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監督挨拶（春季試合期を終えて）
　APS をご覧の皆様、 気が付けば 7 月に差し掛かりすっかり夏に
なって参りましたがいかがお過ごしでしょうか。 PHANTOMS 監督
の長谷川です。 今回は、 先日行われましたフェスタ最終戦の信
州大学戦についてお話いたします。
  信州大学は、 昨シーズンは一部リーグに所属しておりましたが、
5 位で入替戦に出場し愛知大学に敗れ、 今年は同じ二部 A リー
グで戦うチームです。 秋のリーグ戦では最終節で対戦し、 おそらく
全勝同士で優勝を賭けた試合をすることとなるチームなので、 秋に
向けて現時点でのチーム状況を測る非常に重要な試合で、 春の
集大成として臨むゲームでした。
  前回の南山戦で明らかになったチーム全体としての課題は後半の
失速です。 意識していた第 1Q からの得点は達成することができま
したが、 後半は攻め切ることができず FG で得点することしかできま
せんでした。 一部昇格はもちろん、 一部優勝をめざすチームとして
は、 信州大学は同じ二部リーグの相手なので、 最初から最後ま
で圧倒し勝ち切ることを目標に掲げて試合を迎えました。
  そして、 試合当日。 初めての試合会場となる四日市中央緑地
の人工芝のグラウンドで試合が始まりました。 PHANTOMS の攻

撃から始まった第１ Q、 試合前のミーティングで最初に FG 圏内で 4thdown になったら、 フェイクプレーを試そうと事前に決
めていましたが、 スムーズにプレーを始められず失敗、 結果としてスコアレスで 1Q を終えました。
  その後は得点を重ね、 結果としては 26-6 で勝利したものの、 人数が半分くらいしかいない信州大学の選手が暑さで倒れ
るなかの試合展開でしたので、 監督としては快勝というより、 信州大学の底力を肌で感じたと同時に、 秋のリーグ戦を優勝
することは簡単ではないと気合を入れなおさなければと兜の緒を締めなおした試合でした。 残りのフィジカル期、 そして夏の練
習でさらにレベルを上げるべく、 チーム一丸となって精進してまいります。
  次戦は 7/7（土）愛知大学との新人戦となります。 愛知大学は入替戦で当たる可能性の高いチームですし、 1 年生の
デビュー戦でもあります。 入部してから一生懸命頑張ってきている姿を見ていますので、 間違いなく試合で活躍してくれると期
待しています。 保護者の皆様、 特に１年生の保護者の皆様におかれましては、 その姿を是非ご覧いただきたいと思いますし、
PHANTOMS というチームの説明や懇親会も準備しておりますので、 是非ともお誘いあわせの上グラウンドまで足を運んでい
ただけると幸いです。 皆様にお会いできることを心待ちにしております。 どうぞよろしくお願いいたします。

◇◇2018.06.03 フットボールフェスタ 2018　対信州大学戦公式記録◇◇

監督 長谷川　隆
(2004 年度卒）
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――現在のチーム状況について
  春シーズンを終え、 上回生は第 2 フィジカル期間に入りました。 夏はフィールド練習が中
心となる事から、 この期間でフィジカル面に関しては入れ替え戦で一部校を圧倒できる力を
つけようと取り組んでいます。 各個人で体重と筋力トレーニングの目標数値を設定したので、
7 月末の MAX 測定で結果を出せるよう尽力します。 また、 新入生はゲーム形式の練習
が始まり、 本格的にチームの一員として動き始めました。
上回生は下級生の見本となれるよう、 より自分たちに厳しく、 下級生を引っ張る必要があ
ると思います。 新人戦も控えているので、 新人戦で 1 番良い雰囲気で臨めるよう上回生
中心に引っ張っていきたいと思います。

――信州大学戦を終えて
  南山戦に引き続き、 信州戦も勝利を収めることができました。 しかし、 内容はまだまだ今年チームの目指しているレベルに
は届いていません。 相手は人数が少なく、 ずっと試合に出続けている中、 後半でこちらが点を取ることができなかったり、 1
本点を取られるなど、 まだまだ詰めなければいけない課題は多いと感じます。 シーズンまで残り約 2 ヶ月くらいですが、 1 つず
つ確実に課題に取り組んでいきたいと思います。

