
 

 

 

 

 

 

 

第８回全国６人制バレーボールリーグ総合男女優勝大会北信越ブロック地域リーグ 

【県実業団連盟理事長 村上里志】 

９月２日(土)～３日(日)、新潟市鳥屋野総合体育館にて第８回全国６人制バレーボールリーグ総合男

女優勝大会北信越ブロック地域リーグが開催され、北信越ブロックの実連・クラブ連・学連の各カテゴ

リーから推薦された男子６チーム、女子７チームが参加して２日間の熱戦が繰り広げられました。 

 

本県からは本大会３連覇を狙う長野大学、セイコー

エプソン（実連）、ルートインホテルズ（実連）の女子

３チームが参加しました。 

結果、来年度国体を控え強化が進む福井クラブに激

戦の末敗れはしたものの、ルートインホテルズが初出

場ながら準優勝を飾りました。また３連覇を狙った長

野大学は、準決勝で惜しくも福井クラブに敗れ、第３位

に終わりましたが、実習等でメンバーが欠ける中でも

よく持ち味を発揮して健闘しました。 
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ルートインホテルズが準優勝！ 長野大学は３連覇成らず！ 

【ルートインホテルズ女子バレー部主将 西堀育実】 

ルートインホテルズの公式戦、第二戦目。決勝戦に駒を進めましたが、相手は前日の予選リーグ

においてフルセットで敗れた福井クラブとの対戦となりました。 

１セット目はチームの持ち味、「拾って繋ぐバレー」ができ、自分たちのペースで試合を進めるこ

とができました。続く２セット目は、１セット目の勝利の勢いもあり 22 点までは試合の流れをつか

んでいましたが、相手にサーブで崩され、逆転でセットを落としてしまいました。最終セット、チ

ーム全員で最後まで粘りましたが、取りきることができず、準優勝に終わりました。 

大会を通じて個々の課題が明確に見えた試合となりました。次の試合で立て直せるように練習に

励んでいきます。 

今回の試合にも、会社の方達の応援団が現地まで来て、声援を送っていただきました。決勝リー

グでは優勝の報告を長野に持って帰れるよう頑張ります。 

 

 



 

第５回 北信越ビーチバレーボール選手権大会 

【県ビーチ連盟理事長 三島英徳】 

9 月 23 日（土）～24 日（日）、標記大会が福井県小浜市で開催されました。 

 

男子は渡邉(東海大諏訪高３年)・三島ペアが出場し

ました。 

渡邉は、今年の 8 月のビーチバレーボールジュニア

選手権(大阪府開催)でベスト８に入り、それ以降も、

東海大諏訪高の宮下監督の御協力を頂き、定期的にビ

ーチバレーの練習を積んで来ました。 

今回の北信越選手権には、他県からも高校生は出場

していましたが、全て予選敗退で、長野のみ決勝トー

ナメントに勝ち進みました(過去に高校生が決勝トー

ナメント上がった実例無し)。 

渡邉はインドアではリベロポジションを務めており、

ビーチでのディフェンス力も、本大会ではトップクラ

スでした。 

決勝戦は新潟県と対戦し、シーソーゲームの展開で 25- 28 で敗退しましたが、内容は優勝に等しいゲ

ーム展開でした。 

渡邉は身長が 170 ㎝と小柄なため、やはりスパイク力の強化、ビーチバレーの大会で決勝戦迄フルに

戦える体作りが今後の課題です。 

三島(50 歳)も老体にムチを打ち、若い選手と一緒に試合出場しながら指導し、来年の北信越国体は必

ず勝ち、本国体出場、上位進出を目指します。 

 

 一方の女子は、ベテランペア「三島・伊藤」と今シーズンに

なってペアを組んだ「横田・吉岡」ペアが出場しました。 

三島・伊藤ペアは、全ての試合において、終始相手にリード

を許すことなく、準決勝では新潟を 28-20、決勝でも富山を 28-

17 で下し、安定したゲーム展開で、男女含めて初優勝しました。 

 しかし、ゲーム終盤には連続失点も見られ、その原因につい

ては、攻撃力不足、後半における体力不足、更にはワンパター

ンな戦術等が考えられます。 

  

 

 

 

今シーズンは、北信越大学選手権で、長野大学の女子が初優勝・

準優勝をしております。若手育成を含め、全体の技術の底上げを

行い、正式種目となった本国体出場を目指します。

女子：三島・伊藤ペアが優勝！ 男子も高校生：渡邉の活躍で準優勝！ 



 

