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令和元年度 全国高等学校総合体育大会バレーボール競技 長野県予選会 

【長野県高体連バレーボール専門部 中澤健祥】 

標記大会が、岡谷市民総合体育館を中心に１日目に１・２回戦、２日目に準々決勝・準決勝、３日目に決

勝と３位決定戦の日程で、６月１日（土）から３日（月）にかけて行われました。 

男子は、シード校が順当にベスト４に勝ち上がりました。準決勝では松本国際高校（以下「松本国際」）が

長野工業高校を、岡谷工業高校（以下「岡工」）が長野日本大学高校を退け、決勝戦は、松本国際と岡工の対

戦となりました。 

第１セット序盤は、両者それぞれチームの持ち味を出

し、一進一退の攻防が続きました。中盤、松本国際は 16

－15の場面からサービスエースやスパイクなど３連続得

点で 19－15 とリードをしました。後半、岡工も粘りを見

せ、持ち味のレシーブからクイックで得点する場面もあ

りましたが、松本国際はサーブレシーブからのコンビで

確実に得点し、中盤での点差が詰まらず 25－20 で松本国

際が制しました。 

続く第２セット、序盤から松本国際がエースを中心と

したコンビバレーで得点を重ね、ゲームを優位に進めま

した。９－６の場面から岡工も粘りを見せて 15－15 となりましたが、ここで松本国際はピンチサーバーを投

入。これが功を奏して４連続得点で流れをつかんでリードを広げ、終盤にはエースを中心に着実に得点を重

ねて 25－19 で勝利。７年連続９回目の優勝を達成しました。 

女子決勝は、準決勝で長野商業高等学校を退けて順当に勝ち上がった２年連続優勝を狙う東海大学付属諏

訪高等学校（以下「東海大諏訪」）と、中信大会では惜敗した東京都市大学塩尻高等学校にフルセットの末勝

利し、今大会勢いに乗る松商学園高等学校（以下「松商学園」）との対戦でした。 

第１セットは東海大諏訪の高さと松商学園の速さが

拮抗。終盤までもつれる展開となりましたが、22－22 か

ら松商学園はブロックポイントでリードし、得意の時間

差攻撃で一気にこのセットを先取しました。 

第２セットに入ると東海大諏訪が連続サービスエー

スなどで序盤から突き放し、そのまま威力のあるサーブ

と力強いスパイクで攻撃の手を緩めず、25－12 とワンサ

イドでフルセットに持ち込みました。 

第３セットは再び白熱した試合展開となりました。チ

ェンジコートを挟み４連続ポイントした東海大諏訪が

先行しながらゲームは終盤へと進みましたが、松商学園

は 20－22 と２点ビハインドでタイムアウト。一方の東

海大諏訪も 23－23 でタイムアウトと、両者一歩も譲らない展開となりました。決定力のあるライトスパイク

で先にマッチポイントを握ったのは東海大諏訪。ところが、ここから粘りを見せる松商学園はスパイクでポ

イントしデュースに持ち込むと、サービスエースにより逆転マッチポイント。その後、再びデュースとなり

ましたが、最後は松商学園のストレートスパイクが力強くコートに決まり、松商学園が 14 年ぶり 15 回目の

優勝を手中にしました。
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男子は松本国際が７連覇  女子は松商学園が激闘を制する！ 
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これにより、男女の優勝校は宮崎県で行われる全国高等学校総合体育大会への出場権を得ました。また、

男女各上位４チームが、６月 14 日（金）～16 日（日）福井県で行われた北信越大会に出場しました。 

 

第 55 回北信越高等学校バレーボール選手権大会 

【東京都市大学塩尻高校女子バレーボール部主将 狩野亜衣】 

 インターハイ予選で結果を出すことができずに、とても

悔しい思いをしました。自分自身の中にある弱さに大きな

課題を感じ、北信越大会では「打倒、自分」「悔しさをぶつ

けて優勝」をテーマに大会に臨みました。一回戦は富山県の

富山第一高等学校と対戦し、同じようなスピードバレーで

苦戦はしましたが、ストレートで勝ち切ることができまし

た。その後も最後までセットを落とすことなく、自分たちの

バレーを展開し、優勝することができました。今後も、チー

ムの目標である「日本一」に向けて全員で一丸となって頑張

りたいと思います。ご指導よろしくお願い致します。 

 

