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廣瀬会長「日本バレーボール協会・文部科学大臣表彰」受賞！
2022年度理事会（2022年3月5日）において、廣瀬会
長が、長年にわたり岐阜県のバレーボール普及発展に尽力
された功績で「日本バレーボール協会」から、また、瑞穂
市のスポーツ推進委員としてほづみ体操やみずほ体操の企
画立案等、地域スポーツの普及・振興に尽力された功績で
「文部科学大臣」から表彰を受けられましたことをお祝い
しました。

●日本バレーボール協会 令和元年6月28日
●文部科学大臣 令和3年11月18日

ママさんバレーボーラーのためのオリジナルユニフォーム！
2022年4月7日～9日に一宮市総合体育館で開催
された「第33回全国いそじ大会」において、ゼビオ
ホールディング㈱のお力添えをいただき、全国ママさ
んバレーボール連盟が女性の目線で考案・開発された
オリジナルユニフォーム4パターンが紹介されました。
パワーを与えるママさんにふさわしく、華やかで若々
しいデザインです。
岐阜県・奈良県・山梨県・福島県で着用することに
なり、岐阜県では、中止となった「第11回全国冬季
大会」に参加予定であった東濃地区のときつクラブが
着用することになりました。
来年度の県内大会でのお披露目を楽しみにしていま
す！
モデルの皆さん、益々若々しく見えますね！

「コロナとともにある（with corona）新しい日常」を
踏まえた大会を開催！
昨年に引き続きコロナウィルス感染症が依然終息しない中、緊急事態措置・まん延防止等重点措置期間
を除き、各大会開催を延期する等模索し9大会を開催しました。
コロナ禍において、行政のガイドラインや会場の制約のなかで細心の注意を払いながらの開催でしたが、
参加チームの皆さんのご協力により無事に開催できました。
大会実施状況につきましては、5頁をご欄ください。

全 国 大 会 出 場 チ ー ム 紹 介
第52回全国ママさんバレーボール大会
11/15(月)～16(火) 奈良県 上野公園総合体育館シダアリーナ

★羽島水曜クラブ
コロナ禍で8月の大会が延期になり、このまま中止になる
かもと心配していましたが、11月15～16日に奈良県で開催
され無事出場することができました。予選では１勝１敗で
決勝戦に行くことはできませんでしたが、大会での２日間、
チームメイトとも楽しく過ごすことができ、とても良い思い
出になりました。
大会関係者・役員の皆様、応援してくださった方々、家族、
多くの方にサポートいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございました。
(刈谷美帆さん）
◆コロナ禍により、大会参加者を最小限に抑えることから、今年度から相互審判となり、葛谷美由紀
さん、棚橋二三子さんの2名がチームに帯同し審判活動をしました。

第33回全国ママさんバレーボールいそじ大会
2022/4/7(木)～9(土) 愛知県 一宮市総合体育館信金アリーナ

★Regina

コロナ禍で２年間中止となった全国いそじ大会。
全国を目指してチームを結成し、軌道に乗った頃に「緊急事
態宣言」や「まん延防止」の発令で練習中止。それでも心ひと
つに濃厚過密な練習を重ねた結果、初トライで全国切符を手に
入れることができました。感染者の増減で開催日程が決まらず
不安な日々を過ごしましたが、大会関係者の多大なご配慮とご
尽力のおかげで無事開催され夢のような３日間を過ごすことが
できました。
広い体育館の中央に掲げられた「さわやかに しなやかに
心ひとつに」の横断幕に心は踊り、各チームのプレーは躍動感
あふれ、全国の風を肌で感じる貴重な経験となりました。
2セット21点先取、同点ジャンケンまで経験し、全てが仲間
との絆が深まる貴重な思い出です。本当に有難うございました
（山田紗渡実さん）

★ＹＵ－ＪＩＮ
コロナ禍の感染予防が余儀無くされる中、大会開催に携わる
皆様には心より感謝を申し上げます。
『悲願達成！』この舞台に立つためにどれだけの方に協力を
頂いたことでしょう。家族、仲間、役員の方々、そして多くの
バレーボールを愛する人達の応援があったからこそこの素晴ら
しい景色が見えたと思います。この年代になっても夢を与えて
くれたバレーボール。簡単には全国への切符を掴めなかった
私達。続けてきて本当に良かった！一緒に夢に向かってくれた
メンバーと共に達成できたことは、今後の人生を心豊かなものに
してくれるでしょう。私達に第2の青春をくれたバレーボールをこれからも大切に、いくつになっても
楽しめるものとしてこれからの人達にも伝えていきバレーボール連盟の発展に繋がればと思います。
『諦めなければ夢は叶う』皆さん、本当にありがとうございました。
（田川幸子さん）

