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第第第第26262626回全国いそじ大会回全国いそじ大会回全国いそじ大会回全国いそじ大会
H26.11.14～16 茨城県

出場チーム：出場チーム：出場チーム：出場チーム：PLUSPLUSPLUSPLUS（岐阜）（岐阜）（岐阜）（岐阜）

3度目の挑戦で叶った全国！会場では大会役員の笑顔
のおもてなしに一気にリラックス。開会式は鵜の衣裳で
弾けました。予選、徳島は攻守共にまとまったチームで
今後の課題になりました。栃木は大型のチーム！PLUS
らしいバレーで勝利。交流戦
は埼玉と神奈川、全員バレー
で楽しめました。緊張の線審
も無事クリア。全国のいそじ
バレーボーラーに万歳！！
これからも上を目指して頑張
ります。（種田 晃子さん）

第第第第19191919回全国ことぶき大会回全国ことぶき大会回全国ことぶき大会回全国ことぶき大会
H26.10.3～5 大分県別府市

「ことぶき」出場チーム：「ことぶき」出場チーム：「ことぶき」出場チーム：「ことぶき」出場チーム：ことひめ（岐阜）ことひめ（岐阜）ことひめ（岐阜）ことひめ（岐阜）
昨年からの夢がついに実現。準備段階から気分は女子

校生並み。開会式は千人以上のママさんが勢揃い。開会
会での自衛隊楽団の演奏、高校生のいバトンフラワーズ
に拍手喝采。翌日４日の試合は、サーブも冴え渡りラリ
ーも制して２勝。気分を良
くして別府観光、試合疲れ
もなんのその。５日の試合
は、1分１敗でしたが、他
県の方々との交流も深まり
楽しい4日間でした。
（山田洋子さん）

出場チーム：出場チーム：出場チーム：出場チーム：ひだひだひだひだMAXMAXMAXMAX（飛騨）（飛騨）（飛騨）（飛騨） 「おふく」出場チーム：「おふく」出場チーム：「おふく」出場チーム：「おふく」出場チーム：岐阜こぶし（岐阜）岐阜こぶし（岐阜）岐阜こぶし（岐阜）岐阜こぶし（岐阜）

全 国 大 会 出 場 チ ー ム 紹 介

チーム結成から3年、3度目の挑戦で全国の切符を手に
しました。チームがひとつになる喜び、プレーできるこ
とに感謝し、参加64チームの入場行進に胸高鳴りました
。翌日の試合は、妙な緊張が皆の体を硬直させてしまっ
たようで、勝てないチームでは
ないと思っているのに無駄な失
点をしてしまいましたが、他の
試合を見て勉強になりましたし、
この歳でもまだ目標ができまし
た。家族、連盟の皆様に心より
感謝します。（内木敦子さん）

大会は「ママさんバレー」の歌で始まり、今後も続
いていく素晴らしい賛歌だと思いました。おふく参加
は24チームです。4県のトーナメント方式での試合は、
とても70代とは思えない動きで「昔取った杵柄」は素
晴らしいです。練習で会を重ねる毎に良くなるチーム
ワーク、本当に思い出に残りま
す。連盟役員の方々、練習相手
になっていただいたチームの方
々、ありがとうございました。
いつまで続けれるか、また会え
る日を楽しみに帰途につきまし
た。（江口尤美恵さん）

第第第第45454545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
H26.7.25～28 石川県金沢市

出場チーム：出場チーム：出場チーム：出場チーム：スマイル（可茂）スマイル（可茂）スマイル（可茂）スマイル（可茂）

第第第第4444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
H26.12.11～14 群馬県

出場チーム：出場チーム：出場チーム：出場チーム：WeaverWeaverWeaverWeaver（岐阜）（岐阜）（岐阜）（岐阜）
結成22年目にして夢の「全国大会出場」を果たすこと

ができました。結果は初戦敗退でしたが、あのコートに
立った時の感動は忘れられないものとなりました。また、
チームの未熟さを改めて感じ「もう一度全国大会へ」と
いう目標をかかげ、これからも仲間と共に練習に励みた
いと思います。
本大会の参加に当り
多くの方のご支援を
いただき、本当に
ありがとうございま
した。感謝します。
（谷本ひさきさん）

