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実施要項

■名称 第３１回全日本高等学校女子サッカー選手権大会

■主催 公益財団法人日本サッカー協会 神戸市

■共催 公益財団法人全国高等学校体育連盟

■主管 一般社団法人兵庫県サッカー協会 兵庫県高等学校体育連盟

■後援 スポーツ庁 兵庫県 兵庫県教育委員会 スポーツニッポン新聞社

■協賛 ダイハツ工業株式会社 株式会社マイナビ KDDI株式会社

株式会社ナイキジャパン株式会社ローソンエンタテインメント

■協力 株式会社モルテン

■日程 ２０２２年 １２月３０日（金） １回戦

１２月３１日（土） ２回戦

２０２３年 １月 ３日（火） 準々決勝

１月 ５日（木） 準決勝

１月 ８日（日） 決勝

■実施会場 １回戦： ・三木総合防災公園（兵庫県三木市）

陸上競技場／第２陸上競技場／

みきぼうパークひょうご第１球技場／みきぼうパークひょうご第2球技場

・五色台運動公園（兵庫県洲本市）

メイングラウンド／サブグラウンド

・いぶきの森球技場（兵庫県神戸市）

Aグラウンド／Bグラウンド

２回戦： 三木総合防災公園
陸上競技場／第2陸上競技場／

みきぼうパークひょうご第1球技場／みきぼうパークひょうご第２球技場

準々決勝： 三木総合防災公園 陸上競技場／第２陸上競技場

準決勝・決勝： ノエビアスタジアム神戸（兵庫県神戸市）

組合せ： １１月２５日（金）に協会にて抽選会を行い決定

代表者会議： １１月２８日（月）オンラインで実施予定

■会場住所 ・三木総合防災公園／みきぼうパークひょうご
〒673-0515 三木市志染町三津田1708

電話 0794-85-2146

・五色台運動公園
〒656-1344 兵庫県洲本市五色町鳥飼浦2613

電話 0799-34-1177

・いぶきの森球技場
神戸市西区櫨谷町寺谷1242-111

電話 078-991-5612

・ノエビアスタジアム神戸
〒652-0855 兵庫県神戸市兵庫区御崎町1丁目2−2

電話 078-652-5656
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大会組合せ①-トーナメント表-

東海大学付属福岡高校 九　州3/福岡

2 追手門学院高校 関　西3/大阪

9 星槎国際高校湘南 関　東3/神奈川

31 聖和学園高校 東　北3/宮城

1 尚志高校

1月5日(木) 1月8日(日)

13:45

4 AICJ高校 中　国2/広島

4 姫路女学院高校 開催県/兵庫

A

1回戦 2回戦 準々決勝 準決勝 決勝

29 神村学園高等部 九　州1/鹿児島
三木陸

【1】
13:45

12月30日(金) 12月31日(土) 1月3日(火)

A 三木陸 【17】

G 五色メイン
【2】

3 暁星国際高校 関　東7/千葉 A 三木陸 【25】10:30

13:45

E いぶきA
【3】

1 佐久長聖高校 北信越2/長野

10 鎮西学院高校 九　州4/長崎
10:30

C みき球1 【18】
1

10:30

D みき球2
【4】

15 岡山県作陽高校 中　国1/岡山
10:30

17 北海道大谷室蘭高校 北海道1 G 五色メイン

I ノエスタ 【29】11:00

旭川実業高校 北海道2

【19】10:30

H 五色サブ

D みき球2

【5】
10:30

8 京都精華学園高校 関　西4/京都

1 高川学園高校 中　国3/山口

【26】13:45

E

B 三木陸2

【6】
10:30

7 柳ヶ浦高等学校

9 前橋育英高校 関　東5/群馬

C みき球1 【20】

いぶきA
【7】

13:45

九　州2/大分

14 常葉大学附属橘高校 東　海2/静岡

5 帝京長岡高校 北信越3/新潟
13:45

C みき球1
【8】

19 藤枝順心高校 東　海1/静岡
14:10

C

13:45

25 常盤木学園高校 東　北1/宮城 みき球1
【9】

10:30

J ノエスタ 【31】

B 三木陸2 【21】10:30

1 霞ヶ浦高校 関　東6/茨城

13 日本航空高校 関　東2/山梨
10:30
F いぶきB

【10】
11 聖カピタニオ女子高校 東　海3/愛知

15 十文字高校 関　東1/東京 B 三木陸2

B 三木陸2 【27】10:30

【22】13:45

F いぶきB

B 三木陸2

【11】
13:45

東　北2/福島

【30】14:00

H 五色サブ

I ノエスタ

【12】
13:45

7 四国学院大学香川西高校

10 開志学園JSC高等部 北信越1/新潟

【23】13:45

D みき球2

D みき球2

【13】
13:45

四　国1/香川

7

【28】13:45

A 三木陸

A 三木陸

【14】
13:45

24 日ノ本学園高校 関　西2/兵庫

【24】10:30

B 三木陸2

A 三木陸

【15】
10:30

11 鳴門渦潮高校 四　国2/徳島

13 修徳高校 関　東4/東京

※四角内の数字は出場回数
※【　】内数字はマッチナンバー

【16】
10:30

4 大阪学芸高校 関　西1/大阪

G 五色メイン：五色台運動公園メイングラウンド（兵庫県・洲本市） H 五色サブ：五色台運動公園サブグラウンド（兵庫県・洲本市）
I ノエスタ：ノエビアスタジアム神戸（兵庫県・神戸市）

A 三木陸：三木総合防災公園陸上競技場（兵庫県・三木市） B 三木陸2：三木総合防災公園第2陸上競技場（兵庫県・三木市）
C みき球1：みきぼうパークひょうご第1球技場（兵庫県・三木市） D みき球2：みきぼうパークひょうご第2球技場（兵庫県・三木市）
E いぶきA：いぶきの森球技場　Aグラウンド（兵庫県・神戸市） F いぶきB：いぶきの森球技場　Bグラウンド（兵庫県・神戸市）

地上波
生中継
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