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竹淵専務 ＪＶＡ新評議員に選任される
【県総務委員長

内山政則】

ＪＶＡは 2018 年 4 月 25 日（水）、第 2 回評議員選定委員会を開催し、6 月 13 日（水）に開催予定の
2018 年度定時評議員会終結時より就任する評議員 25 名を下記の通り選任しました。
氏

名

現 職 [元職]
備考
認定 NPO 法人ハート・オブ・ゴールド代表理事
ありもり ゆうこ
1
公益財団法人スペシヤルオリンピツクス日本理事長
新任
有森裕子
女子マラソンメダリスト（バルセロナ五輪・銀、アトランタ五輪・銅）
NPO 法人ソフトボール･ドリーム理事長
うつぎ たえこ
2
世界野球ソフトボール連盟理事、(公財)日本ソフトボール協会副会長 新任
宇津木妙子
(公財)日本スポーツ協会理事
えんどう けんぞう 宮城県バレーボール協会理事長
3
新任
遠藤健三
JVA 審判規則委員会レフェリーインストラクター
えんどう としろう
4
山梨学院大学スポーツ科学部教授･学部長
重任
遠藤俊郎
かきぎ あきら
桃山学院教育大学教授
5
新任
柿木章
大阪府バレーボール協会理事長､JVA 審判規則委員会特別委員
かみの かずゆき 愛媛県立伊予農業高等学校教諭
6
新任
神野和幸
愛媛県バレーボール協会理事長､四国バレーボール連盟理事長
かわせ あきお
7
株式会社シニアスマイル代表取締役
新任
川瀬昭男
きくま ゆきの
弁護士法人松尾綜合法律事務所弁護士
8
新任
菊間千乃
[㈱フジテレビジョンアナウンス職]
(公財)東京都バレーボール協会代表理事常務理事
きだか ゆずる
9
東京都クラブバレーボール連盟理事長
重任
木高 譲
日本クラブバレーボール連盟副理事長
くろだ けんじ
株式会社朝日サービススーパーバイザー
10
新任
黒田謙二
JVA 国内競技委員会･ブロツク競技委員長(北海道)
しもむら えいじ (―財)広島県バレーボール協会専務理事
11
重任
下村英士
中国バレーボール連盟理事長、ロサンゼルス五輪出場
すぎやま あけみ 株式会社クリスタル･SUGIYAMA AKEMI 代表取締役社長
12
重任
杉山明美
法政大学非常勤講師､ソウル五輪出場

氏

名

現 職 [元職]

備考

13

すぎやま ふさこ 一般社団法人次世代 SMILE 協会代表理事
杉山芙沙子
株式会社ベリィ･ボタン代表取締役社長

新任

14

たけぶち みつお
(―財)長野県バレーボール協会専務理事
竹淵光雄

新任

たむら えちこ
15
田村悦智子

2020 年東京オリンピツク･パラリンピツク館山市推進本部長
2020 年東京オリンピツク･パラリンピツク CHIBA 推進会議委員
モントリオール五輪金メダリスト

