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平成 3１年度北信越連盟理事長(専務理事)・委員長会議 

【県専務理事 竹淵光雄】 

平成3１年度北信越連盟理事長（専務理事）・委員長会議が、４月20日（土）午後３時より「とやま

自遊館」で開催されました。 本年度から連盟の執行部が替わり、会長が富山県西川会長に、理事長が

奥村理事長に、事務局長は石井事務局長という新体制で執行されることになりました。 

また、会議前の１時より北信越連盟理事長（専務理事）会議が開催されて規約の改正が行われ、令

和元年５月１日より施行されることとなりました。 

平成30年度決算、平成31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40回北信越

国体の抽選が行われました。抽選

会は、５県の理事長（専務理事）

が初めに抽選順の抽選を行い、成

年男女・少年男女の順に抽選を行

いました。ビーチバレーについて

は本年度より少年の部となり、各

県からの代表となったため、各県

で予選会を開催して本国体出場と

なります。 

昨年度の反省を生かし、各種別

北信越予選を必ず突破して第74回

茨城国体に出場し、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！ 
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北信越連盟新体制発足 北信越国体の組み合わせも決まる！ 
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 平成 30 年度 第９回全国６人制バレーボール女子決勝リーグ 

【うえだ協会副会長 島津鉄男】 

 標記リーグは今年度２月９日（土）から３月 10 日（日）まで

５週にわたり、山梨・東京・愛媛・長野・新潟で開催されまし

た。 

 長野大会は３月２日（土）・３日（日）、東御市中央公園第１

体育館において出場全 10 チームの参加で開催しました。 

 県内からは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（以下「エプソン」）の２

チームが参戦しています。 

開始式では船木会長、東御市長：花岡様のご挨拶の後、ルート

インホテルズマスコットのルートン君による始球式を実施しま

した。 

 

ルートインホテルズブリリアントアリーズ初のホームゲーム  

ルートインホテルズのマスコット  

ルートン君 
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 ２日のＢコート第１試合でルートインは三菱ＵＦＪ銀行と対戦、100 人を超す応援団の声援を受け、

第１セットは惜しくも失いましたが、続く３セットを連取して３－１で勝利しました。エプソンは、Ａ

コート第１試合で全勝の山梨中央銀行と対戦。善戦しましたが０－３で敗れました。 

 ３日は、Ａコート第１試合でルートインがＣ

ＬＵＢ ＥＨＩＭＥ（以下「ＥＨＩＭＥ」）と対

戦。ＥＨＩＭＥのサーブと粘り強いレーシブか

らの切り返しに終始苦しめられ、０－３で敗れ

て痛い２敗目を喫しました。Ｂコート第１試合

のエプソンは、福井クラブと対戦。開始からリズ

ム良く試合を進め、１セットは失いましたが、３

－１で勝利しました。 

 翌週の新潟大会で全日程が終了し、ルートイ

ンは７勝２敗で準優勝を飾りました。尚、３月で

勇退するルートインの町田選手が敢闘賞を受賞

しました。 

 ルートインは 31 年度よりＶリーグに参戦します。県内３チーム目、女子では初のＶリーグチームとな

りますので、今後もご声援を宜しくお願い致します。 

 エプソンは３勝６敗で７位となりましたが、若いチ

ームでもあり、今後の飛躍に期待したいと思います。尚、

本大会を最後にエプソンの村上監督が勇退されます。

９人制・６人制とエプソンを長年指導されて来ました。

お疲れ様でした。 

 最後に今大会では東御市や東御市体育協会を始め、

多くの皆様にご支援を頂きました。ありがとうござい

ました。 

 

 

 モルテン杯 第 13 回北信越クラブバレーボール９人制選手権大会  

【県クラブバレーボール連盟 理事長 桑原康秀】 

３月 23 日（土）、24 日（日）に大町市及び池田町において標記大会が開催されました。 

北信越５県より男子 11 チーム、女子 14 チームが参加し、クラブ９人制の頂点を目指して、初日に予

選グループ戦、２日目に順位決定戦を行いました。 

長野県からは男子が３チーム、女子は開催県の

補填も含めて５チームが参加しました。 

  

男女とも大町クラブが優勝！ 長野県チームの活躍が光る!! 
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男子の決勝グループ戦には長野県から前年度優勝のＯＫＡＹＡと大町クラブを含む３チームが総当

たりで対戦し、２勝した大町クラブが優勝しました。 

女子の決勝トーナメントには、各予選グループ１位の４チームが進出しました。決勝戦は大町クラブ

とＴｈＲｏｕｇｈの戦いとなり、接戦を制した大町クラブが優勝。ＴｈＲｏｕｇｈは昨年に続き準優勝

となりました。 

男女ともに長野県の好成績が光る大会となりました。 

役員の皆様、出場されたチームの皆様のご協力で、大会を成功裡に終えることができました。感謝申

し上げます。 

 

 

