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全 国 大 会 出 場 チ ー ム 紹 介
第4９回全国ママさんバレーボール大会

第８回全国ママさんバレーボール冬季大会

H30.8.2～5 兵庫県神戸市

H30.12.7～10 福島県福島市

出場チーム：臥龍（飛騨）
いつかは出場してみたいと目標にしてきた全国大会！
会場はグリーンアリーナ神戸、開会式では岐阜・高山を
アピールし、交流戦では今大会私達だけという同点ジャ
ンケン対決をしました。本線共に良い成績を残せません
でしたが、このメンバーで大会に出場でき本当に嬉し
かったです。役員の方々、激励をくださった方々、家族
の理解に感謝し、
今後もバレーを
続けていきたい
と思った４日間
でした。
皆さま応援あり
がとうございま
した。
（堤知恵美さん）

出場チーム：Ｗｅａｖｅｒ（岐阜）
Ｄブロック 3位
チーム2度目の全国大会出場。前回果たせなかった決
勝トーナメント出場を目標に臨みました。2日間の
グループ戦を全勝し、全出場チーム中4位の成績で決勝
トーナメント戦に進むことが出来ました。決勝は惜敗
でしたが、
各々の今後
の課題が見
つかりまし
た。多くの
方々にご支
援いただき
ありがとう
ございまし
た。
（高橋美希子
さん）

“富士を仰ぎ 名水の郷に集う”

出場チーム：可茂ドリームス（可茂）

第30回 全国家庭婦人バレーボールいそじ大会
H31.3.15～17 山梨県甲府市

出場チーム：ＡＶＡＮＣＥ（岐阜）
全国大会を目指すためにチーム結成して約2年。県予選で
ブロック優勝をさせていただきました。開催地の山梨では一
つでも多く勝ち、決勝トーナメントへ進むことを目標にして
きました。第一試合では岡山県に０－２で完敗。緊張のせい
か1セットも取れませんでした。2試合目は北海道に２－０
で日頃の力が出せたと思います。グループ戦の結果は1勝1
敗で決勝トーナメント戦には進めず2位でした。五十路に
なってもバレーボールが出来ること、そして、勝ち進み全国
大会へも参加できたこと。すべては一緒にプレーができるメ
ンバーや、送り出して
くれる家族と大会運営
等をしてくださる役員、
スタッフの皆様のお蔭
です。この先、何年競
技が出来るか分かりま
せんが、次の大会目指
し楽しみたいと思い
ます。
（林 晴与さん）
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結成20年目を迎えるチームです。結成してからは長
いですが、今のメンバーになってからは2年目のチー
ムです。“全国に行きたいね”と初トライで夢の全国
に行くことが出来ました。最初は嬉しいより不安の方
が強かったですが、皆さんの力をお借りして準備万端
で山梨に乗り込みました。残念ながら予選敗退。
でも、“バレーボールってこんなに楽しいんだ…”
“仲間って素敵だなぁ”と、改めて感じることが出来
ました。チームの合言葉“楽しく元気”です。これか
らも笑顔を忘れず、スマイルパワーで頑張りたいと思
います。たくさんの方々に応援していただきましたこ
と、心より
感謝いたし
ます。
（安藤貴子
さん）

出場チーム：やんちゃ姫（飛騨）
全国大会を目指し集まった「やんちゃ姫達」です。たくさん
の方々に様々な形で応援していただき、結成１年目で全国大会
の切符を手に入れることが出来ました。残念ながら決勝トーナ
メント戦には進むことはできませんでしたが、役員の皆さまや
遠くから応援に来てくださった方々のお蔭で楽しい３日間を過
ごすことが出来ました、本当にありがとうございました。
これからも健康で楽しく！家族の理解と協力に感謝し、新たな
目標に向って頑張ります。
（小池三重子さん）

“神在月 くにびき神話のしまねに集う”