 

平成 29 年度 全日本９人制バレーボール総合男子女子選手権大会長野県予選会  

【大北協会理事長 芳澤光一】 

９月１０日（日）に大町市運動公園総合体育館において標記大会が開催されました。 

男子は昨年より１チーム多い 7 チームが参加しました。準決勝は、今年度全国クラブカップ長野県予

選会並びに全国実業団長野県予選会の決勝と同一カードとなりました。周囲の予想通り両試合共に両者

一歩も譲らないフルセットの戦いとなりましたが、大町クラブ vsＯＫＡＹＡは大町クラブがクラブカッ

プの雪辱を果たし、松本市役所 vs 上田オルガン針は両エースの打ち合いを松本市役所が制し、決勝戦は

今大会 7 連覇を目指す大町クラブ vs 松本市役所という昨年と同一カードになりました。 

 

昨年の決勝戦と同様フルセットにも

つれ込んだこの試合は、エース：宮沢に

ボールを集めて押せ押せの大町クラブ

に対し、松本市役所も粘り強いレシーブ

から要所でライト：赤間が撃ち抜いて対

抗。手に汗握るシーソーゲームとなりま

したが、最後まで集中力を切らさなかっ

た松本市役所に軍配が上がりました。 

 

 

 

一方の女子は、昨年優勝の大町クラブ、準優勝の松

本市役所の両チームが欠場となり、いずれも初優勝を

目指す佐久総合病院とＴｈＲｏｕｇｈとの一騎打ち

となりました。 

代表者会議において女子は長野県から２代表とい

う発表があり、順位決めの試合になりましたが、スピ

ードとパワーに勝った佐久総合病院が初優勝を飾り

ました。 

 

 

なお、男子は１１月２４日（金）～２７日（月）に大阪市で、女子は１０月２７日（金）～３０日（月）

に京都市で行われる全国大会に出場し、それぞれ上位を目指します。出場チームの健闘をお祈り致しま

す。

男子は松本市役所が大町の壁を破り、女子は佐久総合病院が初優勝 



 

平成 29 年度第 16 回ミズノ杯 

【県クラブ連盟理事長 桑原康秀】 

９月３日（日）に大町市運動公園総合体育館において標記大会が開催されました。 

この大会は、本年度に各種目で長野県代表として全国大会（社会人除く）への出場を逃したチームを

出場資格として、北信越ブロック大会への県代表を選出するとともに、県内クラブチーム全体のレベル

アップを目的とした大会です。 

昨年度まで９人制２部としていた男子３５歳以上、女子３０歳以上の部門の名称を全国大会と同じマ

スターズという名称に変更し、女子については年々出場チーム数が減少していることもあって、年齢を

２５歳以上に引き下げましたが、北信越５県で予選出場チームがなかったため、今後の検討課題となり

ました。 

大会には６人制男子８チーム、女子２チーム、９人制男子３チーム、女子４チーム、９人制マスター

ズ男子１チームが参加しました。今年度は北信越大会が１０月２８日（土）、２９日（日）に大町市で開

催されるため、補填枠も含めて６人制男子は上位３チーム、それ以外の部門については予選会に出場し

た全チームが北信越大会に出場できることとなりました。昨年度の北信越大会においては９人制男子２

部以外の成績がふるわなかったため、出場チームには頂点目指して頑張ってもらいたいと思います。 

今大会はクラブ連盟主催ということもあり、地元大北のクラブチームだけでなく、参加チームが自主

的に手伝ってコート準備から片付けまでを行っていただきました。 

北信越大会においても地元長野県のチームとして運営準備に携わっていただき、チームとしては上位

を目指していただくとともに、長野県クラブバレーボール連盟として大会を成功に終わらせたいと思っ

ております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北信越クラブバレーボール優勝大会長野県予選会を開催 

ケンタカムカム 上伊那選抜 

駒ヶ根クラブ 

ThRough 



 

 

