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Ⅴ2 リーグ女子ファイナルステージ上田大会 

 

３月 27日（日）、上田市自然運動公園総合体育館において「Ⅴ２リーグ女子ファイナルステージ上田大会」が

開催され、同リーグレギュラーラウンド２位のルートインホテルズが参戦、Ｖ１リーグチャレンジ権獲得に挑み

ます。 

 本大会はＶリーグ機構直轄大会となっており、当協会が主管団体として大会運営します。皆様の絶大なるご協

力をお願い致します。 

 併せて、コロナ下ではありますが、加盟団体の皆様には、一人でも多くの方のご観戦をお願い致します。 

 

チケットのお求めはこちらから！（上田大会の発売は３月 13 日～ 全席指定席） 
↓↓ 

https://vleague-ticket.jp/pc/ 

 

2021-22 V.LEAGUE Division3 MEN 

【大会副委員長 竹内 護】 

現在リーグ首位を走るアイシンティルマーレと、前回この須坂でア

イシンに唯一の黒星をつけた近畿クラブスフィーダ、初登場のトヨタ

モビリティ東京スパークルを迎えて、４チームによるＶリーグ

DIVISION３須坂大会が２月 19日（土）・20日（日）に開催されました。 

今大会も残念ながらリモート開催となってしまいましたが、１月の

ホームゲームが中止になったため、その代替試合も 26（土）・27日（日）

での開催が決定して、３月５・６日まで３週連続の須坂大会となりま

した。 

 19日（土）の第１試合に登場したガロンズは、新主将の福池や新

加入選手奥原、現在リーグ２位のアタック決定率にいる石坂らの活躍

で幸先良く２セットを連取しましたが、近畿クラブは３セット目から

長野ＧａＲｏｎｓ 今季初のホームゲームは善戦するも連敗スタート！ 
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若手主体のメンバーに切り替えて逆襲。ガロンズも途中出場の鰐川がブ

ロックやサーブで連続得点するなど対抗したものの、近畿クラブがフル

セットに縺れ込んだ試合をジュースの末に奪取し、リーグ戦３勝目を挙

げました。 

 20日（日）は、ガロンズがアイシン

と対戦。前日活躍した鰐川を先発させ

るなどの工夫を凝らして対抗しまし

たが、アイシンの強烈なサーブと攻撃

力に苦戦する展開となりました。終盤

まで競り合い、リードする場面もあり

ましたが、ストレート負けを喫してし

まいました。 

 厳しい環境の中、大会をスムーズに開催できるよう協力して下さった関係各

位に感謝すると共に、３月の次回ホームゲームでのガロンズの活躍を期待した

いと思います。 

 

 

第２回競技委員会 

【県競技委員会副委員長 山崎 智】 

令和４年２月 23 日（水）に安曇野市穂高公民館会議室において、村上専務理事と県競技委員 11 名が出席し

て、令和３年度第２回競技委員会を開催しました。 

２月 20日（日）に解除予定でした「まん延防止等重点措置」が３月６日（日）まで延長され、ＷＥＢ形式での

競技委員会開催も検討してまいりましたが、令和４年度競技方針や日程等を協議する重要な会議であるため、コ

ロナ感染対策の徹底を図って対面による会議としました。 

会議の主な内容としましては、13 地区協会・連盟等と

調整してまいりました令和４年度競技日程の確認や、約

２年間の全国・ブロック大会中止等による一般競技者の

人口減少が顕著に表れているため、「（仮称）ＯＢ・ＯＧ交

流大会」の新規開催に向けた要項等の検討、ジュニア世代

の人口拡充に向けた 13 地区Ｕ－14 大会の２日間開催等

について協議を行いました。 

 令和３年度はコロナウイルス感染拡大により、令和２

年度の引き続き、多くのブロック大会や全国大会が中止

となっておりますが、令和４年度につきましては、様々な

感染対策等を講じ、予定された全ての県大会の開催を目

指してまいりたいと考えています。 

 

 

 

 