【松本国際高校男子バレーボール部主将 武田大周】 

私たちは６月 14 日から福井県で行われた高校総体

北信越大会で、７連覇という結果を残すことができ

ました。先輩方が作り上げてきた連覇という伝統を

守ることができたことに、ホッとしています。 

しかし、私たちは日本一を目標にしています。今の

結果に満足せず、インターハイまでの残り 1 ヶ月を

意味あるものにして、目標を達成できるように頑張

りたいと思います。 

 日頃より私たちを応援して下さり、ありがとうご

ざいます。今後もご声援宜しくお願い致します。 

 

 

第 74 回国民体育大会バレーボール競技（成年の部）長野県予選会 

【大会競技委員長 野口清二】 

 ６月 16 日（日）、標記大会が小諸市総合体育館で開催されました。 

 男子決勝は、戦前の予想通り、ＶＣ長野トライデンツと長野☆ＧａＲｏｎｓの対戦となりました。 

 第１セット、前半からＶＣ長野のコンビバレ

ーが冴えて前半を折り返しましたが、後半はガ

ロンズが追い上げて接戦となりました。しかし、

このセットをＶＣ長野が 25－23 で取ると、特

に第２セット後半は、レシーブ力に優るＶＣ長

野のペース。ＶＣ長野がレシーブを的確に攻撃

につなげ、25－15 の大差で５年連続５回目の優

勝を果たしました。 

 女子の決勝も予想通り、ルートインホテルズ 

ブリリアントアリーズとセイコーエプソンの

対戦となりました。

男子はＶＣ長野 女子はルートインがＶリーグチームの貫禄を示す！ 

男子は松本国際が７連覇 女子は都市大塩尻が県予選の悔しさを晴らす！ 
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 第１セット序盤、被ブロックとミスでリードを許し

たルートインでしたが、徐々に追いつき、中盤にも一

旦は離されたものの、タイムアウトをきっかけに追い

ついて逆転。25－23 でセットを先取しました。これで

ペースを掴んだルートインは、第２セットに入ると攻

守にエプソンを圧倒。一度もリードを許すことなく、

２年連続２回目の優勝を果たしました。 

 両チームが本国体に出場し、長野県に１点でも多く

の得点をもたらしてくれるよう期待したいと存じま

す。 

 

 

（一財）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 

【県総務委員長 赤間善浩】 

平成 30 年度の事業報告及び決算・監査報告を審議する理事会・

評議員会が、令和元年６月８日（土）「たつのパークホテル」にお

いて開催されました。又、翌９日（日）には、同会場において加

盟団体代表委員総会が開催されました。 

 船木会長から「開催中のネイションズリーグ 2019 は、多くの

観客が来場している。東京オリンピック開催の効果もあり、バレ

ーボールの人気は高まっている。令和という新たな時代に長野県

バレーボール協会が更に

活動できるようにしたい。

特に 10 月のワールドカッ

プ男子長野大会は、成功に向け、皆が力を合わせて取り組みたい。」と

の御挨拶がありました。 

又、江村副会長がスポーツ振興功労として旭日双光章を受勲された

こと、渡辺常務理事が長野県スポーツ振興功績者表彰有功章を受章さ

れたことについて、船木会長から報告され、お祝いの言葉がありまし

た。 

議案の事業報告、会計報告においては、協会の財政面に関する課題

が共有され、事業収入を確保するための検討が早急に必要と再確認さ

れました。また、定例の会議事項の他に理事・監事（任期２年）及び

評議員（任期４年）の改選についても審議され、新たな役員が選出さ

れました。 

 

 

代表理事 会長        船木 正也 

業務執行理事 副会長     小平 富久  

業務執行理事 副会長     夏目 幸吉 

業務執行理事 副会長     竹淵 光雄（新任） 

業務執行理事 副会長     佐藤 錬二 

理事     副会長     江村 恵一 

業務執行理事 専務理事    村上 里志（新任） 

常務理事           渡辺 幹雄 

常務理事           青木 高志（新任） 

常務理事           城田 孝夫（新任） 

常務理事           田原 茂 

理事 総務委員長       赤間 善浩（新任） 

財政面の課題を共有 令和最初の役員改選で新役員を選出 

旭
日
双
光
章
を
受
勲
さ
れ
た 

江
村
恵
一
副
会
長 
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理事 競技委員長       坂田 秀男 

