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第28回全国家庭婦人バレーボールいそじ大会

～岐阜県で全国大会初開催～
平成29年3月10日（金）～12日（日）に岐阜メモリアルセンター及び、山県市総合体育館において「第28回全国
家庭婦人バレーボールいそじ大会」が開催されました。
全国から64チームが参加し、10日には開会式と交歓会、11日にはグループ戦、12日にはグループ戦で勝ち上
がった16チームによる決勝トーナメントと、惜しくも敗者となったチームは親善試合が開催されました。
岐阜からは、Ｎａｙｕｔａ（岐阜）とロマンス（東濃）の2チームが出場し、みごとに両チームとも決勝トーナメン
トに進出しました。強豪チームの中、ＮａｙｕｔａはＡブロック優勝、ロマンスはＤブロック3位と素晴らしい結果を
残しました。選手・応援団の皆さん、お疲れ様でした。そして感動をありがとうございました。
250名のボランティアの皆さん、お疲れ様でした。

出場チーム：Nayuta
出場チーム：Nayuta（岐阜）
Nayuta（岐阜）
28回目で県内初の開催、大きなプレッシャーの中
「絶対に負けない」と強い気持ちで臨んだ全国大会。
全員レシーブを合言葉に、拾い繋いでいい流れの連
携プレーが出来、見事優勝を手に入れました。
選手達の喜びの涙に感激し目頭が熱くなりました。
これからも、この情熱を忘れず、ますます元気に
楽しいバレーを続けていきましょう。
たくさん
の応援・サ
ポート、本
当にありが
とうござい
ました。
(監督 安江
喜代子さん）

試合模様

出場チーム：ロマンス（東濃）
出場チーム：ロマンス（東濃）
5度目の挑戦で叶った、念願の全国大会出場。会場入り口
での暖かい歓迎に感動し、全国の舞台に立てる喜びいっぱい
で臨んだグループ戦では、地元東濃地区応援団の声援と、県
内役員の方々が密かに送って下さるエールが大きな力となり、
夢にも思わなかった決勝トーナメント進出を果たすことがで
きました。決勝トーナメントでは力及びませんでしたが、大
切な仲間とのかけがえのない素晴らしい大会になりました。
これからも、バレーができること、協力してくれる家族に
感謝し、生涯スポ
ーツとしてのバレー
を楽しみたい と思い
ます。応援いただい
た方々、大会役員・
関係者の皆様、本当
にありがとうござい
ました。
（園原弘子さん）

◆facebook：第２８回全国家庭婦人バレーボールいそじ大会
◆ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：全国ﾏﾏさんバレーボール連盟「活動報告」http://www.mamasan-volley.jp/
◆ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：岐阜県ﾏﾏさんバレーボール連盟「試合結果」http://gifukafu.com/

全 国 大 会 出 場 チ ー ム 紹 介
第4７回全国ママさん大会
H28.8.4～7 福島県福島市

出場チーム：下呂さつきクラブ（飛騨）
出場チーム：下呂さつきクラブ（飛騨）
前回出場から15年経ちましたが、ようやくメンバーも
揃い新たな挑戦でした。そして過去2回監督をしていた
だいた伊東弘子さんを今回は選手で出場と、なんだか親
孝行ができた気分でした。練習では、さつきメンバーが
それぞれの役割をしていただき、辛口コメントもありま
したが、誉めて頂くこともあり、良い練習ができ、さつ
きクラブ全員で勝ちとった全国大会でした。
親善試合では、思った以上のバレーができとても楽し
く、トーナメントでは２回戦に進むことができませんで
したが、一生に一
度の経験ができ最
高に楽しかったで
す。日々応援して
くれる家族、バレー
関係者の方々に本
当に感謝していま
す。
(間所めぐみさん)

第６回全国ママさん冬季大会
H28.12.8～11 新潟県新潟市
出場チーム：しらかば（岐阜）
しらかば（岐阜）
出場チーム：
私達「しらかば」は、前回の冬季全国大会にも参加
させて頂き、決勝トーナメント迄進みましたが、いい
成績を残せませんでした。その時の悔しさ胸に、今回
第6回の大会に参加しました。
成績は2勝2敗で決勝トーナメントには進むことがで
きませんでしたが、全国の素晴らしいチームと対戦で
き貴重な経験ができました。残念な結果でしたが、今
まで以上にチームが一つになり、とても楽しくバレー
ができました。また、2年後に、是非、全国を目指した
いと思います。
役員の皆様、
お世話になり
ありがとうご
ざいました。
(奥村範子さん)

