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第８０・８１回理事会・第９回評議員会・第１３回加盟団体総会 開催
【総務委員長

内山政則】

平成 28 年度の事業報告及び決算・監査報告を審議する理事会・評議員会が、平成 29 年 6 月 10 日(土)
たつのパークホテルにおいて開催されました。翌 11 日（日）、引き続きたつのパークセンターふれあい
において加盟団体代表委員総会が開催されました。
船 木会 長か らは 、昨 年度 の県 関係 チー ムの 目覚 まし い
活躍 と大 会開 催に 対し 、関 係各 位に 心か らな る敬 意と 感
謝の 言葉 が語 られ まし た。 バレ ーボ ール を長 野県 のス ポ
ーツの中心種目とし、更には「2020 東京オリンピック選
手と して 地元 から の出 場を 」と 言う 強い 願い が伝 わっ て
参りました。厳しい財政状況の中、今まで以上に事業成果
をあげた旨の報告がありました。
財政面では、28 年度は県内におけるビック大会が開催
され ぬ中 、関 係者 の必 死の 努力 にも かか わら ず基 金へ の
積み立てが出来ませんでした。そんな中、県内チームの活躍は素晴らしいものであり、チャレンジⅠ・
ＶＣ長野トライデンツ：第３位、国体少年・男子長野選抜（創造学園高）：第３位、第 15 回全国社会人
９人制バレーボール大会東ブロック男女優勝大会・オルガン針男 子：第３位、佐久総合病院女子：第３
位等のチームには協会から顕彰すると共に県民にバレーボールの魅力を伝え、勇気と感動を与える一年
となりました。
また、常に課題となっております子ども達の運動離れ、バレーボール人口の減少、指導者不足等につ
きましては、指導普及・強化委員会を中心として協会全体で小・中・高・大一貫指導体制の充実を引き
続き図る方向で多くの意見が出されました。
更に専務からは、今年は協会創立 70 周年を迎え 11 月 12 日（日）に記念式典を開催すること。そして
この節目の中で、協会ＯＢ、役員、指導者、選手一体と なっての強い絆で結ばれた協会の組織作りを図
りたい旨のお願いがなされました。

なお、代表委員総会冒頭副会長江村恵一氏が過日６
月 5 日（月）長野ホテル犀北館におきまして、平成 2
９年度知事表彰

体育功労者として表彰されました事

を受け、船木会長から報告と感謝、慰労の言葉と共に
表彰状の伝達が改めて行われました。

平成２８年度

事業概況報告

「2016 希望郷岩手国体」に本県から成年男子・少年男子の２チームが北信越の激戦を突破し出場をい
たしました。結果は少年男子の頑張りで３位の 30 点を獲得しました。また、今期より２チームが参戦し
ての V リーグでは、VC 長野トライデンツが初参戦のＶ・チャレンジⅠで３位入賞し、Ｖ・チャレンジⅡ
初参戦の長野☆Garons は４位となりました。
全国大会関連では第 15 回全国社会人 9 人制東ブロック男女優勝大会では男子オルガン針、女子佐久
総合病院が共に３位入賞、第 7 回全国ヴィンテージ８’s 交流大会では丸子クラブが３位入賞、中部日
本大会の一般男子では VC 長野トライデンツ準優勝、長野☆GaRons３位と各種大会で長野県選出チーム
が活躍をいたしました。
2020 東京オリンピックがいよいよ目の前に迫ってきております。１人でも多くの人がバレーボールに
関心を持っていただけるよう協会員のご協力をお願いします。
本年度開催された北信越関連の大会では、国民体育大会、春季大学選手権大会、実業団９人制男女選
手権大会、また、各種県内大会も加盟協会・連盟の協力により無事終了することが出来ましたことを心
より感謝いたします。一般財団法人移行時よりお願いをいたしておりますが、収益事業を行わなければ
当初計画以前に財産が枯渇してしまいます。今後も節約・財政確保にご協力をお願いします。
今年１１月に計画しております創立 70 周年記念事業が、協会員各位の協力により素晴らしい記念事
業となりますようご協力をお願いいたします。
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２特別大会
（１） Ｖ・チャレンジリーグⅠ高森大会