第23回全国家庭婦人バレーボール
ことぶき大会
H30.10.26～28 島根県松江市
出場チーム：ＲＥＤ．シックス
（岐阜）

出場チーム：びぃ（西濃）
このたび希望の全国大会に参加させていただき感動と感謝で
一杯です。当日、島根県松江市総合体育館に着き玄関で島根県
ママさん連盟の熱いお出迎えにびっくりいたしました。笑顔と
優しさに感動いたしました。またグッズの多さ、おみやげの税
抜き、主婦の味方に感謝。親善試合は実力が発揮できないまま
終わってしまいました。しかし、60歳を過ぎた私達が全国大
会という晴れ舞台に行けただけでもありがたいと思います。最
後に「ことぶき大会」を開催頂いた全国ママさん連盟様、島根
県ママさん連盟様、岐
阜県ママさん連盟様、
行ってきなさいと背中
を押してくださった西
濃ママさん連盟様、貴
重な経験と思い出をあ
りがとうございました。
感謝申し上げます。

「今のメンバーで全国へ」との思いが叶い全国大
会に出場出来ました。松江市総合体育館に入館す
ると役員の方々の笑顔と拍手に迎えられ全国大会
に来たと実感し感激しました。開会式では歓迎ア
トラクションで伝統芸能「石見神楽」の豪華な衣
装と饗宴に感動でした。試合は大阪、宮城、香川
に勝ち、新潟に得失点差で負けました。全員出場
で楽しくプレー出来ました。チームの仲間と寝起
き行動した事でより一層親交を深めることが出来
ました。試合後には足立美術館、松江城堀川巡り
（若山みどりさん）
と観光も満喫し楽しい3日間でした。これまでバ
レーが出来た事、家族の理解と協力に感謝して今
出場チーム：Ｎ.ＭＡＲＯＮ（東濃）
後も健康で、おふくの大会を目指したいと思いま
す。たくさんの方々に支援頂いたこと心より感謝 埼玉県での「いそじ全国大会」に出場して10年！ことぶきで
いたします。ありがとうございました。
の全国大会に出場できるようにとの目標が達成でき本当に嬉し
いです。補強は無しで今迄のメンバーでやろうとやってきまし
（清水くみ子さん） た。松江まではマイクロバスで7時間強の道のりで少々疲れて
入った体育館での“ようこそ神在月 島根松江へ”の暖かいお
出迎えの言葉に疲れも吹っ飛びました。素晴らしい体育館で明
日から試合頑張ろう！と思いました。初めての「石見神楽」の
圧倒的舞を堪能し、島根のバレー関係者の皆さまのおもてなし
も嬉しかったです。
4試合出来てまだまだ
の点もありましたが、
また10年後の「おふ
く全国大会」に出場
を目標に頑張ろうと
皆で誓いました。
10月の神在月の出雲
大社での参拝も心に
刻めました。
（田口美幸さん）
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第3回 全国ママさんバレーボールおふく大会
H30.10.16～18 秋田県秋田市

出場チーム：ＧＯＧＯクラブ・Ｏ（岐阜）
私達のチームは、今年10月に秋田県で行われた「全国おふく大会」
に行ってきました。参加チーム24チームで2日間で4試合8セット
を行い、成績は3勝1敗という練習の回数が少なかったチームの割
には上場の試合が出来たと思っています。70歳以上でも、こうし
てバレーが出来ます事に感謝し、秋田迄行かせていただきまして、
「なまはげ」の実演等も見せていただき、観光で男鹿半島迄行く
ことが出来まして本当に有意義な楽しい4日間でした。役員の方々
にも大変お世話になりまして感謝申し上げます。
色々とありがとうございました。
（奥村澄子さん）

