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第第第第27272727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
H28.3.11～13 滋賀県

出場チーム：出場チーム：出場チーム：出場チーム：PeacePeacePeacePeace岐阜（岐阜）岐阜（岐阜）岐阜（岐阜）岐阜（岐阜）
第第第第20202020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
H27.11.6～8 福岡県北九州市

出場チーム：出場チーム：出場チーム：出場チーム：アイリス（西濃）アイリス（西濃）アイリス（西濃）アイリス（西濃）
この年になって全国の土を踏めるとは思ってもみなか

ったです。九州までの新幹線、子供に戻ったようにはし
ゃぎ、高円宮様の前で緊張の入場行進。思うような結果
は出せず悔しさはあり

ますが、楽しくプレー

が出来たことが一番だ

ったと思います。素晴

らしい体育館、素晴ら

しい「おもてなし」に

感動しました。このよ

うな機会を与えていた

だいたことに

感謝します。練

習に練習を重ね

たＶリーグさな

がらのラインズ

マンができなか

ったことが残念

でした。

(北島幸枝さん)

全 国 大 会 出 場 チ ー ム 紹 介

第第第第46464646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
H27.8.7～10 宮城県仙台市

出場チーム：出場チーム：出場チーム：出場チーム：金山（飛騨）金山（飛騨）金山（飛騨）金山（飛騨）

第第第第5555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
H27.12.11～14 鹿児島県鹿児島市

出場チーム：出場チーム：出場チーム：出場チーム：北栄クラブ（東濃）北栄クラブ（東濃）北栄クラブ（東濃）北栄クラブ（東濃）
念願の全国大会。親睦試合では福岡県・千葉県と対戦、

本大会は岡山県との対戦でした。相手の強いサーブに圧
倒され2回戦進出はできませんでしたが、とても楽しく
貴重な経験ができた
ことを幸せに思い、
また、多くの方々に
支援をいただき感謝
します。これからも
この気持ちを忘れず
楽しくバレーを続け
ていきたいです。
(錦戸康子さん)

全国大会では、他県との交流を深めることができ、心
からバレーボールが楽しいと感じることができました。
19人全員で鹿児島へ行け、本当に嬉しかったです。結果
は、2勝2敗と決勝トーナメントには残れませんでしたが
『力の全てを出した』と、胸を張り言うことができます。
同じ目標をもつチームの仲間、応援してくれる家族、支
えてくださる多くの
方々に感謝し、バレ
ーを生涯スポーツと
して、また、いつか
このような経験がで
きることを目標に、
一から頑張ります。
(井藤あいさん)

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

開会式からの3日間は、夢の中にいたような気分です。
第1試合の大阪戦では、緊張し自分達のプレーができず
終わりましたが、第2試合の東京戦では、1セット先取さ
れながらもフルセットで勝つことができました。ピンチ
で頑張れたのは、応援の方々の声援を力に変えることが
できた事です。チーム結成から、目標の全国大会へ共に
向った仲間との絆も更に
深まり、大切な１頁とな
りました。多くの時間を
費やしていただいた役員
の皆様や、応援いただい
た全ての方に感謝します。
（高橋果子さん）

全国大会、2回目の挑戦で夢が叶いました。練習相手
として多くの方々に協力いただき、皆で勝ち取った全国
切符でした。試合結果は散々でしたが、各務原市長様か
らの激励、家族からも応
援された事は、良き思い
出になりました。「継続
は力なり」の言葉を心に
刻み仲間に感謝です。
役員の方々からも、熱い
応援をありがとうござい
ました。(河合千春さん)

高円宮妃久子殿下ご臨席高円宮妃久子殿下ご臨席高円宮妃久子殿下ご臨席高円宮妃久子殿下ご臨席



第第第第42424242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
H27.10.11 三重県津市

東 海 大 会 出 場 チ ー ム 紹 介

岐阜県からLIBERTA、北栄クラブが出
場し、グループ戦の結果LIBERTAが２勝
し決勝戦に進出。静岡県の曳馬クラブと
対戦し、ストレートで見事優勝しました。

