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2020‐21 V.LEAGUE Division１ MEN 塩尻大会

VC 長野トライデンツ 塩尻で初の V リーグ開催！
【塩尻木曽協会理事長 村上公彦】
ＶＣ長野トライデンツのホームゲームが２月１３日
（土），１４日（日）に、塩尻市のユメックスアリーナ（塩
尻市総合体育館）で行われました。
ユメックスアリーナは４月にオープン予定ですが、塩
尻市のご厚意により本大会が開催されました。開会行事
では、小口市長と赤羽教育長のご出席をいただき、小口
市長（写真右）による歓迎の挨拶の後、試合開始となり
ました。塩尻市にとっては初のＶリーグの試合というこ
とで、コロナ禍によって観客数は制限されましたが、両日
とも５００人近くの方が観戦され、満席の状態となって
体育館は熱気に包まれました。
堺ブレイザーズとの２日間の熱戦は、両日とも第１セットは、ＶＣ
長野のリヴァンのスパイクを中心に、中村のクイックなど接戦に持ち
込みましたが、第２，３セットは堺のセッター関田の巧みなトス回し
から、松本（長野市出身）や出来田、ジョンがスパイクを次々に決め、
ＶＣ長野に力の差を見せつけられる結果となりました。ＶＣ長野はホ
ームゲームでの連敗が続いており、更なる奮起を期待したいもので
す。

2020‐21 V.LEAGUE Division１ MEN 伊那大会

ＶＣ長野トライデンツ 地元で大分三好にまさかの連敗！
【県総務副委員長 木下久資】
２月６日（土）・７日（日）の両日、古巣（本拠地）とも言うべきエレコム・ロジテックアリーナ（伊那市民
体育館）でＶＣ長野トライデンツのホームゲームが行われました。両日共約 400 名の観客を入れての開催となり
ましたが、伊那市を中心とする上伊那は新型コロナウイルス感染症警戒レベルがそう高くないとは言っても、運
営スタッフにはフェイスシールドとゴム手袋が支給され、一方観客の皆さんにはソーシャルディスタンスを保っ
て頂くべく全座席指定で、尚且つ声援は御遠慮頂くと共に、拍手・手拍子のみの応援をお願いするという入念な
感染症対策が施されました。
さて相手は、今季レギュラーラウンド初の対戦となる大分三好ヴァイセアドラー。Ｖ１に同時昇格したチーム
であり、今季勝ち星がなく、白星に飢える相手のモチベーションを警戒しながらの対戦でした。
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果たして、６日の初戦は、ここ迄総得点ランキングで４位につけるリヴァンの調子が今一歩（肩痛？寒さ？－
笹川ＧＭ談）。相手の好レシーブにも遭ってラリーをことごとく制せられ、チャンスボールを決め切れずに競り
合った第１・第３セットを落としたのが響いてセットカウント２－３の敗戦。大分に嬉しい初勝利を献上してし
まいました。
７日の２戦目は、リヴァンの調子が戻ったことで出足は良かったものの、今度は相手サーブに崩される展開。
第１セットを逆転されて 25－27 で落とすと、第２セットを 32－30 で取り返すのが精一杯。サーブで優位に立つ
大分に多彩な攻撃で攻め込まれ、第３・第４セットは余り見せ場も作れずに連敗という結果になってしまいまし
た。
しかし勝敗はともあれ、２日間無事に開催出来ましたこと、県や地元上伊那を始めとする協会役員の皆様、並
びに御協力を頂きました観客の皆様に御礼申し上げます。

2020‐21 V.LEAGUE Division１ MEN 松本大会

ＶＣ長野トライデンツ 東レアローズに善戦‼
【松本協会理事長 吉川 豊】
２月 19 日（金）
・20 日（土）
、松本市総合体育館において、ＶＣ長野トラアイデンツが東レアローズを迎えて
のホームゲームが開催されました。
19 日の第１戦は、３セット目を奪ったもののセットカウント１－３で敗れました。翌日の第２戦は終始競り合
いの好ゲームとなりましたが、やはりセットカウント１－３での敗戦となりました。サーブ力の差などが見られ
ましたが、ＶＣ長野にも粘り強いブロックやディグで光るプレーが随所にあって、チームの成長を感じさせる内
容でした。
尚、19 日は 600 人強、20 日は 800 人強の観客の皆様に御来場頂き、会場内は大いに盛り上がりました。残り
12 試合となりましたが、皆様のますますの御声援をお願い致します。

2020/21 Ｖ．LEAGUE DivisionⅡ MEN

長野☆GaRons ホームで最終戦
【大会副委員長 竹内 護】
現在６勝６敗の勝率５割で６位につける長野 GaRons（以下ガロンズ）のホームゲーム今季最終戦は、首位を走
る富士通カワサキレッドスピリッツ（以下富士通）
、同４位つくばユナイテッド SunGAIA（以下つくば）、同 11 位
兵庫デルフィーノ（以下デルフィーノ）を迎えて、今シーズン初めての有観客での開催となりました。従いまし
て、リモートで行なわれた前回大会に比べ、一層慎重な感染症対策が求められました。サーモカメラや消毒薬設
置場所の追加、観客や選手との動線分離、さらには１階観客の皆様にもフェイスシールドを着用していただく
等々、可能な限りの対応を工夫しました。客席数も収容力の 30％程度に抑え、ソーシャルディスタンスを保ちま
したが、有り難いことに開場前から待機されるファンの皆様もいらっしゃって、大会は大いに盛り上がりました。

