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監督挨拶（入れ替え戦を前に）
　APS をご覧の皆様、 いつも温かいご支援ご声援、 誠にありがとうござ
います。 PHANTOMS監督の長谷川です。
　まずは改めてご報告となりますが、 11/4（日）に行われた善光寺ボ
ウルにて、 信州大学に 10-0 で勝利することができ、 今シーズンの目
標の一つである二部優勝を果たすことができました。 これもひとえに、
皆様の支えがあって、 オール PHANTOMS だからこそ達成できたことと
考えております。 遠方まで駆けつけてくださった方はもちろん、 遠くから
声援を届けてくださった皆様に、 改めて深く御礼申し上げます。

　さて、 いよいよこのチームの最終目標である入替戦を残すのみとなりま
した。 相手はここ数年、 鍵となる試合で負けている南山大学です。
　今年の南山大学は、 スカウティングの上ではキーとなるプレイヤーが例
年より少なく、 春シーズンでも 28-7 で危なげなく勝利しており、 近年
の中では最もチーム力が落ちている時期だと想定しておりますが、 これま
での戦績を振り返ると、 秋シーズンには、 特に大事な試合にはしっかり
と準備し整えてくるチームですので、 全く油断はできないと考えています。

　しかしながら、 我々も昨年までとは違います。 今年はご存知の通りチーム発足時から入替戦勝利とその先の一部での優勝という高
い目標を掲げて取り組んでまいりましたので、 南山大学についてはこれまで以上に準備をしています。 また、 先日の二部優勝決定
戦の信州大学戦は、 幸いにも善光寺ボウルという晴れの舞台をいただきましたので、 この機会を入替戦と同じ位置づけにとらえ、 大
舞台に臨むための過ごし方や心構えもチームとして整理しました。 実際の信州戦も厳しい展開でしたが、 しっかり勝ち切れたことは、
取り組んできたことの成果として自信にもつながったと思っています。

　今年 PHANTOMS の目標である、 “ 二部優勝、 一部昇格 ” の達成まで、 あと一つ、 入替戦の勝利のみとなりました。 最後の
この試合に、 今年一年取り組んできたことを全て出し切り、 選手、 スタッフ、 コーチ一丸となって必ずや勝利をつかみ取ります。
　最後のお願いとなりますが、 保護者の皆様にも是非四日市ドームに足を運んでいただき、 熱いご声援という後押しで入替戦を一
緒に戦っていただきたいと思います。 遠方にはなりますが、 グラウンドで一緒に勝利を喜べることを楽しみに、 残りの時間最後まで精
進いたします。 オール PHANTOMS で一部昇格を果たしましょう。 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
　信州大学をプレ入れ替え戦として準備し、 良い雰囲気で信州戦に臨むことができました。
1 ヶ月空けての試合になりましたが、 入れ替え戦に向けてチームがまとまってきたと感じます。
　しかし、 結果だけを見れば、 ここまでは去年と全く同じであり、 入れ替え戦に勝利しなけ
れば、 今年の目標は達成されません。 入れ替え戦まで練習できるのは残り 2 週間弱と少
ないですが、 ここでチーム一丸となって必ず勝利を果たし、 一部昇格します。

――秋季リーグ戦を終えて
  最終節の信州戦を勝利で収めれたことをまず素直に喜びたいと思います。 しかし、 内容
は今までの試合で 1 番良くないものでした。 相手が 2 部で 1 番強かった以上に、 自分た
ちが浮き足立っていつも通りのプレーができないことが多かった印象です。
　入れ替え戦前に緊張感のある試合をできたことをプラスに捉え、 残り 2 週間弱、 南山を
倒せるように準備していきます。

