
2020年度 石川県サッカー大会予定（新型コロナウイルス対応） 2021/3/22 (一社)石川県サッカー協会
種別 会場 当初時期 対応 備考 状況

Jリーグ J2リーグ2020 全国各地 2⽉〜11⽉ 延期 6/27〜 開催済
第1種 第49回石川県サッカー選手権大会 金沢市 4⽉, 5⽉ 延期 8/8, 8/29 開催済

天皇杯 JFA 第100回全日本サッカー選手権大会 全国各地 5⽉〜1⽉ 延期 9/16〜1/1 開催済
1回戦 金沢市 延期 9/16 開催済

第4回石川県1種サッカー選手権大会 県内各地 5⽉〜11⽉ 延期 11⽉ 開催済
第75回国⺠体育大会サッカー競技

北信越大会（第41回北信越国⺠体育大会） 富山県 8⽉ 中止
全国大会 鹿児島県 10⽉ 中止

第1種 第46回北信越フットボールリーグ 北信越各地 5⽉〜9⽉ 延期 7/19〜 開催済
(社会人) 第56回石川県フットボールリーグ 県内各地 4⽉〜11⽉ 延期 8/23〜トーナメント形式 開催済

第43回北信越サッカー県リーグ決勝大会(北信越ﾁｬﾚﾝｼﾞﾘｰｸﾞ2020) 北信越各地 10⽉, 11⽉ 開催済
全国地域サッカーチャンピオンリーグ2020 栃木県/兵庫県/佐賀県 11⽉ 不参加
第56回全国社会人サッカー選手権大会

石川県大会 県内各地 3⽉〜6⽉ 中止
北信越大会 石川県 7⽉ 中止
全国大会 三重県 10⽉ 中止

第27回全国クラブチームサッカー選手権大会
石川県大会 県内各地 3⽉〜9⽉ 中止 前年度の結果にて代表決定

北信越大会 福井県 9⽉ 中止
全国大会 茨城県 10⽉ 開催済

第49回自治体職員サッカー選手権大会
北信越大会 石川県 6⽉ 中止
全国大会 中止

日本スポーツマスターズ2020サッカー競技
北信越大会 ⻑野県 6⽉ 中止
全国大会 愛媛県 9⽉ 中止

第1種 2020年度北信越大学サッカー選手権大会(第44回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント)
(学生) 北信越大会 北信越各地 5⽉, 6⽉ 中止

全国大会 大阪市 8⽉, 9⽉ 中止
第54回全国高等専門学校サッカー選手権大会

北信越大会 石川県 7⽉ 中止
全国大会 兵庫県 8⽉ 中止

第69回全日本大学サッカー選手権大会
北信越大会(北信越大学サッカーリーグ) 北信越各地 4⽉〜11⽉ 延期 1部:9/19〜 2部:9/12〜 開催済
全国大会 首都圏 12⽉ 中止

#atarimaeni CUP サッカーができるあたり前に、ありがとう！
全国大会 関東 1⽉ 開催済

第18回インデペンデンスリーグ2020
北信越大会 11⽉
全国大会 Jヴィレッジ 12⽉ 開催済

第32回石川学生サッカー新人選 11⽉
全日本大学サッカー地域選抜対抗戦 J-GREEN堺 2021年3⽉

第2種 高円宮杯JFA U-18 プリンスリーグ2020北信越
北信越大会 北信越各地 4⽉〜9⽉ 延期 9/5〜 開催済
プレミアリーグ参入戦

高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2020石川
石川県大会 県内各地 4⽉〜9⽉ 延期 7/18〜 開催済
プリンスリーグ参入戦 福井県 11⽉

第75回国⺠体育大会サッカー競技
北信越大会（第41回北信越国⺠体育大会） 富山県 8⽉ 中止
全国大会 鹿児島県 10⽉ 中止

令和2年度石川県高等学校春季サッカー大会 県内各地 中止
令和2年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技

石川県大会 県内各地 5⽉, 6⽉ 中止
北信越大会 ⻑野県 6⽉ 中止
全国大会 群馬県 8⽉ 中止

大会名
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種別 会場 当初時期 対応 備考 状況大会名
第99回全国高等学校サッカー選手権大会

石川県大会 県内各地 9⽉〜11⽉ 開催済
全国大会 12⽉, 1⽉ 開催済

令和2年度石川県高等学校サッカー新人大会 県内各地 11⽉ 開催済
第44回日本クラブユースサッカー選手権大会(U-18)大会

石川県大会（第2回石川県CY選手権(U-18)大会) 金沢市 4⽉ 中止
北信越大会（第24回北信越CY選手権(U-18)大会) 石川県 5⽉, 6⽉ 延期 9⽉〜11⽉予定 開催済
全国大会 群馬県・首都圏 7⽉ 延期 不参加

