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第 21 回全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会

Ｕ19 男子で大町スポーツクラブが全国制覇を達成！
【大町スポーツクラブ監督 中島俊昌】
第 21 回全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会が９月 22 日（土）・23 日（日）、大阪府立門真ス
ポーツセンターをメイン会場に大阪府立体育館と２会場にて開催されました。
この大会には、全国より U14 男子が 36、U14 女子：48、U19 女子：11、U19 男子：13 の計 108 チーム
が集まり、長野県からは U14 男子に VC 長野ジュニア、U14 女子：岡谷選抜バレーボールクラブ、U19 女
子：辰野 VBC、U19 男子：大町スポーツクラブが参加しました。
私たち大町スポーツクラブ U19 男子チームは、キャプテンを県ヶ丘高校３年の新井幸也が務め、大町
岳陽高校３年の４名（吉田球道・米原聖高・並木紬・清水雄貴）、美須々ケ丘高校３年の２名（奥原蓮・
小岩井秀也）に㈱デンソーエアークール勤務の松原洸介と大町第一中学３年の清水一翔を加えた計９名
のチームです。
大会１日目の 22 日は、4 チームで構成された A グル
ープの中で予選リーグ戦を行いました。この日は、岐阜
県代表（岐南工業 VC）と熊本県代表（KVC ホエールズ）
をそれぞれ セット カウ ント２－０ のスト レー トで下し、
A グルー プ１位 で大 会 ２日目 の決 勝トー ナメ ントに 進
出しました。
決勝ト ーナ メント は、 予選リ ーグ の各グ ルー プ１ 位
と２位の計８チームによる戦いでした。
１回戦は、C グループ２位で勝ち上がって来た京都府
代表（Warriors）との試合でしたが、一発勝負の決勝ト
ーナメントとなったことで第 1 セット序盤は硬さが見
られましたが、次第に効果的なサーブが決まり出し、相
手からのチャンスボールをセッター：小岩井が上手くアタッカー陣に配球し、セットカウント２－０で
準決勝に進みました。
準決勝は、全国大会常連チームである兵庫県代表（ Kobe phoenix）との対戦でした。このチームは大
学生を中心としたチームでしたが、１回戦同様に効果的なサーブから相手のレシーブを崩し、サイドか
ら着実にポイントを重ねて、セットカウント２－０で目標であった決勝戦に駒を進めました。
決勝戦は、これもまた全国常連チームであり、昨年度準優勝チームの静岡県代表（UNION U-19）との
戦いとなりました。決勝まで勝ち上がったからには、絶対優勝して帰ろうと心一つにして試合に挑みま
した。第 1 セットは一進一退の攻防で中盤まで進みましたが、中盤からはサーブが効果的に働き、エー
ス：奥原にボールを集めて 21－12（１セット：21 点マッチ）で奪取しました。続く第 2 セットは、スタ
ートからレシーブミスが続き、相手チームのリズムでの試合運びとなりました。終盤でリズムを取り戻
しましたが時遅く、セットを奪われて最終第 3 セットに勝負が持ち越される展開となりました。第 3 セ
ットも、相手リードで８点を折り返し、尚も厳しい状況で終盤に突入。12－14 からサーブで崩して 13－
14 と一点差に詰め寄り、更に続く攻撃で相手エースの無理な体勢からのレフトスパイクをブロックした

ものの、本来であればボールアウトでゲームセットのところ、相手エースの足にブロックしたボールが
接触して命拾い。14－14 の同点に追い付きました。３セット目は、この大会の特別ルールでデュース制
なしの 15 点先取制。双方マッチポイントという緊迫した状況の中、更に続くサーブも効果的に働き、相
手エースがまたも無理な体制からスパイク。何とこれがアウトとなり、大逆転によって勝利することが
出来ました。
今回のチームを作るにあたって、効果的なサーブとレシーブ強化を掲げて練習に取り組み、それが随
所で発揮されました。また打点の高さチーム№1 を誇るエース：奥原がポイントゲッターとして活躍。
裏エース：松原も高さは無いものの勝負強さと、チーム最年長としてメンバーからの信頼を背負い、チ
ームを随所でまとめ上げて見事優勝に貢献してくれました。尚、奥原は最優秀選手賞にも選ばれ、個人
でも表彰されました。
この優勝は、頑張った選手は勿論のことではありますが、練習からサポートして頂いた大北協会と大
北地区で活動している男子大町クラブのメンバー、保護者の皆様方のおかげで成しえたものと思ってお
ります。全ての方々に感謝し、優勝報告とさせて頂きます。