平成 28 年 12 月 3 日（土）・ 4 日（日）

（２） Ｖ・チャレンジリーグⅠ伊那大会

平成 29 年１月 14 日（土）・15 日（日）

（３） Ｖ・チャレンジリーグⅠ大町大会

平成 29 年 1 月 21 日（土）・22 日（日）

（４） Ｖ・チャレンジリーグⅡ須坂大会

平成 28 年 11 月 5 日（土）・ 6 日（日）

（５） Ｖ・チャレンジリーグⅡ須坂大会

平成 29 年 2 月 11 日（土）・12 日（日）

（６） 全国６人制女子決勝リーグ長野大会

平成 29 年 2 月 25 日（土）・26 日（日）

平成 29 年度 北信越高等学校総合体育大会

男子の創造学園は５連覇を飾るも 他は全て初日で敗退
【高体連専門委員長

宮坂俊樹】

６月 16 日（金）～18 日（日）まで富山県砺波市、高岡市、南砺市に於いて平成 29 年度北信越高等学
校総合体育大会が開催されました。
本県からは男子が創造学園・岡谷工業・松本県ケ丘・長野工業、女子は都市大塩尻・東海大諏訪・松
商学園・長野日大の計８チームが長野県大会を勝ち抜いて出場しました。
今大会では、男子の創造学園が５年連続７回目の優勝を飾りました。1 回戦より安定したレシーブと
セッター：堀の安定したトスワークから繰り出すコンビバレーが冴え、全てストレート勝ちでの優勝で
した。
しかし、女子を含め、創造学園以外は全て初日で姿を消すという悔しい結果となりました。これから
控える国体や春の高校バレーに向けて、各チーム更なる強化が必要だと痛感しています。

平成 29 年度 国民体育大会（成年の部）男女長野県予選会

男子はＶＣ長野が３連覇 女子も長野大学が連覇を果たす
【佐久平協会審判委員長

宮澤智昭・競技委員長

野口清二】

６月 18 日（日）、第 72 回国民体育大会（成年の部）男女長野県予選会が小諸市総合体育館において開
催されました。
男子決勝は、昨年に引き続きＶリーグ参戦チー
ムの VC 長野トライデンツと長野☆GaRons の顔合
わせとなりました。
第１セット、序盤はトライデンツペース。小林
のスパイクやセンターラインの攻撃で得点を重
ね 14－9 とリード。その後ガロンズも、セッタ
ー：春日のサーブで３点差まで追い上げるも、終
盤はトライデンツが小林・峯村のスパイクで押し
切り、25－21 で第１セットを先取しました。
第２セットも序盤は、峯村・矢澤がサーブで崩
してトライデンツが 6－2 とリード。中盤、ガロ
ンズも松橋・清水のスパイクで 13－12 と１点差まで追い上げましたが、終盤はトライデンツがエース：
栗木の活躍で粘るガロンズを振り切って 25－19 でこのセットも連取。セットカウント２－０で VC 長野
トライデンツが３年連続５回目の優勝を果たしました。

一方女子決勝も、昨年と同様の２チーム、長野大学とセイコーエプソンの対戦となりました。
第１セットは中盤まで一進一退の攻防が
続き、17－12 で長野大学がリードしました
が、終盤、エプソンが 19－19 に追いつくと
いう接戦となりました。20－20 となり、エプ
ソンが長身の２番：小宮山選手を投入してブ
ロック・攻撃面で厚みをかけましたが、長野
大学がこれを凌ぎ、サイド攻撃が効いて 25
－21 で第１セットを先取しました。
第２セットも、中盤までは一進一退の攻防
が続く接戦となりましたが、16－16 から長
野大学のサイド攻撃やピンチサーバー：古俣
選手のサービスエースが効いて、23－19 と引き離しに成功。するとエプソンは、第１セットと同様に小
宮山選手を投入。厚みを増したブロックで追い上げを見せましたが、最後は長野大学のサイド攻撃がブ
ロックアウトを誘って 25－23。ストレートで長野大学バレーボール部が２年連続３回目の優勝を果たし
ました。

