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日本 スペイン テレビ放送: 

【12月 2日テレビ放送】日本対スペイン 地上通信とオンライン輸送計画 |カタ

ールワールドカップ（ワールドカップ） 集合 Eセグメント 3 

 

【放送予定の日本対スペイン】 カタールワールドカップ（ワールドカップ）の

ギャザリング E第 3戦で、日本代表サッカー部がスペインと対戦する。対戦プ

ラン、スタート時間、地上配信、ABEMA無料ネット配信プランをご紹介。 

 

FIFA ワールドカップ カタール 2022 ギャザリング E ギャザリング サイクル 3

、日本対スペインは 12 月 2 日 (金) にハングアップします。 

▶【本田圭佑が語る！ 】日本対スペイン戦を ABEMAで無料配信！プロモーション

なしで視聴するには、間 0 円のプレミアムをお勧めします。 

 

https://tokyotv20201.blogspot.com/2022/12/blog-post.html


この記事では、日本対スペインの試合プラン、開始時間、および転送プランを紹

介します. 

日本対スペイン |時刻表と開始時刻を合わせる 

 

カタールワールドカップギャザリング Eエリア 3、日本対スペインは日本時間 12

月 2日(金)に掛けられる。 

 

オープニングショットは日本時間の午前 4時を予定しています。 

 

ここまで 1勝 1敗の日本は、ギャザリングステージの最終戦でスペインと対戦す

る。彼らはストロング アルマダ スペインに勝って、2 連続大会の最後の大会

に進むことができるでしょうか? 

 

    大会：カタールワールドカップギャザリング Eマッチデー3 

    日時：2022年 12月 2日(金) 4:00起動/日本時間 

    試合：日本対スペイン 

    シーン: カリファ ワールドワイド アリーナ 



 

日本対スペイン |放送・回覧計画 

 

カタール・ワールドカップ・ギャザリング E エリア 3、日本対スペインは、地上

波テレビではフジテレビ、Webでは ABEMAでリアルタイムに伝えられます。 

テレキャスター/時刻表 

 

    アースリー：フジテレビ【3:40～放送】 

    BS/CS：なし 

    ネット：ABEMA [3:00～ライブ] 

 

批評・演出ラインナップ 

 

ジョン・カビラ氏は「フジテレビ」のアナリスト、本田圭佑氏は「ABEMA」のコ

スタリカ戦後の評論家。 

 



    【フジテレビ】プライマリーキャスター：ジョン・カビラ、来場者：岡田武

史、選手分析：小野伸二、スタジオ編集：田中マーカス・トリオ 

    【ABEMA】評論：本田圭佑、ピッチ分析：牧野智昭、論説：寺川俊平 

 

※放送局・時刻表は変更になる場合があります。 

間 0円の ABEMAプレミアムはプロモーションなしで、追っかけ再生をサポート。 

 

カタールワールドカップ「ABEMA」は、全 64試合をリアルタイムで無料配信しま

す。 

 

日本対スペイン戦も ABEMA で無料視聴できるが、「広告なし」「再生重視」をモ

ットーとする「ABEMA プレミアム（初回間無料）」への加入をおすすめする。追

撃再生能力を活かせば、試合中盤でも序盤から観戦可能。 

 

もちろん、無料期間中にドロップすることもできます。考慮されたすべてのこと

について、料金が発生しないことを確信できます。 

 



ABEMAプレミアム入会比較 GOAL 

ABEMAプレミアムの入会方法 

 

    ABEMAプレミアム 先行ページにアクセス 

    メールアドレスを確認する 

    装着技を入力して入隊完了 

 

※無料仮期間終了後は、結果的に月々960円で復活します。 

※無料予選終了の 24 時間前（以降のスクラッチ締切時間）にドロップした場合

は課金されません。 

カタールワールドカップ関連データ 

 

    【予定・結果】カタールワールドカップ最新順位表と試合予定 

    【条件まとめ】日本公開組、ワールドカップ束ステージを突破するための条

件 |コスタリカ戦の基本となる結果は？ 



    【ワールドカップキット】日本の Reality Cup ユニフォームの知名度が離陸 

|いつでもどこで入手できますか？ 

    【番組ガイド】カタールワールドカップ 放送企画 | 

    【選手名鑑】カタールワールドカップ出場国一覧 

 

【ワールドカップ中継・配信スケジュール】 から無敵の日本対スペイン！本田

圭佑とイニエスタが ABEMA（PHILE WEB）に登場 

 

日本対スペイン戦の開始時間は？そして放送？最後の大会に進むための条件は何

ですか？ 

 

