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監督挨拶（春期シーズンを前に）
　APS をご覧の皆様、 桜の咲く季節にな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。 今回は春シーズ
ンの計画についてお知らせいたします。
　春シーズンの計画のポイントは３つと考えています。 一つ目はフィ
ジカルの向上、 二つ目は勧誘による新入部員の獲得、 三つ目は
試合の感覚の向上です。
　一つ目のフィジカルの向上については、 前回もお知らせしたように
今年の一番の注力ポイントと考えており、 新チーム発足直後から
取り組んでいるところです。 春シーズン中も継続してトレーニングを
実施しつつ、 6 月にも再度フィジカルアップの時期を設けることで、
一部の上位にも引けを取らないフィジカルの獲得をめざしています。
　二つ目の勧誘については、毎年注力し頑張っているところですが、
今年は特に “ 来年一部優勝するには︖ ” という目標に向け来シー
ズンに主力となりうる選手を獲得する必要があります。 リクルートリー
ダーの大智を中心に今年一部昇格し、 来年一部で優勝をめざす
メンバーがしっかりと想いを伝えることができれば、 これまで以上の成
果が出ると確信しています。

　三つ目の試合感覚の向上については、 今年はフェスタ公式戦として 5/19（土）南山大学戦、 6/3（日）信州大学戦
の 2 試合を予定しています。 南山大学はここ数年 PHANTOMS の前に立ちはだかる、 いつか超えるべきチームですし、 信
州大学は今年同じリーグで優勝を争うと想定されるチームなので、 どちらも相手としては申し分ありません。 もちろん勝利をめ
ざしますが、 何が何でも勝利をというよりは、 夏の練習をより良いものにできるよう、 また秋のリーグ戦につながるように一戦一
戦テーマを持って臨みたいと考えています。
　最後にフェスタ公式戦以外でも、 5/6（日）の OB 戦や 7 月上旬の新人戦なども予定しております。 これらは岐阜大学
グラウンドで実施いたしますし、 懇親会等も計画しておりますので、 皆様是非とも足を運んでいただけますと幸いです。 引き
続き PHANTOMS をどうぞよろしくお願いいたします。

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
  春休みももうすぐ終わり、 新チームが始まって 4 ヶ月が経ちました。 3 月 17 日には、 冬
の集大成としてゴリラーズとの試合を行いました。
  各セクション冬に練習してきたことを試す良い機会となりましたが、 内容も結果も反省する
所が多く挙げられました。 今年から各セクション新システムを導入していることもあり、 まだま
だ調整不足な点がありますが、 まず春シーズンに向けて幹部中心にしっかり準備をしていき
たいと思います。
  また、 4 月から学校も始まり、 新歓期間に入るので、 春シーズンはもちろん、 秋シーズ
ンまで時間がないため、 一回一回の練習に集中するようにチームに言い聞かせてやっていき
たいと思います。

――フィジカルアップの成果状況について
  今年の 1.2 月は第 I フィジカル期間として筋トレ、 食事管理に力を入れたこともあり、 ほとんどの選手が大幅な体重増加
に成功し、 一部校に追いつくポジションが増えてきました。
  3 月 20 日には筋トレの MAX 測定を行い、 ほとんどの選手が筋力トレーニング数値を伸ばしてくれました。 しかし、 筋力
に関しては一部校に対してまだまだ足りていないポジションが多いので、 春からは特に筋力アップに重きを置いて取り組んでいき
たいと思います。

――リクルート活動状況について
  今年で一部昇格、 来期一部で戦うにはリクルートを成功させ、 多くの新入生を獲得することが必要になります。
  新 3 年生の伊藤リクルートリーダーを筆頭に、 より多くの新入生にアメフトを知ってもらい、 入部してもらえるような企画、
方法を考えています。 新歓期間は練習できる機会が大幅に減りますが、 新入生の獲得はチームにとっても最優先なので、
確実に多くの新入生に入部してもらえるようチーム一丸でリクルートに 4 月は励みたいと思います。