平成 29 年度第 72 回国民体育大会ビーチバレーボール競技長野県予選会

女子は伊藤・吉岡ペアが優勝 男子は参加１チームで試合なし
【上伊那協会理事長

城田孝夫】

平成 29 年度第 72 回国民体育大会ビーチバレーボール競技長野県予選会が６月４日 (日)、駒ケ根市
森と水のアウトドア体験広場ビーチバレー専用コートにて開催されました。今年度より国体正式種目と
なり、熱戦が期待されましたが、残念ながら参加チームが男子１、女子２チームで、女子の決勝１試合
のみとなりました。来年度以降は、多くのチームの参加を期待します。
さて、その女子決勝は、三島・横田ペア対伊藤・吉岡
ペアの対戦となりました。 １セット目序盤は、点の取
り合いで点差のつかないシーソーゲーム。連続得点が
あっても２～３点でしたが、徐々に伊藤・吉岡ペアが
サーブやアタックで有利な展開に持ち込み、21－16 で
第１セットを先取しました。
２セット目に入ると、２－２から伊藤・吉岡ペアが５
連続得点をするなど、中盤で１１－４とリードを奪っ
て有利に試合を進め、疲れの見えてきた三島・横田ペ
アを圧倒しました。三島・横田ペアも４－１４の劣勢
から意地の６連続得点で追い上げをしましたが、最後
は、伊藤の好サーブやアタック、吉岡の好レシーブと
トスが上回り、21－12 で伊藤・吉岡ペアが見事優勝を果たしました。
優勝した女子の伊藤・吉岡ペア、そして試合はありませんでしたが男子の三島・平林ペアは、来る７
月８日(土)～９日(日)、石川県小浜市で開催される第 38 回北信越国民体育大会に出場し、本国体出場を
目指します。
両ペアのご健闘を期待します。

平成 29 年度 長野県高等学校総合体育大会バレーボール競技大会

男子は創造学園が５連覇 女子は都市大塩尻が６連覇を果たす
【県高体連専門委員

中澤健祥】

長野県高等学校総合体育大会バレーボール競技大会が、佐久市総合体育館を中心に１日目は１回戦と
２回戦、２日目に準々決勝・準決勝、３日目には決勝と３位決定戦という日程で、６月３日（土）から
５日（月）にかけて行われました。
男子は、シード校の創造学園高校、岡谷工業高校、長野工業高校が、そしてノーシードから松本県ケ
丘高校が健闘を見せてベスト４に勝ち上がりました。
準決勝戦では創造学園高校（以下「創造」）が松本県ケ丘高校を、岡谷工業高校（以下「岡工」）が長
野工業高校をそれぞれ退け、決勝戦は創造と岡工という５年連続で同じ対戦になりました。
第１セット序盤は、好レシーブからクイ
ックを中心とした早い展開のコンビなど、
両者持ち味を出して一進一退の攻防が続
きました。給水タイム後、岡工に連続ミス
が出て 16－12 で 1 回目のタイムアウト。
中盤以降、岡工も粘りを見せてサイドアウ
トを繰り返しましたが、創造も堅実な守備
から確実に得点し、中盤での点差が詰まら
ず 25－19 で創造が先取しました。
続く第 2 セット序盤、岡工が好レシーブから得点を重ね、ゲームを優位に進めました。中盤に創造は
スパイクサーブで相手を崩して５連続得点。13－９でリードしましたが、岡工もピンチサーバーの活躍
で 19－16 と点差を詰めて終盤を迎えました。確実なレシーブからクイックやスパイクに展開する岡工
に対し、高さのあるブロックと多彩なコンビで確実に加点する創造。お互い粘りを見せて好ラリーが続
き、手に汗を握る展開でしたが、最後は高さに勝る創造が得点を重ねて 25―22 で勝利。５年連続７回目
の優勝を達成しました。
女子はベスト４に東京都市大学塩尻高校（以下「都市大塩尻」）・長野日本大学高校・松商学園高校・
東海大学付属諏訪高校（以下「東海大諏訪」）のシード校が順当に勝ち上がりました。
準決勝戦は中信大会で松商学園高校に敗れて２位での出場ながら都市大塩尻が長野日本大学高校を、
又１月に行われた県新人大会で６年ぶりの優勝を遂げた東海大諏訪が松商学園高校をそれぞれ退けて、
決勝戦は新人大会と同一カードとなりました。
都市大塩尻は第１セット開始、レセプションか
ら切れの良いスパイクが決まるとサービスエー
スなどで３連続得点し、序盤の主導権を握ってゲ
ームを優位に進めました。後半になると、ミスの
出始めた都市大塩尻に対し、東海大諏訪がスパイ
クポイントなどで粘りを見せて、20－20 と同点
に並びました。その後１点ずつ点の取り合いとな
りますが、都市大塩尻はライトスパイクで 23 点
目を奪うと勢いに乗り、最後はブロックポイント
で第 1 セットを先取しました。
第２セットは東海大諏訪がサービスエースに加え、クイックやブロード攻撃など持ち味を発揮して 13
－11 とリードしました。ところが給水タイム後にミスが続き、13－14 と逆転を許して最初のタイムアウ

ト。その後、再び同点に追いつきますが、都市大塩尻はブロックや速い両サイドのスパイクなどで得点
を重ね、25－21 と押し切って２セットを連取し、６年連続６回目の優勝を飾りました。
男子優勝校は山形県、女子優勝校は宮城県で行われます全国高等学校総合体育大会への出場権を得ま
した。又、男女各上位４チームが、６月 16 日（金）～18 日（日）に富山県で行われます北信越大会へ
の出場権を得ました。
各チームの健闘をお祈り致します。

