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第第第第2222５回全国いそじ大会５回全国いそじ大会５回全国いそじ大会５回全国いそじ大会
H2５.11.8～10 栃木県

出場チーム：出場チーム：出場チーム：出場チーム：まじょんなまじょんなまじょんなまじょんなAngelAngelAngelAngel（西濃）（西濃）（西濃）（西濃）

一生に一度の全国大会。切符を手にするまでの２年間。
初回敗退をきっかけに全国優勝を目標に、先輩まじょん
なチームや多くの方々に支えられ３位入賞となり、技術
面・精神面ともにチームがひとつになれました。４日間
皆で過ごせたことも財産に
なりました。次の目標に向
かって新たにチャレンジ。
バレーは楽しい！素晴しい
皆の笑顔に乾杯！そして感
謝！（国枝みどりさん）

第第第第1111８回全国ことぶき大会８回全国ことぶき大会８回全国ことぶき大会８回全国ことぶき大会
H25.10.18～20 鳥取県

出場チーム：出場チーム：出場チーム：出場チーム：リンダ・リンダ・リンダ・リンダ・LLLL（岐阜）（岐阜）（岐阜）（岐阜）
60才までﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙができたらいいね！膝やら腰etc痛

いのに口だけ丈夫な60路パワフルおばさん達は、前夜
出発、翌早朝に出雲大社着、観光。970余名が集う開会
式・レセプション・宴会にカンゲキ！一日目の大分県・
山形県戦ともに快勝・圧勝。課題の線審もクリア(岐阜県
審判委員のご指導の賜、感謝）二日目の第一試合、山口
県戦1セット目に苦戦
しましたが、その後
立直りグループ1位！
お世話になった皆様に
感謝・感謝！帰路は、
膝やら腰etcをさすり
ながら「おふく」まで
（深尾晴子さん）

出場チーム：出場チーム：出場チーム：出場チーム：AssistAssistAssistAssist（中濃）（中濃）（中濃）（中濃）

出場チーム：出場チーム：出場チーム：出場チーム：シデコブシ（東濃）シデコブシ（東濃）シデコブシ（東濃）シデコブシ（東濃）

全 国 大 会 出 場チ ー ム 紹 介

35年前の同志で全国大会を目指し、チーム結成7年目
で念願の全国大会に出場できました。今日迄諦めずチー
ム一丸となり、目標に向かって頑張った成果がやっと…
本当に嬉しく思います。予選リーグは1勝1敗で決勝リー
グには進めませんでしたが、親睦試合で2勝できたこと、
全国のチームと親睦が図れたこと等、良い想い出ができ
ました。役員や多くの方々
に応援いただきありがとう
ございました。これからも
バレーができることと家族
の協力に感謝し、ことぶき
全国大会を目標に頑張りま
す。（平田妙子さん）

役員の皆様の計らいや家族の理解で出ることができ大
変光栄に思います。試合は緊張の連続で、散々な結果で
したが、気心の知れている仲間とできたことは最高でし
た。大会出場の皆さんは年齢
より若いです。ことぶき・お
ふくを目指し、若い方々も仲
間を大切にバレーを続けて欲
しいです。継続は力なり、そ
して継続は夢が叶います！
（山本美恵子さん）

第第第第44444444回全国ママさん大会回全国ママさん大会回全国ママさん大会回全国ママさん大会
H25.8.2～5 埼玉県

出場チーム：出場チーム：出場チーム：出場チーム：泉クラブ（岐阜）泉クラブ（岐阜）泉クラブ（岐阜）泉クラブ（岐阜）

第第第第3333回全国ママさん冬季大会回全国ママさん冬季大会回全国ママさん冬季大会回全国ママさん冬季大会
H25.11.28～12.1 宮城県

出場チーム：出場チーム：出場チーム：出場チーム：神戸クラブ（西濃）神戸クラブ（西濃）神戸クラブ（西濃）神戸クラブ（西濃）
初めての全国大会。初日の開会式は夏休み中の子供達

と手をつないで参加させていただきました。2日目の親
睦試合では秋田県・広島県と対戦、３日目の本戦では鹿
児島県と対戦し、相手の強いスパイクや粘り強いレシー
ブで、惜しくも2回戦
出場はできませんでし
たが、貴重な経験がで
き幸せでした。今後も
支援・応援いただける
全ての方々に感謝の気
持ちを持ち、続けてい
きたいと思います。
（安部恵理子さん）

