
 

 

 

 

 

 

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 

【ＶＣ長野トライデンツ監督 笹川星哉】 

10 月 14 日（土）・15 日（日）に新潟県上越市で開催された天皇杯皇后杯北信越ブロックラウンドで優

勝することができ、12 月のファイナルラウンドへの出場を決めました！ 

 

チームとしては８月の北信越国体で敗退し、チーム全体でこれから何を強化し、どんなチームにして

いくかを話し合って９月からチーム強化を図ってきました。リーグ開幕前のこの大会をしっかり勝ち切

ることを共通認識とし、トレーニングに励んできました。 

 

当日の試合では強化してきたサーブとブロッ

クが機能する場面も多くて良かったのですが、

点数を取れる所や取らなければいけない場面で

逃すことも多く、自分たちで苦しいゲーム展開

にしてしまうことは改善が必要だと感じました。

それでも失セット０で勝ち切ることができたこ

とは、チームとして１つ自信に繋がる大会とな

りました。 

 

 

 

11 月からはＶ・チャレンジリーグⅠも開幕します。もっともっと強いチームにしていき、ファイナル

ラウンドでは熱い戦いをしていきたいと思います！ そしてリーグ優勝に向け全員で戦っていきたいと

思いますので、今後とも応援のほど宜しくお願いいたします。 
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ＶＣ長野トライデンツが優勝でファイナルラウンド出場を決める！



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  

【県実連理事長：村上里志】 

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が、10 月 21 日（土）・22 日（日）金沢市のい

しかわ総合スポーツセンターで開催されました。台風 21 号の影響による悪天候の中での開催でしたが

熱戦が繰り広げられました。 

 県勢は男子４チーム（松本市役所、日信工業、オルガン針、山洋電気共済会）、女子は２チーム（セ

イコーエプソン、松本市役所）が出場しました。 

男子は今回、セッターなど主力を欠く松本

市役所は当初から苦戦が予想されましたが、

初日のグループ戦から二日目の決勝リーグま

で終始安定した戦いを展開しました。 

松本市役所は強力なサーブで相手を崩し、

多彩な攻撃で加点。また守備陣の固い守りに

も支えられて全試合をストレートで勝利し、

見事７年連続７回目の優勝を果たしました。 

主力を欠く中でも安定した戦いを展開した

松本市役所は、地力がついてきたことを証明。

今後の全日本９人制総合や桜田記念大会（全国実業団選抜）などでも活躍が期待されます。 

 一方女子は、準決勝で松本市役所とセイコーエプソンの県勢が激突。松本市役所はベテランセッター：

小沢を中心に若い力が爆発、エプソンを圧倒して決勝に進出しました。決勝では金沢Ｆの堅い守りを崩

し切れず、逆に金沢に速攻などで加点されて逃げ切りを許す結果となりましたが、待望の若い選手達が

力をつけつつあり、今後に繋がる戦いであったと思います。 

 

 

【県協会総務副委員長 木下久資】 

 10 月 21 日（土）、伊那市の信州ＩＮＡセミナーハウスＥＡＳＴ・ＡＲＥＮＡに於いて、2017/18Ｖ／

チャレンジリーグⅠに向けてのＶＣ長野トライデンツ（以下「ＶＣ長野」）決意表明会が、70 名余りの

参会者を集めて盛大に開催されました。 

 会の冒頭、ＶＣ長野の保科良博部長が開会の御挨拶を述べた後、来賓の南箕輪村：唐木一直村長様か

ら激励の言葉も含めた御祝辞を頂いた後、本協会：江村恵一副会長が天皇杯・皇后杯に向けての激励、

今年度国体の反省に基づく来年度への期待も込めて祝辞を述べました。 

 

松本市役所 男子は７連覇を果たし 女子も準優勝！ 

ＶＣ長野トライデンツ決意表明会が開催される！ 



 宴は、高森町：熊谷元尋町長様の御発声による乾杯でスタート。ＶＣ長野のスタッフ・選手達が各席

に混ざって座ったこともあり、終始和やかな雰囲気に包まれました。 

 宴の途中には新規加入者の紹介、更には選手一同による日本体育大学名物の「エッサッサ」の余興、

選手一人一人をステージ上に呼び込んだ上での一人一言と続き、笹川星哉監督から「負けないチーム

を！」「是非、優勝を！」という決意表明がありました。 

 そして、暫く歓談した後、会の締めとしてＶＣ長野の健闘を祈って万歳をした後、参会者全員で記念

撮影をしてお開きとなりました。ＶＣ長野には是が非でも、昨シリーズの３位を上回る成績を期待した

いと存じます。 

 

 

 

第６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） 

【指導普及委員長 三村 公二】 

10月９日（月）の体育の日、松本市波田体育館を始めとする４会場で第６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）を開催しました。  

この大会も6年目を迎え、今年は男子が11地区15チーム、女子が12地区14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

てからも、バレーボールを続けるようにと願っ

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。  

 

