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11月19日(土) 北海道立総合体育センター（北海きたえーる） 11月12日(土) ＹＭＩＴアリーナ
男子 16:30～ 〒062-0905 男子　女子終了後 〒525-0027
女子 15:00～ 札幌市豊平区豊平５条１１丁目１番１号 女子　13:00～ 滋賀県草津市野村三丁目3番27号
10月30日(日) 青森県武道館 11月2日(水) 和歌山県立体育館
男子　12:00～ 〒036-8101 男子　女子終了1時間後 〒640-8392
女子　10:00～ 青森県弘前市豊田2丁目3 女子 12:00～ 和歌山市中之島2238
10月30日(日) 盛岡市総合アリーナ（タカヤアリーナ） 11月20日(日) 大和郡山市総合公園多目的体育館
男子　10:00～ 〒020-0866 男子　15:00～ 〒639-1055
女子　12:00～ 岩手県盛岡市本宮5丁目4-1 女子　12:00～ 奈良県大和郡山市矢田山町２
10月30日(日) CNAアリーナ★あきた 11月19日(土) 島津アリーナ京都
男子 9:30～ 〒010-0973 男子　12:30～ 〒603-8334
女子 12:05～ 秋田県秋田市八橋本町6-12‐20 女子　15:50～ 京都府京都市北区大将軍鷹司町

10月23日(日) 山形市総合スポーツセンター　第一体育館 10月30日(日) 八尾市立総合体育館

男子　9：30～ 〒990-0075 男子　13:30～ 〒581-0018
女子　11:30～ 山形県山形市落合町1番地 女子　10:00～ 大阪府八尾市青山町3－5－24
10月29日(土) セキスイハイムスーパーアリーナ 11月13日(日) 兵庫県立総合体育館
男子　11:00～ 〒981-0122 男子　14:00～ 〒 663-8142
女子　13:30～ 宮城県宮城郡利府町菅谷字舘40-1 女子　12:00～ 兵庫県西宮市鳴尾浜１－１６－８

11月23日(祝・水) 福島トヨタクラウンアリーナ 11月13日(日) 笠岡総合体育館
男子　11：45～ 〒960-8166 男子　13:00～ 〒714-0054
女子　10：15～ 福島県福島市仁井田西下川原41-1 女子　10:00～ 岡山県笠岡市平成町63-2
10月30日(日) 日立市池の川さくらアリーナ 11月12日(土) 広島県立総合小アリーナ（広島グリーンアリーナ）

※準決勝終了後男子12:00頃 〒316-0034 男子　13:30～ 〒730-0011
女子　13:30頃 茨城県日立市東成沢町2-15-1 女子　11:30～ 広島県広島市中区基町4-1
11月12日(土) 栃木県立県北体育館 11月6日(日) 鳥取県立倉吉体育文化会館
男子　10:00～ 〒324-0047 男子　10:30～ 〒682-0023
女子　13:00～ 栃木県大田原市美原 女子　15:30～ 鳥取県倉吉市山根529-2
11月5日(土) 高崎アリーナ 11月13日(日) 松江市総合体育館

男子　14:00～ 〒370-0847 男子 女子決勝終了後 〒690-0826
女子　16:00～ 群馬県高崎市和田町4丁目1-18 女子　12:00～ 島根県松江市学園南1丁目21-1
11月13日(日) サイデン化学アリーナ(さいたま市記念総合体育館) 11月13日(日) トラックワンアリーナ　下松スポーツ公園体育館

男子　14:30～ 〒338-0835 男子 13:00～ 〒744-0061
女子　16:30～ 埼玉県さいたま市桜区道場4-3-1 女子 15:00～ 山口県下松市大字河内140番地
11月13日(日) 駒沢屋内球技場 11月23日(水・祝) 三豊市総合体育館
男子　13:30～ 〒154-0013　 男子 13:00～ 〒767-0001
女子　10:00～ 東京都世田谷区駒沢公園1-1 女子 10:00～ 香川県三豊市高瀬町上高瀬751-24
11月6日(日) 明海大学 11月5日(土) 北島北公園総合体育館（YGKドーム）
男子 10:00～ 〒279-8550 男子　10:00～ 〒771-0202
女子 12:00～ 千葉県浦安市明海1丁目 女子　12:00～ 徳島県板野郡北島町太郎八須五反地１０－１