第９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

女子：ルートインホテルズ ブリリアント アリーズが初優
【県実業団連盟理事長

村上里志】

９月１日（土）～２日（日）、富山市総合体育館において第９回北信越ブロック地域リーグが開催され
ました。
長野県からは実業団女子のルートインホテルズブリリアントアリーズ（以下「ルートイン」）とセイコ
ーエプソンの２チームが出場しました（男子の参加はなし）。
リー グ戦 の ヤマ 場は 、 前月 に全 日 本実 業団 を 制
した「ルートイン」と、今年度の６人制クラブカッ
プを制し、10 月の地元国体に向け勢いを付けたい
「福井クラブ」との対戦でした。
第１セットから両者互角の展開。24－24 のデュ
ース から 常に 先行 した ルー トイ ンが 、最 後は 平岡
の連続強打で 28－26 と突き放しました。
第２ セッ ト も一 進一 退 の攻 防で し たが 、終 盤 に
ミスを出したルートインは 24－26 でこのセットを
失ってしまいました。
最終の第３セットは、中盤 14－14 から平岡のバ
ックアタック、常田・岸村のブロック等で抜け出して 18－15 としましたが、ここから福井の反撃に遭
い、ついには 21－22 と逆転を許す展開となりました。しかしルートインは、再び平岡の強打・ブロック
等で連続４得点。粘る福井を突き放し、昨年の雪辱を果たすと共に、嬉しい初優勝を飾りました。
本大会は実業団・クラブ・大学の交流を通して、北信越地域のバレーボールの普及・発展に寄与する
ことを目的に創設されましたが、その理念が浸透せず、年々参加チームが減少しています。来年度第 10
回を迎えるに当たり、大会理念を再認識すると共に、チームの推薦方法等を抜本的に見直す時期に来て
いると思っております。

第６回北信越ビーチバレーボール選手権大会

成年女子と少年男女が優勝 成年男子も３位と好成績を収める！
【県ビーチ連盟理事長

三島英徳】

標記大会を９月 23 日（日）、駒ケ根市森とのアウトドア体験広場ビーチバレーボールコートにて開催
しました。本大会より、今後の強化・普及を踏まえ、成年男女、少年男女とに分けて開催しました。
長野県勢は、成年女子と少年男女が優勝、成年男子が３位と各種別にて好成績を収める事が出来まし
た。又、今回は審判についても県内の審判員のみで行い、今後の審判員育成にもつながりました。
まず少年男子ですが、長野県からは東
海大諏訪高校の吉岡・今井ペアが出場。
予選リーグ、決勝トーナメントと危げな
い試合展開で優勝。特に、２人のパス・ト
スの精度の向上によって スパイクの決定
率が上がり、効率の良い点の取り方を習
得出来て来たように感じました。
少年女子には、南安曇農業高校の高山
姉妹ペアと伊那北高校 1 年生の宝・水ペ
アが出場。高山ペアは全国大会のマドン
ナカップでベスト 16 に入っており、大会
後も更に練習を積んで本会に挑みました。危なげない試合運びで優勝はしましたが、課題も見つかり、
今後の練習で国体上位を目指して欲しいと思います。又、伊那北高校のペアも、７月より２人の連携が
取れるようになっており、試合内容も良くなってきたと感じました。
成年男子には、東海大諏訪高校３年の渡
邉と成年の丸山のペアが出場。渡邉は８月の
男子ジュニア選手権で準優勝した事で、他県
からも注目されました。あえて成年に出場し
ましたが、スパイク力・レシーブ力とも一般
との差は全く感じられないプレーで、会場を
大いに沸かせていました。結果は３位でした
が、大健闘の試合内容でした。
最後に成年女子ですが、国体チームの伊
藤・三島ペアと若手の横田・吉岡ペアが出場。
伊藤・三島については、変速シフトから効率
の良い切り返しが冴え、二連覇を達成しました。又、横田・吉岡についても、予選で敗退はしたものの、
準優勝した新潟に終盤迄粘りを見せる試合展開でした。

