
計画種別 開催種別 大会等種別 球場他 大会名など内容

2/1 火

2/2 水

2/3 木

2/4 金

2/5 土

2/6 日

2/7 月

2/8 火

2/9 水

2/10 木

2/11 金

2/12 土 石野協 県講習 学童 いしかわ総合SP 2022年公認学童コーチ養成講習会（６３名）

2/13 日

2/14 月

2/15 火 審判部 全国講習 大学 オンライン 全日本大学野球連盟審判研修会（作本・山本）

2/16 水

2/17 木 全軟連 会議 東京 評議員会オンライン

2/18 金

2/19 土

2/20 日 石野協 会議 石川県立 2022年第1回理事会

2/21 月

2/22 火

2/23 水

2/24 木

2/25 金

2/26 土 全軟連 全国講習 オンライン 全日本軟式野球連盟研修員研修（田上）

2/27 日

2/28 月

日付

２ 月 予 定 表 県協会 審判部 北信越 全国



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 火

3/2 水

3/3 木

3/4 金

3/5 土 全軟連 ブロック講習 静岡 全日本指導員研修会（北信越・東海ブロック）山上・山本 11:30

全軟連 ブロック講習 静岡 全日本指導員研修会（北信越・東海ブロック）山上・山本 17:00

石野協 会議 東急H 石川県野球協会評議員会 14:00

石野協 県講習 学童 いしかわ総合SP 2022年公認学童コーチ養成講習会（６３名）

3/7 月

3/8 火

3/9 水

3/10 木

3/11 金

3/12 土 北軟連 会議 福井 北信越軟式野球連盟理事会・総会

北軟連 会議 福井 北信越軟式野球連盟理事会・総会

審判部 県講習 石川県立 石川県野球協会審判指導者講習会（金沢） 9:00

3/14 月

3/15 火

3/16 水

3/17 木

3/18 金 高野連 全国大会 高校 甲子園 第９４回選抜高等学校野球大会（～３０日まで）星稜高校

3/19 土 高野連 全国大会 高校 甲子園 第９４回選抜高等学校野球大会（～３０日まで）星稜高校

審判部 県講習 七尾城山 石川県野球協会能登地区審判講習会（航空石川） 9:00

審判部 県講習 小松弁慶 石川県野球協会加賀地区審判講習会（小松大谷） 9:00

高野連 全国大会 高校 甲子園 第９４回選抜高等学校野球大会（～３０日まで）星稜高校

全軟連 全国大会 中学 静岡 文部科学大臣杯第１３回全日本少年春季軟式野球大会

審判部 県講習 金沢市民 石川県野球協会金沢地区審判講習会（北陸学院） 9:00

高野連 全国大会 高校 甲子園 第９４回選抜高等学校野球大会（～３０日まで）星稜高校

全軟連 全国大会 中学 静岡 文部科学大臣杯第１３回全日本少年春季軟式野球大会

高野連 全国大会 高校 甲子園 第９４回選抜高等学校野球大会（～３０日まで）星稜高校

全軟連 全国大会 中学 静岡 文部科学大臣杯第１３回全日本少年春季軟式野球大会

高野連 全国大会 高校 甲子園 第９４回選抜高等学校野球大会（～３０日まで）星稜高校

全軟連 全国大会 中学 静岡 文部科学大臣杯第１３回全日本少年春季軟式野球大会

高野連 全国大会 高校 甲子園 第９４回選抜高等学校野球大会（～３０日まで）星稜高校

全軟連 全国大会 中学 静岡 文部科学大臣杯第１３回全日本少年春季軟式野球大会

高野連 全国大会 高校 甲子園 第９４回選抜高等学校野球大会（～３０日まで）星稜高校

高野連 全国大会 高校 甲子園 第９４回選抜高等学校野球大会（～３０日まで）星稜高校

石野連 ブロック講習 社会人 長野県
日本野球北信越地区審判講習会
毛利・山上・北川・山本・新酒・中野

高野連 全国大会 高校 甲子園 第９４回選抜高等学校野球大会（～３０日まで）星稜高校

石野連 ブロック講習 社会人 長野県
日本野球北信越地区審判講習会
毛利・山上・北川・山本・新酒・中野

3/28 月 高野連 全国大会 高校 甲子園 第９４回選抜高等学校野球大会（～３０日まで）星稜高校

3/29 火 高野連 全国大会 高校 甲子園 第９４回選抜高等学校野球大会（～３０日まで）星稜高校

3/30 水 高野連 全国大会 高校 甲子園 第９４回選抜高等学校野球大会（～３０日まで）星稜高校

3/31 木

3/20 日

3/21 月

日付

3/13 日

3/6 日

3/22 火

3/23 水

3/24 木

3/25 金

3/26 土

3/27 日

３ 月 予 定 表 県協会 審判部 北信越 全国



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 金

4/2 土 運営部 県大会 一般A級 県立・安原・野々市
水戸市長旗第30回東日本軟式野球選手権大会　兼
第17回五味博一旗北信越・関東・東海ブロック軟式野球大会

4/3 日 運営部 県大会 一般A級 県立・野々市
水戸市長旗第30回東日本軟式野球選手権大会　兼
第17回五味博一旗北信越・関東・東海ブロック軟式野球大会

4/4 月

4/5 火

4/6 水

4/7 木

4/8 金

運営部 県大会 一般A級 野々市
水戸市長旗第30回東日本軟式野球選手権大会　兼
第17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 福工大-金工大、北陸大-富国大

北大連 リーグ戦 大学2部 石川県立13：00 富山大－金城大

石野連 地区大会 社会人 富山アルペン・富山県立 第63回JABA富山大会

運営部 県大会 一般A級 野々市
水戸市長旗第30回東日本軟式野球選手権大会　兼
第17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 富国大-北陸大、金工大-福工大

