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令和 3年度長野県１３地区対抗６人制バレーボール選手権大会（Ｕ－１４の部） 

【県指導普及委員長 三村公二】  

10月10日（日）に、女子は塩尻市、男子は松本市の計７

会場で令和３年度長野県13地区対抗６人制バレーボール

選手権大会（Ｕ－14の部）を開催しました。 コロナ禍で

各地区協会でのチーム編成が難しい中で、残念ながら参

加できない地区協会もありましたが、女子15チーム、男

子11チームが参加して大会を開催することができました。 

今回はコロナウイルス感染症対策として、参加チーム

を女子４ブロック、男子３ブロックに分けてのブロ

ック戦で行いました。各会場１コートで試合をす

る、また無観客によって大会を開催する等、コロナ

対策を十分とっての開催となりました。様々な制限

の中での大会となりましたが、無事に開催すること

ができました。 

全チーム２試合行い、ブロック優勝を目指しての

大会でした。それぞれの試合では、各チームがすべての選手を出

場させながら、熱い戦いを繰り広げてくれました。試合展開が目

まぐるしく変わりながら、選手が力を出し切る試合が多くありま

した。また、ただ勝負に徹するだけでなく、バレーボールを楽し

み、今後の活躍を予感させてくれるプレーも多くありました。選

手たちにとって有意義な大会になってくれたと感じた１日でし

た。手に汗を握る熱戦を制してブロック優勝した各チームの皆さ

ん、おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

今大会を開催するにあたり、主管協会である塩尻木曽協

会、松本協会の皆様にご尽力いただきました。特に感染症

対策を十分にとっていただき、ご苦労をおかけしました。

コロナ禍の中 女子１５チーム・男子１１チームの参加で開催 
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ありがとうございました。また大会を

盛り上げていただいた選手・保護者の

皆様、全ての関係者の皆様に感謝申し

上げます。ありがとうございました。

大会に参加したすべての選手にとっ

て、高校へ進学してからもバレーボー

ルを続けるための足がかりとなる大会

になってほしいと願っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大会委員長(上伊那協会理事長) 城田孝夫】 

長野県コロナ感染警戒レベル５が発せられた中で９月 23日（祝）に各地区予選が開催されました。 

北信・中信・南信地区において新型コロナ感染予防対策を十二分に講じ、開催方法も無観客開催、１体育館に

１コートとし、密を避けるために空きスペースを選手の控え場所とし、全てにおいて除菌・消毒、検温の実施・

抗原検査キットの準備、ボールも１ラリー毎除菌交換、審判員・補助員にも手袋・フェイスシールド・エプロン

を使用し、まさに厳戒態勢・非常事態かと思われるような中、役員も神経を使いながらの開催でした。 

東信地区予選は警戒レベルが下がった 10 月 10 日（日）に同様に開催され、男女の代表それぞれ 24 チームが

出揃い、組み合せが 10月 14日（木）に決定しました。 

当初、２日間開催案も視野に入れながら開催方法を再検討する中、地区予選と同様のやり方で 1日での開催と

することに決定しました。 

そして、当初の予定通り 10月 24日（日）、10月としては大変寒い中「第 74回全日本バレーボール高等学校選

手権大会長野県第一ラウンド」(ベスト８まで)が開催されました。県の警戒レベルも１まで下がって少し安心す

る中ではありましたが、引き続きコロナ感染予防対策には万全を期し、地区予選と同様に無観客での開催となり

ました。 

午前の部に３チームが１回戦・２回戦の２試合、同

じく午後の部に２試合と試合方法を変更し、予選同様

に除菌・消毒を徹底する中、諏訪地区・上伊那地区そ

れぞれ４会場の計８会場に男女 48 チームを分散させ

て、男女計 32 試合を終了させることができました。

結果については結果表をご覧ください。 

終わりに、準備から大会運営にご尽力いただきまし

た高体連関係者・諏訪湖周辺協会並びに上伊那協会の

役員の皆様、そして大会開催にご理解とご協力を頂き

ました各チームの皆様にお礼を申し上げると共に、決

勝ラウンドに駒を進めた男女計 16 チームのご健闘を

祈念致します。ありがとうございました。 
 

  