                   【ソフト連盟理事長 中山芳一】 

９月 10 日（日）、佐久市総合体育館と佐久市野沢体育センターの二会場において、各地区をそれぞれ

勝ち抜いてきた、フリーの部：１１チーム・ブロンズの部：１２チーム・スポレクの部：１２チーム・

シルバーの部：１３チーム・レディースの部：６チーム、計５４チームがエントリーして、標記大会が

選手と役員合わせて３１０名参加のもとに開催されました。 

フリーの部は、４チームの２ブロックと３チームの１ブロックで予選が行われ、４チームのブロック

からは２チーム、３チームのブロックからは１チームの計５チームによる決勝トーナメントで Labo が

優勝、Raise が準優勝となりました。 

スポレクの部は、３チームの４ブロックで予選が行われ、各ブロックから勝ち上がった１チームによ

る決勝リーグ戦により四天王が優勝、リバティーが準優勝になりました。 

シルバーの部は、４チームの２ブロックと５チームの１ブロックの予選を行い、各ブロックから上位

２チームの６チームによる決勝トーナメントを行った結果、八ヶ岳レンポーズが優勝、青らいでんが準

優勝に決まりました。 

レディースの部は６チームの総当たりで、モアナが優勝、準優勝にはまめ鉄砲が入りました。 

各部のそれぞれ各２チームを北信越総合に推薦致しました。北信越総合フェスティバルは、富山県黒

部市で 10 月 21 日(土)・22 日(日)に開催されます。尚、北信越総合に出場するチームは以下の通りです。 

 

      

フリーの部 優勝 Labo          フリーの部 準優勝 Raise 

 

    

 スポレクの部 優勝 四天王       スポレクの部 準優勝 リバティー 

 

 

第 28回 長野県ソフトバレーボールフェスティバル 

 兼 平成 29 年度 ソフトバレー・北信越総合フェスティバル長野県予選会を開催 



    

 シルバーの部 優勝 八ヶ岳レンポーズ   シルバーの部 準優勝 青らいでん 

    

 レディースの部 優勝 モアナ      レディース 準優勝 まめ鉄砲 

 

★ ブロンズの部の成績及び北信越大会推薦以外のチームの成績は、長野県バレーボール協会のホ

ームページ競技・日程・結果の欄をご覧ください。 

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第 31 回全国都道府県対抗中学バレーボール大会 

【強化委員 木下久資】 

 ９月２日（土）、本年度の長野県中学選抜チームの結団式が行われました。正副団長及び男女監督以下

スタッフ各４名と、夏休み中の数回にわたる予備合宿、そして８月 26～27 日の最終選考会を経て選出さ

れた男女各 12 名の選手が松本市立梓川中学校に集結しました。 

 

 最初に当協会：竹淵光雄専務理事から「４ヶ月後

に笑顔が見られるように」との激励の後、１週間前

の北信越国体での惨敗を受けて「３年後及び将来、

国体で頑張って欲しい」とのエールが送られました。 

 続いて主催者である讀賣新聞社松本支局長：竹田

淳一郎様からは「過去の輝かしい成績を収めた先輩

達に続くように」との激励の言葉を頂戴致しました。

更に、各選手に選抜選手である認定書が授与され、

選手団の紹介の後に、団長の長野県中学校体育連盟

バレーボール専門部牛田佳伸専門委員長が感謝・決

意の言葉を述べました。そして最後に、男子：川﨑 陸
りく

主将（裾花中）、女子：西原桃香主将（裾花中）

が「多くの方々への感謝を胸に頑張りたい」と力強く決意表明を行いました。 

平成 29年度 長野県中学男女選抜チーム結成 



 今年で 31 回を数える全国都道府県対抗

中学バレーボール大会ですが、四半世紀を

越える歴史の中で、女子は優勝：５回、準

優勝：２回、３位：３回という輝かしい成

績を誇っています。一方の男子も優勝：１

回、３位：２回と、女子にはやや見劣りす

るものの、予選グループ戦では一度も敗退

したことがなく、安定した成績を残して来

ています。 

 

 又、この大会は、将来のオリンピック選手発掘を目的にしており、中学生の大会ではありますがネッ

トの高さやボールの大きさは一般の規格に準じており、男子では 180 ㎝以上、女子では 170 ㎝以上の選

手が常時２名以上コート上にいなければならないという特別ルールもあります。更に今年は、リベロ制

度無し及びメンバーチェンジ６回迄という大きなルール変更が成されました。リベロは昨年から廃止さ

れていましたが、昨年度迄は代わりにメンバーチェンジが 12 回可能となっていました。 

 

