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監督挨拶（南山大学戦を終えて）
　APS をご覧の皆様、 いつも厚いご支援誠にありがとうございます。
PHANTOMS 監督の長谷川です。 今回は、 先日行われました
南山大学戦について振り返ります。
　南山大学戦は、 今年の PHANTOMS の公式戦初戦でもあり
ましたので、 勝利をめざすのはもちろんですが、 新チーム発足から
取り組んできたフィジカルアップや、 各セクションのシステムを試す重
要な位置づけでもありましたので、 短い時間でしたができる限りの
準備をして臨みました。 中でも、 特に意識をしたのは、 試合開
始から自分たちの力をしっかりと発揮することです。
　昨年のリーグ戦でもあった光景ですが、 試合中盤に慣れてきたこ
ろに、 良いプレーが続いて流れが生まれたときには得点まで繋げら
れるものの、 試合の序盤に拮抗しているときに自分たちで流れを引
き寄せることがなかなかできませんでした。 ですので、 今回の試合
ではファーストプレーから流れを掴んで、 第 1Q から得点を挙げるこ
とを一つの目標としました。
　結果としては、 織田の FG を皮切りに目標通り第 1Q に 12 点
を獲得し、 28-7 で勝利することができ、 春ではありますが昨年の

入替戦で涙を飲んだ南山大学にリベンジを果たすことができました。 ただ、 もちろんこの試合の勝利がチームとしての目標では
ありませんし、 まだまだ課題も多くありますので、 次戦の信州大学戦に向けて改めて各セクションの目標設定を行い、 一つず
つレベルアップをしていきたいと思います。
　6/3（日）も三重県での開催となり遠方にはなりますが、 是非足を運んでいただきスタンドからパワーを送っていただけますと
幸いです。 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

◇◇2018.05.19 フットボールフェスタ 2018　対南山大学戦公式記録◇◇

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
  4 月の新歓期も終わり、 新入生を迎え入れ、 アメフト部は約 100 人の団体とな
りました。 活気のある子たちがたくさん入ってくれたのを嬉しく思うのと同時に、 上回
生はさらに先輩の自覚を持ち、 行動で示す事が必要になります。
　春シーズンも始まったので、 3.4 回生を中心に一部リーグを意識して練習に取り
組んでいきたいと思います。

――南山大学戦を終えて
  まず、 南山に勝てたことを素直に喜びたいと思います。 しかし、 去年の春シーズン
も名古屋大学に快勝しましたが、 入れ替え戦で結果を残す事ができませんでした。
　勝利したという事実だけに満足せず、 試合を通じてどこが良かったのか、 どこを修

正していかなければならないのか、 というところをしっかり見つめ、 今から入れ替え戦に向けて準備していきたいと思
います。

――信州大学戦を前に
  南山戦で、 冬からやって来たことを各セクション、 各個人で試せたと思います。 そこで出た課題を明確化し、 次
の信州戦で試せるかでチームとしても、 個人としても成長度合いが違ってくると思います。
　信州大学までの残り約 2 週間、 課題意識を持って練習に取り組んでいきたいと思います。 そして、 信州戦もか
ならず勝ちに行きます。

――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。

――南山大学戦を終えて
  私が 2 年生の時惜敗した悔しさ、 3 年生の時の入れ替え戦での悔しさを晴らすことができた試合となりました。
強風のため風上のチームが有利かと感じられましたが、 南山チームが風上であってもディフェンスチームが守りきり、
インターセプトをするなど勇姿を見ることができたと、 AS ディフェンスプレーサポーターとして言えます。
　TR は選手への試合前後のサポートを迅速に行い、 試合中に体調の悪くなった選手にもケアを行いました。 そし
てMGは受け付けでphantomsの顔として観戦に来てくださった保護者の方、OB・OGの方の受け付けをしました。
　また、 Twitter でご都合によって現地に来られなかった方々に速報で試合の状況をお知らせするなどの責任の重
い業務を行い、 このように各セクションで様々に活動ました。

――信州大学戦を前に
  信州大学戦に向けて、 スタッフチームは各セクションの専門性を深めてさらに取り組んでいきます。 南山戦での運
営面の反省をし、 改善点を見つけて各セクションで取り組んでいきたいと考えています。
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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。 ４回生オフェンスリーダーの市野です。
　5 月から新入生も本格的に練習に加わり、 より一層活気のあるいい練習ができていま
す。また、いよいよ春シーズンも始まりこの冬から作り上げてきたオフェンスで通用する部分、
今後の課題を見つけていきたいです。

