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第 77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」 

【県強化委員長 鏡味照明】 

 10 月７日（金）から 10 日（月）まで、栃木県で行われた「いちご一会とちぎ国体」バレーボール競技会少年

男子に松本国際高校、少年女子に東京都市大塩尻高校が出場しました。 

 ２チームとも先のインターハイでベスト８以上になっていたため２回戦からの出場となりました。 

 少年男子は２回戦で山形県、準々決勝は香川県と対戦し、自分達の持ち味を発揮し危なげなくベスト４に進出

しました。決勝進出をかけた準決勝の相手は、インターハイ優勝の京都府（東山高校）を破って勝ち上がってき

た愛知県選抜（愛工大名電高校、星城高校、大同高校）。合同チームの高さとパワーに圧倒されて敗戦。３位決定

戦に回りました。３位決定戦では、インターハイでは勝利していた駿台学園高校中心の東京都選抜と対戦。１・

２セットは終盤まで接戦となりましたが勝ちきれず、３セット目は一気に押し切られ、セットカウント０－３で

敗れて４位という結果となりました。 

 少年女子は２回戦、インターハイでも激戦を繰り広

げた埼玉県（細田学園高校）との対戦となりました。

第１セット、リベンジに燃える相手の勢いに押され１

５－２５でセットを落としましたが、第２セットは意

地を見せて 36－34 の激闘をものにして最終セットへ。

第３セットは再び相手に主導権を握られ 16－25 で落

とし敗戦。ベスト８入りは叶いませんでした。 

 両チームとも目標としていた結果は残せなかった

かも知れませんが、長野県代表としてよく頑張ってく

れたと思います。この大会で出た課題を改善し、全日

本高校選手権大会県予選に向けて更なるレベルアッ

プを期待します。 
 

第 11回長野県 13地区対抗６人制選手権大会（Ｕ14の部） 

【大北協会理事長 山崎 智】 

10 月８日（土）・９日（日）に、各地区協会で選抜された男女各 14チーム、計 28 チームが参加して大町市運

動公園総合体育館を主会場に標記大会を開催しました。 

少年男子（松本国際高校）が４位入賞‼ 
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昨年までは１日開催で、コロナ禍等の影響もあり、１チーム２試合を行ってブロック毎での優勝を決定する方

式でしたが、もっと試合を行いたいとのチームや選手の要望を受け、本年は２日間開催で各チーム５～６試合を

行い、男子は須高、女子は安曇野東筑の優勝チームを決定することができました。 

また、本大会は日本財団・NBS長野放送の協賛を受け、「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の趣

旨である海洋ごみ削減に向けて、参加チームに地域のごみ拾い等の美化活動を行っていただきました。開会式終

了後には、横断幕とともに選手全員で集合写真を撮影することもできました。地域の美化活動にご尽力いただい

た選手やスタッフ、協会員、保護者の皆様にこの場をお借りし、厚く御礼申し上げます。 

なお、10月８日には各地区協会の理事長が集まり、本大会や今後のバレーボール発展等の意見交換会を実施し

ており、大変有意義な時間となりました。 

 

第 75回全日本バレーボール高等学校選手権大会 長野県第１ラウンド 

【うえだ協会理事長 青木髙志】 

 10月 23日（日）、東信地区において春高の長野県代表決定

戦に向けてベスト８までを決める県第１ラウンドが開催さ

れました。男子は丸子修学館高等学校と上田千曲高等学校、

女子は小諸市総合体育館と小諸高等学校で、計 48チーム（１

会場 12チーム）が熱戦を繰り広げました。 

 コロナ禍ということもあり、無観客の開催となりました。

午前の部、午後の部に分散させた試合方式と、換気を十分に

行うなど感染予防には万全を期しました。 

 今大会を開催するに当たり、前日準備や大会運営、後片付

けまでご協力いただきました教員と部員の皆さま、ありがと

うございました。 

 尚、長野県代表決定戦は 11月 12日（土）・13日（日）、長

野市真島総合スポーツアリーナ（ホワイトリンク）で行われ

ます。 

 

phiten presents 令和４年度 第 21回北信越クラブカップ優勝大会 

【県クラブ連盟理事長 桑原康秀】 

10 月 22日（土）・23日（日）に大町市運動公園総合体育館、池田町総合体育館ほか計４会場において、標記大

会が開催されました。 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、昨年の福井大会、一昨年の石川大会が中止となったため、３年ぶ

りの開催となりました。第１回大会より「ミズノ杯」の愛称で親しまれた大会ですが、３年前の富山大会よりフ

ァイテン株式会社様のご協賛をいただき、大会名も「phiten  presents 北信越クラブカップ優勝大会」と改め、

北信越５県より６・９人制男女、９人制マスターズ男子の５種別に計３４チームが出場し、２日間の熱戦を繰り

広げて交流を深めました。  

東信地区４会場で分散開催！ 

３年ぶりの開催は長野県勢が５種別中４種別で優勝！ 

↑上田千曲高等学校体育館（男子） 

↑開会式の様子 
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開会式では、ファイテン様から協賛いただいた総額数万円の景品が当たる抽選会も行われ、アリーナに整列し