今年はトーナメント戦で行われ、選手全員をコ

ートに立たせたいというスタッフの願いもあり、

試合展開が目まぐるしく変わりながらも、選手が

力を出し切る試合が多くなりました。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。 

結果は男女とも須高が優勝でした。今大会では

初めてのアベック優勝となりました。 

開催地である塩尻木曽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。 

 

 

 

 

 

男女とも須高地区が初めてのアベック優勝を飾る！ 

男子優勝 須高協会 

女子優勝 須高協会 



 

【一般社団法人 VC 長野クリエイトスポーツ代表理事 笹川星哉】 

11 月４日（土）・５日（日）を皮切りに、2017/18 Ｖ・チャレンジリーグⅠがいよいよ開幕します。

今シーズン、この開幕戦の岡谷大会は VC 長野トライデンツのホームゲームです。 

昨年は、昇格して初めてのシーズンで３位という成績を残すことができました。しかし、優勝を狙

える位置に立ってから連敗したということで、悔しい気持ちの方が強く残りました。 

今季は、チームとして「リーグ制覇」を目指してトレーニングに励んでいます。世代交代でメンバ

ーが変わったこともあり、なかなか安定して力を発揮出来ないゲームも多く、北信越国体では２年ぶり

に優勝を逃すなど苦しい展開が続きました。しかし先日、新潟で行われた天皇杯北信越ブロックラウン

ドで優勝することが出来、開幕前に一つ自信が付く結果を出せました。 

開幕まで時間もありませんが、もっと強いチームになるよう昇心していきます。今シーズンも沢山

の応援を宜しくお願い致します！ 

 

 

 

 

 

【 2017/18 Ｖ・チャレンジリーグⅠ岡谷大会のご案内 】 

 

１ 開 催 日   １１月４日（土）、５日（日） 

 

２ 会  場   岡谷市市民総合体育館（スワンドーム） 

 

３ 試合時間   １１/４（土）一般開場 11：00～ 

・対戦カード   第１試合 13：00～ 大同特殊鋼レッドスター vs 警視庁フォートファイターズ 

第２試合 15：00～ VC 長野トライデンツ vs つくばﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｻﾝｶﾞｲｱ 

 

１１/５（日）一般開場 10：00～ 

・対戦カード   第 1 試合 12：00～ つくばﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｻﾝｶﾞｲｱ vs 警視庁フォートファイターズ 

第２試合 14：00～ VC 長野トライデンツ vs 大同特殊鋼レッドスター 

 

４ チケット   １F 自由席（共通）：前売り￥2,500 当日：￥3,000 

券種・料金  ２F 自由席（大人）：前売り￥1,500 当日：￥2,000 

         ２F 自由席（小中生）：前売り￥500 当日：￥1,000 

 

５ チケット   ・VC 長野事務局 TEL 0265-98-6812（平日 9：00～17：00） 

販売場所    ＊クラブ公式ホームページのお申込みフォームからでも予約できます。 

・チケットぴあ 

 

６ そ の 他   ・会場は上履きが必要となります。 

・当日は、移動販売車などのフードコートもありますのでご利用ください。 

 

 

 

2017/18 Ｖ・チャレンジリーグⅠ開幕戦が岡谷からスタート！！ 



 

【長野 GaRonsＧＭ 篠崎 寛】 

 

 初参戦より 2 年目となります。リーグで勝つ試合展開を作ることが今期の課題です。 

 今シーズンに入り、キープレイヤーNo7 清水のサイドからミドルへのコンバート、加入 2 年目 No18 濱

田の成長、セッターNo14 春日の安定感などが、大きな成長となっています 

昨シーズン途中でアキレス腱断裂によりリタイアしたエース No6 浅岡も、1 年間のリハビリを得て徐々

に回復し、今シーズンは中盤から出番がありそうです。 

 北沢が監督兼選手と言う登録で、今シーズンはユニフォームを着ることとなりました。 

 彼の培った経験とスピリットを実際のプレーで伝える事が出来る最後の年となります。 

チャレンジⅡは今シーズン、新たに 2 チームが加わり 10 チーム（東京ヴェルディ、きんでん、近畿クラ

ブ、長野ガロンズ、千葉ゼルバ、兵庫デルフィーノ、奈良 NBK、東京トヨペット、ヴィアティン三重、ヴ

ォレアス北海道）での 2 回戦総当り形式となりましたが、どのチームも強敵であり、一つ一つを大切に

戦う姿を皆さんにお見せ出来ればと思います。 

長野ガロンズ、今シーズンのスローガンは「EVOLUTION（エボーリューション）：進化」です。昨年と同

じ顔ぶれですが一人ひとりの成長をお楽しみ下さい。 

 尚、11 月と２月のホームゲームは下記の通りですので、是非会場にお越し頂き、熱い御支援・御声援

を何卒宜しくお願い致します。 

 

 

 

○11 月須坂大会  会 場：須坂市民体育館 

11 月 25 日（土） 開場時間 12：00 

  第１試合 13：00 東京ヴェルディ vs 千葉ゼルバ 

第 2 試合 15：00 長野ガロンズ vs ヴォレアス北海道 

※第 2 試合開始時間は予定となります 

 