――入れ替え戦を前に
 入れ替え戦は僕が 1 年生の頃からファントムズは出場し続けており、 1 年生の時は 1 部昇格を果たし、 喜んだのを覚えて
いますが、 ここ 2 年は入れ替え戦で負けて悔しい思いをしてきました。 今年の入れ替え戦の相手は、 去年、 一昨年の雪
辱の相手である南山大学です。
　チームには、 この日のために練習してきたと言い聞かせています。 夏から準備して来たことを入れ替え戦で出し切り、 必ず
1 部昇格を果たしたいと思います。 4 年生一同、 意地を見せ、 最後までチームを牽引していきます。
　最後になりましたが、 ここまで来れたのも、 指導して下さった監督はじめ、 コーチの方々、 サポートしてくれた保護者の皆様
の力があったからこそだと感じています。
　今年こそ、 「勝利」 で恩返ししたいと思います。 最後までご指導、 ご声援のほど宜しくお願い致します。
ALL FOR WIN.

――現在のチーム状況について
  お世話になっております。 ヘッドマネージャーの榎谷です。 スタッフチームは各セクション、
春から準備してきたものを発揮してシーズンに臨んでいます。
　AS( アナライジング ) はシーズンに入り、 選手が相手チームの分析になくてはならないスカ
ウティングも精度を上げています。 さらにスカウティングビデオを扱う Hudl システムを今まで以
上に駆使して、 相手チームの分析やデータの管理を行っています。
　TR( トレーナー ) はリカバリーと栄養に分かれて活動しています。 南川 SC とともにシーズン
中の身体の作り方や試合前の食事についての知識を選手に展開し、 日々の食事や体重
の管理を行っています。 身体を大きくする目標がある選手にはマンツーマンで食事管理も行
い、 選手たちのフィジカルを養っています。
　MG( マネージャー ) は集客率向上のためのアイディアを出したグッズ作成や部費の管理に
当たっています。 phantoms を少しでも身近に感じていただけるよう、 キーホルダー等を新

たに作成したり、 かわいいアイテムを考案しています。
　また、 シーズン中では大型バスを利用したりホテルの宿泊、 連盟登録費等の大きなお金が動きますが、 会計を筆頭にこれ
らのお金もきっちりと管理しています。

――秋季リーグ戦を終えて
  スタッフチームのチーフ 3 人がよくセクションを引っ張ってくれました。 私の気がつかないことを教えてくれたりと、 何度も助けられ
ました。 そして 35 名が全員ひとりひとり役割を持って効率的に動けました。 これは春からの目標でした。 秋季リーグ戦全勝と
いうのはスタッフチームの力もあったと思っています。
　この秋季リーグの一戦一戦がスタッフチームにとって成長の糧であったと感じ、 来年に繋げていけるとを確信しています。

――入れ替え戦を前に
  南山戦まであと 2 週間もありませんが、 スタッフチームのスローガン 「礎」 のもとに、 部の勝利の貢献のために各セクション、
全力でサポートします。今年一年は新しいことをたくさん始めた年でした。これらを最大限に活かしていくのが南山戦であると思っ
ています。 スタッフチームがあるからこその勝利になるように、 残りわずかな練習を大切に過ごしていきます。
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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
  いよいよ入れ替え戦まで 1 週間に迫り、 緊張感を持って練習に取り組めており、 チー
ムの士気も高まっています。

――秋季リーグ戦を終えて
  無事リーグ戦全勝で入れ替え戦にのぞむことができます。
入れ替え戦まで最大限の準備をして臨みたいと思います。

――入れ替え戦を前に
  私たちの代は、 3 年連続で南山大学には悔しい思いをさせられています。 来年一部
で戦うため、 今年のチームの集大成を見せるため、 必ずや南山大学に勝って一部昇格
を果たします。
　そして、 最後は今まで支えてくださったサポーター、 コーチ、 スタッフの方々、 そして今
年の最高のチームみんなで笑顔で締めくくれる最高の試合にしたいと思います︕

応援よろしくお願いします︕

――現在のチーム状況について
  お世話になっております。 ディフェンスリーダーの岩島です。 今シーズンもあと 1 試合を
残すのみとなりチーム全員の意識の統一が本当に大切な時期となりました。
　約 100 人が同じ方向を向き進んでいくときのエネルギーは凄まじいものになるはずです。
4 回生を筆頭にチーム一丸で最後まで戦い抜きます。