――新人戦を前に
  今年の新入生は真面目に練習に取り組む姿がよく見え、 先日初めてのゲーム形式の練習にも取り組みました。 まだまだ慣
れていないことも多いですが、 上回生、 コーチ中心に指導していくので是非新人戦で活躍して欲しいと思います。
相手は今年一部のチームの愛知大学で、 相手も 1.2 年生中心の JV 戦にはなりますが、 勝負には変わりないので勝ちにこ
だわっていきます︕

――現在のチーム状況について
  お世話になっております。 HMG の榎谷悠香子です。
　スタッフチームには 13 名の新入生が入部し、 総勢 35 名の大きな集団となりました。 13
名の新入生のセクションの配属はまだですが、 現在は各セクションの活動報告や特徴を紹
介し、 グラウンド業務を教えています。
　また、 チーフ達を中心に新入生を迎え入れる体制を整えており、 ３つのセクションの活動
計画や目標を明確にしています。 人数が多いことを強みに、 新しいことや部に貢献すること
が何かを考えてこれからも phantoms にとって必要不可欠な集団になるよう進めていきま
す。

　加えて、 6 月からのグラウンド業務のシフト制を始めることになり、 それについて人数配置
や各セクションのグラウンド業務外での活動を明確にし、 効率のよい動きができるように試行錯誤しております。

――信州大学戦を終えて
  信州大学戦は四日市緑地公園という、初めての会場で行われました。 慣れない場所での試合でしたが、各セクションのチー
フが中心となって試合前準備を進めてくれました。 また、この日に 1 年生スタッフが 3 つのセクションに配属され、AS には 4 名、
TR には 5 名、MG には 4 名がいくことになりました。 それぞれ専門的なことを学び、これから成長してくれることを願っています。

――新人戦を前に
  早いもので、 今年ももうすぐ新人戦を迎えます。 一年生選手は体づくりとプレー勉強を行い、 先輩達のような選手になる
んだという意気込みがみえています。 もちろん一年生スタッフも各セクションで知識を得て、 新人戦で活躍する予定です。
　AS の一年生は初めて試合のビデオを撮影する予定で、 形式化されているビデオ撮影の手順やルールなどを覚えている最中
です。 TR は試合前に選手たちの足にテーピングを巻く技術を習得中です。
　熱中症についての勉強もすすめ、怪我なく試合ができるように努力しています。 そして MG は phantoms のグッズを作成し、
受付で販売する予定です。 アイディアを出しあってみんなが欲しいグッズを考案しています。 一年生のやる気のある姿がとても
見られて、 新人戦を楽しみにしています。 どうぞ、 みなさまもあたたかく見守ってくださると嬉しいです。 よろしくお願い致します。
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＃403　榎谷 悠香子
(4 回生）

ヘッドマネージャー

＃21　吉見 良太
(4 回生）

主　将



――現在のチーム状況について
  お世話になっております。 オフェンスリーダーの市野央崇です。
春シーズンを終え、 チームとしては第２フィジカル期に入り、 秋シーズンに向けてさらにサ
イズアップ、 筋力アップに取り組んでいます。
　入れ替え戦でどの一部校が来てもフィジカル負けしないように、 この第 2 フィジカル期で
チーム全員がパワーアップします。

――信州大学戦を終えて
  オフェンスとしては、 いいところもありましたが、 秋シーズンに向けて多く課題が見つかった
試合でもありました。信州大学は、秋には必ず強くなってきますが、圧倒したいと思います。

――新人戦を前に
  今年の新入生は、 コーチの方々の指導のもと、 成長が著しいです。 愛知大学に勝
利できるように頑張ります︕

――現在のチーム状況について
  春シーズン期が終わり、 第二フィジカル期に入りました。 第一フィジカル期の反省も活
かしチーム全体でサイズアップ、 フィジカルアップにはげんでいます。
　シーズンを闘うフィジカルはこの時期に完成されるためこの時期の頑張りがシーズンの結
果に直結します。 例年より長くフィジカル期を設けているためここで必ず結果を出しさらに
大きくなった姿を見せられるよう頑張ります