北大連 リーグ戦 大学2部 石川県立13：00 金沢大－石高専

石野連 地区大会 社会人 富山アルペン・富山県立 石川県野球協会審判指導者講習会（金沢）

北大連 リーグ戦 大学1部 弁慶（予備）

北大連 リーグ戦 大学2部 石川県立（予備）

石野連 地区大会 社会人 富山アルペン・富山県立 第63回JABA富山大会

4/12 火

4/13 水

4/14 木

4/15 金 石川県野球協会能登地区審判講習会（航空石川）

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 石川県野球協会加賀地区審判講習会（小松大谷）

北大連 リーグ戦 大学1部 金院大G 星稜大-金工大、金院大-北陸大

北大連 リーグ戦 大学1部 福工大G 福工大－富国大

北大連 リーグ戦 大学2部 宝達志水 石川県野球協会金沢地区審判講習会（北陸学院）

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第１４６回北信越地区高等学校野球石川県大会

北大連 リーグ戦 大学1部 金院大G 北陸大－金院大、金工大－星稜大

北大連 リーグ戦 大学1部 福工大G 富国大－福工大

北大連 リーグ戦 大学2部 宝達志水 金沢大－金城大、高法大－石高専

北大連 リーグ戦 大学1部 弁慶（予備）

北大連 リーグ戦 大学2部 宝達志水（予備）

4/19 火

4/20 水 石野連 地区大会 社会人 長野県 JABA長野大会

4/21 木 石野連 地区大会 社会人 長野県 JABA長野大会

4/22 金 石野連 地区大会 社会人 長野県 JABA長野大会

運営部 県大会 一般C級 七尾城山 第5回全日本シニア軟式野球大会

運営部 県大会 一般B級 加賀中央・物見山 高松宮賜杯第66回全日本軟式野球大会（1部）

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第１４６回北信越地区高等学校野球石川県大会

石野連 地区大会 社会人 長野県 JABA長野大会

運営部 県大会 一般B級 加賀中央・物見山 高松宮賜杯第66回全日本軟式野球大会（1部）

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第１４６回北信越地区高等学校野球石川県大会

石野連 地区大会 社会人 長野県 JABA長野大会

4/25 月

4/26 火

4/27 水

4/28 木

4/29 金 運営部 県大会 一般C級 七尾城山（予備） 第5回全日本シニア軟式野球大会

4/11 月

4/23 土

4/24 日

4/16 土

4/17

日付

4/9 土

4/10 日

日

4/18 月

４ 月 予 定 表 県協会 審判部 北信越 全国



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 加賀中央 高松宮賜杯第66回全日本軟式野球大会（1部）

