
計画種別 開催種別 大会等種別 球場他 大会名など内容 予定時間

3/1 月

3/2 火

3/3 水

3/4 木

3/5 金

3/6 土 審判部 全国講習 静岡 全日本軟式野球連盟東海北信越講習会

審判部 全国講習 静岡 全日本軟式野球連盟東海北信越講習会

会議 東急H 令和3年石川県野球協会評議員会 15:00-17:00

3/8 月

3/9 火

3/10 水

3/11 木

3/12 金

3/13 土

3/14 日 審判部 県講習 県立 石川県審判指導者講習会（金沢商業・金大付属・金沢桜丘） 9:00-16:00

3/15 月

3/16 火

3/17 水

3/18 木

3/19 金

審判部 県講習 県立 金沢ブロック審判講習会（津幡・金沢市工） 9:00-16:00

石野連 北信越大会 社会人 富山アルペン 第45回全日本クラブ選手権　1次予選

審判部 県講習 弁慶 加賀ブロック審判講習会（小松商・小松明峰・松任・翠星） 9:00-16:00

審判部 県講習 七尾城山 能登ブロック審判講習会（穴水・門前・日本航空） 9:00-16:00

3/22 月

3/23 火

3/24 水

3/25 木

3/26 金

3/27 土 審判部 ブロック講習 富山 日本野球連盟北信越地区審判講習会

3/28 日 審判部 ブロック講習 富山 日本野球連盟北信越地区審判講習会

3/29 月

3/30 火

3/31 水

日付

3/7 日

3/21 日

3/20 土

３ 月 予 定 表 県協会 審判部



計画種別 開催種別 大会等種別 球場他 大会名など内容

4/1 木

4/2 金 審判部 県講習 高校 弁慶・寺井・加賀中央 小松市野球協会審判実技講習会（龍谷大平安・智辯和歌山）

運営部 県大会 一般A級 金沢市民、七尾城山 第16回五味博一旗北信越・関東・東海ブロック軟式野球大会

審判部 県講習 高校 弁慶・寺井・加賀中央 小松市野球協会審判実技講習会（龍谷大平安・智辯和歌山）

北大連 リーグ戦 大学1部 石川県立 春季リーグ戦：福工大-富国大、北陸大-富山大

運営部 県大会 一般A級 金沢市民 第16回五味博一旗北信越・関東・東海ブロック軟式野球大会

審判部 県講習 高校 弁慶・寺井・加賀中央 小松市野球協会審判実技講習会（龍谷大平安・智辯和歌山）

北大連 リーグ戦 大学1部 石川県立 春季リーグ戦：北陸大-富山大、福工大-富国大

4/5 月 北大連 リーグ戦 大学1部 石川県立 【予備】春季リーグ戦

4/6 火

4/7 水 審判部 全国大会 社会人 長野 日本野球連盟長野大会

4/8 木 審判部 全国大会 社会人 長野 日本野球連盟長野大会

4/9 金 審判部 全国大会 社会人 長野 日本野球連盟長野大会

審判部 全国大会 社会人 長野 日本野球連盟長野大会

運営部 県大会 一般A級 石川県立 第16回五味博一旗北信越・関東・東海ブロック軟式野球大会

北大連 リーグ戦 大学1部 弁慶 春季リーグ戦：福工大-富山大、金院大-富国大、星稜大-北陸大

北大連 リーグ戦 大学2部 金沢市民 春季リーグ戦：高法大-金城大、金沢大-石高専

審判部 全国大会 社会人 長野 日本野球連盟長野大会

運営部 県大会 一般A級 石川県立 第16回五味博一旗北信越・関東・東海ブロック軟式野球大会

北大連 リーグ戦 大学1部 弁慶 春季リーグ戦：富国大-金院大、北陸大-星稜大、富山大-福工大

北大連 リーグ戦 大学2部 福井県営 春季リーグ戦：金沢大-福井大

北大連 リーグ戦 大学1部 弁慶 【予備】春季リーグ戦

北大連 リーグ戦 大学2部 金沢市民 【予備】春季リーグ戦

4/15 木

4/16 金 石野連 地区大会 社会人 富山アルペン・富山県立 第62回JABA富山大会

運営部 県大会 一般B級 かほく高松、富来 高松宮賜杯第65回全日本軟式野球大会（1部）

高野連 県大会 高校 県立・弁慶・市民 第144回北信越地区高等学校野球石川県大会（令和3年春季）

北大連 リーグ戦 大学2部 津幡運動公園 春季リーグ戦：高法大-石高専、金工大-福井大

石野連 地区大会 社会人 富山アルペン・富山県立 第62回JABA富山大会

運営部 県大会 一般B級 かほく高松、富来 高松宮賜杯第65回全日本軟式野球大会（1部）

高野連 県大会 高校 県立・弁慶・市民 第144回北信越地区高等学校野球石川県大会（令和3年春季）

北大連 リーグ戦 大学2部 津幡運動公園 春季リーグ戦：金工大-金城大、福井大-石高専

石野連 地区大会 社会人 富山アルペン・富山県立 第62回JABA富山大会

4/19 月 北大連 リーグ戦 大学2部 津幡運動公園 【予備】春季リーグ戦

4/20 火

4/22 木

4/23 金

運営部 県大会 一般B級 かほく高松、富来 高松宮賜杯第65回全日本軟式野球大会（1部）

高野連 県大会 高校 県立・弁慶・市民 第144回北信越地区高等学校野球石川県大会（令和3年春季）

