
種別グラウンドスケジュール

月日 曜 主催者 種別 大会名 会場 利用時間

11月1日 月 石川県 育　成 U-15クラブトレセン金沢U-14･15 金沢市スポーツ交流広場 19:00-21:00

11月3日 水 Ｊリーグ Ｊ２ ツエーゲン金沢 vs 愛媛ＦＣ 西部緑地公園陸上競技場 18:00

11月3日 水 北信越 ３　種 高円宮杯全日本U15選手権･北信越大会 内灘町サッカー競技場 13:00-17:00

11月3日 水 石川県 ３　種 高円宮杯JFA･U15リーグ石川 内灘町サッカー競技場 8:00-13:00

11月3日 水 石川県 ３　種 高円宮杯JFA･U15リーグ石川 金沢大学SOLTILO FIELD-B 8:00-17:00

11月3日 水 石川県 ３　種 高円宮杯JFA･U15リーグ石川 かほく市サッカー・ラグビー場 8:00-17:00

11月3日 水 石川県 ３　種 高円宮杯JFA･U15リーグ石川 和倉温泉多目的Ｇ 9:00-17:00

11月3日 水 石川県 ４　種 ＪＦＡ 第45回全日本U-12サッカー選手権大会 石川県大会３位決定･決勝 金沢市スポーツ交流広場（アップ用） 8:00-13:00