Jユースカップ2020 第28回Jリーグユース選手権大会
北信越大会 新潟県 8⽉, 9⽉ 中止
地域代表決定戦 関⻄ 9⽉ 中止
トーナメント 関⻄ 10⽉, 11⽉ 中止

第4回日本クラブユースサッカー(U-18) Town Club Cup 2020 関⻄ 12⽉ 不参加
第2回日本クラブユース女子サッカー大会(U-18)

北信越大会
全国大会 群馬県 7⽉, 8⽉ 延期 不参加

第3種 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2020 第12回北信越リーグ
北信越大会 北信越各地 4⽉〜10⽉ 延期 8/29〜 開催済
入替戦 石川県 11⽉

石川県知事杯 第46回石川県U-15サッカー選手権大会2020 金沢市 4⽉ 延期
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2020 第13回石川県リーグ

石川県大会 県内各地 4⽉〜11⽉ 延期 7/18〜 開催済
入替戦 石川県 11⽉

U-13サッカーリーグ2020 第7回北信越リーグ
北信越大会 北信越各地 5⽉〜10⽉ 延期 8/29〜 開催済
入替戦 北信越各地 11⽉

U-13サッカーリーグ2020 第10回石川県リーグ
石川県大会 県内各地 5⽉〜10⽉ 延期 10⽉以降 開催済
代表決定戦 県内各地 10⽉, 11⽉

高円宮杯JFA 第32回全日本U-15サッカー選手権大会
石川県大会
北信越大会 北信越各地 11⽉ 開催済
全国大会 大阪府/群馬県/東京都 12⽉ 不参加

第51回全国中学校サッカー大会
地区大会 県内各地 6⽉ 中止
石川県大会（第58回石川県中学校総合体育大会） 県内各地 7⽉ 中止
北信越大会（第41回北信越中学校総合体育大会） 福井県 8⽉ 中止
全国大会 三重県 8⽉ 中止

第20回石川県中学校新人サッカー大会 白山市 10⽉, 11⽉
第35回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会

石川県大会（第26回石川県CY選手権(U-15)大会） 県内各地 5⽉, 6⽉ 延期 9⽉ 開催済
北信越大会（第32回北信越CY選手権(U-15)大会） 北信越各地 6⽉, 7⽉ 延期 10⽉(富山県) 開催済
全国大会 北海道 8⽉ 中止

第10回北信越クラブユースサッカー(U-15)デベロップ大会
北信越大会 七尾市 6⽉ 中止

2020 JCYインターシティカップ(U-15) WEST
⻄日本大会 J-GREEN堺 8⽉ 中止

2020年度クラブユースサッカー(U-14)新人大会
石川県大会（第24回石川県CY(U-14)新人大会） 県内各地 8⽉, 9⽉ 延期 11⽉,12⽉ 開催済
北信越大会（第15回北信越CY(U-14)新人大会） 能登島G 10⽉ 延期 開催済

第4種 JA全農杯チビリンピック2020小学校選抜8人制サッカー大会
北信越大会（第25回北信越少年サッカー新人大会） 福井県 3⽉ 中止
全国大会 横浜市 5⽉ 中止

JFA U12サッカーリーグ2020 in 石川県 県内各地 4⽉〜9⽉ 延期 7/19〜 開催済
JFA U11サッカーリーグ2020 in 石川県 県内各地 4⽉〜9⽉ 延期 7/19〜 開催済
JFA U10サッカーリーグ2020 in 石川県 県内各地 4⽉〜9⽉ 延期 7/19〜 開催済
第32回JAバンク石川 石川県トレセンジュニアサッカー大会 小松市 5⽉ 中止

高円宮杯JFA U-15石川県大会の1部優勝/準優勝チームが北信越大会へ出場
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種別 会場 当初時期 対応 備考 状況大会名
若葉旗・ひまわりほーむカップ争奪 第36回石川県ジュニアサッカー大会(U-11/U-12)

県内各地 5⽉〜7⽉ 中止
石川県知事杯争奪第42回中部日本招待少年サッカー大会 金沢市 8⽉ 中止
第49回石川県スポーツ少年団サッカー交流大会 県内各地 8⽉〜9⽉ 中止
NHK金沢放送局⻑杯 第43回石川県少年サッカー新人大会