11 月 26 日（日） 開場時間 11：00 

第 1 試合 12：00 東京ヴェルディ vs ヴォレアス北海道 

第 2 試合 14：00 長野ガロンズ vs 千葉ゼルバ 

※第 2 試合開始時間は予定となります 

 

○２月須坂大会  会 場：須坂市民体育館 

 ２月３日（土）  開場時間 12：00 

  第１試合 13：00 東京ヴェルディ vs 近畿クラブスフィーダ 

  第 2 試合 15：00 長野ガロンズ vs ヴォレアス北海道 

※第 2 試合開始時間は予定となります 

 

長野ＧａＲｏｎｓ ２０１７/１８ V チャレンジリーグⅡ参戦 



 ２月４日（日）  開場時間 11：00 

  第 1 試合 12：00 東京ヴェルディ vs ヴォレアス北海道 

  第 2 試合 14：00 長野ガロンズ vs 近畿クラブスフィーダ 

※第 2 試合開始時間は予定となります 

 

※注 意 （１）上履きが必要です。 

     （２）飲食はアリーナ内での食事は出来ませんが、エリアを確保します。 

 

《チケットについて》 

  価 格  大 人 2000 円（当日 2200 円） 

       中高生 1000 円（当日 1200 円） 

       シニア・小学生 500 円（当日 700 円） 

  販 売  チケットぴあ V チケット 

       ㈱信州スポーツプロモーション  TEL:026-405-6569 事務局：渡邉 

       須坂市市役所生涯学習スポーツ課 TEL:026-248-2020 担当 ：藤井 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 第 7 回全国ママさんバレーボール冬季大会県予選会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.10.1mamasan.pdf 

☆ 第 25 回ソフトバレーシルバーフェスティバル 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.9.9_10.7_soft.pdf 

☆ 第 6 回長野県 13 地区対抗 6 人制選手権大会(U14 の部) 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.10.9_13tiku_u14.pdf 

☆ 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 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.10.14tennohai_hokusinetsu.pdf 

☆ コカ・コーラ杯第 35 回長野県小学生大会(東北信・中南信) 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.10.15syogakusei.pdf 

☆ 第 8 回全国ヴィンテージ 8’s 交流会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.10.20vintage8.pdf 

☆ 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 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.10.21hokusinetsu_9jitsu.pdf 

☆ 第 70 回全日本高等学校選手権大会長野県第 1 ラウンド 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.10.22haruko_r1.pdf 

☆ 第 86 回全日本９人制総合女子選手権大会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.10.27_9sogo.pdf 

☆ 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 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.10.28mizuno_hokusinetsu_club.pdf 

☆ さわやか信州 CUP 第 35 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/2017siaikeka/29.10.29sawayaka_syogakusei.pdf 

10月 試 合 結 果 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.10.1mamasan.pdf
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.9.9_10.7_soft.pdf
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.10.9_13tiku_u14.pdf
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.10.14tennohai_hokusinetsu.pdf
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.10.15syogakusei.pdf
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.10.20vintage8.pdf
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.10.21hokusinetsu_9jitsu.pdf
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.10.22haruko_r1.pdf
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.10.27_9sogo.pdf
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.10.28mizuno_hokusinetsu_club.pdf
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2017siaikeka/29.10.29sawayaka_syogakusei.pdf


 

1.  11/4(土)～5(日) 2017/18Ｖ・チャレンジリーグⅠ男子岡谷大会 (岡谷市) 

2.  11/5(日)～ 平成 29 年度スポーツ指導員養成講習会(専門科目) (大町市) 

3.  11/9(木)～12(日) 第 16 回全国社会人 9 人制東ブロック男女優勝大会 (岐阜県) 

4.  11/10(金) (公財)長野県体育協会競技団体ヒアリング (長野市) 

5.  11/10(金)～12(日) 第 6 回全国ソフトバレースポレクフェスティバル (山形県) 

6.  11/11(土)～12(日) 
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大会北信越強化練習会 
(石川県) 

7.  11/12(日) (一財)長野県バレーボール協会創立 70 周年記念式典・祝賀会 (松本市) 

8.  11/17(金)～19(日) 第 19 回全国ソフトバレーレディースフェスティバル (茨城県) 

9.  11/18(土)～19(日) 第 70 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.  11/19(日) 第 38 回長野県ママさんバレーボール連盟諏訪大会 (岡谷市) 

11.  11/23(木・祝) (公財)日本バレーボール協会拡大加盟団体代表委員総会 (東京都) 

12.    〃 
NaganoVolleyballPregressPlan2017 

第 4 回「コンディショニング・筋力トレーニング等」 
(松本市) 

13.  11/24(金)～27(月) 第 87 回全日本 9 人制総合男子選手権大会 (大阪府) 

14.  11/25(土)～26(日) 2017/18Ｖ・チャレンジリーグⅡ男子須坂大会 (須坂市) 

15.    〃 長野県小学生あすなろ地域交流会 (大町市) 

16.  11/29(水) 平成 29 年度前期中間監査 (辰野町) 

 

11月 ス ケ ジ ュ ー ル 


