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全 国 大 会 出 場 チ ー ム 紹 介 

第48回全国ママさん大会 
 H29.8.2～5 岩手県花巻市 

出場チーム：Ｓ．Ｙ．Ｄ（可茂） 

第7回全国ママさん冬季大会 
 H29.12.1～4 鳥取県鳥取市 

出場チーム：ＫＡＹＯクラブ（岐阜） 
 県大会常連チームと言われながら毎年決勝で負けて帰
るチーム。6度目の挑戦でようやく手にした全国への切
符でした。全国出場チームの中で平均年齢は上から3番
目。とにかく「大会を楽しむこと」を第一の目標に参加
しました。親善交流試合・トーナメント戦共にいい結果
は残せませんでしたが全員が楽しんでコートに立てた事
が何よりでした。 
これからも皆で楽 
しくバレーを続け 
て行きたいと思っ 
ています。いつも 
応援してくれる家 
族・大会を支えて 
くださる関係者の 
皆様に感謝してい 
ます。 
 （林 智子さん） 

 今のメンバーで初めての全国大会。初日は佐賀、愛
媛と対戦。2日目は山梨、埼玉との対戦でした。3勝1
敗での決勝トーナメント戦参戦となり、相手がまた、
埼玉でリベンジのチャンスでしたがリベンジならず。
目標にしていた優勝はできませんでしたが、貴重な経
験が出来たのは、 
家族の応援、多 
くの方々からの 
サポートがあっ 
たからだと感謝 
しています。 
新たな課題に 
向けてまた頑張 
ります。 
（辻村文音さん） 

出場チーム：ミニ～ず（東濃） 

出場チーム：ＢＯＳＳ（西濃） 

目標としていた全国大会出場。家族の理解と協力があり
14人そろって大阪大会に参加しました。１日目は開会
式と交歓会で盛り上がり、２日目は嬉しさと緊張の中で
のグループ戦、残念ながら３日目の決勝トーナメント戦
に進出することはできませんでしたが岐阜から会場に応
援に来てくれた方々の熱い声援に励まされチーム全員笑
顔でプレーする 
ことが出来まし 
た。楽しい３日 
間を過ごし良い 
思い出になりま 
した。感謝の気 
持ちで一杯です。 
ありがとうござ 
いました。  
 
（岩井恵里さん） 

試合後のある日のＬINEより。“全国大会お疲れ様で
した。”“それぞれの役割の人や運転手の人やＴちゃ
んお世話になりました。貴重な体験を今後のバレーに
活かしていきましょう”“試合には出ることが出来ま
せんでしたが、みんなと一緒に大阪に行けただけで幸
せ♡”“みんな色々ありがとう。大阪に連れてってく
れてありがとう”感謝とねぎらいの言葉にあふれてい
ます。全国大会は終わりましたが、「ＢＯＳＳ」はこ
れからも「ＢＯＳＳ」らしく頑張ります。多くの役員
の皆様、線審得点係を根気よく指導してくださった審
判の皆様、練習 
試合をしてくだ 
さったチームの 
皆様、会場まで 
応援に来てくだ 
さった皆様に感 
謝申し上げます。 
 
（武田久美さん） 
 
 

Ｂブロック 3位 
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「めっちゃ 好きやねん 笑都大阪   につどう」 

   第29回 全国いそじ大会 
       H30.3.9～11 大阪府大阪市 



  

「明治維新150年 おいでませ山口へ」 
 第2２回全国ことぶき大会 
 H29.11.4～6 山口県山口市 

  出場チーム：ひだ娘（飛騨） 

出場チーム：ＫＮＪ（岐阜） 

全国いそじ大会から12年、ほとんど変わ
らないメンバーでことぶき全国大会を迎
えられて本当に良かったです。ことぶき
と言えども強豪チームばかりで試合を見
ていても“えっ！いそじじゃないの？”
と思えるチームもあって私たちも一段と
気合を入れ直し体が痛いどころだらけで
も120％の試合が出来たかと思っていま
す。結果、得点的には3勝1敗まずまずで
した。試合が終われば他県チームとの交
流も楽しく和気あいあいの3日間でした。
次はおふく大会で会いましょうの合言葉
でお別れしました。目標はまたこのメン
バーでおふく大会を目指し出場すること
です。応援していただいた皆様方に感謝
申し上げます。 
         （小川美佐子さん） 
 

