
第１種（社会人連盟）

１．リーグ

 〔第47回北信越フットボールリーグ〕 2021年３月21日(日)～９月19日(日) 北信越各地
１部 会場 ホーム アウェイ ２部 会場 ホーム アウェイ

福井県 福井ユナイテッド FC.マツセロナ

長野県 アルティスタ浅間 05加茂FC
富山県 富山新庄クラブ 坂井フェニックス

新潟県 JAPAN.S.C FC北陸
新潟県 05加茂FC 福井ユナイテッド

長野県 FC.マツセロナ アルティスタ浅間

石川県 FC北陸 富山新庄クラブ

福井県 坂井フェニックス 新潟医福大FC

福井県 福井ユナイテッド 坂井フェニックス 新潟県 09経大FC ASジャミネイロ

長野県 アルティスタ浅間 FC北陸 長野県 リベルタス千曲 SRKomatsu
長野県 FC.マツセロナ JAPAN.S.C 新潟県 Estilo CUPS聖籠
新潟県 新潟医福大FC 05加茂FC 新潟県 長岡ビルボード アンテロープ塩尻

福井県 福井ユナイテッド FC北陸 石川県 SRKomatsu 09経大FC
富山県 富山新庄クラブ FC.マツセロナ 新潟県 ASジャミネイロ リベルタス千曲

新潟県 JAPAN.S.C 新潟医福大FC 長野県 アンテロープ塩尻 Estilo
福井県 坂井フェニックス 05加茂FC 新潟県 CUPS聖籠 長岡ビルボード

福井県 坂井フェニックス アルティスタ浅間 新潟県 09経大FC CUPS聖籠
富山県 富山新庄クラブ 新潟医福大FC 長野県 リベルタス千曲 アンテロープ塩尻

新潟県 05加茂FC JAPAN.S.C 新潟県 Estilo SRKomatsu
石川県 FC北陸 FC.マツセロナ 新潟県 長岡ビルボード ASジャミネイロ

新潟県 新潟医福大FC 福井ユナイテッド 長野県 アンテロープ塩尻 09経大FC
長野県 アルティスタ浅間 JAPAN.S.C 新潟県 CUPS聖籠 リベルタス千曲

新潟県 05加茂FC 富山新庄クラブ 新潟県 ASジャミネイロ Estilo
福井県 坂井フェニックス FC北陸 石川県 SRKomatsu 長岡ビルボード

福井県 福井ユナイテッド JAPAN.S.C 新潟県 長岡ビルボード 09経大FC
富山県 富山新庄クラブ アルティスタ浅間 新潟県 Estilo リベルタス千曲

長野県 FC.マツセロナ 新潟医福大FC 新潟県 ASジャミネイロ アンテロープ塩尻

石川県 FC北陸 05加茂FC 新潟県 CUPS聖籠 SRKomatsu
福井県 福井ユナイテッド 富山新庄クラブ 新潟県 09経大FC Estilo
新潟県 新潟医福大FC アルティスタ浅間 長野県 リベルタス千曲 長岡ビルボード

新潟県 JAPAN.S.C 坂井フェニックス 長野県 アンテロープ塩尻 SRKomatsu
新潟県 05加茂FC FC.マツセロナ 新潟県 CUPS聖籠 ASジャミネイロ

長野県 アルティスタ浅間 福井ユナイテッド 長野県 リベルタス千曲 09経大FC
新潟県 JAPAN.S.C 富山新庄クラブ 新潟県 長岡ビルボード Estilo
新潟県 新潟医福大FC FC北陸 長野県 アンテロープ塩尻 CUPS聖籠
長野県 FC.マツセロナ 坂井フェニックス 石川県 SRKomatsu ASジャミネイロ

長野県 FC.マツセロナ 福井ユナイテッド 新潟県 ASジャミネイロ 09経大FC
新潟県 05加茂FC アルティスタ浅間 石川県 SRKomatsu リベルタス千曲

福井県 坂井フェニックス 富山新庄クラブ 新潟県 CUPS聖籠 Estilo
石川県 FC北陸 JAPAN.S.C 長野県 アンテロープ塩尻 長岡ビルボード

福井県 福井ユナイテッド 05加茂FC 新潟県 09経大FC SRKomatsu
長野県 アルティスタ浅間 FC.マツセロナ 長野県 リベルタス千曲 ASジャミネイロ

富山県 富山新庄クラブ FC北陸 新潟県 Estilo アンテロープ塩尻

新潟県 新潟医福大FC 坂井フェニックス 新潟県 長岡ビルボード CUPS聖籠
福井県 坂井フェニックス 福井ユナイテッド 新潟県 CUPS聖籠 09経大FC
石川県 FC北陸 アルティスタ浅間 長野県 アンテロープ塩尻 リベルタス千曲

新潟県 JAPAN.S.C FC.マツセロナ 石川県 SRKomatsu Estilo
新潟県 05加茂FC 新潟医福大FC 新潟県 ASジャミネイロ 長岡ビルボード