第 74回全日本バレーボール高等学校選手権大会長野県地区大会・第一ラウンドを開催 
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2021-22 Ｖ.ＬＥＡＧＵＥ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ１ ＭＥＮ 松本大会 

【松本協会理事長 吉川 豊】 

令和３年 10月 15日(金)、今季のＶリーグが始まりまし

た。 

ＶＣ長野トライデンツは 15 日(金)・16 日(土)、松本市

総合体育館に東レアローズを迎えてホームゲームの開幕

戦を行いました。今シーズンより松本市とのホームタウン

協定を結ぶこととなり、締結式が行われました。臥雲松本

市長も来場し、始球式を行いました。 

 さて、松本監督代行が指揮を執るＶＣ長野トライデンツ

は、15日の開幕ゲーム、第２セットを取得するなど好ゲー

ムを展開しましたが、セットカウント１－３で惜敗、開幕

を勝利で飾ることができませんでした。 

 続く 16 日の第２戦は、東レアローズに終始圧倒され、

後半の粘りはあったもののセットカウント０－３のスト

レートで敗れ、開幕２連敗となりました。 

 感染レベルは低かった訳ですが、新型コロナウイルス感

染症拡大予防対策を講じての大会となりました。その中

で、15 日は８５０名、16 日には１０６０名と熱心なファ

ンに御来場頂きました。次回のホームゲームは 11 月５日

(金)・６日(土)。同じく松本市総合体育館にウルフドック

ス名古屋を迎えて行われます。今回以上の多くの皆様の応

援を宜しくお願いします。 

 

 

Ⅴ1男子 ＶＣ長野トライデンツ決意表明会 

【県協会専務理事 村上里志】 

 さわやかな秋晴れの 10月 10日（日）、今期Ⅴ１参戦４シーズン目を迎えるＶＣ長野トライデンツの決意表明

会が南箕輪村民センターにて開催されました。 

 初めに笹川星哉代表より「８位以内を最低限の目標とし、格上相手でも決して諦めない選手達の姿と結束力

を観ていただきたい」との挨拶の後、やや緊張気味ながら、椿 芽久主将はじめ選手ひとり一人から力強い決

意が述べられました。 

 続いて新任スタッフの挨拶、新ユニフォームの披露、フォトセッションなどが行われ、開幕を 1週間後に控

えての緊張ムードの中にも、和やかな雰囲気で会が閉じられました。  

ＶＣ長野トライデンツが松本に東レを迎えて開幕戦を戦う 

レギュラーラウンド８位以内を最低限の目標に！ 
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2021-22 Ｖ.ＬＥＡＧＵＥ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ１ ＷＯＭＥＮ 上田大会 