――信州大学戦を終えて
  シーズンの最終節で対戦する信州大学との対戦となりました。勝つことはできましたがディ
フェンスとして満足いく結果とはいえず、 新たな課題も見えました。
　セカンド、 サードのメンツになったときファーストメンツと遜色ない働きをすることができる選
手がまだ少なく層が厚いといえないのも課題の一つです。 個を伸ばせるこの時期に成長
し、 ディフェンスチームの力となる選手が多く出てこれるよう精進します。

――新人戦を前に
  新入生が選手として臨む初めての試合になります。 まだまだ一人前と言える選手は少ないですが、 新入生は皆真剣に練
習に臨み、 多くのものを吸収し成長しています。 試合までに完成度を高められるだけ高め、 活躍してほしいと思います。
　愛大も 1、 2 年生中心のチームであるため下級生の現在の位置を知るにはとてもいい試合になります。 負けるわけにはい
かず、 全力で闘います。 応援よろしくお願いします。

――現在のチーム状況について
  現在チームは第 2 フィジカル期に入り、 トレーニングや食事を中心にサイズアップに励ん
でいます。 例年のフィジカル期とは異なり、 南川 C のご指導やスタッフ体制がしっかりして
いて、 今回はいい結果が出ると期待しています。

――信州大学戦を終えて
  信州戦は最近の課題であったスタートの面は悪くなく、 いいリズムで試合に入れたもの
の、 後半相手がへとへとの状態で追加点が取れなかったり、 タッチダウンを取られたりと
後半ののびがありませんでした。
　もう秋シーズンまで試合はありませんが、 しっかりと一試合を通じて集中できるチームに
ならなければなりません。

――新人戦を前に
  今年の新入生は例年以上に飲み込みが早いと聞いているので期待しています。 あまり

時間はありませんがしっかりと準備をしていきたいです。
　また、 キッキングにおいてもスキルメンツの数人が試合に出るので活躍に期待しています。
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＃34　岩島 宏大
(4 回生）

副将／ディフェンスリーダー

＃4　市野 央崇
(4 回生）

オフェンスリーダー

＃99　竹内 脩也
(4 回生）

スペシャルチームリーダー



――現在のチーム状況について
  いつもお世話になっております。 3 回生の伊藤大智です。
　上回生は春シーズンの全日程を終え、 これから秋シーズンに向けて最後の準備を始め
ていきます。 それと同時に新入生は、 本格的に上回生の練習に混じって、 7 月 7 日に
行われる新人戦に向けて日々レベルアップしています。
　上回生と新入生で置かれている立場が少し違っていて、 今までよりもチームとしてまとまっ
ていくことに少し難しさを感じていますが、 どのような状況にあっても全員が同じ方向を向い
て練習に取り組んでいく必要があります。一番大切である軸をぶらさず、幹部を中心にチー
ムをまとめていきたいと思います。

――信州大学戦を終えて
  先日、 春シーズンの最終試合である信州大学戦があり、 見事勝利で今年の春シーズ

ンを締めくくることができました。 春シーズンで戦った両チームは、 今シーズンの目標の達成に大きく影響してくるであろうチーム
であり、 その両チームに勝利することができた結果は、 内容以上に大きな意味があったのではないかと思っています。
　この勝利を、 過信ではなく自信として捉えて、 夏休みの練習を過ごしていければいいと思います。 ここから入れ替え戦まで
はあっという間にやってきます。 最後まで気を引き締めて突っ走っていきます。

