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監督挨拶（春期シーズンを前に）
　APS を ご 覧 の 皆 様、 い つ も お 世 話 に な っ て お り ま す。
PHANTOMS 監督の長谷川です。 気が付けば一気に気温も暑く
なってきましたが、 いよいよ PHANTOMS も熱い春の試合期が近
づいてまいりましたので、 繰り返しにはなりますが春期の試合の展
望について少しお話しいたします。

  今年の春シーズンは、 フェスタ公式戦としては二試合を予定して
おります。 一試合目は、 5/19（土）の南山大学戦です。 南
山大学はご承知の方も多いと思いますが、 2 年前の 1 部リーグで
は、 入替戦出場を賭けた試合でタイブレークの末敗れ、 昨年は
入替戦で大敗し 1 部昇格の前に立ちはだかった因縁の相手です。
  今年は秋に対戦する可能性も低いので、 何としても春に戦いたく
優先的に調整をしました。 チームとしてはまだまだ未完成な時期で
はありますが、 自分たちの実力を測りつつ、 ここ数年の秋のリーグ
戦での悔しさを、 しっかりと勝利で晴らしたいと思います。

二試合目は、 6/3（日）の信州大学戦です、 信州大学は昨
年一部に所属していたチームであり、 間違いなく秋には優勝を争う相手になると想定しています。 春シーズンとしては、 この
試合を最後に再度フィジカルアップに力を入れていく予定ですので、 新チーム発足後に取り組んできたことの集大成として、 持
てる力を全て発揮することはもちろん、 秋のリーグ戦につながるようにしっかりと準備をして臨みます。
 
  改めまして、 今年は吉見キャプテンを中心に一部昇格の先の一部優勝を見据え、 様々な取り組みに挑戦をしております。
やっと新歓期も終わって新入生が加わり、 更に大きくなり走り始めたばかりの PHANTOMS、 ですので、 まだまだ目標に対し
ては道半ばではありますが、 その成長の一端を春のフェスタにてお見せできればと思いますので、 皆様是非ともスタンドにて温
かいご応援をよろしくお願いいたします。

◇◇2018.04.15 第13回ウェルカムボウル　集合写真◇◇

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
  3 月末から続いた新歓期ももうすぐ終わり、 新たな新入生を向かい入れ、 いよい
よシーズンに向けて本格的に練習が始まります。 一部リーグに勝てるチームを作るた
め、 日々の練習から上回生中心に一部を意識していきたいと思います。
　入れ替え戦まであと約 7 ヶ月、 去年負けた悔しさを忘れないよう、 自分にも言い
聞かせ、 主将として、 チームにも入れ替え戦を常に意識させていきます。

――フィジカルアップの成果状況について
  新歓期でグラウンド練習ができないことから 4 月中は食事管理を行い、 各個人で
目標体重を設定、 体重増加を図ってきました。
　5 月からは春シーズン期に入り、 増量することは難しくなるので、 冬で作った身体

を維持できるように努めていきたいと思います。

――南山大学戦を前に
  去年入れ替え戦で敗北したチームなので、 春シーズンではありますが、 チームには入れ替え戦と同じ気持ちで臨
むよう言い聞かせています。 自分たちが目指す一部リーグに対して、 今の時点でどこまでいけるのか知れる良い機
会なので、 新チームの力を試すと共に、 去年のリベンジを果たしたいと思います。

――現在のチーム状況について
  お世話になっております、 HMG の榎谷です。
　現在、 チームは新歓が終わりに近づき、 体験練習に新入生が参加してくれるよう
になりました。 新入生のスタッフも大勢入部してくれて、 スタッフチームもさらに大きな
団体になる見込みです。 今年は改革の年であり、 「ALL FOR WIN」 をもとに一
部昇格して一部定着のするチームを作るため、 スタッフチームも新しい体制を取り入
れる予定です。
　30 名弱のスタッフチームが選手に充実したサポートを行うことが部の勝利に貢献す
ることだと考え、 チーフ達とともに約 4 ヶ月で取り組んできたことが新入生の入部でい
よいよ形になってきました。 試行錯誤の中ではありますが、 AS.TR.MG それぞれの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　特性を活かし、 スタッフチームで勝つことを目標に活動しています。