2018
ま～みんＦｅｓｔａ vol．1
H30.9.30～10.1 福島県会津若松市
2018年9月30日（日）10月1日（月）福島県会津若松市猪苗代町に於いて、一般社団法人 全国ママさんバ
レーボール連盟主催の「2018 ま～みんフェスタ vol.1」が「全国連盟会員の親睦と交流を深めると共にママさ
んバレー愛好者が増える」を目的に開催され、全国連盟役員の赤地会長、広瀬理事長の他、纐纈昌子、新川恵美子、
髙橋紀子、亀山直美、久野美智子、三摩恵美、市村由華と私、岩田美鈴の8名が参加しました。全国連盟登録会員
以外のゼビオホールディンググループ社員の方や二組のご夫婦での参加もありました。一日目は、会津若松市ワシ
ントンホテルで開会式とセレモニーが開催され、全国から集まったメンバーで構成されたチーム毎に、翌日の試合
の戦略等を検討しメンバー間の親睦を深めました。また、福島の地酒や特産品等の豪華賞品をかけた抽選会もあり、
最後には準備からセレモニー迄の役員の方々や参加者の映像が映し出され、翌日への士気が高まりました。2日目
は親善交流試合2ゲームを実施し、即席チームとは思えないコミュニケーションでナイスプレーも飛び出し大いに
盛り上がりました。閉会式では、得点時のパフォーマンス賞の発表があり、岐阜のメンバーチームも表彰され楽し
い2日間を過ごさせていただきました。全国連盟及び、福島県連盟の役員、協賛社各社に感謝いたします。2019
年度、岐阜で開催します。是非皆さんも参加をお願いします。
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東 海 大 会 出 場 チ ー ム 紹 介
第45回東海ママさんバレーボール大会
Ｈ30.10.21岐阜県関市
岐阜県から「ＫＡＹＯクラブ」「新星クラブ」が出場し、グループ戦の結果、両チーム1勝1敗で敗退

◆ＫＡＹＯクラブ（岐阜） グループ戦1勝1敗

◆新星クラブ（西濃） グループ戦1勝1敗

第26回 東海家庭婦人バレーボール いそじ大会
H30.11.4 三重県津市
岐阜県から「Ａｇａｉｎｓ」「まじょんな」「ロマンス」「ピース」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。グループ戦「ピース」1勝1敗、「Ａｇａｉｎｓ」・「まじょんな」「ロマン
ス」は２敗で、決勝トーナメント戦には進めませんでした。
Ａｇａｉｎｓ（岐阜）

まじょんな（西濃）

ピース（東濃）

ロマンス（東濃）
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第21回 東海家庭婦人バレーボールことぶき大会
H30.8.25
静岡県浜松市
平成30年8月25日（土）静岡県浜松アリーナに於いて「第21回東海家庭婦人バレーボールことぶき
（おふくの部）大会」が開催され岐阜県から、ことぶき 7チーム、おふくの部 2チームが参加しまし
た。60歳以上、70歳以上の選手は長年培ってきた技と気力で熱戦を繰り広げました。

【ことぶき】
ＫＡＹＯ（岐）1勝1敗、リンダ・Ｌ（岐）2勝、ＧＯＧＯクラブ（岐）1勝1敗、可茂フラワー
（可）1勝1敗、トトロ（岐）2敗、こぶし（岐）1勝1敗、おおがきさつき（西）1勝1敗
【おふく】
ＫＡＹＯⅢ（岐）2勝、ＳＵＩＴＯ（西）2敗

