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ＡＳＢＣアジア U22男女選手権大会‐タシュケント 2022 

          2022年１月 20日～30日 

 

 

１． 大会組織・開催者： 

   ＩＢＡ加盟連盟、ウズベキスタン・ボクシング連盟は，ＡＳＢＣアジア U22 男女選

手権大会‐タシュケント2022の組織運営に関し、ＡＩＢＡに依り委任されている。 

 

2.   ウズベキスタンボクシング連盟： 

 

2.1 本部への連絡に関する詳細 

     用件         連絡先 

公式Ｅメール asianboxing.u22@gmail.com 

電話 ＋99890 353 5355 

チーム登録に関する質問 asianboxing.u22@gmail.com 

大会に関する質問 asianboxing.u22@gmail.com 

 

    ASBCU22男女選手権大会‐タシュケント 2021についての追加的な情報が欲しい 

場合は、アジアボクシング連盟 info@asbcnews.org宛に連絡のこと。 

 

2.2 大会役員： 

  本選手権大会は“ＡＯＢ大会”であり、ＡＩＢＡ認定の国際技術委員、Ｒ＆Ｊと 

コーチにより監督運営される。 

 

3． 大会への参加登録： 

  チーム団の登録受付は 2021 年 11 月 20 日から開始。チーム団に係る総ての登録は、

IBAデータベース: https://www.aiba-database.org/nf 経由にて行うこと。 

 

  登録の概略表は、以下のとおり。 

  登録項目      登録者   登録締め切り 

選手 AIBAデータベース経由 

にて、各国連盟が登録する 

2021年 12月 30日 

チーム役員 AIBAデータベース経由 

にて、各国連盟が登録する 

2021年 12月 30日 

https://www.aiba-database.org/nf


3.1 参加選手について： 

 

男子： 誕生年に依り、年齢 19歳～22歳の男子選手（2000年～2003年の間に誕生） 

    が以下のウェイト階級にて競技することができる。 

      （2021年に延期されたことに因り、例外的に、1999年生まれの男子選手も 

本選手権大会において競技することが可能） 

46-48Kg, 51Kg, 54Kg, 57Kg, 60Kg, 63.5Kg, 67Kg, 71Kg, 75Kg, 80Kg,  

86Kg, 92Kg, +92Kg 

 

女子： 誕生年に依り、年齢 19歳～22歳の女子選手（2000年～2003年の間に誕生） 

    が以下のウェイト階級にて競技することができる。 

      （2021年に延期されたことに因り、例外的に、1999年生まれの女子選手も 

本選手権大会において競技することが可能） 

45-48Kg, 50Kg, 52Kg, 54Kg, 57Kg, 60Kg, 63Kg, 66Kg, 70Kg, 75Kg, 

+81Kg, +81Kg 

 

リザーブ選手 ⇒ 2名或いはそれ以上の選手の内、どちらの選手を参加させるか   

を迷う場合や単に怪我を恐れる場合には、データベース上の 

“リザーブ選手”機能が利用できる。 

           この機能は、同一ウェイト階級にて、1 名以上の選手を参加登録

させることが許されることとなり、登録作業が終わった後でも、 

最終段階でどの選手を参加させるのかを決めることができる。 

（但し、各ウェイト階級にて競技できるのは選手 1名のみで 

ある。） 

 

3.2 チーム役員： 

  各チーム団は、下記人数の役員を帯同することができる。 

● チーム・マネージャー 1名 

● チームドクター  1名 

● 理学療法士      1名 

● エキストラ人員     オープン 

コーチの数： 

⇛ 選手 1名～3名参加の場合   コーチ４名まで 

⇛ 選手 4名～7名参加の場合 コーチ 5名まで 

⇛ 選手 8名～10名参加の場合 コーチ 6名まで 

⇛ 選手 11名～25名参加の場合 コーチ 10名まで 



 

 3.3   コーチと R&Js： 

  ‐ 各選手、リングに上がるまで, コーチ、最多で3名に付き添われる権利がある。 

  ‐ その内の２名のコーチがリングのエプロン部まで上がることが許され、1名の 

コーチのみがリングの中に入ることができる。 

‐ 選手は総て、少なくともＩＢＡ認定（1つ星、2つ星或いは３つ星）の 

コーチ 1名により、試合中は、リングサイドにて付き添われなければ 

ならない。 

‐ フィールド・オブ・プレイ（FOP）で任務を遂行できる総てのコーチは、 

  IBA認定（1つ星～3つ星）資格を有する者でなければならない。 

‐ IBA 認定 1 つ星資格を有するコーチを一人も帯同できないチームの場合は、

その旨をテクニカル・ミーティングの際に問題提起すれば、他のチームとの

調整にあずかる便宜が図られる。 

‐ IBA 認定を受けていないナショナルレベルの如何なるコーチも、ＦＯＰ内に

立ち入ることはできない。 

    ‐ 総ての R＆Jは、所属の国連盟により指名され、最終的には、アジア連盟の 

レフェリー委員会により承諾される。 

    ‐ 国連盟により指名される R＆Jは、AIBA認定 2つ星かそれ以上の資格を 

有する者であること。 

    ‐ それぞれの国連盟は、承認された R＆J の渡航費を支払い、大会組織委員会

が開催地までの移動費、宿泊費及び日当を支払う。 

 