11月3日 水 石川県 ４　種 ＪＦＡ 第45回全日本U-12サッカー選手権大会 石川県大会３位決定･決勝 金沢市民サッカー場 8:00-15:00

11月3日 水 金沢地区 ４　種 岡部杯（4種金沢西部地区）大会 まめだＧＡＢ 8:00-18:00

11月3日 水 北信越 女　子 全日本女子U-18選手権北信越大会 新潟県

11月3日 水 石川県 指導普及 C級コーチ養成講習会① 松任総合運動公園Ｇ 17:00-21:00

11月6日 土 北信越 １種Ｂ 北信越大学リーグ(1部) 金沢大学SOLTILO FIELD-A 10:30

11月6日 土 北信越 １種Ｂ 北信越大学リーグ(1部) 県サッカー場 9:00-13:00

11月6日 土 北信越 シニア JFA全日本O-60,70北信越大会 富山県 ～7日

11月6日 土 石川県 ２　種 高校サッカー選手権準決勝準備 西部緑地公園陸上競技場 13:00-17:00

11月6日 土 北信越 ３　種 高円宮杯全日本U15選手権･北信越大会 金沢市民サッカー場 9:00-16:00

11月6日 土 石川県 ３　種 高円宮杯JFA･U15リーグ石川 金沢市スポーツ交流広場 8:00-17:00

11月6日 土 石川県 ３　種 高円宮杯JFA･U15リーグ石川 こまつドームＧ 8:00-17:00

11月6日 土 石川県 ３　種 県中学校新人サッカー大会 松任総合運動公園Ｇ

11月6日 土 石川県 ３　種 県中学校新人サッカー大会 松任総合運動公園陸上競技場

11月6日 土 北信越 女　子 全日本女子U-15選手権北信越大会 福井県 ～7日

11月6日 土 石川県 育　成 U-12トレセン[能登] かほく市サッカー・ラグビー場 9:00-12:00

11月7日 日 石川県 １種Ａ 石川県フットボールリーグ3部A 金沢大学SOLTILO FIELD-A 10:00-16:00

11月7日 日 石川県 １種Ａ 北信越チャレンジリーグ 県サッカー場 8:00-14:00

11月7日 日 石川県 １種Ａ 石川県フットボールリーグ2部B 内灘町サッカー競技場 17:00-22:00

11月7日 日 石川県 １種Ａ 石川県フットボールリーグ2部A 金沢学院大学グランド 12:00-17:00

11月7日 日 石川県 シニア JFA全日本O-50サッカー大会、準決勝、決勝 金沢市スポーツ交流広場 9:00-16:00

11月7日 日 石川県 シニア シニアリーグ 内灘町サッカー競技場 8:00-17:00

11月7日 日 石川県 ２　種 高校サッカー選手権決勝 西部緑地公園陸上競技場 8:00-16:00

11月7日 日 北信越 ３　種 高円宮杯全日本U15選手権･北信越大会 金沢市民サッカー場 11:00-16:00

11月7日 日 石川県 ３　種 高円宮杯JFA･U15リーグ石川 金沢市営球技場 8:00-17:00

11月7日 日 石川県 ３　種 県中学校新人サッカー大会 松任総合運動公園Ｇ

11月7日 日 石川県 ３　種 県中学校新人サッカー大会 松任総合運動公園陸上競技場

11月7日 日 北信越 ﾌｯﾄｻﾙ 北信越フットサルリーグ2021・女子フットサルリーグ2021 いしかわ総合スポーツセンター 8:00-18:00

11月7日 日 Fリーグ ﾌｯﾄｻﾙ F2リーグ ヴィンセドール白山vs広島エフ・ドゥ 松任総合運動公園体育館 17:00

11月8日 月 石川県 育　成 U-12トレセン[金沢] 金沢市スポーツ交流広場 19:00-21:00

11月8日 月 石川県 育　成 U-16女子トレセン 金沢大学SOLTILO FIELD-A 19:00-21:00

11月10日 水 石川県 育　成 U-15中体連トレセン[北部]U-13･14 かほく市サッカー・ラグビー場 19:00-21:00

11月10日 水 石川県 育　成 U-15中体連トレセン[南部]U-13選考会 松任総合運動公園Ｇ 19:00-21:00

11月11日 木 石川県 ２　種 高校新人大会･予選リーグ 内灘町サッカー競技場 8:00-17:00

11月11日 木 石川県 ２　種 高校新人大会･予選リーグ かほく市サッカー・ラグビー場 8:00-17:00

11月11日 木 石川県 ２　種 高校新人大会･予選リーグ 能登島Ｇ－ＡＢ 8:00-17:00

11月11日 木 石川県 ２　種 高校新人大会･予選リーグ 和倉温泉多目的Ｇ 8:00-17:00

11月11日 木 石川県 ２　種 高校新人大会･予選リーグ 金沢市営球技場 8:00-17:00

11月11日 木 石川県 ２　種 高校新人大会女子リーグ戦 金沢市スポーツ交流広場 8:00-17:00

11月12日 金 石川県 ２　種 高校新人大会･予選リーグ 内灘町サッカー競技場 8:00-17:00

11月12日 金 石川県 ２　種 高校新人大会･予選リーグ かほく市サッカー・ラグビー場 8:00-17:00

11月12日 金 石川県 ２　種 高校新人大会･予選リーグ 能登島Ｇ－ＡＢ 8:00-17:00

11月12日 金 石川県 ２　種 高校新人大会･予選リーグ 和倉温泉多目的Ｇ 8:00-17:00

11月12日 金 石川県 ２　種 高校新人大会･予選リーグ 金沢市営球技場 8:00-17:00

11月12日 金 石川県 ２　種 高校新人大会女子リーグ戦 金沢市スポーツ交流広場 8:00-17:00

11月13日 土 石川県 ２　種 高校新人大会決勝Ｔ 和倉温泉多目的Ｇ 8:00-17:00

11月13日 土 石川県 ２　種 高校新人大会決勝Ｔ 能登島Ｇ－Ｂ 8:00-17:00

11月13日 土 石川県 ３　種 高円宮杯JFA･U15リーグ石川(入替戦) 金沢市民サッカー場 8:00-17:00

11月13日 土 北信越 ４　種 ﾌｼﾞﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ第20回北信越U-12少年サッカー大会 新潟県 ～14日

11月13日 土 石川県 ４　種 ＮＨＫ杯 第44回石川県少年サッカー新人大会 能登島G少年2面 8:00-16:00

11月13日 土 金沢地区 ４　種 第１７回MROカップ少年サッカー大会 まめだＧＡＢ 8:00-18:00

11月13日 土 石川県 育　成 U-12トレセン[セントラル］ 手取公園・美川湊Ｇ 9:00-11:00

11月13日 土 北信越 育　成 U-16女子北信越トレセンリーグ 新潟県 ～14日

11月13日 土 北信越 育　成 U-15女子北信越トレセンリーグ 新潟県 ～14日

11月13日 土 石川県 キッズ ゴールデンイーグルプログラム・トレーニング 金沢大学SOLTILO FIELD-C 8:00-13:00
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11月14日 日 Ｊリーグ Ｊ２ ツエーゲン金沢 vs 東京ヴェルディ 西部緑地公園陸上競技場 14:00

