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第７2 回中部日本６人制バレーボール総合男女選手権大会 長野県予選会（一般の部）

男子はＶリーグで戦う長野☆GaRons が貫禄勝ちを収める
【大会委員長 竹内 護】
新型コロナウイルスの猛威がなかなか落ち着かない状
況ではありましたが、５月１日（日）須坂市民体育館と相
森中学校を会場に表記大会が開催されました。
このような状況で、エントリーがルートインホテルズ
Brilliant Aries のみとなってしまった女子は予選会が
行われませんでしたが、男子は１１チームの参加により、
熱戦が繰り広げられました。少し肌寒い陽気ではありま
したが、会場に集まってくる選手達の晴れ晴れとした表
情と試合中の溌剌とした動きを見ると、皆久々にプレー
できる喜びに満ちていることを感じ、開催できて良かっ
たと心から思いました。
大会としては、チーム力が拮抗してフルセットに縺れ
込むゲーム５試合もあったり、デュースで 30 点を超える
スコアとなるセットがあったりして競り
合う試合が多く、大いに盛り上がりまし
た。結果としては、飯山体協と長野☆
GaRons が順当に決勝戦まで勝ちあがり、
Ｖリーグ参戦中のガロンズが昨年度の北
信越ブロック国体出場選手を多数擁する
飯山体協に貫禄勝ちを収めました。
難しい環境の中、開催準備と運営に尽
力して頂いた主管の須高協会及び関係の
皆様に感謝致します。

全第 41 回全日本 6 人制バレーボールクラブカップ男子女子選手権大会 長野県予選会

女子は Nagano Spirits が５連覇 男子はケンタカムカムが初優勝を飾る
【競技委員 関島宏至】
５月 22 日（日）に標記大会が、飯田市の鼎体育館と上郷体育館にて男子 10 チーム、女子２チームの参加で開催されまし
た。この大会は無観客、手指消毒などの新型コロナウイルス感染拡大の防止対策を徹底した上での開催でした。
女子は、Nagano Spirits と VC MAST の唯一の試合が決勝となりました。１セット目、序盤リードした Nagano Sprits です
が、VC MAST がレシーブで粘って 10－12 としました。このまま一進一退でしたが、終盤 Nagano Sprits が引き離し、25－18
で先取しました。２セット目も勢いそのまま Nagano Sprits が押し切って勝利。令和２年の中止を挟み、５連覇を達成しま
した。
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男子は、準決勝までの８試合中５試合がフルセットという激戦の
中，長野教員バレーボールクラブとケンタカムカムが決勝に勝ち上
がりました。１セット目，互角の展開から中盤抜け出したケンタカ
ムカムが点差を維持したまま 25－18 で先取しました。２セット目
もケンタカムカムのペースで進み、序盤で６点のリード。その後も
点差を広げて最大 10 点差をつけました。長野教員クラブも５連続
得点などで粘りを見せましたが、25－19 でゲームセット。セット
カウント２－０でケンタカムカムが念願の初優勝を飾りました。
県内の新型コロナウイルス感染症警戒レベルが高く、日頃の練習
が制約される中、１日３試合のチームもあって体力的に厳しい戦い
になりました。
また、派遣審判として諏訪湖周辺、塩尻木曽、うえだ、安曇野・
東筑、上伊那の各協会からご協力を頂き、大会が無事終了できまし
たこと感謝致します。

第 41 回全日本９人制クラブカップ男子女子選手権大会 長野県予選会

男女共に大町クラブが連覇を果たす
【うえだ協会理事長 青木髙志】
５月 29 日（日）
、上田城跡公園体育館において標記
大会が開催されました。コロナ禍ということもあり、
男子２チーム、女子３チームによる大会となりました。
男子は接戦が予想されましたが、大町クラブがＯＫ
ＡＹＡをサーブポイントなどによって終始リードし、
２－０のストレート勝ちを収めました。
女子決勝では、１セット目、六文銭に 20－16 とリ
ードされた大町クラブでしたが、ここから驚異の追い

上げで逆転。２セット目も制して、地力に勝る大町クラ
ブが連覇を果たしました。
全国大会は、下記の通りの開催予定です。両チームの
健闘をお祈り致します。
男子：８月 11 日(木)～14 日(日) 静岡県浜松市
女子：８月 12 日(金)～14 日(日) 大阪府大阪市
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ＶＣ長野トライデンツ ２０２１／２２シーズン報告会

今シーズンＶ１残留報告と来シーズンの飛躍を誓う
【松本協会々長 田原 茂】
五月晴れのさわやかな風が吹く５月７日（土）
、南箕輪村民センターでＶＣ長野トライデンツの２０２１／２２シーズン報
告会が行われました。
第１部はスポンサー企業やバレーボール協会など、第２部はファンクラブ会員も合わせて約１２０名が参加して、今シー
ズンの結果報告と来シーズンへの思いが述べられました。
笹川星哉ＧＭからは、
「開幕直前の監督解任や、シーズン前半での主力選手の退団により、チームの選手・スタッフが大き
な不安を抱えながら試合を重ねたため、なかなか結果に結びつかなかったこと。しかし、苦しい状況の中でも気持ちを切り
換えて試合に臨み、年明けからは内定選手が合流したこともあってチームの状況が変化したことに加え、今シーズンの初勝
利によって雰囲気が好転。本来のプレーが発揮されるようになってきた。また、成績は５勝 31 敗で最下位となって初めて臨
んだ入替戦では、これまでに経験したことのない緊張感の中、厳しい戦況ではあったが、無事にＶ１残留を決めたこと」な
どが報告されました。更に「来シーズンは、Ｖ１の上位を目指すため、勝つクラブとしての組織づくりに臨む」という強い
決意が述べられました。
続いて、松本隆義監督代行をはじめ池田幸太主将など、それぞれの選手からは、今シーズンのお礼と来シーズンへの飛躍
に向けた思いが述べられました。
５シーズン目となる２０２２／２３Ｖ１リーグに向けて、ＶＣ長野トライデンツの益々の活躍を期待したいと思います。