――現在のチーム状況について
  スタッフチームは新チームになった 2 月ごろに各セクションごとで設定した活動タームに従っ
て、 チーム力の向上のためチーフを中心にミーティングや勉強会を開いています。
  TR は新入生の筋トレ指導をすることを目標に、 先日 OB の方に筋トレの勉強会を開い
ていただきました。 実際に自分でもやってみることで知識が身につくということで、 今は各自
筋トレ指導のための実践に取り組んでいます。
  MG は引き継ぎが終わり、 新歓で使用する新しいアイテムを作成したり、 下級生へのイラ
ストレーターのインストールなどを行なっています。 また、 昨年効率が悪かった保険の申請や
回収を改善するための制度を取り入れ、 有効化しています。
  AS は ODK 別に勉強会を重ね、 さらに知識が身について来ました。 新チームになり、
ODK のプレーが昨年とは違うものになりましたが、 無事にインストールができています。 春フェ
スタも 4 月から始まり、 スカウティングに向けての準備もしています。

――フィジカルアップの成果状況について
  フィジカルアップを目指すフィジカル育成期間で、 選手が体重やカロリーを毎日記録するマイフィットネスパルというアプリを TR
が管理していました。 各パートの TR が選手達の記録がちゃんと記入されているか、 カロリーは低くないかなど毎日呼びかけを
してフィジカル育成に十分なサポートをしていました。
  現在ではフィジカル育成期間が終了し、 マイフィットネスパルがどのような効果をもたらしたのかデータから集計をしています。

――リクルート活動状況について
  先日の QB 道場で、 京都大学のリクルートコーチの方から 「すごいリクルート」 という京都大学のリクルートに基づいたお話
をいただきました。 そのお話から岐大でも出来ることや意識改革を取り入れ、 「一生に一度の 4 年間」 という言葉を軸に、
新入生と関わっていく予定です。
  スタッフも選手も関係なく、 まずは新入生に phantoms を知ってもらうためのイベントを企画しています。 去年と大きく変わ
る部分が多くあり、 新 3 年生を中心に新しいリクルートを 3/26 から始めていきます。
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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です。 先日、 この冬からやってきたこ
との集大成を試すゴリラーズ戦を行いました。
  オフェンスとしては、 細かいミスも目立ちやりたいことがなかなかできず結果、 負けてしま
いました。 しかし、 この試合で個々で学んだこと、 足りないことが明確になったと思うので、
春シーズン一部相手にしっかりと戦えるオフェンスにしていくためにここから精度を上げてきま
す︕

――フィジカルアップの成果状況について
  マックス測定を終えて、 フィジカル期を通して全体的にサイズアップ、 筋力アップすること
ができました。 ですが、 まだラインズなど一部上位校には足りてないところもあるので、 ま
だまだつめてやらなければならないと思います。

――リクルート活動状況について
  ここから新歓期に入っていきますが、 戦力になる新入生をたくさん入れて、 来年以降、 一部優勝を目指すチームにしてい
きたいです。

――現在のチーム状況について
  先日冬の集大成となるゴリラーズ戦があり、 結果は敗戦となりました。 Defense ユニッ
トとしては 0TD に抑えることができ新しく導入したシステムや高めたフィジカルやスキルを発
揮できた試合だったと思います。
  しかし一部上位校に通用する実力とはまだ言えません。 相手をだますディスガイズであっ
たり、 時間やシチュエーションごとの守り方などできてない部分はまだ多くあります。
　特にフィニッシュまでやりきるということがまだできていないと感じます。 上回を中心に口を
酸っぱくして言い続けチームの指針といえるところまで持っていきます。

――フィジカルアップの成果状況について
  先日フィジカルアップの集大成となる筋トレの MAX 測定がありました。 体重や各筋トレ
の数値が大きく上がっているものがいる中一部の上位校のデータと比べるとまだまだ劣ること
があるのが現状です。
  これから新歓期、 春シーズンに入っていきますが夏前には第二フィジカル期も設けられて

います。 そこで再度フィジカルアップを図り胸を張って一部上位のフィジカルを手に入れたといえるよう精進します。

――リクルート活動状況について
  今年のリクルートは一部優勝するための戦力を蓄えることを目的とし、 伊藤リクルートリーダーを中心に準備が進められていま
す。 リクルートの結果がそのままチームの結果に直結するというのはよくいわれることですが、 今年のそしてその後の
phantoms の明暗を分ける今回のリクルート、 最上回生として全力で取り組んでいきます。
　Defense としては現 4 年が抜ける穴を埋める戦力を入れなければならないので俄然気合が入っています。