――秋季リーグ戦を終えて
　リーグ戦を全勝で終われたことは素直に嬉しいですがディフェンスチームとしては課題も多
く残りました。 点差がついた場面では下級生中心のメンバーで戦いましたがタッチダウンを
取られる場面もあり、 スタメンとの力量差を埋めれていないという現状を認識させられまし
た。 来年以降のためにもチームの底上げが必要だと改めて思いました。

――入れ替え戦を前に
　入れ替え戦の相手が南山大学に決定しました。 一昨年、 昨年と負けている相手で 3

度目の挑戦となります。 今シーズンはこの入れ替え戦に勝ち一部昇格を果たし、 来期一部優勝することを目標にやってきま
した。
　ここで勝たなければ何も意味がありません。 勝利に貪欲にチーム全員で必ず勝利を掴みとります。 応援よろしくお願いします。

――現在のチーム状況について
  いつもお世話になっております。 4 回生キッキングリーダーの竹内です。 現在のチーム
状況は入れ替え戦に向けてチーム全体とても士気が高まっております。 ですが、 昨年と
同じようではまた、 昨年と同じ結果になってしまいます。
　そのため、 昨年以上に厳しく、 よりよい雰囲気で練習に行わなければなりません。 そ
して、 必ず一部昇格を果たします。

――秋季リーグ戦を終えて
  秋季リーグ戦を終えて、 全勝優勝は果たしましたが、 課題は出ているうえ、 最終戦
の信州戦しかフルで戦えていないため、 チーム全体のスタミナにも不安が残ります。
　残りの 2 週間しっかりと入れ替え戦に向けて練習を行い、 フルメンツで戦えるように体
のケアも行なっていきます。

――入れ替え戦を前に
  入れ替え戦の相手は自分ら 4 回生にとっては非常に因縁のある南山大学です。 一昨年はタイブレークの末負けてしまい、
入れ替え戦に出る結果となりました。 そして、 昨年は入れ替え戦にて、 戦い完敗してしまいました。 今年は 1 部 6 位では
ありますが、 もちろん簡単に勝てる相手ではありませんし、
　今シーズン最も強い相手になると思います。 この試合に勝てなければ来年度の一部優勝には繋がりません。 この一年間やっ
てきたことを全て出しきり勝利したいと思います。 そのうえで、 結果にもこだわり今年岐阜大学か一部にいたら、 ヤバかったと
他大学に思わせる試合展開にしたいと思います。
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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
　いつもご声援ありがとうございます。 主務の小林芽生です。
現在、 入替戦に向けて、 全員が自分のできる最大限の準備をしているところです。 私
も最後までスタッフとして、 選手が最高のパフォーマンスができるようサポートしていきます。

――秋季リーグ戦を終えて
  今シーズンはコールドゲームが多く、 勝つか負けるかのギリギリの戦いをあまり経験できま
せんでした。 そのため、 最終戦の善光寺ボウルをプレ入替戦として位置づけ、 練習に取
り組んで来ました。
　最終戦もなんとか勝利をおさめ、 2 部で全勝 ・ 優勝することができました。 ありがとうご
ざいました。 しかし、今年の目標はその先であり、一部優勝です。 もう一度気を引き締め、
入替戦に臨みたいと思います。

――入れ替え戦を前に
　泣いても笑っても、 最後の試合です。 四日市ドームでは、 2 年間悔しい思いをしてきました。 最後は必ず勝利し、 後輩
たちに一部優勝の夢を託したいと思います。
　皆様の応援が力になります。 是非会場にお越しいただき、 一緒に戦ってもらえると心強いです。
最後まで熱い応援、 よろしくお願いします。

