
 

【専務理事 竹淵光雄】 

平成30年度北信越連盟理事長（専務理事）・委員長会議が、４月21日（土）午後３時より「とやま自

由館」で開催されました。  

平成29年度決算、平成30年度競技日程等の協議が終了

した後、この会議の目玉である第39回北信越国体の抽選が

行われました。  

抽選会は、本年が福井県での国体開催のため、開催県の

福井県を除く４県の理事長が初めに抽選順の抽選を行い、

成年男女・少年男女・ビーチ男女の順に抽選を行いました。

本年は、昨年度の本国体出場ゼロの反省のもとに各種別北

信越予選を必ず突破し、第 73 回福井国体に出場して、本

年度の天皇杯得点獲得目標：25 点以上を獲得しましょう。 

 

 

 

 

競技会場   

ビーチバレーボール 7 月 7 日（土）～8 日（日） 新潟県上越市直江津海岸ビーチバレーボール常設コート 

バレーボール 8 月 25 日（土）～26 日（日） 新潟県小千谷市桜町 4915 小千谷市総合体育館 
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北信越連盟理事長（専務理事）・委員長会議が開催されました 
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第 39 回北信越国民体育大会  



 

   

平成 30 年度 第 68 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（高等学校の部） 

【安曇野・東筑協会理事長 白澤 弘】 

平成 29 年度第 17 回長野県高等学校新人戦男女各上位８チームの参加による平成 30 年度第 68 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（高等学校の部）が４月 22 日（日）、安曇野

市穂高総合体育館・安曇野市立穂高東中学校体育館で開催され、白熱した戦いが繰り広げられました。 

 

昨年度まで創造学園高等学校として出場

していた男子の松本国際高等学校は、一回

戦で須坂創成を、準決勝では長野工業をフ

ルセットで破った松商学園を、ウイングス

パイカー：瀧や宮川、ミドルブロッカー：エ

バデタンを中心とした攻撃でいずれもスト

レートで下して決勝に進出しました。 

その相手は、ウイングスパイカーの曽根

と水野の２枚看板で、一回戦：長野商業、準

決勝：長野日大を破った岡谷工業高等学校

でした。 

決勝戦は第１、第２セット共に一進一退でしたが、岡谷工業は前半リードしたものの、後半の大事な

場面でミスが続き、２セットに入るとウイングスパイカー：水野のアクシデントも重なり、25－22・25

－23 で松本国際高校が創造学園時代を含め、長野県予選会としては４年振り４回目の優勝を果たしまし

た。 

 

一方の女子は、ウイングスパイカーの高野・

菊地、ミドルブロッカーの原・西澤という攻撃

陣を擁する東海大学付属諏訪高等学校が、一

回戦で須坂東、準決勝では長野日大を危なげ

なく下して決勝に進出しました。 

方や東京都市大塩尻高等学校は、岡田前監

督より引き継いだ今井監督のもと、ウイング

スパイカー：西原・松山、ミドルブロッカー：

狩野を中心に一回戦で長野商業を下すと、準

決勝では永井前監督より引き継いだ藤森監督

率いる松商学園との新監督同士の対決を制し

て決勝戦に進出しました。 

その決勝は、攻守に優る東海大諏訪が終始安定したプレーを展開。１セット目は 25－15、第２セット

は 25－22 と連取し、２年連続８回目の優勝を果たしました。 

 

尚、この大会の男女優勝チームが、７月 14 日（土）～16 日（月）に愛知県豊橋市にて開催される中

部９県（長野県、新潟県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、静岡県）による本大会

に出場します。両チームのご健闘をお祈り致します。 

 

 

 

 

男子は校名変更の松本国際が優勝 女子は東海大諏訪が連覇  



第 82 回国民体育大会、第 27 回全国障碍者スポーツ大会長野県準備委員会 

【専務理事 竹淵光雄】 

4 月 19 日（木）、午後 3 時よりスカイパーク体育館会議室に於いて表記会議が開催されました。 

昨年 7 月 18 日、（公財）日本体育協会より第 82 回国民体育大会長野県開催の内々定を頂き、12 月に

準備委員会が設立されて、いよいよ開催に向けて準備の段階に入ってきました。 

今回は大会概要、競技会場の選定、希望調査の実施、競技会役員の基礎調査の実施について説明があ

りました。今後各委員会に調査を依頼し、開催に向けて準備に入りたいと思いますので、国体成功に向

けてご協力を頂きたいと思います。 

 