北大連 リーグ戦 大学1部 宝達志水野球場 春季リーグ戦：福工大-北陸大、金院大-富山大、星稜大-富国大

石野連 北信越大会 社会人 新潟ハードエコスタジアム 第45回全日本クラブ選手権　2次予選

運営部 県大会 一般B級 かほく高松、富来 高松宮賜杯第65回全日本軟式野球大会（1部）

運営部 県大会 シニア 野々市市民 第4回全日本シニア軟式野球大会

高野連 県大会 高校 県立・弁慶・市民 第144回北信越地区高等学校野球石川県大会（令和3年春季）

北大連 リーグ戦 大学1部 宝達志水野球場 春季リーグ戦：富山大-金院大、富国大-星稜大北陸大-福工大

石野連 北信越大会 社会人 新潟ハードエコスタジアム 第45回全日本クラブ選手権　2次予選

4/26 月 北大連 リーグ戦 大学1部 宝達志水野球場 【予備】春季リーグ戦

4/27 火

4/28 水

4/29 木 高野連 県大会 高校 県立・弁慶・市民 第144回北信越地区高等学校野球石川県大会（令和3年春季）

4/30 金

土

日

4/17

4/18

土

日

4/10 土

4/11 日

4/12 月

4/24

4/25

日

4/3 土

4/4

日付

4/13 火

4/14 水

4/21 水

４ 月 予 定 表



計画種別 開催種別 大会等種別 球場他 大会名など内容

運営部 県大会 一般B級 富来 高松宮賜杯第65回全日本軟式野球大会（1部）

運営部 県大会 シニア 野々市市民 【予備】第4回全日本シニア軟式野球大会

高野連 県大会 高校 県立・弁慶・市民 第144回北信越地区高等学校野球石川県大会（令和3年春季）

北大連 リーグ戦 大学1部 富山市民野球場 春季リーグ戦：富山大-富国大、金院大-北陸大、福工大-星稜大

北大連 リーグ戦 大学2部 寺井 春季リーグ戦：高法大-福井大、金工大-石高専

運営部 県大会 一般B級 富来 高松宮賜杯第65回全日本軟式野球大会（1部）

高野連 県大会 高校 県立・弁慶・市民 第144回北信越地区高等学校野球石川県大会（令和3年春季）

北大連 リーグ戦 大学1部 富山市民野球場 春季リーグ戦：北陸大-金院大、星稜大-福工大、富国大-富山大

北大連 リーグ戦 大学2部 寺井 春季リーグ戦：金沢大-金工大、福井大-金城大

高野連 県大会 高校 県立・弁慶・市民 第144回北信越地区高等学校野球石川県大会（令和3年春季）

北大連 リーグ戦 大学1部 富山市民野球場 【予備】春季リーグ戦

北大連 リーグ戦 大学2部 金沢市民、金沢安原 【予備】春季リーグ戦

5/4 火 高野連 県大会 高校 県立・弁慶・市民 第144回北信越地区高等学校野球石川県大会（令和3年春季）

5/5 水 高野連 県大会 高校 県立・弁慶・市民 第144回北信越地区高等学校野球石川県大会（令和3年春季）

5/6 木

5/7 金

審判部 全国講習 甲子園 全国高等学校審判委員講習会

運営部 県大会 一般A級 石川県立、金沢市民、金沢安原 第76回国民体育大会

北大連 リーグ戦 大学1部 高岡西部野球場 春季リーグ戦：金院大-星稜大、北陸大-富国大

北大連 リーグ戦 大学2部 寺井 春季リーグ戦：高法大-金工大、金沢大-金城大

審判部 全国講習 甲子園 全国高等学校審判委員講習会

運営部 県大会 一般A級 石川県立、金沢市民（16時まで） 第76回国民体育大会

北大連 リーグ戦 大学1部 高岡西部野球場 春季リーグ戦：富国大-北陸大、星稜大-金院大

北大連 リーグ戦 大学2部 寺井 春季リーグ戦：石高専-金城大、高法大-金沢大

北大連 リーグ戦 大学1部 高岡西部野球場 【予備】春季リーグ戦

北大連 リーグ戦 大学2部 寺井 【予備】春季リーグ戦

5/11 火

5/12 水

5/13 木

5/14 金

運営部 県大会 一般A級 石川県立 第76回国民体育大会

北大連 リーグ戦 大学1部 小松弁慶スタジアム 春季リーグ戦：福工大-金院大、星稜大-富山大

北大連 リーグ戦 大学2部 宝達志水野球場 春季リーグ戦：プレーオフ第1戦

石野連 地区大会 社会人 富山アルペン 第7回北信越クラブカップ野球大会

運営部 県大会 一般A級 石川県立 第76回国民体育大会

北大連 リーグ戦 大学1部 小松弁慶スタジアム 春季リーグ戦：-富山大-星稜大、金院大-福工大

北大連 リーグ戦 大学2部 宝達志水野球場 春季リーグ戦：プレーオフ第2戦

北大連 リーグ戦 大学1部 小松弁慶スタジアム 【予備】春季リーグ戦

北大連 リーグ戦 大学2部 金沢市民、金沢安原 【予備】春季リーグ戦

5/18 火

5/19 水

5/20 木

5/21 金 北軟連 ブロック大会 一般A級 長野 第16回五味博一旗北信越・関東・東海ブロック軟式野球大会

審判部 ブロック講習 長野 高等学校北信越地区審判講習会

北軟連 ブロック大会 一般A級 長野 第16回五味博一旗北信越・関東・東海ブロック軟式野球大会

少年部 地区大会 中学 門前野球場 第38回全日本少年野球大会（春季能登地区大会）