サッカーワールドカップ（ワールドカップ）第 1回アソシエーションギャザリン

グ E（第 1回＝日本時間第 2回、日本-スペイン、ドーハ） FIFAランキング 24

位の日本は、7回連続で第 7大会に出場する。彼らはハリファ グローバル アリ

ーナで 7 位のスペインと対戦します。ここでは、立ち上げ時期や放送予定、日

本が最終戦に進出するまでの経緯、日本とスペインの試合結果などをお知らせ

します。 

 



試合開始は日本時間午前 4時。 6時間の時差があるため、レースは現地時間の

午後 10時に開始されます。日本はのドイツ戦に 2-1で圧勝し、のコスタリカ戦

に 0-1で敗れたため、ギャザリング Eで 3位、客観的コントラスト 0で 2位に

つけている。この時点まで、スペインは 1 勝 1 引き分けで、4 位と +7 の客

観的コントラストを達成しており、これはこの集まりで最も注目に値します。 

 

FIFAランキングでは、日本が 24位、年に南アフリカで開催されたワールドカッ

プで優勝したスペインが 7位。過去の日本戦の戦績は、成功 0回、不幸 1回。 

 

日本が最後の大会に進出できるように状況を調整する必要があります。順位を見

ると、まずスペインが Gathering E で 4 位、客観的差 7 で首位に立っており

、日本が 3 位、客観的対比 0 で 2 位となっています。コスタリカは 3 位で 

3 位、客観的差異は -6 で、ドイツは 1 点で 4 位、客観的差異は -1 です。 

 

Gathering E の最終戦は、日本時間の 12 月 2 日午前 4 時に開始されます。日

本-スペインとコスタリカ-ドイツは予約済みです。万一日本が勝てば、フォー

カスを 6つに広げ、1 人で最後の大会に進出する。引き分けの場合はコスタリカ

・ドイツとの対戦となる。 

 



重要な点として、日本が引き分けた場合は 4 つの焦点を獲得し、コスタリカが

勝った場合、コスタリカ (6 つの焦点) とスペイン (5 つの焦点) が決勝に進

み、日本が決勝に進みます。一掃されます。ドイツが勝てば、客観的にドイツ

との調整となる。コスタリカとドイツが引き分けであると仮定すると、日本と

コスタリカは 4 つの焦点で互角ですが、日本は客観的な対比で進んでいます。 

 

日本が負けると仮定すると、フォーカスは 3 のままで、日本は処分されます。

コスタリカが勝利した場合、スペイン (7 フォーカス) とコスタリカ (6 フォ

ーカス) が進行します。ドイツが勝利した場合、スペイン (7 フォーカス) と

ドイツ (4 フォーカス) が進みます。コスタリカとドイツが引き分けだとする

と、スペイン（7カ所）とコスタリカ（4カ所）が進む。 

 

同様に、主要な関連付けの位置付けは、1 点、2 客観的区別、3 全力集中、4 真

っ直ぐな対立の結果 (2 つのグループが同点の場合は、対決を妨げないノーホ

ールドの余波です。) ポイント コントラスト、オールアウト スコア)、5 つの

フェア プレー フォーカス、および 6 つの宝くじ。 

◆サッカー・カタールワールドカップ 第 1回 協会の集い E 試合日程◆ 

 



日本とスペインのサッカーの試合のテレビ放送局とレポーターはどこですか? 【

カタールワールドカップ】 

 

日本公開組の試合中継は… 

 

現地時間の 12月 1日には FIFAワールドカップ カタール 2022 ギャザリング E

エリア 3が開催され、日本のパブリックサッカークルーがスペインのパブリッ

クグループと対決する。カタールのカリファ・ワールドワイド・アリーナで行

われるこの試合は、フジテレビや各局でリアルタイムに中継される。 

 

【カタールワールドカップの余波を予見して報酬をゲット！ 

ワンマッチ予想くじ「チャンプ」の無料パーツ登録はこちら！  

 

フジテレビでは、清水英彦さん、風間八尋さん、坪井啓介さん、小野伸二さん、

田中マーカス・トリオさんが評論を担当し、青島達也さん、西岡貴大さん、中

村光弘さん、司会の目的久志さんが担当します。分析を担当していただきます

。また、臨時ガイドとして大久保義人氏が参加し、ユニークなオブザーバーと

して中村俊介氏が興味を持ってくれます。 



 

ABEMAでは、本田圭佑氏が近隣分析を担当し、司会の寺川俊平氏が近隣批評を担

当し、牧野智昭氏がピッチ談義を担当する。アンドレス・イニエスタも特別ゲ

ストとして参加します。 

 

FIFA ワールドカップ カタール 2022 ギャザリング E サイクル 。 

 

日本パブリック・グループ − スペイン・パブリック・グループ（ハリファ・ワ

ールドワイド・アリーナ/フジテレビ、ABEMA） 

 


