
 

 

 

 

 

 

平成 29 年度第 67 回中部日本 6 人制バレーボール総合男女選手権大会長野県予選会（一般の部） 

【須高協会理事長 吉澤康幸】 

平成 29 年度第 67 回中部日本 6 人制バレーボール総合男女選手権大会長野県予選会（一般の部）が 5

月 7 日（日）須坂市北部体育館、市民体育館で男子９チーム、女子２チームの参加により開催されまし

た。 

男子の決勝戦は昨年同様、長野☆GaRons と長野

教員の対戦になりました。第１セット序盤は一進一

退で進み、中盤からリズムに乗った長野☆GaRonsが

25－15 で先取しました。 

第２セットも長野☆GaRons が藤井のアタックや

松橋のバックアタックで徐々に突き放し、中盤から

は濱田のライト攻撃やジャンプサーブも決まって

長野☆GaRons ペース。 

終盤長野教員もブロックや近藤のアタックで応

戦しましたが、リズムよく展開した長野☆GaRonsが

25－19 で押し切り、昨年に続き優勝しました。 

 

 

一方、女子も昨年同様、長野大学とセイコーエプソ

ンの対戦でした。第１セット序盤は長野大学が平原

の活躍やエプソンの細かなミスで８－２とリード。 

エプソンも中盤、仲村のブロックや相手のミスで

12－９と食い下がりましたが、終盤にリズムを取り

戻した長野大学が 25－19 で先取しました。 

第２セットに入ると、序盤は 10－10 までは互角の

まま進みましたが、その後、鈴木のライトからの攻撃

が決まって徐々に長野大学のリズムになりました。 

終盤、エプソンは 21－21 まで粘りを見せました

が、最後は平原のアタックで 25－22 とし、長野大学

が勝利しました。 

 

優勝した両チームは来る 7 月 15 日（土）～ 17 日（月・祝）、福井県あわら市・坂井市において開催

される本大会に出場します。熱戦を期待致します。 

 

 

 

 

 

№３３９    2017.6.1 発行 

一般財団法人長野県バレーボール協会  

    上伊那郡辰野町中央 606-1 

Tel: 0266-75-2101 Fax:0266-75-2102 

   発行責任者 竹淵 光雄 

 

男子は長野☆GaRons が連覇 女子は長野大学が３連覇 



 

 

平成２９年度 第７０回全日本９人制実業団男子選手権大会長野県予選会  

【実業団連盟理事長 村上里志】  

 ５月 14 日（日）、松本市梓川体育館に於いて第 70 回全日本９人制実業団男子選手権大会長野県予選

会が開催されました。 

 参加チームは、松本市役所・オルガン針・日信工業・上田市役所の４チームと昨年より少なくなりま

したが、熱戦が繰り広げられました。 

 決勝は昨年同様、松本市役所とオルガン針の

対戦となりました。 

第１セットは９－５から、松本市役所キャプ

テン：中村翔のサーブと弟：徹のスパイクが冴

え、８連続得点でこのセットを 21－９と圧勝。  

２セットに入り、オルガン針も山田、増田、宮

原の高さのあるスパイクで反撃するも、堅い守

りの松本市役所の勢いは衰えず、板花の時間差

攻撃、ベテランの域に達した羽田のクイックで

点を重ね 21－17。オルガン針をストレートで破

り、３連覇で 16 回目の優勝を飾りました。 

全国大会は、７月 21 日（金）からさいたま市で行われます。松本市役所の全国での更なる活躍を期待

したいと存じます。 

 

平成 29 年度全日本９人制バレーボールクラブカップ男子女子選手権大会長野県予選会  

【うえだ協会理事長 青木髙志】 

平成 29年度全日本９人制バレーボールクラブカップ男子女子選手権大会長野県予選会が５月 21（日）

に、上田城跡公園体育館と上田城跡公園第２体育館において、男子４チーム・女子８チームが参加して

開催されました。 

 男子決勝は、ＯＫＡＹＡと大町クラブでフルセッ

トの熱戦が繰り広げられました。第１セットは、終

盤抜け出した大町クラブが 21－18で先取しました。

第２セットは、序盤リードしたＯＫＡＹＡが中盤以

降もリードを広げ、21－13 と大差をつけて制しまし

た。 

最終第３セットは序盤、5－1 とリードしたＯＫＡ

ＹＡが終始リードを守り、21－16 で制して４年振り

の優勝を遂げました。特に第２・第３セット目は、

レセプションとディグが良くて攻撃の幅も広がり、

納得のいくゲーム展開で勝利を収めたと言えるで

しょう。 

〔監督談〕 

「楽しいバレーボールをモットーに、２月から小さな大会も含めて 40 セットも消化してきたことと、登

録選手全員がコートに立てる訳ではなく、互いに競い合ってきた結果が今日のプレーの全てである。」 

 