――新人戦を前に
  先程もお話しした通り、 7 月 7 日に岐阜大学グラウンドにて、 新人戦が行われます。 新入生のほとんどが未経験者で、
まだ入部してから 2 ヶ月弱しか経過していませんが、 今年の新入生は選手 ・ スタッフ共に物凄い勢いで成長しています。
　そんな新入生達は、 秋シーズンでも大切な戦力として活躍する 1 人です。 たかが新人戦、 なんて気持ちで挑む人間は
誰 1 人いません。 秋シーズンに向けた第一歩を踏み出す、 そんな新入生のフレッシュなプレー、 サポートにご期待ください。
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＃10　伊藤 大智
(3 回生）

リクルートリーダー



ヘッドマネージャー

Q1 お互いの印象は︖
石間 : 自己主張が激しく、 自分の言ったことは絶対に曲げないと
いう印象です

日榮 : 背は高くないけど、 ヒットが強くて怖いもの知らずの声がかっ
こいい人という印象です。

Q2 パートでの思い出は︖
日榮 : 試合前の練習での試合に向けてのテンションを最高に上げ
てのパート練習が雰囲気が良くて大好きです。

石間 : 僕はアサイメントの覚えが悪かったので、 よく注意されてい
ました。 今は良い思い出です。

Q3RB の魅力は︖
石間 :LB は、 ランも止めに行き、 パスも止めないといけません。
やることが多いため、 大変な気がしますが、 ある意味、 ディフェン
スの良いとこ取りをしたポジションだと思います。

日榮 : オフェンスのランとパスの両方に関わり、 最もディフェンスの
中で目立つことができ、 インターセプトやロスタックルなどの派手な
プレーができるところです。

Q4 メンバーそれぞれの持ち味は︖
石間 : パートリーダーの 【まさひろさん】 は、 パスカバーがとても
上手いです。 【KID さん】 は、 物怖じしない性格で、 でかい相
手にも全力でぶつかっていきます。 【陸さん】 は反応が速く、 どん
なランでも止めに行きます。 【たすくさん】 は、インバッカーとしてハー
ドタックルをしますが、パスカバーもとても上手いです。 【ゆーご】 は、

持ち前のスピードを生かして積極的にプレーに絡んで行きます。 1
年生も今後に期待です。

日榮 : 【まさひろさん】 安定したパスカバーとパートリーダーとして
LB のことを常に考えてくれている　【キッドさん】 獣のようなスピード
のあるプレーと圧倒的なアジリティ能力の高さ　【陸さん】 相手のプ
レーに瞬時にリアクションし、 誰よりも早くタックルを決められる
【たすくさん】 フィジカルの強さでブロッカーを物ともせずにキャリアに
向かうことができる　【たくみ】 ヒットが強く、 ランプレーを確実に止
めることができる

Q5 これからのビジョンは︖
日榮 :３年生が 4 人いるが、 練習を重ねて、 2 年生でも試合
に出て記憶に残るプレーをしたい

石間 :LB は先輩が多く試合に出れるチャンスは少ないですが、
いつか出れるように日々精進していきます。

We are, 
Linebacker
We are, 
Linebacker
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ラインバッカーは通常、スクリメージラインから3ヤー

ドから5ヤード下がった所に配置され、ディフェンスラ

インの選手が手を地面についたスリー（又はフォー）ポ

イントスタンスで構えるのに対し、直立したツーポイン

トスタイルで構える。ラインバッカーはランプレーを止

める役割と、レシーバーをマークしてパスを阻止する役

割を負い、時にはクォーターバックにプレッシャーをか

けるブリッツを仕掛ける。

ラインバッカーは通常、スクリメージラインから3ヤー

ドから5ヤード下がった所に配置され、ディフェンスラ

インの選手が手を地面についたスリー（又はフォー）ポ

イントスタンスで構えるのに対し、直立したツーポイン

トスタイルで構える。ラインバッカーはランプレーを止

める役割と、レシーバーをマークしてパスを阻止する役

割を負い、時にはクォーターバックにプレッシャーをか

けるブリッツを仕掛ける。

LB座談会　石間 拓海(#51)×日榮 佑悟(#52)＠クラブハウスLB座談会　石間 拓海(#51)×日榮 佑悟(#52)＠クラブハウス



――スタッフ活動報告（リクルート )
　いつもお世話になっております。
今年度リクルートサブリーダーを務めました、 ３回生 AS の家城と申します。
　新入生は選手、 スタッフともにパートやセクションに配属されました。 7 月に控える新人
戦に向けて日々励んでいます。
　今年の新歓を通して、 リクルート
活動しては年間を通した活動でな
ければならないと感じました。 そこ
で、 7 月から徐々に来年のリクルー
トの中心となる後輩へと、 経験を
踏まえた引き継ぎを行なっていきた
いと考えています。
　アメフトを、 そして phantoms を