――現在のチーム状況について
  フィジカル期を終え、 フットボール期に入り、 各セクションのインストールも終盤に差し掛
かってきています。 ゴリラーズ戦では 1 月からやってきた、 KC KR では完成度が上がって
きましたが、 やっていなかった PC PR はやはり、 まだまだなので、 これからの春練習しな
ければなりません。

――フィジカルアップの成果状況について
  フィジカル期は多くの人が体重、 筋力共にレベルアップしたと思います。 しかし、 一部
校に比べるとまだまだ足りていないので新歓期、 第 2 フィジカル期があるのでそこで、 さら
にレベルアップしたいと思います。

――リクルート活動状況について
  今年の一部昇格、 またその後の一部優勝をするには、 リクルート活動の成功は必要
不可欠です。 昨年度のリクルートリーダーの経験も活かして三年生のリクルート活動をサ

.                                         ポートしていきたいと思います。
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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。 主務の小林芽生です。
  先日はゴリラーズ戦での応援、 ありがとうございました。 冬の集大成として臨んだ試合
ですが、 残念ながら勝利することはできませんでした。 技術面でもフィジカル面でも、 1
部昇格 ・ 定着という目標にはまだ課題が多いことが分かりました。
  スタッフチームももっと選手のためにできることがあると思います。 各部門、 自分たちの得
意分野で選手の支えになれるよう 4 回生やチーフを中心として全体の底上げをしていきた
いです。

――フィジカルアップの成果状況について
  アプリによる食事の管理やチームでの練習時間を筋トレに多くさいたり、 例年とは違った
取り組みをしてきました。 その成果が出て、 ずいぶん大きくなった子もいます。 トレーナー
として嬉しい限りです。
  一方で伸び悩んでいる子もいます。 そういう選手たちを今後どう伸ばしていくかがシーズ
ンで勝ち進んでいくためのカギになっていくと思います。 一部の選手だけでなく、 どの選手

もフィジカルアップすることが今後のチーム力に影響していきます。 どうしたらチーム全員が強豪校に通用するレベルのフィジカル
を手に入れることができるか、 南川コーチや宇野コーチの力をお借りしながら考えていきたいと思います。

――リクルート活動状況について
  昨年度とシステムを変えたり、 新しい取り組みをしたり、 年々進化しているなと思います。
  今年の 3 回生たちは様々な工夫を凝らしたイベントを考えているようです。 今から本格的な新歓が始まるのが楽しみです。
昨年、 中心となってリクルート活動行ってきた経験を生かし、 主に運営面からサポートしていきたいと思います。
  また、 今年は伊藤を筆頭に 3 回生が運営していきますが、 4 回生も積極的に盛り上げていき、 部員確保に貢献していき
たいと思います。 個人的には、 リクルート活動はこれから一緒にやっていく仲間探しでもあると考えているので、 全員が真剣に、
楽しく取り組んでくれたらいいなと思っています。
  4 月 15 日にはウェルカムボウルもあります。 新入生だけでなく、 たくさんの方に応援に来ていただけると嬉しいです︕
今後も熱い応援、 宜しくお願いします。

――現在のチーム状況について
  2018 年度リクルートリーダーを勤めさせていただいております、 新 3 回生の伊藤大智
です。 第Ⅰフィジカル期を終え、 フットボール期に突入し、 春シーズンの南山大、 信州
大戦に向けて日々練習に励んでおります。
  南山大はここ 2 年間、 大事な試合で敗戦を喫している因縁の相手であり、 春シーズ
ンと言えども必ず勝つつもりで戦いにいきます。 オフシーズンの成果をしっかりと発揮できる
ようこれからも練習に励んでいきますので、 ご声援よろしくお願い致します。

――フィジカルアップの成果状況について
  昨年度の入れ替え戦 ( 南山戦 ) での敗北の要因として、 フィジカル不足が挙げられま
した。 1 部リーグ上位校との、 体のサイズ、 パワー、 スピードを含めたフィジカルの差を
痛感させられた試合となりました。 このことをトレーニングリーダーや上回生を中心に掘り下
げ、 オフシーズンはフィジカルアップに特に重点を置いて練習に励んできました。
  自分にとっても、 週 5 日行うトレーニングは初めてで戸惑うこともありましたが、 みんな