――現在のチーム状況について
  いつもお世話になっています。 3 回生リクルートリーダーの伊藤大智です。 リーグ戦の全
日程を終えて、 残すところは入れ替え戦のみとなりました。 チーム全体が入れ替え戦を見
据えて、 自分としては今非常に良い雰囲気でやれていると思っております。
　来年必ず 1 部リーグで戦えるように、 そして、 いつも応援して頂いている保護者の皆さ
まをはじめ、 お世話になっているコーチの方々、 OB.OG の皆さまに必ず恩返しができるよ
うに、 残りの 2 週間死に物狂いで練習していきます。

――秋季リーグ戦を終えて
  前節の信州大戦で、 今季の秋季リーグは全日程を終了致しました。 結果としては全
勝でリーグ優勝を果たし、 1 番いい形で入れ替え戦に臨むことになります。 しかし、 前節
の信州大戦は自分たちでテンポを崩し、 いわゆる 2 部気質な試合運びをしてしまい、 非

常に見っともない姿をお見せしてしまいました。
　あのような試合では、 到底南山大学に勝利することはできません。 入れ替え戦までは残り 2 週間しかありませんが、 もう
一度気を引き締め直して真摯に練習に取り組みたいと思います。

――入れ替え戦を前に
 　私たちはこの 1 年間、 この日のためだけに毎日練習に取り組んできました。 この試合に負けたら、 これまで努力してきたも
のも、 全て水の泡となってしまいます。 私たちだけではありません。 これまで毎試合会場まで足を運んできて頂いたファンの皆
さま、 気持ちよく練習ができるように協賛して頂いた企業の方々、 監督をはじめ、 毎週遠方から足を運んで頂き、 共に練
習に取り組んだコーチの方々、 他にも地元の小中学生やリトルファントムズの関係者などの協力も背負っています。
　最後にこの全員で笑って終わって恩返しができるように、 そして、 来年 1 部リーグで優勝する為に、 必ず勝利します。 最
後まで共に走り抜きましょう。 よろしくお願い致します。
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＃10　伊藤 大智
(3 回生）

リクルートリーダー

＃539　小林 芽生
(4 回生）

主務



Q1. お互いの印象は︖
鈴木　承太郎はすごい選手になる人だと思った。
　　　　市野は The 大学生
市野　承太郎はトム ・ ブレイディ。 鈴木は陰キャラの長
箕浦　いっちゃんは物静かで細いなって。 鈴木は陰キャラの長

Q2. パートでの思い出は︖
全員　WR みんなで川で BBQ したこと

Q3.WRの魅力は︖
市野　ヒーローになれるところ
箕浦　勢いつけてからのブロック
鈴木　おれはスナップかな～
市野　箕浦　 ………

Q4. メンバーそれぞれの持ち味は︖
鈴木　市野は柔らかいキャッチとヒット力あるブロック。
じょはダイナミックなプレー。
市野　じょは闘志溢れるブロックと球際の強さ
鈴木は相手を怪我させる能力と、 なんか空く笑
箕浦　いっちゃんはショートパスをロングゲインに変えるランアフターの
巧さと、 最近はブロックがめちゃいい笑
鈴木はとにかく試合に強いこと。 あとなんだかんだで 1 番ブロックの
息が合う。 タックルされたのに相手が怪我する。

Q5. これからのビジョンは︖
全員　この 3 人がフィールドに立ち続けてオフェンスに安定感をもた
らす︕そしてこの 3 人で絶対 1 部に上がらせる‼

We are, 
Wide receiver
We are, 
Wide receiver
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パスプレイの際にクォーターバックから投げられたパス

