
石川県サッカー協会 ８月スケジュール ※変更の可能性があります。トレセン・GK・GEPはお手元の日程表でご確認ください。

日時 曜日 主催者 種別 大会名 会場 時間

8月3日 水 石川県 ３　種 ミッション事業･中学生アカデミー練習会 金沢市スポーツ交流広場 9:00-12:00

8月3日 水 石川県 強　化 国体成年男子強化練習 北陸大学フットボールパーク 19:00-21:00

8月3日 水 石川県 強　化 国体女子強化練習⑬ 北陸大学フットボールパーク 19:00-21:00

8月3日 水 石川県 育　成 U-15トレセン[白山] 松任総合運動公園Ｇ 19:00-21:00

8月3日 水 全　国 育　成 JFAフットボールフューチャープログラム トレセン研修会U12 静岡県御殿場 ～7日

8月3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

8月4日 木 北信越 ３　種 北信越中学校サッカー大会 富山県富山市 4･5日

8月5日 金 石川県 強　化 国体少年男子強化合宿（北大カップ） 内灘町サッカー競技場 9:00-16:00

8月6日 土 石川県 県体協 県民体育大会 こまつドームＧ

8月6日 土 石川県 県体協 県民体育大会 小松市民センターＧ

8月6日 土 石川県 県体協 県民体育大会 スカイパークこまつ翼

8月6日 土 石川県 ２　種 U-18石川リーグ2016 金沢泉丘高校Ｇ 14:00,15:45

8月6日 土 石川県 ３　種 県U15チャレンジリーグ 金沢市スポーツ交流広場 8:00-17:00

8月6日 土 北信越 ﾌｯﾄｻﾙ 全国選抜フットサル大会 長野県長野市

8月6日 土 石川県 強　化 国体女子強化合宿 金沢市営球技場 9:00-16:00

8月6日 土 石川県 強　化 国体少年男子強化合宿（北大カップ） 内灘町サッカー競技場 9:00-16:00

8月6日 土 石川県 育　成 U-15トレセン[白山]U-14滋賀遠征 滋賀県 ～7日

8月6日 土 石川県 育　成 U-15トレセン[セントラル]遠征 滋賀県 ～8日

8月6日 土 石川県 指導普及 公認C級コーチリフレッシュ研修会① 内灘町サッカー競技場 13:30-19:30

8月7日 日 Jリーグ Ｊ２ ＺＷ金沢vsギラヴァンツ北九州 西部緑地公園陸上競技場 18:00

8月7日 日 石川県 県体協 県民体育大会 小松市民センターＧ

8月7日 日 石川県 県体協 県民体育大会 スカイパークこまつ翼

8月7日 日 石川県 １種Ａ 石川県フットボールリーグ こまつドームＧ 17:30,19:45

8月7日 日 石川県 ２　種 U-18石川リーグ2016 県サッカー場

8月7日 日 石川県 ２　種 U-18石川リーグ2016 金沢泉丘高校Ｇ 13:30,15:15

8月7日 日 石川県 ２　種 U-18石川リーグ2016 羽咋工業高校Ｇ 9:30,11:45,13:30

8月7日 日 石川県 ３　種 県U15チャレンジリーグ 金沢市スポーツ交流広場 8:00-17:00

8月7日 日 北信越 ﾌｯﾄｻﾙ 全国選抜フットサル大会 長野県長野市

8月7日 日 石川県 強　化 国体女子強化合宿 金沢市営球技場 9:00-16:00

8月7日 日 石川県 強　化 国体少年男子強化合宿（北大カップ） 津幡運動公園多目的Ｇ 9:00-16:00

8月8日 月 石川県 強　化 国体少年男子強化合宿（北大カップ） 津幡運動公園陸上競技場 9:00-16:00

8月9日 火 石川県 強　化 国体女子強化練習⑭ 北陸大学フットボールパーク 19:00-21:00

8月10日 水 石川県 ３　種 ミッション事業･中学生アカデミー練習会 金沢市スポーツ交流広場 9:00-12:00

8月10日 水 石川県 強　化 国体成年男子強化練習 安原多目的スポーツ広場 13:00-15:00