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第１４６回北信越地区高等学校野球石川県大会

高野連 全国講習 高校 甲子園 第６２回全国審判講習会

北大連 リーグ戦 大学1部 富山市民 富国大－星稜大、北陸大－福工大、金工大－金院大

北大連 リーグ戦 大学2部 寺井 石高専－金城大、金沢大－福井大

石野連 地区大会 社会人 新潟県 JABA新潟大会

北大連 リーグ戦 大学1部 富山市民（予備）

北大連 リーグ戦 大学2部 寺井（予備）

石野連 地区大会 社会人 新潟県 JABA新潟大会

石野連 地区大会 社会人 新潟県 JABA新潟大会

県女連 交流大会 一般女子 愛知県 第１７回全国女子軟式野球選抜交流碧南大会

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第１４６回北信越地区高等学校野球石川県大会

県女連 交流大会 一般女子 愛知県 第１７回全国女子軟式野球選抜交流碧南大会

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第１４６回北信越地区高等学校野球石川県大会

県女連 交流大会 一般女子 愛知県 第１７回全国女子軟式野球選抜交流碧南大会

5/6 金 石川県野球協会審判指導者講習会（金沢）

運営部 県大会 一般A級 金沢市民・金沢安原 第77回国民体育大会

北大連 リーグ戦 大学1部 加賀中央公園野球場 星稜大－金院大、北陸大－金工大

北大連 リーグ戦 大学2部 高岡ボールパーク 富山大－高法大

運営部 県大会 一般A級 金沢市民・金沢安原 第77回国民体育大会

北大連 リーグ戦 大学1部 加賀中央公園野球場 金工大－北陸大、金院大－星稜大

北大連 リーグ戦 大学2部 高岡ボールパーク 金沢大－高法大

北大連 リーグ戦 大学1部 弁慶（予備） 石川県野球協会能登地区審判講習会（航空石川）

北大連 リーグ戦 大学2部 高岡ボールパーク（予備） 石川県野球協会加賀地区審判講習会（小松大谷）

5/10 火

5/11 水

5/12 木 石川県野球協会金沢地区審判講習会（北陸学院）

5/13 金 石野連 地区大会 社会人 富山アルペン 第93回都市対抗野球大会1次予選

運営部 県大会 一般A級 石川県立 第77回国民体育大会

北大連 リーグ戦 大学1部 弁慶 福工大－金院大、星稜大－北陸大、富国大－金工大

北大連 リーグ戦 大学2部 福井県営 福井大－石高専

石野連 地区大会 社会人 富山アルペン 第93回都市対抗野球大会1次予選

運営部 県大会 一般A級 石川県立 第77回国民体育大会

北大連 リーグ戦 大学1部 弁慶 北陸大－星稜大、金工大－富国大、金院大－福工大

北大連 リーグ戦 大学2部 福井県営 福井大－金城大、富山大－金沢大

石野連 地区大会 社会人 富山アルペン 第93回都市対抗野球大会1次予選

北大連 リーグ戦 大学1部 弁慶（予備）

北大連 リーグ戦 大学2部 福井県営（予備）

5/17 火
5/18 水
5/19 木

5/20 金 北軟連 ブロック大会 一般A級 長野県諏訪市 第17回五味博一旗北信越・関東・東海ブロック軟式野球大会

北軟連 ブロック大会 一般A級 長野県諏訪市 第17回五味博一旗北信越・関東・東海ブロック軟式野球大会

高野連 ブロック講習 高校 新潟県HARD　OFF　ECOスタジアム 北信越地区審判講習会

北大連 リーグ戦 大学1部 加賀中央公園野球場 福工大－星稜大、金院大－富国大

北大連 リーグ戦 大学2部 石川県立10：00 プレーオフ第1戦【春1位-春2位】

北軟連 ブロック大会 一般A級 長野県諏訪市 第17回五味博一旗北信越・関東・東海ブロック軟式野球大会

高野連 ブロック講習 高校 新潟県HARD　OFF　ECOスタジアム 北信越地区審判講習会

北大連 リーグ戦 大学1部 加賀中央公園野球場 富国大－金院大、星稜大－福工大

北大連 リーグ戦 大学2部 申請中10：00 プレーオフ第2戦【春2位-春1位】

北大連 リーグ戦 大学1部 弁慶（予備）

北大連 リーグ戦 大学2部 石川県立

5/24 火

5/25 水

5/26 木

全軟連 全国大会 一般C級 埼玉県 第5回全日本シニア軟式野球大会

全軟連 全国大会 一般B級 北海道：北見市、置戸町、訓子府町 第44回東日本軟式野球大会（1部）大宗ベースボールクラブ

全軟連 全国大会 一般C級 北海道：網走市、美帆町、大空町 第44回東日本軟式野球大会（2部）オオタケサンライズ

全軟連 全国大会 一般C級 埼玉県 第5回全日本シニア軟式野球大会

全軟連 全国大会 一般B級 北海道：北見市、置戸町、訓子府町 第44回東日本軟式野球大会（1部）大宗ベースボールクラブ

全軟連 全国大会 一般C級 北海道：網走市、美帆町、大空町 第44回東日本軟式野球大会（2部）オオタケサンライズ

北大連 リーグ戦 大学 県立 １部・２部入替戦13：00

全軟連 全国大会 一般C級 埼玉県 第5回全日本シニア軟式野球大会

全軟連 全国大会 一般B級 北海道：北見市、置戸町、訓子府町 第44回東日本軟式野球大会（1部）大宗ベースボールクラブ

全軟連 全国大会 一般C級 北海道：網走市、美帆町、大空町 第44回東日本軟式野球大会（2部）オオタケサンライズ

北大連 リーグ戦 大学 県立 １部・２部入替戦10：00　1勝1敗の場合13：00

全軟連 全国大会 一般C級 埼玉県 第5回全日本シニア軟式野球大会

全軟連 全国大会 一般B級 北海道：北見市、置戸町、訓子府町 第44回東日本軟式野球大会（1部）大宗ベースボールクラブ

全軟連 全国大会 一般C級 北海道：網走市、美帆町、大空町 第44回東日本軟式野球大会（2部）オオタケサンライズ

北大連 リーグ戦 大学 県立（予備） １部・２部入替戦

5/31 火

日付

5/8 日

5/9 月

5/2 月

5/7 土

5/1 日

5/3 火

5/4 水

5/5

5/30 月

5/23

日

月

5/28 土

5/29 日

5/22

5/27 金

木

5/21 土

5/14 土

5/16 月

5/15 日

５ 月 予 定 表 県協会 審判部 北信越 全国



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 水
6/2 木 石野連 地区大会 社会人 長野オリンピック 第93回都市対抗野球大会最終予選

6/3 金 石野連 地区大会 社会人 長野オリンピック 第93回都市対抗野球大会最終予選

運営部 県大会 中学 金沢安原 第39回全日本少年軟式野球大会石川県予選

運営部 県大会 一般C級 野々市市民・白山郷 高松宮賜杯第66回全日本軟式野球大会（2部）

運営部 県大会 ﾏｽﾀｰｽﾞ 珠洲市営・内浦総合 日本スポーツマスターズ2022
高野連 北信越大会 高校 福井県営・敦賀総合運動公園 第１４６回北信越地区高等学校野球大会
北大連 新人戦 大学 石川県立 第30回北陸大学野球新人戦
石野連 地区大会 社会人 長野オリンピック 第93回都市対抗野球大会最終予選
北大準連 北信越大会 大学準硬 松本市 春季北信越地区大学準硬式野球大会（本戦トーナメント）

運営部 県大会 一般C級 野々市市民・白山郷 高松宮賜杯第66回全日本軟式野球大会（2部）

運営部 県大会 ﾏｽﾀｰｽﾞ 珠洲市営・内浦総合 日本スポーツマスターズ2022

運営部 県大会 中学 金沢安原（予備） 第39回全日本少年軟式野球大会石川県予選

高野連 北信越大会 高校 福井県営・敦賀総合運動公園 第１４６回北信越地区高等学校野球大会

北大連 全国大会 大学1部 明治神宮・東京ドーム 第71回全日本大学野球選手権大会

北大連 新人戦 大学 石川県立 石川県野球協会審判指導者講習会（金沢）

石野連 地区大会 社会人 長野オリンピック 第93回都市対抗野球大会最終予選

北大準連 北信越大会 大学準硬 松本市 春季北信越地区大学準硬式野球大会（本戦トーナメント）

高野連 北信越大会 高校 福井県営・敦賀総合運動公園 第１４６回北信越地区高等学校野球大会

北大連 全国大会 大学1部 明治神宮・東京ドーム 第71回全日本大学野球選手権大会

北大準連 北信越大会 大学準硬 松本市 春季北信越地区大学準硬式野球大会（本戦トーナメント）

高野連 北信越大会 高校 福井県営・敦賀総合運動公園 第１４６回北信越地区高等学校野球大会

北大連 全国大会 大学1部 明治神宮・東京ドーム 石川県野球協会能登地区審判講習会（航空石川）

北大準連 北信越大会 大学準硬 松本市（予備） 石川県野球協会加賀地区審判講習会（小松大谷）

高野連 北信越大会 高校 福井県営・敦賀総合運動公園　予備 第１４６回北信越地区高等学校野球大会

北大連 全国大会 大学1部 明治神宮・東京ドーム 第71回全日本大学野球選手権大会

6/9 木 北大連 全国大会 大学1部 明治神宮・東京ドーム 石川県野球協会金沢地区審判講習会（北陸学院）

6/10 金 北大連 全国大会 大学1部 明治神宮・東京ドーム 第71回全日本大学野球選手権大会

運営部 県大会 一般C級 野々市市民・白山郷 高松宮賜杯第66回全日本軟式野球大会（2部）

学童部 県大会 学童 内灘・津幡・高松 高円宮賜杯第42回全日本学童野球大会ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ・ﾄｰﾅﾒﾝﾄ石川県予選

運営部 県大会 ﾏｽﾀｰｽﾞ 珠洲市営 日本スポーツマスターズ2022

少年部 ブロック大会 中学 七尾城山・志賀 第７５回石川県中学校軟式野球大会能登ブロック予選

北大連 全国大会 大学1部 明治神宮・東京ドーム 第71回全日本大学野球選手権大会

北大連 新人戦 大学 石川県立 第30回北陸大学野球新人戦

運営部 県大会 一般C級 野々市市民・白山郷 高松宮賜杯第66回全日本軟式野球大会（2部）

運営部 県大会 ﾏｽﾀｰｽﾞ 珠洲市営 日本スポーツマスターズ2022

学童部 県大会 学童 内灘・津幡・高松 高円宮賜杯第42回全日本学童野球大会ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ・ﾄｰﾅﾒﾝﾄ石川県予選

