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第 71 回国民体育大会 2016 希望郷いわて国体

少年男子（創造学園高校）3 位に入賞
【専務理事

竹淵光雄】

「2016 希望郷いわて国体」少年男子の部が 10 月２日（日）～５日（水）、花巻市総合体育館で開催
されました。
本県代表として単独チームで出場した創造学園高校は、初戦の２回戦で沖縄県に圧勝。京都府との
準々決勝にも競り勝って、６年振りに準決勝に進出しました。しかし、決勝進出を懸けた東京都との一
戦は、相手の巧さの前に力を発揮できず、３セット共 15 点以下に押え込まれて完敗。３・４位決定戦
に回りました。その相手は、大塚高校単独の大阪府。速いバレーでかき回されると苦戦も予想されまし
たが、前日とはうって変わって安定したプレーで対抗。相手の攻撃を上手く封じ込め、３セット共 20
点以下に押え込んで久々の 30 点獲得となりました。
尚、成年男子の部に出場した長野ＶＣトライデンツは、１回戦で静岡県（東レ）と対戦。３セット共
20 点前後までは対抗しましたが、力の差を見せつけられての敗退となりました。

岩手国体 3 位入賞を果たして ～感想と今後に向けて～
【創造学園高校バレーボール部主将

森田凌雅】

今回の岩手国体では長野県代表として本校が単独チームで出場させて頂き、 6 年ぶりに国体での 3 位
入賞という結果を残すことが出来ました。
久しぶりの上位入賞は嬉しかったものの、インターハイの後
から 国 体で 必 ず日 本 一 にな ろ うと い う思 い で 練習 し て き た 僕
達にとっては、とても悔しい結果でもありました。
しかし、この大会で得た収穫もありました。それは、自分達
の今 の 力が 全 国の 中 の どの く らい の 位置 に あ るの か がは っ き
りと分かったことです。今回各県の代表チームとの戦いを通じ
て日 本 一と い う目 標 に 手が 届 くレ ベ ルに い る とい う 実感 を 得
た反面、上位の力は接近していて、自分達の上にもまだ強い強
豪校がいるということも解りました。

これから春高までにどうしたらこの混戦の中を
抜け出して上位のチームを倒せるか、その一点に
拘って練習して行きたいと思います。
僕達 3 年生にとっては、いよいよ高校バレーも
最後の大詰めを迎えます。このチームで有終の美
を飾れるように、これから一日一日を大切に頑張
ります。

天皇杯・皇后杯 全日本選手権大会 北信越ブロックラウンド

天皇杯北信越ブロックラウンド優勝

～感想とファイナルラウンドに向けて～

【創造学園高校バレーボール部部長

塚田匠海】

今年も昨年に続き 4 年連続で天皇杯の北信越ラウンド優勝を果たし、今年度の北信越チャンピオンの
座を獲得すると共に、12 月のファイナルラウンドに出場することが出来るようになりました。
今回の大会は、岩手国体直後でコンディショ
ン的には決してベストではなかったものの、格
上の大学生や社会人チームとの対戦が出来る
ことを、春高に向けての強化にしようという前
向きな気持ちで臨みました。
結果、決勝を含む 3 試合全てをストレートで
勝ち抜き、大きな手応えをつかむことが出来ま
した。

12 月に迎える東京でのファイナルラウンドは、格上チー
ムに挑む形になりますが、滅多にない貴重な機会ですので、
北信越を代表する高校生らしく溌剌と、そして挑戦者とし
て立場を忘れずに力一杯戦ってきたいと思っています。
御声援の程、宜しくお願い致します。

長野県 13 地区対抗６人制選手権大会（Ｕ－14 の部）を開催
【指導普及委員長

城倉

淳】

第５回長野県１３地区対抗６人制バレーボール選手権大会（Ｕ－１４の部）を 10 月 10 日（月）の体
育の日に松本市波田体育館をはじめ４会場を使用して開催しました。
この大会も５年目を迎え、今年は男子が 11 地区 12 チーム、女子が 12 地区 18 チームの参加があり、
盛大に開催できました。大会趣旨にもありますように、この大会に参加した中学３年生が高校へ進学し
ても、バレーボールを続けてくれることを心から願っております。
また、この大会は 13 地区協会の若手メン
バー発掘と協会メンバーの縦横のつなが
りを願って企画してきている大会です。少
しずつではありますが、新しいスタッフと
帯同審判員が派遣されるようになりまし
た。各地区協会の皆様には、選手集めに加
えてスタッフの確保にご尽力をいただい
ていることと存じます。心から感謝申し上
げます。
試合内容の方ですが、
「選手全員をコートに立たせた
い」というスタッフ陣の願いが強く見受けられ、流れが
目まぐるしく変わる展 開が多くなりました。 勝負に徹
するだけでなく、バレ ーボールを楽しむこと ができた
１日だったのではないでしょうか。優勝は、男子が上伊
那、女子が松本Ａでした。
開催地である松本協会 の皆様をはじめ、保護 者の皆
様、関係者の皆様に感謝申し上げます。

