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ジャパネット杯 春の高校バレー 第 72回全日本バレーボール高等学校選手権大会  

 

「2020 春高バレーを終えて」    【松本国際高校男子バレーボール部監督 壬生裕之】 

2020年 第 72回全日本バレーボール高等学校選手

権大会。松本国際高校男子バレーボール部の挑戦

は、全国３位という結果で幕を閉じました。準決

勝、京都代表の東山高校との試合は、力及ばず０－

３とストレートで負けはしましたが、敗戦の悔しさ

が大半を占める自分の気持ちの中に、今年のチーム

の集大成として、全てをぶつけることができたよう

な達成感も感じることができました。本校は周りか

ら観ればキャプテンの柳田１枚エースのバレーに感

じる人も少なくなかったと思います。ただ、うちの

１枚エースが得点しやすい状況を作っているのは、

チーム全体で取り組んできた、速い展開のバレーであり、

他の選手達であることを私は知っています。今年のチーム

の形が１枚エースを輝かせ、そのエースが輝くことで、マ

ークが寄って他選手のマークが薄くなり、他の選手達も活

躍し出す。チームが 1人を生かし、またその 1人がチーム

を生かしていくといった相乗効果を生み出せたように感じ

ました。 

 指導者としてこの 1年間、大変多くのことを学ぶことが

でき、重圧を感じ、可能性を示し、そして何よりも楽しく子供達と過ごすことができました。 

最後になりますが、沢山の応援をしてくださった方々、学校関係者、バレーボール協会関係者の皆様等、多

くの方に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 
エプソン杯 第 35回長野県中学校バレーボール選抜優勝大会  

【中体連南信専門委員長 小田切克仁・県強化委員 齊間香里】 

 中学校の新人戦県大会に当たる標記大会が令和２年１月 25日（土）、26日（日）に中信地区で開催されまし

た。 

 男子の決勝戦には、前日の予選グループ戦で北信２位の長野市立柳町中学校との激闘を制した箕輪町立箕輪

中学校（南信３位）が、準決勝で長野市立東部中学校（北信３位）を危なげなく２－０で下して先ず進出しま

した。もう一方の準決勝は、南信１位の下諏訪町立下諏訪中学校をフルセットの最小得点差で振り切った小布

施町立小布施中学校（北信１位）が制しました。 

 昨年度全日本中学選抜チーム監督の三石雅幸監督率いる箕輪中に対して、小布施中はセッターの正確なトス

回しを軸に、両サイドからのワイドな展開とセンターの時間差攻撃を駆使して試合の主導権を握りました。 

松本国際は準決勝で東山に高校総体の雪辱を許して 3位に終わる 

男子は小布施中が２年振り 11 回目の長野県制覇！ 

女子は飯山市立城北中が嬉しい初優勝を果たす！ 
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一方の箕輪中も、粘り強いディフェンスからエースにボールを集めて小布施中の多彩な攻撃に対抗しようとし

ましたが、２セット共 20点に届かず、セットカウント２－０で小布施中が 11回目の優勝を飾りました。 

 一方の女子は、能力の高いアタッカーが県内多くのチームに点在しており、８月の全国大会に出場した南箕

輪村立南箕輪中学校も南信１位で出場を果たしはしましたが、チームが切り替わってから未だ５ヶ月というこ

とで、大会前から混戦模様が予想されました。果たして、上位８チームが残った２日目は予想通りの混戦続き

で、準決勝・決勝全てフルセットという試合が展開されました。 

 その中でも決勝に進出したのは、矢張り力のある南箕輪中と北信１位の飯山市立城北中学校でした。１セッ

ト目は終盤まで南箕輪中ペース。先にセットポイントを握りましたが、５連続ポイントもあって、城北中が 27

－25の逆転で先取しました。結局、ここが勝敗の分かれ目でした。２セット目は、南箕輪中の主将がスパイク

やサーブに奮起して奪い返したものの、最終セットは序盤に連続得点をした城北中がそのリードを守り、相手

を 17点に抑えて歓喜の初優勝を飾りました。 

 尚、この日の結果により、男子は小布施中・箕輪中・下諏訪中・長野東部中の４校が、女子は城北中・南箕

輪中の２校に加え、南信３位の飯島中・伊那中合同チームと長野市立川中島中学校の２チーム、計男女８チー

ムが３月 20日（金）・21日（土）、富山県で開催される菅公学生服杯第 18回北信越中学新人バレーボール優

勝大会に駒を進めることになりました。各チームの健闘をお祈り致します。 
 

 