リクルート活動を通して知ってもらうためにも、 保護者の方々にはご協力
を賜る場面が多くあると思います。 何卒よろしくお願い致します。

――スタッフ活動報告（AS)
　いつもお世話になっております。 AS2 回生の野崎吟菜です。
６月よりスタッフ業務の効率向上のために業務のシフト制を本格的に導入しました。
　グラウンドとクラブハウスの２つに分かれ、
グラウンドでは練習のサポートをし、 クラブ
ハウスではセクションごとに作業、 勉強を
しています。
　AS では、 クラブハウスの時間で ODK
ごとに勉強をして専門的な知識を蓄えるこ
とでスカウティングの向上や、 選手のサポー
トをしていきたいと考えております。
　新人戦を控えた今、 チームの成長のた
めにスタッフ一同頑張りますのでよろしくお
願い致します。

――スタッフ活動報告（TR)
　いつもお世話になっております。 2 回生 TR の関谷詩織です。
　先日行われた南山戦、 信州戦共に勝利することができ、 良い結果で春フェスタを終え
ることができたと思います。 しかし、 これからのシーズンが私たち Phantoms の見せ所だ
と思っています。 そのために TR として、
様々な面から選手を全力でサポートし
ていきたいです。 練習時のテーピング、
筋トレの数値の管理、 食事管理など
できることは些細なことかもしれません
が、 TR の仕事一つ一つが選手のより
良いプレーに貢献できたらなと思いま
す。
 今後は、 新入生も入ってきたため、
様々なことを教えれるような頼れる先

輩になることを目標とし、 また、 まだまだ多くのことを先輩から吸収できるよ
うに TR の勉強をしします。 頑張ります︕
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＃521 AS/ 学連　家城 薫
(3 回生）

＃792　AS  野崎 吟菜
(2 回生）

＃443　TR  関谷 詩織
(2 回生）



2018東海学生秋季リーグ戦全日程（予定報）

6月　3日(日)13:00＠四日市中央緑地公園陸競技場   VS信州大学（フットボールフェスタ・無料）
7月  7日(土)14:00＠岐阜大柳戸　VS 愛知大学（新人戦）　※父母会総会・懇親会
8月10~14日　＠山野スポーツセンター（富山市）　夏期強化合宿
　※8月11日　富山大学　8月13日　金沢大学　合同練習予定
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2018年5月26日現在

2018春期試合全日程
※新人戦の日程が変更となりました。
※ スケジュールは多少変更になる可能性があります。



――イヤーブック協賛のお願い
　お疲れ様です。 ３年 DL の藤井です。
　保護者の方々や協賛してくださっている企業の方には日頃から自分たちの応援をしてい
ただき、 非常にありがたく思っています。
　アメフト部は年に一度イヤーブックと
いうアメフト部の紹介をする冊子を発
行しています。 つきましては、 広告
の協賛にご協力していただきたいと
思っています。
　来年以降一部優勝を目指すため
に、 必要なことになるのでご協力をよ
ろしくお願いします。 部員一同、 ま

ずは今シーズンの一部昇格を目指して行きますので今後とも応援よろしく
お願いします。

――イヤーブック協賛のお願い
  いつもお世話になっております。
スタッフ三回生の小林杏子です。
春フェスタが終わり、 いよいよ秋シーズンまであと少しとなりました。
　わたしたちがこのようにアメフトをできてい
るのは応援してくださる地域のみなさんや、
保護者のみなさんのおかげだと思っていま
す。 1 部にあがってさらに多くの方に応援
される団体になれるよう日々頑張ります︕
　わたしたちは毎年イヤーブックという部を
紹介する冊子を作っています。