第21回全国ことぶき大会
21回全国ことぶき大会
H27.11.16～18 静岡県袋井市、掛川市

出場チーム：輪（岐阜）
出場チーム：輪（岐阜）
チーム結成3年目。待ちに待った全国大会！！
全国から集まった70チームでの一日二試合、二日間の親善試合で
はありましたが、12名全員
バレーができ、おかげさまで
全勝することができました。
よりいっそうチームワークが
深まった三日間でした。この
歳まで長くバレーを続けられ
た事への喜びと、チームメン
バーや家族、そして役員の皆
様方に心より感謝します。
（山本千代さん）

出場チーム：アルファ（
出場チーム：アルファ（可茂）
アルファ（可茂）
念願の全国大会、それぞれのチームで長い間バレーボールを楽し
んできた60歳を超えた仲間が集まり練習を重ねてきました。大会は
4県のチームと対戦し、1点
差で2勝！！ 悔しい場面も
ありましたが、閉会式では
涙で胸がいっぱいでした。
大会関係者、岐阜県役員の
皆様に感謝しながら帰路に
つきました。
ありがとうございました。
（纐纈昌子さん）

第１回全国おふく大会
H28.10.18～20

奈良県、橿原市

RAIMU（西濃）
出場チーム：RAIMU
出場チーム：
RAIMU
（西濃）
第1回おふく大会参加に向け、チームを
結成し登録。6ケ月間月2回の練習に熱が
入り、監督指導のもと、清々しい汗を流
しました。
全国から24チームが集まり橿原ロイヤ
ルホテルでの開会式、2日間のグループ戦
、1日目は鹿児島と岡山県、2日目は鳥取
と福島県の対戦で、3勝1敗の好成績で、
怪我もなくチームの輪が大きくなりまし
た。バレー人生の中で最高！ 忘れられ
ない楽しい想い出となりました。
これからも、無理をしない程度に練習
に頑張ります。最後に赤地会長と広瀬理
事長のご指導とお力添えに感謝します。
（林喜久子さん）

東 海 大 会 出 場 チ ー ム 紹 介
第43回東海ママさんバレーボール大会
43回東海ママさんバレーボール大会
H28.10.9 愛知県一宮市
加茂女とＫＡＹＯクラブが出場しまし
た。グループ戦で２試合を戦いましたが、
残念ながら決勝へは進めませんでした。

第24回東海いそじ大会
24回東海いそじ大会
H28.10.23 静岡県掛川市
岐阜県から、まじょんな、まじょんなAngel、ゆいまーる、ピー
スの４チームが出場し、グループ戦で熱戦を繰り広げましたが、惜
敗し決勝トーナメント戦には進めませんでした。

◆加茂女（可茂）

まじょんな（西濃）

◆ＫＡＹＯクラブ（岐阜）

ゆいまーる（可茂）

第19回東海ことぶき大会出場ﾁｰﾑ
19回東海ことぶき大会出場ﾁｰﾑ
H28.8.28 三重県伊賀市
◆開会式

まじょんなAngel
まじょんなAngel（西濃）
Angel（西濃）

ピース（東濃）

岐阜県から「ＫＡＹＯ」「こぶし」「トトロ」「ＲＥＤ・シックス」
「リンダ・Ｌ」「ＳＵＩＴＯ」「タンテ」の７チームが参加しました。
各チーム２試合の親睦試合で、長年培った技と若さで全力を出し切りました。

◆ＫＡＹＯ（岐阜）

◆リンダ・L（岐阜）
◆RED・シックス（岐阜）
RED・シックス（岐阜）◆リンダ・L

平成２８年度東海ママさんバレーボール連盟役員総会
並びに、役員親睦バレーボール大会
Ｈ29.2.25～
29.2.25～26 岐阜県下呂市
25日(土)は、「望川館」において役員総会と
親睦会を、26日(日)は下呂交流会館において役
員対抗親睦バレーボール大会を楽しみました。
試合は、昨年のリベンジを晴らしたく優勝を目
標にボールを繋ぎましたが、静岡県が１位、２位
以降は僅差で愛知県、三重県、岐阜県と続きまし
た。
残念な結果でしたが、選手の皆さん、役員の皆
さんお疲れ様でした。

◆こぶし（岐阜）

◆トトロ（岐阜）

◆SUITO（西濃）
SUITO（西濃）

◆タンテ（東濃）

平成２８年度
開 催 日

5月8日(日)

大

会

名

ぎふスポーツフェア２０１６
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)

競技報告・活動報告
会

場

岐阜メモリアルセンター
ふれ愛ドーム

成

Ａランク優勝

ＬＩＢＥＲＴＡ(岐)

Ｂランク優勝

ＤＡＣＨＩ(東)

Ｃランク優勝

八百津クラブ(可)

１位

6月5日(日)

7月18日(月・祝)

第４７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)