の努力もあり体重やトレーニング数値は 1 部上位校と比べても遜色ないくらいに近づいてきた選手が多くいます。 このオフシー
ズンのトレーニングの成果が、 春シーズンの南山戦で発揮されることが待ち遠しいです。 今後も全員で切磋琢磨しながら、 1
部上位校に負けないようなフィジカルを身につけていきます。

――リクルート活動状況について
  リクルート活動は昨年 12 月から新 3 回生を中心に進め、 あとは今月末から始まる新歓イベントを待つのみとなりました。
  新入生の入部はチームの力に直結するものであり、 特に来季 1 部リーグ優勝を狙うならば、 今年のリクルート活動の成功
は不可欠です。
  新入生には、 phantoms の雰囲気の良さや、 フットボールの面白さを伝えていくのですが、 常にチームの勝敗に繋がって
いることを頭に入れて、 残りのリクルート活動を進めていきたいと思います。 7 月の新人戦を迎えた頃には、 今までとは一味
違う phantoms を皆さまにお見せできればと思います。 どうぞご期待下さい。
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＃539　小林 芽生
(4 回生）

主　務

＃10　伊藤 大智
(3 回生）

リクルートリーダー



――第 16 回 KAFCA 年次総会に参加して
  去る 3 月 4 日、 大阪学院大学で行われた KAFCA（関西アメリカンフットボールコー
チズアソシエーション）年次総会に参加させていただきました。
  そこで 5 つの講演を聞いてきました。
  ①大学スポーツの価値の創造をアメリカとの比較より 
  ②京都大学のチーム作りの考え方 
  ③LB のファンダメンタル 
  ④龍谷大学の S&C 
  ⑤OL のファンダメンタル 
  50 分 ×5 で非常に疲れましたが、 どれも有意義な内容でした。③④⑤は活かせるこ
とがいくつかあったので各セクションに展開しました。①②についてはこれから考えていくべき
問題もあると感じました。

  近年一流スポーツ選手の逮捕や問題行動が多く報じられていることからもわかるように、 日本のアスリート教育はそこまで力
は入れられてきませんでした。 アメリカでは、 アスリートはスポーツだけできればいいという考えを脱却すべく、 トレーニング時間
の制限や学習成績の悪い者には練習させないという取り組みが行われているそうです。
  岐大アメフト部だけで取り組める話ではないですが、 こう
いったルールも今後の日本のアスリート教育には必要と感じ
ました。 チーム作りの点は、京都大学では 「問題を発見し、
分解し、 その解決策を練って、 実行する。」 このサイクル
の繰り返しでチーム運営をしているそうです。 また、 問題を
理想と現実のギャップであるときちんと定義づけ、 それをチー
ム全員が理解 ・ 共有しているそうです。
  社会人にとっては当然のことかもしれませんが、 このことを
チーム全員が理解し、 進めていく動きがまだ岐大には足りて
いない部分だと感じました。 毎週、 4 回生を中心に反省 ・
解決を繰り返して少しずつ成長していますが、 このサイクル
をきちんと全員が理解し共有することでさらに成長率は上が
ると考えます。
  一部優勝を掲げたからにはアメフトにおける技術 ・ 知識だ
けでなく、 各個人の人間力やチームの運営力も必ず必要
な要素になってくるのでその部分の向上にこれから努めていきたいと思います。

―― 『HUF 講習会』 参加報告
  いつもお世話になっております。 2 回生の石間です。
去る 3 月 11 日に名古屋商科大学で HUF 講習会がありました。
　この講習会では、 相手により正確で、 強力なタックルをする方法を学びました。 タック
ルについて改めて考える良い機
会になりました。 この講習会で
学んだことを生かして、 自分の
ディフェンス力を高め、 より強い
LB になれるように頑張ります。
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伊藤 将人      
(17 年度卒）

LB/ ストレングスコーチ

LB ＃51　石間 拓海
(2 回生）



―― 『QB/ パスユニット道場』 を終えて
  去る 3 月 4,5 日に岐阜大学グラウンドで東海学生所属大学の選手が集まり QB 道
場が開催されました。 WR は去年まで京都大学でオフェンスコーディネーターをされていた
山本 C に教えていただきました。
　プラントやフックのブレイクの基本などを教えて頂いて、 これまでの自分の動きの間違い
に気づくことができました。
　また、 パスの組み立てかたの講義
もしていただき、 パスの成功率をあげ
るためには WR のセット位置やリリー
ス方向、 ディフェンスのカバーに応じて
のチョイスの仕方が重要だと感じまし
た。
　東海の選手が集まったということで