４．  ビザと入国に際しての必須事項： 

 

大会組織委員会は、ビザ取得の際の援助をする。 

ビザに関することは総て、Ms. Tamila Sarikhanova 

                        TEL: +99890 353 5355 

                        Eメール：asianboxing.u22@gmail.com 宛 に連絡のこと。 

 

 

4.1  ビザ取得までの過程： 

            ウズベキスタンへ渡航のためのビザ取得の過程は以下の通り。 

   

‐ ビザが必要なチーム団は、直ちに、ウズベキスタン・ボクシング連盟へ連絡し、 

ビザ取得のための援助を要請すること。 

‐ ウズベキスタン大使館が無い国を除いて、ビザは総てウズベキスタン大使館 

mailto:asianboxing.u22@gmail.com


         経由にて発行される。 

‐ 選手団総てのメンバーの（有効期限内）パスポートコピ―を、 

asianboxing.u22@gmail.com 宛てに送付すること。 

        ‐ 必要書類の提出期限は、2021年 12月 30日。 

 

5.    移動輸送 

5.1  国際移動輸送： 

    チーム団のフライト情報は総て、Ｅメールにて、 

asianboxing.u22@gmail.com まで送付のこと。 

 

● 発着空港は、タシュケント国際空港（ＴＡＳ）である。 

● フライト情報の締め切り日は、2022年 1月 1日である。 

 

5.2  現地での移動輸送： 

   タシュケント国際空港 ⇔ 宿泊ホテル ⇔ 試合会場 ⇔ トレーニング施設間 

   往復移動輸送は、大会組織委員会により手配され提供される。 

 

6． 試合会場と練習会場： 

  名称：Universal Sport Saroyi 

   収容人員数：2100 

   住所：Seul str, 7 Tashkent, Uzbekistan 

    

        練習会場は、ウズベキスタン・ボクシング連盟のボクシング・ホールに 

  設置される。 

 

7.   宿泊： 

   チーム団が必要とする、シングルルームとダブルルームの宿泊割り当て希望に 

付いては、できるだけ早く、asianboxing.u22@gmail.comへ周知すること。 

   

連絡の締め切り日は、2022年 1月 1日である。 

 

 

 

 

 

 

mailto:asianboxing.u22@gmail.com
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7.1  チーム団の宿泊ホテル： 

チーム代表団に必要なシングルおよびダブルルームの割り当ては、できるだけ早

く大会組織委員会に通知されなければならない。 

部屋割りは、asianboxing.u22@gmail.com までお送ること。 

締切：2022年 1月 1日 

 

＃１ Lumiere Hotel & Spa  ルミエール ホテル＆スパ 収容人数：200人 

＃２ Hampton by Hilton Tashkent ハンプトン・バイ・ヒルトン・タシケント 収容人

数：255人 

  

 

7.2  宿泊料金： 

 

     部屋タイプ        料金 

ダブルルーム （2名使用） 1名／１泊に付き、ＵＳＤ８０ 

シングルルーム（1名使用） 1名／１泊に付き、ＵＳＤ１００ 

エクストラパーソン 1名／１泊に付き、ＵＳＤ１３０ 

 

上記の客室料金に含まれるもの： 

 3食の食事 

 移動輸送 

 メディカルケア 

 到着時および出発時の COVID-19テスト 

 

ホテル情報から書く 

↓下記は前の海外試合のやつだから書き方を参考にする。 

 

7.3 支払い条件： 

● チーム代表団は、全日程の宿泊料金を上記の通り全額支払わなければならない。 

大会期間（1月 20日～2021年 1月 30日）。 

●  現金（USD）のみ受け付ける。 

   

 

7.4 食事： 

   1日に付き 3食が支給される。 日毎のメニューは、ＡＩＢＡの 

Dietary Requirements（栄養必要量）に依る。 食事時間は以下の通り。 

     朝食：  6:30  ～ 9:30 



                        昼食： 11:30 ～ 14:00 

                        夕食： 18:00 ～ 23:00 

8． 大会システム： 

   本選手権大会は現行のＩＢＡ技術ルールとＡＯＢ大会ルールに則り運営される。 

   現行のＡＯＢ大会ルールの補遺Ｃに依り、この大会にはシーディングがある。 

   公式抽選会ではスイスタイミング社の電子抽選によって行われる。 

    