　昨年も多くの方から協賛して頂き、 利益の一部を練習備品に使わせてい
ただきました。 今年もイヤーブックを作成したいと思っています。
　ぜひ PHANTOMS のご支援よろしくお願いします︕

――イヤーブック協賛のお願い
　いつもお世話になっております。
　岐阜大学アメリカンフットボール部二回生の坂上貴彦です。
　先日の信州大学との試合をもって春シーズンが終了いたしました。 春シーズンは南山大
学、 信州大学と対戦しどちらにも勝利をおさめることができました。 今シーズン一部昇格を
目指す私たちにとっては多くの課題を残す試合となりました。 これから秋シーズンにかけて今
回の課題を改善し目標を達成できるよう日々精進
いたします。
　その中で岐阜大学を中心とする地域の方々にア
メリカンフットボールというスポーツを理解して知っても
らえるとありがたいです。 私たちは毎年イヤーブック
という冊子を作って地域の方々に配布しています。

多くの方に応援される団体になれるよう日々精進いたします。
　また、 イヤーブックでは近隣の企業の方、 保護者の方から広告の協賛をお願いし
ています。 昨年も多くの方から広告協賛をいただき利益を部の練習備品に使わせて
いただきました。 今年も作成しますのでよろしければ協賛お願いします︕
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 ＃41　DL　藤井 將斗
(3 回生）

 ＃204　AS　小林 杏子
(3 回生）

 ＃28　RB　坂上 貴彦
(2 回生）



――近況報告
　お世話になっております。 4 回生の箕浦です。 信州
戦を最後に春シーズンは終わり、 いまは秋を闘い抜くた
めの身体作りの期間に入っており、 日々ウェイトトレーニ
ングに励んでいます。 体重も増量中なので、 自宅生は
いつもバランスの良い食事が出てくることのありがたみが、
下宿生はバランスよく食事を作ることがどれだけ難しいこと
がよく分かったと思います。 周りの方々に支えられてアメフ
トが出来ていることに感謝して、 日々の活動に取り組み
たいですね。
　7 月には新人戦がありますが、 今年の新入生は非常
にセンスのある子たちが多く、 上回生もうかうかしていら

れません。 覚えが非常に早いので、 上回生は現状に満足せずさらなる高みを目指し、
新入生は上回生に追いつき追い越せの精神で取り組んでいきたいですね。

――近況報告
　いつもご支援ありがとうございます。 新二回生 OL の
加藤照平です。 近々気温が上がってきており、 初夏の
兆しを感じています。 熱中症にならないように、 水分補給をこまめに行うなど、 日頃から体
調管理に努めています。
  春シーズンが終わり、 現在は更なるフィジカル向上が望める良い機会なので、 筋トレ数値
のマックス更新を目指して日々取り組んでいます。 また、 一ヶ月で体重を 101kg まで増や
すことを目標に、 食事トレーニングにも取り組んでいます。
  秋シーズンをベストなコンディションで迎えるために、 スキルの向上、 フィジカルの向上のため
により一層努めていきたいと思っています。
これからも応援よろしくお願いします。

――営業活動報告
　お世話になっております。 ３回生営業
担当の遠藤です。 現在イヤーブックの営
業が終わり、 今年も多くの企業から協賛
をいただくことができました。 協力していた
だいた OB の方や保護者の皆さま、 あり
がとうございました。
  これからも協賛先へのポスター配布や旗の設置をお願いし、 地域の方に私たちの部活動を
さらに広めていけるように計画を行っています。 OB の方や保護者の方からのご協力もお待ち
しております。 よろしくお願いします。

――ホームページ更新状況報告
　　いつもお世話になっております。 三回
生スタッフの酒井です。
ホームページの更新状況ですが、 現在、
ブログと試合結果、 試合予定を主に更
新しています。 また︕ファンクラブが本格
始動するため、 その準備も現在行なって
います。 様々な方にファントムズを知って
もらえるホームページですので、 充実させ
られるよう頑張りたいと思います。
また、 選手やスタッフのこんなことが知りたいなど、 普段の活動でなにかありましたら、 ご要望