石川県大会（JA全農杯チビリンピック2021） 県内各地 9⽉, 10⽉ 開催済
北信越大会（JA全農杯チビリンピック2021） 石川県 2021年3⽉
全国大会 横浜市 2021年5⽉

JFA 第44回全日本U-12サッカー選手権大会
石川県大会 県内各地 9⽉〜11⽉ 10⽉, 11⽉ 開催済
全国大会 鹿児島県 12⽉ 開催済

フジパンCUP 第19回北信越U-12サッカー選手権大会 富山県 11⽉ 開催済
第38回 石川県少年フットサル大会U-12 金沢市 2021年1⽉

女子 2020北信越女子サッカーリーグ2部 北信越各地 4⽉〜8⽉ 延期 8/29〜 開催済
JFA U-15女子サッカーリーグ2020北信越 北信越各地 4⽉〜9⽉ 延期 9/19〜
第28回 石川県女子サッカーリーグ 県内各地 4⽉〜12⽉ 延期 8/23〜 開催済
皇后杯JFA 第42回全日本女子サッカー選手権大会

石川県大会 県内各地 7⽉ 開催済
北信越大会 福井県 9⽉ 開催済
全国大会 全国各地 不参加

第75回国⺠体育大会サッカー競技
北信越大会 富山県 8⽉ 中止
全国大会 鹿児島県 10⽉ 中止

JFA 第24回全日本女子U-18サッカー選手権大会
石川県大会 県内各地 8⽉, 9⽉ 開催なし 参加チーム1のため開催なし -
北信越大会 福井県 10⽉, 11⽉ 開催済
全国大会 大阪府 2021/1⽉ 不参加

JFA 第25回全日本女子U-15サッカー選手権大会
石川県大会 金沢市 9⽉ 開催なし 参加チーム1のため開催なし -
北信越大会 富山県 10⽉, 11⽉ 開催済
全国大会 各地 12⽉ 不参加

第29回全日本大学女子サッカー選手権大会
北信越大会 石川県 10⽉ 開催済
全国大会 兵庫県, 東京都 12⽉, 1⽉ 開催済

第29回全日本高等学校女子サッカー選手権大会
石川県大会 県内各地 8⽉, 9⽉ 8/23, 9/6, 9/21 開催済
北信越大会 石川県 10⽉ 10/3, 10/4, 10/18 開催済
全国大会 兵庫県 2021/1⽉ 不参加

JFA 第32回O-30女子サッカー大会
北信越大会 ⻑野県 9⽉, 10⽉ 開催済
全国大会 不参加

大学女子サッカー地域対抗戦2021 静岡県 2021年2⽉, 3⽉
シニア 第25回石川県シニアサッカーリーグ 県内各地 4⽉〜11⽉ 延期 7/5〜 開催済

JFA第8回全日本O-40サッカー大会
石川県大会 県内各地 5⽉ 中止
北信越大会 福井県 7⽉ 中止
全国大会 Jヴィレッジ 11⽉ 開催済

JFA第19回全日本O-50サッカー大会
北信越大会 新潟県 4⽉ 中止
全国大会 静岡県 6⽉ 延期 12/19〜21 不参加

JFA第20回全日本O-50サッカー大会
石川県大会 県内各地 11⽉ 10/25, 11/15 開催済

JFA第21回全日本O-60サッカー大会
石川県大会 県内各地 5⽉ 延期 7/26, 9/27 開催済
北信越大会 石川県 9⽉ 延期 2021/4⽉ -
全国大会 愛媛県 2021年 -

JFA第15回全日本O-70サッカー大会
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種別 会場 当初時期 対応 備考 状況大会名
北信越大会 石川県 9⽉ 延期 2021/4⽉ -
全国大会 愛媛県 2021年 -

フットサル JFA第26回全日本フットサル選手権大会
石川県大会 金沢市 11⽉, 12⽉ 開催済
北信越大会 新潟県 2021年1⽉ 開催済
全国大会 全国各地 2021年3⽉ 開催済

Fリーグ2020/2021 ディビジョン2 全国各地 5⽉〜1⽉ 延期 9/13〜 開催済
SuperSports XEBIO北信越フットサルリーグ2020

北信越大会 北信越各地 5⽉〜1⽉ 開催済
北信越参入戦 新潟県 2021年2⽉ 開催済

SuperSports XEBIO 第21回 F 地域チャンピオンズリーグ 愛知県 2021年2⽉
北信越女子フットサルリーグ2020 北信越各地 5⽉〜1⽉ 開催中
第8回FUTSAL地域女子チャンピオンズリーグ 関東 2021年3⽉
SuperSports XEBIO石川県フットサルリーグ2020 県内各地 5⽉〜1⽉ 開催済
第36回全国選抜フットサル大会