私自身初の全国大会！ワクワクした気持ちで当日を迎
えました。開会式から交歓会に移り、全国のママさん達
と輪になりバレーボール音頭を踊り、楽しく過ごすこと
ができました。２日目からはリーグ戦が始まり、２勝２
敗で決勝リーグに進めず残念な結果に終わりましたが、
すごく良い経験になり
ました。周りの」方々の
サポート、家族・チーム
のメンバーに感謝します。
また、新たな目標に向い
更に頑張りたいです
（高橋美希子さん）



第第第第41414141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
H26.10.12 岐阜県池田町総合体育館

第第第第22222222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 H26.1.0.26 三重県

東 海 大 会 出 場 チ ー ム 紹 介

岐阜代表のLIBERTAは、グループ戦
において２勝しましたがセットカウント
で惜敗、COCOは２敗で残念ながら決勝
戦へ進出することができませんでした。

第第第第15151515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
H26.12.23 岐阜県各務原市総合体育館

岐阜代表のLIBERTA・池田クラブが決勝トーナメントに進み、決勝
戦はLIBERTA・池田クラブの対決となりLIBERTAが接戦を制し優勝。
しらかば・北栄クラブはグループ戦で１勝１敗となり決勝トーナメント
に進めませんでしたが、北栄クラブが敢闘賞を受賞しました。

準優勝：池田ｸﾗﾌﾞ準優勝：池田ｸﾗﾌﾞ準優勝：池田ｸﾗﾌﾞ準優勝：池田ｸﾗﾌﾞ((((西濃西濃西濃西濃))))
クラブクラブクラブクラブ

敢闘賞：北栄ｸﾗﾌﾞ敢闘賞：北栄ｸﾗﾌﾞ敢闘賞：北栄ｸﾗﾌﾞ敢闘賞：北栄ｸﾗﾌﾞ((((東濃東濃東濃東濃))))

優勝：優勝：優勝：優勝：LIBERTALIBERTALIBERTALIBERTA（岐阜）（岐阜）（岐阜）（岐阜）

出場：しらかば（岐阜）出場：しらかば（岐阜）出場：しらかば（岐阜）出場：しらかば（岐阜）

◆◆◆◆LIBERTALIBERTALIBERTALIBERTA××××一宮（愛知県）一宮（愛知県）一宮（愛知県）一宮（愛知県）

◆◆◆◆COCOCOCOCOCOCOCO××××MIXMIXMIXMIX（静岡県）（静岡県）（静岡県）（静岡県）

第第第第17171717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
H26.8.23 静岡県

◆出場チーム◆出場チーム◆出場チーム◆出場チーム

•かがり火かがり火かがり火かがり火((((岐阜岐阜岐阜岐阜)))) ・・・・KAYOKAYOKAYOKAYO（岐阜）（岐阜）（岐阜）（岐阜）

•ＧＯＧＯクラブＧＯＧＯクラブＧＯＧＯクラブＧＯＧＯクラブ((((岐阜岐阜岐阜岐阜)))) ・・・・SUITO(SUITO(SUITO(SUITO(西濃）西濃）西濃）西濃）

•紅葉紅葉紅葉紅葉((((岐阜岐阜岐阜岐阜)))) ・ミッキー・ミッキー・ミッキー・ミッキー((((東濃東濃東濃東濃))))

•タンテタンテタンテタンテ((((東濃東濃東濃東濃))))

◆出場チーム◆出場チーム◆出場チーム◆出場チーム

•かがり火かがり火かがり火かがり火((((岐阜岐阜岐阜岐阜)))) ・・・・KAYOKAYOKAYOKAYO（岐阜）（岐阜）（岐阜）（岐阜）

•ＧＯＧＯクラブＧＯＧＯクラブＧＯＧＯクラブＧＯＧＯクラブ((((岐阜岐阜岐阜岐阜)))) ・・・・SUITO(SUITO(SUITO(SUITO(西濃）西濃）西濃）西濃）