　他大学の選手と交流できたこともとても良かったです。
　これからの練習で今回学んだことを意識して、 WR としてパスユニットとし
て成長していきたいです。

―― 『タモン式ランニングバック養成所』 に参加して
　いつもお世話になっております。 3 回生 RB の長澤です。
　去る 2 月 11,12 日、 岐阜大学グラウンドで RB コーチ中村多聞さんを招いて行われ
た、 『タモン式ランニングバック養成所』 に RB 全員で参加しました。 多聞さんに教わっ
た技術はどれも新鮮なものばかりで驚かされました。
　ボールの持ち方やヒットの仕方、 そもそもの走り方までもが今までのイメージと違い、 勉
強になりました。 また、 道場参加後の練習では教わった内容を意識して練習し、 自分
も他の選手も技術が身につき始めているなと感じます。
　今後も教わったことを無駄にしないよう反復し、 またこのような機会があれば積極的に
参加したいと思います。
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WR ＃87　織田 健司
(3 回生）

WR リーダー

RB ＃31　長澤  樹
(3 回生）

RB リーダー



ヘッドマネージャー

Q1 お互いの印象は︖
畠 : プレー面では特にそうですけど、 ホント羨ましく思うほど器用だ
なという印象です。
岩堀:真面目で練習熱心な印象です。アメフト部のボイスリーダー
的存在で練習中も普段からも口数が多いです ( 笑 )

Q2 パートでの思い出は︖
岩堀 : 先輩や OB の方々のプレーを見て、 様々なことを吸収で
きました。 パートの雰囲気もよくて、 楽しく、 充実した練習でした。
畠 :OB さんも含めて先輩たちが色んな知識を持っていて、 色ん
なことを教えてくれるので毎回の練習が本当に勉強になりました。

Q3DB の魅力は︖
岩堀 :WR とのボールの競り合いが 1 番の魅力だと思います。 試
合でパスカットや、 インターセプトを決めた時の嬉しさはたまらなく
気持ちいいです。
畠 :1 番の魅力は、 レシーバーへのパスを防ぐことです。 後は、
相手のプレーに対して頭を使って守ることが多いのが魅力的だと思
います。

Q4 メンバーそれぞれの持ち味は︖
畠 : こうだいさん 安定感　銀次さん フィジカル
しんじさん 視野の広さ　らっぺさん スピード
まさながさん タックル　田中 パワー
岩堀 : こうだいさん  スピード、 フィジカル
銀次さん フィジカル 　しんじさん 視野の広さ

らっぺさん スピード、 反射神経
ごっちゃんさん おもいっきりの良さ　田中 フィジカル

Q5 これからのビジョンは︖
岩堀 : 新入生も入ってくるので、 先輩として多くのことを教えてい
けるように自分から積極的な姿勢で練習したいです。
畠 : 来年の代は少なく自分たちもレベルアップしないと来年は戦え
ないと思っているので、 今の自分に足りないことを一つずつ潰して
いきたいと思います。