第２４回全国ソフトバレー・シルバーフェスティバル

念願の全国大会出場を果たして ～ チーム青らいでん(東御市)
【チーム青らいでん

成山喜枝】

１０月７日（金）～９日（日）の三日間、徳島県鳴門市において全国シルバーフェスティバルが開
催されました。
緊張感はありましたが、それ以上にこの大舞台
でプレーできることが勝り、とても楽しい三日間で
した。他県との交流もとても有意義でした。
予選リーグ一試合目は三重県の四日市クラブと当
たって２：１で勝ち、二試合目も大阪府の大阪アス
ナロに２：０で勝ちました。この結果、青らいでん
は予選２組の１位で決勝リーグに進みました。

決勝リーグの一試合目は千葉県のオール湘南（予選１組１位）と当たり、これは２：０で勝ちまし
たが、二試合目では山口県の柳西クラブ(予選３組１位)と対戦して０：２で敗れました。最終結果は１
位グループの２位でした。
今回は、また来年につなげたいと思える結果でした。これからも練習に頑張りたいと思いました。
仲間に感謝です。
2016 年度 第４回 北信越ビーチバレーボール選手権大会

女子が２位と３位に 男子も３位に入賞！
【ビーチ連盟理事長

三島英徳】

2016 年度 第４回 北信越ビーチバレーボール選手権大会が、９月 25 日（日）に石川県羽咋市千里浜
町ビーチバレー専用コートで開催されました。
参加チームは、北信越５県より男子 11 ペア、女子 11 ペア
で内、長野県は男子２、女子３ペアが参加しました。
【 女

子 】

女子は、北信越国体２位の「伊藤・柿澤」、ｋｏｍａｇａｎｅ
ｃｕｐ優勝の辰野高校「酒井(3 年)と加藤（1 年）」、昨年度の
全国高校生大会に出場した吉岡と一般の三島ペアが出場しま
した。各県とも高校生ペアの出場があり、底辺拡大のための
活動が見られました。そんな中、伊藤・柿澤ペアが２位、吉
岡・三島ペアが３位に入賞しました。
【 男

子 】

男子は若手のホープ「三島(黎)・長田聡」、ベテランの「丸山・小松」の２チームが出場しました。
三島・長田ペアは初の県外での試合でもあり、初戦は硬かったものの、試合を重ねるごとに波に乗り、
見事３位入賞を果たしました。なお、小松・丸山ペアは予選リーグこそ突破しましたが、ベスト８止ま
りの結果でした。
北信越選手権は、ブロック内での選手の交
流、技術の向上、審判の育成を目的に開催され
ます。来年度は福井県で開催されます。
今後も高校生ペア及び、インドアからの参加
も含め、底辺拡大と技術向上を目指し活動をし
ていきたいと思います。
又、来年からビーチバレーボール種目が国体
正式種目になることから、この冬は基礎練習と
体作りを中心に強化を進め、本国体出場、更に
は上位入賞を目標に掲げて取り組んで行きたい
と思います。