【ブリリアントアリーズ主将 髙橋愛未】 

「Ｖ２優勝してＶ１昇格を果たす」 この大きなチーム目標を胸に、Ｖリー

グ初参戦となる今シーズンをスタートさせました。しかしＶリーグ初戦となる

ホームゲームで２連敗し、勝つことの難しさを痛感すると共に、支えて下さっ

ている皆様へ「勝利」という形で恩返しができなかったことへの後悔を強く感

じることになりましたが、その敗戦が私たちの意識を変えるきっかけになった

と思います。個々の練習への取り組み方の見直しやミーティングの質の向上、

ウォーミングアップや食事の改善を行い、試合を重ねるごとにチームとして進

化できるよう努

めました。 

私たちは圧倒

的な強さがある

訳ではありませ

ん。身長も低

く、大エースも

いません。しか

しその分、個々が１.５人分の役割をこなし、負

担を均等にすることで相手に的を絞らせないバ

レーができます。フルセットになる試合がとて

も多くありましたが、拮抗した試合の中で必死

に掴んだ１点はとても価値のあるものだと感じ

ましたし、苦しんだ末に掴んだ勝利は自信にも

繋がりました。 

ルートインホテルズ ブリリアントアリーズ ～ シーズンを振り返って 
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今シーズンの結果に満足せず、来シーズンは更に強くなった私たちを皆様にお見せできるよう精進して参り

ます。 

勝った時も負けた時も変わらずに応援して下さる皆様にはとても感謝しています。多くの方々に「感動と

夢、そして元気を届ける」ことができるよう努めて参りますので、今後とも私たちルートインホテルズブリリ

アントアリーズを宜しくお願い致します。 

 
2019‐20 V.LEAGUE  Division2 MEN 須坂大会  

【大会副委員長 竹内 護（長水協会理事長）】 

１月 18日(土)・19日(日)、須坂市民体

育館でＶ2リーグに参戦中の長野ガロンズ

によるホームゲームが開催されました。こ

の時期に一番心配された降雪もなく、例年

に比べて温かく感じる２日間でしたが、体

育館の熱気も素晴らしいものがあり、たく

さんの観客の皆さん・応援団と選手たちが

大会を盛り上げてくれました。 

また、会場では台風 19号による被災地

域への復興支援Ｔシャツの販売が行われる

など、各種のホームゲームイベントや交流

イベントもあって工夫されていたと思いま

す。関係の皆様方の御尽力に感謝致しま

す。 

18 日の試合では、ヴァンティン三重と大同特殊鋼レッドスターが勝利し、19日は

三重の連勝で盛り上がると、さらにガロンズも待望のホーム初勝利を挙げ、会場の興

奮はピークに達しました。例年のような「雪がない」とはいえ、寒い体育館ではあり

ましたが、三重３－２つくばユナイテッド SunGAIA、長野ＧＲ３－２兵庫デルフィー

ノという大接戦が展開されたことも

あり、観客の皆様も笑顔で会場を後

にされていました。 

長野ＧＲは、18日の試合では大

同特殊鋼に敗れたものの第１・４セ

ットをデュースとする白熱の展開を

繰り広げ、２ndレグでの巻き返し

が期待できそうです。２月末のホー

ムゲームでは、選手を中心に会場が

更に盛り上がることを期待しており

ます。 

↑おなじみスティックバルーンでの応援 
↑選手愛用の復興支援 T シャツ 

 

 
令和元年度 長野県高等学校新人体育大会バレーボール競技 

【長野県高体連バレーボール専門部専門委員 三澤由夫・岡本雅仁】 

 標記大会が、上田市自然運動公園体育館を中心に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位決定戦という日程で、１月 18日（土）から 20日（月）にかけて行われました。 

 男子決勝は、創造学園高校時代から含め７連覇を狙う松本国際高校（以下「松本国際」）と、準決勝で長野日

大高校との接戦を制した岡谷工業高校（以下「岡工」）との５年連続の同一カードとなりました。 

 第１セット序盤は、両者硬さも見られスパイクミスやコンビミスで得点が動くゲームとなりましたが、サー

ブレシーブが落ち着いた岡工がＡクイック中心の攻撃で着実に加点。松本国際もライト攻撃等で反撃しました

が、岡工が中盤でサービスエースを取ると、そのまま勢いに乗って 25－21で制しました。 

長野ＧａＲｏｎｓ 待望のホーム初勝利を挙げる！！ 
 

男子は 13年ぶりに岡谷工業 女子は都市大塩尻が激闘を制する！ 

↑

若
手
選
手
が
増
え
た
長
野
Ｇ
Ｒ
チ
ー
ム 
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 続く第２セットも、岡工はＡクイック中心

の攻撃で連続得点。一方の松本国際は岡工の

サーブに苦しめられてコンビを作ることがで

きず、15－24から３連続得点するのが精一

杯。結局 25－18で岡工が勝利。13年ぶりに

優勝を果たしました。 

女子決勝は、両者とも他を圧倒して勝ち上

がってきた松商学園高校（以下「松商」）と東

京都市大学塩尻高校（以下「都市大」）の対戦

となりました。 

第１セット序盤は、松商は攻撃的なサーブ対都市大の速い

攻撃という構図でしたが、中盤以降、都市大がサーブで相手

を崩し、25－16でこのセットを制しました。 

続く第２セット。序盤から中盤にかけて松商にミスが続

き、都市大が 17－11とリード。しかし相手エースを松商が

ブロックで捕まえると徐々に点差が縮まり、都市大が 24－20

とマッチポイント後、松商が意地を見せてデュースに持ちこ

みました。この後。お互いのエースを中心に一進一退の攻防

が続きましたが、最後は都市大が 28－26で逃げ切り、２年

連続８回目の優勝を達成しました。 

 