審判部 県講習 高校 県立 第１０４回全国高等学校野球選手権石川大会審判講習会

北大連 全国大会 大学1部 明治神宮・東京ドーム 第71回全日本大学野球選手権大会

北大連 新人戦 大学 石川県立 第30回北陸大学野球新人戦

6/13 月
6/14 火
6/15 水
6/16 木
6/17 金

学童部 県大会 学童 かほく市少年 高円宮賜杯第42回全日本学童野球大会ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ・ﾄｰﾅﾒﾝﾄ石川県予選

少年部 ブロック大会 中学
加賀中央・弁慶・根上・安原SP・
白山郷・高松

第７５回石川県中学校軟式野球大会加賀ブロック予選

少年部 ブロック大会 中学 七尾城山・志賀 第７５回石川県中学校軟式野球大会能登ブロック予選

北大連 交流試合 大学社会人 石川県立 第13回北陸三県社会人大学交流戦

学童部 県大会 学童 かほく市少年 高円宮賜杯第42回全日本学童野球大会ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ・ﾄｰﾅﾒﾝﾄ石川県予選

少年部 ブロック大会 中学
加賀中央・弁慶・根上・安原SP・
白山郷・高松

第７５回石川県中学校軟式野球大会加賀ブロック予選

少年部 ブロック大会 中学 七尾城山・志賀 第７５回石川県中学校軟式野球大会能登ブロック予選

北大連 交流試合 大学社会人 石川県立 北陸アマチュア野球オールスター戦

6/20 月 少年部 ブロック大会 中学
加賀中央・弁慶・根上・安原SP・
白山郷・高松

第７５回石川県中学校軟式野球大会加賀ブロック予選

6/21 火
6/22 水
6/23 木
6/24 金

学童部 県大会 学童 かほく市少年（予備） 高円宮賜杯第42回全日本学童野球大会ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ・ﾄｰﾅﾒﾝﾄ石川県予選

石野連 地区大会 社会人 富山アルペン 第46回全日本クラブ選手権大会1次予選

6/26 日
6/27 月
6/28 火
6/29 水
6/30 木

日付

水6/8

6/4 土

6/5 日

6/6 月

6/7 火

6/25 土

6/11 土

6/18 土

6/19 日

6/12 日

６ 月 予 定 表 県協会 審判部 北信越 全国



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 金

石野協 県大会 一般全般
加賀中央公園、寺井、野々市、
かほく高松、富来

第27回北國旗大会
兼　天皇賜杯第77回全日本軟式野球大会

北軟連 北信越大会 一般B級 富山市民 高松宮賜杯第66回全日本軟式野球大会（1部）

北軟連 北信越大会 中学 石川県立（２試合） 第39回全日本少年軟式野球大会北信越大会

北軟連 北信越大会 一般C級 福井県営 高松宮賜杯第66回全日本軟式野球大会（2部）

石野協 県大会 一般全般
加賀中央公園、寺井、野々市、
かほく高松、富来

第27回北國旗大会
兼　天皇賜杯第77回全日本軟式野球大会

北軟連 北信越大会 一般B級 富山市民（予備） 高松宮賜杯第66回全日本軟式野球大会（1部）

北軟連 北信越大会 中学 石川県立（３試合） 第39回全日本少年軟式野球大会北信越大会

北軟連 北信越大会 一般C級 福井県営 高松宮賜杯第66回全日本軟式野球大会（2部）

7/4 月 北軟連 北信越大会 中学 石川県立（予備） 第39回全日本少年軟式野球大会北信越大会

7/5 火

7/6 水

7/7 木

7/8 金 高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第１０４回全国高等学校野球選手権石川大会10：00開会式

北軟連 北信越大会 一般C級 福井県営（予備） 高松宮賜杯第66回全日本軟式野球大会（2部）

北軟連 北信越大会 ﾏｽﾀｰｽﾞ 石川県珠洲市営（２試合） 石川県野球協会審判指導者講習会（金沢）

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第１０４回全国高等学校野球選手権石川大会

北軟連 北信越大会 ﾏｽﾀｰｽﾞ 石川県珠洲市営（予備） 日本スポーツマスターズ2022

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第１０４回全国高等学校野球選手権石川大会

7/11 月 高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第１０４回全国高等学校野球選手権石川大会

7/12 火 高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第１０４回全国高等学校野球選手権石川大会

7/13 水 高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第１０４回全国高等学校野球選手権石川大会

7/14 木 高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 石川県野球協会能登地区審判講習会（航空石川）

7/15 金 石川県野球協会加賀地区審判講習会（小松大谷）

中体連 県大会 中学 寺井・根上 第７５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１０４回全国高等学校野球選手権石川大会

石野協 県大会 一般全般  加賀中央公園、金沢安原 石川県野球協会金沢地区審判講習会（北陸学院）

中体連 県大会 中学 寺井・根上 第７５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１０４回全国高等学校野球選手権石川大会

中体連 県大会 中学 寺井・根上 第７５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１０４回全国高等学校野球選手権石川大会