11月3日(祝・木） トッケイセキュリティ平塚総合体育館 11月23日(祝・水) 愛媛県総合運動公園体育館
男子　14:00～ 〒254-0074 男子　11:00～ 〒791-1136
女子　13:00～ 神奈川県平塚市大原1-1 女子　14:00～ 愛媛県松山市上野町乙46
11月6日(日) 小瀬スポーツ公園体育館 11月6日(日) 高知県立青少年体育館

男子　11:30～ 〒400-0836 男子　12:30～ 〒781-2122
女子　9:30～ 山梨県甲府市小瀬町840 女子　10:00～ 高知県吾川郡いの町天王北1丁目14
11月13日(日) 長野市真島総合スポーツアリーナ　ホワイトリング 11月12日(土) 福岡市総合体育館
男子　12:30～ 〒381-2204 男子　11:00～ 〒813-0017
女子　10:00～ 長野市真島町真島2268番地1 女子　13:00～ 福岡市東区香椎照葉六丁目1番1号 

11月3日(祝・木） 新潟市東総合スポーツセンター 11月13日(日) 嬉野市社会文化会館(リバティ)
男子　女子決勝終了後 〒950-0893 男子　10:00～ 〒849-1425

女子　10:15～ 新潟県新潟市東区はなみずき3丁目4-1 女子　12:00～ 佐賀県嬉野市塩田町大字五町田甲628番地4

11月23日(祝・水) 富山県総合体育センター 11月23日(祝・水) 島原復興アリーナ
男子　10:00～ 〒939-8252 男子　14:30～ 〒855-0879
女子　12:30～ 富山県富山市秋ヶ島183 女子　13:00～ 長崎県島原市平成町2-1
10月29日(土) いしかわ総合スポーツセンター 11月12日(土) 人吉スポーツパレス
男子　14:00～ 〒920-0355 男子 10:00～ 〒868-0015
女子　12:00～ 石川県金沢市稚日野町北222 女子 12:00～ 熊本県人吉市下城本町1566-1
10月29日(土) 越前市AW-Iスポーツｱﾘｰﾅ 11月13日(日) ダイハツ九州アリーナ
男子　10:00～ 〒915-0832 男子　13:00～ 〒870-0133
女子　13:05～ 福井県越前市高瀬2丁目８－２３ 女子　11:00～ 大分県中津市大貞377-1
11月13日(日) 草薙総合運動場体育館（このはなアリーナ） 11月13日(日) 宮崎県体育館
男子　10:30～ 〒422-8007 男子　11:00～ 〒880-0879
女子　13:00～ 静岡県静岡市駿河区栗原19-1 女子　9:00～ 宮崎県宮崎市宮崎駅東2丁目4番地1

11月23日(祝・水) 豊田合成記念体育館(エントリオ) 11月6日(日) 西原商会アリーナ
男子　12:00～ 〒492-8094 男子　12:00～ 〒890-0023
女子　15:00～ 愛知県稲沢市下津北山１丁目１６－４ 女子　14:30～ 鹿児島県鹿児島市永吉１丁目３０番１号
11月13日(日) アテナ工業アリーナ（関市総合体育館） 11月3日(祝・木） 豊見城市民体育館
男子　11:00～ 〒501-3802 男子　9:00～ 〒901-0225
女子　13:00～ 岐阜県関市若草通り2-1 女子　12:00～ 沖縄県豊見城市字豊崎5-2
11月12日(土) 西野公園体育館 2022/10/21_1
男子　12:00～ 〒519-0165

女子　男子終了30分後 三重県亀山市野村２丁目５－１
※スケジュールは変更になる場合がございます。
※上記は選⼿権代表校決定戦のスケジュールです。準決勝や予選はこのスケジュール以前に開催されます。

46 鹿児島県

47 沖縄県

43 熊本県

44 大分県
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31 岡山県

32 広島県

33 鳥取県

28 京都府

29 大阪府

30 兵庫県

22 愛知県

23 岐阜県

24 三重県

19 石川県

20 福井県

21 静岡県

16 長野県

17 新潟県

18 富山県

13 千葉県

14 神奈川県

15 山梨県

10 群馬県

11 埼玉県

12 東京都

7 福島県

8 茨城県

9 栃木県

4 秋田県

5 山形県

6 宮城県
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3 岩手県

1 北海道

2 青森県

25 滋賀県

26 和歌山県

27 奈良県

※大阪府は2枠あるため、決勝なし

※3位準決勝試合時間