松本市役所が３年連続１６回目の優勝を飾る！ 

男子はＯＫＡＹＡが制覇  女子は大町クラブが２連覇を果たす 



 

 

 

 女子は昨年度の覇者：大町クラブと、一昨年度の覇者：

長野松代総合病院との間で決勝戦が行われました。第１

セットは中盤まで一進一退のゲーム展開でしたが、粘り

強いレシーブを得点に結び付けた大町クラブが 21－18

で先取しました。第２セットも第１セット同様、一進一

退で 18－18 までゲームが進みましたが、最後は相手の

アタックミスなどもあり、21－18 で大町クラブがこの

セットも連取。２連覇を達成しました。 

 

 

〔監督談〕 

「ゲームを振り返って、練習不足の感は否めなかった。松代総合病院は良いサーブが入っていて、競っ

てはいたが切羽詰った状態ではなかった。今後の課題としては、ブロックの強化とワンタッチボールを

攻撃に繋げる対応力。トス・ワーク（エース三澤を軸に組立てたトス回しと、競っている時、ここ一番

で何処にあげるのかの判断力）等が挙げられる。 

 

 尚、全国大会は下記の日程で開催されます。 

・男子 ････ 平成 29 年 ８月 ４日（金）～８月 ６日（日）  大阪府大阪市 

・女子 ････ 平成 29 年 ７月２７日（木）～８月３０日（日）  長野市 

 

 

平成 29 年度 全日本６人制バレーボールクラブカップ男女選手権大会  長野県予選会 

【飯伊協会競技委員長 関島宏至】  

平成 29 年度 全日本６人制バレーボールクラブカップ男女選手権大会長野県予選会が、5 月 28日（日）

飯田市鼎体育館、下伊那農業高校体育館において、男子 9 チーム、女子 2 チームの参加で開催されまし

た。 

男子は、準決勝で「長野教員クラブ」を破った「笑話」と、同じく「ケンタカムカム」をフルセット

で破った「OKAYA」の決勝となりました。  

第１セットは、立ち上がりのミスから「笑

話」が連続ポイントでスタートダッシュ。流

れを取り戻したい「OKAYA」でしたが、サ

ーブミスが連続して流れに乗れず、逆に効

果的なサーブで連続ポイントを重ねた「笑

話」が、25－14 でこのセットを取りました。  

第２セットに入ると、今度は「OKAYA」

が宮坂のサービスエースなどで７－２とリ

ード。しかし、第１セット同様「笑話」のサ

ーブが効果を発揮し、18－18 で追いつくと、

ここからは一進一退の展開。22－22 から「笑

話」が丸山のクイックなどで連続ポイント

を取ると、そのまま押し切って 25－22 で連取。「笑話」は初優勝を果たすと同時に、地元開催に花を添

えました。  

男子は笑話が初優勝 女子は長野 spirits が雪辱を果たす 



 

 一方の女子は、昨年度優勝した「長野教員女子

バレーボールクラブ」と「長野 spirits 女子バレ

ーボールチーム」という昨年度と同じ対戦になり

ました。両チームとも決め手を欠く中で、フルセ

ットにまでもつれこむ戦いとなりましたが、要所

で粘りをみせた「長野 spirits」が昨年の雪辱を果

たし、王座奪還を成し遂げました。 

 

 

 

 

