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ＶＣ長野トライデンツ ホーム開幕戦惜敗！
【松本協会理事長 吉川 豊】
10 月 23 日（金）
、松本市総合体育館にて
ＶＣ長野トライデンツのホーム開幕戦が行
われました。対するはジェイテクト
STINGS。金曜日のナイトゲームにもかかわ
らず、約 1000 人の観客が詰めかけ、熱戦が
繰り広げられました。
第１、第２セットはサーブミスが目立
ち、相手の西田選手の活躍もあって 22－
25、20－25 と落としたものの、第３、第４
セットは攻守にバランスがとれ始め、西田
選手の強烈なアタックに対してもブロック
で応戦。25－20、25－18 と逆にセットを奪
い返して最終セットに臨みました。終盤ま
で相手ペースでリードを許したものの、今
シーズン新規加入のインドネシア出身、チ
ーム合流間もないリヴァン選手のサーブポ
イントが連続し、13－14 まで迫りました。
しかし、結局は西田選手のスパイクやサー
ブを防御し切れず、15－17 で落として、フルセットの接戦もむなしく、惜しくもセットカウント２－３で勝利
はなりませんでした。
しかしながら、今シーズン加入の戸嵜選手や中村選手、セッターの河東選手らの活躍により、昨シーズン優
勝のジェイテクトと対等に戦う力があり、今シーズンの上位進出の可能性が見える好ゲームでした。
ジェイテクトの地元出身選手、柳澤広平選手(現松本国際高校出身)、小林光輝選手（同高校出身）
、浅野博亮
選手（長野日大高校出身）の３選手も元気に活躍していました。
続く 24 日（土）の第 2 戦は、高い修正
力を発揮したジェイテクトにサーブで崩さ
れ終始後手に。応戦むなしくセットカウン
ト０－３で圧倒され、前シーズン王者の底
力を見せつけられる結果となりましたが、
今シーズンの飛躍を感じさせるＶＣ長野ト
ライデンツに、増々のご支援・ご声援をよ
ろしくお願い致します。
尚、これに先立つ 10 月 21 日には、笹川
ＧＭ・アーマツ監督らＶＣ長野トライデン
ツ関係者が松本市を訪れ、今シーズンの目
標達成（８位以上）を誓うと共に、臥雲市
長より熱い激励をいただきました。
松本でのホームゲームはこれから８試合
が残っておりますので、皆さんぜひ会場に
てご観戦ください。
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長野県バレーボールフェスティバル U-12 の部を開催
↑

【県小学生連盟理事長 西澤 悦郎】
コロナ禍のおり、各種大会が中
止となりやり場のない子ども達に
「少しでも発表の場を」と模索し
混
合
ていたところ、県協会でバレーボ
の
ールフェスティバルを開催するこ
部
とを知り、県協会のご理解でＵ－
優
１２の部を設けていただき、小学
勝
生バレーボーラーの発表の場とな
【
りました。
六
文
このＵ－１２の部は、県内８ブ
銭
ロックで開催し、男女混合８チー
】
ム、男子３１チーム、女子７４チ
ームが出場しました。ブロックご
とに地区大会への出場権を、４地
区では県大会への出場権獲得のため熱戦が繰り広げられ、10 月 25 日に飯島町で県大会を開催しました。県大会
では各地区代表の男女混合３、男子４、女子８チームがコロナ禍で思うように練習ができなかったとは思わせ
ない戦いぶりで、男女混合は上田六文銭、男子は牟礼ＶＣ、女子は湖南が優勝しました。
今回の大会では、新型コロナウイルス感染防止のため、ガイドラインに沿って会場を作り、選手・チームス
タッフ・応援の保護者には、２週間前からの健康観察などを義務付け入館の条件とし、大会当日には入口で検
温や手指消毒、コートチェンジの時に
はベンチの消毒をしてからチェンジを
行うなど、感染防止に取り組みまし
た。また、応援者はエントリー選手と
男
子
同数と限定し、応援時は発声をせず拍
の
手のみとし協力をいただきました。
部
今回、新しいスタイルでの大会であ
優
り、戸惑いもありましたが、今後のモ
勝
デルとなりました。
【
県大会は、急な会場変更にもかかわ
牟
礼
らず、大会運営にあたり大変ご苦労を
】
いただきました上伊那支部の皆さま
に、この場をお借りして厚くお礼申し
上げます。
最後に、長野県バレーボールフェスティバル
を企画し、小学生のためにＵ－１２の部を設け
ていただきました、県協会に感謝申し上げると
ともに、今後もご指導ご鞭撻をよろしくお願い
いたします。
↓