第 7 回全国ヴィンテージ 8’s 交流大会

50 歳以上の部で丸子クラブが３位に入賞！
【丸子クラブ

矢嶋政雄】

第 7 回全国ヴィンテージ 8’s 交流大会が９月 30 日（金）から 10 月２日（日）の３日間、函館市にお
いて開催されました。
本大会は「50 歳以上」、「60 歳以上」の２部制で、８人制の男女混合も可能な大会です。第 7 回を迎
えた本大会は、50 歳以上の部では 44 チーム、60 歳以上の部では 20 チームの参加があり、昨年より 11
チーム増の 64 チームが参加して、盛大に開催されました。
本県からは丸子クラブが出場し、３回目の出場で
初めて 12 チームが進める２日目に臨みました。３
ブロックで行われた A トーナメントでは３位となり
ました。
参加チームの選手は若い頃の俊敏な動き、豊かな
ジャンプ力をイメージしつつ、重く動かない体、滞
空時間のないスパイクなど自分との葛藤と戦い、体
力の限界に挑戦しつつ試合を楽しみました。
予選リーグの 1 試合目は東京の大学時代の仲間で
結成する「U７」、２試合目は現役チームの練習仲間
で静岡の「鮎沢クラブ」と対戦しました。両試合と
も塚田を中心とする守りに支えられ、西田、寺西の
強打とセッター栗木の巧みなツー攻撃などで快勝しました。これで丸子クラブは、２勝０敗で体力消耗
も最小限に留め、F グループ２位で決勝トーナメントに駒を進めました。
決勝トーナメント１回戦は G グループ１位の山口県「山口クラブ」との対戦となりました。山口クラ
ブ戦は、予選リーグ戦で激戦を展開した後の決勝トーナメント進出ということで、疲労の色が濃く、序
盤はリードを許しましたが、中盤に逆転。結果、ストレートで勝ちを拾った形となりました。
２日目は会場も変わり、A ブロック第１試合、沖縄県「宮義工業」との対戦となりました。チーム紹
介のアナウスなどがあって試合開始となりましたが、緊張と会場が変わった影響かミスを連発し、１セ
ット目を失いました。２セット目も１セット目と同様、レセプションのミスが多く、なかなかリズムに
乗れない展開。最後、矢嶋の老獪なサーブで相手守備を崩して３連続得点をする も、健闘もここまで。
ストレートでの敗戦となりました。
この大会は、マスターズ大会を退いたプレーヤーやかつての全日本プレーヤーなど、何時までもバ
レーボールを楽しみたい仲間たちが集う大会です。しかし試合が始まると、和やかな雰囲気から一転、
若かりし頃（気持ちだけ）の本気モードにスイッチオン。試合が終わると全員で握手し、健闘を讃え合
います。そんな情景は他の大会では見られないかもしれません。しかしながら、この歳（筆者は今年還
暦）になっても健康でバレーボールを楽しめることに家族や仲間たちに感謝したいものです。
長野県を含む北信越地区での参加は丸子クラブだけです。是非、仲間を集め、生涯スポーツとして
のこの大会に参加をしていただきたいと思います。

VC 長野トライデンツ決意表明会開催される！
【VC 長野トライデンツ部長

保科良博】

10 月 21 日（金）、伊那市のＪＡ上伊那本所内のフラワーパレスにおきまして、2016/17Ｖ／チャレン
ジリーグⅠに向けて、ＶＣ長野トライデンツの監督及び各選手の決意表明会を執り行いました。
(一財)長野県バレーボール協会の竹淵専務理事、内山常務理事をはじめ、上伊那バレーボール協会関
係者の皆様及びスポンサー様、サポーター様等、総勢 40 名のご出席を賜りました。
まず初めに、監督の笹川より「チャ
レンジⅠでの戦いには厳しいものが
あるが、十分優勝争いができるチーム
になっている」と現況等を報告致しま
した。続けて栗木主将より「去年のよ
うに勝ち続けるの は簡 単ではないが、
チーム一丸となって戦いたい」と力を
こめて決意表明を致しました。
祝辞では、竹淵専務理事様より励ましのお言葉を頂き、内山常務理事様の乾 杯のご発声で祝宴となり
ました。選手もスタッフも各テーブルを回って皆様との懇親が取れましたこと、感謝申し上げます。
今後とも VC 長野トライデンツへの絶大なるご支援・ご協力をお願いしたいと存じます。ご出席を頂き
ました皆様、大変ありがとうございました。

チャレンジリーグⅡ初参戦の長野 GaRons 須坂市長を表敬訪問
【長野 GaRonsＧＭ

篠崎

寛】

来月の 11 月５日（土）・６日（日）からチャレンジリーグⅡが開幕しますが、そこに今季から初参戦
する長野 GaRons が 10 月 26 日（水）、須坂市長を表敬訪問しました。
この表敬訪問には、(一財)長野県バレーボール協会の船木会長と竹淵専務理事、長水協会：夏目会長、
須高協会：坂田会長にご参加を頂き、長野 GaRons からは篠崎ＧＭと北沢監督が参加致しました。
この席で、北沢監督は「今季からチャレンジリーグ Ⅱに初参戦致します。長野 GaRons は『ホームゲー
ムで勝利を収め、皆様と喜びを分かち合う』を目標に、練習してきました。
11 月５日・６日に続き、２月 11 日（土）・12 日（日）にも須坂市市民体育館でホームゲームがありま
す。目標達成目指して頑張りますので、体育館まで是非来て下さい！

応援宜しくお願い致します！」

と抱負を述べました。
これに応えて須坂市長様からは「須坂市
はバレーボールが盛んな地域です。日頃は
地域貢献などで活動していただいており
ますが、今回からリーグが始まるとのこと
で、長い視野を持って強くなっていって下
さい。市としても出来る限りの協力をして
いきます。」と激励の言葉を頂きました。
皆様、ご支援・ご声援を宜しくお願い致
します。

2016/17 Ｖ・チャレンジリーグ大会情報
【協会事務局】
今季は『VC 長野トライデンツ』がチャレンジリーグⅡからⅠへ昇格し、新たに『長野ガロンズ』が
チャレンジリーグⅡに参戦となりました。
11 月 5 日（土）、6 日（日）須坂市市民体育館において、“2016/17 Ｖ・チャレンジリーグⅡ男子須坂
大会”が開催されます。全 8 チームが揃う、開幕戦です。
対戦表
5 日（土）