理事 審判委員長       中島 俊昌 

理事 指導普及委員長     三村 公二 

理事 強化委員長       鏡味 照明（新任） 

理事（実業団連盟）      島津 鉄男（新任） 

理事（クラブ連盟）      桑原 康秀 

理事（高校体育連盟）     宮坂 俊樹 

理事（中学校体育連盟）    吉川 豊 

理事（小学生連盟）      西澤 悦郎 

理事（ソフト連盟）      中山 芳一 

理事（ビーチ連盟）      三島 英徳 

理事（大学連盟）       野口 京子 

監事             鈴木 正弘 

監事             脇坂 清志（新任） 

 【退任理事】 

私ども、理事・監事を退任いたしました。 

在任中は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。 

常務理事           武舎 幸彦（顧問就任） 

常務理事           内山 政則（  〃  ） 

理事 強化委員長       三溝 裕五（  〃  ） 

監事             林  憲明（  〃  ） 

 

 

事 業 概 況 報 告 

2018「福井しあわせ元気国体」では昨年のリベンジを目標に挑み、少年男子３位、成年男子５位の活躍で

男女総合成績７位となりましたが、少年女子、成年女子、ビーチは本国体に出場できませんでした。全種別

北信越突破をめざし、この結果の検証と強化を図る必要があります。 

新たなＶリーグでは、ＶＣ長野トライデンツがＶ１で 10 位、長野☆ＧａＲｏｎｓがＶ２で８位とチーム

にとっては不本意な結果となりました。両チームとも 2019/20 リーグでの奮起を期待するものであります。

また、新規参入のルートインホテルズも新ステージでの活躍を期待しております。 

全国大会関連では、ルートインホテルズが第７回全日本６人制バレーボール実業団選抜男女優勝大会女子

で優勝、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女子決勝リーグで準優勝。第 17 回全国社

会人９人制東ブロック男女優勝大会で女子佐久総合病院が準優勝、中部日本大会の高校男子では松本国際が優

勝、一般男子では VC 長野トライデンツが準優勝と各種大会で長野県選出チームが活躍をいたしました。 

本年度開催されたＶリーグ関連のホームゲーム及び天皇杯・皇后杯北信越ブロックラウンド、北信越高等

学校選手権大会、北信越ビーチ選手権大会の北信越関連の大会、また、各種県内大会も加盟協会・連盟の協

力により無事終了することが出来ましたことを心より感謝いたします。 

今後も１人でも多くのバレーボールファン並びに協会員の獲得に努力してまいりますので、節約・財政確

保と併せて皆様のご協力をお願いします。 

１ 強化 

（１）第 73 回国民体育大会 バレーボール競技 少年男子            第３位 

（２）第 73 回国民体育大会 バレーボール競技 成年男子            第５位 

（３）第７回全日本６人制ＶＢ実業団選抜男女優勝大会女子 ルートインホテルズ 優 勝 

（４）第９回全国６人制ＶＢリーグ総合男女優勝大会女子決勝リーグ  

  ルートインホテルズ    準優勝 

（５）第 17 回全国社会人９人制ＶＢ大会東Ｂ 女子  佐久総合病院       準優勝 

２ 特別大会 

（１）Ｖ１・Ｖ２各ホームゲーム   県内各地    

Ｖ１・・・ 男子 ７日 

Ｖ２・・・ 男子 ６日  女子 ３日 

（２）全国６人制ＶＢリーグ女子決勝リーグ長野大会・・・２日 
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長野県ソフトバレーボール春季大会 全国予選会 

【県ソフト連盟理事長 中山芳一】 

６月２日（日）に豊丘村民体育館において、レディースの部・シルバーの部・ねんりんピックの部の３種

別が開催されました。レディースの部には４チーム、シルバーの部には 14 チーム、ねんりんピックの部に

は７チーム、合わせて 25 チームのエントリーとなりました。 

レディースの部は４チームの総当たりで県代表の座を争いました。 

 ＬＯＯＫはサンクラブＢを２－１、ウィングスを２－０、Ｄａｉ-ｆｕｋｕを２－１で下し、全勝で優勝

しました。 

 10 月 25 日（金）～27 日（日）静岡県静岡市に於いて開催される第 21 回全国レディースフェスティバル

にはＬＯＯＫが県代表として出場します。 

 シルバーの部は、予選を勝ち抜いた６チームによる決勝トーナメントで争いました。決勝は南風とスーパ

ーマックスの対戦となり、スーパーマックスが２－０で勝って優勝しました。 

 10 月 11 日（金）～13 日（日）宮崎県宮崎市に於いて開催される第 27 回全国シルバーフェスティバルに

県代表として出場します。  

 ねんりんピックの部は、予選を勝ち抜いた３チームによる決勝リーグとなりました。結果、リバティーズ

が、島内クラブＡとスーパーふう太をそれぞれ２－０で下して優勝しました。 

 11 月９日（土）～12 日（火）和歌山県橋本市に於いて開催される第 32 回全国健康福祉祭（ねんりんピッ

ク）には、リバティーズが県代表として出場します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 公益財団法人長野県スポーツ協会定時評議員会 