平成 30 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

男子は松本市役所が連覇、女子は大町クラブが 2 年ぶりに優勝
【大北協会理事長

芳澤光一】

平成 30 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が９月９日 (日)、 池田
町総合体育館 に於いて開催されました。
男子 の 決 勝は 、 昨年 と 同じ 組 み 合わ せ。
前年度優勝チームで今年度実業団９人制
県大会の覇者：松本市役所と前年度のリベ
ンジに燃える今年度９人制クラブカップ
県大会の覇者：大町クラブの対戦になりま
した。第１セットからお互い強烈なサービ
スで連続得点を挙げながらもシーソーゲ
ームが続く中、最終的には堅実なレシーブ
で要所を締めた松本市役所が 23－21 の接
戦を制しました。第２セットも明るいチー
ムカ ラー で 戦う 大町 ク ラブ が善 戦 する も、
相手レシーブを崩すには至らず、終始ミスの少ない堅実な試合運びをした松本市役所が２年連続 10 回
目の優勝を果たしました。
一方の女子は、前年度優勝の佐久総合病
院と前年度出場がならなかった大町クラブ
との対戦になりました。エースの打ち合い
もあってシーソーゲームが続きましたが、
多彩な攻撃とセットごとにセッターを交代
して変化をつけた大町クラブが後半に連続
得点を重ね、前年度優勝の佐久総合病院に
勝利しました。大町クラブは２年ぶり５回
目の優勝に輝きました。
尚、優勝した男子の松本市役所と女子の大町クラブ、女子準優勝の佐久総合病院は、11 月 29 日（木）
～12 月２日（日）、大阪で行われる全国の舞台で頂点を目指します。
平成 30 年度 デサント杯第 17 回北信越クラブバレーボール優勝大会 長野県予選会

６人制男子は南長野排球倶楽部 ９人制男子は駒ヶ根クラブが優勝
【県クラブ連盟理事長

桑原康秀】

９月２日（日）、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。
昨年までミズノ杯の愛称で親しまれていたこの大会ですが、今年度よりデサントジャパン株式会社の
ご協賛を頂き、新たにデサント杯として開催されることとなりました。
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（社会人を除く）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共に、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。大会には６人制男子７チーム、女子１チーム、９人制男子２チーム、女
子１チーム、９人制マスターズ男子１チームが参加しました。

６人制男子と９人制男子のみ予選会を実施し、６人制男子は南長野排球倶楽部が優勝、男闘呼組が準
優勝。９人制男子は駒ヶ根クラブが優勝、丸子クラブが準優勝という結果となりました。
北信越大会は 10 月 13 日（土）、14 日（日）に新潟市で開催されます。補填枠も含め、６人制男子は
上位４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。出場チームには頂点目指して頑張って頂きたいと存じます。

第 29 回 長野県ソフトバレーボールフェスティバル 兼
平成 30 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
【ソフト連盟理事長