石川県 FC北陸 福井ユナイテッド

長野県 FC.マツセロナ 富山新庄クラブ

新潟県 新潟医福大FC JAPAN.S.C
新潟県 05加茂FC 坂井フェニックス

長野県 アルティスタ浅間 坂井フェニックス

新潟県 新潟医福大FC 富山新庄クラブ

新潟県 JAPAN.S.C 05加茂FC
長野県 FC.マツセロナ FC北陸
福井県 福井ユナイテッド 新潟医福大FC 新潟県 09経大FC アンテロープ塩尻

新潟県 JAPAN.S.C アルティスタ浅間 長野県 リベルタス千曲 CUPS聖籠
富山県 富山新庄クラブ 05加茂FC 新潟県 Estilo ASジャミネイロ

石川県 FC北陸 坂井フェニックス 新潟県 長岡ビルボード SRKomatsu
新潟県 JAPAN.S.C 福井ユナイテッド 新潟県 09経大FC 長岡ビルボード

長野県 アルティスタ浅間 富山新庄クラブ 長野県 リベルタス千曲 Estilo
新潟県 新潟医福大FC FC.マツセロナ 長野県 アンテロープ塩尻 ASジャミネイロ

新潟県 05加茂FC FC北陸 石川県 SRKomatsu CUPS聖籠
富山県 富山新庄クラブ 福井ユナイテッド 新潟県 Estilo 09経大FC
長野県 アルティスタ浅間 新潟医福大FC 新潟県 長岡ビルボード リベルタス千曲

福井県 坂井フェニックス JAPAN.S.C 石川県 SRKomatsu アンテロープ塩尻

長野県 FC.マツセロナ 05加茂FC 新潟県 ASジャミネイロ CUPS聖籠
福井県 福井ユナイテッド アルティスタ浅間 新潟県 09経大FC リベルタス千曲

富山県 富山新庄クラブ JAPAN.S.C 新潟県 Estilo 長岡ビルボード

石川県 FC北陸 新潟医福大FC 新潟県 CUPS聖籠 アンテロープ塩尻

福井県 坂井フェニックス FC.マツセロナ 新潟県 ASジャミネイロ SRKomatsu
予備日：5月5日，9月23日，9月26日，10月3日

9月5日 9月5日

9月12日 9月12日

9月19日 9月19日

8月15日

8月22日

8月29日 8月29日

7月18日 7月18日

7月25日 7月25日

8月1日 8月1日

6月20日 6月20日

6月27日 6月27日

7月4日 7月4日

5月16日 5月16日

5月30日 5月30日

6月6日 6月6日

3月21日

4月11日

4月25日 4月25日
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 〔第57回石川県フットボールリーグ〕 ４月～11月 県内各地

 〔第44回北信越サッカー県リーグ決勝大会〕　北信越チャレンジリーグ2021

10月３日(日)～11月７日(日) 北信越各地

節　番 開催会場

Ⅰ　1 福井 長野 福井

Ⅰ　2 石川 富山 石川

Ⅱ　3 富山 長野 富山

Ⅱ　4 福井 新潟 福井

Ⅲ　5 富山 福井 富山

Ⅲ　6 新潟 石川 新潟

Ⅳ　7 新潟 富山 新潟

Ⅳ　8 長野 石川 長野

Ⅴ　9 長野 新潟 長野

Ⅴ 10 石川 福井 石川

※予備日：11/14（日）

 〔全国地域サッカーチャンピオンリーグ2021〕

１次ラウンド 11月12日(金)～11月14日(日) 岩手県・愛知県・広島県

決勝ラウンド 11月24日(水)・26日(金)・28日(日） 東京・味の素フィールド西が丘

２．第57回全国社会人サッカー選手権大会

 〔石川県大会〕 ３月21日（日）～６月13日(日) 県サッカー場他

 〔北信越大会〕 ７月10日(土)・11日(日) 富山県

福井ユナイテッド

（前年度HFL1位）

富山県
（開催県）

 〔全国大会〕 10月９日(土)～10月13日（水） 栃木県

３．第28回全国クラブチームサッカー選手権大会

 〔石川県大会〕 ３月７日(日)～８月22日（日） 県サッカー場他

 〔北信越大会〕 ９月18日(土)・19日(日) 新潟県

新潟県
（開催県）

新潟県
（開催県）

※１位が全国大会出場

 〔全国大会〕 10月24日(土)～10月27日(水) 鹿児島県

福井県

長野県

石川県

富山県

第一代表
長野県

新潟県

石川県

福井県
第二代表

11月7日

対戦

10月3日

10月10日

10月17日

10月31日
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４．第50回自治体職員サッカー選手権大会

 〔北信越大会〕 ７月３日(土)～４日(日) 金沢市民サッカー場他

 〔全国大会〕 未定

５．日本スポーツマスターズ2021岡山大会

 〔北信越予選会〕 ６月５日(土)・６日(日) 福井県

セレソン長野

（シード）

※１位が全国大会出場

 〔全国大会〕 ９月18日(土)～21日(火) 岡山県

６．北信越社会人サッカー連盟　マッチコミッショナー研修会 2022年２月20日(日) 富山県

石川県

新潟県

福井県
（開催県）

長野県

富山県
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