 男子は 191㌢の山田和時選手（櫻ヶ岡中）、

女子は 178㌢の清水 愛
まな

選手（東御東部中）

を筆頭に、男女共ここ 10 年では平均身長が

トップ３に入る高いチーム構成とはなりま

したが、このルール改正も相俟って、大型チ

ームに有りがちな脆さをどれだけ解消出来

るか、大きな選手とレシーブの良い中型以

下の選手とをどのように組み合わせるかが

鍵になると思われます。 

 

 男女両チームは、12 月 25～28 日の大阪市での大会に向け、県内外の高校等で強化練習会を重ねて参

ります。皆様には絶大なる御支援、御協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

【専務理事 竹淵光雄】 

去る８月２５(金)、第 38 回北信越国民体育大会開始式終了後、福井県三国体育館に於いて、北信越

バレーボール連盟表彰があり、長野県からは常務理事（総務委員長）：内山政則氏、前理事（現小学生

連盟会長）：田子徳明氏のお二人が表彰されました。長年のご尽力に心から感謝申し上げますともに、

今後益々のご活躍をご祈念申し上げます。 

 

【県指導普及委員長 三村公二】 

 9 月 9 日（土）に長野市立篠ノ井西中学校を会場に標記研修会を開催いたしました。この研修会は中

学生のバレーボール活動の現状を把握し、これからの方向を検討するとともに、指導者の資質向上と現

在の諸問題の解決策を考えることを目的にし、（公財）日本バレーボール協会と（公財）日本中学校体育

連盟バレーボール競技部の主催で、22 名の研修参加者を迎えて行われました。 

  

講師に（公益）日本バレーボール協会 JVA ゴールドプラン

副委員長の緒方良氏を迎え、（公財）日本中学校体育連盟

バレーボール競技部の渡辺裕事務局長、（一財）長野県バ

レーボール協会より夏目幸吉副会長にも参加をいただき、

中学生、特にバレーボール初心者への指導のあり方などを

中心に講習が行われました。 

 

講義では、主に初心者への指導法を中心に教えていただ

きました。何よりも基本動作を繰り返し行うことで子ども

たちの技能の向上につなげていくということをお話しく

ださいました。サーブやパスなどの個々の技術を上げてい

くために大切なポイントについての講義では、参加者の質問も交えながら熱心にお話をいただきました。 

また講義の中では、緒方講師の「ぜひ地元の先生方にも講義をしていただきたい」というご希望もあ

り、伊那市立春富中学校の池田真悟先生に自校で実際に行っているウォーミングアップとクーリングダ

ウンの紹介をしていただきました。 

実習では、篠ノ井西中学校男子バレーボール部の部員をモデルチームとして、講義で教えていただい

たことを実際の場面でどのように実践していくか参加者とともに考え合いました。 

 

最後に参加された先生方に修了証が渡され、研修会は

無事に終了いたしました。この研修会は、（公財）日本体

育協会公認スポーツ指導員の更新時の義務研修として行

われました。指導員の資格をお持ちで今回参加されなか

った方は、失効してしまうことがないようにしていただ

きたいと思います。講師の緒方様、渡辺先生、参加され

た先生方、また支えていただいたすべての方々に感謝い

たします。ありがとうございました。 

 

 

お二人の方が北信越バレーボール連盟から表彰されました 

平成 29年度 北信越中学生バレーボール指導者研修会を開催 



ＪＶＡ ゴールドプランプログラム 

【小学生連盟理事長 西澤悦郎】  

 ９月９日（土）・10 日（日）の二日間、ＪＶＡゴールドプランプログラム 全国小学生バレーボール指

導者一次講習会を開催しました。 

 この講習会は「小学生に正しく、楽しいバレーボ

ールを指導するための指導方法について研修し、指

導者の資質の向上を図る」ことを目的として毎年全

国４か所で開催されており、今年度の一ヶ所を長野

県で開催しました。 

 北は北海道から南は九州宮崎県までの 17 都道県、

128 名（男子 112 名女子 16 名）が受講しました。遠

くからありがとうございました。 

 

 

 

一日目は佐久市交流センターで行い、開講式には

長野県バレーボール協会小平副会長に歓迎の挨拶

をいただきました。 

 開講式に引き続き講習会が始まり、４人の講師が

交代で楽しく、時には実技をまじえながら講義を行

い、あっという間の４時間でした。 

 二日目は御代田町立御代田中学校体育館で実技

講習を行いました。 

 佐久支部の小学生チーム（54 名）がモデルになり、

サーブ・スパイク・パス等の基本的な指導の方法を

学びました。 

 