をキャッチすることが主な役割である。クォーターバッ

クとともにパスプレイの主役となるポジション。単にレ

シーバー、またはワイドアウト(Wideout)とも呼ばれる

。主に足の速さと確実な捕球能力や、ほかには敵ディフ

ェンシブバックに競り勝つ身長の高さや腕の長さが要求

される。

パスプレイの際にクォーターバックから投げられたパス

をキャッチすることが主な役割である。クォーターバッ

クとともにパスプレイの主役となるポジション。単にレ

シーバー、またはワイドアウト(Wideout)とも呼ばれる

。主に足の速さと確実な捕球能力や、ほかには敵ディフ

ェンシブバックに競り勝つ身長の高さや腕の長さが要求

される。

WR座談会　市野央崇(#4)×箕浦承太郎(#12)×鈴木武斗(#86)WR座談会　市野央崇(#4)×箕浦承太郎(#12)×鈴木武斗(#86)
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【第 1戦　日本福祉大学戦】
　エイプスをご覧の皆様、 お世話になっております。 キッキ
ングコーチを務めさせていただいている杉本です。
　去る 9 月 9 日口論義運動公園サッカー場にて日本福
祉大学戦が行われました。 シーズン初戦となるこの試合は
入れ替え戦に向け、 絶対に負けられない試合でした。 日
本福祉大学は 2 部 A との入れ替え戦に勝利し、 2 部 B
から昇格を果たしたチームです。 大学としてもスポーツ推薦
を設けたことで、 優秀な選手が揃うようになってきましたが、
人数の差は大きく岐阜大学がゲームを支配しました。
　結果としては 46 対 6 で第 4Q でコールド勝ちを収めるこ
とがでしましたが、 チームで掲げた目標を達成することはで
きませんでした。 O,D,K ともにミスや課題を見つけることが
でき、 今後への課題となる試合でした。
　また、 来シーズン以降に向けて、 控えの選手も出場し、
自分の課題や弱点を試合を通して感じることができたと思
います。
　入れ替え戦ではこの試合とは比べものにならないほどの緊
張感があるかと思います。 日頃からたくさんの支援やご声
援をいただいている皆様に恩返しの意味も含め、 入れ替
え戦では勝利してくれると確信しています。 この試合に勝
利するためにチーム一丸となって全力を尽くしますので、 最
後までご声援のほどよろしくお願いいたします。

（記　SPT コーチ　杉本　岳人 (17 年卒 ))

【第 2戦　三重大学戦】
　いつもお世話になっております。 ディフェンスコーチの伊藤
です。 去る 9 月 24 日、 一宮光明寺グラウンドで行われ
ました三重大学戦についてご報告いたします。 前節、 日
本福祉大学戦ではコールド勝ちしたもののディフェンスとして
は失点を許してしまい、 そこを克服できるかを課題として練
習してきて臨んだ試合でした。
　しかし、 この試合でもミスから失点されてしまいました。 さ
らにキックオフリターンタッチダウンまで許してしまうというスペ
シャルチームでの大きな課題も出てしまいました。 オフェンス
はいいペースで得点を積み重ねていただけに痛い失点でし
た。
　今シーズンは一部昇格、 来シーズン一部優勝を目指し
て挑んでいます。 その上で二部では失点は 0 で勝ち進み
たかったところ２試合目にして 3 本のタッチダウンを許してし
まいました。
　入れ替え戦では少しのミスからの失点が勝敗を大きく左
右することを自覚し、 精度を高めていきたいと思います。

（記　LB コーチ　伊藤　将人 (17 年卒 ))

2018 秋季リーグ戦　コーチ戦評
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2018 秋季リーグ戦　コーチ戦評
【第 3戦　四日市大学戦】
　お世話になっております。DBコーチの宇野です。
四日市戦は地元開催ということもあり多くの方に足を運んで頂
きありがとうございました。
　試合についてですが、我々岐阜大学は今季一部昇格、来期一
部優勝という前例のない高い目標も掲げて今シーズン取り組ん
できました。
　その中でお互いの戦力を考えたときにこの試合は内容も含め
てしっかり勝つことが必要だったので選手達にはいつもとは違
うプレッシャーの中での試合だったと思います。
　そんな中で 45-0 という試合が出来たのは自力がついてきた

証拠だと思っています。
　特にDFにおいてはファーストダウンを一回も許さずの完封
なので選手たちも自信をつけることができたと思います。
　ただ上に記した通り我々の目標はこの結果に満足してては達
成できないものなのでチーム一同ここからもう一つでも二つで
もレベルアップをして、まずは今季の目標である一部昇格を確
実に達成できるように努力を続けてくので残りシーズンも短い
ですが声援の方よろしくお願いします。