【県協会専務理事 村上里志】 

10 月 30 日（土）Ⅴ2 リーグ女子が、改装間もない上田自然運動公園総合体育館で開幕しました。同体育館は

課題であった空調施設（冷暖房）が新たに整備され、アリーナ床の張り替え、照明ＬＥD 化、水回り一新、更に

内装色も白を基調とした明るい色調となり、Ｖリーグ開幕に花を添える華やかな雰囲気の中、観客約 500人が観

戦しました 

ルートインホテルズブリリアントアリーズは、初戦「GSS 東京サンビームズ」と対戦、第 1 セット序盤こそ硬

さが見られたものの、レフト村山美佳（東御市出身）の強打やセッター横田実穂（岡谷市出身）の好リードで徐々

にペースを掴み第 1 セットを先取すると、第 2・第 3 セットは相手を圧倒し開幕を白星で飾りました。翌日は前

日同じく白星スタートした「ＪＡぎふリオレーナ」と対戦。ルートインは第 1セット終盤、サーブレシーブが乱

れこのセットを落とすも、第 2 セット以降は途中出場したレフト富澤や村山らの活躍で立ち直り、特に第 3・４

セットは付け入る暇を与えることなく圧勝、開幕２連勝で好スタートをきりました。 

Ｖリーグ参戦 3年目を迎えたルートインは、今シーズンより元日本代表の井上 譲氏（岡谷工業高出身）が新

たに監督に就任、またコーチ陣も強化するなど、スタッフを充実させてリーグ優勝とⅤ1昇格に挑みます！ 

 

 

【県強化委員長 鏡味照明】 

10 月 19日（火）に 2028長野国民スポーツ大会に向けて、各競技団体の取組状況や課題の把握のため、県競技

力対策本部関係者による競技団体訪問が行われました。 

当協会からは村上専務、田原常務、中島審判委員長とビーチ及び中学関係の強化委員、国体少年種別監督が参

加して懇談が行われました。 

ビーチバレーでは、各指導者から練習環境について「練習コート確保が厳しく、河川敷の砂場を探して練習し

たが、ネット・コートの設営が満足にできない状況だった。選手強化については、身近に気軽に利用できるコー

トがあることが絶対条件。また、練習環境を求めて他県に遠征するには、個人出費が多額となるので更なる強化

費補助を」との要望が出されました。 

対策本部からは、「ビーチバレーコートに関しては、具体的に関係者に働きかけていきたい。移動式の簡易コー

トセットの購入なども強化費から支出可能であること、十分

な活動ができるように強化費の対応を考えたい」などのお話

をいただきました。 

６人制少年種別監督からは、男女とも出場権を獲得できた

が「コロナ禍によりインターハイ後の練習が思うようにでき

なかったが、単独チームで臨むことにより、完成度の差で勝つ

ことができた」と苦しかった状況の報告がありました。 

中学担当強化委員からは「かつてのような全国常連校がな

く、JOC 中学選抜も上位入賞が困難となっている」「相変わら

ず県外流出していく選手が多い」など課題も多いが、アスリー

ト自己管理（ONE TAP SPORTS）、栄養指導、メンタルトレーニ

ング導入など、JOC選抜チームとしては様々な取り組みをして

Ⅴ2 リーグ開幕 ルートイン開幕２連勝！ 

長野県競技力向上対策本部による競技団体訪問が行われる 



5 

 

徐々に成果は出てきている。中体連の選手登録数は他県に比べて多いので、それを活かすための強化拠点校への

指導者配置、教員の働き方改革下ではあるが、2028に向けた選手養成のため、管理職の部活動への理解をより深

めて欲しい」などの要望が出ました。 

対策本部からは「これまで中学校へのアプローチはあまりされていなかった。2028長野国民スポーツ大会への

活動はすでに始まっている。県教委としてもスポーツの重要性は認識しており、今後積極的に働きかけていく」

と回答がありました。 

県競技力向上対策本部の取り組みも柔軟かつ積極的な動きがあり、2028 長野国民スポーツ大会に向けての各

競技の充実と、それを起点に長野県スポーツの恒常的な発展を目指していることを強く感じ取ることが出来まし

た。 
 

 

2028長野国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会 市町村・競技団体説明会 

【県専務理事 村上里志】 

10 月 27日（水）、長野市のホクト文化ホール（長野県民文化会館）において、2028 国民スポーツ大会・全国障

害者スポーツ大会の市町村・競技団体説明会が開催されました。 

全種目の開催市町村関係者と競技団体関係者が一同に会し、長野県準備委員会より開催年までの具体的な準備

スケジュール説明の後、各開催地に分かれて競技団体関係者との顔合わせ等が行われました。 

  令和 4年度（6年前）  中央競技団体開催地視察 

・施設確認／改善点指摘 

  令和 5年度（5年前）  市町村準備委員会の設置 

・各種専門委員会の設置、用具整備計画作成 

・広報・啓発、市町村民運動開始 等 

  令和 7年度（3年前）  市町村実行委員会の設置 

               ・開催決定イベント等の開催 

               ・リハーサル大会開催準備 

  令和 8年度（2年前）  競技役員／ボランティア等の養成 

  令和 9年度（1年前）  リハーサル大会の開催・運営 

  令和 10年度(開催年)   技会実施本部の設置・運営 

 