 

 
県高等学校新人体育大会（1/18～1/20）終了後に行われました選手選考会に於きまして、以下の選手が強

化指定されました。 

 

【男子】   【女子】 

1. 五味瑠輝斗 岡谷工業 ２年   1. 西原 桃香 都市大塩尻 ２年 

2. 中村 享祐 岡谷工業 ２年   2. 上島 彩季 都市大塩尻 ２年 

3. 和田 爽汰 岡谷工業 ２年   3. 山岸 優月 都市大塩尻 ２年 

4. 石坂 朋也 岡谷工業 １年   4. 榎園 紗和 都市大塩尻 ２年 

5. 高坂 楓馬 岡谷工業 １年   5. 平 ｳﾞｨｳﾞｨｱﾝ ﾁﾃﾞｨﾝﾏ 都市大塩尻 ２年 

6. 宮澤 愛翔 岡谷工業 １年   6. 千葉 祐莉 都市大塩尻 ２年 

7. 水野 永登 岡谷工業 １年   7. 湯本  悠 都市大塩尻 ２年 

8. 眞々田 陽 松本国際 ２年   8. 江本 友香 都市大塩尻 ２年 

9. 藤島 大輔 松本国際 ２年   9. 新井 三寿希 松商学園 ２年 

10. 嶋  邦紘 松本国際 ２年   10. 佐藤 玲実 松商学園 ２年 

11. 菅野 智仁 松本国際 ２年   11. 砥石 明 松商学園 ２年 

12. 池田 拓真 松本国際 １年   12. 植田 春香 松商学園 ２年 

13. 山本 翔聖 松本国際 ２年   13. 伴野 未祐 松商学園 １年 

14. 原  健晴 松本国際 ２年   14. 北原 彩夏 松商学園 １年 

15. 山浦 優輝 長野日大 ２年   15. 伊藤 雪乃 松商学園 １年 

16. 山田 和時 長野日大 ２年   16. 五味 さら 東海大諏訪 ２年 

17. 小林 翔太 長野日大 ２年   17. 吉井向日葵 東海大諏訪 ２年 

18. 小島 伊織 長野日大 １年   18. 髙野 伊織 東海大諏訪 ２年 

19. 川﨑  陸 長野日大 ２年   19. 藤森 愛莉 東海大諏訪 ２年 

20. 増田 淳平 長野日大 ２年   20. 中島 鈴果 長野日大 ２年 

21. 今井 駿世 東海大諏訪 ２年   21. 望月 佳乃 長野日大 ２年 

22. 清水 裕斗 長野商業 ２年   22. 徳永 貴子 長野日大 ２年 

23. 馬淵 天野 松商学園 １年   23. 遠藤真美夏 松本国際 ２年 

24. 福島 史也 上田西 ２年   24. 百瀬 美幸 松本国際 １年 

2020年度 国民体育大会少年の部 第一次強化指定選手選考結果 
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2/1(土) 長野県バレーボール協会 総務委員会・競技委員会 （松本市） 

2/2(日) 
モルテン杯第 14回北信越クラブバレーボール 9人制選手権大会 

長野県予選会 
（駒ヶ根市） 

2/7(金)～9(日) 第 20回北信越高等学校新人バレーボール大会 （富山県） 

2/15(土) 長野県バレーボール協会 強化委員会 （松本市） 

2/15(土)～16(日) 2019-20 V.LEAGUE Division 1 MEN（VC長野） （松本市） 

2/26(水) 日本バレーボール協会 2019年度 第 2回加盟団体代表委員総会 （東京都） 

2/29(土) 2019-20 V.LEAGUE Division 2 MEN（GaRons） （須坂市） 

 

 

 

 

3/ 7(土) 長野県バレーボール協会 正･副会長、専務･常務理事、委員長会議 (塩尻市) 

3/14(土) 

長野県バレーボール協会 第 88回 理事会・第 18回 加盟団体代表委員総会 

   10：00～ 第 88回 理事会 

   13：00～ 第 18回 加盟団体代表委員総会 

(塩尻市) 

(えんぱーく） 

 

☆ 第 72回全日本バレーボール高等学校選手権大会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2019siaikeka/R2.1.12haruko_zenkoku.pdf 

☆ 2019-20 V.LEAGUE Division2 MEN（1/18～19 GaRons） 

https://www.vleague.jp/form/a/25504 

https://www.vleague.jp/form/a/25508 

☆ 長野県高等学校新人体育大会バレーボール競技会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2019siaikeka/R2.1.20koko_sinjin.pdf 

☆ 2019-20 V.LEAGUE Division2 WOMEN（1/25 ルートインホテルズ） 

https://www.vleague.jp/form/a/25634 

☆ エプソン杯第 35回長野県中学校選抜優勝大会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2019siaikeka/R2.1.26epson_tyugaku.pdf 

1 月試合結果 

2 月スケジュール 

3 月スケジュール 

https://www.vleague.jp/form/a/25504