第第第第23232323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
H27.10.25 岐阜県関市

岐阜県から「PLUS 」「大垣スイト」「エクラ」「Nayuta」の
4チームが参加し、グループ戦で各チーム２試合を行いました。
PLUS・エクラは、グループ戦で２勝しましたが、得失点差で

惜しくも決勝トーナメント戦には進めませんでした。

大垣スイト（西濃）大垣スイト（西濃）大垣スイト（西濃）大垣スイト（西濃）

エクラ（岐阜）エクラ（岐阜）エクラ（岐阜）エクラ（岐阜）

PLUSPLUSPLUSPLUS（岐阜）（岐阜）（岐阜）（岐阜）

NayutaNayutaNayutaNayuta（岐阜）（岐阜）（岐阜）（岐阜）

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

◆北栄クラブ（東濃）◆北栄クラブ（東濃）◆北栄クラブ（東濃）◆北栄クラブ（東濃）

第第第第18181818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
H26.8.22 愛知県豊橋市

◆出場チーム◆出場チーム◆出場チーム◆出場チーム

•紅葉紅葉紅葉紅葉((((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))))

•VVVV・・・・CHERRY(CHERRY(CHERRY(CHERRY(岐阜）・トトロ岐阜）・トトロ岐阜）・トトロ岐阜）・トトロ((((岐阜岐阜岐阜岐阜))))

•おおがきさつきおおがきさつきおおがきさつきおおがきさつき((((西濃西濃西濃西濃)))) りぼんりぼんりぼんりぼん((((東濃東濃東濃東濃))))

•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))))

◆出場チーム◆出場チーム◆出場チーム◆出場チーム

•紅葉紅葉紅葉紅葉((((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))))

•VVVV・・・・CHERRY(CHERRY(CHERRY(CHERRY(岐阜）・トトロ岐阜）・トトロ岐阜）・トトロ岐阜）・トトロ((((岐阜岐阜岐阜岐阜))))

•おおがきさつきおおがきさつきおおがきさつきおおがきさつき((((西濃西濃西濃西濃)))) りぼんりぼんりぼんりぼん((((東濃東濃東濃東濃))))

•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))))

東海４県より各県７チームが参加し、各
チーム２試合の親睦試合を行いました。残
暑厳しい一日でしたが選手の皆さんは元気
にはつらつと熱戦を繰り広げていました。

豊田合成ﾄﾚﾌｪﾙｻﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ教室豊田合成ﾄﾚﾌｪﾙｻﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ教室豊田合成ﾄﾚﾌｪﾙｻﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ教室豊田合成ﾄﾚﾌｪﾙｻﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ教室
H27.6.20H27.6.20H27.6.20H27.6.20 岐阜メモリアルセンター岐阜メモリアルセンター岐阜メモリアルセンター岐阜メモリアルセンター

ママさん１３４名が参加し、豊田合成㈱
男子バレーボール部選手の指導をいただき
ました。基本練習、シートレシーブ、ア
タック練習、最後は９チームに分かれ選手
の皆さんと一緒にゲームを楽しみました。
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開 催 日 大　会　名 会 　場 成  　    績

       Ａランク優勝   ＬＩＢＥＲＴＡ(岐)   

       Ｂランク優勝   ＭＩＮＡＭＩ(岐)

       Ｃランク優勝   日新クラブ(西)

       １位     金山(飛)

 全国大会出場(宮城県) 8/7～10

       ２位     北栄クラブ(東)

       ３位     明智(東)

       ３位     ＭＥＲＲＹ(岐)

　　　エクラ(岐)　　　Ｎａｙｕｔａ(岐)

　　　ＰＬＵＳ(岐)　　大垣スイト(西)

 上記４チーム 東海大会出場(岐阜県) 10/25

       １位     北栄クラブ(東)

 全国大会出場(鹿児島県)12/11～14

       ２位     いちはし(岐)

       ３位     ＪＯＹ ＢＥＡＴ(中)

       ３位     上牧クラブ(中)

　　　 優勝　 　ＬＩＢＥＲＴＡ(岐)