11月14日 日 石川県 県  選 石川県１種サッカー選手権 金沢市営球技場 12:00-17:00

11月14日 日 北信越 １種Ａ 北信越チャレンジリーグ予備日／石川県フットボールリーグ2部A 県サッカー場 8:00-17:00

11月14日 日 石川県 １種Ａ 石川県フットボールリーグ1部 金沢大学SOLTILO FIELD-A 17:00-22:00

11月14日 日 石川県 １種Ａ 石川県フットボールリーグ3部A 金沢学院大学グランド 12:00-17:00

11月14日 日 石川県 シニア シニアリーグ 松任総合運動公園Ｇ 8:00-17:00

11月14日 日 石川県 シニア シニアリーグ 金沢市スポーツ交流広場 8:00-16:00

11月14日 日 石川県 ２　種 高校新人大会準決・決勝 能登島Ｇ－ＡＢ 8:00-15:00

11月14日 日 北信越 ２　種 高円宮杯JFA・U18プリンスリーグ2021北信越 金沢大学SOLTILO FIELD-B 14:00-18:00

11月14日 日 石川県 ３　種 高円宮杯JFA･U15リーグ石川(入替戦) 金沢市民サッカー場 8:00-17:00

11月14日 日 石川県 ３　種 高円宮杯JFA･U15リーグ石川 和倉温泉多目的Ｇ 9:00-17:00

11月14日 日 石川県 ４　種 ＮＨＫ杯 第44回石川県少年サッカー新人大会3位決定・決勝 和倉温泉多目的G少年2面 8:00-14:00

11月14日 日 金沢地区 ４　種 第１７回MROカップ少年サッカー大会 まめだＧＡＢ 8:00-18:00

11月14日 日 北信越 女　子 北信越女子2部リーグ 北陸大学フットボールパーク PM

11月14日 日 石川県 女　子 県リーグ 金沢大学SOLTILO FIELD-A 10:00-17:00

11月14日 日 石川県 ﾌｯﾄｻﾙ 石川県フットサルリーグ2021 ハクサンフットサルセンター 9:00-17:00

11月14日 日 石川県 ﾌｯﾄｻﾙ 全日本女子フットサル選手権大会 宝達志水総合体育館

11月15日 月 石川県 育　成 U-15中体連トレセン[中部]U-13･14 金沢市スポーツ交流広場 19:00-21:00

11月17日 水 石川県 育　成 U-15トレセン[セントラル]U-15 かほく市サッカー・ラグビー場 19:00-21:00

11月17日 水 石川県 育　成 U-15中体連トレセン[南部]U-14選考会 こまつドームＧ 19:00-21:00

11月18日 木 全　国 育　成 ナショナルトレセンU-14 千葉県 ～21日

11月19日 金 全　国 ﾌｯﾄｻﾙ 全国女子選抜フットサル大会 高知県 ～21日

11月20日 土 北信越 ２　種 高円宮杯JFA・U18プリンスリーグ2021北信越プレーオフ 能登島Ｇ－ＡＢ 9:00-17:00

11月20日 土 石川県 ３　種 リーグ代替･秋季強化練習会 金沢市スポーツ交流広場 8:00-17:00

11月20日 土 石川県 ３　種 県中学校新人サッカー大会 松任総合運動公園Ｇ

11月20日 土 北信越 女　子 女子U15北信越リーグ 北陸大学フットボールパーク PM

11月20日 土 北信越 女　子 北信越女子2部リーグ 北陸大学フットボールパーク PM

11月20日 土 北信越 女　子 女子U15北信越リーグ 和倉温泉多目的Ｇ PM

11月20日 土 石川県 ﾌｯﾄｻﾙ 全日本U-15フットサル選手権大会 加賀市スポーツセンター 1日

11月20日 土 石川県 育　成 U-12トレセン[セントラル］U-11対抗戦 こまつドームＧ 13:00-18:00

11月20日 土 石川県 育　成 U-12トレセン[白山] 手取公園・美川湊Ｇ 9:00-12:00

11月20日 土 石川県 育　成 U-12女子トレセン こまつドームＧ 13:00-18:00

11月20日 土 石川県 指導普及 Ａ級トライアル2021 かほく市サッカー・ラグビー場 9:00-12:00

11月20日 土 石川県 指導普及 C級コーチ養成講習会② 内灘町屋内多目的広場 16:00-21:30

11月21日 日 北信越 １種Ｂ 北信越大学リーグ(1部) 金沢市民サッカー場 9:00-13:00

11月21日 日 石川県 シニア シニアリーグ 津幡運藤公園多目的広場 8:00-17:00

11月21日 日 北信越 ２　種 高円宮杯JFA・U18プリンスリーグ2021北信越プレーオフ 能登島Ｇ－ＡＢ 9:00-14:00

11月21日 日 石川県 ３　種 リーグ代替･秋季強化練習会 金沢市営球技場 8:00-17:00