 

9． 大会カレンダーとその他の予定： → ※ 添付別紙参照 

 

10．特別要件 

 

10．1 すべての選手はエントリーズチェックの際に下記のアイテムを持参すること； 

● パスポート 

● 選手手帳 

● メディカル サーティフィケイト（3ヵ月以内に発行したもの） 

● B型肝炎、C型肝炎、HIVの検査結果（12ヶ月以内に発行したもの） 

● 妊娠していないことを証明する非妊娠証明書（女子のみ） 

● 全選手が署名したアンチ ドーピング同意書 

● ビデオ同意書 

   ● 肖像権同意書 

   ● ユニフォームやローブ（該当する場合） 

 

10．2 各チーム代表団は下記のものを持参すること； 

 国旗 1ｍ×1.5ｍ 

 国家 （USBドライブ / CD、.mp3形式） 

 

10．3 選手のユニフォームについて 

 ベストとショーツ/スカートは、ボクサーのそれぞれの国の色、またはボクサーのそれぞ

れのコーナーの割り当てに応じて赤または青になる。 

- 女性ボクサーは、黒のスポーツタイプのヒジャブを着用することができる。 

- ショートパンツやスカートのベルトラインは、対照的な色で明確に表示され、以下のも

のを使用する必要がある。 

幅 6.10cmのウエストゴム（ベルトラインはへそからヒップの上までの仮想線） 

- ヘアネット/バンダナ（髪の長いボクサーの場合）を持参すること。 

 



 

  公式ボクシング用具： 

  ＡＳＢＣアジア U22男子・女子選手権大会-タシケント 2021にて使用される、ボクシ

ングリングを含む総ての公式ボクシング用具については、ＩＢＡより正式にライセン

を取得した企業のものが供給される。 

 

11．メダル： 

  アジア連盟と大会組織委員会は、１３階級の各々に, メダルを授与する。 

                        個数 

           ― 第 1位  金メダル （１） 

           ― 第 2位  銀メダル （１） 

           ― 第 3位  銅メダル （１） 

           ― 第 4位  銅メダル （１） 

 

12． 認定：ASBCアジア U22男子・女子に登録したチーム代表団員（3.に記載）全員 

2021年 12月 30日までに IBAのデータベースを通じてASBCアジアU22男子・女子ボク

シング選手権大会―タシケント 2022 に参加された方には、宿泊費の支払いが承認さ

れた後、認定される。 

 

13. 保険：大会組織委員会は、競技会場においてのみ、全参加者を対象とした賠償責任保

険を提供する。全参加者は、各自で旅行保険および医療保険に加入するよう要請する。  

 

14. メディカルケア：LOC は、大会期間中に発症したスポーツ傷害に苦しむ参加者医療

と応急処置を提供します。 

 

15. 本大会では、WADA 規定に基づくアンチドーピング検査が実施される。 

 

  

   

14.1 チーム団： 

ＡＩＢＡデータベースを通じ、2017年 3月 30日までにＡＳＢＣアジア大陸選抜 

ボクシング選手権大会へ参加登録した総てのチーム団のメンバー（本第 3.2 項に記

載）は、空港に到着次第、認定（ＩＤ）を受け取る。 

 

14.2 各国連盟のその他のメンバー： 

   日本ボクシング連盟の場合、規定外の余剰人員の参加は無いので、本項の訳は割愛。 



    

15. メディア関係 

  メディア関係者の登録については、以下によるＡＩＢＡデータベース登録が既に機能。 

   http://aiba.org/aiba-2017-continental-championships-media-registration-form/ 

 

16． テクニカル・ビデオについて 

   各国連盟は、１つのリングに付き１台のカメラにより、当該連盟所属選手が出場 

する試合を記録することが出来る。スタンド内には、これら技術目的のための特定 

スペ－スが２か所確保される。記録は、技術目的の為だけであり、公共ＴＶ放映や

社会的なメデイア対応目的の為であってはならない。これら２か所へのアクセスは、 

この件に関して、（公共ＴＶ放映や社会的なメデイア対応目的の為であることの） 

否認をする内容（が記された用紙）にサインあることが条件となる。その用紙は、

本ハンドブックの巻末に添付されている。各チーム団の団長は、ジェネラル・ 

テクニカル・ミーティングの際、サインされたその用紙を持参すること。 

 