石野連 全国大会 社会人 東京ドーム 第93回都市対抗野球大会

中体連 県大会 中学 寺井・根上（予備） 第７５回石川県中学校軟式野球大会

石野連 全国大会 社会人 東京ドーム 第93回都市対抗野球大会

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第１０４回全国高等学校野球選手権石川大会

石野連 全国大会 社会人 東京ドーム 第93回都市対抗野球大会

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第１０４回全国高等学校野球選手権石川大会

石野連 全国大会 社会人 東京ドーム 第93回都市対抗野球大会

全軟連 全国大会 学童 第２７回高野山旗全国学童軟式野球大会

石野連 全国大会 社会人 東京ドーム 第93回都市対抗野球大会

全軟連 全国大会 学童 第２７回高野山旗全国学童軟式野球大会

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第１０４回全国高等学校野球選手権石川大会

石野連 全国大会 社会人 東京ドーム 第93回都市対抗野球大会

全軟連 全国大会 学童 第２７回高野山旗全国学童軟式野球大会

石野連 全国大会 社会人 東京ドーム 第93回都市対抗野球大会

全軟連 全国大会 学童 第２７回高野山旗全国学童軟式野球大会

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第１０４回全国高等学校野球選手権石川大会

石野連 全国大会 社会人 東京ドーム 第93回都市対抗野球大会

全軟連 全国大会 学童 第２７回高野山旗全国学童軟式野球大会

石野連 全国大会 社会人 東京ドーム 第93回都市対抗野球大会

7/27 水 石野連 全国大会 社会人 東京ドーム 第93回都市対抗野球大会

7/28 木 石野連 全国大会 社会人 東京ドーム 第93回都市対抗野球大会

全軟連 全国大会 学童女子 石川総合スポーツセンタ NPBガールズトーナメント2022監督会議・開会式

石野連 全国大会 社会人 東京ドーム 第93回都市対抗野球大会

全軟連 全国大会 学童女子
内川A/B、戸室、河北、中島、
野々市

NPBガールズトーナメント2022

石野協 県大会 一般全般  金沢市民、金沢安原
第27回北國旗大会
兼　天皇賜杯第77回全日本軟式野球大会

全軟連 全国大会 学童女子
内川A/B、戸室、河北、中島、
野々市

NPBガールズトーナメント2022

石野協 県大会 一般全般 金沢市民
第27回北國旗大会
兼　天皇賜杯第77回全日本軟式野球大会

7/30 土

7/31 日

月

7/25

7/22 金

月

7/26 火

7/29 金

7/24

日付

7/9 土

7/10

7/2 土

7/3 日

日

日

7/16 土

7/19 火

7/20 水

7/21 木

7/23 土

7/18

日7/17

７ 月 予 定 表 県協会 審判部 北信越 全国



計画種別 開催種別 大会等種別 球場他 大会名など内容

8/1 月 全軟連 全国大会 学童女子 内川A/B、戸室、河北、中島、野々市 NPBガールズトーナメント2022

全軟連 全国大会 学童女子 金沢市民 NPBガールズトーナメント2022

中体連 北信越大会 中学 長野県（諏訪湖S・伊那S） 第43回北信越中学校軟式野球大会
全軟連 全国大会 学童女子 金沢市民 NPBガールズトーナメント2022

中体連 北信越大会 中学 長野県（諏訪湖S・伊那S） 第43回北信越中学校軟式野球大会
全軟連 全国大会 学童女子 金沢市民 NPBガールズトーナメント2022

中体連 北信越大会 中学 長野県（諏訪湖S・伊那S）予備 第43回北信越中学校軟式野球大会

8/5 金 全軟連 全国大会 学童女子 金沢市民（予備） NPBガールズトーナメント2022

学童部 県大会 学童 輪島市 第４７回石川県学童軟式野球選手権大会兼第４回トパテック杯

高野連 全国大会 高校 甲子園 第１０４回全国高等学校野球選手権大会
北大連 県大会 大学 金沢市民 第31回金沢市長杯石川大学野球定期戦

石野連 地区大会 社会人 魚津桃山・上市丸山 第46回全日本クラブ選手権大会最終予選
石野協 県大会 一般全般 加賀中央、弁慶Ｓ、寺井 第74回石川県民体育大会

県女連 全国大会 一般女子 東京都 第３３回全日本女子軟式野球選手権大会

学童部 県大会 学童 輪島市 第４７回石川県学童軟式野球選手権大会兼第４回トパテック杯
高野連 全国大会 高校 甲子園 石川県野球協会審判指導者講習会（金沢）

北大連 県大会 大学 金沢市民 第31回金沢市長杯石川大学野球定期戦
石野連 地区大会 社会人 魚津桃山・上市丸山 第46回全日本クラブ選手権大会最終予選

石野協 県大会 一般全般 加賀中央、弁慶Ｓ、寺井 第74回石川県民体育大会

県女連 全国大会 一般女子 東京都 第３３回全日本女子軟式野球選手権大会
全軟連 全国大会 学童 東京都 高円宮賜杯第42回全日本学童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１０４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 東京都 石川県野球協会能登地区審判講習会（航空石川）

全軟連 全国大会 学童 東京都 石川県野球協会加賀地区審判講習会（小松大谷）

高野連 全国大会 高校 甲子園 第１０４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 東京都 第３３回全日本女子軟式野球選手権大会

全軟連 全国大会 学童 東京都 石川県野球協会金沢地区審判講習会（北陸学院）

高野連 全国大会 高校 甲子園 第１０４回全国高等学校野球選手権大会
全軟連 全国大会 学童 東京都 高円宮賜杯第42回全日本学童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 輪島市 第４７回石川県学童軟式野球選手権大会兼第４回トパテック杯

高野連 全国大会 高校 甲子園 第１０４回全国高等学校野球選手権大会
全軟連 全国大会 学童 東京都 高円宮賜杯第42回全日本学童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１０４回全国高等学校野球選手権大会
全軟連 全国大会 学童 東京都 高円宮賜杯第42回全日本学童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 輪島市 第４７回石川県学童軟式野球選手権大会兼第４回トパテック杯
高野連 全国大会 高校 甲子園 第１０４回全国高等学校野球選手権大会

石野協 県大会 一般全般 加賀中央公園、山中 第90回山中大会
全軟連 全国大会 学童 東京都 高円宮賜杯第42回全日本学童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 輪島市（予備） 第４７回石川県学童軟式野球選手権大会兼第４回トパテック杯
高野連 全国大会 高校 甲子園 第１０４回全国高等学校野球選手権大会
石野協 県大会 一般全般 加賀中央公園、山中 第90回山中大会

8/15 月 高野連 全国大会 高校 甲子園 第１０４回全国高等学校野球選手権大会
8/16 火 高野連 全国大会 高校 甲子園 第１０４回全国高等学校野球選手権大会
8/17 水 高野連 全国大会 高校 甲子園 第１０４回全国高等学校野球選手権大会

中体連 全国大会 中学 北海道（札幌円山・麻生・札幌S) 第４４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１０４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 京都府 第７回全日本中学女子軟式野球大会（SPトーナメント）
中体連 全国大会 中学 北海道（札幌円山・麻生・札幌S) 第４４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１０４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 京都府 第７回全日本中学女子軟式野球大会（SPトーナメント）
学童部 県大会 学童 輪島市（予備） 第４７回石川県学童軟式野球選手権大会兼第４回トパテック杯
中体連 全国大会 中学 北海道（札幌円山・麻生・札幌S) 第４４回全国中学校軟式野球大会
全軟連 全国大会 中学女子 京都府 第７回全日本中学女子軟式野球大会（SPトーナメント）
中体連 全国大会 中学 北海道（札幌円山・麻生・札幌S) 第４４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１０４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 京都府 第７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 神奈川県 第39回全日本少年軟式野球大会

中体連 全国大会 中学 北海道（札幌円山・麻生・札幌S) 第４４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１０４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 京都府 第７回全日本中学女子軟式野球大会（SPトーナメント）
北大準連 全国大会 大学準硬 香川県レクザムスタジアム他 文部科学大臣杯第７４回全日本大学準硬式野球選手権大会