大会１日目のガロンズは、現在、個人総得点ランクで１位の上場を擁するつくばとの対戦でした。同ランク３
位のガロンズ主将酒井、上場と同じくサウスポーで同ランク８位の高瀬らの選手達が、どう対抗していくかに注
目が集まりました。第１セットこそ、うまく相手の持ち味を消してリードを奪い、多彩な攻撃でガロンズが先取
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しましたが、第２セットの競り合いを逃げ切られるとつくばに流れが傾きました。ガロンズは酒井・高瀬のサイ
ド攻撃や石坂・鰐川の速攻やブロックで対抗するものの、なかなか連続得点につながらずに３セットを連取され、
１－３で敗れてしまいました。
大会２日目の第１試合は、首位富士通とガロンズとの対戦でした。ホームで何とか再浮上のきっかけをつかみ
たいガロンズでしたが、富士通の圧倒的な攻撃力の前に健闘も虚しく敗戦。リーグ戦７連敗となってしまいまし
た。ただし、随所に好プレーを見せて今後に期待を抱かせる内容でもありました。残り４試合の健闘を祈ります。
久々にお客様の前でプレーできた選手達も、迫力ある動きで好プレーを連発。大会スタッフも緊張感のあふれ
る中、無事に日程を終了することが出来ました。関係各位に感謝を表して須坂大会の報告といたします。

公認審判員審査委員会を開催
【公認審判員審査委員長 小林尚人】
２月 11 日（水：祝日）
、委員全員の出席の下、当協会として初のオンライン形式で公認審判員審査委員会を開
催しました。
冒頭、村上専務理事より 2028 長野国民スポーツ大会（国体）、並びにＶリーグホームゲーム増への対応に向け
た若手審判員の発掘育成について課題提起され、それらについて活発な討議がなされました。
結果、以下の案件について令和３年度中に検討し、審判委員会と連携しながら具体策をとりまとめ、委員会と
して答申することを確認して閉会としました。
１．高校生・大学生の発掘と継続的なサポート体制の構築
２．女性審判員の積極的な登用
３．Ｂ・Ｃ級認定者への実践機会の提供方法
４．2028 国スポに向けたビーチバレー審判員の育成
５．審判日当の見直し、若手審判員へのウエアなどの支給による活性化

第２回競技委員会を開催
【県競技委員会 主事 山崎 智】
２月 23 日（火・祝）に塩尻市において、
「令和２年度第２回競技委員会」を開催しました。当初は１月開催予
定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大でリモートでの開催も検討して参りました。しかし、県独自の感染レ
ベルが１になったことなどから、村上専務理事の出席も含め、12 名が参加して感染予防対策を行いながらの開催
となりました。
会議の主な内容は、以下のとおりです。
〇委員長より、令和３年度競技委員会事業計画案について説明、以下主な協議事項
・昨年 10 月頃から調整を重ねております令和３年度の競技日程。予定する会場が、コロナウイルスワクチン接
種会場になった場合の対応や開催要項等。
・令和２年度はコロナウイルス感染拡大により、多くの大会が中止となりましたが、令和３年度は国や県・市町
村等の指針を遵守し、ＪＶＡバレーボールガイドラインに従って各種大会防止策を徹底し開催に努めることと
し、本年度県協会で作成の「大会時の遵守事項（コロナウイルス感染拡大の防止）」について、見直し等を行
い、チームを含めた大会役員等々に徹底を図ることとしています。
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・危機管理の徹底（大会の危機管理体制図作成等）
・組織的な技術統計部員の発掘と育成、ＭＲＳの活用など
・今後を見据えたジュニア世代の大会や社会人対象の競技会のあり方など、県内競技人口の拡大を目指して、各
委員会、連盟と連携し、競技会の企画を立てていくことを、継続して協議することとしています。

2 月 試 合 結 果
☆ 2020-21 V.LEAGUE Division1 MEN（2/6～7 VC 長野）
https://www.vleague.jp/form/a/25826
https://www.vleague.jp/form/a/25827
☆ 2020-21 V.LEAGUE Division1 MEN（2/13～14 VC 長野）
https://www.vleague.jp/form/a/26633
https://www.vleague.jp/form/a/26634
☆ 2020-21 V.LEAGUE Division2 MEN（2/13～14 長野 GaRons）
https://www.vleague.jp/form/a/26605
https://www.vleague.jp/form/a/26607
☆ 2020-21 V.LEAGUE Division1 MEN（2/19～20 VC 長野）
https://www.vleague.jp/form/a/25836
https://www.vleague.jp/form/a/25837

3 月 ス ケ ジ ュ ー ル
3/6(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

(オンライン)

3/7(日)

長野県バレーボール協会 指導普及員会

(長野市)

3/7(日)

長野県 13 地区対抗 6 人制バレーボール選手権大会（U12）

3/7(日)

第 15 回長野米カップ長野県小学生バレーボール大会

3/13(土)

長野県バレーボール協会 第 90 回理事会・第 20 回加盟団体代表委員総会
10：30～ 第 90 回 理事会
13：00～ 第 20 回 加盟団体代表委員総会

(塩尻市)

3/20(土)
～21(日)

菅公学生服杯第 19 回北信越中学新人バレーボール優勝大会

(長野市・須坂市)
(千曲市)

3/20(土)
～21(日)

モルテン杯第 15 回北信越クラブバレーボール 9 人制選手権大会

3/20(土)

北信越バレーボール連盟 A 級審判員研修会

(福井県)

3/21(日)

日本バレーボール協会
全国競技委員長・加盟団体競技委員長会議 研修会

(東京都)

3/23(火)

長野県スポーツ協会 令和 2 年度第 4 回総務専門委員会

(長野市)

3/23(火)

長野県スポーツ協会 令和 2 年度長野県スポーツ振興功績者 表彰式

(長野市)

3/27(土)
～28(日)

2020-21 V.LEAGUE Division1 MEN（VC 長野）

(松本市)

4

(伊那市)

中止

中止

(長野市)

中止
中止

(福井県)