↑女子の部 優勝【湖南】
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長野県バレーボールフェスティバル Ｕ－１４の部を開催
【県指導普及副委員長 城倉 淳】
新型コロナウィルスの脅威から今
年度は各種スポーツ大会が概ね中止
となっています。
県協会では、コロナ渦であっても
何とか県レベルのスポーツ大会を開
催できないかと検討を重ね、８月末
の「一般の部」に続き、中学生を対
象とした「長野県バレーボールフェ
スティバル Ｕ－１４の部」を
10 月 11 日（日）に開催しました。
今年度の中学校３年生にとって、
唯一の県レベルの競技会というこ
ともあり、１３地区協会で結成し
たチームに加え、ヤングバレーと
して活動しているチームも参加で
きるように企画しました。
その結果、参加チームが男女合
わせて３７チームとなり、盛大な
大会となりました。
男子は１７チームを４グループ
に、女子は２０チームを５グルー
プに分けて、グループ戦としての
バレーボールフェスティバルとし
ました。
また、感染症対策を徹底するため、１つの体育館にコートを１面とし、１会場に集まるチーム数を制限しま
した。そのため、主管の塩尻木曽協会の準備した５会場に加えて、急遽、上伊那協会に４会場を設定していた
だき、運営することになりました。上伊那協会の皆様には心より感謝申し上げます。
選手・スタッフはもちろんのこと、観戦していただいた保護者の皆様にも感染症対策にご協力をいただき、
無事に大会を終えることができました。参加した中学３年生が「楽しかった」「高校へ行ってもバレーをやりた
い」と感じていただければ嬉しい限りです。

春の高校バレー、第 1 ラウンド開催！
【県協会専務理事 村上里志】
10 月 18 日（日）
、飯山市（女子）と須坂市（男子）におきまして、全日本高等学校選手権長野県第１ラウン
ドが開催され、シードチームを含む男女各 24 チームが参加して熱戦が繰り広げられました。
試合は、男子第４シードの阿智が長野
東に敗れる波乱の他は、男女とも概ね強
豪校がベスト８に勝ち上がり、11 月 14
日（土）～15 日（日）に長野市ホワイ
トリングで開催される代表決定戦に駒を
進めました。
今回は新型コロナ感染症対策として、
開会式の廃止や午前・午後の二部制、時
間指定開催などが実施されましたが、県
下の近々での感染状況を踏まえ、当初の
応援者「０」を、保護者に限って各チー
ム 10 名までを許可をする緩和措置がと
られました。
最後になりましたが、コロナ禍で主管
をしていただきました北信連盟および北
信高体連バレーボール専門部、中高飯水協会、須高協会の皆様に厚く御礼申し上げます。
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本協会の竹淵副会長、県スポーツ協会評議員に就任！
【県協会専務理事 村上里志】
この度、竹淵光雄副会長が公益財団法人長野県スポーツ協会の評議員に就任されました。2028 長野国体
など数々の課題に直面している中で、当協会での豊富なご経験を同協会の中で発揮されることとなります。
尚、就任は令和 2 年 6 月 23 日、任期は令和 6 年の同協会定期評議員会終結時までの 4 年間となります。

9 月 試 合 結 果
☆ 長野県バレーボールフェスティバル（Ｕ14 の部）
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2020siaikeka/2020_kenfesu_u14men.pdf
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2020siaikeka/2020_kenfesu_u14women.pdf
☆ 長野県バレーボールフェスティバル（Ｕ12 の部）
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2020siaikeka/2020_kenfesu_u12.pdf
☆ 第 73 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/2020siaikeka/2020_haruko_1r.pdf

1 0 月 スケジュール
11/1(日)

2020-21 V.LEAGUE Division1 MEN（VC 長野）

(岡谷市)

11/1(日)

2020-21 V.LEAGUE Division2 WOMEN（ルートインホテルズ）

(上田市)

11/8(日)

北信越連盟 正副理事長・委員長会議

(富山県）

11/14(土)～15(日)

第 73 回全日本バレーボール高等学校選手権大会 県代表決定戦

(長野市)

11/14(土)～15(日)

桜田杯 9 人制バレーボールセカンドリーグ 男子

(埼玉県)

11/14(土)～15(日)

2020-21 V.LEAGUE Division2 WOMEN（ＧＳＳ東京）

(軽井沢町)

11/16(月)

県スポーツ協会 競技団体ヒアリング

(長野市)

11/18(水)

令和 2 年度 県協会 前期中間監査

(塩尻市)

11/19(木)

第 42 回北信越国民体育大会 長野県実行準備委員会 第 2 回総会

(長野市)

11/21(土)～22(日)

2020-21 V.LEAGUE Division2 MEN（GaRons）

(須坂市)

11/21(土)～22(日)

桜田杯 9 人制バレーボールセカンドリーグ 女子

(大町市)

11/21(土)
・28(土)～29(日)

令和 2 年度 日本スポーツ協会 公認コーチ 1 養成講習会

(大町市)

11/28(土)

長野県バレーボールフェスティバル（JOC 選抜の部）男子

(安曇野市)

11/28(土)～29(日)

2020-21 V.LEAGUE Division1 MEN（VC 長野）

(松本市)
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