＜バレーボール競技開催市町村＞ 

■6人制バレーボール 

  成年男女：松本市 

  少年男子：大町市 

  少年女子：安曇野市 

■ビーチバレーボール 

  高森町 

■障がい者スポーツ大会（6人制） 

  身体障害：安曇野市 

  精神障害：大町市 

  知的障害：松本市 

 

☆ 長野県 13地区対抗 6人制選手権大会 U14の部 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2021siaikeka/R3.10.10_13tiku-U14.pdf 

☆ 2021-22 V.LEAGUE Division1 MEN（VC長野） 

https://www.vleague.jp/form/a/26699 

https://www.vleague.jp/form/a/26700 

☆ 第 74回全日本高等学校選手権大会長野県第 1ラウンド 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2021siaikeka/R3.10.24_haruko_R1.pdf 

☆ 2021-22 V.LEAGUE Division1 WOMEN（ルートインホテルズ） 

https://www.vleague.jp/form/a/27078 

https://www.vleague.jp/form/a/27080 

開催までのスケジュールが示される！ 

1 0 月 試 合 結 果 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2021siaikeka/R3.10.10_13tiku-U14.pdf
https://www.vleague.jp/form/a/26699
https://www.vleague.jp/form/a/26700
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2021siaikeka/R3.10.24_haruko_R1.pdf
https://www.vleague.jp/form/a/27078
https://www.vleague.jp/form/a/27080
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11/4(木) 
第 74回全日本バレーボール高等学校選手権大会 県代表決定戦 

実行委員会 
(長野市) 

11/5(金)～6(土) 2021-22 V.LEAGUE Division1 MEN（VC長野） (松本市) 

11/6(土) 令和 3年度長野県スポーツ指導者研修会（東北信コース）中止 (長野市) 

11/7(日) 第 42回長野県ママさん連盟 上伊那大会 (南箕輪村) 

11/13(土)～14(日) 第 6回ソフトバレー・フリーフェスティバル 中止 (熊本県) 

11/13(土)～14(日) 2021-22 V.LEAGUE Division1 MEN（VC長野） (松本市) 

11/13(土) 

・27(土)～28(日) 
令和 3年度日本スポーツ協会 公認コーチ 1養成講習会 (大町市) 

11/14(日) 
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大会 北信越強化練習会 
(富山県) 

11/18(木) 令和 3年度 県協会 前期中間監査 (塩尻市) 

11/21(日) ミズノ杯第 20回長野県クラブ選手権大会 (安曇野市) 

11/21(日)・23(火) 第 74回全日本バレーボール高等学校選手権大会 県代表決定戦 (長野市) 

11/22(月) 県スポーツ協会 競技団体ヒアリング (長野市) 

11/26(金)～28(日) 
第 91回全日本 9人制総合男子選手権大会 中止 

第 90回全日本 9人制総合女子選手権大会 中止 
(大阪府) 

11/26(金)～28(日) 全国ソフトバレー・シルバーフェスティバル 中止 (奈良県) 

11/27(土) 令和 3年度長野県スポーツ指導者研修会（中南信コース）中止 (松本市) 

11/27(土)～28(日) 
2021-22 V.LEAGUE Division1 MEN（VC長野） 

(松本市) 

2021-22 V.LEAGUE Division1 WOMEN（ルートインホテルズ）  同日･同所開催  

1 1 月 スケジ ュ ール 