8月10日 水 石川県 強　化 国体女子強化練習⑮ 北陸大学フットボールパーク 19:00-21:00

8月10日 水 石川県 育　成 U-15トレセン[加賀] こまつドームＧ 19:00-21:00

8月11日 木 全　国 ２　種 ネクストジャパンユースサッカー大会･準々決勝 金沢市民サッカー場 14:00-18:00

8月11日 木 全　国 ２　種 ネクストジャパンユースサッカー大会･準々決勝 金沢市スポーツ交流広場 8:00-17:00

8月11日 木 石川県 ３　種 石川県知事杯･県U15サッカー選手権 松任総合運動公園陸上競技場 15:00-18:00

8月11日 木 全　国 ３　種 JCYインターシティカップ(U-15)WEST 大阪府･J-GREEN堺 -14日(日)

8月11日 木 全　国 ﾌｯﾄｻﾙ バーモントカップ少年フットサル 東京都

8月11日 木 石川県 強　化 国体成年男子強化練習 安原多目的スポーツ広場 9:00-12:00

8月11日 木 石川県 強　化 国体女子強化練習・移動 北陸大学フットボールパーク 9:00-11:00

8月12日 金 石川県 強　化 北信越国体･成年男子　石川vs富山　 長野県松本市 12:00

8月12日 金 石川県 強　化 北信越国体･成年女子　石川vs新潟　 長野県松本市 12:00
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日時 曜日 主催者 種別 大会名 会場 時間

8月12日 金 全　国 ２　種 ネクストジャパンユースサッカー大会･準決勝・決勝 金沢市民サッカー場 8:00-14:00

8月12日 金 全　国 ２　種 ネクストジャパンユースサッカー大会･準決勝 金沢市スポーツ交流広場 8:00-14:00

8月12日 金 全　国 ﾌｯﾄｻﾙ バーモントカップ少年フットサル 東京都 -14日(日)

8月13日 土 北信越 強　化 北信越国体･少年男子　変則リーグ 　 長野県松本市 11:00

8月13日 土 北信越 強　化 北信越国体･成年男子　２回戦 　 長野県松本市 13:30

8月13日 土 北信越 強　化 北信越国体･成年女子　２回戦　 長野県松本市 13:30

8月14日 日 北信越 強　化 北信越国体･少年男子　変則リーグ 　 長野県松本市 11:00

8月14日 日 北信越 強　化 北信越国体･成年男子　代表決定戦　 長野県松本市 13:30

8月14日 日 北信越 強　化 北信越国体･成年女子　代表決定戦 長野県松本市 13:30

8月14日 日 石川県 シニア 高校OBサッカー交流会 金沢市民サッカー場 9:00-17:00

8月15日 月 全　国 ３　種 クラブユース選手権(U-15) 北海道･帯広市ほか -24日(水)

8月17日 水 地区 ３　種 金沢市中学校夏季強化大会 金沢市スポーツ交流広場 8:00-17:00

8月17日 水 石川県 育　成 U-15トレセン[加賀] こまつドームＧ 19:00-21:00

8月17日 水 石川県 育　成 U-15トレセン[白山] 松任総合運動公園Ｇ 19:00-21:00

8月18日 木 地区 ３　種 金沢市中学校夏季強化大会 金沢市スポーツ交流広場 8:00-17:00

8月18日 木 石川県 育　成 U-15トレセン[白山]藤枝ﾄﾚｾﾝ交流試合 松任総合運動公園Ｇ 時間未定

8月19日 金 地区 ３　種 金沢市中学校夏季強化大会 金沢市スポーツ交流広場 8:00-17:00

8月19日 金 地区 ３　種 金沢市中学校夏季強化大会 金沢市営球技場 8:00-16:00

8月19日 金 石川県 育　成 U-15トレセン[白山]藤枝ﾄﾚｾﾝ交流試合 松任総合運動公園Ｇ 時間未定

8月19日 金 北信越 育　成 北信越女子U15トレセン② 新潟県 ～21日(日)

