
（　）は地域代表ﾁｰﾑ数

北信越国体 41 15 (4or7) 石川 富山 長野 福井 新潟 ８月：２週 主催

1 全国社会人 55 ６ （２） 新潟 石川 富山 長野 福井 ７月：３～４週 主催

1 全国クラブチーム 26 ６ （1ｏｒ２） 長野 福井 新潟 石川 富山 ９月：４～５週 主催

1 自治体職員 48 14(1or2) 新潟 石川 富山 福井 長野
６月：２週

(6月末までに代表を決定) 主催

1 スポーツマスターズ 5 ６ （１ｏｒ２） 富山 長野 福井 新潟 石川
６月：２～３週

主催

1 学生選手権（総理大臣杯） 43 １７ （１） 石川 福井 長野 新潟 富山 ６月 主催

1 高専選手権 52 ７ （2） 長野 石川 新潟 富山 福井 ７月：2週又は３週 主催

2
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福井 長野 富山 石川 新潟 ６月：３週 共催

3 北信越中学校 40 １１ （２） 新潟 福井 富山 長野 石川 ８月：１週 共催

3 高円宮Ｕ-15 31 ８ （１） 石川 各県・長野 各県・福井 各県・新潟 各県・富山 １１月：２～３週 主催

4 北信越U-12大会 １８ １６（３） 石川 富山 新潟 長野 福井 11月：３週 主催

4 北信越U-12新人大会 25 １２ （２） 福井 石川 富山 新潟 長野 ３月：３週 主催

4 北信越ｶｰﾙｽﾞｴｲﾄ (U-12) 17 ８ 長野 長野 長野 未定 未定 ９月：４週 主管

女 全日本女子 41 10（2） 新潟 福井 長野 石川 富山 ９月：3・4週 主催

女 大学女子 28  ５ （２） 新潟 石川 富山 長野 福井  １０月：3・４週 主催

女 高校女子 28 8（３） 富山 石川 福井 長野 新潟 １０月：２週 主催

女 全日本女子ﾕｰｽ （U-18) 23 7 （１） 石川 福井 新潟 富山 長野 １０月：２週 主催

女 全日本女子ﾕｰｽ (U-15) 24 14 （２） 石川 富山 福井 新潟 長野 ５月：4週　６月：1週 主催

女 全国レディース 31 ６ （１） 富山 長野 新潟 福井 石川 １０月：1週 主催

ｼﾆｱ シニア大会（40以上） ７ ６ （1/2） 富山 福井 新潟 長野 石川 ７月：２週 主催

ｼﾆｱ シニア大会（50以上） １８ ６ （１/2） 福井 新潟 長野 石川 富山 ４月：3/4週 主催

ｼﾆｱ シニア大会（60以上） １９ ６ （１/2） 長野 石川 富山 福井 新潟 9～10月 主催

ｼﾆｱ シニア大会（70以上） ３ 5 （1/2） 長野 石川 富山 福井 新潟 9～10月 主催

ｼﾆｱ 北信越ｼﾆｱ35ｶｯﾌﾟ大会 14 ６ 福井 未定 未定 未定 未定 10月～11月 主催

ｼﾆｱ 北信越ｼﾆｱ45ｶｯﾌﾟ大会 13 ６ 新潟 未定 未定 未定 未定 10月～11月 主催

ｼﾆｱ 北信越ｼﾆｱ55ｶｯﾌﾟ大会 10 ６ 石川 未定 未定 未定 未定 10月～11月 主催

ｼﾆｱ 北信越ｼﾆｱ65ｶｯﾌﾟ大会 9 ５ 石川 未定 未定 未定 未定 10月～11月 主催

Ｃ Ｊユースカップ ２７ ３ （１） 石川 未定 未定 未定 未定 ９月：１週、２週 主催

Ｃ クラブユースＵ－１８ ２３ ８ （２） 新潟 石川 福井 富山 未定 ５月：４週、６月：１週 主催

Ｃ クラブユースＵ－１５ ３１ １６ （４） 福井 富山 長野 新潟 未定 ７月：１週、２週 主催

Ｆ 全日本フットサル 25 ６ （１） 長野 新潟 福井 富山 石川 １月下旬 主催

Ｆ 全日本女子フットサル 16 ５ （１） 福井 富山 長野 石川 新潟 ９月下旬 主催

Ｆ 全日本大学フットサル 14 ５ （１） 石川 長野 新潟 福井 富山 ６月中旬 主催

Ｆ 全日本ユース(U-18) 6 ５ （2） 福井 富山 石川 新潟 長野 ６月下旬 主催

Ｆ 全日本ユース（Ｕ-15） 25 8 （2） 新潟 福井 富山 石川 長野 １２月：１週 主催

Ｆ 全日本女子ユース（Ｕ-15） 10 ５ （１） 石川 長野 新潟 福井 富山 １１月：最終週 主催

Ｆ 北信越U-12 2 ５ 長野 福井 石川 富山 新潟 ７月 主催

Ｆ ビーチサッカー 14 ６ （2） 石川 福井 富山 長野 石川 ７月下旬 主催

Ｆ 選抜フットサル 35 ５ （１） 富山 長野 石川 新潟 福井 ８月上旬

Ｆ 選抜女子フットサル 12 ５ （１） 長野 石川 富山 福井 新潟 ２月上旬

Ｆ ユース選抜フットサル 14 ４ （１） 新潟 石川 新潟 富山 石川 ２月上旬
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