重任

16

なかじま しげる
中島経営法律事務所代表弁護士
中島茂

重任

17

にし あきひろ
西明宏

新任

18

ひらの ゆういち 法政大学スポーツ健康学部･教授
平野裕(一財)全日本野球協会評議員、(公財)全日本ボウリング協会評議員

新任

19

ほった としこ
堀田利子

株式会社ルネサンス取締役副社長執行役員

新任

20

みつや ゆうこ
三屋裕子

株式会社サイフア顧問、（公財）日本バスケツトボール協会会長
ロサンゼルス五輪銅メダリスト

重任

21

むらせ としふみ 東海バレーボール連盟理事長
村瀬登使文
岐阜県バレーボール協会副会長

新任

22

やまぎし えいいち
千葉県バレーボール協会理事長
山岸英-

重任

23

やまだ みちと
山田道人

重任

24

やまのかわ こうじ クラリオン株式会社取締役
山ﾉ川孝二
(―社)日本バレーボールリーグ機構監事

新任

25

やまもと あきお 大阪府立大学名誉教授
山本章雄
全日本大学バレーボール連盟副会長

重任

大分市立滝尾中学校教諭
大分県バレーボール協会理事長

東京都職員
日本小学生バレーボール連盟理事長

今回の評議員選任は、北信越バレーボール連盟の推薦を受けての選任となりました。新評議員は、名
実共にＪＶＡの今後についての意見を幅広い見識と実績から示して頂ける方々です。北信越バレーボー
ル連盟並びに（一財）長野県バレーボール協会から長い歴史の中で初めての選任であり、大変な名誉と
喜びであります。
御案内の通り、評議員の権限は大きく、事業内容から理事の人事まで力が及びます。県協会や北信越
連盟、そして日本協会と益々業務多忙となりますが、健康に配慮しつつ、活躍頂きますよう御期待申し
上げます。

第 73 回国民体育大会 ビーチバレーボール競技長野県予選会

男子は三島・平林ペア 女子は三島・伊藤ペアが北信越予選大会への出場を決める
【県ビーチバレーボール連盟副理事長

小澤光良】

第 73 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５月 27 日（日）、初夏の若葉が生い茂
り、涼やかな風が吹く清々しい天候の中、駒ヶ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。
女子は、2013 年東京国体出場以来５年振りに組む三島和子・伊藤華乃ペアと、高校在学中からビーチ
バレー競技を始め、昨年来ペアを組む横田愛・吉岡
真苗ペアの２チームのエントリーがあり、経験豊富
なベテランと 21 歳の若さ溢れる若手との対戦とな
りました。
第１セットは、相手の動きの逆を突く冷静な攻撃
を繰り広げる三島・伊藤ペアに対し、強気なサーブ
で相手の体制を崩して攻撃に繋げる横田・吉岡ペア
の一進一退の試合展開となりましたが、21―17 で三
島・伊藤ペアが競り勝つと、続く第２セットでは疲
れの見え始めた横田・吉岡ペアを安定したコンビネ
ーションで三島・伊藤ペアが圧倒し、21－５と連取
して北信越予選大会への出場を決めました。
一方の男子は、ベテランの三島英徳と塩尻市出身・岡谷工業高等学校卒業でふるさと選手登録となる
平林康裕から成るペアの１チームしか本大会へのエントリーがなく、北信越予選大会へ出場となりまし
た。
この男女両チームは、７月７・８日に新潟県上越市で行われる北信越予選会へと進み、男子は４チー
ム中１位、女子は４チーム中２位までに与えられる福 井国体出場権を目指します。国体におけるビーチ
バレーボール競技・成年の部が最後となる福井国体。有終の美を飾り、これから続く少年の部の道標と
なることを期待しつつ両チームの御健闘をお祈り致します。
第 68 回中部日本６人制総合男女選手権大会 長野県予選会（一般の部）

男子は長野スピリッツ松本が 女子はルートインホテルズが共に初優勝を果たす！
【須高協会々長

松本信治】

５月６日（日）、須坂市に於いて第 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
会が開催されました。
男子は、長野スピリッツ松本（以下「長野スピリッツ」）と飯山市体協（以下「飯山」）との決勝戦と
なりました。
第１セット序盤は点の取り合いとなっ
て中盤まで進み、17 点過ぎに少し点差が
開き始めた直後、鮮やかなブロックを決
め た 飯 山 が そ の ま ま 波 に 乗 っ て 25－ 20
で押し切りました。
第２セットも一進一退の点の取り合い
になりましたが、中盤から長野スピリッ
ツが点差を広げ、10 点差をつけてセット
を奪い返しました。
第３セットに入り、両チーム共疲れが
見える中、互いに得点し合って一時は飯

