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第 50 回春季北信越大学バレーボール選手権大会 

【県大学連盟理事長 野口京子】 

令和元年５月 16 日（水）より 19 日（日）まで、標記大会が上田市

自然運動公園（１部男女）、長野大学体育館（２、３部男女）におい

て、２７チーム参加で開催されました。 

開会式には上田市副市長や小平副会長、竹淵専務理事にもご臨席

を頂きました。大会は成功裏に終えることができましたが、運営をし

ながらの大会であり、休むことができなかった長野県関係大学の成

績は振るいませんでした。しかし、大きな大会を学生たちの手で成功

させたことは、勝利以上に意味があることと思います。今大会にご協

力頂いた全ての方々にこの場をお借りして感謝申し上げます。 

 

 長野県代表選手による選手宣誓 

 

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） 

【須高協会理事長 吉澤康幸】  

５月５日（日）、須坂市において標記大会が開催さ

れました。男子は２年連続決勝に進んだ飯山体協と

笑話との対戦で、互いに初優勝のかかる一戦となり

ました。  

 両チーム、サウスポーエースの打ち合いでした

が、飯山が先取。第２セットは笑話が終盤に流れを

つかみ、このセットを奪取。第３セットも互角の展

開でしたが、攻守に勝った飯山が２－１で初優勝を

飾りました。  

 一方、女子決勝はルートインホテルズと長野大学

との対戦となりました。両チームともに序盤から両

サイドからの攻撃を中心に一進一退の攻防を展開。

しかし、時折見せるセンターからのバックアタック

が効果的に決まり、地力に優れるルートインが２－

０で勝利して２年連続優勝となりました。  

 男女優勝チームには、７月に福井市で開催される

本大会での健闘を期待したいと思います。  
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男子は飯山体協が初優勝 女子はルートインホテルズが連覇！ 

成績は今一歩ながらも学生自らの運営で大会を成功裏に終える 
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第 72 回全日本９人制実業団男子選手権大会 長野県予選会 

【松本協会理事長 吉川 豊】 

 令和元年５月 12 日（日）、松本市梓川体育館に於いて、第 72 回全日本実業団男子選手権大会長野県

予選会が開催されました。  

３チームという例年になく少ない参加チームではあったものの、前年度優勝の松本市役所に日信工業

/VNBJ、オルガン針の３チームが熱戦を繰り広げました。どの試合も白熱した展開でしたが、総合力、

特に守備力に勝る松本市役所が５年連続、18 回目の優勝を遂げました。  

 ７月に松山市で行われる全国大会での松本市役所の御活躍を期待致します。  

また、多くのチームが出場し、更に大会が盛り上がることを御祈念致します。  

 

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  

【大会競技委員長 関島宏至】  

５月 19 日（日）、飯田市鼎体育館他で全日本 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

男子８チーム、子２チームの参加で行われました。  

女子は昨年同様、Nagano.Spirits と上伊那選抜の対戦でした。第 1 セットはレシーブでリズムをつか

んだ上伊那選抜、第 2 セットはスパイクを修正した Nagano.spirits が取りました。第 3 セットは出だし

て上伊那選抜がリードするも Nagano.Spirits がコンビで得点を重ね、後半にはブロックとスパイクが

かみ合った Nagano.Spirits がシーソーゲーを制して勝利しました。  

男子の決勝も、昨年同様に笑話とケンタカムカムの地

元勢対決になりました。  

第１セット前半は互角の打ち合いでしたが、好レシー

ブとブロックから笑話が抜け出して先取しました。第 2 セ

ットはスタートダッシュでケンタカムカムがリードしま

したが、中盤前に笑話が追いついて逆転。勢いそのままに

勝利しました。  

Nagano.Spirits と笑話はともに同大会三連覇を果たし

ました。  

今大会に際しまして、塩尻木曽・上伊那・諏訪湖周辺協

会から審判を派遣していただき、スムーズな大会運営が

できましたこと御礼申し上げます。  

     Nagano.Spirits 

女子：Nagano.Spirits 男子：笑話がそれぞれ三連覇を果たす！ 

総合力に勝った松本市役所が５年連続の優勝を成し遂げる！ 
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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  

【うえだ協会理事長 青木髙志】 

標記予選会が５月 26 日（日）、上田城跡公園体育館において男子６チーム、女子５チームが参加して

開催されました（昨年の参加数より男女共１チームずつ増えました）。 

 男子の決勝戦は、大町クラブとＯＫＡＹＡの間で熱戦が繰り広げられました。激戦の末、セットカウ

ント２対１で大町クラブが２年連続６度目の優勝を果たしました。 

 女子は、大町クラブと ThRough との決勝戦でした。自力に勝る大町クラブが、セットカウント２対０

で勝利し、見事４年連続６度目の優勝を果たしました。 

 尚、第１ゲームからウォータータイムアウトを設定するなど、熱中症にも配慮された大会でした。  

 又、全国大会は、下記日程で開催されます。両チームの健闘をお祈り致します。 

     ・男子・・・８月９日（金）～12 日（月）  兵庫県加古川市 

     ・女子・・・８月２日（金）～４日（日）  大阪府大阪市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県ソフトバレーボール春季オープン大会   

【県ソフト連盟理事長 中山芳一】 

５月 1 日（水・祝）即位の日にソフトバレーボール連盟の今年度最初の大会が。佐久市総合体育館・

佐久市野沢体育センターの二会場で開催されました。参加チームは、スポレク 40 が６チーム、スポレク

50 が７チーム、ゴールドが９チーム、プラチナが３チーム、フリー・ブロンズが合わせて６チームの全

体で３１チームがエントリーをしました。各種別の優勝チームは以下のチームの皆さんです。 

   

