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2019年9月15日(日)～16(月・祝)
岐阜県下呂市
「ママさんバレーボール」を知ってもらうために2018年からスタートしたフェスティバル「Volleyball 2019ま
～みんフェスタVol.2」が、チームメンバーはもちろん、 2年連続での参加者・ご夫婦・親子・学生時代のチーム
メイト等、遠方や世代を超えて、昨年福島市で開催されたVol.1よりも60名程多い176名が参加しました。
初日は、水明館でオープニングセレモニーがあり漫才師やたて師によるお楽しみ会やチーム紹介等で盛り上がり
、2日目の下呂交流会館では、15チームの白熱したゲームで好プレー・珍プレーが続出し、初顔合わせの即席チー
ムにも関わらず、バレーボールを通じて交流の輪が広がりました。
ま～みんFestaにおいて、
台風15号による千葉県災
害への義援金を、全国連盟
を通じて寄付しました。

ＡＥＤ講習会

2019年11月23日（土・祝）
山県市総合体育館

一般社団法人日本ＡＥＤ財団の講師によるＡＥＤ講習会を開催し、岐阜県ママさんバレーボール連盟・岐阜地区マ
マさんバレーボール連盟から114名が受講しました。ＤＶＤ視聴により救命の大切さを学び、マネキン人形・ＡＥＤ
トレーニングキット(あっぱくん)を使った実技講習を行い、参加者全員が適切に使えるようになりました。
参加者からは、出血がある場合や内臓が逆になっている方の対応方法等の質問があり、有意義な講習となりました。

2019年12月13日(金)に世界貿易センターにおいて、一般社団法人日本AED
財団による「減らせ突然死AED推進フォーラム2019〜心臓突然死から命を救う
仕組みと仕掛け〜」が開催され、全国ママさんバレーボール連盟が全国大会等で
AED啓蒙普及活動に貢献した功績を表彰されました。
表彰式には、AED財団の名誉総裁、全国ママさんバレーボール大会の名誉総裁
であられる高円宮妃久子殿下もご列席されました。
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全 国 大 会 出 場 チ ー ム 紹 介
第50回記念 全国ママさんバレーボール大会

第9回全国ママさんバレーボール冬季大会

2019.8.1～4 奈良県五條市

2019.12.6～9 沖縄県
出場チーム：北栄クラブ（東濃）

出場チーム：長森クラブ（岐阜）
第50回記念大会はホテルで開会式。高円宮妃久子殿下
より激励のお言葉をいただき上品で優雅なお姿に大感激!!
雅楽師 東儀秀樹さんの演奏に酔いしれました。
翌日の植樹祭・勇壮な和太鼓の音に背中を押されて挑ん
だ試合は完敗。残念な結果でしたが、チーム一丸となっ
て笑顔で戦う事ができ、楽しい3日間でした。
役員の皆様、応援してくださった方々、家族の協力に感
謝いたします。
（伊藤 薫さん）

私たち北栄クラブは、冬季大会2回目の出場となりま
す。家族や、色々な方々に支えて頂き参加することが
出来ましたが、残念な結果に終わりました。
他のチームの方達との交流で得たものを これからの練
習にも生かし、又、全国の舞台に立てるよう練習に励
みたいと思います。
（水野 都さん）

大 会 派 遣 審 判 紹 介
～各大会で活躍いただきました！～
「第9回全国ママさんバレーボール冬季大会」に
参加の市村由華さん。（２列目左から４番目）

「第24回全国ママさんバレーボールことぶき大会」に
参加の、棚橋二三子さん、西村咲子さん、宮本絹恵さん、
岩井恵里さん。

2020年3月5日(木)～7日(土)に石川県金沢市において開催予定の「第31回
全国ママさんバレーボールいそじ大会」は、まじょんな（西濃）が出場予定でしたが、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期になりました。
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“天照らす御代の伊勢に五十鈴川”第24回全国ママさんバレーボールことぶき大会
2019.11.6～8 三重県伊勢市
出場チーム：ＫＡＹＯ （岐阜）
平均年齢が68歳を超えた今、最後のチャ
ンスに、「楽しんできたらいいよ」という
言葉で送り出してもらいました。
令和元年という記念の年に「天照らす御代
の伊勢に五十鈴川」を合言葉に三重のアリ
ーナに71チームが集まりました。
大会役員、皆さんのご苦労を感じながらの
入場行進は身の引き締まる思いでした。
終盤の尾鷲保存会による太鼓と踊りの場面
では、選手の人達も中央の輪の中に加わり
大きなアリーナが揺れる程の盛り上がりで
した。
試合は平均61歳という、スピードとパワ
ーある相手チームに圧倒され総合力の高さ
に、負けはしましたが、私達もゲームを作
れた事、光るプレーが随所に見られた事な
ど自信をつかむ事が出来て満足して帰って
きました。
「一般」「いそじ」「ことぶき」と経験し
て、あとは「おふく」に挑戦するだけです
。これからも皆んなで沢山の刺激を受け、
体力・気力を維持しながら生涯のスポーツ
として、バレーがもつ、わくわく感を楽し
んでいきたいと思います。
この3日間で心を動かす経験が出来た事を
本当にうれしく思いました。送り出したく
ださった皆さん、応援して下さった皆さん
ありがとうございました。
（田口繁子さん）