山がリードしましたが、４点差からブロックポイントなどで 21－21 と粘り強く追い付いて戦い抜いた
長野スピリッツが勝利しました。
一方、女子はルートインホテルズ（以下「ル
ートイン」）とセイコーエプソン（以下「エプ
ソン」）との決勝戦になりました。
第１セット序盤、ルートインは町田の好ブ
ロックなどで６－０とリード。エプソンのタ
イムアウト後もその点差のまま中盤まで進み、
ルートイン：西堀のトスワークが冴えて 16－
９の７点差となったところでエプソンが２回
目のタイム。しかし流れは変わらず、ルートイ
ンがセットを取りました。
第２セットに入ると序盤、エプソンが攻撃に変化をつけて３点をリードしましたが、８－８と同点に
なった後は互いにミスが目立ち、点差は大きく開かなかったものの、25－21 でルートインが押し切って
勝利しました。
男女両チーム共これが初優勝となりました。
平成 30 年度 第 71 回全日本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

初の木曽地域での開催は松本市役所が４連覇を達成！
【塩尻木曽協会理事長

村上公彦】

標記大会が５月 13 日（日）、木曽郡上松町社会体育館で開催されました。出場チームが松本市役所、
上田市役所、日信工業、オルガン針の４チームと少なく、少々寂しい感も否めませんでしたが、初の木
曽地域での開催ということもあり、上松町の町長様や教育長様が観戦する中、随所に９人制の醍醐味を
感じさせられるプレーが多々見られました。
決勝は昨年度同様、松本市役所とオルガン針との間で行われました。
第１セットは、松本市役所が忠地のサービスエースから始まって好調なスタートを 切りました。更に
序盤や中盤、終盤のポイントとなるところで、レフトから中村徹や工藤の速攻等によって連続得点を重
ね、21－12 で取りました。
第２セットに入って、オルガン針もセンターエース：山田にボールを集め て反撃しましたが、松本市
役所は板花の４連続サービスエース等によって相手を圧倒。21－７でオルガン針を退け、総合力で勝る
松本市役所が４年連続の勝利を挙げました。
松本市役所の全国大会での活躍を祈念致します。尚、試合結果は以下の通りです。
《 １位…松本市役所

２位…オルガン針

【白熱の攻防】

３位…日信工業／ＶＮＢＪ

４位…上田市役所 》

【優勝した松本市役所】

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

男子は笑話が 女子は長野スピリッツ松本が共に連覇を果たす！
【大会競技委員長

関島宏至】

全日本 6 人制クラブカップ男子女子選手権大会の長野県予選が５月 20 日（日）、飯田市鼎体育館他で
男子 8 チーム，女子 2 チームの参加で行われました。
男子の決勝は，準決勝で長野スピリッツ
松本に勝利した笑話と、長野県教員バレー
ボールクラブに勝利したケンタカムカムの
地元勢対決になりました。
第 1 セットは、笑話の松島とケンタカム
カムの村野の打ち合いとなりましたが、終
始リードした笑話が粘るケンタカムカムを
振り切り、25－22 で先取しました。
第 2 セット、最初はケンタカムカムがリ
ードして一進一退の展開の中，終盤に笑話
が逆転してデュースからマッチポイントを
握るも、ケンタカムカムが 3 連続ポイント
し、26－24 でこのセットを取り返しました。
勝負の第３セットも、ケンタカムカムがスタートダッシュに成功し、16－9 とリードしました。しか
し、ここからエンジンのかかった笑話が 7 連続ポイントで同点とし、その後も粘るケンタカムカムを引
き離して 25－22 で勝利。連覇を果たしました。
一方の女子は、長野スピリッツ松本（以下「スピリ
ッツ」）と上伊那選抜の唯一の試合が決勝戦となりま
した。
立ち上がりか らスピリ ッツがサーブ で主導権 を握
り、難なく第 1 セットを先取しました。
第 2 セットは競る展開になりましたが、丁寧なバ
レーを心掛けたスピリッツが粘る上伊那選抜を 25－
23 で退け、こちらも連覇を果たしました。
この男女両チ ームの全 国大会での活 躍をお祈 り致
します。
尚、今大会の開催に際しまして、上伊那協会並びに
諏訪湖周辺協会 から審 判を派遣して頂 き、 ス ムーズ
な大会運営がで きまし たことに関しま して厚 く御礼
申し上げます。

