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月 日 曜日 加賀（確定） 弁慶（確定） 寺井（確定） 白山（確定） 野々市（確定） 県立（確定） 市民（確定） 安原（確定） 高松（確定） 宝達（確定） 中能登（確定） 富来（確定） 七尾城山（確定） 輪島（確定） 内浦（確定） 珠洲（確定）

３ 土 高野連「招待試合」 高野連「招待試合」 高野連「招待試合」 大学連盟 協会「五味旗」 金沢市野球協会 協会「五味旗」

４ 日 高野連「招待試合」 高野連「招待試合」 高野連「招待試合」 大学連盟 協会「五味旗」 金沢市野球協会

１０ 土 大学連盟 協会「五味旗」 大学連盟 金沢市野球協会

１１ 日 大学連盟 協会「五味旗」 プロスポーツ応援デー 金沢市野球協会

１７ 土 高野連「春の大会」 高野連「春の大会」 高野連「春の大会」 金沢市野球協会 協会「高松１部」 協会「高松１部」

１８ 日 高野連「春の大会」 高野連「春の大会」 高野連「春の大会」 金沢市野球協会 協会「高松１部」 協会「高松１部」

２４ 土 高野連「春の大会」 高野連「春の大会」 高野連「春の大会」 金沢市野球協会 協会「高松１部」 協会「高松１部」

２５ 日 高野連「春の大会」 協会「シニア」 高野連「春の大会」 高野連「春の大会」 金沢市野球協会 協会「高松１部」 協会「高松１部」

１ 土 中学春季 協会「シニア」 高野連「春の大会」 高野連「春の大会」 金沢シニア 協会「高松１部」

２ 日 中学春季 高野連「春の大会」 高野連「春の大会」 金沢シニア 協会「高松１部」

８ 土 大学連盟 協会「国体」 協会「国体」 協会「国体」

９ 日 大学連盟 協会「国体」 協会「国体」～16時 金沢ヤング

１５ 土 大学連盟 協会「国体」 金沢市中体連 金沢市中体連

１６ 日 大学連盟 協会「国体」 金沢市中体連 金沢市中体連

２２ 土 小松市野球協会 ＭＥＸ金沢2021 金沢市中体連 金沢ヤング 中学校春季能登地区大会

２３ 日 小松市野球協会 大学連盟 プロスポーツ応援デー 金沢市野球協会 中学校春季能登地区大会

２９ 土 小松市野球協会 大学連盟 中学校春季加賀地区大会 中学校春季加賀地区大会

３０ 日 小松市野球協会 北陸中日新聞 中学校春季加賀地区大会 中学校春季加賀地区大会

５ 土 協会「高松２部」 小松市野球協会 協会「高松２部」 ミリオンロック 市民スポーツデー 高体連「定時制野球大会」 協会「全日本少年」

６ 日 協会「高松２部」 小松市野球協会 協会「高松２部」 ミリオンロック 市民スポーツデー 寿野球 協会「全日本少年」

１２ 土 小松市野球協会 協会「高松２部」 学童「全日本学童」 大学連盟 金沢市野球協会 金沢ヤング 中学校能登地区ブロック大会 協会「マスターズ」 協会「マスターズ」 協会「マスターズ」 協会「マスターズ」

１３ 日 小松市野球協会 協会「高松２部」 学童「全日本学童」 高野連　講習会 金沢市野球協会 金沢市野球協会 協会「マスターズ」 協会「マスターズ」 協会「マスターズ」 協会「マスターズ」

１９ 土 中学校加賀地区ブロック大会 中学校加賀地区ブロック大会 中学校加賀地区ブロック大会 中学校加賀地区ブロック大会 学童「全日本学童」 読売新聞 金沢市中体連 中学校加賀地区ブロック大会 中学校加賀地区ブロック大会 中学校能登地区ブロック大会 中学校能登地区ブロック大会 協会「マスターズ」 協会「マスターズ」

２０ 日 中学校加賀地区ブロック大会 中学校加賀地区ブロック大会 中学校加賀地区ブロック大会 中学校加賀地区ブロック大会 学童「全日本学童」 読売新聞 金沢市中体連 中学校加賀地区ブロック大会 中学校加賀地区ブロック大会 中学校能登地区ブロック大会 中学校能登地区ブロック大会 協会「マスターズ」