北大連 リーグ戦 加賀中央公園野球場 【入替戦】春季リーグ

審判部 ブロック講習 長野 高等学校北信越地区審判講習会

北軟連 ブロック大会 一般A級 長野 第16回五味博一旗北信越・関東・東海ブロック軟式野球大会

少年部 地区大会 中学 門前野球場 第38回全日本少年野球大会（春季能登地区大会）

北大連 リーグ戦 石川県立野球場 【入替戦】春季リーグ

5/24 月

5/25 火 石野連 全国大会 社会人 岐阜長良川・大垣北公園 第45回全日本クラブ選手権

5/26 水 石野連 全国大会 社会人 岐阜長良川・大垣北公園 第45回全日本クラブ選手権

5/27 木 石野連 全国大会 社会人 岐阜長良川・大垣北公園 第45回全日本クラブ選手権

5/28 金 石野連 全国大会 社会人 岐阜長良川・大垣北公園 第45回全日本クラブ選手権

少年部 地区大会 中学 金沢市民、金沢安原 第38回全日本少年野球大会（春季加賀地区大会）

北大連 新人戦 大学 石川県立野球場 北陸大学野球新人戦

少年部 地区大会 中学 金沢市民、金沢安原 第39回全日本少年野球大会（春季加賀地区大会）

北大連 新人戦 大学 石川県立野球場 北陸大学野球新人戦

5/31 月

5/16 日

5/17 月

5/15 土

5/1 土

5/2 日

5/3 月

5/23

土

日

5/29

5/30

土

日

5/22

5/8 土

5/9 日

5/10 月

日付

５ 月 予 定 表



計画種別 開催種別 大会等種別 球場他 大会名など内容
6/1 火
6/2 水
6/3 木
6/4 金

審判部 ブロック派遣 高校 新潟 北信越地区高等学校野球大会

全軟連 全国大会 シニア 岡山 第4回全日本シニア軟式野球大会

少年部 県大会 中学 宝達志水野球場 第38回全日本少年野球大会

運営部 県大会 一般C級 加賀中央・寺井 高松宮賜杯第65回全日本軟式野球大会（2部）

北大連 新人戦 大学 石川県立野球場 北陸大学野球新人戦

審判部 ブロック派遣 高校 新潟 北信越地区高等学校野球大会

全軟連 全国大会 シニア 岡山 第4回全日本シニア軟式野球大会

少年部 県大会 中学 宝達志水野球場 【予備】第38回全日本少年野球大会

運営部 県大会 一般C級 加賀中央・寺井 高松宮賜杯第65回全日本軟式野球大会（2部）

北大連 新人戦 大学 石川県立野球場 北陸大学野球新人戦

審判部 ブロック派遣 高校 新潟 北信越地区高等学校野球大会

審判部 全国派遣 大学1部 東京 第70回全日本大学選手権

全軟連 全国大会 シニア 岡山 第4回全日本シニア軟式野球大会

審判部 ブロック派遣 高校 新潟 北信越地区高等学校野球大会

審判部 全国派遣 大学1部 東京 第70回全日本大学選手権

6/9 水 審判部 全国派遣 大学1部 東京 第70回全日本大学選手権

6/10 木 審判部 全国派遣 大学1部 東京 第70回全日本大学選手権

6/11 金 審判部 全国派遣 大学1部 東京 第70回全日本大学選手権

審判部 全国派遣 大学1部 東京 第70回全日本大学選手権

運営部 県大会 一般C級 加賀中央・寺井 高松宮賜杯第65回全日本軟式野球大会（2部）

学童部 県大会 学童 野々市市民・金沢内川・物見山 高円宮賜杯第41回全日本学童軟式野球大会ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ・ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

運営部 県大会 ﾏｽﾀｰｽﾞ 珠洲市営・内浦・輪島・七尾城山 日本スポーツマスターズ2021県大会

少年部 地区大会 中学 宝達志水野球場・門前 全中能登ブロック大会

北大連 新人戦 大学 石川県立野球場 北陸大学野球新人戦

審判部 全国派遣 大学1部 東京 第70回全日本大学選手権

審判部 県講習 高校 県立 高等学校石川大会審判講習会

運営部 県大会 一般C級 加賀中央・寺井 高松宮賜杯第65回全日本軟式野球大会（2部）

学童部 県大会 学童 野々市市民・金沢戸室・物見山 高円宮賜杯第41回全日本学童軟式野球大会ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ・ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

運営部 県大会 ﾏｽﾀｰｽﾞ 珠洲市営・内浦・輪島・七尾城山 日本スポーツマスターズ2021県大会

北大連 新人戦 大学 石川県立野球場 北陸大学野球新人戦

6/14 月
6/15 火
6/16 水
6/17 木
6/18 金

学童部 県大会 学童 野々市市民・金沢戸室 高円宮賜杯第41回全日本学童軟式野球大会ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ・ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