8月20日 土 石川県 県選手権 石川県サッカー選手権･決勝 準備 金沢市民サッカー場 8:00-17:00

8月20日 土 石川県 ２　種 U-18石川リーグ2016 金沢市スポーツ交流広場 9:00,11:00,13:00

8月20日 土 石川県 ２　種 U-18石川リーグ2016 こまつドームＧ 9:00,11:00,13:30,15:15

8月20日 土 石川県 ２　種 U-18石川リーグ2016 県サッカー場 10：00,12:00

8月20日 土 地区 ３　種 金沢市中学校夏季強化大会 金沢市営球技場 8:00-16:00

8月20日 土 石川県 ４　種 こくみん共済U-12サッカーリーグ 松任総合運動公園Ｇ 8:00-17:00

8月20日 土 石川県 女　子 全日本女子選手権(皇后杯予選)･1回戦 北陸大学フットボールパーク 10:00,13:00

8月20日 土 北信越 ﾌｯﾄｻﾙ 全国ビーチサッカー大会 長野県駒ヶ根市

8月20日 土 石川県 育　成 女子U12トレセン兵庫遠征 兵庫県神戸市 ～21日(日)

8月21日 日 Jリーグ Ｊ２ ＺＷ金沢vsセレッソ大阪 西部緑地公園陸上競技場 18:00

8月21日 日 石川県 県選手権 石川県サッカー選手権･決勝 金沢市民サッカー場 14:00

8月21日 日 石川県 ２　種 U-18石川リーグ2016 県サッカー場 10:00,12:00,13:00

8月21日 日 全　国 ３　種 全国中学校サッカー大会 富山県富山市 -25日(木)

8月21日 日 石川県 ４　種 こくみん共済U-12サッカーリーグ 松任総合運動公園Ｇ 8:00-17:00

8月21日 日 石川県 女　子 全日本女子選手権(皇后杯予選)･準決勝 北陸大学フットボールパーク 10:00,13:00

8月21日 日 北信越 ﾌｯﾄｻﾙ 全国ビーチサッカー大会 長野県駒ヶ根市

8月23日 火 石川県 ２　種 U-18石川リーグ2016 こまつドームＧ 14:00,16:00

8月23日 火 地区 ２　種 金沢市協会長杯･高校１年生大会 金沢市民サッカー場 9:00-17:00

8月23日 火 地区 ２　種 金沢市協会長杯･高校１年生大会 金沢市スポーツ交流広場 8:00-17:00

8月24日 水 石川県 ２　種 U-18石川リーグ2016 こまつドームＧ 12:00,13:45

8月24日 水 石川県 ３　種 ミッション事業･中学生アカデミー練習会 金沢市スポーツ交流広場 9:00-12:00

8月24日 水 石川県 強　化 国体少年男子強化練習 星稜高校Ｇ 19:00-21:00

8月24日 水 石川県 育　成 U-15トレセン[加賀] こまつドームＧ 19:00-21:00

8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

8月25日 木 地区 ２　種 金沢市協会長杯･U-18大会 金沢市民サッカー場 9:00-17:00

8月25日 木 地区 ２　種 金沢市協会長杯･U-18大会 金沢市スポーツ交流広場 8:00-17:00
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日時 曜日 主催者 種別 大会名 会場 時間