We are, 
Defensive backs
We are, 
Defensive backs

ディフェンシブバック(Defensive backs, DB) は、フィ

ールドの後方および両サイドを守る選手の総称。セカン

ダリー（Secondary）と称することもある。基本となる

守備隊形である4-3守備隊形や3-4守備隊形では、ディフ

ェンシブバックは4人配置する。

ディフェンシブバック(Defensive backs, DB) は、フィ

ールドの後方および両サイドを守る選手の総称。セカン

ダリー（Secondary）と称することもある。基本となる

守備隊形である4-3守備隊形や3-4守備隊形では、ディフ

ェンシブバックは4人配置する。

WR座談会　＃81柴田志×#84毛利暢希＠クラブハウスDB座談会　＃5岩堀和季×#8畠匠吾＠クラブハウス

-7-



――スタッフ活動報告（AS)
　いつも PHANTOMS を応援して頂きありがとうございます。 スタッフ 4 年の渡邊です。
　AS では、 オフェンス ・ ディフェンスの新システム導入に伴い、 各セクションで新たな仕事も
増え、 学年にかかわらず、 チームのために、 勝利のために、 取り組んでおります。
　特に 3 年生は、 AS をまとめ、 チームのためにはどう動いたら良いかをいつも考えて活動し
ているように思います。 2 年生も、 そんな 3 年生の背中を見つつ、 やるべきことを精一杯
取り組んでいるなあと思います。 そんな後輩たちには本当に頭があがりません。 誇りに思い
ます。 4 年生は就活などで中々協力できないことも多いですが、 その中でもそれぞれできる
ことを考え、 力になっていきたいと思います。
　MG、 TR、 AS、 どの部門のスタッフもそれぞれの
役割を果たそうと努力しております。 これから新歓期に
入り、 練習自体は減りますが、 できることを各々のペー
スで一生懸命取り組んでいきたいと思いますので、 引

き続き応援のほどよろしくお願い致します︕
また、 個人的にですが、 ついに最上回生となり、 ラストシーズンを迎えることとなりました。
悔いのないよう、 笑顔で終わることができるよう、 まずは私自身が、 部活にできることを
しようと思います。 そして、 グラウンドで皆様とお会いできることを楽しみにしております︕

――スタッフ活動報告（学生委員 )
  いつもお世話になっております。 三回生 AS の家城です。
　今回私は学生委員として、 東海連盟主催の合同オリエンテーションに参加してきまし
た。
  内容としては秋リーグの反省がメインで
あったので、 昨シーズンの試合時の反
省や設営の注意事項等を話し合いまし
た。
   こうした連盟の運営があってこそ日頃
私たちはスムーズに試合に臨むことがで
きているのだと感じました。 私は学生委
員幹部も掛け持っているので、 日頃の
幹部の活動も知ってもらえる良い機会に        

                                          なったと思います。

――スタッフ活動報告（TR)
  お世話になっております。 新二回生 TR の山口果南です︕
  今、TRは知識をつけるべく栄養のことなどの勉強をしています︕新入生を迎えるにあたっ
て、 自分たちもより成長しなければいけないと思っています。 お互いに自分たちが調べた
ことを発表しあい、 知識を高めたり、 先輩方に聞い
たりと取り組んでいます︕
  私は、 自分が、 次は上回になるという気持ちがだ
んだんと芽生え始め、 今自分がやるべきこと、 やった
方が良いことを考え行動することの大切さを日々感じ
ています。 新入生が入ってくることにワクワクを抑えき
れないですが、 新入生に恥ずかしくないように、 頑張
りたいです。
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＃777　AS　渡邊あゆみ
(4 回生）

＃115　TR　山口 果南
(2 回生）

＃521 AS/ 学連　家城 薫
(3 回生）



――今シーズンの抱負について
　いつも応援ありがとうございます。 新 4 回生 SF の朝日です。
　最近は寒さも和らぎ、 活動しやすい気候となってきました。
　ですが、 季節の変わり目ということもあり体調不良になる者も多く、 よりいっそう健康に
気をつけていかなければならないなと感じる時期でもあります。
　ALL FOR WIN というスローガンを掲げたからにはウイルスにも負けてられないなという
気持ちで毎日手洗いうがいをしています。
　自分自身、 プレーヤーとして活動できるのもあと 8 ヶ月ほどとなり、 練習できる回数が
徐々に少なくなってきているので、 その貴重な練習を無駄にしないように常に万全な状
態で全力で取り組みたいと思いま
す。

　　4 月になり、 新歓が始まります。 新歓の時期が終わると春フェスタ
が始まります。 昨年敗北を喫した南山大学との試合もあります。
　今年一部昇格を果たすためにはここである程度の結果を出しておか
なければならないと思っています。 これからも応援よろしくお願いします。

――今シーズンの抱負について
  新 3 回生の粟野駿です。 先日 OB さん方のチームゴーリラーズとの試合がありました。
この春休みに練習してきたことを試すとても大切な試合でしたが、 結果はオフェンスは得
点できずとても悔しいものでした。
　これからは、 今回の試合の課題
の修正と春シーズンに向けて足りて
いないフィジカル面を強化していきた
いです。

