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石川県審判指導者講習会

石川県立野球場

モデル校
金沢商業・金大附属・金沢桜丘

20(土）

金沢ブロック審判講習会

石川県立野球場

モデル校
津幡・金沢市立工業

21（日）

加賀ブロック審判講習会

弁慶スタジアム

モデル校
小松商業・小松明峰・松任・翠星

21(日）

能登ブロック審判講習会

七尾城山野球場

モデル校
穴水・門前・日本航空石川

19（金）～31（水）

第93回選抜高等学校野球大会

阪神甲子園球場

選考会：1/29（金）毎日新聞社
抽選会：2/23（火）15:00 オンライン

石川県高等学校野球連盟強化試合

弁慶スタジアム
寺井野球場
加賀中央公園野球場

招待校：龍谷大平安高校・智辯和歌山高校
対戦校：小松・日本航空石川・金沢市立工業・津
幡・星稜・遊学館・寺井・小松工業・大聖寺・小松
商業・金沢学院

3 14（日）

2

4

日（曜）

事業報告

4 2(金）～4（日）

5

１2（月）

第１回理事会・理事研究協議会
第１４４回北信越地区高等学校野球石川県大会
（令和３年度春季）組合せ抽選会

石川県青少年総合研修センター

理事研究協議会：13:00
抽選会：理事研究協議会後

6

1７（土）～5/5（水）

第１４４回北信越地区高等学校野球石川県大会
（令和３年度春季）

県立・市民・弁慶

優勝：小松大谷（４３季ぶり２回目）
準優勝：日本航空石川

第６１回全国審判講習会

中沢佐伯記念野球会館
阪神甲子園球場

新型コロナウイルス感染拡大のため中止

7

5 ８（土）～９（日）

8

13（木）

野球指導者研究協議会（第1回監督会議）

石川県青少年総合研修センター 新型コロナウイルス感染拡大のため中止

9

14（金）

野球指導者研究協議会（第1回責任教師会議 ）

石川県青少年総合研修センター 新型コロナウイルス感染拡大のため中止

10

22（土）～23（日）

北信越地区審判講習会〈長野県〉

県営上田野球場

５（土）～８（火）
予備日：９（水）

第１４４回北信越地区高等学校野球大会
（令和３年度春季）〈新潟県〉

12

13（日）

第１０３回全国高等学校野球選手権石川大会
審判講習会

HARD OFF ECOスタジアム新
１回戦：小松大谷 2-3 新潟産大付属
潟（主）
長岡市悠久山野球場
モデル校
小松大谷・寺井
石川県立野球場

13

14（月）

第１０３回全国高等学校野球選手権石川大会
運営委員会

県工・多目的ホール

第103回全国高等学校野球選手権石
川大会について協議

14

21（月）

第２回理事会・理事研究協議会
兼第１０３回全国高等学校野球選手権石川大会
理事会(監督・責任教師会議)

石川県青少年総合研修センター

第103回全国高等学校野球選手権石
川大会について協議

15

24（木）

第１０３回全国高等学校野球選手権石川大会
組合せ抽選会及び育成功労賞授賞式

津幡町文化会館シグナス

育成功労賞：和泉 雅彦 氏
（いしかわ特別支援学校）

第１０３回全国高等学校野球選手権石川大会

県立・市民・弁慶

優勝：小松大谷（３６年ぶり２回目）
準優勝：金沢

東日本大震災被災地支援事業（交流試合）

陸前高田市（岩手県）

新型コロナウイルス感染拡大のため中止

第１０３回全国高等学校野球選手権大会

阪神甲子園球場

選手宣誓：木下 仁緒 主将（小松大谷）
１回戦：小松大谷 ６－７ｘ 高川学園（山口）

11

16

6

7 9（金）～23（金）
26（月）～28（水）

17
18

8

９（月）～２４（火）

審判長会議のみ実施
講習会は中止

19

11（水）～12（木）

第４２回石川県工業高等学校野球大会

県立・志雄・津幡

新型コロナウイルス感染拡大のため中止

20

13（金）

第３０回石川県商業高等学校野球大会

弁慶スタジアム

新型コロナウイルス感染拡大のため中止

21

27（金）～29（日）

第５回 沖縄・石川親善高校野球交流試合

弁慶スタジアム

新型コロナウイルス感染拡大のため中止

第３回理事会・理事研究協議会
第１４５回北信越地区高等学校野球石川県大会
（令和３年度秋季）組合せ抽選会
令和３年度石川県高野連優秀選手表彰式

石川県青少年総合研修センター

優秀選手２９名（各校で表彰）
抽選会（オンライン形式）
秋季石川県大会について協議
（オンライン形式）

22

9 ６（月）
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第１４５回北信越地区高等学校野球石川県大会
（令和３年度秋季）