――フィジカルアップの成果状況について
  フィジカルアップ期間、TRが主に選手の栄養や体重を管理してきました。 毎日選手達から報告される摂取カロリー
と体重を管理し、 一部リーグ校に通用するための体つくりをサポートしました。
　約 6 週間のフィジカルアップ期間でしたが、 増量できた選手が多く見られ、 選手達の努力と TR のサポートのお
かげだと感じています。 しかしまだまだ一部リーグ校と比較して劣っている部分もありますので、 引き続き食トレや筋
トレを継続していきます。

――南山大学戦を前に
  2 年前の試合では一部リーグで惜敗し、昨年は入れ替え戦で勝つことができず、またしても悔しい思いをしました。
ですので南山大学は私にとって最も勝ちたいと思っている大学です。 今回は南山大学と試合をするチャンスを得るこ
とができ、 今までの悔しさを晴らしたいと思っています。
　試合に出ることは叶いませんが、 この思いを選手 ・ 部のサポートに変えてスタッフチームで勝ちにいきたいと思ってお
ります。 応援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です。
新歓期も終盤に差し掛かり、 今年も多くの新入生が続々と入部してくれています。
　新歓期もやっている中で、 しっかり練習できる日は限られていましたが、 個人個人が短
い練習の中でどれだけ集中し、 一つ一つの練習に意味を持たせて練習することができて
いたと思います。
　ここからは新入生も含め、 練習ができるので春シーズンに向けて力をつけていきたいと思
います。

――フィジカルアップの成果状況について
  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

――南山大学戦を前に
  やはり南山大学は去年、 一昨年と勝つことができなかった岐阜大学にとって因縁の相手であるので、 チームとして春シーズ
ンだからといって絶対に勝たなければならない試合だと思っています。
チーム全員で南山戦、 絶対に勝ちたいと思います︕

――現在のチーム状況について
  新入生の勧誘を行うリクルート期が終わり春シーズン期が始まりました。 伊藤リクルート
リーダーのもとチーム全体で意識を統一し、 リクルートを行った結果今年も多くの有望な
新入生を獲得することが出来ました。 彼らがさらにアメフトを好きになりチームの戦力となり
えるようディフェンスリーダーとして尽力していきます。

――フィジカルアップの成果状況について
  リクルート期は練習の疲労を気にせず筋トレに取り組めるいい期間でした。 MAX 測定
の結果をうけ自分の足りてないところ、 伸ばしたいところを自覚しトレーニングに臨むことが
出来ました。 特に DB はフィジカルアップが急務とされておりパートリーダーの五藤と協力し
今後もメンバー全員のフィジカルアップを図っていきます

――南山大学戦を前に
  一昨年、 昨年と敗戦している相手で、 一部に昇格し優勝するには必ず勝たなければ

いけない相手です。 個人的にもチームとしても因縁の相手といえます。 今の自分たちの持てるすべての力をもって勝ちに行き
ます。 この春シーズンの初戦を制し、 信州戦も勝ち本番の秋シーズン、 入れ替え戦まで勢いよく勝ち続けていきます。

――現在のチーム状況について
  新歓期を終え、 いよいよ春シーズンに向かおうと準備をしているところです。 南山大学
には昨シーズン入れ替え戦で負けていて悔しい思いをしています。 春シーズンではありま
すが、 秋につなげるために絶対に勝たなければいけないと思います。

――フィジカルアップの成果状況について
  第 1 フィジカル期では目標を達成できない人が多くいましたが、 今回の新歓期では 1
キロ増加という目標を多くのものが達成することができました。 とりあえず春シーズンには入
りますがフィジカルアップは常に意識していこうと思います。

――南山大学戦を前に
  上記でも述べましたが、 自分は南山大学は 2 年生の時も 3 年生の時も負けている
因縁の相手であるため、 チーム的にも個人的にも絶対に勝ちたい試合です。 入れ替え
戦で当たる可能性も高いので岐阜大学の恐怖を相手に植え付けたいと思います。
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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
  いつも応援ありがとうございます。 主務の小林芽生です。
4 月も半ばを過ぎ、頑張ってきた新歓も終わりに近づいてきました。 3 年生が中心となり、
半年近く本当によく頑張ってくれました。 おかげで今年も有望な選手 ・ スタッフが入部を
決めてくれました。 これからきっとPHANTOMSの戦力になっていってくれることと思います。
　そして、 チームは新歓期を終え、 春シーズンに向けて動き出しました。 今年は春フェス
タで 2 試合行います。 特に南山大学は昨シーズンの入れ替え戦で敗戦し 1 部昇格を
のがしました。 自分たちの力がどこまで 1 部のチームに通用するのか試すいい機会だと思
います。
　スタッフも体制を少しずつ変え、 チームの勝利のためにさらなる成長をしていきたいと思い
ます。