運営部 県大会 ﾏｽﾀｰｽﾞ 珠洲市営・内浦総合公園 日本スポーツマスターズ2021県大会

少年部 地区大会 中学 宝達志水野球場・門前 全中能登ブロック大会

少年部 地区大会 中学
加賀中央・弁慶・根上・白山郷
・安原・高松

全中加賀ブロック大会

北大連 交流戦 大学社会人 金沢市民 北陸三県社会人大学交流戦

学童部 県大会 学童 野々市市民 高円宮賜杯第41回全日本学童軟式野球大会ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ・ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

運営部 県大会 ﾏｽﾀｰｽﾞ 珠洲市営・内浦総合公園 日本スポーツマスターズ2021県大会

少年部 地区大会 中学 宝達志水野球場・門前 全中能登ブロック大会

少年部 地区大会 中学
加賀中央・弁慶・根上・白山郷
・安原・高松

全中加賀ブロック大会

北大連 交流戦 大学社会人 金沢市民 第10回北陸アマチュア野球オールスター戦

6/21 月 少年部 地区大会 中学
加賀中央・弁慶・根上・白山郷
・安原・高松

全中加賀ブロック大会

6/22 火 少年部 地区大会 中学
加賀中央・弁慶・根上・白山郷
・安原・高松

全中加賀ブロック大会

6/23 水
6/24 木
6/25 金

北軟連 北信越大会 ﾏｽﾀｰｽﾞ 富山県射水市 日本スポーツマスターズ2021県大会

学童部 県大会 学童 戸室スポーツ広場 【予備】高円宮賜杯第41回全日本学童軟式野球大会ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ・ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

北大連 新人戦 大学 石川県立野球場 北陸大学野球新人戦

北軟連 北信越大会 ﾏｽﾀｰｽﾞ 富山県射水市 【予備】日本スポーツマスターズ2021県大会

学童部 県大会 学童 戸室スポーツ広場 【予備】高円宮賜杯第41回全日本学童軟式野球大会ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ・ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

北大連 新人戦 大学 石川県立野球場 北陸大学野球新人戦

6/28 月
6/29 火
6/30 水

土

6/13 日

6/19 土

月

火

6/5 土

6/6 日

6/26

6/27 日

土

6/20 日

6/8

6/12

6/7

日付

６ 月 予 定 表



計画種別 開催種別 大会等種別 球場他 大会名など内容

7/1 木

7/2 金

北軟連 北信越大会 一般B級 福井 高松宮賜杯第65回全日本軟式野球大会（1部）

北軟連 北信越大会 中学 富山 第38回全日本少年野球大会

北軟連 北信越大会 一般C級 石川県立 高松宮賜杯第65回全日本軟式野球大会（2部）

北軟連 北信越大会 一般B級 福井 高松宮賜杯第65回全日本軟式野球大会（1部）

北軟連 北信越大会 中学 富山 第38回全日本少年野球大会

北軟連 北信越大会 一般C級 石川県立 高松宮賜杯第65回全日本軟式野球大会（2部）

7/5 月

7/6 火

7/7 水

7/8 木

7/9 金 高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第103回全国高等学校野球選手権石川大会（10:00開会式）

7/10 土 高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第103回全国高等学校野球選手権石川大会

7/11 日 高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第103回全国高等学校野球選手権石川大会

7/12 月 高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第103回全国高等学校野球選手権石川大会

7/13 火 高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第103回全国高等学校野球選手権石川大会

7/14 水 高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第103回全国高等学校野球選手権石川大会

7/15 木 高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第103回全国高等学校野球選手権石川大会

7/16 金 高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第103回全国高等学校野球選手権石川大会

少年部 県大会 中学 金沢市民・安原スポーツ広場 第74回石川県中学校軟式野球大会

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第103回全国高等学校野球選手権石川大会

石野連 北信越大会 社会人 富山アルペン 第7回北信越クラブカップ野球大会

少年部 県大会 中学 金沢市民・安原スポーツ広場 第74回石川県中学校軟式野球大会

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第103回全国高等学校野球選手権石川大会

石野連 北信越大会 社会人 富山アルペン 第7回北信越クラブカップ野球大会

7/19 月 高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第103回全国高等学校野球選手権石川大会

7/20 火 高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第103回全国高等学校野球選手権石川大会

7/21 水 高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第103回全国高等学校野球選手権石川大会

少年部 県大会 中学 金沢市民・安原スポーツ広場 第74回石川県中学校軟式野球大会

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第103回全国高等学校野球選手権石川大会

少年部 県大会 中学 金沢市民・安原スポーツ広場 【予備】第74回石川県中学校軟式野球大会

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第103回全国高等学校野球選手権石川大会

7/24 土 運営部 県大会 一般全般 加賀中央・寺井・金沢市民・高松 第26回北國旗大会（兼天皇賜杯第76回全日本軟式野球大会）

7/25 日 運営部 県大会 一般全般 加賀中央・寺井・金沢市民・高松 第26回北國旗大会（兼天皇賜杯第76回全日本軟式野球大会）

7/26 月

7/27 火

7/28 水

7/29 木

7/30 金 全軟連 全国大会 学童女子 愛媛 NPBガールズトーナメント2021大会

運営部 県大会 一般全般 石川県立・七尾城山 第26回北國旗大会（兼天皇賜杯第76回全日本軟式野球大会）

全軟連 全国大会 学童女子 愛媛 NPBガールズトーナメント2021大会

北大連 定期戦 大学 金沢市民 第30回金沢市長杯石川大学野球定期戦

7/22

7/23

木

金

7/31 土

7/17

7/18

土

日

日付

7/3 土

7/4 日

７ 月 予 定 表



計画種別 開催種別 大会等種別 球場他 大会名など内容

運営部 県大会 一般全般 石川県立・七尾城山 第26回北國旗大会（兼天皇賜杯第76回全日本軟式野球大会）
全軟連 全国大会 学童女子 愛媛 NPBガールズトーナメント2021大会
北大連 定期戦 大学 金沢市民 第30回金沢市長杯石川大学野球定期戦