今のメンバーで２度目の全国大会！本大会出場チーム
で最も平均年齢の高いチームで挑みました。２日間の予
選リーグ、ケガ人がでるというアクシデントもありなが
らも、心をひとつにし頑張りましたが、決勝リーグには
進めませんでした。
しかし、貴重な経験が
できたことは、家族の
応援、多くの方々のサ
ポートがあったからだ
と感謝しています。
また、新たな目標に向
かって頑張ります。
（渡部典子さん）



第第第第40404040回東海回東海回東海回東海ママさんバレーボール大会ママさんバレーボール大会ママさんバレーボール大会ママさんバレーボール大会
H25.10.13 静岡県

第第第第21212121回東海いそじ大会回東海いそじ大会回東海いそじ大会回東海いそじ大会
H25.10.26 愛知県

ピースピースピースピース((((東濃東濃東濃東濃))))

エクラエクラエクラエクラ((((岐阜岐阜岐阜岐阜))))

MARON(MARON(MARON(MARON(東濃東濃東濃東濃))))

HANDS V.C(HANDS V.C(HANDS V.C(HANDS V.C(岐阜岐阜岐阜岐阜))))

東 海 大 会 出 場 チ ー ム 紹 介

第第第第16161616回東海ことぶき大会出場チーム回東海ことぶき大会出場チーム回東海ことぶき大会出場チーム回東海ことぶき大会出場チーム
H25.8.25 岐阜県

◆出場チーム◆出場チーム◆出場チーム◆出場チーム

•ミッキーミッキーミッキーミッキー((((岐阜岐阜岐阜岐阜)))) ・・・・ Ｖ．ＣＨＥＲＲＹ（岐阜）Ｖ．ＣＨＥＲＲＹ（岐阜）Ｖ．ＣＨＥＲＲＹ（岐阜）Ｖ．ＣＨＥＲＲＹ（岐阜）

•可茂フラワー可茂フラワー可茂フラワー可茂フラワー((((可茂可茂可茂可茂)))) ・・・・LENGEⅡ(LENGEⅡ(LENGEⅡ(LENGEⅡ(西濃西濃西濃西濃)))) ))))

•トトロトトロトトロトトロ((((岐阜岐阜岐阜岐阜))))・土岐クイーンズ・土岐クイーンズ・土岐クイーンズ・土岐クイーンズ((((東濃東濃東濃東濃))))

•ＧＯＧＯクラブＧＯＧＯクラブＧＯＧＯクラブＧＯＧＯクラブ((((岐阜岐阜岐阜岐阜))))

◆出場チーム◆出場チーム◆出場チーム◆出場チーム

•ミッキーミッキーミッキーミッキー((((岐阜岐阜岐阜岐阜)))) ・・・・ Ｖ．ＣＨＥＲＲＹ（岐阜）Ｖ．ＣＨＥＲＲＹ（岐阜）Ｖ．ＣＨＥＲＲＹ（岐阜）Ｖ．ＣＨＥＲＲＹ（岐阜）

•可茂フラワー可茂フラワー可茂フラワー可茂フラワー((((可茂可茂可茂可茂)))) ・・・・LENGEⅡ(LENGEⅡ(LENGEⅡ(LENGEⅡ(西濃西濃西濃西濃)))) ))))

•トトロトトロトトロトトロ((((岐阜岐阜岐阜岐阜))))・土岐クイーンズ・土岐クイーンズ・土岐クイーンズ・土岐クイーンズ((((東濃東濃東濃東濃))))

•ＧＯＧＯクラブＧＯＧＯクラブＧＯＧＯクラブＧＯＧＯクラブ((((岐阜岐阜岐阜岐阜))))

各県４チームのグループ戦では、ラ
インクラブ１勝１敗、ＫＡＹＯクラブ
は２勝しましたが得失点で惜しくも決
勝戦には勝ち進めませんでした。

KAYOKAYOKAYOKAYOクラブ（岐阜）クラブ（岐阜）クラブ（岐阜）クラブ（岐阜）

ラインクラブ（可茂）ラインクラブ（可茂）ラインクラブ（可茂）ラインクラブ（可茂）

第第第第14141414回回回回ｺｶ･ｺｶ･ｺｶ･ｺｶ･ｺｰﾗｲｰｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟｺｰﾗｲｰｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟｺｰﾗｲｰｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟｺｰﾗｲｰｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ愛知愛知愛知愛知 岐阜岐阜岐阜岐阜 三重三重三重三重 決勝大会決勝大会決勝大会決勝大会
H25.12.15 三重県