――フィジカルアップの成果状況について
  新歓期、 今年は南川コーチに協力していただきながら少し目標値に足りない選手の補
強メニューを行いました。 また、 1 日に摂取するカロリーの目標を決め、 毎日クリアするこ

とを目指しました。 その甲斐あって増えた子も多いのではないでしょうか。
　私としては授業が始まり、 規則正しい生活を送る人が増えたことにホッとしています。 どれだけ食べても、 どれだけトレーニン
グしてもちゃんと起きて寝なければ効果は薄いです。 今後は休養をしっかりとることも意識してもらえるようにしたいと思います。
　TR チームは今、 新入生の筋トレ指導ができるレベルまで知識などをつけようと動いています。 今後はもっと選手に近い存在
でいられる TR チームをチーフの遠藤を筆頭につくっていきたいです。

――南山大学戦を前に
  先ほども述べた通り、 南山大学は昨シーズン敗戦した因縁の相手であります。 今のチームをはかるのにはうってつけの相手
だと思います。
　こちらもしっかり準備して、 万全の体制で挑んで欲しいと思います。 スタッフも 3 部門それぞれの面からサポートし、 チームの
勝利に貢献したいと思います。 お時間ありましたら、 ぜひお越しいただき一緒に戦ってもらえると嬉しいです。
これからも熱いご声援、 よろしくお願いします︕

――現在のチーム状況について
  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。 リクルー
ト活動も終わりに近づいており、1 ヶ月後の南山戦に向けて着々と準備を進めております。
入部してくれた新入部員が練習に参加する日も近く、部員数は100人を超えてくるので、
練習の質も上がり、 更なるチームのレベルアップを図っていきたいと思います。 ご期待くだ
さい。

――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。

――南山大学戦を前に
  一昨年のシーズン最終戦、 1 部リーグ残留をかけて南山大学と戦いましたが、 惜しくも負けてしまい 2 部リーグに降格して
しまいました。 昨シーズンは、 1 部リーグ復帰を目指してシーズンに挑み、 2 部リーグで完全優勝を果たした末、 入れ替え
戦で戦った相手は、 またしても南山大学でした。
　「リベンジ」 をスローガンとして掲げて日々練習に取り組んで来た自分たちにとって、 最高のシチュエーションでした。 しかし、
試合には 0-28 と完敗、 1 部リーグ常連校の底力を見せつけられました。
　3.4 回生にとって南山大学は因縁の相手であり、 必ず今シーズン倒さなければいけない相手です。 そんな相手と春シーズ
ンで戦うことができることはとても光栄なことです。 必ず勝ちます。 ご声援よろしくお願い致します。
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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



ヘッドマネージャー

Q1 お互いの印象は︖
加藤 : 初めから体が大きかったし、 アメフト部にいそうな人って感
じの印象でした。
久世 : 身体が大きい︕︕癖の強いやつという噂は聞いていたが想
像を越えて来ましたね笑

Q2 パートでの思い出は︖
久世 : 確かにいろいろと難しい部分はありますが、 OL はすぐ横に
同じパートのメンバーがいるので、 コミュニケーションをとれてミスしそ
うな時もお互いにフォローしあったりするから思い切ってやることがで
きますね。
加藤 : 秋シーズンの前に OL 会で焼肉をたべに行ったことです。
それまでパートの先輩とゆっくり話す機会があまり得られなかったの
で、 とても楽しかったです。

Q3DB の魅力は︖
久世 :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。
加藤 : まずメンバーがすごく面白いことですね。 コンビネーションの
プレーが多く、 プレーの構造を理解するのは少し難しいですが、
そうしたプレーを実際に成功させられた時はすごく気持ちいいです。

Q4 メンバーそれぞれの持ち味は︖
加藤 : ボブさんは内に秘めた闘志が強く、 ゆうすけさんは釈迦の
ような優しさで僕たちを包んでくれます。
久世 : 若松さんはパートリーダーとして盛り上げたりアドバイスしてく
れるので頼りになりますし、 丹羽ちゃんさんは早いスタートと鋭いヒッ
トを得意としています。

加藤 : 浅野さんは口を開けばまず面白いのでパートを盛り上げて
くれるし、 武田さんは部内トップクラスの体重を生かしたパワフルな
プレイが持ち味です。
久世 : 柘植さんは高いアジリティーが持ち味で、 かつ的確なアド
バイスをくれるのですごく助かってます。

