール ※キックオフ時間は日本時間 

・12:00KO 下位トーナメント1 マレーシアvsウズベキスタン 

・19:30KO 下位トーナメント2 インドvs韓国 

・21:30KO 準決勝1 中国vsイラン：https://youtu.be/4fOHmJCIZYg 

・23:30KO 準決勝2 日本vsタイ：https://youtu.be/6TbqN64iv2o 

 

●11月18日（金）スケジュール ※キックオフ時間は日本時間 

・12:00KO 下位トーナメント3 マレーシアvs韓国 

・14:00KO 下位トーナメント4 ウズベキスタンvsインド 

・18:00KO 3位決定戦 

・21:30KO 決勝戦 

 

●予選グループリーグ星取表（グループA） 

 中国 タイ インド マレーシア カザフスタン 勝点 得失点差 得点 失点 順位(暫定) 

中国 - ○4-0 ○4-0 ○3-0 ○5-0	 12 ＋16 16 0 1 

タイ ×0-4 - ○2-0 ○2-0 ○3-0 9 ＋3 7 4 2 

インド ×0-4 ×0-2 - △0-0 ○4-0 4 -2 4 6 3 

マレーシア ×0-3 ×0-2 △0-0 - △1-1 2 -5 1 6 4 

カザフスタン ×0-5 ×0-3 ×0-4 △1-1 - 1 -12 1 13 5 
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●予選グループリーグ星取表（グループB） 

 日本 イラン 韓国 オーストラリア ウズベキスタン 勝点 得失点差 得点 失点 順位(暫定) 

日本 - ○1-0 ○4-0 ○8-0 ○11-0	 12 ＋24 24 0 1 

イラン ×0-1 - ○4-1 ○8-0 ○6-0 9 ＋16 18 2 2 

韓国 ×0-4 ×1-4 - ○3-0 ○5-0 6 ＋1 9 8 3 

オーストラリア ×0-8 ×0-8 ×0-3 - ×0-2 0 -21 0 21 5 

ウズベキスタン ×0-11 ×0-6 ×0-5 ○2-0 - 3 -20 2 22 4 

 

●大会概要 

・大会名：IBSA ブラインドサッカーアジア・オセアニア選手権 2022 

・開催日：2022年11月11日（金）〜18日（金） 

・開催地：インド・コチ 

・大会HP（試合スケジュール）：https://www.blindfootball.in/asia-oceania-2022 

・派遣選手・スタッフ：https://www.b-soccer.jp/news/19797-20221005 

 

●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/ 

 

●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） 

 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 1 モロッコ 

アジア・オセアニア選手権2022：優勝国 1 - 

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・オセアニア選手権 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・オセアニア選手権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 
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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 

 