（記　DB コーチ　宇野　諒 (16 年卒 ))
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【第 4戦　信州大学戦】
　エイプスをご覧の皆様、 いつもお世話になっております。
DL コーチを務めております、 山口と申します。
　去る 11 月 4 日、 長野運動公園陸上競技場にて、
信州大学との試合が行われました。 この試合は 2 部 A の
優勝決定戦のため、 絶対に負けられない試合です。 しか
し、「善光寺ボウル」 と銘打たれた所謂ボウルゲームであり、
かつ敵地によるアウェイゲームという慣れないことばかりの試
合のため、 選手スタッフ一同一層気を引き締めて試合に
臨みました。
　結果は、 10-0 と辛くも勝利することができましたが、 試
合内容はとても満足できるものではありませんでした。 不要
な反則や、 ここぞというところのミスが目立ち、 思うように得
点を重ねることができず、 想定のゲームプラン通り進めるこ
とができない試合でした。
　しかし入替戦を想定すると、 必ずこのような厳しいゲーム
展開はやってきます。 細かなミスが勝敗を左右するというこ
とを実感できた、 ある意味ではいい試合になったのではない
かと思います。 コーチとしても、プレー選択やタイムコントロー
ルなど、 ミスなくゲームをコントロールできるよう入替戦に向
けて万全の準備を行なっていきたいと思います。
　最後になってしまいましたが、 遠方までたくさんの方に応
援にかけつけていただきましたこと、 この場を借りてお礼申し
上げます。 また、 日頃からたくさんのご支援、 ご声援いた
だき本当にありがとうございます。
　入替戦の相手は因縁ともいえる南山大学です。 この試
合に勝つためにこの 1 年間選手スタッフは頑張ってきてくれ
ました。 必ず勝って一部復帰を果たしますので、 是非最
後までご支援、 ご声援いただきますよう、 宜しくお願い申
し上げます。

（記　DL コーチ　山口真吾 (16 年卒 ))

【2018　秋季リーグ戦　最終結果】

2018 秋季リーグ戦　コーチ戦評



――入れ替え戦 ・ 対戦相手分析
　お世話になっております。 学生コーチをしております、 中田敬士です。
　11 月 4 日 ( 日 ) の善光寺ボウルにおいて、 信州大学に勝利し 2 部 A ブロック 1 位にて入れ
替え戦への出場が決まり、 相手が南山大学となりました。 南山大学は 1979 年以降 1 部に定
着しているチームで、 岐阜大学は秋シーズンに 7 度の対戦がありますが全敗に終わっています。
　直近では 2016 年と 2017 年に試合をしています。 2016 年は 1 部での試合でしたが、 タイ
ブレークにもつれ込む接戦でしたが、 32－35 による惜敗。 2017 年シーズンは入れ替え戦であ
たり、 相手に渡った流れを取り戻すことができず 0－28 の敗戦でした。 特に準備してきたプレーを
確実に実行している精度の高さを感じた入れ替え戦でした。
　今年の南山大学はオフェンスとディフェンスの歯車がかみ合っておらず、 全敗でシーズンを終えまし

た。 しかし、 主将の DL 島田をはじめとして高いフィジカルを持った選手も数多くいます。 岐阜大学との戦力が拮抗している
のは間違いないので、どれだけ精度を高くプレーをすることができるか、笛が鳴るまでプレーをやり切れるかによって、勝敗が決まっ
てくると考えています。
　今の 4 年生は昨年同じ入れ替え戦で敗れた相手ということもあり、より強い思いを持って数少ない練習に取り組んでいます。
必ずリベンジを果たして、 来年の 1 部での戦いにつなげていきます。 ぜひ 11 月 17 日 ( 土 ) 四日市ドーム 12 時キックオフ
の入れ替え戦に足を運びいただき、 応援いただきますようよろしくお願いします。

（記　AS コーチ　中田　敬士 (16 年卒 ))