平成 31 年度 第 69 回中部日本６人制バレーボール総合選手権大会 長野県予選会（高等学校の部） 

【安曇野・東筑バレーボール協会理事長 白澤 弘】 

（一財）長野県バレーボール協会が推薦する平成 30

年度長野県高等学校新人バレーボール大会の男女上位

各８チームが参加する標記予選会が平成最後の大会と

して４月 21 日（日）、安曇野市穂高総合体育館並びに安

曇野市立穂高東中学校体育館で開催されました。 

男子は、2018 年度本大会において優勝した松本国際

高等学校（以下「松本国際」）が、予選会免除として推

薦されるため、７チームによる予選会となりました。 

優勝した岡谷工業高等学校（以下「岡工」）は準決勝

戦では、１回戦で佐久平総合技術高等学校を破った長

野商業高等学校を総合力で上回り、ストレートで決勝

に進出しました。 

準優勝した長野日本大学高等学校（以下「長野日大」）は、１回戦で松商学園高等学校をストレートで

下して準決勝に進出。同じく１回戦をフルセットで長野工業高等学校を下した東海大学付属諏訪高等学

校をストレートで破り、決勝戦に進出しました。 

決勝戦の１セット目は、岡工のセッター：

山岡が水野らを軸として多彩な攻撃を仕掛

け、レセプションが不安定で攻撃が単調と

なった長野日大から先手を取りました。第

２セットに入ると、レセプションとディグ

が安定し出した長野日大が中盤までリード

しましたが、岡工はそれを上回るブロック・

レセプションの完成度を見せ、第１セット

同様の多彩な攻撃からストレートで２年ぶ

りに本大会出場を果たしました。 

女子は、レセプション、ディグ、アタック、

ブロックが安定した東京都市大学塩尻高等学校（以下「都市大塩尻」）が１回戦では飯田女子高等学校、

準決勝では長野商業高等学校を下した下諏訪向陽高等学校を全てストレートで破って決勝戦に進出しま

した。 

方や東海大学付属諏訪高等学校（以下「東海大諏訪」）も、１回戦の上田西高等学校をストレートで下

し、準決勝はレセプションが乱れて単調な攻撃となってミスの目立った松商学園高等学校をストレート

で破り、決勝戦に進出しました。 

  

男子は２年ぶりに岡谷工業が優勝、女子も３年ぶりに東京都市大塩尻が優勝  
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決勝戦は、第１、第２セット共つなぎのプレー、レセプションが安定した東海大諏訪がセッター：出

羽澤とサウスポー：原を軸に中盤までリードしたものの、都市大塩尻はセッター：山岸が主将：狩野ら

を中心に多彩な攻撃を仕掛けて

ストレートで下し、３年ぶりに本

大会出場を果たしました。 

なお本大会は、2018 年度本大会

優勝の松本国際を含め、優勝した

男子：岡工、女子：都市大塩尻が

7 月 13 日（土）～15 日（月）に福

井県福井市で開催される中部９

県（長野・新潟・富山・福井・岐

阜・愛知・三重・静岡の各県）に

よる本大会に出場します。本県よ

り出場する３チームのご健闘を

お祈り致します。 

 

 

平成 31 年度(公財)長野県スポーツ協会加盟団体代表者会議 

【県専務理事 竹淵光雄】 

今年度の公益財団法人長野県スポーツ協会加盟団体代表者会議が、４月25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31年度の基本方針として････  

「公益財団法人長野県スポーツ協会は、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74回国民体育大会で天皇杯12位以内・皇后杯10位以内獲得。」  

・「第75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プロジェクト事業を推進し、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、寄附者の確保、

第18回日韓青少年冬季スポーツ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、昨年度の第１回の基本方針を

再確認し、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再確認しました。  

会議終了後、同ホテルに於いて平成 31 年度スポーツ

懇談会・第 74 回冬季国体、スケート競技・スキー競技の

祝勝会・協会名称変更記念パーティーが開催され、当協

会からは会長と専務理事が出席しました。約 140 余名の

盛大な会の席上、阿部知事より「2027 国体をいい形で迎

えて素晴らしい結果を残し、全ての県民が楽しめるスポ

ーツを目指す」と激励のあいさつがあった後、原山教育

長の乾杯で宴に入りました。 

平成 31 年度の基本方針 並びに ４つの重点目標が決まる 
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【県専務理事 竹淵光雄】 

平成30年度長野県スポーツ振興功績者表彰及び国民

体育大会等における優勝者への記念品贈呈式が、３月

25日（月）午後１時から県庁講堂で行われ、阿部長野

県知事から永年にわたり県協会役員並びに中高飯水の

協会役員として活躍された渡邉幹雄常務理事が有功章

（個人の部）で表彰されました。 

また、県全体では、有功章（個人の部）19名、有功

章（団体の部）３団体、栄光章は個人２名、団体が６

団体、勲功章で３名、合計34の個人・団体が表彰され

ました。更に国体、高校総体、全中大会の優勝者34名

には、県体育協会林理事長より記念品が贈呈されました。 

 

 

 