強化委員会 

【県強化委員長 鏡味 照明】 

 ２月 11 日に令和３年度の反省と今後の取り組みについて、リモート会議となりましたが村上専務理事にもご

参加いただき、有意義な会議が出来ました。 

 まず、今年度の活動について、国体関係は三重国体が中止になってしまい大変残念でしたが、北信越国体では

少年男女が本国体の出場権を得ることが出来ました。少年種別はコロナの関係でインターハイ出場チーム単独で

の編成になりましたが、厳しい状況の中よく頑張ってくれたと思います。成年種別は男女とも 1回戦敗退となり

ました。男子はクラブチーム主体の選抜チームで臨むも力及ばず、女子は北信越地区のＶ１リーグチームを脅か

すにはもう少しというところでした。成年種別は厳しいものがありますが、今後もＶリーグチームを主体にチー

ム編成を行えるように要請していきたいと考えています。 

 ビーチバレー少年種別は、男子は強化校の東海大諏訪高校のペアが順当に勝ちましたが、女子は平均身長の高

い飯田女子高校のペアが大方の予想を覆し代表権を手にしました。 

競技人口減少に歯止めを!! 

2028長野国スポ世代の選手発掘と一貫指導の確立を！ 
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 このようなことから、ビーチバレーについては、今後強化校を軸としてインターハイ代表校以外で、高身長・

能力の高い選手を大会時に発掘・推薦し強化につなげていくことも必要ではないかとの意見も出されました。 

 次に、中学生のＪＯＣ（中学校選抜）大会では、男子はベスト８、女子はベスト 16という結果でした。男子は

全中大会に出場した学校はありませんでしたが、身長の高い選手も多く良いパフォーマンスを出せたと思います。

特に数年前からフィジカル、食事、メンタルのトレーナーをお願いし取り組んできた成果が見えてきたように思

います。今後女子にも取り入れ選手の総合的な成長が図れたらと考えます。 

 また、小学生世代においては、小学生連盟との話し合いを設け、今後「2028長野国民スポーツ大会」の主軸と

なる年代にポイントを置き、意識や意欲を高めていく取り組みを具体化していく確認をすることが出来ました。 

 来年度に向けては、「継続、つながり」を重点に進めていきたいと考えます。 

 特に中学校では、Ｕ-13、Ｕ-14のトライアウト・練習会・大会を実施し、ＪＯＣ代表への意識付けや各年代で

の技術向上を目指した取り組みを始めます。小学生では先ほども上げましたが、「2028 長野国民スポーツ大会」

の主軸となる小学校４年生～６年生をターゲットに、大会に向けて計画性を持って強化が行えるように、有望選

手の発掘・育成を行っていきます。 

 具体的な目標としては「2028 長野国民スポーツ大会」に各種別で長野県出身の選手が数多く活躍できるような

強化を考えていますが、中学校の部活動問題を契機に「地域部活動推進事業」も進んできています。そんな中で

バレーボールを選び、継続して活動し、小学生から一般までが充実した活動ができるような流れを作りたいと思

います。ジュニアから中学生、高校生に夢や目標を与えられるように指導者の充実を図り、また、Ｖリーグチー

ムの力を借りながら、県全域での組織づくりを目指し、一人でも多くの人がバレーボールに夢を持てる活動をし

ようと考えています。 

 

 

 

ＪＶＡ第１回加盟団体コンプライアンス担当者連絡会 

【県協会専務理事 村上里志】 

2月 23日、日本バレーボール協会（ＪＶＡ）の第１回「加盟団体コンプライアンス担当者連絡会」が Web開

催され、当協会からは専務理事の村上が出席しました。 

 ＪＶＡは 2019年に「体罰・暴力・ハラスメント撲滅対策委員会」を設置し、第三者による通穂窓口の設置お

よびキャンペーンポスターの配布、コンプライアンス教育（動画：実践！グッドコーチングセミナー）材料作

成とホームページへの掲載などの活動をしてきています。この度、同委員会の名称を「指導現場における暴力

等対策委員会」に改称し、更に加盟団体にコンプライアンス担当者選任することで、体罰・暴力・ハラスメン

ト撲滅達成に向け、ＪＶＡとしてより積極的に取り組んで行くとのことです。 

 「加盟団体コンプライアンス担当者連絡会」は四半期毎に年 4回開催し、情報収集と共有をして行きます

が、先ずは公認コーチ資格保持者以外の指導者把握と管理のため、加盟団体下の指導者全員を MRS登録するこ

とから始めるとのことです。 

 当協会加盟団体におかれましても、指導者（外部指導者を含む、顧問・監督・コーチ・マネージャー・トレ

ーナー等）全員の MRS登録についてご協力ください。 

宜しくお願い致します。 

 

 

 