県立・市民・弁慶

優勝：星稜（２季ぶり４２回目）
準優勝：小松大谷
第３代表：遊学館

第７６回国民体育大会高等学校野球競技
（硬式競技）

津球場公園内野球場
ダイムスタジアム伊勢

新型コロナウイルス感染拡大のため中止

第１４５回北信越地区高等学校野球大会
（令和３年度秋季）〈長野県〉

松本市野球場
しんきん諏訪湖スタジアム
県営上田野球場

１回戦：星稜 5-4 東海大諏訪（長野３位）
小松大谷 7-2 啓新（福井２位）
遊学館 4-12 東京都市大塩尻（長野２位）
準々決勝：星稜 3-1 日本文理（新潟２位）
小松大谷 8-6 松商学園（長野１位）
準決勝：星稜 5-4 富山商業（富山３位）
小松大谷 8-10 敦賀気比（福井３位）
決勝：星稜 0-6 敦賀気比（福井３位）

～２４（日）

第２９回石川県高等学校野球一年生大会（予選）

各校グラウンド

２０校による県大会

30（土）～11/14（日）

第２９回石川県高等学校野球一年生大会

石川県立野球場 他

優勝：星稜（３年ぶり10回目）
準優勝：日本航空石川

第４回理事会・理事研究協議会

石川県青少年総合研修センター

21世紀枠県内推薦校：小松（初）
日本学生野球協会優秀選手表彰推薦：
木下 仁緒 主将（小松大谷）

9 11(土）～27（火）

24 10 1（金）～4（月）

１６（土）・１７（日）
25

２３（土）・２４（日）

26

27 11 12（金）
28

２０（土）～２５（木）

第５２回明治神宮野球大会

明治神宮球場

開始式：11/20（土）神宮球場
優勝：大阪桐蔭（近畿地区）初優勝

29

19（金）

令和３年度野球指導者研究協議会(第３１回監督研修会）
第３回監督会議

石川県立野球場
石川県地場産業振興センター

新型コロナウイルス感染拡大のため中止

30

20(土）

技術指導講習会

金沢市民野球場

３１名の加盟校指導者が参加

31

1 １７（月）

第５回理事会・理事研究協議会

石川県青少年総合研修センター 14:00

32

2 １９（土）

放送員養成講習会

石川県青少年総合研修センター 10:00

公式記録員養成講習会

石川県立野球場他

10/24（土）～11/3（火）

※ その他 実施時期未定 学童野球教室

１年生大会中、電子スコア講習会も兼
ねて実施

４/３（土） 野球フェスタin弁慶スタジアム
小松市内９チーム １１６名参加
（小松工業・遊学館・平安・智辯和歌山が担当）
12/12（日） 羽咋クラブ（羽咋高校・鹿西高校が担当）

未就学児・野球未経験者対象野球教室

10/22（金）豊美保育園（能美市）で野球見学教室
（寺井高校が担当）
12/22（水）和倉小学校放課後児童クラブ（七尾市）で野球教室
（鹿西高校が担当）
12/23（木）豊美保育園（能美市）で野球体験教室（寺井高校が担当）
12/28（月）小丸山小学校放課後児童クラブ（七尾市）で野球教室
（鹿西高校が担当）

中学生対象技術講習会（1，2年生）

１/８（土） 高尾台中学校・清泉中学校（金沢高校が担当）

中学生対象高校野球塾（3年生軟式・硬式）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施せず

各地区技術講習会（強化練習会）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施せず

※ 東日本大震災被災地支援事業（交流試合）は隔年で実施 次回は２０２２年度７月、岩手県陸前高田市で交流事業の予定