                  【ソフト連理事長 中山芳一】 

５月３日（水・祝）、大町市運動公園総合体育館において交流会が開催されました。 

今回の交流会は、ファミリーの部・フリーの部・ブロンズの部・シルバーの部・ゴールドの部・ダイ

ヤモンドの部・プラチナの部の合わせて７種別。計３７チームがエントリーをし、選手・役員２００名

が参加しました。 

ファミリーの部は２チームのエントリーでしたので、３回戦の勝敗で決めました。フリーの部は５チ

ームの総当たり、ブロンズの部も５チームの総当たり、シルバーの部は６チームの総当たり、ゴールド

の部は予選リーグの後に順位別リーグ、ダイヤモンドの部は３チームのエントリーでしたので、二回り

の勝敗で決めました。プラチナの部は４チームの総当たりでそれぞれ行われました。今回は一位のみの

紹介ですが、以下種別の順位についての大会結果は長野県バレーボール協会のホームページをご覧下さ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年度 長野県ソフトバレーボール交流会を開催 



2016／2017シーズンⅤ・チャレンジリーグⅠ 

【専務理事 竹淵光雄】 

去る５月20日（土）、標記報告会が伊那市のＪＡ上伊那本所３Ｆ大ホールに於いて88名の出席者のも

と盛大に開催されました。県協会からは江村副会長・竹淵専務理事が、そして地元上伊那協会の役員も

多数参加致しました。 

最初に笹川監督から、今シーズンを振り返っての報告が

あり、未知の世界の中での手応えや課題、反省が述べられ

た後、来シーズンに向けての抱負が熱く披露されました。 

来賓挨拶筆頭で江村副会長が祝辞を述べ、初挑戦で３位

という輝かしい成績に一般財団法人長野県バレーボール

協会からの顕彰状・記念品が渡された後、ホームタウンで

ある南箕輪村の原茂樹副村長からも「地元の子供たちに希

望を与え、仕事をしながらの３位に敬意を表わす。村とし

ても協力をしていきたい」とのご祝辞を頂きました。 

その後、日頃たいへんご理解を頂いている熊谷元尋高森町長の乾杯で祝宴に入りました。宴の途中で

は、今季で退団する米沢・中谷両選手からのご挨拶があった後、花束が贈呈されました。それに引き続

き2107/18シーズンの新加入の田上・高野・山本・椿・松村選手の紹介・挨拶があり、新体制が発表され

ました。 

 

 

最後にチームスローガン、「初志」本気に

なってリーグ優勝を目指す集団になる確認が

なされ、Ｖ・チャレンジリーグⅠ「初優勝」

を年間通して「志」最高のクラブとなる土台

を創り上げる決意表明が行われました。 

 

 

 

 

2016／2017シーズンⅤ・チャレンジリーグⅡ 

【専務理事 竹淵光雄】 

５月27日（土）、標記報告会が須坂市の光臨閣パルム３階「孔雀の間」に於いて74名の出席者のもと

盛大に開催されました。県協会からは竹淵専務理事が参加し、合わせて地元：須高協会の役員や北信連

盟の役員も多数参加致しました。 

最初に㈱信州スポーツプロモーション

の篠崎社長より、スポーツを通じ地域の

活性化を目指して立ち上げた今後も協力

をお願いしたいとのお礼のあいさつがあ

りました。 

続いて三木須坂市長からは「スポーツ

は地域を元気にしてくれる。市としても

市民とともに応援したい。チームへの期

待も大きい。議会とタイアップし応援す

ＶＣ長野トライデンツシーズン報告会開催される 

長野☆ＧａＲｏｎｓシーズン報告会開催される 



る」との激励があり、関野須坂市議会議長からは「早くプレミアに上がり、須坂市からオリンピック選

手を」との要望も出されました。  

 

堀内県議会議員の乾杯で懇親会が始まり、歓談の中で、

北沢監督より今シーズンの反省、来シーズンの抱負が報

告され、来シーズンの体制並びに選手の発表が行われた

後、各選手より抱負が発表されました。  

来賓の方々からは応援メッセージがあり、最後に夏目

長水協会会長より閉会のごあいさつがあった後、記念撮

影が行われて閉会となりました。  

 

 

 

 

                         【総務委員長 内山政則】 

平成 28 年度収支決算監査が、５月 17 日（水）午後３時

から事務局にて実施されました。 

 竹淵専務の立ち合いのもと、総務委員長から収支決算報

告の概要を説明した後、小谷・林監事に金銭出納帳・元帳・

領収書綴り・各種大会決算書等の監査を受けました。 

今回は大きな大会はなかったものの、Ｖ所属チーム地元

開催ゲームの監査もあり、終了が６時近くになってしまい

ました。監事のお二人には本当にお疲れ様でした。 

 問題点につきましては特に指摘はありませんでしたが、

書類の形式、受領押印忘れ、書類作成の基本等、今後の課

題として参りたいと存じます。 

 