出場チーム：アシスト（中濃）
念願の全国大会。北は北海道、南は沖縄まで全国各地から71
チームが集いました。初日は開会式。ご当地の特色を生かし
たパフォーマンスでの入場行進。私達アシストは、「関の刃
物」をアピールしました。2日目、3日目、いよいよ待ちに
待った試合です。群馬県・奈良県・高知県・石川県のチーム
との対戦。緊張からか（前夜祭で盛り上がり過ぎたか）、
チーム皆のプレーがうまくかみ合わず、勝利につなげること
が出来ませんでした。それでも随所に光るプレーもあり、引
き分けに持ち込んだ試合もありました。勝つことはできませ
んでしたが、声を出し、走り、笑い、充実感いっぱいでした。
試合の後は、他県のチー
ムの方々とお互いを称え
合い、熱い握手を交わし
ました。バレーボールを
通して仲間の輪が広がっ
ていく喜びを感じた瞬間
でした。
本当に楽しい3日間を過
ごさせていただいたこと
に感謝しています。
（井上孝子さん）

出場チーム：Ｖピース（東濃）
ママさんバレーを始めた頃には考えもしなかった60歳を過ぎて
も元気にバレーボールを続けられている自分。こんなに長い間
続けてこられたのは、良い仲間に出会え、まだまだ一緒にバ
レーを楽しみたいと思う気持ちが持てていること。そして何よ
り、それぞれの家族が子持ちよく練習や試合に送り出してくれ
たこと。本当に感謝の気持ちで一杯です。今回の大会で特に心
に残っているのは、出場71チームの開会式での趣向を凝らした
行進と、アトラクションでみんなで踊った「尾鷲長浜節」です。
今回出会った全国のことぶきのチームの方々に、パワーをたく
さんいただきました！親善試合では4試合全勝という結果で、
チームワークの良さを実感でき自分たちのプレーにも自信が持
てたことは、Ｖピースにとって大きな収穫でした。
最後に、この大会を
本当に楽しんで終え
ることが出来たのは
お世話をしてくださ
った全国・三重県の
役員の皆さまのお力
添えがあったからこ
そだと思います。本
当にありがとうござ
いました！！
（徳田郁枝さん）
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東 海 大 会 出 場 チ ー ム 紹 介
第46回東海ママさんバレーボール大会
2019.10.20 三重県伊勢市
岐阜県からＡ組「ＫＡＹＯクラブ」「ラインクラブ」、Ｂ組「いちはし」「落合クラブ」が出場しました。
残念ながら４チームとも決勝トーナメントには進めませんでした。
Ａ組 ◆ＫＡＹＯクラブ（岐阜） グループ戦2勝
Ａ組 ◆ラインクラブ（可茂） グループ戦1勝1敗

Ｂ組

◆いちはし（岐阜） グループ戦2敗

Ｂ組 ◆落合クラブ（東濃） グループ戦2敗

第27回 東海ママさんバレーボール いそじ大会
2019.10.26 岐阜県池田町
岐阜県から「ＡVANCE」「Nayuta」「PLUS」「ゆいまーる」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。「AVANCE」はグループ戦2勝 A組準優勝、「Nayuta」「PLUS」「ゆい
まーる」は２敗で、決勝トーナメント戦には進めませんでした。
AVANCE（岐阜）
Nayuta（岐阜）

PLUS（岐阜）

ゆいまーる（可茂）
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第22回 東海ママさんバレーボールことぶき大会
2019.8.12
愛知県一宮市
2019年8月12日（月・祝）愛知県一宮市総合体育館において「第22回東海ママさんバレーボール
ことぶき（おふくの部）大会」が開催され、岐阜県からは、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】
岐阜SAKURA（岐）1勝1敗、V・V CLUB（岐）2勝、紅葉（岐）2敗、アイリス（西）2敗
びぃ（西）2敗、可茂フラワー（可）2勝、ひだ娘（飛）1勝1敗
【おふく】
ＧＯＧＯクラブ・Ｏ（岐）2勝、 ミッキーＢ・Ｂ（東） 1勝1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｝