　　　 準優勝　 北栄クラブ(東)

 上記２チーム 東海大会出場(三重県) 10/11

　　　 ３位　　 ＫＡＹＯクラブ(岐)

　　　 ４位　　 池田あおば(西)

　　　 １位     Ｐｅａｃｅ岐阜(岐)

　　　 １位     Ａｇａｉｎｓ(岐)

 上記２チーム 全国大会出場(滋賀県) 3/11～13

　　　 ２位  　 ロマンス(東)

　　　 ２位     Ｐｉｎｋｙ(岐)

　　　 優勝　　 ＡＲＣＨ(愛知県)

　　　 準優勝　 アミスタ(愛知県)

　　　 ３位　　 ポラリス(愛知県)

　　　 ３位　 　刈谷ＳＮＰ(愛知県)

       優勝　   ＬＩＢＥＲＴＡ(岐)

       準優勝   池田クラブ(西)

       ３位　　 加茂女(可)

       ３位　　 ラインクラブ(可)

Ｖ．ＣＨＥＲＲＹ（1勝1敗）

ＧＯＧＯクラブ(1勝1敗)

トトロ(２敗)

紅葉(2敗)

おおがきさつき(1勝1敗)

可茂フラワー（2勝）

りぼん(2勝)

優勝　ＬＩＢＥＲＴＡ

北栄クラブ（グループ戦２敗）

エクラ（グループ戦2勝 得失点負）

大垣スイト（グループ戦2敗）

Ｎａｙｕｔａ（グループ戦1勝1敗）

ＰＬＵＳ（グループ戦2勝　得失点負）

Ａｇａｉｎｓ　（岐）

Ｐｅａｃｅ岐阜（岐）
3/11（金）～13（日）

第27回
全国家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ　いそじ大会

滋賀県
滋賀県立体育館　他

            各チーム２試合
         （２セットオープン）
              グループ戦

           各チーム２試合
        （２セットオープン）
             グループ戦

下呂交流会館
アクティブ

 8/22（土）
第18回

東海家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ　ことぶき大会

 8/7（金）～10（月）

 9月21日(月・祝)

第５回
全国ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ冬季大会

岐阜県予選会
(１６チーム参加)

第46回
全国ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会

池田町総合体育館 11月23日(月・祝)

プラザちゅうたい
今渡北小学校
今渡南小学校

平成２７年度 　競技報告・活動報告

 5月6日(水・振休)
ぎふスポーツフェア２０１５

岐阜県ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ　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7日(日)

第４６回
全国ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会

岐阜県予選会
(１６チーム参加)

池田町総合体育館

 12月13日(日)
第８回

岐阜県ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙことぶき大会
(２６チーム参加)

 10月12日(月・祝)

 11月 3日(火・祝)
岐阜県ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

いそじ親睦大会
(４９チーム参加)

第１９回
ｺｶ・ｺｰﾗｲｰｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ

岐阜県ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
(１６チーム参加)

 10月25日(日)

第２３回
東海家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

いそじ大会
（１６チーム参加）

関市総合体育館

第２７回
全国家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙいそじ大会

岐阜県予選会
(２６チーム参加)

山県市総合体育館

高富中学校

 7月20日(月・祝)

岐阜県ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
秋季大会

(１６チーム参加)
山県市総合体育館

第２３回
東海家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙいそじ大会

岐阜県予選会(３４チーム参加)

山県市総合体育館
高富中学校

各務原市総合体育館

 9月23日(水・祝)

第20回
全国家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ　ことぶき大会

 10/11（日）
第42回

東海ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会

第5回
全国ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ冬季大会

金山（親善試合1勝1引分け、ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦1回戦敗退）宮城県

愛知県
豊橋市総合体育館

アイリス（４敗）福岡県　北九州市 11/6（金）～8（日）

三重県
津市芸濃総合文化ｾﾝﾀ

岐阜県
関市総合体育館

第23回
東海家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ　いそじ大会

 10/25（日）

鹿児島県
鹿児島アリーナ

北栄クラブ（グループ戦2勝2敗） 12/11（金）～14(月）