出場チーム

「ことぶきの部・7チーム、おふくの部2チーム｝

ＫＡＹＯ（岐阜）

トトロ（岐阜）

可茂フラワー（可茂）

こぶし（岐阜）

リンダ・Ｌ （岐阜）

ＫＡＹＯⅢ（岐阜・おふくの部）

7-5

ＧＯＧＯクラブ（岐阜）

おおがきさつき （西濃）

ＳＵＩＴＯ（西濃・おふくの部）

第1回 東海ママさんバレーボールウインターＣｕｐ
H30.12.16
三重県津市
2018年12月16日（日）三重県津市 安濃中央総合公園内体育館に於いて「第1回東海ママさんバ
レーボール ウィンターＣｕｐ」が愛知県、静岡県、三重県、岐阜県、各県4チーム計16チームの参
加で開催されました。岐阜県からＬＩＢＥＲＴＡ（岐）Ｗｅａｖｅｒ（岐）新星クラブ（西）ライ
ンクラブ（可）が参加しました。グループ戦は「ＬＩＢＥＲＴＡ｝が2勝し決勝トーナメント戦に
進出しＡ組準優勝でした。Weaver 2敗、新星クラブ 1勝1敗、ラインクラブ 1勝1敗の成績でした。

出場チーム
ＬＩＢＥＲＴＡ（岐阜）Ａ組 準優勝

Ｗｅａｖｅｒ（岐阜）

ラインクラブ（可茂）

新星クラブ（西濃）
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2018年度
開 催 日

5月4日(金・祝)

大 会 名

ぎふスポーツフェア２０１８
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

成

績

Ａランク優勝 ＬＩＢＥＲＴＡ(岐)
岐阜メモリアルセンター
で愛ドーム

Ｂランク優勝 興文クラブ(西)
Ｃランク優勝 八百津クラブ(可)
１位 臥龍 (飛)

6月3日(日)

第４９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)

全国大会出場(兵庫県) 8/2～5
池田町総合体育館

２位 落合クラブ(東)
３位 Ｂｅｌｉｅｖｅ(岐)
３位 八幡Ｖ・Ｃ(中)

6月10日(日)

7月16日(月・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)

プラザちゅうたい
八百津小学校
Ｂ＆Ｇ海洋センター

第２６回
東海家庭婦人バレーボールいそじ大会
岐阜県予選会
(２９チーム参加)

山県市総合体育館
高富中学校

各チーム２試合
（２セットオープン）
グループ戦

まじょんな(西)

Ａｇａｉｎｓ(岐)

ロマンス(東)

ピース(東)

上記４チーム東海大会出場(三重県) 11/4
１位 Ｗｅａｖｅｒ(岐)

9月17日(月・祝)

第８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)

全国大会出場(福島県) 12/7～10
山県市総合体育館

２位 古川クラブ(飛)
３位 スワン(中)
３位 神戸クラブ(西)

優勝
10月8日(月・祝)

10月21日(日)

岐阜県ママさんバレーボール
秋季大会
(１６チーム参加)

第４５回
東海ママさんバレーボール大会
(８チーム参加)

ＫＡＹＯクラブ(岐)

準優勝 新星クラブ(西)
山県市総合体育館

せきしん ふれ愛アリーナ

上記２チーム東海大会出場(岐阜県) 10/21
３位

ラインクラブ(可)

４位

北栄クラブ(東)

１位 こうなん(愛知県)
２位 豊橋ふれんず(愛知県)
１位 ＡＶＡＮＣＥ(岐)

１位 可茂ドリームス(可)
11月18日(日)

第３０回
全国家庭婦人バレーボールいそじ大会
岐阜県予選会
(２６チーム参加)

１位 やんちゃ姫(飛)
山県市総合体育館
高富中学校

上記３チーム全国大会出場(山梨県) 3/15～17
２位 とらびごん(東)

２位 ラパン(東)
２位 Ｓ・ｙｕ－ｊｉｎ(岐)
第２２回
コカ・コーラ ボトラーズジャパンカップ
11月23日(金・祝)
岐阜県ママさんバレーボール大会
(１６チーム参加)

12月2日(日)

第１１回
岐阜県ママさんバレーボール
ことぶき大会
(３０チーム参加)

優勝
池田町総合体育館

下呂流会館アクティブ
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ＬＩＢＥＲＴＡ(岐)

準優勝 Ｗｅａｖｅｒ(岐)

３位

ラインクラブ(可)

３位

新星クラブ(西)
各チーム２試合
（２セットオープン）
グループ戦