 

【強化委員長 三溝裕五】 

 平成 29 年度、公益財団法人長野県体育協会の企業・学校訪問が５月 19 日（金）から始まりました。 

午前 11 時より、特別強化校：創造学園高等学校を訪問に行きました。 

学校側からは壬生学校長に出席いただき、特別

強化校の指定証が公益財団法人長野県体育協会競

技係長：松沢様と長野県教育委員会事務局スポー

ツ課体育スポーツ振興係指導主事：片瀬様より、

村上強化副委員長と強化委員長立会いの下、渡さ

れました。 

席上、松沢競技係長より、昨年の国体での全国

３位、40 点獲得のお礼の言葉を頂き、今年も昨年

を上回る得点獲得を要望されました。 

 

壬生監督からは、期待に応えられるよう、最大の努力をするが、今年は２年生中心のチームで、高さ

では勝負するが、現在の力は全国の中位。国体では入賞目指して頑張るとの決意表明がありました。 

平成 28 年度収支決算監査終了 

企業・学校訪問が行われる 



 

一方、５月 23 日（火）11 時 45 分からは、重点強化クラブである長野県さわやかクラブへの訪問が行

われました。  

梓川中学校からは木船教頭先生に出席していた

だき、ＪＯＣ杯副団長：吉川先生に、竹淵専務理事

と強化委員長立会いの下、公益財団法人長野県体

育協会事務局長：小林様と県教育委員会事務局ス

ポーツ課体育スポーツ振興係指導主事：片瀬様よ

り競技スポーツの振興についての依頼文と激励品

が渡されました。 

席上、小林事務局長から、10 年後の長野国体に

向けて競技力の向上と強化と選手の育成に力を注

いで欲しいとの要望がありました。 

吉川副団長からは、昨年のＪＯＣ杯は残念な結果だったが、今年は有望選手が多くいるので、男女共

に上位を目指すべく、最大限の努力をするとの決意表明がありました。 

 

 

 

 

 

1.  6/2(金) （公財）長野県体育協会第 1 回総務専門委員会  (長野市) 

2.  6/3(土) 正・副会長、専務・常務理事、委員長会議 (松本市) 

3.  6/3(土）～ 5(月) 全国高等学校総合体育大会バレーボール競技大会長野県予選会 (佐久・小諸) 

4.  6/4(日) 第 72 回国民体育大会（ビーチの部）長野県予選会 (駒ケ根市) 

5.  6/10(土)～11(日) 長野県 VB 協会 理事会・評議員会・加盟団体代表委員総会 (辰野町) 

6.  6/11(日) ソフトバレー全国都道府県フェスティバル長野県予選会 (須坂市) 

7.   〃 モルテン杯第 11 回北信越クラブバレーボール 6 人制選手権大会 (富山県) 

8.  6/16(金)～18(日) 第 53 回北信越高等学校バレーボール選手権大会 (富山県) 

9.  6/18(日) 第 72 回国民体育大会（成年の部）長野県予選会 (佐久市) 

10.  6/25(日) 第 17 回スポーツマスターズ 2017 大会長野県予選会 (飯山市) 

11.  6/26(月) （公財）長野県体育協会評議員会 (長野市) 

12.  6/29(木) （公財）日本バレーボール協会加盟団体代表委員総会 (東京都) 

 

 長野県ソフトバレーボールトリム交流会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.5.3soft.pdf 

 第 67 回中部日本 6 人制バレーボール総合男女選手権大会県予選会（一般の部） 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.4.26tyubunihon_ipan.pdf 

 全日本 9 人制バレーボール実業団男子選手権大会長野県予選会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.5.14_9jitsu.pdf 

 全日本９人制バレーボールクラブカップ男子女子選手権大会長野県予選会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.5.21_9club.pdf 

 全日本 6 人制バレーボールクラブカップ男子女子選手権大会長野県予選会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.5.28_6club.pdf 

 第 48 回全国ママさんバレーボール大会長野県予選会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.5.28mamasan.pdf 

5月 試 合 結 果 

6月 ス ケ ジ ュ ー ル 
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http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.5.14_9jitsu.pdf
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.5.21_9club.pdf
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.5.28_6club.pdf
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.5.28mamasan.pdf