8/2 月 全軟連 全国大会 学童女子 愛媛 NPBガールズトーナメント2021大会
全軟連 全国大会 学童女子 愛媛 NPBガールズトーナメント2021大会
北軟連 北信越大会 中学 富山 第42回北信越中学校軟式野球大会
全軟連 全国大会 学童女子 愛媛 NPBガールズトーナメント2021大会
北軟連 北信越大会 中学 富山 第42回北信越中学校軟式野球大会
全軟連 全国大会 学童女子 愛媛 NPBガールズトーナメント2021大会
北軟連 北信越大会 中学 富山 【予備】第42回北信越中学校軟式野球大会

8/6 金

運営部 県大会 一般全般
A会場：宝達志水野球場
B会場：富来野球場
C会場：中能登野球場

第73回県民体育大会

県女連 全国大会 一般女子 東京 第32回全日本女子軟式野球選手権大会

運営部 県大会 一般全般
A会場：宝達志水野球場
B会場：富来野球場
C会場：中能登野球場

第73回県民体育大会

県女連 全国大会 一般女子 東京 第32回全日本女子軟式野球選手権大会
高野連 全国大会 高校 甲子園 第103回全国高等学校野球選手権大会
県女連 全国大会 一般女子 東京 第32回全日本女子軟式野球選手権大会
高野連 全国大会 高校 甲子園 第103回全国高等学校野球選手権大会
県女連 全国大会 一般女子 東京 第32回全日本女子軟式野球選手権大会
高野連 全国大会 高校 甲子園 第103回全国高等学校野球選手権大会
高野連 県大会 高校 県立・志雄・津幡 第42回石川県工業高等学校野球大会
高野連 全国大会 高校 甲子園 第103回全国高等学校野球選手権大会
高野連 県大会 高校 県立・志雄・津幡 第42回石川県工業高等学校野球大会
高野連 全国大会 高校 甲子園 第103回全国高等学校野球選手権大会
高野連 県大会 高校 弁慶 第30回石川県商業高等学校野球大会
運営部 一般大会 一般全般 山中野球場・加賀中央公園野球場 第89回山中大会
学童部 県大会 学童 能美地区 第46回石川県学童軟式野球選手権大会
高野連 全国大会 高校 甲子園 第103回全国高等学校野球選手権大会
全軟連 全国大会 中学 神奈川 第38回全日本少年野球大会
運営部 一般大会 一般全般 山中野球場・加賀中央公園野球場 第89回山中大会
学童部 県大会 学童 能美地区 第46回石川県学童軟式野球選手権大会
高野連 全国大会 高校 甲子園 第103回全国高等学校野球選手権大会
全軟連 全国大会 中学 神奈川 第38回全日本少年野球大会
全軟連 全国大会 学童 新潟 高円宮賜杯第41回全日本学童軟式野球大会ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ・ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
高野連 全国大会 高校 甲子園 第103回全国高等学校野球選手権大会
全軟連 全国大会 中学 神奈川 第38回全日本少年野球大会
全軟連 全国大会 学童 新潟 高円宮賜杯第41回全日本学童軟式野球大会ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ・ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
高野連 全国大会 高校 甲子園 第103回全国高等学校野球選手権大会
全軟連 全国大会 中学 神奈川 第38回全日本少年野球大会
全軟連 全国大会 学童 新潟 高円宮賜杯第41回全日本学童軟式野球大会ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ・ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
高野連 全国大会 高校 甲子園 第103回全国高等学校野球選手権大会
全軟連 全国大会 中学 神奈川 第38回全日本少年野球大会
全軟連 全国大会 学童 新潟 高円宮賜杯第41回全日本学童軟式野球大会ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ・ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
高野連 全国大会 高校 甲子園 第103回全国高等学校野球選手権大会
北軟連 北信越大会 一般A級 長野 北信越国民体育大会
全軟連 全国大会 中学 神奈川 第38回全日本少年野球大会
全軟連 全国大会 学童 新潟 高円宮賜杯第41回全日本学童軟式野球大会ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ・ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
全軟連 全国大会 中学 千葉 第43回全国中学校軟式野球大会
高野連 全国大会 高校 甲子園 第103回全国高等学校野球選手権大会
全軟連 全国大会 中学女子 京都 第6回全日本中学女子軟式野球大会（SPトーナメント）
北軟連 北信越大会 一般A級 長野 北信越国民体育大会
全軟連 全国大会 学童 新潟 高円宮賜杯第41回全日本学童軟式野球大会ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ・ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
学童部 県大会 学童 能美地区 第46回石川県学童軟式野球選手権大会
全軟連 全国大会 中学 千葉 第43回全国中学校軟式野球大会
高野連 全国大会 高校 甲子園 第103回全国高等学校野球選手権大会
全軟連 全国大会 中学女子 京都 第6回全日本中学女子軟式野球大会（SPトーナメント）
北軟連 北信越大会 一般A級 長野 北信越国民体育大会
全軟連 全国大会 学童 新潟 高円宮賜杯第41回全日本学童軟式野球大会ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ・ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
学童部 県大会 学童 能美地区 第46回石川県学童軟式野球選手権大会
全軟連 全国大会 中学 千葉 第43回全国中学校軟式野球大会
高野連 全国大会 高校 甲子園 第103回全国高等学校野球選手権大会
全軟連 全国大会 中学女子 京都 第6回全日本中学女子軟式野球大会（SPトーナメント）
全軟連 全国大会 中学 千葉 第43回全国中学校軟式野球大会
高野連 全国大会 高校 甲子園 第103回全国高等学校野球選手権大会
全軟連 全国大会 中学女子 京都 第6回全日本中学女子軟式野球大会（SPトーナメント）
全軟連 全国大会 中学 千葉 第43回全国中学校軟式野球大会
全軟連 全国大会 中学女子 京都 第6回全日本中学女子軟式野球大会（SPトーナメント）
全軟連 全国大会 中学 千葉 【予備】第43回全国中学校軟式野球大会
全軟連 全国大会 中学女子 京都 第6回全日本中学女子軟式野球大会（SPトーナメント）