【専務理事 竹淵光雄】 

今年度の公益財団法人長野県体育協会加盟団体代表者会議が、４月26日（木）午後3時より長野市のホ

テル国際21で開催されました。  

 

平成30年度の基本方針として････  

「公益財団法人長野県体育協会は、本県スポーツの統括団体としてスポーツの果たす社会的役割の重要

性を認識し、加盟団体と協力しながら本県スポーツの振興と県民の体力向上に寄与することを目的とす

る。」  

 

重点目標として････ 

・「第73回国民体育大会で天皇杯・皇后杯共に15位以内を目指す。」 

・「第74回国民体育大会冬季大会で男女総合・女子総合1位獲得。」 

・「ＳＷＡＮプロジェクト事業の推進し、前年度以上の入賞者を輩出すること。」 

・「賛助会員の更なる獲得。」 

 

以上の4つの目標のもと、国民体育大会への参加支援、競技力向上事業の推進、競技者育成事業推進、

競技者等のサポート、長野県スポーツ少年団の育成、スポーツ普及・交流事業の推進、総合型地域スポ

ーツクラブの育成支援、スポーツに関する情報提供、スポーツ振興功績者の表彰、賛助会員の確保、ス

ポーツを通じた国際交流、関連事業への協力等の事業説明がなされました。  

 

第82回国民体育大会・第27回全国障害者スポー

ツ大会開催に向けて、全ての県民の元気と力を結

集して、夢、勇気、感動などスポーツの持つ限りな

い力と、本県の多彩な魅力を発信する大会として、

簡素化・効率化を図る一方で、「する」「みる」「さ

さえる」など参加できる「元気な長野県づくり」の

実現を目指す基本方針が示されました。また実施

目標として、スポーツのもとに「長野県を元気にす

る」「振興を支える好循環の創出」「共生社会づく

りを加速させる」「環境づくりを推進する」「長野

県のファンを増やす」の５項目を掲げて、成功に向

け一致団結して成功させることを確認しました。 

 

会議終了後、同ホテルに於いて平成 30 年度スポーツ懇談会が開催され、当協会からは専務理事の竹淵

が参加しました。約 160 余名の盛大な会の席上、本年度冬季国体、スケート競技・スキー競技の優勝報

第２回競技団体説明会が開催されました 

(公財)長野県体育協会加盟団体代表者会議が開催されました 



告の後、男女総合 1 位、女子総合 1 位を獲得した勢いを夏季・秋季にとの林理事長の挨拶に続いて、阿

部知事より激励の言葉があって宴に入りました。 

 

 

【県競技副委員長 吉川 豊】 

 ４月 22 日（日）、安曇野市穂高会館において本年度第 1 回目の競技委員会を開催致しました。 

主な取り扱い事項は、全国競技委員長会議からの伝達でした。その内容は大きく分けて２つで、平成

29 年度国内競技大会の反省と平成 30 年度の事業計画でした。 

平成 29 年度国内競技大会の反省からは、競技会におけるエントリーの問題で実際に起こった事例か

ら対処の方法を学習しました。また、「競技会見直しプロジェクト」についての報告もありました。 

 

 平成 30 年度は、（公財）日本バレーボール協

会の運営方針として「強化」「普及」「連携」「攻

め」の４つのキーワード、更に国内事業本部の

基本方針として「６人制」、「９人制」、「生涯バ

レー」、「ビーチバレー」の４つが挙げられてい

ます。 

 競技要項（通称青本）の内容補足や「危機管

理マニュアル」、「コンプライアンス」の周知に

ついての再確認があり、今年度よりシステム

が変わった「ＪＶＡ－ＭＲＳ」についての確認も行われました。 

 今年度も県内で開催される競技会が目白押しです。Ｖリーグのホームゲームも行われます。皆様方の

ご協力を宜しくお願い致します。 

 