あれば書きますので、 なんでもお申し付けください。 よろしくお願いいたします。
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 ＃12　WR　箕浦承太郎
(4 回生）

 ＃64   OL　加藤 照平
(2 回生）

 ＃626　広報 /MG　酒井栞里
(3 回生）

 ＃414　TR　遠藤 睦子
(3 回生）



夏期強化合宿全体スケジュール

8月10日 8月11日 8月12日 8月13日 8月14日
5:45
6:00
6:15
6:30
6:45 起床 起床 起床 起床
7:00
7:15
7:30 集合
7:45 出発
8:00
8:15
8:30
8:45 ハドル ハドル ハドル ハドル
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00 到着予定
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45 ハドル ハドル ハドル ハドル
14:00
14:30 バス詰め込み
15:00 宿舎出発
15:30
16:00
16:30
17:00 練習終わり
17:15
17:30 シャワー シャワー シャワー シャワー
17:45
18:00
18:15
18:30 夕食 夕食 夕食 夕食
18:45
19:00 大学到着
19:15
19:30
19:45 ビデオMT ビデオMT ビデオMT ビデオMT
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00 部屋に戻る 部屋に戻る 部屋に戻る 部屋に戻る
22:15 パートMT パートMT パートMT
22:30

富山大学
合同練習

山大学

単独練習

合同練習
富山大学
合同練習

昼食 昼食 昼食 シャワー

昼食

片づけ/掃除

単独練習
富山大学
合同練習 合同練習

富山大学
合同練習

富山大学

練習準備 練習準備 練習準備

練習準備 練習準備 練習準備 練習準備

朝食 朝食 朝食 朝食

金沢大学

金沢大学

2018夏期強化合宿のご案内
1.日程
平成30年8月10日（金）～8月14日(火)
※8/11、13は富山大学と、
　8/12は金沢大学との合同練習を予定
※8/10,14は単独練習日となります。多数のOBの皆様方のご訪問をお
待ちしております。
※8/10AM、8/14PMは貸切バス移動となります。
※山野スポーツセンターの宿泊施設が満室のため、一部のコーチ等
は近接する「ホテル森の風立山」（〒930-1454 富山市原3-6　TEL 
076-481-1126）に宿泊いたします。
※宿泊を希望されます方は事務局までご連絡願います。

2.合宿地
　財団法人 富山県体育協会
　山野スポーツセンター
　（天然芝グラウンド２面、宿舎隣接）
　〒930-1452　富山県富山市本宮12　
　TEL 076-481-1505　FAX 076-481-1506　
　E-mail : info@sanya.jp　
　Homepage : http://www.sanya.jp/　

３.予定スケジュール
　

４.夏合宿差入れご協力のお願い！！！
　今年もいよいよ合宿が迫ってまいりました！
　例年ファントムズの合宿はOB、父兄の皆様からの魂の差し
入れで成り立っております！何卒ご協力のほどお願い申し上げ
ます！

【送付先住所】
〒930-1452　富山市本宮12
山野スポーツセンター
岐阜大学アメリカンフットボール宛　

【頂けるとありがたいもの】
＜フルーツ系＞
・バナナ：総数850本
・スイカ／桃／オレンジ等のフルーツ（水分補給を兼ねて）
・フルーツ缶詰等
＜ドリンク系＞
・牛乳：1リットル 250本
・100％オレンジJ　1リットル 250本
・野菜ジュース飲みきりサイズ250ml 350本
・飲むヨーグルト飲みきりサイズ250ml 350本
＜タンパク質系＞
・魚肉ソーセージ 300本　・サラダチキン 300個
・ツナ缶（ノンオイル）300缶
＜その他＞
・サプリメント系　→BCAAパウダーなど
・ご飯のお供系　 →キムチ、鮭フレーク、焼き海苔等
・ナッツ系　・チーカマ等

◆案内図
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父母会登録・ファンクラブ入会・DVD販売等について