た選手たちは試合前から盛り上がりをみせました。 

出場チーム数の約半数が長野県のチームだったとはいえ、５種別中４種別で優勝して上位にも多くの長野県チ

ームが入り、コロナ禍におけるブランクを感じさせないプレーが繰り広げられました。 

本大会の目玉でもある出場全選手が参加しての交流会はコロナ禍により自粛という形になりましたが、来年以

降は交流会も開催できることを願い、多くのチームにも参加していただいて盛り上げていきたいと思います。 

大会準備に当たり、早朝よりコート作りにご協力をいただいた県内チームの皆様に感謝申し上げます。ありが

とうございました。 

 

2022-23 Ｖ.ＬＥＡＧＵＥ 開幕 

【県協会専務理事 村上里志】 

2022-23Ｖリーグが 10月 22日に開幕、Ｖ1男子のＶＣ

長野トライデンツは、29日山梨県甲府市の小瀬スポーツ

公園体育館にサントリーサンバーズを迎えホーム開幕戦

を開催しました。ＶＣ長野は立ち上がりこそ固さが見ら

れたものの新加入選手の活躍などで尻上がりに調子を上

げ、セットカウント３－１で前回覇者を退け、開幕をこ

れ以上ない結果でスタートしました。 

一方、前回Ⅴ2 女子覇者のルートインホテルズブリリ

アントアリーズも、29日に上田自然公園体育館で開幕戦

を迎えました。主力選手の移籍で状態が心配されました

が、終始危なげない試合運びで、こちらも連勝スタート。

今シーズンの躍動を予感させる順調なスタートとなりま

した。 

尚、Ⅴ3 男子の長野ガロンズは 11 月 19 日に信州

新町体育館で、軽井沢町をサブホームとするⅤ2女子

ＧＳＳ東京サンビームズは 11月 5日に軽井沢風越公

園体育館で、それぞれホーム開幕戦を迎えます。 

協会員の皆様には、引き続きホームゲームへのご

支援ご協力をお願い申し上げますと共に、全ての県

関係チームの飛躍を期待したいと思います。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 第 77回国民体育大会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2022siaikeka/R4.10.7-10_kokutai2022.pdf 

☆ 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/2022siaikeka/R4.10.8-9_13tiku_U14.pdf 

☆ 第 21回全日本社会人 9人制東ブロック男女優勝大会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2022siaikeka/R4.10.16_9shakai_east_block.pdf 

☆ 第 24回ソフトバレー・レディースフェスティバル in福島 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2022siaikeka/R4.10.16_soft_ladies.pdf 

トライデンツ、ホーム開幕戦を勝利で飾る！ルートインも連勝スタート！ 

10 月 試 合 結 果 

↑ルートインホテルズブリリアントアリーズ 開幕戦 

↑ルートインホテルズブリリアントアリーズ 
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☆ ファイテン杯第 21回北信越クラブ男女優勝大会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2022siaikeka/R4.10.22-23_phiten_cup_hokusinetu.pdf 

☆ 第 75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/2022siaikeka/R4.10.23_haruko_R1.pdf 

☆ 2022-23 V.LEAGUE Division2 WOMEN（ルートインホテルズ） 

https://www.vleague.jp/form/a/27863 

https://www.vleague.jp/form/a/27865 

☆ マルニシ CUP第 40回長野県小学生大会 

http://nagano-va.or.jp/GAMEschedule/2022siaikeka/R4.10.30_MARUNISIcup_syogakusei.pdf 

11/5(土) 令和 4年度長野県スポーツ指導者研修会（東北信コース） (長野市) 

11/5(土)～6(日) 第 14回北信越実業団 9人制男女選手権大会 (石川県) 

11/5(土)～6(日) 2022-23 V.LEAGUE Division2 WOMEN（GSS東京） (軽井沢町) 

11/6(日) 第 43回長野県ママさん連盟 上小大会 (東信地区) 

11/6(日) ミズノ杯第 21回長野県クラブ選手権大会 (安曇野市) 

11/10(木) 令和４年度教育関係功労者表彰（社会体育功労）表彰式 (長野市) 

11/12(土)～13(日) 第 75回全日本高等学校選手権大会 県代表決定戦 (長野市) 

11/12(土)～13(日) 第 7 回全国ソフトバレー・フリーフェスティバル (宮城県) 

11/12(土)～13(日) 第 13回全国ヴィンテージ 8’s交流会 (沖縄県) 

11/12(土)～13(日) 2022-23 V.LEAGUE Division1 MEN（VC長野） (岡谷市) 

11/12(土)～13(日) 
JOC ジュニアオリンピックカップ 

第 36回全国都道府県対抗中学大会 北信越強化練習会 
(石川県) 

11/12(土) 

・26(土)～27(日) 
令和 4年度日本スポーツ協会公認コーチ 1養成講習会 (大町市) 

11/17(木) 令和 4年度 県協会 前期中間監査 (塩尻市) 

11/19(土)～20(日) 2022-23 V.LEAGUE Division3 MEN（ガロンズ） (長野市) 

11/21(月) 県スポーツ協会 競技団体ヒアリング (長野市) 

11/25(金)～27(日) 
第 92回全日本 9人制総合男子選手権大会 

第 91回全日本 9人制総合女子選手権大会 
(大阪府) 

11/18(金)～20(日) 第 30回全国ソフトバレー・シルバーフェスティバル (高知県) 

11/26(土) 令和 4年度長野県スポーツ指導者研修会（中南信コース） (松本市) 

11/26(土)～27(日) 2022-23 V.LEAGUE Division1 MEN（VC長野） (松本市) 

11/26(土)～27(日) 2022-23 V.LEAGUE Division2 WOMEN（ルートインホテルズ） (上田市) 

11 月 スケジ ュ ール 