【県協会副会長 竹淵光雄】 

標記の会が、６月20日（月）午後２時30分より県スポーツ会館２Ｆで開催されました。  

平成30年度決算の承認及び任期満了に伴う役員の選任について審議が行われました。役員等候補選出委員

会より選出された候補について個々に審議が行われ、理事10名と監事３名が原案通り可決されました。評議

員の佐藤厚彦氏（中体連会長）の辞任に伴う新たな評議員として、大日方博氏が選任されました。 

その後に開催された理事会では、理事長に林泰章氏、専務理事に茅野繁巳氏、常務理事に内山充栄氏が再

任され、理事に大谷正亮、荻原健司、北村正博、清水一人、野村 尚、藤沢令子、堀江三定の各氏が、監事

には黒岩 博、中村 守、野本博之の３氏がそれぞれ選任されました。 

理事会終了後、評議員会・理事会の懇親会が開催され、多くの意見交換が行われました。 

 

 

レディース・シルバー・ねんりんピックの３種別に計２５チームが参加 

理事 10名と監事３名が新たに選任され （公財）県スポーツ協会の新体制が発足 

シルバーの部 スーパーマックスレディースの部 ＬＯＯＫ ねんりんピックの部 リバティーズ 
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第 19 回日本スポーツマスターズ 2019 バレーボール競技 長野県予選会 

【中高飯水協会 競技委員長 山崎茂雄】 

６月 23 日（日）、飯山市において標記大会が男女

各３チームの参加にて開催されました。往年の名プ

レーヤーが集い、白熱したゲームが繰り広げられる

中、マスターズならではのファインプレーや珍プレ

ーも飛び出し、会場は大いに盛り上がりました。 

男子は前年度覇者のＯＫＡＹＡ.が、各試合とも

出だしこそ相手にリードされたものの、その後は地

力を発揮し、２試合ともストレート勝ちを収めて見

事連覇を達成しました。 

一方の女子。１勝同士の松本ルミナス対いいやま

の試合は、ルミナスが 1 セットを先取。第２セットはい

いやまの猛反撃に終始リードされましたが。終盤に追い

つくと最後は 24－22 と突き放し、見事７連覇を達成し

ました。 

全盛期と比べ、見た目や体形が変わっても、選手の皆

さんはやはりユニフォーム姿が似合い、プレーする姿が

素敵でした。これからも生涯現役を目指して活躍される

ことを願っております。 

又、男女優勝チームには、９月に岐阜県で開催されま

す全国大会での健闘を期待したいと存じます。 

 

 

 

第 18 全日本ビーチバレージュニア男子選手権大会 及び 

2019マドンナカップ in 伊予市ビーチバレージャパン女子ジュニア選手権大会 長野県予選会 

【県ビーチ連盟理事長 三島英徳】 

 標記大会が 6 月 23 日（日）、駒ヶ根市森と水のアウトドア体験広場ビーチバレーコートで開催されました。 

 参加チームは、男子が 4 高校 6 チーム、女子が 3 高校 5 チームでした。 

【男子】 

 昨年、全国大会で準優勝の実績を持つ、東海大諏訪Ａ【関島・

今井ペア】と準決勝で松本蟻ケ崎高を破り勝ち進んだ、東海大

諏訪Ｂ【中山・伊藤ペア】の決勝となりました。 

 終始、関島のゲームコントロールが冴え 28-11 で東海大諏訪

Ａが圧勝しました。 

 全日本選手権では、昨年以上の成績（昨年は準優勝）を残す

ため、更なるレベルアップを期待します。 

【女子】 

 女子は松商学園Ｂ【落合・小出ペア】と松商学園Ａ【上條、伊

藤ペア】の決勝となりました。 

 松商学園Ｂは、昨年度優勝チーム南安曇農業【高山姉妹ペア】

を準決勝で大接戦の末破り、決勝もその勢いで 28-15 の圧勝となりました。 

 落合・小出ペアについては、得点力のあるサーブに加え、今後更に一つ一つのプレーの精度を上げ、全国

大会上位を目指して欲しいと思います。 

男子は関島・今井ペア 女子は落合・小出ペアが圧勝！ 

往年の名選手が集い 男子はＯＫＡＹＡが連覇 女子は松本ルミナスが７連覇 



7 

 