Q5 これからのビジョンは︖
久世 : 今後はチームの主戦力となって試合に出て、 活躍できる
ように努力していきたいです。 そのために、 技術の向上と筋トレ
数値のアップは必ず必要なので、 精一杯取り組んでいこうと思い
ます。
加藤 : やはり一部上位校と遜色ないフィジカルをつけることが当面
の目標です。 自分は一部上位校の OL の筋トレ数値にはまだま
だ追いついていないので、 フィジカルアップは必須です。 そして今
期一部昇格、 来期一部優勝を果たしたいです。

We are, 
Offensive Line
We are, 
Offensive Line

オフェンシブライン(Offensive Line, OL)は、スクリメ

ージ・ライン(LOS)上（ラインから1ヤード未満）にセッ

トする選手。ラインメンともいう。センター(C)、ガー

ド(G)、タックル(T)、およびエンド(E)からなる。ただ

し、エンド(TE/SE)を除き、スナップ時にセンター(C)が

ボールを持つ以外、ほとんどボールに触れることが認め

られない「無資格プレーヤー」であるため、オフェンシ

ブラインと言えばエンドを除く中央の5人（インテリア

・ラインメンと呼ぶ）を指す場合が多い。

オフェンシブライン(Offensive Line, OL)は、スクリメ

ージ・ライン(LOS)上（ラインから1ヤード未満）にセッ

トする選手。ラインメンともいう。センター(C)、ガー

ド(G)、タックル(T)、およびエンド(E)からなる。ただ

し、エンド(TE/SE)を除き、スナップ時にセンター(C)が

ボールを持つ以外、ほとんどボールに触れることが認め

られない「無資格プレーヤー」であるため、オフェンシ

ブラインと言えばエンドを除く中央の5人（インテリア

・ラインメンと呼ぶ）を指す場合が多い。
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OL座談会　＃64加藤照平×#72久世康博＠クラブハウスOL座談会　＃64加藤照平×#72久世康博＠クラブハウス



――ファンクラブ会員募集
  いつもお世話になっています。 OL コーチの金井健太郎です。
　満開の桜も新芽へと変わり、 日中の日差しが強くなって来ました。 部の活動は勧誘活
動を終え、 新体制としての練習が本格化して来ました。 今年度も選手 21 名、 スタッフ
10 名の新入生を迎えることができ、 これからの成長に期待が膨らみます。
　さて、 2013 年に発足し、 水面下で活動していたファンクラブ篝火（かがりび）を、 本
年度より本格始動する運びとなりました。 ファンクラブ本格始動にあたり、 ファンクラブ会員
特典として、
　・一新された弊部 HP での会員限定コンテンツ（ファンクラブ会報・GAME PHOTO など）
の配信
　 ・ 会員限定イベントの招待

　 ・ リーグ戦および全日本大学アメリカンフットボール選手権大会のチケットの斡旋
　 ・ 会員限定イベントへの招待
など、ご満足いただける内容だと思います。 年会費も社会人（チケット 2 枚付き）3000 円、学生（高校生以上）1000 円、
中学生以下無料と大変リーズナブルな価格設定です。 ファンクラブ入会は、 新 HP 登録フォームより可能です。 皆様のご入
会をお待ちしています。

――ホームページリニューアル報告
  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 3 年 MG の酒井です。
  この度、 ホームページをリニューアルいたしました。 Gdesign さんにリニューアルを依頼し、
様々なコンテンツを増やしていただきました。 試合予定や試合結果、 フォトギャラリー、 ブ
ログ等、 いつも応援してくださっている保護者の方々に楽しんでいただける内容になっており
ます。
  ぜひ一度サイトに目を通していただけると嬉しいです。 そして、 ホームページリニューアルに
伴い、 ファンクラブを設立する予定です。 細かいことが決まり次第、 また保護者の皆様に
も連絡させていただきますで、 楽しみにお待ちください。

―― 『HUF 講習会』 参加報告
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。
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https://gifu-phantoms.com/

金井 健太郎      
(15 年度卒）

OL コーチ

酒井 栞里      
(3 回生）

#626 MG/ 広報部長



――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ています、 3
回生 AS の家城と申します。

3 月の終わりから始まった新歓ですが、 これまで
に大きなイベントは 11 回行い、 新入生との繋
がりを多く持つこと、 phantoms を知ってもらうこ
とに尽力しました。
初めはなかなか思うように新歓を進めることができ
ず、 他部の新入生入部の情報を聞く度に焦り
を隠せずにいましたが、 徐々に phantoms に
興味を持ち、 「この部でアメフトを始めてみたい。」