8月26日 金 石川県 ３　種 くろゆりカップ 金沢市スポーツ交流広場 8:00-18:00

8月26日 金 石川県 ３　種 くろゆりカップ こまつドームＧ 8:00-16:00

8月26日 金 石川県 ３　種 くろゆりカップ 松任総合運動公園Ｇ 8:00-18:00

8月26日 金 石川県 ３　種 くろゆりカップ 内灘町サッカー競技場 8:00-18:00

8月26日 金 石川県 ３　種 くろゆりカップ かほく市サッカー･ラグビー場 8:00-18:00

8月27日 土 全　国 天皇杯 天皇杯全日本サッカー選手権･準備 西部緑地公園陸上競技場 8:00-17:00

8月27日 土 石川県 ２　種 U-18石川リーグ2016 金沢北陵高校Ｇ 10:00,11:45,13:30

8月27日 土 石川県 ３　種 くろゆりカップ 金沢市スポーツ交流広場 8:00-18:00

8月27日 土 石川県 ３　種 くろゆりカップ こまつドームＧ 8:00-17:00

8月27日 土 石川県 ３　種 くろゆりカップ 松任総合運動公園Ｇ 8:00-18:00

8月27日 土 石川県 ３　種 くろゆりカップ 松任総合運動公園陸上競技場 8:00-16:00

8月27日 土 石川県 ３　種 くろゆりカップ 内灘町サッカー競技場 8:00-18:00

8月27日 土 石川県 ３　種 くろゆりカップ かほく市サッカー･ラグビー場 8:00-18:00

8月27日 土 石川県 ３　種 くろゆりカップ 小松市民センターＧ 8:00-17:00

8月27日 土 石川県 ４　種 県知事杯･中部日本招待大会U12 能登島Ｇ 8:00-18:00

8月27日 土 石川県 ４　種 こくみん共済U-10サッカーリーグ 粟津公園多目的Ｇ 8:00-15:00

8月27日 土 石川県 育　成 女子U15トレセン⑦ 北陸大学フットボールパーク 13:00-15:00

8月27日 土 石川県 育　成 女子U12トレセン⑦ 北陸大学フットボールパーク 13:00-15:00

8月28日 日 全　国 天皇杯 1回戦・ＺＷ金沢vs福井県代表 西部緑地公園陸上競技場 16:00

8月28日 日 石川県 １種Ａ 石川県フットボールリーグ 県サッカー場 9:30,12:00

8月28日 日 地区 １種Ａ 金沢市協会サッカーリーグ 金沢市営球技場

8月28日 日 石川県 シニア シニアリーグ 加賀市陸上競技場 8:00-17:00

8月28日 日 石川県 ２　種 U-18石川リーグ2016 松任高校Ｇ 13:30,15:15

8月28日 日 北信越 ２　種 Ｊユースカップ北信越地域予選 長野県

8月28日 日 石川県 ３　種 くろゆりカップ 金沢市民サッカー場 9:00-16:00

8月28日 日 石川県 ３　種 くろゆりカップ 金沢市スポーツ交流広場 8:00-16:00

8月28日 日 石川県 ３　種 くろゆりカップ 安原多目的スポーツ広場 8:00-16:00

8月28日 日 石川県 ３　種 くろゆりカップ こまつドームＧ 8:00-17:00

8月28日 日 石川県 ３　種 くろゆりカップ 松任総合運動公園Ｇ 8:00-16:00

8月28日 日 石川県 ３　種 くろゆりカップ 松任総合運動公園陸上競技場 8:00-16:00

8月28日 日 石川県 ３　種 くろゆりカップ 内灘町サッカー競技場 8:00-18:00

8月28日 日 石川県 ３　種 くろゆりカップ かほく市サッカー･ラグビー場 8:00-18:00

8月28日 日 石川県 ３　種 くろゆりカップ 小松市民センターＧ 8:00-17:00

8月28日 日 石川県 ４　種 県知事杯･中部日本招待大会U12 能登島Ｇ 8:00-16:00

8月28日 日 石川県 女　子 全日本女子選手権(皇后杯予選)･決勝 北陸大学フットボールパーク 10:00

8月28日 日 石川県 ﾌｯﾄｻﾙ ゼビオ石川県Ｆリーグ　第７節 いしかわ総合ＳＣ 10:30-16:00

8月28日 日 石川県 育　成 U-12トレセン[セントラル]U11地区対抗戦 スカイパークこまつ翼 9:00-16:00

8月29日 月 北信越 ２　種 プリンスリーグ北信越2016 能登島Ｇ 13:30

8月31日 水 石川県 強　化 国体成年男子強化練習 北陸大学フットボールパーク 19:00-21:00

8月31日 水 石川県 強　化 国体女子強化練習⑯ 北陸大学フットボールパーク 19:00-21:00

8月31日 水 石川県 育　成 U-15トレセン[加賀] こまつドームＧ 19:00-21:00

8月31日 水 石川県 育　成 U-15トレセン[白山]U-13後期選考会 松任総合運動公園Ｇ 19:00-21:00
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