17． 選手の肖像権： 

   ＡＳＢＣアジア連盟は、本大会が始まる前及び大会期間中におけるプロモーション

映像の撮撮に際し、特別ＴＶチームを指定。 従って、本大会に参加することに 

より、ＡＩＢＡ／ＥＵＢＡ（ヨーロッパ大陸連盟）に対し、選手各自には、 

彼／彼女の肖像権の放棄の同意が求められる。 

 

 

 

18． 保険： 

   大会組織委員会の方では、参加者総てに対し、大会期間中現地での事故のみに対処

する損害賠償保険に加入の手立てはするが、一方、参加者総てには、自己の責任に

おいて、渡航保険及び医療保険に加入しておくことが要請される。 

 

19． 医療のケアー： 

   大会組織委員会は、大会全期間の間、スポーツに因る怪我に苦しむ総ての参加者に

対応する医療のケアーと応急手当の処置を施す。 

 

20． ＡＩＢＡメディカル・サーティフィケート（健康診断書）： 

   総合計量の際に、選手は総て、3か月以内に更新された、3枚から成る 

ＡＩＢＡメディカル・サーティフィケート（健康診断書）を持参のこと －  

本紙は、ＡＩＢＡテクニカル・ルール中、31~33ページ、ＡＩＢＡウェブサイト 

http://aiba.org/aiba-2017-continental-championships-media-registration-form/


より入手可能。 

 

21． ドーピング・コントロール： 

   アンチ・ドーピング・コントロールが、AIBAアンチ・ドーピング・コントロール 

      規則とＷＡＤＡ（世界アンチ・ドーピング機構）規定に則り、実施される。 

 

   2016 年より有効のＷＡＤＡの規則により、ＡＩＢＡ大会の最中に、血液検査が実施

される可能性がある。 

 

   参加者の健康状態がＴＵＥ（治療使用免除）の適用が必要な場合、その参加者は、

その旨の申請を、ＡＤＡＭＳシステムを通じ、2017年 3月 30日までに提出する 

こと。 

 

   アンチ・ドーピングに関し、更に詳細が必要な場合は、ＡＩＢＡのウェブサイト、 

   http://www.aib.org/doping-free/ を検索のこと。 

 

22． ウエルカム・ディナー（歓迎晩餐会）： 

   1チームに付き、2名の代表者が、大会組織委員会により、招待される。その際の 

移動については、チーム宿泊ホテルにて開催されるテクニカル・ミーティングの際

に連絡がある。 

 

 

23． フラッグ・パレード 

   1チームに付き、2名の代表者が、大会組織委員会より、このイベントに参加する 

よう招待を受ける。 

 

24． カットマン講習会： 

   最新のルール変更に伴い、各国連盟がそのチームの中に少なくとも 1 名、ＡＩＢＡ

認定のカットマンを擁するようにするために、ＡＩＢＡは、本大会開始に先立ち、 

カットマン講習会を開催する。 

 

ＡＩＢＡ資格（1つ星、2つ星及び 3つ星）を有するコーチ総てに、この講習会への

参加資格がある。 

 

日程：   2017年 4月 27日~28日 

開催地：  タシュケント、ウズベキスタン 

http://www.aib.org/doping-free/


講習内容： 専門的（本格的な）ハンド・ラッピング、カット（裂傷） 

の予防と治療 

受講料:   ＵＳ＄３００ 

 

参加登録は、ＡＩＢＡデータベースを通じて行うこと。 

詳細は別紙、参照。 

 

25． 現地の通貨： 

   現地通貨はウズベキスタンＳｕｍ（スム）。 国際コードはＵＺＳ。 

 

          Ｓｕｍ為替レート： １ＥＵＲ＝ 4000 

１ＵＳＤ＝ 3723 

 

26．気候 

  4月下旬のタシュケントの気候は、およそ 2５℃と予想される。 

 

 

                                   以 上 

 

 

 

 

           ※ 大会カレンダーその他スケジュール 

      

   大会    日程 時間 場所 

大会全期間 1月 20日～1月 30日   

試合期間 1月 22日～1月 29日  

 

  

チーム到着 1月 20日、1月 21日  ホテル 

スポーツエントリー

ズチェック 

1月 21日 8時～14時 ホテル 

テクニカル 

ミーティング 

1月 21日 16時 ホテル 

公式抽選会 1月 21日 17時 ホテル 

開会式 1月 21日 18時 未定 

予選 1月 22日  未定 

準々決勝 1月 23日、24日 

 

 未定 



準決勝 1月 25日、26日  未定 

休息日 

 

1月 27日  未定 

決勝 1月 28日、29日  未定 

（現地）出発 1月 30日   

 

 

 

 

 

 

 