 

【県強化委員長 鏡味照明】 

６月３日高校総体県予選会終了後、６月 16 日国民体育大会県予選会（成年の部）の終了後に、それぞれ国

体県選抜チームの選手選考会が開催され、以下の選手が選考されました。先ずは全種別が北信越ブロック勝

ち抜き、茨城国体への出場権を獲得することを期待します。 

  

国体県選抜チームの選手・スタッフ選考会開催！ 

＜少年女子＞ 

徳武 凛（松商学園高 ３年） 

新井三寿希（松商学園高 ２年） 

砥石 明（松商学園高 ２年） 

松村菜々恵（東海大学付属諏訪高 ３年） 

倉澤萌衣（東海大学付属諏訪高 ３年） 

原 杏奈（東海大学付属諏訪高 ３年） 

五味さら（東海大学付属諏訪高 ２年） 

伊藤七望（東京都市大学塩尻高 ３年） 

狩野亜衣（東京都市大学塩尻高 ３年） 

上島彩季（東京都市大学塩尻高 ２年） 

山岸優月（東京都市大学塩尻高 ２年） 

西原桃香（東京都市大学塩尻高 ２年） 

 

監 督 中山真一（東海大学付属諏訪高） 

コーチ 藤森 圭（松商学園高） 

コーチ 今井一仁（東京都市大学塩尻高） 

 

＜成年女子＞ 

西堀育美（ルートインホテルズ） 

平原果歩（ルートインホテルズ） 

細田 愛（ルートインホテルズ） 

小坂亜未（ルートインホテルズ） 

降旗実可（ルートインホテルズ） 

水谷真友（ルートインホテルズ） 

平岡みさと（ルートインホテルズ） 

石井 彩（ルートインホテルズ） 

常田美夢（ルートインホテルズ） 

佐々木里菜（ルートインホテルズ） 

岸村恵実（ルートインホテルズ） 

高橋愛未（ルートインホテルズ） 

 

監督 川口 廣（ルートインホテルズ） 

 

＜少年男子＞ 

柳田歩輝（松本国際高 ３年） 

武田大周（松本国際高 ３年） 

板井慎之介（松本国際高 ３年） 

林 秀海（松本国際高 ３年） 

鶴田 楓（松本国際高 ３年） 

宮川彪馬（松本国際高 ３年） 

藤島大輔（松本国際高 ２年） 

嶋 邦紘（松本国際高 ２年） 

菅野智仁（松本国際高 ２年） 

渋谷斗亜（松本国際高 ３年） 

山岡龍司（岡谷工業高 ３年） 

常田将志（松商学園高 ３年） 

 

監 督 壬生裕之（松本国際高） 

コーチ 三澤由夫（松商学園高） 

コーチ 峯村幸太（長野工業高） 

＜成年男子＞ 

田上佑作（ＶＣ長野トライデンツ） 

笠利真吾（ＶＣ長野トライデンツ） 

栗木 勇（ＶＣ長野トライデンツ） 

池田幸太（ＶＣ長野トライデンツ） 

杉山嵩樹（ＶＣ長野トライデンツ） 

山本憲吾（ＶＣ長野トライデンツ） 

椿 芽久（ＶＣ長野トライデンツ） 

矢貫龍馬（ＶＣ長野トライデンツ） 

森崎健史（ＶＣ長野トライデンツ） 

松村文斗（ＶＣ長野トライデンツ） 

高澤和貴（ＶＣ長野トライデンツ） 

長田 翼（ＶＣ長野トライデンツ） 

 

監督 笹川星哉（ＶＣ長野トライデンツ） 
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令和元年度 長野県バレーボール 指導者育成事業 

【県強化委員 安藤利長】 

 ６月８日（土）・９日（日）に行われました、県協会の理事会・評議員会・加盟団体代表委員総会におき

まして、強化委員会の事業として、下記の通り今年度の長野県バレーボール指導者育成事業が承認されまし

た。  

 本事業は、「バレー王国長野」の復活を目指し、県内バレーボール指導者の資質向上を目指すとともに、

指導者相互の連携と交流を図り、ひいては競技人口拡大と競技力の向上を狙うものです。  

 参加資格は問いませんので、どなたでも受講できますし、すべての講習会の受講料は無料です。現時点で

は、一部計画に未定の部分もございますが、受講の希望がございましたなら、下記担当者へお申し込み下さ

い。  

 