――南山大学戦を終えて
  チームとして南山戦を勝利し、 去年、 一昨年のリベンジを果たせたことは素直に嬉しい
です。 オフェンスとしては後半にドライブして点を取れなかったこと、 まだ僕たちの弱いところ
であると実感しました。
　ここから秋シーズンに向けて、 スタートフィニッシュを常に練習から意識させ続け、 付け
入る隙のないオフェンスを作っていきたいと思います。

――信州大学戦を前に
  信州大学は同じ二部リーグでは絶対に負けられない相手なので、 秋シーズンの本番だと思って絶対に勝ちます︕
応援宜しくお願い致します。

――現在のチーム状況について
  チームは春シーズン期に入り、 試合に向けての準備が多くなってきました。 このチームに
なってから半年が立ち、 時が過ぎる早さを切実に感じています。 新入生も練習に加わり
更に人数が増えたことにより、 より活気に溢れています。 また人数が多い分総勢 100
人近いメンバーが同じ方向を向いて練習、 活動する事が非常に大切になります。 ディフェ
ンスリーダー、 副将としてチームを導いて行けるよう精進します。

――南山大学戦を終えて
  ２年連続で敗退していた南山大学に勝利する事ができたのは素直に嬉しいです。 しか
し、 ここで満足しているものやこのままでいいと思っている人は今のチームにはいません。
今期一部昇格来期一部優勝という目標を常に頭において更なるレベルアップをしていきま
す。

――信州大学戦を前に
  今秋必ず対戦する相手であり、 もちろん勝たなければいけない相手です。 また春シーズン最後の試合になるため今までやっ
て来たことを全て発揮し、 今後の課題を明確にしなければいけない試合です。 南山戦怪我等で出場できない選手もいたた
めそういった選手も加えてチーム内で切磋琢磨し、 抜け出した選手を起用して行きます。 最高学年であろうと実力がなけれ
ば試合には出れません、 常日頃の練習から緊張感をもち試合に望んでいきます。

――現在のチーム状況について
  南山戦を終えて、 次に来る信州戦に向けて準備をしています。 秋シーズン同様 2 週
間間隔で試合を行うので、 しっかりと秋シーズンのイメージを持って取り組めます。
　今シーズン一部昇格するためには、 全試合勝たなければならないので、 信州戦もしっ
かりと勝ちたいと思います。 また、 チームには新入生の加入により、 より一層活気のある
状態になりました。 期待のできる選手が多いので、 秋シーズンが楽しみです。

――南山大学戦を終えて
  南山戦はしっかりと自分たちの流れで勝てることができました。 秋シーズンの南山はまた、
今回と別のものになるとは思いますが、 春の目標であった南山にひとまず勝利できてよかっ
たです。 ここで、 油断はせず、 さらにチーム全体ひとまわりふたまわり成長して、 秋シー
ズンを迎えたいと思います。

――信州大学戦を前に
  信州は今シーズン戦う相手なので、 確実に勝利したいです。 また、 一昨年入れ替え戦で負けた因縁もそこで果たしたいと
思います。 早い段階で点差をつけて、 多くの選手を起用させたいです。
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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。 主務の小林です。
　新歓シーズンを終え、 ついに春シーズンが始まりました。 私にとっては最後の春シーズン
です。 2 戦しかありませんが、 1 試合 1 試合を大切にしたいと思います。
　また、 冬の間にやって来たことを試せるチャンスでもあります。 自分たちの力がどれほど
通用するか、 どんな課題があるのかを見つけ、 また秋に向けて練習に励みたいです。

――南山大学戦を終えて
  岐阜から遠い会場だったのにも関わらずたくさんの方に応援していただき、 本当に嬉し
かったです。 ありがとうございました。
　南山は昨年、 一昨年と悔しい思いをさせられてきた相手でもあります。 そのリベンジの
意味も込めて臨んだ 1 戦です。 無事勝利をおさめることができました。 課題も多く残る
試合ですが、 まず嬉しいという気持ちが 1 番大きいです。