２６ 土 小松市野球協会 定通制北信越大会 大学連盟 金沢市野球協会 金沢シニア 協会「マスターズ」

２７ 日 小松市野球協会 定通制北信越大会 大学連盟 金沢市野球協会 金沢市野球協会

３ 土 市民体育大会 協会「高松２部北信越」 金沢シニア 金沢市野球協会

４ 日 市民体育大会 協会「高松２部北信越」 金沢シニア 金沢市野球協会

１０ 土 高野連「夏の大会」 高野連「夏の大会」 高野連「夏の大会」 金沢市野球協会 協会「高松２部北信越」

１１ 日 市民体育大会 高野連「夏の大会」 高野連「夏の大会」 金沢市野球協会 協会「高松２部北信越」

１７ 土 高野連「夏の大会」 高野連「夏の大会」 全中石川県大会 全中石川県大会

１８ 日 高野連「夏の大会」 高野連「夏の大会」 全中石川県大会 全中石川県大会

２４ 土 協会「北國旗」 小松市学童野球 協会「北國旗」 高野連「夏の大会」 協会「北國旗」 金沢市野球協会 協会「北國旗」

２５ 日 協会「北國旗」 小松市学童野球 協会「北國旗」 高野連「夏の大会」 協会「北國旗」 金沢日曜 協会「北國旗」

３１ 土 小松市学童野球 協会「北國旗」 大学連盟 金沢シニア 協会「北國旗」

１ 日 小松市学童野球 協会「北國旗」 金沢市野球協会/ミリオン 寿野球 協会「北國旗」

７ 土 小松市野球協会 大学連盟 金沢シニア 協会「７３回県体」 協会「７３回県体」 協会「７３回県体」

８ 日 小松市野球協会 金沢市野球協会 金沢日曜 協会「７３回県体」 協会「７３回県体」 協会「７３回県体」

１４ 土 協会「山中大会」 コマニー強化 高野連「商業高校大会」 金沢シニア

１５ 日 協会「山中大会」 コマニー強化 プロスポーツ応援デー

２１ 土 勧進帳カップ 高野連「振興塾」 金沢市野球協会

２２ 日 勧進帳カップ 高野連「振興塾」 金沢市野球協会 還暦野球

２８ 土 大学連盟 大学連盟 プロスポーツ応援デー 金沢市野球協会

２９ 日 大学連盟 大学連盟 金沢シニア 金沢市野球協会

４ 土 小松市野球協会 大学連盟 大学連盟 金沢シニア 協会「東日本＆中部日本」 協会「東日本＆中部日本」 協会「東日本＆中部日本」

５ 日 小松市野球協会 大学連盟 プロスポーツ応援デー 県日曜 協会「東日本＆中部日本」 協会「東日本＆中部日本」 協会「東日本＆中部日本」

１１ 土 高野連「秋の大会」 高野連「秋の大会」 日本女子ソフト 金沢市中体連 協会「東日本＆中部日本」 協会「東日本＆中部日本」

１２ 日 高野連「秋の大会」 早朝選手権大会 早朝選手権大会 高野連「秋の大会」 日本女子ソフト 金沢市中体連 協会「東日本＆中部日本」

１８ 土 高野連「秋の大会」 協会「東日本２部」 協会「東日本２部」 高野連「秋の大会」 金沢市中体連 金沢市中体連 協会「東日本＆中部日本」

１９ 日 高野連「秋の大会」 早朝選手権大会 協会「東日本２部」 協会「東日本２部」 高野連「秋の大会」 金沢市中体連 金沢市中体連

２５ 土 中学新人大会 高野連「秋の大会」 大学連盟 金沢市野球協会 中学校秋季能登地区大会 中学校秋季能登地区大会

２６ 日 中学新人大会 高野連「秋の大会」 大学連盟 金沢日曜 中学校秋季能登地区大会 中学校秋季能登地区大会

２ 土 中学校秋季加賀地区大会 協会「東日本２部」 北信越準硬式 北信越準硬式 金沢市野球協会

３ 日 中学校秋季加賀地区大会 協会「東日本２部」 太陽と緑の健民祭 北信越準硬式 県日曜

９ 土 高野連「振興塾」 協会「中学校大会」 ミリオン 協会「中学校大会」 協会「中学校大会」 協会「中学校大会」 協会「珠洲大会」

１０ 日 高野連「振興塾」 協会「中学校大会」 金沢日曜 県日曜 協会「中学校大会」 協会「中学校大会」 協会「珠洲大会」

１６ 土 大学連盟 協会「中学校大会」 ミリオン 金沢市野球協会

１７ 日 大学連盟 協会「中学校大会」 石川県日曜 金沢市野球協会

２３ 土 協会「東日本１部」 小松市野球協会 協会「東日本１部」 大学連盟 ミリオン

２４ 日 協会「東日本１部」 小松市野球協会 協会「東日本１部」 大学連盟 石川県日曜 金沢市野球協会

３０ 土 協会「東日本１部」 小松市野球協会 高野連「１年生大会」 高野連「１年生大会」 金沢シニア

３１ 日 協会「東日本１部」 小松市野球協会 金沢マラソン 高野連「１年生大会」 金沢ヤング

９月

１０月

２０２１年球場別使用予定表（４月～１０月の土・日）

４月

５月

６月

７月

８月

6/12 門前野球場

中学校能登地区ブロック大会

10/23・24の会場は

根上野球場

７/３・４の

予備会場

4/25の予備日

9/12の予備日

会場は、寺井と根上

門前野球場

門前野球場

根上野球場

6/12 野々市、金沢内川、物見山

6/13 野々市 金沢戸室、物見山

6/19 野々市、金沢戸室

6/20 野々市