•紅葉紅葉紅葉紅葉((((岐阜岐阜岐阜岐阜)))) ・ミッキー・ミッキー・ミッキー・ミッキー((((東濃東濃東濃東濃))))

•タンテタンテタンテタンテ((((東濃東濃東濃東濃))))

岐阜県から「かがり火」「KAYO」
「GOGOクラブ」「SUITO」「紅葉」
「ミッキー」「タンテ」の７チームが参
加しました。各チーム２試合の親善試合
で他県チームとの交流を楽しみました。

岐阜県から「絆」「まじょんなAngel」「Assist」「BYクラブ」
の4チームが参加し、グループ戦で各チーム２試合を行い、健闘しま
したが惜敗し決勝トーナメント戦には進めませんでした。

絆（岐阜）絆（岐阜）絆（岐阜）絆（岐阜） 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）

AssistAssistAssistAssist（中濃）（中濃）（中濃）（中濃） BYBYBYBYクラブ（東濃）クラブ（東濃）クラブ（東濃）クラブ（東濃）



平成２６年度 競技報告
開 催 日 大　会　名 会 　場 成  　    績

      Aランク優勝   ＬＩＢＥＲＴＡ(岐)

      Bランク優勝   上牧クラブ(中)

      Cランク優勝   七宗クラブ(可)

         1位   スマイル(可)

全国大会出場(石川県)7/25～28

         2位   明智(東)

         3位   金山(飛)

         3位   Ｓ．Ｙ．Ｄ(可)

         1位   ひだＭＡＸ(飛)

         1位   ＰＬＵＳ(岐)

上記2ﾁｰﾑ 全国大会出場(茨城県)11/14～16

         2位   ロマンス(東)

         2位   パワフル(岐)

　  絆(岐)　　まじょんなＡｎｇｅｌ(西)

　　Ａｓｓｉｓｔ(中)　　ＢＹクラブ(東)

上記4チーム 東海大会出場(三重県)10/26

         1位   Ｗｅａｖｅｒ(岐)

全国大会出場(群馬県)12/11～14

         2位   下呂さつきクラブ(飛)

         3位   明智(東)

         4位   葵クラブ(岐)

         1位   ＬＩＢＥＲＴＡ(岐)

         2位   ＣＯＣＯ(岐)

上記2チーム 東海大会出場(岐阜県)10/12

         3位   池田クラブ(西)

         4位   北栄クラブ(東)

         1位　ＬＩＢＥＲＴＡ (岐)

         2位　池田クラブ (西)

         3位　しらかば(岐)

         3位　北栄クラブ(東)

上記4チーム

愛知 岐阜 三重 決勝大会出場(岐阜県)12/23

         1位　ＬＩＢＥＲＴＡ(岐)

         2位  池田クラブ(西)

         3位　豊橋ふれんず (愛)

         3位　キャッチ(愛)

各チーム2試合
（2セットオープン）

グループ戦

12月23日(火・祝)

第15回 ｺｶ・ｺｰﾗｲｰｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ

愛知 岐阜 三重
ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ決勝大会

(12チーム参加)

各務原市総合体育館

11月 9日（日）

岐阜県ママさんバレーボール

いそじ親睦大会

(45チーム参加)

第18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

12月7日(日)

第7回

岐阜県ママさんバレーボール
ことぶき大会

(27チーム参加)

下呂交流会館

アクティブ

下呂体育館

11月24日(月・振休)

5月4日(祝・日)

ぎふスポーツフェア2014

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

関市総合体育館

武芸川体育館

各チーム2試合

（2セットオープン）

グループ戦

9月15日(月・祝)

第4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)

各務原市総合体育館

6月1日(日)

第45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21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）

(20チーム参加)

(東海の部)

(34チーム参加)

山県市総合体育館

高富中学校

1位　悠球倶楽部（愛知県）

2位　千里ヶ丘　（三重県）
10月12日（日）

第41回

東海ママさんバレーボール大会

（8チーム参加）

池田町総合体育館

9月23日(火・祝)

岐阜県ママさんバレーボール

秋季大会
(16チーム参加)

山県市総合体育館


