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 ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第 35回全国都道府県対抗中学バレーボール大会 

 【県強化委員 牛田佳伸】 

昨年は中止になったＪＯＣジュニアオリンピックカップ全国都道府県対抗中学バレーボール大会、今年は現時

点では開催予定とのことで、９月４日（土）、令和３年度長野県中学選チームの選手を決定する最終選考会（トラ

イアウト）を開催致しました。 

コロナ禍の中、選抜選手の選考には、初めてトライアウト（自己推薦）方式を採用しました。４日当日の選考

会には、東北中南信４地区のトライアウトに合格した男子：37名、女子：37名が参加しました。半日の日程で制

限のある中、パスやレシーブ、スパイクの技能練習や実戦形式のスキルテスト等を経て、以下の男女各 12 名が

最終的に選出されました。又、併せてスタッフも正式に決定しました。尚、スタッフにつきましては、例年に比

べて若手を多く登用。将来を見据えたスタッフ構成となりました。 

  

最終選考会（トライアウト）を開いて今年の男女 12名を選出 
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【スタッフ】 

役 職 氏 名 所属校 

団 長 牛田 佳伸 松本市立丸ノ内中学校 

男子監督 山岡 航太郞 安曇野市立三郷中学校 

男子コーチ 黒岩 航 長野市立若穂中学校 

男子マネージャー 堀内 英司 下諏訪町立下諏訪中学校 

男子アシスタントコーチ 武野 早恵 小諸市立小諸東中学校 

男子アシスタントコーチ 三石 祐太郎 上田市立塩田中学校 

女子監督 中村 幸博 長野市立川中島中学校 

女子コーチ 近藤 悌 安曇野市立穂高東中学校 

女子マネージャー 堀口 はるか 長野市立東部中学校 

女子マネージャー 齊間 香里 上田市立塩田中学校 

女子アシスタントコーチ 原 瑞月 飯田市立竜峡中学校 

女子アシスタントコーチ 穂苅 みずき 佐久市立臼田中学校 

 

【男子選手】 【女子選手】 

No 氏 名 学 校 No 氏 名 学 校 

① 井口 真一 下諏訪町立下諏訪中学校 ① 板倉 鈴 長野市立東北中学校 

2 山下 翔蓮 南箕輪村立南箕輪中学校 2 水上 千紗乃 阿智村立阿智中学校 

3 松橋 勇輝 長野市立裾花中学校 3 富樫 來華 上田市立塩田中学校 

4 黒岩 涼弥 上田市立第一中学校 4 溝辺 梓未 長野市立川中島中学校 

5 清水 滝斗 長野市立裾花中学校 5 風間 来河 長野市立鬼無里中学校 

6 中本 悠翔 南箕輪村立南箕輪中学校 6 諸橋 未慈 上田市立塩田中学校 

7 デファウチ エンゾ 塩尻市立広陵中学校 7 小野 美空 阿智村立阿智中学校 

8 岡本 亨介 長野市立東北中学校 8 砥石 光 佐久穂町立佐久穂中学校 

9 加藤 志音 松本市立筑摩野中学校 9 武井 陽菜 南箕輪村立南箕輪中学校 

10 鶴見 勇斗 松本市立筑摩野中学校 10 渕井 胡杜 南箕輪村立南箕輪中学校 

11 小林 智哉 小布施町立小布施中学校 11 北堀 未森 長野市立東北中学校 

12 小平 聖人 上田市立第一中学校 12 下原 実緒 阿智村立阿智中学校 

 

 

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第 35回全国都道府県対抗中学バレーボール大会 

【県強化委員 安藤利長】 

９月 11 日（土）、本年度の長野県中学選抜チームの結団式が行われました。

最初に当協会：村上里志専務理事から「過去の好

成績を収めた先輩達と遜色ない素晴らしい能力

を持った選手が集まり、大会での好成績を期待

している」「コロナ禍の中で練習環境も厳しい中

ではあるが、東京オリンピックのような感動を

長野県内に届けて欲しい」とのエールが送られ

ました。続いて主催者である讀賣新聞社松本支

局長：新井満様からは「コロナ禍の中での本大会

となるが、是非大会で好成績を収め、長野県内に

令和３年度 長野県中学男女選抜チームの活動スタート！ 
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明るいニュースを届けて欲しい」との激励の言