令和４年度 競技力向上専門委員会

2028 長野国民スポーツ大会に向けての当面の目標や重点課題が示される
【県強化委員長 鏡味照明】
令和４年５月 12 日（木）に長野県自治会館に於いて「令和４年度 競技力向上専門委員会」が開催され、当協会からは強
化委員長の鏡味が参加しました。
この会議は国民体育大会開催種目競技団体の関係者が一堂に集まり、
「2028 長野国民スポーツ大会」に向けて全ての競技
を充実させ、活躍できるように取り組んでいるものです。
冒頭の茅野スポーツ協会専務理事、内山競技力専門委員会委員長の挨拶では、スワンプロジェクトの中から３名のオリン
ピアンが選出されたこと、今年の６月には「長野国民スポーツ大会」の種目が正式に決定すること、今年度の国体冬季種目
はコロナ禍の中であったが、スキー競技・スケート・アイスホッケー競技が無事開催され、特にスケートは近年にない好成
績であったことなどが報告されました。しかしながら、多くのトップ選手を輩出した三協精機スケート部の廃部による今後
の影響も大変心配であるとのことでした。
その後の報告・確認事項は各担当から説明があり、基本方針では、今年度から 2025 年までの４年間を充実期として天皇杯
10 位以内、皇后杯 9 位以内を目標に取り組むことが確認されました。また、重点課題として「組織体制の整備・競技力の評
価と分析・中長期強化計画の策定」などが上げられました。バレーボール協会としても 2028 年に向け、選手の発掘・育成を
計画的に行い、長野県出身の選手が多く活躍出来るように継続した取り組みの重要性を改めて感じました。
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また、今年度の北信越国体・本国体の日程や、
「2028 長野国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会」の愛称・スロー
ガンが決定したことなどが報告され、今後周知・広報活動が展開されて行くようです。更に「全国障害者スポーツ大会」に
ついては、障害者支援課からも開催競技団体への大会運営・選手発掘への早急な取り組みの要望がありました。バレーボー
ル協会ではプロジェクトチームを立ち上げて活動し始めましたが、これから多くの方々のご協力やご支援が必要となる分野
だと思います。
最後に事務局から、競技力向上事業補助金についての報告・お願いがありました。災害やコロナ対応の厳しい状況の中で
も県の競技力向上補助金は毎年増額されてきています。それ故に適正な使用・報告が求められています。県民の大切な資産
を有効に活用させていただき、良い結果が報告できるように努力を重ねていきたいと考えます。

令和 3 年度 収支会計決算監査を実施
【県協会専務理事 村上里志】
５月 23 日（月）13:00～17:30 まで、本会事務局において、
令和３年度の決算監査が実施されました。結果、今後の改善
点として、大会決算書並びに委員会決算書に添付する領収
書について、監事の立場からは、出来るだけ明細が分かるも
のが望ましいこと、また旅費日当等の受領証明について、サ
インでも可としたらどうかの提案をいただきました。今後、
総務委員会で検討していきたいと思います。
鈴木・脇坂両監事におかれましては、長時間に亘り大変お
疲れ様でした。

5 月 試 合 結 果
☆ 第 72 回中部日本 6 人制総合男女選手権大会 長野県予選会（一般の部）
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2022siaikeka/R4.5.1_tyubunipon_ipan.pdf
☆ 長野県ソフトバレーボール春季オープン大会 中止
☆ 全日本 9 人制実業団男子女子選手権大会 長野県予選会 中止
☆ 第 41 回全日本 6 人制クラブカップ男子女子選手権大会 長野県予選会
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2022siaikeka/R4.5.22_6club.pdf
☆ 第 41 回全日本 9 人制クラブカップ男子女子選手権大会 長野県予選会
http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2022siaikeka/R4.5.29_9club.pdf
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6 月 スケジュール
6/4(土)

理事会運営会議

(ＷＥＢ)

6/4(土)～6(月)

第 75 回全国高等学校総合体育大会バレーボール競技大会 県予選会

(長野市)

6/6(月)

国体 少年 選手選考会

(長野市)

6/5(日)

長野県ソフトバレーボール春季大会 全国予選会

(上田市)

6/11(土)

長野県バレーボール協会 理事会・評議員会・加盟団体代表委員総会

(塩尻市)

6/17(金)～19(日)

第 58 回北信越高等学校バレーボール選手権大会

(松本市)

6/12(日)

第 77 回国民体育大会（成年の部）県予選会

(佐久穂町)

6/12(日)

国体 成年 選手選考会

(佐久穂町)

第 22 回日本スポーツマスターズ 2022 バレーボール競技県予選会
6/19(日)

(飯山市)
第 21 回全国社会人東ブロック男女優勝大会

6/26(日)

第 36 回ビーチバレージャパン 県予選会
第 33 回全日本ビーチバレー女子選手権大会 県予選会

6/26(日)

第 42 回全日本バレーボール小学生大会 県予選会

6/26(日)

天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 長野県ラウンド

(岡谷市)
(下諏訪町)

6/30(木)

日本バレーボール協会 2022 年度 第 1 回加盟団体代表委員総会

(東京都)
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(駒ヶ根市)
(佐久市)