出場チーム：りぼんwhite（東濃） 

「明治維新150年おいでませ山口へ」と銘打って山口市で開催さ
れたことぶき大会。オレンジ色のセーターの役員の皆様があちこ
ちで笑顔の出迎え。開会式後の交歓会ではお笑い体操で「わっ
はっは」と和やかに交流。飛騨地区唯一のことぶきチームとして、
1日目に2勝、翌日は千葉県のチームに負けましたが、笑顔を絶
やさず力の限りプレーが出来、また国宝瑠璃光寺五重塔や秋芳洞
まで足を延ばし観光も満喫。ママさんバレーとの関りで経験でき
た数々の思い出に、大会 
開催関係者をはじめご支 
援いただいた皆様、そし 
て家族への感謝の気持ち 
で一杯になりました。こ 
れからも皆様とともに心 
身ともに健康で過ごせま 
すようにと強く願います。 
  
 （橋本ひろ子さん） 
 
 

結成3年目で待ちに待った全国大会に出場できたことが唯一の励
みとなり練習に拍車がかかりました。山口県ママさんバレーボー
ル連盟の尽力が素晴らしくて、初めての全国だったので、戸惑う
ことばかりでしたが、親切に教えていただき感謝しております。
他県のチームの皆さんとお話しできて、本当に60歳以上なのか
疑ってしまうくらい元気なプレーが続き、我がチームも負けない
ように尊敬する監督のもと仲間を信頼し、チーム全員でプレーを
して頑張りました。目標としていた全国大会出場によって固く結
ばれたリボンwhiteは、解けることなく来年度から新たな夢のた
めに踏み出します。貴重な体験が心の支えとなり、山あり谷あり
の人生を楽しみた 
いと思います。山 
口県ママさんバレ 
ーボール連盟の皆 
様ありがとうござ 
いました。お疲れ 
様でした。 
 
（河部小裕里さん） 
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出場チーム：ゆいまーる（可茂） 

結成3年目を迎える「ゆいまーる」です。 
「全国へ行こうよ」と気の合う仲間たちと作ったチームです。 
この度、初トライで夢の全国大会へ行くことが出来ました。 
たくさんのチームの方々の力をお借りして練習試合などの準備
を重ね大阪へ乗り込んで行きましたが、残念ながら予選敗退と
いう結果に終わってしまいました。どのチームも素晴らしく、
とてもいそじの大会と思えないほどのパワーでした。大阪の役
員の方々にも温かく迎えて頂き楽しい3日間でした。本当にい
い経験が出来たとチーム全員喜んでいます。たくさんの方々に
応援頂きましたこと心より感謝いたします。 
                （小川美加さん） 



第2５回 東海いそじ大会     
 H2９.10.2９ 愛知県岡崎市 

 岐阜県から「 絆 」「北フラワー」「Ｎａｙｕｔａ」「Ｐｅａｃｅ岐阜」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。「絆」・「Ｎａｙｕｔａ」・「Ｐｅａｃｅ岐阜」は、グループ戦で１勝1敗、
「北フラワー」は2敗で惜しくも決勝トーナメント戦には進めませんでした。 

北フラワー（飛騨） 

Ｐｅａｃｅ岐阜（岐阜） 

絆（岐阜） 

Ｎａｙｕｔａ（岐阜） 

東 海 大 会 出 場 チ ー ム 紹 介 

第4４回東海ママさんバレーボール大会 

H2９.10.1５ 静岡県袋井市 

 岐阜県から「ＬＩＢＥＲＴＡ」、「ＫＡＹＯ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、3セットの接戦を制し見事優勝しました。 

◆ＬＩＢＥＲＴＡ（岐阜） ◆ＫＡＹＯクラブ（岐阜） 優勝 
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※台風22号の東海地方接近による天候で全試合促進ルールで行われました。 



第２０回東海ことぶき大会出場ﾁｰﾑ 
 H2９.8.2７ 岐阜県関市 

◆出場チーム 

•ＫＮＪ     (岐阜)  