北信越大会 石川県 8⽉ 中止 新潟/⻑野/富山のみ参加
全国大会 秋田県 9⽉ 中止

第16回全日本大学フットサル大会
石川県大会 白山市 5⽉ 中止
北信越大会 ⻑野県 6⽉ 中止
全国大会 大阪府 8⽉ 中止

北信越大学フットサルリーグ2020/2021 北信越各地 5⽉〜2⽉ 中止
JFA第7回全日本U-18フットサル選手権大会

石川県大会 加賀市 5⽉ 中止
北信越大会 富山県 6⽉ 中止
全国大会 京都府 7⽉, 8⽉ 中止

JFA第26回全日本U-15フットサル選手権大会
石川県大会 加賀市 11⽉ 開催済
北信越大会 福井県 12⽉ 開催済
全国大会 2021年1⽉ 不参加

JFAバーモントカップ 第30回全日本U-12フットサル選手権大会
石川県大会 4⽉〜6⽉ 中止
全国大会 東京都 8⽉ 中止

JFAバーモントカップ 第31回全日本U-12フットサル選手権大会
石川県大会 金沢市 2021年3⽉ 開催済

JFA第17回全日本女子フットサル選手権大会
石川県大会 宝達志水町 8⽉ 開催済
北信越大会 富山県 9⽉ 開催済
全国大会 北海道 10⽉, 11⽉ 不参加

JFA第11回全日本U-15女子フットサル選手権大会
石川県大会 宝達志水町 10⽉ 開催済
北信越大会 ⻑野県 11⽉ 不参加
全国大会 2021年1⽉ 不参加

日本トリムPresents 第13回全国女子選抜女子フットサル大会
北信越大会 石川県 2021年2⽉ 中止
全国大会 高知県 2021年3⽉ 中止

第15回全日本ビーチサッカー大会
石川県大会 白山市 6⽉ 中止
北信越大会 福井県→新潟県 7⽉ 会場変更 新潟県で開催(7/19) 開催済
全国大会 兵庫県 9⽉ 中止

第6回Beach Soccer地域チャンピオンシップ 白山市 10⽉ 中止
第15回⻑野オープンU-23選抜フットサル大会

北信越大会 石川県 2021年1⽉ 中止
全国大会 ⻑野県 2021年3⽉ 不参加

第3回北信越U-12フットサル大会 福井県 7⽉ 中止
U18選抜フットサル全国交流戦2021 中止

指導普及 第29回いしかわスポーツ・レクリエーション交流大会 金沢市 6⽉ 中止
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種別 会場 当初時期 対応 備考 状況大会名
第72回石川県⺠体育大会 金沢市,白山市 8⽉ 中止
第33回全国健康福祉祭ぎふ大会(ねんりんピック岐阜2020) 岐阜県 10⽉, 11⽉ 中止
第14回北信越O-35カップサッカー大会 新潟県 10⽉ 中止
第13回北信越O-45カップサッカー大会 ⻑野県 10⽉, 11⽉ 中止
第11回北信越O-55カップサッカー大会 富山県 10⽉ 中止
第9回北信越O-65カップサッカー大会 富山県 10⽉ 中止
第17回石川県シニアサッカーフェスティバル 内灘町 7⽉ 中止
第17回石川県シニアフットサルフェスティバル 県内各地 2021年1⽉〜 中止
JFAキッズサッカーフェスティバル2020

第1回 金沢市 5⽉ 中止
第2回 金沢市 7⽉ 中止
第3回 金沢市 9⽉ 中止
第4回 小松市 11⽉ 中止

JFAレディース・ガールズサッカーフェスティバル2020 県内各地 5⽉〜3⽉
第26回石川県女子フットサル大会 金沢市 2021年1⽉
JFAファミリーフットサルフェスティバル2020 県内各地 10⽉〜2⽉ 開催済
いしかわフットサルフェスティバル2020 県内各地 4⽉, 11⽉〜
JFAフットボールデー2020 金沢市 9⽉ 中止
JFA女子サッカーデー2020 3/20
草サッカー大会(高校OBサッカー交流会) 金沢市 8⽉ 中止
ゆーりんピック2020 金沢市 5⽉ 中止
障がい者サッカー普及啓発事業 県内各地 4⽉〜3⽉ 延期 6/6〜 実施済

障がい者サッカーフェスティバル 金沢市 10⽉ 開催済
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