8/26 木
8/27 金 高野連 一般大会 高校 弁慶 第5回沖縄・石川親善高校野球交流試合

学童部 県大会 学童 能美地区 【予備】第46回石川県学童軟式野球選手権大会
高野連 一般大会 高校 弁慶 第5回沖縄・石川親善高校野球交流試合

8/29 日 高野連 一般大会 高校 弁慶 第5回沖縄・石川親善高校野球交流試合
8/30 月
8/31 火

8/7 土

8/8 日

8/9 月

8/28 土

8/1 日

8/20 金

8/21 土

8/22 日

8/23 月

8/24 火

8/25 水

月

日

土

8/11 水

8/13 金

8/3

8/4

8/5

火

水

木

8/10 火

8/14

8/15

8/16

8/17

8/19

水

木

火

日付

8/18

8/12 木

８ 月 予 定 表



計画種別 開催種別 大会等種別 球場他 大会名など内容

9/1 水

9/2 木

全軟連 全国大会 一般B級 岡山 高松宮賜杯第65回全日本軟式野球大会（1部）

石野連 北信越大会 社会人 富山アルペン 第92回都市対抗野球大会　1次予選

全軟連 全国大会 一般B級 岡山 高松宮賜杯第65回全日本軟式野球大会（1部）

運営部 県大会 一般A級 七尾城山・宝達志水・中能登 第29回東日本選手権大会（兼第66回中部日本都市対抗大会）

石野連 北信越大会 社会人 富山アルペン 第92回都市対抗野球大会　1次予選

全軟連 全国大会 一般B級 岡山 高松宮賜杯第65回全日本軟式野球大会（1部）

運営部 県大会 一般A級 七尾城山・宝達志水・中能登 第29回東日本選手権大会（兼第66回中部日本都市対抗大会）

石野連 北信越大会 社会人 富山アルペン 第92回都市対抗野球大会　1次予選

9/6 月 全軟連 全国大会 一般B級 岡山 高松宮賜杯第65回全日本軟式野球大会（1部）

9/7 火

9/9 木

9/10 金

運営部 県大会 一般A級 七尾城山・宝達志水 第29回東日本選手権大会（兼第66回中部日本都市対抗大会）

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第144回北信越地区高等学校野球石川県大会（令和3年秋季）

運営部 県大会 一般A級 七尾城山 第29回東日本選手権大会（兼第66回中部日本都市対抗大会）

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第144回北信越地区高等学校野球石川県大会（令和3年秋季）

9/13 月

9/16 木

9/17 金

全軟連 全国大会 ﾏｽﾀｰｽﾞ 岡山 日本スポーツマスターズ2021全国大会

運営部 県大会 一般A級 七尾城山 【予備】第29回東日本選手権大会（兼第66回中部日本都市対抗大会）

運営部 県大会 一般C級 白山郷・野々市市民 第44回東日本軟式野球大会（2部）R4全国大会県大会

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第144回北信越地区高等学校野球石川県大会（令和3年秋季）

全軟連 全国大会 ﾏｽﾀｰｽﾞ 岡山 日本スポーツマスターズ2021全国大会

運営部 県大会 一般C級 白山郷・野々市市民 第44回東日本軟式野球大会（2部）R4全国大会県大会

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第144回北信越地区高等学校野球石川県大会（令和3年秋季）

全軟連 全国大会 ﾏｽﾀｰｽﾞ 岡山 日本スポーツマスターズ2021全国大会

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第144回北信越地区高等学校野球石川県大会（令和3年秋季）

9/21 火

9/22 水

9/23 木 高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第144回北信越地区高等学校野球石川県大会（令和3年秋季）

9/24 金

9/25 土 高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第144回北信越地区高等学校野球石川県大会（令和3年秋季）

全軟連 全国大会 一般A級 三重 第76回国民体育大会

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第144回北信越地区高等学校野球石川県大会（令和3年秋季）

全軟連 全国大会 一般A級 三重 第76回国民体育大会

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第144回北信越地区高等学校野球石川県大会（令和3年秋季）