　素直に喜びたいと思います。 ここで驕ることなく、 今年こそ 1 部昇格を達成できるよう頑張ります。

――信州大学戦を前に
  最後の春フェスタの試合です。 そして、 信州大学は同じ 2 部 A リーグに所属しています。
　そのため秋シーズンにも戦うので、 現在のチームの力をぶつけて勝利し、 さらなる自信に繋がる一戦にしたいと思います。
　そのために、 スタッフも各部門様々な面から、 サポートしていけるよう私たちも努力していきたいと思います。 これからも温か
いご声援よろしくお願いいたします。

――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。 リクルートリーダーを務めさせていただいております、 伊
藤大智です。 30 人を超える新入生も、 既にファントムズの一員として馴染んでおり、
総勢 100 人を超える団体として活動しております。
　WB、 OB 戦を終えて、 春フェスタを迎えていますが、 たた試合に勝つことだけでは、
良いチームとは言えません。 これだけの人数で行動することになりますので、 簡単なことで
はありませんが、 日頃の私生活、 学校での態度等、 地域の方々に愛されるようなチー
ムを目指していきたいと思います。 今後とも、 ご声援よろしくお願い致します。

――南山大学戦を終えて
  5/19( 土 ) に南山戦があり、 見事勝利することができました。 一昨年、 昨年と、 大
事な試合で敗戦を喫していた相手でしたので、 勝利した時の嬉しさは通常の数倍あり、
この勝利を過信ではなく、 自信に変えていきたいと思います。

　ODK ともに、 準備してきたことを発揮することができた場面が多々見られましたが、 まだまだ課題はたくさんあります。 アメフ
トは準備あってのスポーツです。 準備力を大切にし、今回の試合出た課題を1つでも多く潰して、事前に挑みたいと思います。

――信州大学戦を前に
  上記で少し話題に出ましたように、6/3(日)に春シーズン2戦目の信州戦があります。信州大学さんは、今シーズン同じリー
グで戦う相手でもありますし、 リーグ優勝を決める試合になることが想定されます。
　お互い置かれている立場に似たものがあり、 当然 1 部定着を目指しているチームですが、 リーグ優勝、 1 部昇格を譲る気
はありません。 本戦も、 秋シーズン本番のつもりで勝負しに行きます。 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︖
坂上 : 初自分の意思を貫き通すことができ、 陽気で、 2 兆個
の一発ギャグを持つファントムズのムードメーカーです。

結城 : 何事にもまっすぐで、 こんなに気持ちのよい男には出会っ
たことがなく、 元気がいっぱいです。

Q2 パートでの思い出は︖
結城 : 新人戦の愛大戦ではひこにゃんと 2 人回しで出場し、 一
緒に戦いました。 その日の戦いは 2 人の絆を存分に出し切ったい
い試合でしたね。

坂上 : そうですね。 あの日は僕たちにとって初めてスタメンとして出
場する試合でしたね。 アメフトの楽しさを改めて感じ、 これからの
決意を固めるきっかけとなりました。

Q3RB の魅力は︖
結城 ・ 坂上 : ランを中心に、 パスキャッチやランブロック、 パスプ
ロテクションにも参加し、 多彩な技術を必要とするポジションであ
り、 パート間で励まし合いそれぞれの持ち味を活かしたプレーが
RB の魅力です。

Q4 メンバーそれぞれの持ち味は︖
坂上 ・ 結城 :
　【吉見さん】 フィジカル、 タフネス、 キャプテンシー
　【いつきさん】 スピード、 エンターテイメント性、 冷静沈着
　【かずきさん】 パワー、 優しさ、 愛嬌

Q5 これからのビジョンは︖
結城 :今は先輩方に引っ張ってもらっているが、今後は自分がチー
ムの主力となり大活躍できるようになるため、 日々の練習、 トレー
ニングの質を高めていきたいです。

坂上 : フィジカル、 アメフト IQ を強化し、 持ち味である思い切り
の良さを活かし、 当たり負けない RB になって活躍したいです。

We are, 
Running back
We are, 
Running back
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ランニングバック(Running back, RB)は、クォーターバ