第２４回
東海家庭婦人バレーボールいそじ大会
岐阜県予選会
(３５チーム参加)

9月18日(日)

9月22日(木・祝)

岐阜県ママさんバレーボール
秋季大会
(１６チーム参加)

第２８回
全国家庭婦人バレーボールいそじ大会
10月10日(月・祝)
岐阜県予選会
(２７チーム参加)

池田町総合体育館

山県市総合体育館
高富中学校

8/4～7

２位

Ｓ．Ｙ．Ｄ(可)

３位

下石クラブ(東)

３位

長森クラブ(岐)

まじょんなAngel(西)

まじょんな(西)

ピース(東)

ゆいまーる(可)

上記４チーム東海大会出場(静岡県)

各務原市総合体育館

山県市総合体育館

山県市総合体育館

岐阜県ママさんバレーボール
いそじ親睦大会
(４７チーム参加)

東美濃ふれあいセンター
まきがね公園体育館

11月13日(日)

第９回
岐阜県ママさんバレーボール
ことぶき大会
(３４チーム参加)

関市総合体育館

10/23

しらかば(岐)

全国大会出場(新潟県)

11月 3日(木・祝)

第２０回
コカ・コーライーストジャパンカップ
11月23日(水・祝)
岐阜県ママさんバレーボール大会
(１６チーム参加)

下呂さつきクラブ(飛)

全国大会出場(福島県)

１位
第６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)

績

12/8～11

２位

ＤＡＣＨＩ(東)

３位

ＭＥＲＲＹ(岐)

３位

いちはし(岐)

優勝

加茂女(可)

準優勝

ＫＡＹＯクラブ(岐)

上記２チーム東海大会出場(愛知県)
３位

Ｗｅａｖｅｒ(岐)

４位

神戸クラブ(西)

１位

Ｎａｙｕｔａ(岐)

１位

ロマンス(東)

10/9

上記２チーム全国大会出場(岐阜県) 3/10～12
２位

ＢＯＳＳ(西)

２位

ぴゅあクラブ(東)

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

優勝

ＬＩＢＥＲＴＡ(岐)

準優勝

ＫＡＹＯクラブ(岐)

３位

新星クラブ(西)

３位

北栄クラブ(東)

池田町総合体育館

平成２８年度 事業報告
<県外事業>
県外事業>
月 日

8/4（木）～
8/7（日）

8/28（日）

事

業

第47回 全国ママさんバレーボール大会

福島県
下呂さつきクラブ（飛）
（親善交流試合鹿児島２－０、新潟２－０ トーナメン
ト戦1回戦敗退 佐賀２－０）

第19回 東海家庭婦人バレーボール ことぶき大会

三重県伊賀市 ゆめドームうえの
ＫＡＹＯ（２勝）こぶし（２勝)、
トトロ(１勝１敗)、ＲＥＤ．シックス(2勝)、リンダ・Ｌ(1勝1
敗)、
ＳＵＩＴＯ(1勝1敗)、タンテ(1勝１敗)

第43回 東海ママさんバレーボール大会

愛知県 一宮市総合体育館
加茂女(グループ戦２敗)
ＫＡＹＯ（グループ戦２敗）

10/9（日）

10/18(火)～
20日(木)

会 場・その他

第1回 全国ママさんバレーボール おふく大会

奈良県橿原公苑第1体育館
ＲＡＩＭＵ(西濃) ４勝

10/23（日）

第24回 東海家庭婦人バレーボール いそじ大会

静岡県 東遠カルチャーパーク総合体育館
まじょんな（グループ戦２敗）
まじょんなAngel（グループ戦１勝１敗）
ゆいまーる（グループ戦２敗）
ピース（グループ戦2敗）

11/16(水)～
18(金)

第21回 全国家庭婦人バレーボールことぶき大会

静岡県（エコパアリーナ、さんりーな）
輪(岐)4勝、アルファ(可)２勝２敗

12/8（木）
～12/11（日）

第6回 全国ママさんバレーボール冬季大会

新潟県 新潟市東総合スポーツセンター他2会場
しらかば（グループ戦2勝2敗）

東海ママさんバレーボール連盟役員総会 並びに
役員対抗親睦バレーボール大会

岐阜県下呂市 望川館
下呂交流会館アクティブ温アリーナ
1位 静岡県 2位 愛知県 3位 三重県
4位 岐阜県

第28回 全国家庭婦人バレーボール いそじ大会

岐阜県 岐阜メモリアルセンター、
山県市総合体育館
Ｎａｙｕｔａ （岐）Ａブロック優勝
ロマンス（東）Ｄブロック3位

平成29年
2/25（土）・
26（日）

平成29年
3/10（金）～
12（日）