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を開催
【ソフト連盟理事長

中山芳一】

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が、６月１１日(日)に須坂市北部体育館
で開催されました。今回は、シルバーの部・レディースの部・ねんりんピックの部の三種別での開
催でした。シルバーの部には１４チーム、レディースの部には６チーム、ねんりんピックの部には
７チームの合わせて２７チーム、計１６０名の参加での開催となりました。
●シルバーの部は１４チームを４ブロッ
クに分け予選を行いブロックの上位から

●レディースの部は６チームの総当たり

６チームが抽選による決勝トーナメント

でＬＯＯＫが全勝で優勝し全国大会出場

で芳川が青らいでんを２：１で下し全国

となりました。全国大会は１１月１７日

大会の出場権を取りました。全国大会

～１９日茨城県日立市で開催されます。

は、１０月７日～９日まで埼玉県さいた
ま市で開催されます。
シルバーの部優勝

レディースの部優勝ＬＯＯＫ（松本市）

芳川（松本市）

ねんりんピックの部優勝リバティーズ(安曇野市)

●ねんりんピックの部は７チームを２ブ
ロックに分けＡブロックから２チームＢ
ブロックから１チームの３チームによる
決勝リーグ戦でリバティーズが優勝し、
９月９日～１１日まで秋田県大館市で開
催される全国大会に出場します。

各種別の成績は、長野県バレーボール協会のホームページのニュースをご覧下さい。

日本スポーツマスターズ 2017 第 17 回長野県予選会

男子は大町 14 年ぶりの優勝、女子は松本ルミナス 5 連覇
【中高飯水協会総務委員長：佐藤克之】
平成 29 年 6 月 25 日（日）に日本マスターズ 2017 第 17 回長野県予選会が飯山市戸狩農林漁業体験学
習（トピアホール）にて開催されました。男子は４チーム、女子は３チームの参加で、熱戦を繰り広げ
ました。
男子決勝戦は、昨年の覇者 OKAYA．を破
って勝ち上がった長野教員チームと、昨年
の雪辱を晴らすべく勝ち上がった大町との
顔合わせとなりました。第１セット、序盤
からリズムつかんだのが大町。エース：宮
坂、ライト：中島の攻撃が冴えてじりじり
とリードを広げ、21－10 とすんなり取りま
した。第２セット序盤は、一進一退のシー
ソーゲームになりましたが、疲労の色が見
え始めた教員チームは徐々にリードを許す
展開に・・・。若さとパワーで勝る大町がセンター陣の活躍もあり危なげなく 21－12 で連取。見事、
大町は１４年ぶりとなる優勝を手にしました。
一方、女子はリーグ戦で１勝ずつした、松本ルミ
ナスと、いいやまの顔合わせが第 3 試合目となり、
事実上の決勝戦となりました。第１セット序盤はシ
ーソーゲームの展開でしたが、松本ルミナスのエー
ス：小澤のスパイクが要所を締め、じりじりとリー
ドを広げて 21－13 とすんなりルミナスが取りまし
た。第２セットもルミナスの流れは変わらずこのま
ま押し切るかと思われましたが、終盤、地元の意地
を見せるいいやまが 18－20 まで追い上げました。
しかし、地力に勝る松本ルミナスが最後、エースの
スパイククで締めくくり、見事５年連続の優勝を手
にしました。
優勝した男女２チームは本年神戸市で行われる全国大会に出場します。健闘をお祈り致します。

平成 29 年度公益財団法人長野県体育協会定時評議員会が開催される
【専務理事

竹淵光雄】

平成29年度公益財団法人長野県体育協会定時評議員会が、６月26日（月）午後2時30分より長野市の長
野県スポーツ会館２Ｆで開催されました。
任期満了に伴う役員の選任については、理事９名と監事３名が選考委員会より選出されて原案通り可
決。その後の理事会では、理事長に林 泰章氏、専務理事に丸山隆義氏、常務理事に内山充栄氏、理事に
北村正博、柴満喜夫、武居正憲、野村 尚、原山隆一、古澤栄一の各氏が、監事には角澤本広、野本博之、
中村 守の各氏がそれぞれ選任されました。
又、評議員の平林正光氏、堀内 昭氏２名の辞任に伴う新たな評議員として、原 雅幸氏、松田正巳氏
が選任されました。