Volley ball 2021 ま～みんフェスタ Vol.5 スマイルキャラバン
8/9（月・振）岐阜メモリアルセンターで愛ドーム
今年も開催
しました！
昨年12月に引き続き今年度も「Volley Ball 2021 ま～みん
フェスタVol.５ スマイルキャラバン」を、一般社団法人全国
ママさんバレーボール連盟 常任理事 大会顧問 中西香様、広報
森悠様をお迎えし開催しました。
今年度は個人参加を基本とし各地区から31名の参加者が集ま
り、厳しい環境の中でも「新しい生活様式」を取り入れながら
交流試合（2セット21点先取）を行い、「元気」「勇気」「笑
顔」のメッセージを全国の仲間に届け、一層大きな「明るい」
を広げました。
★ I Love Volley Ball

★一球さんパフォーマンス

次の全国大会はコロナ禍により中止・開催無しになりました。
◆第11回全国ママ冬季大会（中止）
◆第26回全国ママことぶき大会（開催無）
◆第6回おふく大会（開催無）

岐阜県ママさんバレーボール連盟は、2022年3月11日に発足
50周年を迎えました。
発足50周年を記念し、50年の歴史を振り返り、関わっていた
だいた方々に感謝するとともに、会員相互の交流を深め次世代に
繋げていくことを目的に、記念大会を開催します。
是非、参加してください！
◆開催日：2022年5月3日（火・祝）
◆開催場所：岐阜メモリアルセンター で愛ドーム
◆記念大会開会式：9時
◆バザー：10時～15時

東 海 大 会 出 場 チ ー ム 紹 介
第48回東海ママ大会

10/17(日) 静岡県 東遠カルチャーパーク総合体育館さんりーな

例年、本大会はＡ・Ｂ組とも各県2チーム
が出場しますが、今年度はコロナウィルス感
染症の影響により各県1チームが出場し各組
4チームによるトーナメント戦で、3位決定
戦は行わず敗者同士の親睦戦も行い各チーム
2試合を戦いました。東海大会ならではの強
豪チームによるレベルの高い試合をしました
が、残念ながら岐阜県チームは、1回戦敗退
となり、親睦大会を楽しみました。

第29回東海いそじ大会

◆Ａ組：ＤＡＣＨＩ（東
濃）

◆Ｂ組：ＳＭＩＬＥ（西濃）

10/24(日) 愛知県 岡崎中央総合公園総合体育館
◆ａｇａｉｎｓ（岐阜）

コロナウィルス感染予防策として、各県から参加の16チームを4ブロックに分け、
で各チーム21点先取の2試合を実施しました。参加チームからは、いい経験ができ
今後の弾みになりますと、力強い言葉がありました。
株式会社モルテン様から本大会にボール4個をご提供いただき、各県1個を参加
チームにより抽選した結果、ａｇａｉｎｓが当選しました。
◆ＰＬＵＳ （岐阜）

◆まじょんな（西濃）

第4回東海ウィンターCup

◆ゆいまーる(可茂）

12/17(金) 愛知県 岡崎中央総合公園総合体育館
◆長森クラブ（岐阜）

コロナウィルス感染予防策として、各県から参加の14チームを
4ブロックに分け、各チーム2試合（21点先取）のリーグ戦を行
い、岐阜県チームは、チーム力を十分発揮しKAYOクラブ・長森
クラブ・ラインクラブは2勝しました。
株式会社ミカサ様から本大会にボール4個をご提供いただき、
各県1個を参加チームで抽選した結果、ＫＡＹＯクラブが当選し
ました。
◆ＫＡＹＯクラブ

（岐阜）

◆Ｂｅｌｉｅｖｅ（岐阜）

◆ラインクラブ（可茂）

※「第24回東海ことぶき大会」はコロナ感染拡大により中止となりました。
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