【県審判副委員長 木下智宏】 

 ４月 15 日（日）、セイコーエプソンをお借りして、午前中に審判伝達講習会、午後に審判長会議を開

催致しました。 

 午前中の伝達講習会では、平成 30 年度の６・９

人制ルール説明の後、セイコーエプソンさんにモデ

ルチームをお願いし、受講者の皆さんに実際に審判

をして頂きながら、ルールの取り扱いについて熱心

に確認がなされました。 

 

 講習会終了後、午後の審判長会議では、まず平成

29 年度の総括を行った後、続いて平成 30 年度の各

地区審判講習会や各種大会の派遣審判を確認しま

した。 

本年度も県内各地で各種大会が予定されており

ます。昨年度に引き続きご協力の程、何卒宜しくお

願い致します。 

 

 

 

 

平成 30 年度 第１回競技委員会を開催しました 

平成 30 年度 県内審判伝達講習会 及び 審判長会議を開催しました 



 

【県指導普及委員長 三村公二】 

４月７日（土）、今年度の第１回指導普及委員会を長野市立三陽中学校において開催致しました。 

会議の内容は以下の通りでした。 

①平成30年度の事業計画推進について 

②平成29年度事業報告と会計報告の確定 

③全国指導普及委員会からの伝達 

④委員相互の情報交換 

 

バレーボール指導者育成の推進と研修の充実

が図れるように、指導普及委員としての広報活動

や研修の推進、また若年層バレーボール人口の拡

大に向けた事業として、13地区対抗戦について協

議しました。 

その中で、Ｕ－12の部のあり方や方向性について、委員より多くの意見をいただきました。昨年度の 

大会の反省から、ＪＶＡ競技者拡大プログラムの中のアンダー10キッズ交流大会や中学ビギナー大会等

と関連づけていくことについても話し合われました。更に指導普及委員会としての独自活動として、中

学・高校での部員集めの成功例について、その要因を探るような活動をしていくことも確認しました。 

一方、課題としては、指導者資格の失効があることから、引き続き指導者資格をお持ちの方に研修会

等の広報活動を継続していくことも確認されました。 

指導普及委員会では、今年度も競技人口拡大を目指し、地道な活動を展開することを確認して会議を

終了しました。 

 

 

 

 

1.  5/3(木) 長野県ソフトバレーボール連盟創立 30 周年記念大会他 (伊那市) 

2.  5/6(日) 第 68 回中部日本 6 人制総合男女選手権大会県予選会（一般の部） (須坂市) 

3.  5/10(木) 長野県体育協会 競技力向上専門委員会 (長野市) 

4.  5/12(土) VC 長野トライデンツシーズン報告会 (伊那市) 

5.  5/13(日) 全日本 9 人制実業団男子選手権大会長野県予選会 (上松町) 

6.  5/16(水) 平成 29 年度決算監査 (辰野町) 

7.   〃 長野県体育協会 企業学校訪問 (松本国際高校) (松本市) 

8.  5/17（木）～20（日） 第 49 回春季北信越大学男女バレーボール選手権大会 (新潟県) 

9.  5/20(日) 全日本 6 人制クラブカップ男子女子選手権大会長野県予選会 (飯田市) 

10.  5/27(日) 第 73 回国民体育大会長野県予選会 （ビーチ） (駒ケ根市) 

11.   〃 全日本９人制クラブカップ男子女子選手権大会長野県予選会 (上田市) 

12.   〃 第 49 回全国ママさんバレーボール大会長野県予選会 (箕輪町) 

 

☆ 第 68 回中部日本６人制総合男女選手権大会県予選会(高校の部) 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2018siaikeka/30.4.22tyubunihon_koko.pdf 

4月 試 合 結 果 

 

5月 ス ケ ジ ュ ー ル 

平成 30 年度第 1 回指導普及委員会を開催しました 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2018siaikeka/30.4.22tyubunihon_koko.pdf