全軟連 全国大会 中学 神奈川県 第39回全日本少年軟式野球大会

中体連 全国大会 中学 北海道（札幌円山・麻生・札幌S) 第４４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１０４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 京都府 第７回全日本中学女子軟式野球大会（SPトーナメント）

北大準連 全国大会 大学準硬 香川県レクザムスタジアム他 文部科学大臣杯第７４回全日本大学準硬式野球選手権大会

全軟連 全国大会 中学 神奈川県 第39回全日本少年軟式野球大会
全軟連 全国大会 中学女子 京都府 第７回全日本中学女子軟式野球大会（SPトーナメント）

北大準連 全国大会 大学準硬 香川県レクザムスタジアム他 文部科学大臣杯第７４回全日本大学準硬式野球選手権大会
全軟連 全国大会 中学 神奈川県 第39回全日本少年軟式野球大会

北大準連 全国大会 大学準硬 香川県レクザムスタジアム他 文部科学大臣杯第７４回全日本大学準硬式野球選手権大会

北軟連 北信越大会 一般A級 福井フェニックススタジアム 第43回北信越国民体育大会軟式野球競技
高野連 交流試合 高校 弁慶 第６回沖縄・石川親善高校野球交流試合

北大準連 全国大会 大学準硬 香川県レクザムスタジアム他 文部科学大臣杯第７４回全日本大学準硬式野球選手権大会
北軟連 北信越大会 一般A級 福井フェニックススタジアム 第43回北信越国民体育大会軟式野球競技

高野連 交流試合 高校 弁慶 第６回沖縄・石川親善高校野球交流試合

北大連 リーグ戦 大学 石川県・富山県各球場 大学1部2部秋季リーグ戦
石野連 全国大会 社会人 等々力他 第46回全日本クラブ選手権大会

北大準連 全国大会 大学準硬 香川県レクザムスタジアム他 文部科学大臣杯第７４回全日本大学準硬式野球選手権大会
北軟連 北信越大会 一般A級 福井フェニックススタジアム 第43回北信越国民体育大会軟式野球競技