各県大会を勝ち抜いてきた１６チームによる決勝大会へ岐阜県から
「ＬＩＢＥＲＴＡ、ＫＡＹＯクラブ、ひまわり、Ｗｅａｖｅｒ」の４
チームが参加しました。ＬＩＢＥＲＴＡ、ＫＡＹＯクラブが決勝トーナ
メントに進み、決勝トーナメント戦は岐阜県どうし、愛知県どうしの対
戦となり、決勝はＬＩＢＥＲＴＡ×達クラブ（愛知県）の対戦となりま
した。１セット目はシーソーゲームでしたが、２セット目の１５点以降
はＬＩＢＥＲＴＡの強さが発揮でき、みごと優勝杯を手にしました。
ＫＡＹＯクラブが３位、ひまわりが敢闘賞をいただきました。

KAYOKAYOKAYOKAYOクラブ（岐阜）クラブ（岐阜）クラブ（岐阜）クラブ（岐阜）

ひまわり（東濃）ひまわり（東濃）ひまわり（東濃）ひまわり（東濃）

各県７チームが参加し、あいにくの雨模
様の天気で少し肌寒いような転機でしたが、
６０歳以上の選手の皆さんのはつらつとし
たプレーと、大応援団もあり会場は一日歓
声が上がっていました。

LIBERTALIBERTALIBERTALIBERTA（岐阜）（岐阜）（岐阜）（岐阜）

Ｗｅａｖｅｒ（岐阜）Ｗｅａｖｅｒ（岐阜）Ｗｅａｖｅｒ（岐阜）Ｗｅａｖｅｒ（岐阜）



開 催 日 大　会　名 会 　場 成  　    績

      Aランク優勝   ＬＩＢＥＲＴＡ(岐)

      Bランク優勝   サンライズ(西)

      Cランク優勝   あじさい(可)

         1位   泉クラブ(岐)

全国大会出場(埼玉県)8/2～5

         2位   Ｓ．Ｙ．Ｄ(可)

         3位   古川クラブ(飛)

         3位   高田クラブ(西)

         1位   まじょんなＡｎｇｅｌ(西)

         1位   Ａｓｓｉｓｔ(中)

上記2チーム 全国大会出場(栃木県)11/8～10

         2位   ロマンス(東)

         2位   パワフル(岐)

　  エクラ(岐)    ＨＡＮＤＳ Ｖ.Ｃ(岐)

　　ピース(東)　　ＭＡＲＯＮ(東)

上記4チーム 東海大会出場(愛知県)10/26

         1位   ＫＡＹＯクラブ(岐)

         2位   ラインクラブ(可)

上記2チーム 東海大会出場(静岡県)10/13

         3位   ＫＡＮＮＡ(岐)

         4位   糸貫クラブ(岐)

         1位   神戸クラブ(西)

全国大会出場(宮城県)11/28～12/1

         2位   北栄クラブ(東)

         3位   Ｗｅａｖｅｒ(岐)

         4位   下呂さつきクラブ(飛)

         1位　 ＬＩＢＥＲＴＡ(岐)

         2位　 Ｗｅａｖｅｒ(岐)

         3位　 ＫＡＹＯクラブ(岐)

         3位　 ひまわり(東)

上記4チーム

愛知 岐阜 三重 決勝大会出場(三重県)12/15

10月14日(月,祝)

第3回
全国ママさんバレーボール冬季大会

岐阜県予選会

(16チーム参加)

山県市総合体育館

11月23日(土,祝)

第17回

ｺｶ・ｺｰﾗｲｰｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ｶｯﾌﾟ
岐阜県ママさんバレーボール大会

(16チーム参加)

池田町総合体育館

各務原市総合体育館
岐南東小学校

八木山小学校

各チーム2試合
（2セットオープン）

グループ戦

10月6日(日)

第6回

岐阜県ママさんバレーボール

ことぶき大会
(28チーム参加))

8月25日(日)
第16回東海ことぶき大会

(28チーム参加)

9月29日(日)
岐阜県ママさんバレーボール

いそじ親睦大会

(41チーム参加)

池田町総合体育館

各チーム2試合

（2セットオープン）

グループ戦

東美濃
ふれあいセンター

各チーム2試合

（2セットオープン）
グループ戦

9月14日(土)

岐阜県ママさんバレーボール

秋季大会
(16チーム参加)

各務原市総合体育館

平成２５年度 　競技報告・活動報告

5月6日(月,振休)

ぎふスポーツフェア2013

岐阜県ママさんバレーボール

春季大会

(24チーム参加)(ランク別)

岐阜

メモリアルセンター

で愛ドーム

6月2日(日)

第44回

全国ママさんバレーボール大会

岐阜県予選会
(16チーム参加)

池田町総合体育館

7月15日(月,祝)

岐阜県ママさんバレーボール

いそじ大会(全国・東海予選)

（全国の部）

(17チーム参加)

(東海の部)
(35チーム参加)

山県市総合体育館

高富中学校


