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令和３年度 長野県高等学校新人体育大会バレーボール競技  

【県高体連専門委員長 中澤健祥】 

長野県高等学校新人体育大会バレーボール競技大会が、諏訪市・岡谷市で行われました。今大会も新型コロナ

ウイルス感染症対策を取りながらの大会のため、１月 15 日（土）から 17 日（月）にかけて、１日目に１回戦、

２日目に２回戦と準々決勝、３日目に準決勝及び決勝・３位決定戦の日程で行われました。 

男子決勝は、準決勝で松商学園

高等学校を退けて順当に勝ち上

がった３年連続優勝を狙う岡谷

工業高等学校（以下「岡工」）に、

同じく長野工業高等学校を危な

げない戦いで退けた松本国際高

等学校（以下「松本国際」）が臨み

ました。 

第１セットは序盤、テンポの速

い攻撃で得点を重ねる松本国際

に対して、粘り強いブロックとレ

シーブから食らいつく岡工とい

う構図の展開でした。中盤から松

本国際のジャンプサーブが効果

的に機能し、連続得点を重ねまし

た。岡工はタイムアウトやメンバーチェンジで流れを変えようとしますが、松本国際がそのまま押し切り 25－14

で松本国際が先取しました。 

第２セット序盤、後がない岡工はライトからの

攻撃を軸に攻撃を仕掛け、一進一退でゲームが進

みました。しかし、徐々に松本国際のサーブが効

果的になり、松本国際が抜け出しました。岡工は、

レシーブからのブロックアウトで食らいつき、お

互いに得点を重ねて終盤を迎えました。ここでジ

ャンプサーブから相手を崩した岡工が 23－23 と

追いつきましたが、最後は松本国際のスパイクと

ブロックが決まり、25－23で松本国際が３年ぶり

10回目の優勝を手にしました。 

女子は、最終日の準決勝に中信４校が勝ち進む

など、中信勢の活躍が特徴的でした。決勝は両者

とも安定した試合運びで進出した東京都市大学

塩尻高等学校（以下「都市大」）と松商学園高等学

校（以下「松商」）の対戦となりました。 

第１セット、都市大が開始早々３連続得点しま

すが、その後はお互い得意の高速コンビバレーで

小刻みに得点を積み重ね、僅差で松商が都市大に

食らいつく展開となりました。中盤に差し掛かると高さと地力に勝る都市大にブレイクする場面が増え、じわり

じわりと点差が広がりました。24－17のセットポイントから力強いスパイクでブロックアウトを取り、このセッ

トを都市大が先取しました。 

女子は都市大塩尻が４連覇 男子は松本国際が岡工の３連覇を阻む 
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第２セットに入っても試合展開は変わらず、松商が都市大を追う形で始まりました。しかし、都市大は序盤か

ら連続得点し９－５と引き離しにかかります。松商もタイムアウトを早めに取ることで流れを変えようと応戦し

ますが、中盤以降も都市大の勢いは止まらず、12－７から 20－11 と点差は広がっていき、最後は都市大のスパ

イクが決まってゲームセット。都市大は４回連続、10回目の優勝となりました。 

またこの結果、男女各上位４チームが、２月 11 日（金）～13 日（日）に福井県で行われる北信越大会への出

場権を得ました。（※北信越大会は中止となりました。） 

 

 

 

