
日程 2022年3月24日（木）～29日（火）
会場 スカイホール豊田、岡崎中央総合公園体育館、名古屋市名東スポーツセンター

品番 品番

昭和学院高校（千葉県） vs 北陸高校（福井県） M01 県立青森中央高校（青森県） vs 県立那賀高校（和歌山県） W01

中部大学春日丘高校（100校枠 愛知県） vs 県利府高校（宮城県） M02 県立松江南高校（島根県） vs 県立栃木商業高校（栃木県） W02

岐阜市立岐阜商業高校（岐阜県） vs 徳島市立高校（徳島県） M03 高水高校（山口県） vs 高岡向陵高校（富山県） W03

県立総社高校（岡山県） 國學院大學栃木高校（栃木県） ー 郡山女子大学附属高校（福島県） vs 県立高松商業高校（香川県） W04

県立小林秀峰高校（宮崎県） vs 山本学園高校（山形県） M05 県立富岡実業高校（群馬県） vs 桜花学園高校（開催地 愛知県） W05

県立氷見高校（富山県） vs 府立洛北高校（京都府） M06 広島山陽学園山陽高校（広島県） 育英西高校（奈良県） ー

浦和学院高校（埼玉県） 県立松山工業高校（愛媛県） ー 県立静岡農業高校（静岡県） vs 札幌新陽高校（北海道） W07

県立三本木高校（青森県） vs 広島山陽学園山陽高校（広島県） M08 県立彦根翔西館高校（滋賀県） vs 山本学園高校（山形県） W08

岡崎城西高校（開催地 愛媛県） 瓊浦高校（長崎県） ー 浦和実業学園高校（埼玉県） vs 県立池田高校（徳島県） W09

新潟明訓高校（新潟県） vs 彦根総合高校（滋賀県） M10 県屋代高校（長野県） vs 宮崎学園高校（宮崎県） W10

県立四日市工業高校（三重県） vs 県立湯沢高校（秋田県） M11 県立境高校（鳥取県） vs 昭和学院高校（千葉県） W11

大分高校（大分県） vs 県立富岡高校（群馬県） M12 県立福井商業高校（福井県） vs 県立四日市商業高校（三重県） W12

東大寺学園高校（奈良県） vs 県立境高校（鳥取県） M13 神戸星城高校（兵庫県） 大分高校（大分県） ー

札幌新陽高校（北海道） vs 県立粉河高校（和歌山県） M14 県立日川高校（山梨県） vs 県立湯沢高校（秋田県） W14

法政大学第二高校（神奈川県） vs 県長野南高校（長野県） M15 大同大学大同高校（100校枠 愛知県） vs 県立柏崎高校（新潟県） W15

高知中央高校（高知県） vs 九州学院高校（熊本県） M16 県立飛騨高山高校（岐阜県） vs 土佐高校（高知県） W16

県立江津高校（島根県） vs 県立小松工業高校（石川県） M17 聖和学園高校（宮城県） vs 県立水海道第二高校（茨城県） W17

県立岩国工業高校（山口県） vs 北陸高校（福井県） M18 名古屋経済大学市邨高校（愛知県） vs 県立那賀高校（和歌山県） W18

中部大学春日丘高校（100校枠 愛知県） vs 県立光陵高校（福岡県） M19 県立栃木商業高校（栃木県） vs 佐賀清和高校（佐賀県） W19

岐阜市立岐阜商業高校（岐阜県） vs 県立総社高校（岡山県） M20 高岡向陵高校（富山県） vs 郡山女子大学附属高校（福島県） W20

県立小林秀峰高校（宮崎県） vs 神戸国際大学附属高校（兵庫県） M21 桜花学園高校（開催地 愛知県） vs 熊本市立千原台高校（熊本県） W21

興南高校（沖縄県） vs 府立洛北高校（京都府） M22 白梅学園高校（東京都） vs 育英西高校（奈良県） W22

浦和学院高校（埼玉県） vs 県立御殿場高校（静岡県） M23 県立静岡農業高校（静岡県） vs 県立清峰高校（長崎県） W23

県立藤代紫水高校（茨城県） vs 広島山陽学園山陽高校（広島県） M24 小松市立高校（石川県） vs 山本学園高校（山形県） W24

瓊浦高校（長崎県） vs 大阪体育大学浪商高校（大阪府） M25 浦和実業学園高校（埼玉県） vs 霧島市立国分中央高校（鹿児島県） W25

第45回全国高等学校選抜大会＜大会コード：CBE2203＞  DVD品番一覧

【男子】 【女子】

3月24日
（木）
１回戦

3月25日
（金）
2回戦



日程 2022年3月24日（木）～29日（火）
会場 スカイホール豊田、岡崎中央総合公園体育館、名古屋市名東スポーツセンター