 今までどう指導してよいのか悩んでいたことが解消したような気がします。 

 今回受講した指導者が、ここで学んだことを基に自チームに帰って指導し、選手が笑顔で楽しくバレ

ーボールを行うことを願っています。 

 

 最後に長野県会場の講師をしていただいた先生方は、 

 ○公益財団法人日本バレーボール協会 公認講師 

  日本小学生バレーボール連盟指導普及副委員長  大井欣一 先生 

 ○公益財団法人日本バレーボール協会 公認講師 

  公益財団法人日本体育協会公認バレーボール指導員 

  日本小学生バレーボール連盟指導普及委員    河合孝信 先生 

 ○公益財団法人日本バレーボール協会 公認講師 

  公益財団法人日本体育協会公認バレーボール指導員 

  日本小学生バレーボール連盟指導普及委員    中田重徳 先生 

 ○公益財団法人日本バレーボール協会 公認Ａ級審判員 

  日本小学生バレーボール連盟審判委員会副委員長 小俣和徳 先生 

です。お忙しい中ありがとうございました。 

 

 また、長野県小学生バレーボール連盟佐久支部の皆様をはじめ、関係各位のご協力により講習会が無

事終了いたしました。本当にありがとうございました。 

全国小学生バレーボール指導者一次講習会を開催 



 

 

 

 

1.  10/1（日） 第 7 回全国ママさんバレーボール冬季大会県予選会 (小諸市) 

2.  10/6(金)～9(月・祝) 第 72 回国民体育大会 (愛媛県) 

3.  10/7(土)～9(月・祝) 第 25 回ソフトバレーシルバーフェスティバル (埼玉県) 

4.  10/9 日(月・祝) 第 6 回長野県 13 地区対抗 6 人制選手権大会(U14 の部） (松本市) 

5.  10/14(土)～15(日) 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 (新潟県) 

6.  10/15(日) コカ・コーラ杯第 35 回長野県小学生大会（東北信・中南信） （小諸・松本) 

7.  10/20(金)～22(日) 第 8 回全国ヴィンテージ 8’s 交流会  （静岡県） 

8.  
10/20(金)～22(日) 

10/28(土)～29(日) 
第 65 回秋季北信越大学男女バレーボール選手権大会 （富山県） 

9.  10/21(土)～22(日) 第 9 回北信越実業団 9 人制バレーボール男女選手権大会 (石川県) 

10.     〃 ソフトバレー・北信越総合フェスティバル富山大会 (富山県) 

11.  10/22(日) 第 70 回全日本高等学校選手権大会長野県第 1 ラウンド (松本市) 

12.  10/27(金)～30(月) 第 86 回全日本９人制総合女子選手権大会 (京都府) 

13.  10/28(土)～29(日) ミズノ杯第 16 回北信越クラブバレーボール男女優勝大会 (大町市) 

14.  10/29(日) ソフトバレー北信越ﾌｧﾐﾘｰ・ｷｯｽﾞ＆一般ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ福井大会 (福井県) 

15.   〃 コカ・コーラ杯第 35 回長野県小学生選抜優勝大会 (佐久市) 

 

☆ 第 8 回全国 6 人制バレーボール北信越地域リーグ大会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.9.2chiiki_league.pdf 

 

☆ 第 16 回ミズノ杯北信越クラブ男女優勝大会県予選会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.9.3mizuno_club.pdf 

 

☆ 第 28 回長野県ソフトバレーフェスティバル 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.9.10soft.pdf 

 

☆ 全日本９人制バレーボール総合男子女子選手権大会県予選会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.9.10_9sogo.pdf 

 

☆ 第 17 回スポーツマスターズ 2017 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.9.16masters.pdf 

 

☆ 第 20 回全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.9.23youngclub.pdf 

 

☆ 第 5 回北信越ビーチバレー選手権大会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.9.23beach_hokusinetsu.pdf 

 

9月 試 合 結 果 

10月 ス ケ ジ ュ ー ル 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.9.2chiiki_league.pdf
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.9.3mizuno_club.pdf
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.9.10soft.pdf
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.9.10_9sogo.pdf
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.9.16masters.pdf
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.9.23youngclub.pdf
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.9.23beach_hokusinetsu.pdf