・こぶし     (岐阜)  

•Ｖ・ＶＣＬＵＢ (岐阜) 

・ＲＥＤ．シックス(岐阜)  

•輪       (岐阜)  

•ＬＥＮＧＥⅡ  (西濃)   

•ことひめ    (中濃) 

 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。今年度「おふく
の部」も設け各県2チームの参加で、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。 

◆出場チーム（おふくの部） 

•ＫＡＹＯ  (岐阜)  

・はなみずき (西濃)  

  

ＫＮＪ（岐阜） こぶし（岐阜） Ｖ・ ＶＣＬＵＢ（岐阜） 

ＲＥＤ．シックス（岐阜） 輪 （岐阜） ＬＥＮＧＥⅡ （西濃） 

ことひめ（中濃） ＫＡＹＯ（岐阜・おふくの部） はなみずき（西濃・おふくの部） 

開会式 

選手宣誓（ＫＮＪ） 
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平成２９年度  競技報告 

開 催 日 大 会 名 会  場 成       績 

5月4日(木・祝) 
ぎふスポーツフェア２０１７ 

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 

  

  Ａランク優勝 ＫＡＹＯクラブ(岐)    

  Ｂランク優勝 Ｍあおい(岐) 

  Ｃランク優勝 八百津クラブ (可) 

  

6月4日(日) 

第４８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 

    １位   Ｓ.Ｙ.Ｄ(可) 

  全国大会出場(岩手県) 8/2～5 

    ２位  久々野クラブ(飛) 

    ３位  長森クラブ(岐) 

    ３位  ときつクラブ(東) 

7月17日(月・祝) 

第２５回 

東海家庭婦人バレーボールいそじ大会 

岐阜県予選会 

(３４チーム参加) 

山県市総合体育館 

  

   北フラワー(飛)   絆(岐) 

   Ｐｅａｃｅ岐阜(岐) Ｎａｙｕｔａ(岐) 

 上記４チーム東海大会出場(愛知県) 10/29 

  

8月27日(日) 

第２０回 

東海家庭婦人バレーボールことぶき大会 

(２８チーム参加) 

おふくの部 

(８チーム参加) 

関市総合体育館 
各チーム2試合 

（2セットオープン） 

グループ戦 

9月18日(月・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 

    優勝  ＬＩＢＥＲＴＡ(岐) 

    準優勝 ＫＡＹＯクラブ(岐) 

 上記２チーム東海大会出場(静岡県) 10/15 

    ３位  加茂女(可) 

    ４位  Ｍあおい(岐) 

9月23日(土・祝) 
岐阜県ママさんバレーボール 

いそじ親睦大会 

(４９チーム参加) 

池田町総合体育館 

上石津町総合体育館 

            各チーム２試合 

         （２セットオープン） 

              グループ戦 

10月9日(月・祝) 

第７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 

    １位  ＫＡＹＯクラブ(岐) 

 全国大会出場(鳥取県) 12/1～4 Bﾌﾞﾛｯｸ 3位 

    ２位  下呂さつきクラブ(飛) 

    ３位  臥龍(飛) 

    ３位  葵クラブ(岐) 

11月19日(日) 

第２９回 

全国家庭婦人バレーボールいそじ大会 

岐阜県予選会 

(２７チーム参加) 

山県市総合体育館 

高富中学校体育館 

    １位  ミニ～ず（東) 

    １位  ゆいまーる(可) 

    １位  ＢＯＳＳ(西) 

 上記３チーム全国大会出場(大阪府) 3/9～11 

    ２位  ＫＡＮＩ(可) 

    ２位  ＷＯＬＦ(中) 

    ２位  ぴゅあクラブ(東) 

11月23日(木・祝) 

第２１回 

ｺｶ･ｺｰﾗ ﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ 
 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 

    優勝   ＫＡＹＯクラブ(岐) 

    準優勝 池田あおば(西) 

    ３位  北栄クラブ(東) 

    ３位  池田クラブ(西) 

12月3日(日) 

第１０回 

岐阜県ママさんバレーボール 

ことぶき大会 

(２６チーム参加) 

下呂交流会館アクティブ 

 

           各チーム２試合 

        （２セットオープン） 

             グループ戦 