という新入生が現時点で 20 名以上入部を決めてくれました。

3 月の終わりから始まった新歓ももうすぐ終わりを迎えようとしています。
最後まで気を抜かず、 一人でも多くの新入生に phantoms の魅力を伝え、 入部
してもらえるように頑張りたいと思います。

――スタッフ活動報告（TR)
  いつもお世話になっております。 3 回生 TR の
渡邉です。
　今は新歓期なので、 たくさんの新入部員を迎
える為に様々なイベントを部員全員で行なってい
ます。 先日のウェルカムボウルではたくさんのスタッ
フが入部してくれたので、 新しく TR の一員になっ
てくれる新 1 年生に TR の基礎的な知識を教え
られるよう、 上回みんなで栄養や筋トレについて
勉強をしています。
　個人的には栄養とスポーツに関する授業も受
講しています。 今の時期はグラウンド練習の頻
度は少ないのですが、 新歓期が終わった後に

TR 全員が選手の怪我予防、 フィジカルアップに貢献できるように、 今後とも頑張っ
ていきます︕

――スタッフ活動報告（AS)
 初めまして。 2 回生 AS の水野です。 新歓期には沢山の子がイベントに参加してくれて
選手だけでなく、 スタッフも沢山の子が入部してくれました。 今後は上回生になったと言う
意識を持ち、 前年度に先輩の方々から教えても
らった知識や、 学んだことを入ったくれた新入部員
にしっかりと伝えられるようにより一層学びを深めて
いきたいと思っています。
　AS としては、 play をもっと理解し、 相手校の
分析を行い、 選手たちを戦術の面でしっかりと支
えられるように選手よりも知識をつけていく必要があ
ります。
　グランド練習が少ない今の時期に選手たちが 1
回 1 回の練習をより濃いものにできるようにサポー
トしていきます。

-7-

＃521 AS/ 学連　家城 薫
(3 回生）

＃225　TR　渡邉桃子
(3 回生）

＃666　AS　水野宇凱
(2 回生）



――近況報告
　いつも応援ありがとうございます。 4 回生になりま
した WR の鈴木です。
　4 月 7 日に岐阜大学の入学式があり、 今年も
多くの新入生が入学しました。 そんな中ファントム
ズでは新歓を行い、 大学生活が楽しみな人、 逆
に不安な人、 何をしようか悩んでいる人、 いろん
な新入生と出会いました。
　新歓に来てくれた新入生にはイベントを楽しんで
もらいながらも、アメフトの魅力をしっかりと伝え、「ア
メフトかっこいいな、 やってみたいな」 と思ってくれた
子が入部を決めてくれました。

　入部した新入生が 7 月にある新人戦で親御さんにかっこいい姿を見せれるようにしっか
り指導していきます。
　新歓も終わり、 新生ファントムズのメンバーが揃いました。 今年こそ一部昇格をできるようファントムズ全員 「ALL FOR 
WIN」 を胸に全力で頑張りますので、 今後とも応援よろしくお願いします。

――近況報告
  いつも応援ありがとうございます。 3 回生になりま
す DL の佐合です。
　4 月にたくさんの新入生が岐阜大学に入学し、
僕たち PHANTOMS も新歓を行いました。 今年
も多くの新入生が新歓に来てくれて、 そのなかで
入部を決めてくれる新入生も出てきました。
　入部してくれた新入生を含めた PHANTOMS
全員が一丸となって一部昇格、 来年に一部優
勝できるように練習していきます。 これからも応援
よろしくお願いします。

――近況報告
　はじめまして、 こんにちは。 Phantoms に入部して 1 年がたちました。
　2 回生 DB の田中巧です。 今年から先輩として自覚を持って日々精進していこうと思
います。 今後ともよろしくお願いします。
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 ＃77　DL　佐合 凌太
(3 回生）

 ＃46　DB　田中　巧
(2 回生）

 ＃86　WR　鈴木 武斗
(4 回生）
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掲 載 記 事

■今後のマスコミ等出演・掲載予定
　【ラジオ】FMわっち　わっち アフタヌーンアワー　『タウンガイドLIVE』コーナー
　　　　　パーソナリティー：浅井彰子
　　放送日時：平成30年5月14日(月) 13:35～13:50頃  　出演者：調整中