品番 品番

第45回全国高等学校選抜大会＜大会コード：CBE2203＞  DVD品番一覧

【男子】 【女子】

駿台甲府高校（山梨県） vs 彦根総合高校（滋賀県） M26 府立洛北高校（京都府） vs 県屋代高校（長野県） W26

県立湯沢高校（秋田県） vs 佐賀清和高校（佐賀県） M27 昭和学院高校（千葉県） vs 県立不来方高校（岩手県） W27

学校法人石川高校（福島県） vs 大分高校（大分県） M28 県立今治中等教育学校（愛媛県） vs 県立四日市商業高校（三重県） W28

東大寺学園高校（奈良県） vs 県立香川中央高校（香川県） M29 神戸星城高校（兵庫県） vs 県立川和高校（神奈川県） W29

県立不来方高校（岩手県） vs 札幌新陽高校（北海道） M30 四天王寺高校（大阪府） vs 県立日川高校（山梨県） W30

法政大学第二高校（神奈川県） vs 県立加治木工業高校（鹿児島県） M31 大同大学大同高校（100校枠 愛知県） 明光学園高校（福岡県） ー

関東第一高校（東京都） vs 高知中央高校（高知県） M32 県立倉敷商業高校（岡山県） vs 県立飛騨高山高校（岐阜県） W32

県立小松工業高校（石川県） vs 愛知高校（愛知県） M33 県立水海道第二高校（茨城県） vs 県立コザ高校（沖縄県） W33

北陸高校（福井県） vs 中部大学春日丘高校（100校枠 愛知県） M34 名古屋経済大学市邨高校（愛知県） vs 県立栃木商業高校（栃木県） W34

岐阜市立岐阜商業高校（岐阜県） vs 県立小林秀峰高校（宮崎県） M35 高岡向陵高校（富山県） vs 桜花学園高校（開催地 愛知県） W35

府立洛北高校（京都府） vs 浦和学院高校（埼玉県） M36 白梅学園高校（東京都） vs 県立清峰高校（長崎県） W36

県立藤代紫水高校（茨城県） vs 大阪体育大学浪商高校（大阪府） M37 小松市立高校（石川県） vs 霧島市立国分中央高校（鹿児島県） W37

駿台甲府高校（山梨県） vs 佐賀清和高校（佐賀県） M38 府立洛北高校（京都府） vs 昭和学院高校（千葉県） W38

大分高校（大分県） vs 県立香川中央高校（香川県） M39 県立四日市商業高校（三重県） vs 神戸星城高校（兵庫県） W39

県立不来方高校（岩手県） vs 法政大学第二高校（神奈川県） M40 四天王寺高校（大阪府） vs 大同大学大同高校（100校枠 愛知県） W40

関東第一高校（東京都） vs 愛知高校（愛知県） M41 県立飛騨高山高校（岐阜県） vs 県立コザ高校（沖縄県） W41

北陸高校（福井県） vs 県立小林秀峰高校（宮崎県） M42 名古屋経済大学市邨高校（愛知県） vs 高岡向陵高校（富山県） W42

浦和学院高校（埼玉県） vs 大阪体育大学浪商高校（大阪府） M43 白梅学園高校（東京都） vs 小松市立高校（石川県） W43

駿台甲府高校（山梨県） vs 県立香川中央高校（香川県） M44 府立洛北高校（京都府） vs 県立四日市商業高校（三重県） W44

法政大学第二高校（神奈川県） vs 愛知高校（愛知県） M45 大同大学大同高校（100校枠 愛知県） vs 県立コザ高校（沖縄県） W45

北陸高校（福井県） vs 大阪体育大学浪商高校（大阪府） M46-SF 高岡向陵高校（富山県） vs 小松市立高校（石川県） W46-SF

県立香川中央高校（香川県） vs 愛知高校（愛知県） M47-SF 府立洛北高校（京都府） vs 大同大学大同高校（100校枠 愛知県） W47-SF

3月29日
（火）
決勝

北陸高校（福井県） vs 県立香川中央高校（香川県） M48-FI 小松市立高校（石川県） vs 府立洛北高校（京都府） W48-FI

ー 不戦勝のため試合動画はありません。
１回戦～準々決勝は3,000円/枚（税込み）、準決勝・決勝は4,000円/枚（税込み）です。　製品コードは（大会コード＋品番）となります。

3月26日
（土）
3回戦

3月27日
（日）

準々決勝

3月28日
（月）
準決勝

3月25日
（金）
2回戦
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