高野連 交流試合 高校 弁慶 第６回沖縄・石川親善高校野球交流試合

北大連 リーグ戦 大学 石川県・富山県各球場 大学1部2部秋季リーグ戦

石野連 全国大会 社会人 等々力他 第46回全日本クラブ選手権大会
北大連 リーグ戦 大学 石川県・富山県各球場 大学1部2部秋季リーグ戦

石野連 全国大会 社会人 等々力他 第46回全日本クラブ選手権大会

8/30 火
8/31 水

8/9

日

8/11

8/10 水

木

8/12 金

8/6 土

8/7 日

8/8 月

日付

8/4 木

8/2 火

8/3 水

8/24 水

8/25 木

8/26 金

8/29 月

8/28 日

8/27 土

火

8/22 月

8/23 火

8/18 木

8/19 金

8/20 土

8/21 日

8/13 土

8/14

８ 月 予 定 表 県協会 審判部 北信越 全国



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 木
9/2 金

全軟連 全国大会 一般B級 長野県松本市 高松宮賜杯第６６回全日本軟式野球大会（１部）

北大連 リーグ戦 大学 石川県・富山県各球場 大学1部2部秋季リーグ戦

全軟連 全国大会 一般B級 長野県松本市 高松宮賜杯第６６回全日本軟式野球大会（１部）

北大連 リーグ戦 大学 石川県・富山県各球場 大学1部2部秋季リーグ戦

北大準連 全国大会 大学準硬 愛知県・静岡県 清瀬杯第５４回全日本大学選抜準硬式野球大会

全軟連 全国大会 一般B級 長野県松本市 高松宮賜杯第６６回全日本軟式野球大会（１部）

北大連 リーグ戦 大学 石川県・富山県各球場 大学1部2部秋季リーグ戦

北大準連 全国大会 大学準硬 愛知県・静岡県 清瀬杯第５４回全日本大学選抜準硬式野球大会

9/6 火 北大準連 全国大会 大学準硬 愛知県・静岡県 清瀬杯第５４回全日本大学選抜準硬式野球大会

9/7 水 北大準連 全国大会 大学準硬 愛知県・静岡県 清瀬杯第５４回全日本大学選抜準硬式野球大会

9/8 木 北大準連 全国大会 大学準硬 愛知県・静岡県 清瀬杯第５４回全日本大学選抜準硬式野球大会

9/9 金 石野連 地区大会 社会人 新潟県 JABA日本選手権最終予選

全軟連 全国大会 一般C級 宮城 高松宮賜杯第６６回全日本軟式野球大会（２部）

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 石川県野球協会審判指導者講習会（金沢）

北大連 リーグ戦 大学 石川県・富山県各球場 大学1部2部秋季リーグ戦

石野協 県大会 一般A級 七尾城山・中能登
第67回中部日本都市対抗軟式野球大会　兼　令和5年第18回五味博一旗
北信越・関東・東海ブロック軟式野球大会

石野連 地区大会 社会人 新潟県 JABA日本選手権最終予選

全軟連 全国大会 一般C級 宮城 高松宮賜杯第６６回全日本軟式野球大会（２部）

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第１４７回北信越地区高等学校野球石川県大会

北大連 リーグ戦 大学 石川県・富山県各球場 大学1部2部秋季リーグ戦

石野協 県大会 一般A級 七尾城山・中能登 石川県野球協会能登地区審判講習会（航空石川）

石野連 地区大会 社会人 新潟県 石川県野球協会加賀地区審判講習会（小松大谷）

全軟連 全国大会 一般C級 宮城 高松宮賜杯第６６回全日本軟式野球大会（２部）

北大連 リーグ戦 大学 石川県・富山県各球場 大学1部2部秋季リーグ戦

9/13 火 石川県野球協会金沢地区審判講習会（北陸学院）
9/14 水
9/15 木

9/16 金 全軟連 全国大会 一般A級 佐賀 天皇賜杯第７７回全日本軟式野球大会

全軟連 全国大会 一般A級 佐賀 天皇賜杯第７７回全日本軟式野球大会

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第１４７回北信越地区高等学校野球石川県大会

北大連 リーグ戦 大学 石川県・富山県各球場 大学1部2部秋季リーグ戦

石野協 県大会 一般A級 七尾城山・中能登
第67回中部日本都市対抗軟式野球大会　兼　令和5年第18回五味博一旗
北信越・関東・東海ブロック軟式野球大会

県女連 交流大会 一般女子 白山市・能美市・野々市市 ドリームトーナメント

全軟連 全国大会 一般A級 佐賀 天皇賜杯第７７回全日本軟式野球大会

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第１４７回北信越地区高等学校野球石川県大会

北大連 リーグ戦 大学 石川県・富山県各球場 大学1部2部秋季リーグ戦

石野協 県大会 一般A級 七尾城山
第67回中部日本都市対抗軟式野球大会　兼　令和5年第18回五味博一旗
北信越・関東・東海ブロック軟式野球大会

県女連 交流大会 一般女子 白山市・能美市・野々市市 ドリームトーナメント

全軟連 全国大会 一般A級 佐賀 天皇賜杯第７７回全日本軟式野球大会

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第１４７回北信越地区高等学校野球石川県大会

北大連 リーグ戦 大学 石川県・富山県各球場 大学1部2部秋季リーグ戦

石野協 県大会 一般A級 七尾城山
第67回中部日本都市対抗軟式野球大会　兼　令和5年第18回五味博一旗
北信越・関東・東海ブロック軟式野球大会

県女連 交流大会 一般女子 白山市・能美市・野々市市 ドリームトーナメント

9/20 火 全軟連 全国大会 一般A級 佐賀 天皇賜杯第７７回全日本軟式野球大会

9/21 水 全軟連 全国大会 一般A級 佐賀 天皇賜杯第７７回全日本軟式野球大会

9/22 木

全軟連 全国大会 ﾏｽﾀｰｽﾞ 岩手県 日本スポーツマスターズ2022

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第１４７回北信越地区高等学校野球石川県大会

全軟連 全国大会 ﾏｽﾀｰｽﾞ 岩手県 日本スポーツマスターズ2022

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第１４７回北信越地区高等学校野球石川県大会

北大連 リーグ戦 大学 石川県・富山県各球場 大学1部2部秋季リーグ戦

全軟連 全国大会 ﾏｽﾀｰｽﾞ 岩手県 日本スポーツマスターズ2022

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第１４７回北信越地区高等学校野球石川県大会

北大連 リーグ戦 大学 石川県・富山県各球場 大学1部2部秋季リーグ戦

全軟連 全国大会 ﾏｽﾀｰｽﾞ 岩手県 日本スポーツマスターズ2022

高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第１４７回北信越地区高等学校野球石川県大会

北大連 リーグ戦 大学 石川県・富山県各球場 大学1部2部秋季リーグ戦

9/27 火 高野連 県大会 高校 県立・市民・弁慶 第１４７回北信越地区高等学校野球石川県大会

9/28 水
9/29 木

9/30 金 北大準連 北信越大会 大学準硬 石川県立・金沢市民 秋季北信越地区大学準硬式野球大会　

9/26 月

9/23

9/10 土

9/11 日

9/17 土

9/18 日

9/19 月

9/24 土

9/25 日

日付

9/12 月

9/3 土

9/4 日

9/5 月

金

９ 月 予 定 表 県協会 審判部 北信越 全国



計画種別 開催種別 大会等種別 球場他 大会名など内容

北大連 リーグ戦 大学 石川県・富山県各球場 大学1部2部秋季リーグ戦

石野協 県大会 一般B級 かほく高松、富来 第45回東日本軟式野球大会（1部）

石野協 県大会 一般全般 珠洲市営、珠洲市多目的広場 第44回珠洲大会

北大準連 北信越大会 大学準硬 石川県立・金沢市民 秋季北信越地区大学準硬式野球大会　

北大連 リーグ戦 大学 石川県・富山県各球場 大学1部2部秋季リーグ戦

石野協 県大会 一般B級 かほく高松、富来 第45回東日本軟式野球大会（1部）

石野協 県大会 一般全般 珠洲市営、珠洲市多目的広場 第44回珠洲大会

北大準連 北信越大会 大学準硬 石川県立・金沢市民 秋季北信越地区大学準硬式野球大会　

北大連 リーグ戦 大学 石川県・富山県各球場 大学1部2部秋季リーグ戦

北大準連 北信越大会 大学準硬 石川県立・金沢市民 秋季北信越地区大学準硬式野球大会　