平成 30 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

男子は２年振り 女子は３連覇で共に大町クラブが優勝！
【うえだ協会理事長

青木髙志】

平成 30 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 27（ 日）、
上田城跡公園体育館に於いて男子５チーム、女子４チームの参加で開催されました。
男子決勝戦は、昨年の覇者ＯＫＡＹＡと大
町クラブ（以下「大町」）の間で熱戦が繰り広
げられました。
第１セットは 16－16 と互角のゲーム展開
でしたが、大町の宮澤が要所々々でポイント
を重ね、終盤に抜け出した大町が 21－19 で
先取しました。
第２セットは、中盤 13－12 と１点リード
し た 大 町 が相 手 の ミ ス に も 助 け られ て 21－
17 で制し、昨年の雪辱を果たすと同時に、２
年振り５度目の優勝を飾りました。
〔男子大町クラブ監督談〕
ＯＫＡＹＡのファーストサーブが入らなかったので助かったことと、大崩れしなかったことが勝因か
と思う。全国大会には、もっとたくさん練習をして臨みたい。
一方の女子は、昨年度覇者の大町クラブ（以下「大
町」）と、力をつけてきた ThRough の間で決勝戦が
行われました。
第１セットは 19－18 と終盤までもつれた一進一
退のゲーム展開でしたが、サーブが良かった
ThRough が 21－19 で先取しました。
第２セットは、ミスが多く自滅していった
ThRough に対し、序盤から５－０とリードした大町
が 21－11 で制しました。
ファイナルの第３セットは、13－13 から大町が
三澤のサーブポイントと攻撃で 21－17 と ThRough
を突き放し、見事３連覇に輝きました。
〔女子大町クラブ監督談〕
新人のセッターには、ゲームの組立て、得点源へのこだわりなど課題が多い。同じく新人のレフトに
は、同じコースばかりでなく、９人制らしい打ちわけを覚えて貰い たい。全国大会に向けては、新人が
いるのでゲームを通じてレベルアップを図って行きたいと思う。
尚、全国大会は、下記の日程・場所で開催されます。大町クラブの健闘をお祈り致します。
・男子････平成 30 年７月 26 日（木）～29 日（日）

山口県山口市

・女子････平成 30 年８月 10 日（金）～13 日（月）

福岡県久留米市

長野県ソフトバレーボール連盟創立３０周年記念大会

長野県ソフトバレーボール交流会を開催しました
【県ソフト連盟理事長

中山芳一】

30 年度最初の大会が５月３日（祝）に伊那市民体育館において開催されました。
この大会は、毎年開催しているソフトバレーボール交流会に合わせて、長野県ソフトバレーボール
連盟が設立されて 30 周年を迎え、記念の大会に致しました。今年度からＪＶＡ登録制度も変わり、ま
た減少しつつあるチーム登録・個人登録を少しでも増やせればということで、この大会を誰でも参加で
きる大会にしました。種別はフリーの部・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６種別の全 51 チームの参加で県の大会に初めて参加したチームもあり、盛大に
開催することができました。