9/28 火 全軟連 全国大会 一般A級 三重 第76回国民体育大会

9/29 水 全軟連 全国大会 一般A級 三重 第76回国民体育大会

9/30 木

9/26 日

9/27 月

9/3 金

9/4 土

9/5 日

9/20 月

9/18

9/19

土

日

9/15 水

日付

9/8 水

9/14 火

9/11

9/12

土

日

９ 月 予 定 表



計画種別 開催種別 大会等種別 球場他 大会名など内容

10/1 金 石野連 北信越大会 社会人 富山アルペン 第92回都市対抗野球大会　2次予選

運営部 県大会 一般C級 白山郷 第44回東日本軟式野球大会（2部）R4全国大会県大会

学童部 県大会 学童 中島学童野球場・七尾城山 第43回選抜学童野球大会兼北陸中日旗争奪大会兼トパテック杯

石野連 北信越大会 社会人 富山アルペン 第92回都市対抗野球大会　2次予選

運営部 県大会 一般C級 白山郷 第44回東日本軟式野球大会（2部）R4全国大会県大会

学童部 県大会 学童 中島学童野球場・七尾城山 第43回選抜学童野球大会兼北陸中日旗争奪大会兼トパテック杯

石野連 北信越大会 社会人 富山アルペン 第92回都市対抗野球大会　2次予選

県女連 全国大会 一般女子 東京都 第27回女子軟式野球ジャパンカップ

10/4 月

10/5 火

10/6 水

10/7 木

10/8 金

運営部 県大会 中学 石川県立・金沢安原・高松・宝達 会長旗争奪第22回中学校野球選手権大会（全日本少年春季大会）

学童部 県大会 学童 中島学童野球場・七尾城山 第43回選抜学童野球大会兼北陸中日旗争奪大会兼トパテック杯

運営部 県大会 中学 石川県立・高松・宝達 会長旗争奪第22回中学校野球選手権大会（全日本少年春季大会）

学童部 県大会 学童 中島学童野球場・七尾城山 第43回選抜学童野球大会兼北陸中日旗争奪大会兼トパテック杯

10/11 月

10/12 火

10/13 水

10/14 木

10/15 金 全軟連 全国大会 一般全般 東京都 天皇賜杯第76回全日本軟式野球大会

審判部 ブロック派遣 高校 長野 北信越地区高等学校野球大会

全軟連 全国大会 一般全般 東京都 天皇賜杯第76回全日本軟式野球大会

運営部 県大会 中学 石川県立 会長旗争奪第22回中学校野球選手権大会（全日本少年春季大会）

学童部 県大会 学童 中島学童野球場・七尾城山
【予備】第43回選抜学童野球大会兼北陸中日旗争奪大会兼トパ
テック杯

審判部 ブロック派遣 高校 長野 北信越地区高等学校野球大会

全軟連 全国大会 一般全般 東京都 天皇賜杯第76回全日本軟式野球大会

運営部 県大会 中学 石川県立 会長旗争奪第22回中学校野球選手権大会（全日本少年春季大会）

学童部 県大会 学童 中島学童野球場・七尾城山
【予備】第43回選抜学童野球大会兼北陸中日旗争奪大会兼トパ
テック杯

10/18 月 全軟連 全国大会 一般全般 東京都 天皇賜杯第76回全日本軟式野球大会

10/19 火 全軟連 全国大会 一般全般 東京都 天皇賜杯第76回全日本軟式野球大会

10/20 水 全軟連 全国大会 一般全般 東京都 天皇賜杯第76回全日本軟式野球大会

10/21 木

審判部 ブロック講習 福井 全日本軟式野球連盟北信越講習会

全軟連 全国大会 一般C級 熊本 高松宮賜杯第65回全日本軟式野球大会（2部）

審判部 ブロック派遣 高校 長野 北信越地区高等学校野球大会

審判部 ブロック講習 福井 全日本軟式野球連盟北信越講習会

全軟連 全国大会 一般C級 熊本 高松宮賜杯第65回全日本軟式野球大会（2部）

運営部 県大会 一般B級 加賀中央・根上 第44回東日本軟式野球大会（1部）R4全国大会県大会

審判部 ブロック派遣 高校 長野 北信越地区高等学校野球大会

審判部 ブロック講習 福井 全日本軟式野球連盟北信越講習会

全軟連 全国大会 一般C級 熊本 高松宮賜杯第65回全日本軟式野球大会（2部）

運営部 県大会 一般B級 加賀中央・根上 第44回東日本軟式野球大会（1部）R4全国大会県大会

学童部 学童 内川少年野球場 野球人口底辺拡大事業：Tボール大会

10/25 月 全軟連 全国大会 一般C級 熊本 高松宮賜杯第65回全日本軟式野球大会（2部）

10/26 火

10/27 水

10/28 木

10/29 金 全軟連 全国大会 一般A級 栃木 第29回東日本選手権大会

全軟連 全国大会 一般A級 栃木 第29回東日本選手権大会

運営部 県大会 一般B級 加賀中央 第44回東日本軟式野球大会（1部）R4全国大会県大会

高野連 県大会 高校 県立他 第29回石川県高等学校野球一年生大会

北大連 ブロック大会 大学 愛知（パロマ瑞穂球場）
第17回東海・北陸・愛知三連盟王座決定戦
兼　第52回明治神宮野球大会　代表校決定戦

全軟連 全国大会 一般A級 栃木 第29回東日本選手権大会

運営部 県大会 一般B級 加賀中央 第44回東日本軟式野球大会（1部）R4全国大会県大会

学童部 県大会 学童 内川・戸室・野々市市民 第14回新人学童野球選手権兼（協）金沢問屋センタ旗争奪大会