岐阜SAKURA（岐阜）

アイリス（西濃）

ひだ娘（飛騨）

V・V CLUB（岐阜）

びぃ （西濃）

・おふくの部
ＧＯＧＯクラブ・Ｏ（岐阜）
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紅葉（岐阜）

可茂フラワー （可茂）

・おふくの部）
ミッキーＢ・Ｂ（東濃）

第2回 東海ママさんバレーボールウインターＣｕｐ
2019.12.15
静岡県掛川市
2019年12月15日（日）静岡県 掛川さんりーな において「第2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ＫＡＹＯクラブ（岐）、ＫＡＮＮＡ（岐）、興文クラブ（西）、加茂女（可）が参加しまし
た。グループ戦は「ＫＡＹＯクラブ」が2勝し決勝トーナメント戦に進出しＢ組優勝しました。ＫＡＮ
ＮＡ1勝1敗、興文クラブ 2敗、加茂女 1勝1敗の成績でした。

出場チーム
ＫＡＹＯクラブ（岐阜）Ｂ組 優勝

ＫＡＮＮＡ（岐阜）

加茂女（可茂）

興文クラブ（西濃）
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2019年度 岐阜県内大会結果
開催日
5/6(月・祝)

大 会 名

会 場

ぎふスポーツフェア２０１９
岐阜メモリアルセンター
岐阜県ママさんバレーボール春季大会
で愛ドーム
(24チーム参加)(ランク別)

成

績

Ａランク優勝 ＫＡＹＯクラブ(岐)
Ｂランク優勝 岐阜葵クラブ(岐)
Ｃランク優勝 古川クラブ(飛)
1位 長森クラブ(岐)

6/2(日)

第50回記念
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(奈良県) 8/ 1～ 4
池田町総合体育館

2位 いちはし(岐)
3位 落合クラブ(東)
上記2チーム東海大会出場(三重県) 10/20

6/30(日)

岐阜県ママさんバレーボール
いそじ親睦大会
(58チーム参加)

第27回
東海ママさんバレーボールいそじ大会
7/15(月・祝)
岐阜県予選会
(34チーム参加)

各チーム 2試合
（ 2セットオープン）
グループ戦

せきしんふれ愛アリーナ
美濃市体育館

山県市総合体育館
高富中学校

ＡＶＡＮＣＥ(岐)

Ｎａｙｕｔａ(岐)

ＰＬＵＳ(岐)

ゆいまーる(可)

上記4チーム東海大会出場(岐阜県) 10/26
1位 北栄クラブ(東)

8/11(日)

第9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(沖縄県) 12/ 6～ 9
山県市総合体育館

2位 しらかば(岐)
3位 金山(飛)
3位 池田クラブ(西)
優勝

10/13(日)

岐阜県ママさんバレーボール
秋季大会
(16チーム参加)

ＫＡＹＯクラブ(岐)

準優勝 ラインクラブ(可)
山県市総合体育館

上記2チーム東海大会出場(三重県) 10/20
3位

しらかば(岐)

4位

神戸クラブ(西)

Ａ組 優勝
10/26(土)

第27回
東海ママさんバレーボールいそじ大会
(16チーム参加)

池田町総合体育館

ＳＡＭＥ(三重県)

Ａ組 準優勝 ＡＶＡＮＣＥ(岐阜県)
Ｂ組 優勝

ＡＲＣＨ(愛知県)

Ｂ組 準優勝 錦田ＢＢ(静岡県)
優勝
11/3(日・祝)

第23回
コカ・コーラ ボトラーズジャパンカップ
岐阜県ママさんバレーボール大会
(16チーム参加)

ＫＡＹＯクラブ(岐)

準優勝 ＫＡＮＮＡ(岐)
池田町総合体育館

3位

加茂女(可)

3位

興文クラブ(西)

上記4ﾁｰﾑ東海ｳｨﾝﾀｰCup出場(静岡県) 12/15

1位
第31回
11/17(日)
全国ママさんバレーボールいそじ大会
11/23(土・祝)
岐阜県予選会
(21チーム参加)

12/1(日)

第12回
岐阜県ママさんバレーボール
ことぶき大会
(32チーム参加)

まじょんな(西)

全国大会出場(石川県) 3/ 5～ 7⇒延期
山県市総合体育館

下呂交流会館アクティブ
下呂体育館
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2位

とらびごん(東)

3位

ＹＵ－ＪＩＮ(岐)

3位

ラパン(東)
各チーム 2試合
（ 2セットオープン）
グループ戦