【県競技委員 山崎  智】 

 ３月２日（土）・３日（日）に東京都で、各都道府県及び全国加盟団体競技委員長、ブロック競技委

員長、国内競技委員会委員など約 80 名が集まり、平成 30 年度全国競技委員長研修会が開催されました。 

 本県の坂田競技委員長は、ＪＶＡ国内競技委員会運営部員として出席のため、山崎（主事）が委員長

代理として出席致しました。 

 研修会では、ＪＶＡより 2020 東京オリンピックに向けての事業方針を中心に、平成 30 年度大会報告

や平成 31 年度国内競技会の運営等の説明、北信越の各県競技委員長が集まって、今後の打ち合わせを行

っております。 

 先般、理事会・加盟団体委員会においてご連絡致しましたが、平成 30 年度までのベンチスタッフの服

装については、Ｔシャツ等の襟のない服装の着用は認められておりませんでしたが、チームの大会参加

をしやすくするための緩和策として、平成 31 年度からは着用を認めることとなりました。 

 Ｔシャツ等の色は問いませんが、プレーヤーのユニフォー

ムに表記しているような項目（チーム名、チーム略称、都道

府県名、チームロゴ、メーカーロゴのみ) に限ることとし、

写真デザインやキャッチコピー、チームに関連のない用語等

のデザインは認めないとしています。 

 また、研修会の内容については、４月 14 日（日）塩尻市で

開催予定の長野県競技研修会で、13 地区協会及び加盟団体

（連盟）の競技委員長等に伝達を行います。  

  

平成 30 年度 全国競技委員長研修会が開催される  

渡邉幹雄常務理事が県スポーツ振興功績者有功章を受章  
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【県競技委員長 坂田秀男】 

４月 14 日（日）、塩尻市塩尻市民交流センター『えんぱーく』において午前中、競技委員会を開催し、

午後１時からは加盟団体競技研修会を行いました。 

 午前中の競技委員会では、新たに加わった委

員と共に、３月に行われたＪＶＡ競技研修会の

内容を県内競技委員に伝達する一方、今年度の

県内競技日程を基に、委員会として円滑に運営

できるよう協議致しました。 

午後より開催した研修会は、２年に１度の改

選期に加盟団体の競技委員長に出席を頂いて行

なっております、今回は、重要な伝達事項に加

え、新たな競技要項本の配布があるため、競技

委員長並びに代理の方の出席を頂いて研修を行

いました、特に今年度より県協会主催大会につ

いては、ＭＲＳ操作を一部主管協会にお願いす

ることとなるため、ＰＣ操作を含めた競技運営について研修を行いました。 

なお、競技運営円滑に行うため、ＭＲＳおよび県協会ＨＰを活用していきたいと考えております。 

最後に、今年度については、ワールドカップ長野大会をはじめ、Ｖリーグのホームゲームも目白押し

で開催することとなっております。加盟団体各位におかれましては、危機管理等を含め、各大会が成功

しますよう御協力をお願い致します。 

 

 

【県指導普及委員長 三村公二】 

４月６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いたしまし

た。今回は13地区協会の指導普及委員長や加盟団体の指導普及の担当者にも参加をいただき、拡大委員

会として開催しました。 

会議の内容は、平成31年度の事業計画推進について、平成30年度事業報告と会計報告の確定、全国

指導普及委員会からの伝達、情報交換および研修会でした。 

バレーボール指導者育成の推進と研修の充実を図るように、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。 

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しました。特

に情報交換では、各協会やカテゴリーから指導普及に関わる活動の成果や課題、また13地区対抗戦の在

り方について多くの意見を出していただきました。その

中でもＵ－12の部のあり方や方向性について多くの意見

をいただきました。競技者拡大に向けてとても有意義な

大会として位置付いているというご意見をいただき、そ

の競技方法などについても今後検討していく必要がある

と感じます。 

会議終了後はＪＶＡ公認講師の竹内護先生を講師に

迎えての研修会を行いました。限られた時間の中でした

が、これからの指導者としての在り方など大変有意義な

研修をしました。 

指導普及委員会では、今年度も競技人口拡大を目指し

て活動を展開することを確認することができました。 

平成 31 年度 第１回競技委員会並びに県協会加盟団体競技研修会を開催  

平成 31 年度第 1 回指導普及委員会を開催しました 
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5/1(木・祝) 長野県ソフト春季オープン大会 (佐久市) 

5/5(日・祝) 
第 69 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） 
(須坂市) 

5/12(日) 全日本 9 人制実業団男子女子選手権大会長野県予選会 (松本市) 

5/15(水) 平成 30 年度決算監査 (塩尻市) 

5/16（木）～19（日） 第 50 回春季北信越大学男女選手権大会 (上田市) 

5/19(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) 

5/22(水) 
(公財）長野県スポーツ協会 企業学校クラブ訪問 

 (ＶＣ長野トライデンツ) 
(松本市) 

5/25(土) ＶＣ長野トライデンツシーズン報告会 (伊那市) 

5/26(日) 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) 

 〃 第 50 回記念全国ママさん大会長野県予選会 (伊那市) 

 

 

☆ 第 69 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/2019siaikeka/31.4.21tyubunihon_koko.pdf 

4 月 試 合 結 果 

5 月 ス ケ ジ ュ ー ル 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2019siaikeka/31.4.21tyubunihon_koko.pdf