▼父母会特典

　・データでの APS の発送

　・公式戦有料チケットに関するサービス

　・ファントムズグッズの会員価格販売 など

phantomsjp@yahoo.co.jp

◆金融機関名　十六銀行　 　　◆金融機関コード　0153 
◆支店名　　　黒野支店　　　◆支店コード　　　111
◆口座番号　普通 1532865
◆口座名義　岐阜大学アメリカンフットボール部父母会　谷口綾菜
◆お振り込み金額 1口 5,000 円 ( 原則として 3口以上 )

 

号 
原稿 
依頼日 

最終 
校正日 

 考備 日送発

1 12/30      1/20       1/23 【特集】新体制、四日市ボウル、連盟総会報告、DVD 販売 
2 2/17　 3/3  3/6 活動状況報告、リクルート活動、方針発表、春期予定、決算報告 
3 3/10 3/31  4/3  活動状況報告、方針発表、春期予定、寄付金依頼(1) 
4 4/21 5/5 5/8 【特集】春期試合予定、方針発表、新人戦案内、チケット等同封 
5 5/5 5/26 5/29 【特集】新入選手紹介、春期結果報告、父母会総会案内 
6 6/16 6/30        7/3 【特集】夏期合宿案内、寄付金依頼(2) 
7 8/18 9/1 9/4 【特集】秋期リーグ戦直前分析、チケット等同封、イヤーブック同封 
8 10/6 10/27 10/30 【特集】秋期リーグ戦序盤    案内 寄付金御礼  
9 10/30 11/10 11/13 【特集】入れ替え戦、チケット同封、納会案内(1)、チケット等同封 

10 11/17 12/8 12/11 【特集】四回生引退、新主将、四日市ボウル、納会案内(2)、チケット同封 
 

2018APS 発刊予定について
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　 APS の発行にあたりまして、 毎回の印刷代や送付代等
がかかっております。 そこで保護者の方々には毎年 APS の
活動資金を頂いております。 基本的には、 APS 作成費
や郵送費として使わせていただき、 残りの資金は練習中の
お茶やテーピング代、 部員の健康管理のための資金として
使用させて頂いております。 　
　一部の強豪校にも通用する身体作り、 練習計画を行っ
ていくためには、 皆様の応援が必要不可欠であります。 選
手、 スタッフ一同全力で来シーズンに向け準備を行います
ので、 何卒ご声援をいただけますようお願い申し上げます。
　振込先の口座は下記の通りです。

　お振込の際はお間違えのないよう宜しくお願い致します。
ご不明な点は会計担当ＭＧの近藤までお問合せ下さい。
なお、 振込手数料は大変お手数ですが、 お振込者にて
御負担をお願いいたします。 誠に恐縮ではございますが、
何卒ご理解、 ご協力のほど、 よろしくお願い申し上げます。
　なお、 今年度の決算報告（詳細内訳）につきましては、
次号にて掲載させて頂くことを予定しています。
　また、 保護者の皆様方に父母会登録といたしまして、 メー
ルアドレス (PC) の登録をお勧めしております。 登録をご希
望の方は、 お名前を添えて送っていただきますようお願いし
ます。 スケジュールや練習等の質問もこちらのアドレスにて受
付いたしております。 以下までご連絡のほどお願いいたしま
す。

　
◇春冊子協賛の御礼及びイヤーブック協賛のお願い
　いつもお世話になっております。 営業責任者の酒井です。
春冊子制作に伴い、 営業活動をさせていただきました。
協力していただいた企業の方々には本当に感謝しておりま
す。 ありがとうございました。
　今年は目標額には届きませんでしたが、 64 万 3 千円の
協賛金を回収することができました。 これも、 部員の頑張
りと日頃応援してくださっている地域の方々、 保護者の皆
様のおかげです。
　私たちファントムズは今よりも地域の方々や保護者の皆様

に応援していただけるチームになれるよう、 全力を尽くしてい
きますので、 ますますのご支援、 ご協力をよろしくお願いい
たします。

　

クラブハウス

クラブハウス案内図