11月21日 日 石川県 ３　種 リーグ代替･秋季強化練習会 金沢市スポーツ交流広場 8:00-17:00

11月21日 日 北信越 女　子 女子U15北信越リーグ 北陸大学フットボールパーク PM

11月21日 日 石川県 女　子 県リーグ 橋立自然公園運動広場 8:00-17:00

11月21日 日 石川県 ﾌｯﾄｻﾙ 全日本フットサル選手権大会　１回戦 ハクサンフットサルセンター 9:00-17:00

11月21日 日 石川県 ﾌｯﾄｻﾙ 全日本U-15フットサル選手権大会 加賀市スポーツセンター 1日

11月21日 日 石川県 ﾌｯﾄｻﾙ ファミリーフットサルフェスティバル 内灘町屋内多目的広場 午前

11月21日 日 石川県 ﾌｯﾄｻﾙ 全日本女子フットサル選手権大会 宝達志水総合体育館

11月21日 日 石川県 育　成 U-15トレセン[セントラル]U-15 かほく市サッカー・ラグビー場 14:00-17:00

11月21日 日 石川県 育　成 U-12トレセン[セントラル］U-12対抗戦 こまつドームＧ 8:00-12:00

11月21日 日 石川県 指導普及 C級コーチ養成講習会① 松任総合運動公園Ｇ 17:00-21:00

11月21日 日 石川県 指導普及 C級コーチ養成講習会② 内灘町屋内多目的広場 16:30-21:30

11月22日 月 石川県 育　成 U-12トレセン[金沢] 金沢市スポーツ交流広場 19:00-21:00

11月23日 火 北信越 ２　種 高円宮杯JFA・U18プリンスリーグ2021北信越プレーオフ 能登島Ｇ－ＡＢ 9:00-14:00

11月23日 火 石川県 ３　種 リーグ代替･秋季強化練習会 金沢市営球技場 8:00-17:00

11月23日 水 北信越 女　子 女子U15北信越リーグ 県サッカー場 12:00-16:00

11月23日 火 石川県 ﾌｯﾄｻﾙ 全日本U-15フットサル選手権大会 加賀市スポーツセンター 1日

11月23日 火 石川県 ﾌｯﾄｻﾙ ファミリーフットサルフェスティバル 津幡町総合体育館 午前

11月23日 火 石川県 ﾌｯﾄｻﾙ ファミリーフットサルフェスティバル 七尾総合市民体育館 午前

11月23日 火 石川県 育　成 U13･U14県クラブトレセン選考会 金沢市スポーツ交流広場 8:00-17:00

11月24日 水 石川県 育　成 U-15中体連トレセン[北部]U-13･14 かほく市サッカー・ラグビー場 19:00-21:00

11月24日 水 石川県 育　成 U-15中体連トレセン[南部]U-13・14 松任総合運動公園Ｇ 19:00-21:00

11月24日 水 石川県 育　成 U-12トレセン[加賀] こまつドームＧ 19:00-21:00

11月27日 土 北信越 女　子 北信越女子2部リーグ 北陸大学フットボールパーク PM
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11月27日 土 北信越 女　子 女子U15北信越リーグ 県サッカー場 12:00-16:00

11月27日 土 石川県 ﾌｯﾄｻﾙ ファミリーフットサルフェスティバル 太陽丘スポーツ倶楽部Dowish 午前

11月27日 土 北信越 育　成 U-15北信越トレセンリーグ 長野県 ～28日

11月27日 土 石川県 育　成 U-15トレセン[セントラル]対抗戦 和倉温泉多目的Ｇ 8:00-17:00

11月27日 土 石川県 指導普及 D級コーチ養成講習会① 内灘町屋内多目的広場 9:00-19:00

11月28日 日 Ｊリーグ Ｊ２ ツエーゲン金沢 vs モンテディオ山形 西部緑地公園陸上競技場 14:00

11月28日 日 石川県 県  選 石川県１種サッカー選手権 金沢市民サッカー場 8:00-17:00

11月28日 日 石川県 ３　種 県クラブユース新人大会U-14予選リーグ 和倉温泉多目的Ｇ 9:00-17:00

11月28日 日 石川県 ﾌｯﾄｻﾙ 全日本フットサル選手権大会　２回戦 ハクサンフットサルセンター 9:00-17:00

11月28日 日 石川県 育　成 U-15トレセン[セントラル]対抗戦 和倉温泉多目的Ｇ 8:00-17:00

11月28日 日 石川県 指導普及 C級コーチ養成講習会① 松任青少年宿泊センター 18:00-20:00

11月28日 日 石川県 指導普及 C級コーチ養成講習会② 内灘町屋内多目的広場 16:30-21:30

11月29日 月 石川県 育　成 U-15中体連トレセン[中部]U-13･14 金沢市スポーツ交流広場 19:00-21:00
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