10/4 火 北大準連 北信越大会 大学準硬 石川県立・金沢市民（予備） 秋季北信越地区大学準硬式野球大会　

10/5 水

10/6 木 全軟連 全国大会 一般A級 栃木県 第77回国民体育大会

10/7 金 全軟連 全国大会 一般A級 栃木県 第77回国民体育大会

全軟連 全国大会 一般A級 栃木県 第77回国民体育大会

学童部 県大会 学童 中島球場メイン（中能登又は富来） 石川県野球協会審判指導者講習会（金沢）

北大連 リーグ戦 大学 石川県・富山県各球場 大学1部2部秋季リーグ戦

石野協 県大会 一般B級 かほく高松、富来 第45回東日本軟式野球大会（1部）

全軟連 全国大会 一般A級 栃木県 第77回国民体育大会

学童部 県大会 学童 中島球場メイン（中能登又は富来） 第４４回石川県選抜学童野球選手権大会兼北陸中日旗争奪大会

北大連 リーグ戦 大学 石川県・富山県各球場 大学1部2部秋季リーグ戦

石野協 県大会 一般B級 かほく高松 第45回東日本軟式野球大会（1部）

県女連 全国大会 一般女子 富山県魚津市 石川県野球協会能登地区審判講習会（航空石川）

全軟連 全国大会 一般A級 栃木県 石川県野球協会加賀地区審判講習会（小松大谷）

学童部 県大会 学童 中島球場メイン（中能登又は富来） 第４４回石川県選抜学童野球選手権大会兼北陸中日旗争奪大会

北大連 リーグ戦 大学 石川県・富山県各球場 大学1部2部秋季リーグ戦

石野協 県大会 一般B級 かほく高松 石川県野球協会金沢地区審判講習会（北陸学院）

10/11 火
10/12 水
10/13 木
10/14 金

学童部 県大会 学童 中島球場メイン（中能登又は富来） 第４４回石川県選抜学童野球選手権大会兼北陸中日旗争奪大会

高野連 北信越大会 高校 ECOｽﾀｼﾞｱﾑ新潟・長岡悠久山・三条 第１４７回北信越地区高等学校野球大会

北大連 リーグ戦 大学 石川県・富山県各球場 大学1部2部秋季リーグ戦

学童部 県大会 学童 中島球場メイン（予備） 第４４回石川県選抜学童野球選手権大会兼北陸中日旗争奪大会

高野連 北信越大会 高校 ECOｽﾀｼﾞｱﾑ新潟・長岡悠久山・三条 第１４７回北信越地区高等学校野球大会

北大連 リーグ戦 大学 石川県・富山県各球場 大学1部2部秋季リーグ戦

10/17 月 北大連 リーグ戦 大学 石川県・富山県各球場 大学1部2部秋季リーグ戦

10/18 火
10/19 水
10/20 木
10/21 金 北軟連 ブロック講習 新潟県 全日本軟式野球連盟北信越講習会

北軟連 ブロック講習 新潟県 全日本軟式野球連盟北信越講習会

学童部 県大会 学童 中島球場メイン（予備） 第４４回石川県選抜学童野球選手権大会兼北陸中日旗争奪大会

石野協 県大会 中学 安原SP 石川県野球協会会長旗争奪第２３回中学校野球選手権大会

高野連 北信越大会 高校 ECOｽﾀｼﾞｱﾑ新潟・長岡悠久山・三条 第１４７回北信越地区高等学校野球大会

北大連 リーグ戦 大学 石川県・富山県各球場 大学1部2部秋季リーグ戦

石野連 ブロック大会 社会人 石川県立 第8回北信越クラブカップ大会

石野協 県大会 一般C級 加賀中央公園、白山郷、野々市市民 第45回東日本軟式野球大会（2部）

北軟連 ブロック講習 新潟県 全日本軟式野球連盟北信越講習会

高野連 北信越大会 高校 ECOｽﾀｼﾞｱﾑ新潟・長岡悠久山・三条 第１４７回北信越地区高等学校野球大会

北大連 リーグ戦 大学 石川県・富山県各球場 大学1部2部秋季リーグ戦

石野連 ブロック大会 社会人 石川県立 第8回北信越クラブカップ大会

石野協 県大会 一般C級 寺井、白山郷、野々市市民 第45回東日本軟式野球大会（2部）

10/24 月
10/25 火
10/26 水
10/27 木
10/28 金

石野協 県大会 中学 安原SP（予備） 石川県野球協会会長旗争奪第２３回中学校野球選手権大会

高野連 県大会 高校 県立他 第３０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1部 東海地区
第18回東海・北陸・愛知三連盟王座決定戦兼第53回明治神宮大
会代表校決定戦

石野協 県大会 一般C級
加賀中央公園、寺井、白山郷、
野々市市民

第45回東日本軟式野球大会（2部）

高野連 県大会 高校 県立他 第３０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1部 東海地区
第18回東海・北陸・愛知三連盟王座決定戦兼第53回明治神宮大
会代表校決定戦

石野協 県大会 一般C級 寺井、白山郷、野々市市民 第45回東日本軟式野球大会（2部）

10/31 月

日付

10/16 日

10/30 日

10/8 土

10/10 月

10/23 日

10/15 土

10/29

10/22 土

土

10/9 日

10/1 土

10/2 日

10/3 月

１０ 月 予 定 表 県協会 審判部 北信越 全国



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 火

11/2 水

11/3 木 学童部 県大会 学童 内川・戸室・野々市市民
第１５回石川県新人学童野球選手権大会兼（協）金沢問
屋センタ旗争奪大会

11/4 金

学童部 県大会 学童 内川・戸室・野々市市民
第１５回石川県新人学童野球選手権大会兼（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３０回石川県高等学校野球一年生大会

北大連 県大会 大学社会人 石川県立 清水紀良杯争奪野球大会

石野協 県大会 一般C級 寺井、白山郷、野々市市民 第45回東日本軟式野球大会（2部）

学童部 県大会 学童 内川・戸室・野々市市民
第１５回石川県新人学童野球選手権大会兼（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３０回石川県高等学校野球一年生大会

北大連 県大会 大学社会人 石川県立 清水紀良杯争奪野球大会

11/7 月

11/8 火

11/9 水

11/10 木

11/11 金 全軟連 全国大会 一般A級 茨城県水戸市 石川県野球協会審判指導者講習会（金沢）

全軟連 全国大会 一般A級 茨城県水戸市 水戸市長旗第30回東日本軟式野球選手権大会

学童部 県大会 学童 内川・戸室・野々市市民
第１５回石川県新人学童野球選手権大会兼（協）金沢問
屋センタ旗争奪大会

北大連 ブロック大会 大学 県立・弁慶 第30回中日旗争奪北陸私立大学野球選手権大会

全軟連 全国大会 一般A級 茨城県水戸市 水戸市長旗第30回東日本軟式野球選手権大会

学童部 県大会 学童 内川・戸室・野々市市民（予備）
第１５回石川県新人学童野球選手権大会兼（協）金沢問
屋センタ旗争奪大会

北大連 ブロック大会 大学 県立・弁慶 第30回中日旗争奪北陸私立大学野球選手権大会

11/14 月 全軟連 全国大会 一般A級 茨城県水戸市 石川県野球協会能登地区審判講習会（航空石川）

11/15 火 全軟連 全国大会 一般A級 茨城県水戸市 石川県野球協会加賀地区審判講習会（小松大谷）

11/16 水

11/17 木

11/18 金 北大準連 全国大会 大学準硬 福岡県 石川県野球協会金沢地区審判講習会（北陸学院）

北大連 ブロック大会 大学 県立・弁慶 第30回中日旗争奪北陸私立大学野球選手権大会

北大準連 全国大会 大学準硬 福岡県 第４０回全日本大学９ブロック対抗準硬式野球大会

北大連 ブロック大会 大学 県立・弁慶 第30回中日旗争奪北陸私立大学野球選手権大会

北大準連 全国大会 大学準硬 福岡県 第４０回全日本大学９ブロック対抗準硬式野球大会

11/21 月

11/22 火

11/24 木

11/25 金

北軟連 北信越大会 学童 小松ドーム（４試合） 松井秀喜旗第１８回学童野球大会

北大連 ブロック大会 大学 県立・弁慶 第30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（３試合） 松井秀喜旗第１８回学童野球大会

北大連 ブロック大会 大学 県立・弁慶 第30回中日旗争奪北陸私立大学野球選手権大会

11/28 月

11/29 火

11/30 水

日付

11/23 水

日

11/6 日

11/13

11/5 土

11/27 日

11/12 土

11/26 土

11/19 土

11/20 日

１１ 月 予 定 表 県協会 審判部 北信越 全国