県高等学校新人体育大会（1/15～1/17）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】 

1 近藤 悠斗 松本国際 ２年 

2 勝山 裕太 松本国際 ２年 

3 石田 桜大 松本国際 ２年 

4 小金  葉 松本国際 ２年 

5 水口 莉玖哉 松本国際 １年 

6 徳留 巧大 松本国際 １年 

7 椿  大和 松本国際 １年 

8 宮林 舞央 岡谷工業 ２年 

9 小山  洸 岡谷工業 １年 

10 竹松 魁柊 岡谷工業 １年 

11 竹内 優汰 岡谷工業 １年 

12 春日 虎太郎 岡谷工業 １年 

13 大日方 優将 岡谷工業 １年 

14 石井 健晴 岡谷工業 １年 

15 小嶋 健吾 松商学園 ２年 

16 伏見 智也 松商学園 ２年 

17 齋藤 拓海 松商学園 ２年 

18 深澤 知慧 松商学園 ２年 

19 新井 幸志 松商学園 ２年 

20 加藤 遼真 松商学園 ２年 

21 手塚 彩陽 松商学園 ２年 

22 浅野井 大翔 長野日大 ２年 

23 宮原 捷太郎 長野日大 ２年 

24 伊澤 千心 飯田風越 ２年 

【女子】 

1 伊藤 采音 都市大塩尻 ２年 

2 上村 香苗 都市大塩尻 ２年 

3 五十嵐 乃彩 都市大塩尻 ２年 

4 竹内 夕渚 都市大塩尻 ２年 

5 榎園 来菜 都市大塩尻 ２年 

6 黒河内 美羽 都市大塩尻 ２年 

7 朝倉  凛 都市大塩尻 ２年 

8 市川 早彩 都市大塩尻 １年 

9 北村 萌恵 都市大塩尻 １年 

10 飯島 茉優樹 都市大塩尻 １年 

11 中澤 柚月 都市大塩尻 １年 

12 西木戸カミラ歩美 都市大塩尻 １年 

13 櫻井  心 都市大塩尻 １年 

14 清水 世奈 都市大塩尻 １年 

15 加藤 藍奈 松商学園 ２年 

16 山下 実緒莉 松商学園 ２年 

17 花岡 由良 松商学園 ２年 

18 永野 朱音 松商学園 ２年 

19 花岡 亜矢 松商学園 １年 

20 平塚 真佳 松商学園 １年 

21 原  菜々美 松商学園 １年 

22 林  美月 松本国際 ２年 

2022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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2021-22 Ｖ．ＬＥＡＧＵＥ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ３ ＭＥＮ 

【大会副委員長 竹内 護】 

 直近の１週間でオミクロン株の感染拡大が爆発的に増加し、

大会に関わる環境が目まぐるしく変化していく中で、大雪にも

見舞われた須坂市民体育館にて、今季最初のＶリーグ DIVISION

３長野ガロンズのホームゲームが開催されました。 

 当初の予定では、今季初の有観客で 1月 15日(土)・16日(日)

の２日間で２ゲームずつ、計４試合が行われることになってい

ました。チケットも好調に売上げが伸びており、盛り上がりが

期待されていました。 

ところが、前日朝に新型コロナウイルスの蔓延により無観客

試合に変更され、その後、チーム関係者に感染が認められたた

め、１チームが出場を辞退。更に当日朝に２チーム目の出場辞

退が決まり、開催できた試合は、アイシンティルマーレ vs 近畿クラブスフィーダの１試合のみとなってしまい

ました。 

現在４連勝と好調なアイシンと、１勝３敗で上昇のきっかけを掴みたい近畿クラブの対戦は、互いにブレイク

ポイントの応酬となりました。好レシーブからの華麗な展開が随所に見られ、昨年まで開催した DIVISION２のリ

ーグ戦に引けをとらない好試合となりました。寒さのためか、ややミスの多かった首位アイシンに近畿クラブが

３－１で競り勝ちましたが、この試合も感染症対策を徹底。こまめな換気や消毒はもちろん、試合中の選手も極

力マスクを着用し、競技場内の役員もゴム手袋を着用しました。この試合を有観客で出来なかったことは大変残

念でしたが、厳しい環境の中、スムーズな大会運営に協力して下さった関係各位に感謝するとともに、来月の次

回ホームゲームでのガロンズの活躍を期待します。 

 

 

 

 

 

☆ 春の高校バレー 第 74回全日本高等学校選手権大会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2021siaikeka/R34.1.9_haruko_zenkoku.pdf 

☆ 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/2021siaikeka/R4.1.17_koko_shinjin.pdf 

☆ 2021-22 V.LEAGUE Division2 WOMEN（ルートインホテルズ） 

https://www.vleague.jp/form/a/27119 

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

https://www.vleague.jp/form/a/26799 

https://www.vleague.jp/form/a/26800 

1 月 試 合 結 果 

今季初の長野ＧａＲｏｎｓのホームゲームはコロナウイルス感染で流れる 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2021siaikeka/R34.1.9_haruko_zenkoku.pdf
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2021siaikeka/R4.1.17_koko_shinjin.pdf
https://www.vleague.jp/form/a/27119
https://www.vleague.jp/form/a/26799
https://www.vleague.jp/form/a/26800
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2/6(日) 
モルテン杯第 16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 中止 
(大町市) 

2/11(金･祝) 

～13(日) 
第 22回北信越高等学校新人バレーボール大会 中止 (福井県) 

2/11(金･祝) 日本バレーボール協会 令和 3年度全国審判委員長研修会 (東京都) 

2/19(土)～20(日) 2021-22 V.LEAGUE Division3 MEN（長野ガロンズ） (須坂市) 

2/23(水･祝) 長野県バレーボール協会 競技委員会 (未 定) 

2/23(水･祝) 日本バレーボール協会 全国 6人制講習会 (東京都) 

2/23(水･祝) 日本バレーボール協会 令和 3年度 コンプライアンス担当役員連絡会 (ＷＥＢ) 

2/25(金) 日本バレーボール協会 2021年度 第 2回加盟団体代表委員総会 (ＷＥＢ) 

2/27(日) 日本バレーボール協会 令和 3年度 全国競技委員長研修会 (ＷＥＢ) 

2/27(日) 日本バレーボール協会 令和 3年度 全国加盟団体指導普及委員長会議 (ＷＥＢ) 

3/5(土) 長野県バレーボール協会 理事会運営会議 (ＷＥＢ) 

3/13(日) 

長野県バレーボール協会 第 93回理事会・第 22回加盟団体代表委員総会 

   10：00～ 第 93回理事会 

   13：30～ 第 22回加盟団体代表委員総会 

(塩尻市) 

3/19(土)～20(日) 菅公学生服杯第 20回北信越中学新人バレーボール優勝大会 中止 (石川県) 

3 月 スケジ ュ ー ル 

2 月 スケジ ュ ー ル 