ックからハンドオフされたボールを持って走るのが主な

役割である。ランプレイにおける中心選手。パスプレイ

においては、パスのターゲットとなったり、ラインと一

緒にクォーターバックを守ることもある。

ランニングバック(Running back, RB)は、クォーターバ

ックからハンドオフされたボールを持って走るのが主な

役割である。ランプレイにおける中心選手。パスプレイ

においては、パスのターゲットとなったり、ラインと一

緒にクォーターバックを守ることもある。

RB座談会　＃28坂上 貴彦×#32結城 慶法＠四日市中央緑地RB座談会　＃28坂上 貴彦×#32結城 慶法＠四日市中央緑地



――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。

現在は選手、 スタッフ合わせて 30 名
を超える新入生が本格的に練習に参
加し、 phantoms の一員としての第
一歩を踏み出しました。
7 月には新人戦を控えておりますので、
一回生の成長をご期待ください。

  まだまだ私たちは共に戦う選手、 ス
タッフを募集しています。 最後まで気を引き締めてリクルート活動も頑張りま
すので、 暖かいご声援をよろしくお願いします。

――スタッフ活動報告（AS)
　いつもお世話になっております。 2 回生 AS の三浦
です。 先日行われた南山戦は 28-7 で勝利すること
ができました。 思い入れのある相手だけに勝つことがで
きて本当によかったと思います︕
　また、 入部して 1 年が経ち、 一年前より
知識は増えたと思います。 が、 まだまだもっと
上を目指して行くべきだと思うので、 初心を忘
れず、 先輩方の背中を追い、 よりたくさんの
知識を身につけ少しでもチームの勝利に貢献
できるように頑張っていきたいとと思います。

――スタッフ活動報告（MG)
　お世話になっております。 MG2 回生の讃井希里莉です。
　Phantoms に入って 1 年が経ちました。 スタッフや MG の仕事にも慣れ、 最近は新
入生に仕事を教えることも多くなりました。
　各セクションで新しいことに取り組んでいるように、 MG でも仕事の幅を広げたり、 今ま
でのやり方を変えてみたり、 様々
なことに挑戦しています。 3 つのセ
クションの中で最も少ない 4 人とい
う人数で、 各自が自分の役割を
果たすことは大変ではあるけれど、
責任をもって取り組んでいるし、 と
ても充実しています。
　これから一部昇格、 一部残留

していくチームにふさわしいスタッフチームの礎を先輩方と築いていけたら
と思います。
今後ともよろしくお願いします︕
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＃521 AS/ 学連　家城 薫
(3 回生）

＃515　AS　三浦 涼音
(2 回生）

＃353　MG  讃井希里莉
(2 回生）



2018アメリカンフットボールフェスタ全日程

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

○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
　いつもお世話になっております。 スタッフ三回
生の近藤 李美です。
　新歓期も終わり、 新入生が入部しファントム
ズは現在 100 人ほどの大規模の団体となりま
した。 とても嬉しい気持ちでいっぱいです︕
　来年も多くの新入生が入って部の存続を維
持していきたいです。 そのためにも、 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うこと
が大切です。 　
　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頑張っています。
　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︕

――イヤーブック協賛のお願い
  いつも大変お世話になっております。 三回生
OL の青木です。
　今年もイヤーブック発行に向けて動き出してい
ます。 イヤーブックは企業の方や保護者の方の
多くのご協力があり発行できています。
　より良いイヤーブック発行のためにイヤーブックの
協賛をしていただけたら嬉しいです。 是非よろし
くお願いします。

――――イヤーブック協賛のお願い
　お世話になっております。 スタッフ二回生の本田茜です。
　たくさんの新入生が入部し、 ファントムズの大きな戦力になることが期待されます。 これから
もファントムズは上を目指し、 日々活動していきます。 そのためにも、 地域の方々にアメリカ
ンフットボールや、 ファントムズのことを知って
もらい応援していただきたいと考えています。
　そのために、 我が部では、 ファントムやア
メリカンフットボールのことを紹介したイヤー
ブックという冊子を作って、 地域の方々や
新入生に配布しています。
　また、 イヤーブック作成にあたり、 岐阜
大学周辺の企業の方や、 保護者の方々

からの協賛をしていただいています。 昨年も、 たくさん協賛していただいたこ
とで、 素晴らしいイヤーブックを作成することができました。
　今年も、 イヤーブックを作成する予定なので、 ぜひ協賛をお願いしたいで
す。 ご検討よろしくお願いします。
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 ＃705　会計 /MG　近藤 李美
(3 回生）