中山芳一】

９月 23 日（日）、長野運動公園総合体育館において県ソフトバレーボールフェスティバルを開催しま
した。この大会のスポレクの部・シルバーの部・レディースの部・フリーの部の４種別は北信越総合フ
ェスティバルの予選会を兼ねた大会で、ブロンズの部を含めて計 53 チーム、約 300 名が参加しました。
スポレクの部には 13 チームがエントリーを
し、４ブロックの予選の後、５チームによる決
勝トーナメント戦を行った結果、優勝はスーパ
ーマックス、準優勝はリバティーでした。
レディースの部は、７チームがエントリー
し、予選２ブロックから３チームによる決勝リ
ーグ戦を行った結果、優勝は LOOK、準優勝はハ
ニートラップとなりました。
シルバーの部は 12 チームのエントリーで、
予選 ４ブ ロ ック か ら各 １チ ーム が 決勝 ト ーナ
メントに上がり、優勝は青らいでん、準優勝は
松代クラブでした。
フリーの部は 10 チームのエントリーで、予
選３ ブロ ッ クか ら ４チ ーム が決 勝 トー ナ メン
ト に 上 が り 、 Labo が 優 勝 、 準 優 勝 は NONAME
KRUA でした。

この大会の結果、ブロンズの部を除く４種別
については、各部の代表が 10 月 20 日（土）・21 日（日）に石川県七尾市で
開催される北信越総合フェスティバルに出場致します。

ブロンズの部の優勝はエンジョイプレイ２、準優勝はぴあーずでした。

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第 32 回全国都道府県対抗中学バレーボール大会

平成 30 年度 長野県中学男女選抜チーム結成
【強化委員

木下久資】

９月１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「過去
の先輩達の栄光の歴史に向かって頑張って欲し
い」「やがては 2027 年の長野国体に出て、長野
県のバレーを大いに盛り上げて欲しい」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：五十嵐英樹様からは「素晴
らしい能力と将来性を持った皆さんには、2008
年の北京オリンピックに出場した松本慶彦選手
のように活躍して欲しい」との激励の言葉を頂
戴致しました。更に、男女の選手を代表して、
そう ま

各最長身の男子：持田奏 眞 君（柳町中～186 ㌢）
・
はるか

女子黒岩 瑶 さん（清水中～176 ㌢）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
あ ゆ む

と も や

て最後に、女子：藤澤歩夢 主将（茅野東部中）、男子：石坂朋也 主将（広徳中）が「選抜メンバーに残れ
なかった仲間達の思いを背負うと共に、県を背負っている自覚を持って、長野県に「日本一」と「メダ
ル」を持って帰って来れるように４ヶ月の練習に励みます」と力強く決意表明を行いました。
今年で 32 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、過去、男女で優勝：６回、準優
勝：２回、３位：５回という輝かしい成績を誇っています。
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と同じ。更には、男子では 180 ㌢以上、女子では 170 ㌢以上の選手が常
時２名以上コート上にいなければならず、しかもリベロ制無しという特別ルールもあります。
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。

2018-19 V.LEAGUE Division1・2

長野県開催日程
【協会事務局】

い よ い よ 2018-19 V.LEAGUE が 開 幕 し ま す 。 長 野 県 か ら は 、 Division1 に VC 長 野 ト ラ イ デ ン ツ 、
Division2 に長野ガロンズが参戦します。皆様のご来場お待ちしております。
Ｖリーグ公式チケットからも購入可能です。https://vleague-ticket.jp/pc/

2018-19 V.LEAGUE Division1
大会・チケットお問合せ先
一般社団法人 VC 長野クリエイトスポーツ
☎

0265-98-6812

VC 長野事務局

(9:00〜17:00 土日祝日休み)

長野県上伊那郡南箕輪村 5197-1
10 月 27 日（土）
10 月 28 日（日）
11 月 24 日（土）
11 月 25 日（日）
1 月 26 日（土）
1 月 27 日（日）
2 月 16 日（土）
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ジェイテクト

16：00～

FC 東京

VS

VC 長野

12：00～

FC 東京

VS

パナソニック

15：00～

ジェイテクト

VS

VC 長野

14：00～

パナソニック

VS

VC 長野

2018-19 V.LEAGUE Division2
大会・チケットお問合せ先
㈱信州スポーツプロモーション
☎ 026-405-6569 担当：渡邉

ガロンズ事務局

12 月 8 日（土）

14：00～

ガロンズ

VS

大同特殊鋼

12 月 9 日（日)