葉を頂戴致しました。更に、男女 24名に選抜選

手である認定書が授与され、選手団の紹介の後

に、団長である長野県中学校体育連盟バレーボ

ール専門部牛田佳伸専門委員長が感謝・決意の

言葉を述べました。そして最後に、男子：井口

真一主将（下諏訪中）、女子：板倉鈴主将（東北

中）が「自校のチームでは、コロナ禍で十分な

練習ができず、納得のいく結果を残せなかった。

再び全国で戦う機会をいただいたので、選抜メ

ンバーに残れなかった仲間達の思いを背負う

と共に、県を背負っている自覚を持って、「日本

一」を目指し４ヶ月の練習に励みます」と力強

く決意表明を行いました。 

今年で 35 回を数える全国都道府県対抗

中学バレーボール大会ですが、昨年度は新

型コロナウイル感染症により中止となりま

した。今年も、新型コロナウイル感染症の

感染状況によっては、本大会が中止となる

こともあるかもしれませんが、男女両チー

ムは、12 月 25～28 日の大阪市での大会に

向け、県内の高校等や他県選抜チームと強

化練習会を重ねて参ります。皆様には絶大

なる御支援、御協力を賜りますよう宜しく

お願い申し上げます。 

 

 

 

令和 3年度北信越バレーボール連盟表彰 

【県協会専務理事 村上里志】 

この度、夏目幸吉さん（理事・副会長）と野口京子さん（理事）が北信越バ

レーボール連盟表彰を受賞されました。誠におめでとうございます。 

 夏目さんは、これまで長野市で開催されてきました男子世界選手権、男

女のワールドカップ等々、数多くの国際大会の運営に携わり、特に 2019ワー

ルドカップ男子大会においては、開催地総責任者して、長野市をはじめ関係

団体の全面的な支援を取り付け、日本代表がいないＢサイトながら黒字決算

を実現するなど、大会を成功裡に導き日本協会および北信越連盟からその手

腕を高く評価されました。 

 野口さんは、平成 20年度より北

信越大学連盟理事・副会長を歴任、令

和元年度からは全日本大学連盟評議

員に就任されるなど、大学バレー界

の組織強化に功績を残されました。

県内においては、県大学連盟の初代

理事長として、これまで同連盟の創

設と当協会への正式加盟および組織

強化に尽力されました。また当協会

の強化委員として、長年国体成年女子の強化に取り組むと共に、念願の

女子Ｖリーグチーム（ルートインホテルズ）の創設に携わり、2028長野

国民スポーツ大会に向けた成年女子種別の強化に道筋を立てるなど、多

くの功績を残されています。 

お二人のご功績に敬意を表しますと共に、増々のご活躍をご期待申

し上げます。  

夏目幸吉さん、野口京子さんの２名が受賞！ 
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10/1(金)～4(月) 第 76回国民体育大会（中止） (三重県) 

10/3(日) 全日本 9人制総合男子女子選手権大会 長野県予選会（中止） (大町市) 

10/9(土)～10(日) 第 13回北信越実業団 9人制男女選手権大会（中止） (上田市) 

10/10(日) 長野県 13地区対抗 6人制選手権大会 U14の部 (塩尻市) 

10/15(日) VC長野トライデンツ開幕決意表明会 (南箕輪村) 

10/15(金)～16(土) 2021-22 V.LEAGUE Division1 MEN（VC長野） (松本市) 

10/16(土) ソフトバレー・北信越総合フェスティバル長野大会（中止） (長野市) 

10/19(火) 長野県スポーツ協会 競技団体訪問 (塩尻市) 

10/22(金)～24(日) 第 23回ソフトバレー・レディースフェスティバル in佐賀（中止） (佐賀県) 

10/23(土)～24(日) ファイテン杯第 20回北信越クラブ男女優勝大会（中止） (福井県) 

10/22(金)～24(日) 

10/30(土)～31(日) 
第 69回秋季北信越大学男女バレーボール選手権大会（中止） 

(石川県) 

(富山県) 

10/24(日) 第 74回全日本高等学校選手権大会長野県第 1ラウンド 
(諏訪市) 

(上伊那) 

10/27(水) 
第 82回国民スポーツ大会・第 27回全国障がい者スポーツ大会 

市町村・競技団体説明会 
(長野市) 

10/28(木)～31(日) 第 20回全日本社会人 9人制東ブロック男女優勝大会（中止） (北海道) 

10/29(金)～31(日) 第 12回全国ヴィンテージ 8`s交流大会 in御殿場（中止） (静岡県) 

10/30(土)～31(日) 2021-22 V.LEAGUE Division1 WOMEN（ルートインホテルズ） (上田市) 

10/31(日) さわやか信州カップ第 38回長野県小学生大会 (佐久市) 

1 0 月 スケジ ュ ール 