高野連 県大会 高校 県立他 第29回石川県高等学校野球一年生大会

北大連 ブロック大会 大学 愛知（パロマ瑞穂球場）
第17回東海・北陸・愛知三連盟王座決定戦
兼　第52回明治神宮野球大会　代表校決定戦

土

10/3 日

日

土

10/24 日

10/30 土

10/31 日

10/9

10/10

10/16

10/2

10/23 土

10/17 日

土

10/22 金

日付

１０ 月 予 定 表



計画種別 開催種別 大会等種別 球場他 大会名など内容

11/1 月 全軟連 全国大会 一般A級 栃木 第29回東日本選手権大会

11/2 火 全軟連 全国大会 一般A級 栃木 第29回東日本選手権大会

運営部 県大会 一般B級 安原 東日本1部

学童部 県大会 学童 内川・戸室・野々市市民
第14回新人学童野球選手権兼（協）金沢問屋センタ旗争
奪大会

11/4 木 運営部 県大会 一般B級 安原 東日本1部（予備）

11/5 金 全軟連 全国大会 一般A級 愛知 第66回中部日本都市対抗軟式野球大会

全軟連 全国大会 一般A級 愛知 第66回中部日本都市対抗軟式野球大会

学童部 県大会 学童 内川・戸室・野々市市民
第14回新人学童野球選手権兼（協）金沢問屋センタ旗争
奪大会

高野連 県大会 高校 県立他 第29回石川県高等学校野球一年生大会

北大連 定期戦 大学社会人 石川県立 第6回清水紀良杯争奪野球大会

全軟連 全国大会 一般A級 愛知 第66回中部日本都市対抗軟式野球大会

学童部 県大会 学童 内川・戸室・野々市市民
第14回新人学童野球選手権兼（協）金沢問屋センタ旗争
奪大会

高野連 県大会 高校 県立他 第29回石川県高等学校野球一年生大会

北大連 定期戦 大学社会人 石川県立 第6回清水紀良杯争奪野球大会

11/8 月 全軟連 全国大会 一般A級 愛知 第66回中部日本都市対抗軟式野球大会

11/9 火

11/10 水

11/11 木

11/12 金

学童部 県大会 学童 内川・戸室・野々市市民
【予備】第14回新人学童野球選手権兼（協）金沢問屋セ
ンタ旗争奪大会

高野連 県大会 高校 県立他 第29回石川県高等学校野球一年生大会

北大連 定期戦 大学 金沢市民・石川県立・弁慶・寺井 第29回中日旗争奪北陸私立大学野球選手権大会

北軟連 北信越大会 学童 小松ドーム 松井秀喜旗第17回学童軟式野球大会

高野連 県大会 高校 県立他 第29回石川県高等学校野球一年生大会

北大連 定期戦 大学 金沢市民・石川県立・弁慶・寺井 第29回中日旗争奪北陸私立大学野球選手権大会

11/15 月

11/16 火

11/17 水

11/18 木

11/19 金

11/20 土 北大連 定期戦 大学 金沢市民・石川県立・弁慶・寺井 第29回中日旗争奪北陸私立大学野球選手権大会

11/21 日 北大連 定期戦 大学 金沢市民・石川県立・弁慶・寺井 第29回中日旗争奪北陸私立大学野球選手権大会

11/22 月

北軟連 北信越大会 学童 小松ドーム 松井秀喜旗第17回学童軟式野球大会

北大連 定期戦 大学 金沢市民・石川県立・弁慶・寺井 第29回中日旗争奪北陸私立大学野球選手権大会

11/24 水

11/25 木

11/26 金

11/27 土

11/28 日 石野連 全国大会 社会人 東京ドーム 第92回都市対抗野球大会

11/29 月 石野連 全国大会 社会人 東京ドーム 第92回都市対抗野球大会

11/30 火 石野連 全国大会 社会人 東京ドーム 第92回都市対抗野球大会

11/23 火

日

土

11/6 土

11/7 日

11/13

11/14

日付

11/3 水

１１ 月 予 定 表



計画種別 開催種別 大会等種別 球場他 大会名など内容

12/1 水 石野連 全国大会 社会人 東京ドーム 第92回都市対抗野球大会

12/2 木 石野連 全国大会 社会人 東京ドーム 第92回都市対抗野球大会

12/3 金 石野連 全国大会 社会人 東京ドーム 第92回都市対抗野球大会

12/4 土 石野連 全国大会 社会人 東京ドーム 第92回都市対抗野球大会

12/5 日 石野連 全国大会 社会人 東京ドーム 第92回都市対抗野球大会

12/6 月 石野連 全国大会 社会人 東京ドーム 第92回都市対抗野球大会

12/7 火 石野連 全国大会 社会人 東京ドーム 第92回都市対抗野球大会

12/8 水 石野連 全国大会 社会人 東京ドーム 第92回都市対抗野球大会

12/9 木 石野連 全国大会 社会人 東京ドーム 第92回都市対抗野球大会

12/10 金

12/11 土

12/12 日

12/13 月

12/14 火

12/15 水

12/16 木

12/17 金

12/18 土

12/19 日

12/20 月

12/21 火

12/22 水

12/23 木

12/24 金

12/25 土

12/26 日

12/27 月

12/28 火

12/29 水

12/30 木

12/31 金

日付

１２ 月 予 定 表