 ＃74　OL　青木 友佑
(3 回生）

 ＃101　TR　本多　茜
(2 回生）



――地域貢献の取組
　お世話になっております。 HMG の榎谷悠香子で
す。
　小学校での挨拶運動を新入生を交えて 6 月の中
旬に行う予定です。2月の第一回挨拶運動ではかっ
こいい防具やヘルメットを被った選手たちが児童や教
員の方々に好評で、 日頃お世話になっている地域
の方々に貢献できたと思います。

　第二回の挨拶運動ではさらに活発に行いたいと思い、 前回よりも多くの部員を動員して行う予
定です。
　また、 献血を 7月のテスト週間中に行う予定です。

――営業活動報告
　お疲れ様です。 営業担当の遠藤です。
　現在 8 月に発行するイヤーブックの広告の営業を行っ
ています。 岐阜周辺の病院や飲食店などに伺い、 新
規の協賛先を増やしていく予定です。
　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
　お世話になっております。 3回生スタッフの酒井です。
　現在、 HP ではブログや試合予定、 試合結果等を掲載させていただいております︕ブ
ログでは、 普段の練習風景等を載せて行きたいと思っておりますので、 ぜひご閲覧くださ
い。 試合結果ページでは、 試合内容、 試合写真など掲載致しますので、 こちらもあ
わせてご閲覧いただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。

――ラジオ出演報告
　5 月 14 日の月曜に
FM わっちさんのアフタヌー
ンアワーにゲストとして呼ん
でいただきました︕

　南山戦についての宣伝と、 アメフト部について色々喋らせて
いただきました。 あっという間でしたが、 聞いていただいた方々
からたくさん好評頂けたのでよかったです。 パーソナリティの浅井
さんはたくさんわたしたちのことを聞いてくださって、 アメフトにも興
味を持っていただけたようなので、 また出演させていただけること
になりました︕次回は7月2日月曜日の13:30ごろからです。
　インターネットで FM わっちと検索すると HP がでてきますので、
そこからお聞きいただけます。 お時間のある方ははぜひお聞きく
ださい︕よろしくお願いします。
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 ＃414　TR　遠藤 睦子
(3 回生）

 ＃626　広報 /MG　酒井栞里
(3 回生）



――近況報告
いつもお世話になっております。 4 回生 DB
の久野です。
さて、 4 月の新入生の勧誘期も終わり、 今
年もたくさんの新入生が入部してくれました。
ポテンシャルの高そうな人も多く、 今後が楽し
みです。
今私たちは春シーズンに向けて練習に励んで
います。 春フェスタ初戦の南山大学との試合
ですが、 昨年と一昨年の秋に戦って 2 戦とも
負けています。 第二戦の信州大学も、 一昨
年の秋の入替戦で負けて岐阜大学は 2 部に
降格してしまっています。 そのため、 いつもよ

り一層チームとしてのやる気は満ち溢れていると思っています。 この 2 戦とも勝って、
秋シーズンに勢いをつけられるよう精進して参ります。 応援のほどよろしくお願い致し
ます。

――近況報告
　いつもお世話になっております。 3回生DL の林佑磨です。
　僕はシーズンに向けて今主に体の筋
力アップや技術の向上を目指して頑
張っています。
今の練習は夏やシーズン中の練習に向
けて大事な期間なので 1 日１日を大
切にしたいと思います。
また日々の筋トレも限界を超えて頑張っ
ていきたいと思います。
　今後とも応援のほどよろしくお願いしま
す。

――近況報告
　いつもお世話になっております。 新二回生
WR の安藤です。
　さ て、 た く さ ん の 新 入 部員 が 入 り、
phantoms は一層活気が増してきました。
春シーズンでは昨年惜しくも負けてしまった南
山大学にリベンジを果たすことができ、 良い
スタートを切れています。
　次の信州大学戦では前回の試合よりも
phantoms らしさが溢れるような試合にして
いきたいです。 そのためにも短い練習を質の
高いものにできるように日々練習に取り組ん
でいます。

　お互いに高め合うことを意識して練習を行うことで、 日々向上が見られる練習を
することができています。 こういった練習ができる環境に感謝しながらこれからもご支
援のほどよろしくお願いします。
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 ＃14　DB　久野 真司
(4 回生）

 ＃60   DL　林  佑磨
(3 回生）

 ＃89　WR　安藤 将暉
(2 回生）



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7日（土）※前回より変更 
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