《 北信地区の方 》菊池 浩成（篠ノ井西中学校） 学校℡ ０２６－２９２－７８８０  

《 東信地区の方 》小宮山 瞳（塩田中学校）   学校℡ ０２６８－３８－２５０８  

《 中信地区の方 》木戸岡 学（高綱中学校）   学校℡ ０２６３－４０－１３６８  

《 南信地区の方 》小田切克仁（春富中学校）   学校℡ ０２６５－７２－５２４６  

 

★Nagano Volleyball Progress Plan 2019（令和元年度 長野県バレーボール 指導者育成事業） 

№ 期日（曜日） 時   間 講 習 内 容 

場   所              講 師 （ 講 師 紹 介 ） 

１ ７月 20 日（土） 9:00～16:00 
ジュニアバレー日本トップ指導者に学ぶ 

（初心者指導・基本技能の導入から実践） 

長野市立篠ノ井西中学校 
公益財団法人日本バレーボール協会競技者拡大委員長 

  工藤 憲氏 

２ ７月 21 日（日） 8:30～15:30 
ビギナーズ大会（男子） 

（中学でバレーを始めた選手のみでチーム編成） 

長野市立篠ノ井東中学校 
 

３ ９月１日（日） 9:00～16:00 小・中・高、一貫指導 指導者講習会（接続・連携） 

 

長野市立長野高等学校 

 

公益財団法人日本バレーボール協会公認講師 

  野口 京子氏（オリンピック銅メダリスト 長野大学） 

公益財団法人日本バレーボール協会公認講師 

  竹内 護氏（篠ノ井西中学校） 

４ ２月下旬 10:45～12:00 スポーツ栄養学講座 

安曇野市立三郷中学校 未 定 

 ① 上記の他、各地区主催の Progress Plan も随時計画していきます。  

 ② 未定箇所につきましては、今後決定次第お知らせします。 

  

 この件に関するお問い合わせは下記にお願い致します。  

（一財）長野県バレーボール協会強化委員 安藤利長（千曲市立戸倉上山田中学校） 

携帯℡０９０－７２００－５１８１ 

  

Nagano Volleyball Progress Plan 2019 概要 
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☆ 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 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2019siaikeka/R1.6.3koko_sotai.pdf 

☆ 長野県ソフトバレーボール春季大会 全国予選会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2019siaikeka/R1.6.2soft_syunki.pdf 

☆ 第 54 回北信越高等学校バレーボール選手権大会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2019siaikeka/R1.6.16hokusinetu_koko_sotai.pdf 

☆ 第 74 回国民体育大会（成年の部）県予選会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2019siaikeka/R1.6.16kokutai_seinen.pdf 

☆ 第 19 回スポーツマスターズ 2019 大会 県予選会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2019siaikeka/R1.6.23masters.pdf 

 

 

 

7/4(木) 長野県スポーツ協会 第 1 回競技力向上専門委員会 (長野市) 

7/6(土)～7(日) 第 42 回北信越ママさんバレーボール大会 (石川県) 

7/7(日) 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会長野県ラウンド (岡谷市) 

 〃 長野県ソフトバレーボール夏季大会（全国予選会・北信越予選会） (千曲市) 

7/13(土)～14(日) 第 49 回全日本中学校選手権大会長野県予選会 (上田市) 

7/13(土)～15(月・祝) 第 69 回中部日本 6 人制バレーボール総合男女選手権大会  (福井県) 

7/14(日) 第 18 回全国社会人東ブロック男女優勝大会長野県予選会 (千曲市) 

7/20(土) 2019-20 V.LEAGUE キックオフミーティング (東京都) 

7/24(水)～28(日) 全国高等学校総合体育大会女子バレーボール競技大会 (宮崎県) 

7/25(木) 
第 82 回国民体育大会・第 27 回全国障害者スポーツ大会 

長野県準備委員会・第 4 回総務企画専門委員会 
(長野市) 

7/26(金)～29(月) 全日本 9 人制バレーボール実業団男子女子選手権大会  (愛媛県) 

7/27(土)～28(日) 第 32 回北信越小学生バレーボール大会 (新潟県) 

7/30(火)～8/3(土) 全国高等学校総合体育大会男子バレーボール競技大会 (宮崎県) 

7/31(水) 
第 82 回国民体育大会・第 27 回全国障害者スポーツ大会 

長野県準備委員会の第 3 回総会 
(長野市) 

 

6 月 試 合 結 果 

7 月 ス ケ ジ ュ ー ル 