平成 29 年度 長野県バレーボール 指導者育成事業

Nagano Volleyball Progress Plan 2017 概要
【強化委員

唐沢浩一】

去る６月 10 日（土）・11 日（日）、県協会の理事会・評議員会・加盟団体代表委員総会に於き
まして、下記の通り、強化委員会の事業として今年度の長野県バレーボール指導者育成事業が承認
されました。
本事業は、県内バレーボール指導者の資質向上を目指すと同時に、指導者間の交流を図り、併せ
て競技力の向上を狙うものです。
参加資格は問いませんので、どなたでも受講出来ます。又、受講料も不要です。一部未定の部分
も御座いますが、もし受講希望が御座いましたなら、下記の担当者にお申し込み下さい。
《 北信地区の方 》石坂

優子（飯綱中学校）学校℡ 026－253－2244

《 東信地区の方 》羽入田拓磨（臼田中学校）学校℡ 0267－82－2139
《 中信地区の方 》濱 邉

平（筑摩野中学校）学校℡ 0263－58－2071

《 南信地区の方 》松 崎

一（辰野中学校）学校℡ 0266－41－0181

★Nagano Volleyball Progress Plan 2017 （平成 29 年度 長野県バレーボール 指導者育成事業）
№

期日（曜日）
場

１

時

間

所

７月29日（土）

講

講
師

（

習
講

内
師

紹

容
介

）

9:00～16:00 小学校バ レー指導 者に学 ぶ （初心者 指導・基 本技能 の 導入から 実践）

長野市立篠ノ井西中学校 小学校バレー トップ指導者（詳細未定）
２

11月23日（祝） 13:00～16:00 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ(筋力ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ Wｱｯﾌﾟ・Cﾀﾞｳﾝ・ｽﾄﾚｯﾁﾝｸﾞ等）

中信地区の中学校(予定)
３

２月10日（土）

北信地区(詳細未定)
４

未
未

定

定
ペップトーク

岩崎由純 氏 アスレティックトレーナー（全米

日体協

公認）

２月24日（土） 10:45～12:00 スポーツ栄養学講座

松本市立梓川中学校

上條治子 氏（株式会社 魚国総本社）

※未定箇所につきましては、開催期日３週間前にははっきりさせる予定です。
尚、この件に関するお問い合わせは下記にお願い致します。
（一財）長野県バレーボール協会強化委員

唐沢浩一（長野県教育委員会）携帯℡090-1615-3085

6月 試 合 結 果


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
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.6.3koko_sotai.pdf



第 72 回国民体育大会（ビーチの部）長野県予選会
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.6.4kokutai_beach.pdf



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
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.6.11soft.pdf



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
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.6.11hokusinetsu6club.pdf



第 53 回北信越高等学校バレーボール選手権大会
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.6.17koko_sotai.pdf



第 72 回国民体育大会（成年の部）長野県予選会
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.6.18kokutai_seinen.pdf



第 17 回スポーツマスターズ 2017 大会長野県予選会
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.6.25masters.pdf

7月 ス ケ ジ ュ ー ル
1.

7/2(日)

2.

〃

3.

〃

4.

7/8(土)～9(日)

天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会長野県ラウンド

(岡谷市 )

第 37 回全日本バレーボール小学生大会県予選会

(東御市 )

全日本ビーチバレージュニア男子
ビーチバレージャパン女子ジュニア大会県予選会

(駒ヶ根市)

第 38 回北信越国民体育大会（ビーチの部）

(福井県 )

第 40 回北信越ママさんバレーボール大会

(新潟県 )
(上田市 )

5.

〃

6.

7/9(日)

第 16 回全国社会人東ブロック男女優勝大会長野県予選会

7.

7/15(土)～16(日)

第 47 回全日本中学校選手権大会長野県予選会

8.

7/15(土)～17(月・祝)

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

(福井県 )

9.

7/21(金)～24(月)

全日本９人制バレーボール実業団男子 女子選手権大会

(埼玉県)

10. 7/27(木)～30(日)

第 37 回全日本 9 人制バレーボールクラブカップ 女子選手権大会

(長野市 )

11. 7/28(金)～8/1(火)

全国高等学校総合体育大会男子バレーボール競技大会

(山形県 )

12.

全国高等学校総合体育大会女子バレーボール競技大会

(宮城県 )

13. 7/29(土)

2017/18Ｖリーグ開催地・チーム合同会議

(東京都 )

14. 7/29(土)～30(日)

第 30 回北信越小学生バレーボール大会

(福井県 )

15. 7/30(日)

第６回全国ソフトバレー・スポレクフェスティバル長野予選会他

〃

(安曇野市)

(富士見町)