13：00～

ガロンズ

VS

富士通

2 月 9 日（土）

14：00～

ガロンズ

VS

トヨタ自動車

2 月 10 日（日）

13：00～

ガロンズ

VS

トヨタ自動車

2 月 23 日（土）

13：00～

大同特殊鋼

VS

きんでん

15：00～

ガロンズ

VS

埼玉

11：00～

ガロンズ

VS

きんでん

13：00～

つくば

VS

大同特殊鋼

2 月 24 日（日）

事務局退任の御挨拶と後任より一言
【事務局主事

白鳥さゆり】

NVA ニュースを最後までご覧いただき、ありがとうございます。この 10 月号が、私が担当する最後の
ニュースになりました。
私は長野県バレーボール協会で 10 年間事務局として勤めて参りましたが、この度、退職する事となり
ました。皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。
10 月からは堀内和美さんに担当していただきます。今後とも宜しくお願いいたします。

はじめまして。この度、白鳥さんの後を引き継ぐ事となりました堀内和美と申します。
分からない事ばかりで、ご迷惑をお掛けする事も多々あると存じますが、一日も早く皆様のお役に立
てるよう、一生懸命頑張ります！！

どうぞ宜しくお願い致します。

9月 試 合 結 果
☆

第 9 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/2018siaikeka/30.9.1_6chiikileague1.pdf
☆

第 17 回デサント杯北信越クラブ男女優勝大会県予選会

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2018siaikeka/30.9.2descente_club.pdf
☆

全日本９人制総合男子女子選手権大会県予選会

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2018siaikeka/30.9.9_9sogo.pdf
☆

第 21 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/2018siaikeka/30.9.22youngclub_zenkoku.pdf
☆

第 6 回北信越ビーチバレー選手権大会

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2018siaikeka/30.9.23hokusinetu_beach.pdf
☆

第 29 回長野県ソフトバレーフェスティバル

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2018siaikeka/30.9.23soft.pdf

10月 ス ケ ジ ュ ー ル
1.

10/2（火 ）

日本バレーボール協会評議員懇談会

(東京都)

2.

10/5(金)～8(月・ 祝)

第 73 回国民体育大会

(福井県)

3.

10/8(月・ 祝)

第 7 回長野県 13 地区対抗 6 人制選手権大会(U14 の部）

(松本市)

4.

10/13(土)～14(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

(長野市)

モルテン杯第 17 回北信越クラブバレーボール男女優勝大会

(新潟県)

5.

〃

6.

10/14(日)

コカ・コーラ杯第 36 回長野県小学生大会（東北信・中南信） (東御・岡 谷)

7.

10/17(水 ）

第 82 回国民体育大会・第 27 回障害者スポーツ大会長野県準

(長野市)

備委員会、第 3 回総務企画専門委員会
8.
9.

10/20(土)
〃

10.

10/20(土)～21(日 )

11.

10/19(金)～21(日 )
10/27(土)～28(日 )

正・副会長、専務理事会議

(辰野町)

VC 長野トライデンツ開幕決意表明会

(伊那市)

ソフトバレー・北信越総合フェスティバル石川大会

(石川県)

第 66 回秋季北信越大学男女バレーボール選手権大会

(富山県）

12.

10/26(金)～28(日 )

第 20 回全国ソフトバレー・レディースフェスティバル

(滋賀県)

13.

10/27(土)～28(日 )

2018-19 V.LEAGUE Division1（VC 長野トライデンツ参戦）

(松本市)

第 10 回北信越実業団 9 人制バレーボール男女選手権大会

(福井県)

ソフトバレー・北信越ファミリー＆キッズ・一般 in 長野

(伊那市)

第 71 回全日本高等学校選手権大会長野県第 1 ラウンド

(上田・佐 久)

14.
15.

16.

〃
10/28(日)

〃