全国競技委員長研修会 

【県競技委員会主事 堀内真理】 

令和３年度全国競技委員長研修会が、コロナ禍の影響により昨年に引き続きリモート会議にて２月 27日（日）

に行われました。本県の坂田競技委員長は、ＪＶＡ競技委員企画部長でとして主催側での参加となり、長野県競

技委員会は主事の堀内が参加いたしました。 

 令和４年度ＪＶＡ補助競技会の競技日程を主に、競技運営等々の研修会を行いました。2025年度以降のＪＶＡ

国内競技会（全国大会開催）においては、各都道府県からの公募制により開催地が決定されること、また、９人

制総合開催地においては男女別での開催となること等の報告がありました。今年度は特に競技運営の変更はあり

ません。しかし、ここ２年間の新型コロナ感染症拡大防止の影響で、多くの大会が中止となってきたことで、今

後のバレーボール人口の縮小が懸念されます。ＪＶＡ補助競技会においては、補助金の減額やスポンサーの撤退

などによる大会の再編等々を含め、改革がなされるようです。 

体罰・暴力・ハラスメント撲滅に向け、先ずは指導者全員のＭＲＳ登録を！ 

2025年度より全国大会開催が公募制に!! 
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全国指導普及委員長会議 

【県指導普及委員長 三村公二】 

２月27日（日）に行われました標記会議に参加致しました。コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、Ｚｏｏ

ｍによるＷｅｂ会議で行われました。会議内容は 

・2021年度事業報告 

・2022年度ＪＶＡ・ＪＶＡ指導普及委員会 事業方針 

・2022年度事業計画  でした。 

 今年度計画されていた事業も、コロナウイルスの影響により変更、中止となった事業も多くありました。指導

者養成に関わっては、長野県でも課題となっていますが、指導者の資質向上を目指していくために、改めてプレ

イヤーズセンタードの考え方のもと、各種事業を進めていくことが求められていると感じました。また、有資格

者を増やし、資格失効者を出さないようにすることを目指していくようにすることも確認されました。来年度も

見通しは不透明ではありますが、より多くの事業が実施することで、バレーボールの普及に向けて活動していく

ことができるようになることを望みます。 

 
 

 

 

 
 

☆ 2021-22 V.LEAGUE Division1 MEN（2/19～20 VC長野） 

https://www.vleague.jp/form/a/26821 

https://www.vleague.jp/form/a/26822 

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

https://www.vleague.jp/form/a/27187 

https://www.vleague.jp/form/a/27189 

☆ 2021-22 V.LEAGUE Division3 MEN（2/26～27 長野ガロンズ） 

https://www.vleague.jp/form/a/27441 

https://www.vleague.jp/form/a/27442 

 

 

  

2 月 試 合 結 果 

プレイヤーズセンタードと指導者の資質向上を!! 

https://www.vleague.jp/form/a/26821
https://www.vleague.jp/form/a/26822
https://www.vleague.jp/form/a/27187
https://www.vleague.jp/form/a/27189
https://www.vleague.jp/form/a/27441
https://www.vleague.jp/form/a/27442
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3/5(土) 長野県バレーボール協会 理事会運営会議 (ＷＥＢ) 

3/5(土)～6(日) 2021-22 V.LEAGUE Division1 MEN（VC長野） (安曇野市) 

3/5(土)～6(日) 2021-22 V.LEAGUE Division3 MEN（長野ガロンズ） (須坂市) 

3/6(日) 長野県 13地区対抗 6人制バレーボール選手権大会（U12） 中止 (伊那市) 

3/6(日) 第 15回長野米カップ長野県小学生バレーボール大会 延期 (長野市) 

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) 

3/19(土)～20(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 中止 (大町市) 

3/19(土)～20(日) 2021-22 V.LEAGUE Division1 MEN（VC長野） (岡谷市) 

3/21(月･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 

全国 9人制講習会 
(福井県) 

3/23(水) 長野県スポーツ協会 令和 3年度第 4回総務専門委員会 (長野市) 

3/23(水) 長野県スポーツ協会 令和 3年度長野県スポーツ振興功績者 表彰式 (長野市) 

3/26(土)～27(日) 2021-22 V.LEAGUE Division1 MEN（VC長野） (塩尻市) 

3/27(日) 
2021-22 V.LEAGUE Division2 WOMEN V・FINAL STAGE 上田大会 

（ルートインホテルズ） 
(上田市) 

3/27(日) 
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 

全国ビーチバレーボール講習会 
(神奈川県) 

 

3 月 ス ケ ジ ュ ー ル 


