
11月11日（金）

試合 種別 試合 種別

第1試合 女子 岩見沢緑陵 ｖｓ 士別翔雲 第1試合 女子 北見柏陽 ｖｓ 滝　川

9:00～ ＴＯ 9：00～ ＴＯ

第２試合 男子 函館有斗 ｖｓ 札幌清田 第２試合 女子 稚　内 ｖｓ 札幌北斗

10：30～ ＴＯ 10：30～ ＴＯ

第3試合 男子 釧路江南 ｖｓ 帯広大谷 第3試合 女子 B1の勝者 ｖｓ とわの森

12：00～ ＴＯ 12：00～ ＴＯ

第4試合 女子 札幌山の手 ｖｓ A1の勝者 第4試合 女子 B2の勝者 ｖｓ 東海大札幌

13：30～ ＴＯ 13：30～ ＴＯ

第5試合 男子 白樺学園 ｖｓ A2の勝者

15：00～ ＴＯ

第6試合 男子 東海大札幌 ｖｓ A3の勝者

16：30～ ＴＯ

試合 種別 試合 種別

第1試合 女子 帯広大谷 ｖｓ 釧路湖陵 第1試合 女子 北星附属 ｖｓ 遺愛女子

9：00～ ＴＯ 9：00～ ＴＯ

第２試合 男子 札幌日大 ｖｓ 室蘭栄 第２試合 女子 北星女子 ｖｓ 北見藤

10：30～ ＴＯ 10：30～ ＴＯ

第3試合 男子 釧路北陽 ｖｓ 羽　幌 第3試合 女子 室蘭東翔 ｖｓ 旭川明成

12：00～ ＴＯ 12：00～ ＴＯ

第4試合 女子 札幌東商業 ｖｓ C1の勝者 第4試合 女子 帯広南商業 ｖｓ 函館大柏稜

13：30～ ＴＯ 13：30～ ＴＯ

第5試合 男子 C2の勝者 ｖｓ 駒大苫小牧 第5試合 女子 F1の勝者 ｖｓ F2の勝者

15：00～ ＴＯ 15：00～ ＴＯ

第6試合 男子 C3の勝者 ｖｓ 北　海 第6試合 女子 F3の勝者 ｖｓ F4の勝者

16：30～ ＴＯ 17:00～ ＴＯ

試合 種別 試合 種別

第1試合 男子 下川商業 ｖｓ 北見北斗 第1試合 男子 函館大谷 ｖｓ 岩見沢東

9:00～ ＴＯ 9:00～ ＴＯ

第２試合 男子 稚内大谷 ｖｓ 海星学院 第２試合 男子 旭川工業 ｖｓ 北見藤

11:00～ ＴＯ 11:00～ ＴＯ

第3試合 男子 札幌工業 ｖｓ 北海道栄 第3試合 男子 滝　川 ｖｓ 旭川龍谷

13:00～ ＴＯ 13:00～ ＴＯ

第4試合 男子 とわの森三愛 ｖｓ D２の勝者 第4試合 男子 D1の勝者 ｖｓ E1の勝者

15:00～ ＴＯ 15:00～ ＴＯ

第5試合 男子 D3の勝者 ｖｓ E3の勝者 第5試合 男子 E2の勝者 ｖｓ 小樽潮陵

17:00～ ＴＯ 17:00～ ＴＯ

試合 種別

第1試合 女子 小樽双葉 ｖｓ 海星学院

9：00～ ＴＯ

第２試合 女子 釧路北陽 ｖｓ 北海道栄

10：30～ ＴＯ

第3試合 女子 羽　幌 ｖｓ G1の勝者

12：00～ ＴＯ

第4試合 女子 G2の勝者 ｖｓ 旭川藤星

13：30～ ＴＯ

伊達開来高校　Gコート

羽幌（女子）

G1負け

G2負け

G1勝ち

登別青嶺高校　Fコート

釧路北陽（男子） 室蘭東翔

Ａ２負け Ｂ２負け

帯広大谷（男子） Ｂ１勝ち

Ａ４負け

D4負け

第75回　全国高等学校バスケットボール選手権大会　北海道予選会　（ウインターカップ2022）

栗林商会アリーナ　Ａコート 栗林商会アリーナ　Ｂコート

釧路江南 とわの森三愛（女子）

北海道栄（男子） 旭川龍谷

D1負け

Ａ１負け Ｂ１負け

E1負け

D2負け

A5負け

栗林商会アリーナ　Cコート

E2負け

E4負け

C1負け F1負け

C2負け F2負け

羽　幌（男子） 旭川明成

C4負け F4負け

Ｃ5負け F5負け

登別市総合体育館　Dコート 登別市総合体育館　Eコート

D3負け E3負け

・試合結果によって1日2試合のTOが当たる可能性があ

ります。すみませんがご了承願います。

・TOの人数はテーブル4名、モッパー2名の最低6名です。

TOはエントリー外の選手が行っても構いません。

できるだけ試合の途中でテーブルのメンバーは代

わらないでください。

・筆記用具はコロナ感染症予防のため、各自で準備願

います。

・試合終了後、テーブルのメンバーはサインをして審

判に確認をしてもらってください。