フリーの部

優勝

スーパーセルＪ

シルバーの部

優勝

五右衛門

ゴールドの部

Ａブロック優勝は

ダイヤモンドの部

優勝

ブロンズの部

ゴールドの部

プラチナの部

ＢＵＧ

Ｂブロック優勝

びんずるＡ・Ｃブロック優勝は

伊那ドリーム

優勝

らいでん

松代クラブでした。

優勝

ふれんどＡ

2017／2018 シーズンⅤ・チャレンジリーグⅠ

ＶＣ長野トライデンツ シーズン報告会開催される
【県総務副委員長

木下久資】

標記報告会が５月20日（土）、伊那市の信州ＩＮＡセミナーハウスに於いて80名の出席者を集めて盛
大に開催されました。県協会からは竹淵専務理事と総務副委員長の木下が、そして地元上伊那協会や飯
伊協会の役員も多数参加致しました。
最初 に ＶＣ 長 野ト ラ イ デン ツ (以 下「 ト ラ
イデ ンツ 」)の保 科 良博 部長 の御 挨 拶に 続 い
て、笹川監督から５位に終わり苦しかったシ
ーズンを振り返っての報告があり、その中で
も熱い応援を頂いたことに感謝の言葉が述
べられました。
来賓の挨拶では、宮下一郎衆議院議員やト
ライデンツの本拠地である南箕輪村の唐木
一直村長からＶ１に参戦することに対して
激励を込めた祝辞を頂いた後、本協会の竹淵
専務理事も「Ｖリーグの中で唯一のクラブチ
ームであるトライデンツ、長野県唯一のＶリ
ーガーとして苦しい戦いもチームワークで乗り切って欲しい」との激励の言葉を述べました。
その後、佐々木祥二県会議員の御発声による乾杯で祝宴に入りま した。
宴の途中では、今季で選手としては一線を退く小林哲也・峯村幸太両名からビデオレターが寄せられ、
サプライズとして峯村選手のビデオレターに合わせて選手全員で日本体育大学恒例のエッサッサが披露
されました。
終盤には選手・スタッフが一人一人ステージ上に呼び上げられて挨拶をしながらの新体制の発表があ
り、2108/19シーズンの新加入の矢貫・大沢・高澤選手の紹介・挨拶がありました。続いて笹川監督から
新たなチームスローガン「自闘」の下に戦い抜く決意表明がなされ、トライデンツの健闘を祈って全員
唱和の万歳で会を締め括りました。

2018 長野☆ＧａＲｏｎｓ感謝祭を開催
【長野ＧａＲｏｎｓ

スタッフ・選手一同】

５月 26 日（土）、須坂市光臨閣にて長野ガロンズ（以下「ガロンズ」）の感謝祭を開催致しました。
ホームゲームで御協力頂きました協会、
行政の皆さん、サポーターの皆さん、スポン
サーの皆さんと共にガロンズ側から感謝の
意を込めて 2017/18 シーズンの結果報告、
2018/19 シ ー ズ ン の 新 体 制 を 報 告 さ せ て 頂
きました。
新規加入選手４名（２名欠席）の紹介と、
選手一人ひとりから決意表明させて頂き、
最後に今年度からキャプテンを務める清水
選手より、新たなステージへの強い気持ち
をお伝えしました。

今回も、コスモス須坂の皆さんが大会さながらの演技で 本イベントを盛り上げて下さり、行政からも
須坂市発の地ビール「アップルエール」の紹介があった後、
「小布施見に（ミニ）マラソン」で全国的に
有名な浅岡牧場の「リンゴで育った信州牛」を浅岡一志選手自ら焼き、皆さんに食して頂きました。多
くの方々と共に、2017 年を振り返り、2018 年へ挑戦する決意を致しました。
素晴らしい方々の思いを胸に、期待に応えるため、また新たな可能性へのチャレンジのためにガロン
ズは進んでいきます。共に未来を創ることが出来るよう、精進致します。御支援を引き続き宜しくお願
い申し上げます。

(公財)長野県体育協会の企業・学校訪問が行われる
【県強化委員長

三溝裕五・強化副委員長

鏡味輝明】

５月中下旬、平成 30 年度公益財団法人長野県体育協会の企業・学校訪問が行われました。
先ず 16 日（水）、午前 10 時 30 分より特別強化
校の松本国際高等学校（前「創造学園高等学校）へ
訪問 し まし た 。学 校側 から は 壬生 義 文名 誉校 長に
出席 を 頂き 、 竹淵 専務 理事 と 強化 委 員長 の立 会い
の下 、 特別 強 化校 の指 定証 と 激励 品 が長 野県 教育
委員会：内山スポーツ課長と長野県体育協会：松沢
競技係長より渡されました。
席上、内山スポーツ課長より、昨年の本国体では
チー ム スポ ー ツの 得点 がゼ ロ であ っ た、 今年 はバ
レー ボ ール 競 技で 得点 獲得 を 期待 し てい ると の要
望が出されました。
壬生監督からは、昨年の失敗は繰り返さず、期待に応えられるよう最大の努力をするとの決意表明が
ありました。
終わりに、新校舎の施設・設備を見学させて頂きました。体育館は 4 階建ての 2 層構造で、アリーナ
は３・４階部分。床材にはフランスにて開発されたタラフレックス素材を使用していて、バレーボール
の公式戦が可能な素晴らしい体育館でした。このコートを足場に、国体で高得点を 取れる選手の輩出を
期待したいと存じます。