――今シーズンの抱負について
　はじめまして、 こんにちは。 二回生となりました。 DL＃97 の吉田悠佑と申します。
　気がつけば桜も咲き、 温かくなり、 すっかり春だなあと感じております。 さて、 合格発
表では、 素直に喜んだり、 とりあえず写真を撮ったり、 表情変わらなかったり、 と様々
な人と会うことができました。 一緒に
プレー出来ると嬉しいですね。
　岐阜で迎える二度目の春、 気持
ち改めてアメフトも勉強も頑張ってい
きたいと思います。 今後ともよろしくお
願いいたします。
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＃25  DB  朝日 章太
(4 回生）

施設管理リーダー

 ＃97　DL　吉田 悠祐
(2 回生）

 ＃56　OL　粟野  駿
(3 回生）
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2018/02/27 岐 県 岐 近郊総合（岐 市など）

2018(平成30)年3月7日　岐阜新聞27面

2018/03/07 岐 県 岐 総合

掲 載 記 事

フリーペーパー「GIFT」第43号（平成30年4月1日発行　発行人：学生団体岐阜人）
■今後のマスコミ等出演・掲載予定
　【新聞】中日新聞　『キャンパス イチ推し』
　　掲載日：平成30年4月15日(日)　　執筆者：HMG #403 榎谷悠香子（4回生）
　【ラジオ】ぎふチャン　ココロ・イー・スタシオン　『われら学生』コーナー
　　放送日時：平成30年4月18日(水) 12:40～12:50  　出演者：＃99竹内脩也、#86鈴木武斗（4回生）



2018アメリカンフットボールフェスタ全日程

4月15日(日)14:00＠岐阜大柳戸　VSいそのスーパースターズ（第13回ウェルカムボウル）
5月　6日(日)13:00＠岐阜大柳戸　VS岐阜大学OB（第25回OB戦）
5月19日(土)13:30＠東員町スポーツ公園陸上競技場　VS南山大学（フットボールフェスタ・無料）
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  8日(日)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

○中央緑地フットボール場 施設概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「A フィールド」 

サブトラック付サッカー場  

(周回コース４００ｍ４レーン、 

直走路６レーン、土盛スタンド) 

「C フィールド」 

ラグビー兼サッカー場 

「B フィールド」 

アメリカンフットボール 

兼サッカー場 

＜施設概要＞            ＜クラブハウス＞ 

JFA 公認人工芝 3 面         西棟／東棟 各１棟 

 ・Ａフィールド           ・更衣室 各棟 2 室 

 （サブトラック付サッカー場）    （シャワー室 2 室含む） 

・Ｂフィールド           ・トイレ 各棟１室 

 （アメフト兼サッカー場）     ・足洗い場 1 カ所 

・Ｃフィールド            

 （ラグビー兼サッカー場） 

工事中 

エリア 

利用者動線 
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2018年4月7日現在

2018春期試合全日程
※ スケジュールは多少変更になる可能性があります。



公式ホームページのリニューアル

詳細次号にてご報告致します。

2018(平成30)年3月23日 岐阜新聞1面

大学関連記事
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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

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 )

　 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。

　
　末尾になりましたが、 今年度の本誌発刊予定は下記を
予定しています。 今年度も引き続きご愛顧頂けますようお
願い申し上げます。

　

【４回生ご父兄の皆様へ】
　いつもお世話になっております。 ４年間ファントムズへの多
大なるご支援有難うございました。 皆様の暖かいご支援の
おかげでなんとか乗り切ることができました。 心より御礼を申
し上げます。
　是非ともこれからも引き続き、 皆様方に応援をして頂きた
く、 次号においてファンクラブのご案内をさせて頂きます。 特
典内容等ご確認を頂きまして、 ご入会を頂ければ大変嬉
しく思います。 皆様のご期待に添えるよう、 より高いレベル
で戦えるように日々努力していきます。
　これからも変わらぬ暖かいご支援、 ご声援の程宜しくお願
い致します。

【2017 シーズン DVD好評販売中】
　皆様方より大変ご要望の高かったゲーム DVD が好評発
売中です。 今シーズンからは制作の一部について、 外注
委託を行う事により、 より完成度の高いものに仕上がる予
定です。 是非ともお申し込みのほど、 宜しくお願い申し上
げます。

 

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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