6 日（日）

東京ベルディ

VS

近畿クラブ

近畿クラブ

VS

千葉

兵庫

VS

千葉

きんでん

VS

奈良 NBK

長野 GaRons

VS

きんでん

長野 GaRons

VS

東京トヨペット

奈良 NBK

VS

東京トヨペット

販売所

チケット情報
大人
中高生

2,000 円（2,200 円）

信州スポーツプロモーション

1,000 円（1,200 円）

小人（小学生）

須坂市生涯学習スポーツ課

500 円（700 円）

シニア（65 歳以上）

1,000 円（1,200 円）

チケットぴあ

026-405-6569
026-248-2020

0570-02-9999（P コード：834-134）

日本バレーボールリーグ機構

V リーグチケット

※1 階アリーナ全席自由

長野県内では 5 つの大会を予定しています
11/5（土）～6（日）

須坂市市民体育館

2016/17 V・チャレンジリーグⅡ男子須坂大会

12/3（土）～4（日）

高森町民体育館

2016/17 V・チャレンジリーグⅠ男子高森大会

1/14（土）～15（日）

伊那市民体育館

2016/17 V・チャレンジリーグⅠ男子伊那大会

1/21（土）～22（日）

大町市運動公園体育館

2016/17 V・チャレンジリーグⅠ男子大町大会

2/11（土）～12（日）

須坂市市民体育館

2016/17 V・チャレンジリーグⅡ男子須坂大会

各チームのお問合せ先
VC 長野トライデンツ

VC 長野クリエイトスポーツ事務局

☎ 0265-98-6812

長野ガロンズ

信州スポーツプロモーション

☎ 026-405-6569

10月 試 合 結 果
☆

第 71 回国民体育大会 （バレーボール競技）
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2016siaikeka/28.10.2iwate_kokutai.pdf

☆

第 5 回長野県 13 地区対抗 6 人制バレーボール 選手権大会(U14 の部）
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2016siaikeka/28.10.10_13tiku.pdf

☆

天皇杯・皇后杯全日本 バレーボール 選手権大会北信越ブロックラウンド
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2016siaikeka/28.10.15tennohai_hokusinetsu.pdf

☆

コカ・コーラ杯第 34 回長野県小学生バレーボール大会（東北信大会・中南信大会））
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2016siaikeka/28.10.23syogakusei_tohokusin.pdf
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2016siaikeka/28.10.16syogakusei_tyunansin.pdf

☆

第 69 回全日本 バレーボール 高等学校選手権大会長野県第 1 ラウンド
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2016siaikeka/28.10.23haruko.pdf

☆

コカ・コーラ杯第 34 回長野県小学生バレーボール大会 選抜優勝大会
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2016siaikeka/28.10.3syogakusei_senbatsu.pdf

11月 ス ケ ジ ュ ー ル
1. 11/3（木・祝）～6（日） 第 15 回全国社会人 9 人制東ブロック男女優勝大会

（北海道）

2. 11/5（土）～6（日）

2016/17Ｖ・チャレンジリーグ Ⅱ男子須坂大会

（須坂市）

3. 11/5（土）～

平成 28 年度スポーツ指導員養成講習会（専門科目）

（大町市）

4. 11/6（日）

第 37 回長野県ママさんバレーボール連盟長野大会

（長野市）

5. 11/9（水）

平成 28 年度中間監査

（辰野町）

6. 11/11（金）

（公財）長野県体育協会競技団体ヒアリング

（長野市）

7. 11/11（金）～13（日） 第 5 回全国ソフトバレー スポレクフェスティバル

（島根県）

8. 11/12（土）

（長野市）

正・副会長、専務・常務理事会議

9. 11/12（土）～13（日） 第 69 回全日本高等学校選手権大会長野県代表決定戦

（長野市）

10.

（長野市）

〃

JOC 第 30 回全国都道府県対抗中学 VB 大会北信越強化練習会

11. 11/12（土）～14（月） 第 86 回全日本 9 人制総合男子選手権大会

（京都府）

12. 11/18（金）～20（日） 第 85 回全日本 9 人制総合女子選手権大会

（大阪府）

13. 11/22（火）

小・中・高バレーボール指導者懇談会

（塩尻市）

14. 11/23（水・祝）

Nagano Volleyball Progress Plan 2016 （第 4 回）

（松本市）

15. 11/26（土）

長野県スポーツ指導者研修会（中南信コース）

（松本市）

16. 11/27（日）

ミズノ杯第 16 回 6 人制長野県クラブ選手権大会
第 5 回長野県 13 地区対抗 6 人制選手権大会（高校・一般の部）

（大町市）