又 23 日（水）には、ルートインホテルズ女子バレー部を長野県体育協会の丸山専務理事・松沢競技係
長、本協会の竹淵専務理事・鏡味副強化委員長の４名で訪問しました。
ルートインからは関部長・川口監督・松本コーチ・
西堀主将・勝野プランニングマネージャーの５名で対
応して頂きました。
最初に県体協：丸山専務理事から国民体育大会参加
について、９年後の地元開催予定への準備も始まって
きていることなどを説明して頂きました。
ルートインからは現在のチーム状況や、初めての参
加となる上で選手の参加規則などについての確認が
なされました。
今後長野県のチームとしての前向きな姿勢が感じ
られました。これからの活躍に期待したいと存じます。

平成 29 年度収支決算監査終了
【県総務委員長

内山政則】

平成 29 年度収支決算監査が、５月 16 日（水）午後２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下、総務委員長の内山から
収支決算報告の概要を説明した後、林・鈴木両監事
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。
例年の大会やＶ所属チーム地元開催ゲームに加え、
70 周年記念式典事業の監査もありましたが、昨年の
反省を生かして早く始めたこともあり、５時過ぎに
は終了させることが出来ました。監事のお二人には
本当にお疲れ様でした。
問題点の御指摘はありませんでしたが、昨年同様、
報告書類の形式や受領押印忘れ等、今後の課題とし
て参りたいと存じます。

5月 試 合 結 果
☆ 長野県ソフトバレーボール連盟創立 30 周年記念大会他
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2018siaikeka/30.5.3soft.pdf
☆ 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）
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2018siaikeka/30.5.6tyubunihon_ipan.pdf
☆ 全日本 9 人制実業団男子選手権大会長野県予選会
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2018siaikeka/30.5.13_9jitsu.pdf
☆ 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
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2018siaikeka/30.5.20_6 club.pdf
☆ 第 73 回国民体育大会長野県予選会 （ビーチ）
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2018siaikeka/30.5.27kokutai_beach.pdf
☆ 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
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2018siaikeka/30.5.27_9club.pdf
☆ 第 49 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/2018siaikeka/30.5.27mamasan.pdf

6月 ス ケ ジ ュ ー ル
1.

6/2(土)

正・副会長、専務・常務理事、委員長会議

(松本市 )

2.

6/2(土）～ 4(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

3.

6/3(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

4.

6/5(火)

長野県体育協会第 1 回総務専門委員会

(長野市 )

5.

6/8(金)

第 82 回国民体育大会・第 27 回全国障がい者スポーツ大会準備委員 会

(長野市 )

(長野市 )
(安曇野市)

第 2 回総務企画専門委員会
6.

6/9(土)～10(日) 長野県 バレーボール協会 理事会・評議員会・加盟団体代表委員総会

(辰野町 )

7.

6/13(水)

(東京都 )

8.

6/15(金)～17(日) 第 54 回北信越高等学校バレーボール選手権大会

(松本市 )

9.

6/17(日)

第 73 回国民体育大会（成年の部）長野県予選会

(佐久市 )

10. 6/24(日)

第 18 回スポーツマスターズ 2018 大会長野県予選会

(飯山市 )

11.

第 32 回ビーチバレージャパン県予選会

〃

日本バレーボール協会 臨時評議員会

(駒ヶ根市)

第 29 回全日本ビーチバレー女子選手権大会県予選会
第 17 回全日本ビーチバレージュニア男子選手権大会県予選会
2018 マドンナカップ ビーチバレージャパン女子ジュニア大会県予選会
12. 6/26(火)

長野県体育協会評議員会

(長野市 )

13. 6/29(金)

日本バレーボール協会加盟団体代表委員総会 、功労者表彰式

(東京都 )

14. 6/30(土)

長野県体育協会指導者ミーティング

(松本市 )