 スポレク４０の部 ロード    スポレク５０の部 Ｍ     ゴールドの部 あづみ野クラブ 

令和最初の大会 ～ ５種別に約３０チームが参加して盛大に開催  

男子は２年連続 女子は４年連続 共に大町クラブが６回目の優勝！ 
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          フリーの部 ソラリス          プラチナの部 たんぽぽ７ 

 

 

(公財)長野県スポーツ協会 企業学校クラブ訪問  

【県強化副委員長 鏡味照明】 

５月２２日（水）に県教育委員会スポーツ課の桑原体育スポーツ振興係長と片瀬指導主事、当協会か

らは竹淵専務理事と強化副委員長の鏡味、宮坂強化委員の５名でＶＣ長野トライデンツを訪問しました。

これに対して、(株)ＶＣ長野クリエイトスポーツの代表取締役・前監督の笹川氏に対応をして頂きまし

た。 

桑原係長より国体に向けての展望やチームの現状、課題などを伺いま

したが、笹川氏から「リーグ戦後に選手の入れ替わりはあったが、３名

の新人選手が加入し、チーム状態は上向きになっている。国体には出場

するからにはベスト４以上を目指したい」と力強い言葉を頂きました。 

プロチームとしての環境作りや練習会場の確保など課題は多いもの

の、長野県のトップチームとしてスポーツ環境を発展させようという自

覚と責任感を強く感じた訪問でした。 

 

 

Ｖ.ＬＥＡＧＵＥ Ｄivision１ＭＥＮ 2018／2019 ＶＣ長野トライデンツ シーズン報告会          

   【県総務副委員長 木下久資】 

標記報告会が５月25日（土）、伊那市の信州ＩＮＡセミナーハウスに於いて90名余りの出席者を集

めて盛大に開催されました。県協会からは江村副会長や竹淵専務理事、内山総務委員長・総務副委員長

の木下が、そして地元上伊那協会や松本協会、塩尻木曽協会の役員も多数参加致しました。 

最初にＶＣ長野トライデンツの保科部長の御挨拶に続いて、前監督の笹川ＧＭから１勝26敗に終わ

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。 

南箕輪村の唐木一直村長や本協会：江村副会長から次シーズンへの期待を込めた来賓挨拶があった

後、祝宴に入りました。 

宴の途中には、新加入の選手３名と林侑実マネージャーの紹介があり、終盤には長田新主将の挨拶

の後、イラン人のアーマツ・マサジェデイ新監督から日本語で「頑張りましょう！」と力強い宣言があ

りました。お開きは、ＶＣ長野の健闘を祈っての万歳と参会者全員での記念撮影で締め括りました。 

ＶＣ長野トライデンツ 今シーズンに向けての新体制を発表！ 

ＶＣ長野トライデンツを訪問 ～ 笹川代表より力強い言葉を頂く 



5 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 【県総務委員長 内山政則】 

平成 30 年度決算監査が、５月 15 日（水）午後３時から新事務局にて実施されました。 

 竹淵専務の立ち合いのもと、総務委員長の内山から決

算報告の概要を説明した後、林・鈴木監事に金銭出納帳・

元帳・領収書綴り・各種大会決算書等の監査を受けまし

た。例年より遅く始めたにも拘わらずスピーディーに進

められ、５時半過ぎに終了出来ました。監事のお二人には

本当にお疲れ様でした。 

 問題点につきまして指摘はありませんでしたが、記載

漏れ、受領押印忘れ等、今後の課題として参りたいと存じ

ます。 

 

☆ 長野県ソフト春季オープン大会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2019siaikeka/R1.5.1soft_syunki_open.pdf 

☆ 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） 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2019siaikeka/R1.5.5tyubunihon_ippan.pdf 

☆ 全日本 9 人制実業団男子女子選手権大会 長野県予選会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2019siaikeka/R1.5.12_9jitu.pdf 

☆ 第 50 回春季北信越大学男女選手権大会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2019siaikeka/R1.5.16-19hokusinetu_daigaku_league.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/2019siaikeka/R1.5.19club6.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/2019siaikeka/R1.5.26club9.pdf 

☆ 第 50 回記念全国ママさん大会 長野県予選会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2019siaikeka/R1.5.26mamasan.pdf 

5 月 試 合 結 果 

平成３０年度決算監査が終了 
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6/1(土) 正・副会長、専務・常務理事、委員長会議 (辰野町) 

6/1(土)～3(月) 第 72 回全国高等学校総合体育大会バレーボール競技大会 県予選会 (岡谷市) 

6/2(日) 長野県ソフトバレーボール春季大会 全国予選会 (豊丘村) 

6/4(火) 長野県スポーツ協会 第 1 回総務専門委員会  (長野市) 

6/8(土)～9(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) 

6/14(金)～16(日) 第 54 回北信越高等学校バレーボール選手権大会 (福井県) 

6/16(日) 第 74 回国民体育大会（成年の部）県予選会 (小諸市) 

6/18(火) 日本バレーボール協会 2019 年度定時評議員会 (東京都) 

6/20(木) 長野県スポーツ協会 評議員会 (長野市) 

6/23(日) 第 19 回スポーツマスターズ 2019 大会 県予選会 (飯山市) 

 〃 

第 33 回ビーチバレージャパン 県予選会 

第 30 回全日本ビーチバレー女子選手権大会 県予選会 

第 18 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 

2019 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 

(駒ヶ根市) 

6/28(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) 

6/30(日) 第 74 回国民体育大会（ビーチ少年） 県予選会 (駒ケ根市) 

6/30(日) 第 39 回全日本バレーボール小学生大会 県予選会 (伊那市) 

 

6 月スケジュール 