平成30(2018)年4月19日 岐阜新聞28面
平成30(2018)年4月15日 中日新聞教育面

大学関連記事



2018アメリカンフットボールフェスタ全日程

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5月5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。



岐阜大学アメリカンフットボール部 

部員ご父兄の皆様へ 

 

 2018年度父母会総会（説明会含む）・懇親会のご案内 

 

 

 

 

記 

 
 

1.日時  平成 30 年 7 月８日（日） 
2.場所 岐阜大学キャンパス内 （〒501-1193 岐阜市柳戸1-1） ■父母会総会・説明会・懇親会：学外・クラブハウス   

■新人戦：学内・柳戸ラグビー場 

3.ご来場方法 

  ①公共交通機関をご利用の場合は、JR 又は名鉄岐阜駅より岐阜大学・岐阜大学病院行きのバスにご乗車頂き、 

柳戸橋下車、徒歩3 分。 

  ②自家用車にてご来場の場合は、大学正門通過、すぐ左折して守衛ゲートを通過し、北方に向います。 

    ※ゲート通過の際に、臨時入構許可証が必要となりますので、 お申込み時に必要な旨をご連絡願います。 

4.スケジュール （予定）

 ・11:45～13:00 父母会説明会（11:30 受付開始）   ・14:00～16:15 新人戦ご観戦  （対愛知大学戦） 

    ・17:00～18:30 父母会懇親会（16:30 受付開始）   

5.内容 

 ①父母会総会・説明会 
・今年度選手会幹部のメンバー紹介、吉見主将・榎谷ヘッドマネージャー・小林主務ご挨拶 

・長谷川監督より弊部の概要説明 （目的、歴史、目標、年間計画、組織、練習・合宿、安全管理、財務、 

地域貢献等について）  ・父母会総会（代表世話人の決定等）・ご父兄の皆様方から具体的な質疑 

 ②新人戦 

・東海学生リーグ所属の愛知大学と試合を行います。 

・今年入部の 1 年生主体の練習試合ですが、一部の上回生についても試合出場を予定しています。 

 ③父母会懇親会 
   ・部員が常日頃利用しているクラブハウスにて、部員紹介、スタッフ紹介、保護者紹介、懇親会を実施 

   ・軽食とノンアルコールドリンクを御用意致します。 

・参加費として、3,000 円程度／人（人数確定後、当日ご案内させて頂きます） 

 6.お申込み方法 

    以下まで FAX 又はメールにて、①氏名 ②部員名 ③参加予定人数 ④臨時駐車許可証必要有無 ⑤その他 

    をご明記の上、恐縮ですが、6月15日（金）19時迄 にお申込み願います。（既に送付済の方は再送不要です。） 

〒501-1132 岐阜市折立野寄315-3 牧野機工ビル2F北 岐阜大学アメリカンフットボール部クラブハウス 

 
担当：小林  TEL/FAX 058-214-9679 E-mail:phantomsjp@yahoo.co.jp

ラグビー場

駐車場
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GIFU UNIVERSITY
AMERICAN FOOTBALL TEAM
OFFICIAL YEARBOOK vol.18

協賛広告のご提案
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素より岐阜大学アメリカンフットボール部ファントムズの活動につきまして、格別のご理解とご高配賜り、心より厚く御礼申し上
げます。
さて、弊部では今年で発刊20 年目を迎えます公式イヤーブックを年１回７月末に発行しております。
この主たる目的は、岐阜大学を中心とする地域の方々に少しでもアメリカンフットボール（小中学生向けフラッグフットボールを
含む）というスポーツを理解して頂き、このスポーツを地域に広く流布するとともに、数多くの新入部員を獲得し、部の存続を維
持する事でございます。その中で毎年ご協賛頂いております企業の方々からも大変ご好評頂いております。
弊部は1982 年の創部以来、今シーズンで36 年目の東海学生アメリカンフットボール秋期リーグ戦を迎えます。スポーツ推薦
制度を有する強豪がひしめく中、弊部は過去6 シーズンを1 部リーグで闘うとともに、今年度には一部復帰を、さらに来年度以
降には一部優勝に向けての闘いとなります。
しかしながら、イヤーブックの発刊に係る費用は全て各方面の皆様よりのご助力、ご支援を頂き準備を進めておりますが、未だ
資金が充分とは言えない非常に厳しい状況でございます。情勢厳しい折ではございますが、例年同様発行するために毎年の
お願いにて恐縮でございますが、何卒、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

敬具
2018 年5 月5 日

岐阜大学アメリカンフットボール部　主将　吉見良太



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