――入れ替え戦 ・ ご観戦のお願い
　いつも暖かい声援を送っていただきありがとうございます。 4 回生 DB の朝日です。
入れ替え戦が近づいてきました。
　今年一年、 この試合に勝つために日々を過ごしました。
先日、 同期の選手全員で話す機会があり、 その時にキャプテンの吉見が言ったことが非常に
印象的でした。
　入れ替え戦にもし負けたら一生後悔す
る、 でも勝ったら一生の思い出になる、 今
年が PHANTOMS のターニングポイント、
絶対勝とう。
というものでした。
　より一層気が引き締まりました。

　昨年は完敗でしたが、 今年の入れ替え戦は必ず勝ちます。
　ぜひ四日市ドームまでお越し下さい。 応援よろしくお願いします。

――入れ替え戦 ・ ご観戦のお願い
お世話になっております。 3 回生 WR の織田です。 去年の 11 月 18 日南山大学との入れ
替え戦、 0-28 と完敗した。 2 部 A では全勝して力はあると思ったが完敗した。 その悔しさを
忘れずに "All For Win" をスローガンに掲げ、 そして 「今期 1 部昇格、 来期 1 部優勝」
を目標にこの 1 年駆け抜けてきました。
もう去年のような思いはしたくありません。 Phantoms 全員で勝ちに向かって全力で戦い、 そ
して観客の皆さんを笑顔にするために
戦います。
11 月 17 日は四日市ドームに足を運
んで頂けると嬉しいです。
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 ＃25  DB/P　朝日章太
(4 回生）

 ＃87  WR/K　織田健司
(3 回生）



――入れ替え戦 ・ ご観戦のお願い
　いつも応援ありがとうございます。 2 回生 TR の横井です。 入れ替え戦が間近に迫ってき
ている今、 選手、 スタッフ共に勝ちたい、 と思いを１つに残り少ない 4 回生との練習を全力
で取り組んでいます。
　南山大学に敗れたあの日、 まだ一回生でしたが、 悔しさで涙を流していた選手たちの姿を
今でも忘れません。 今年こそは、 とスタッフも選手と同じようにスローガン All. For Win を胸
に、 それぞれのセクションごとで選手のサポートをしてき
ました。
　この一年で、 それぞれで専門的な知識を増やし、
スタッフとして勝つためにできることをやってきました。 私
たちスタッフがフィールドに立てることはありませんが、 戦
う選手たちと心を同じくして一緒に戦います︕

　すべては勝つために、 リベンジを果たすために、 費やしてきたこの日々の思いを入れ
替え戦で Phantoms は出し切り、 必ず勝ちます︕ぜひ、 11 月 17 日は観客の皆
様の熱い声援で共に戦ってください︕よろしくお願い致します。

――ホームページ更新のご案内
　お世話になっております。 １回生 MG の河村結菜です。
　ファントムズのホームページでは、 試合情報、 ポジショ
ン紹介、 部員紹介、 ブログなどのさまざまな情報を更
新しています。 最近では、 スタッフによるブログリレーを
行っていて、スタッフの自己紹介などもご覧いただけます。
　今後も充実した内容のホームページにしていきたいと
思っております。 皆様も是非ご覧ください︕

――近況報告
　いつもご支援ありがとうございます。 2 回生 OL の加藤照平です。
　近頃は気温が一気に低くなってきており、 シーズン終盤戦に向けてより一層体調管理の必
要性を感じています。
　チームは四日市戦までを全勝で迎え、 信州大学
戦、 入れ替え戦に向けて最後の調整を行なっていま
す。 しかしながら私は先の四日市戦で手首を負傷し
てしまい、 現在はリハビリに徹しているところです。
　チームに迷惑をかけてしまっている分、 今できること
をしっかりとこなしつつ、 怪我をしっかり治して入れ替
え戦での勝利に大きく貢献したいと思っています。
　今後もご支援のほどよろしくお願いします。

――近況報告
　お世話になっております。 1 回生ワイドレシーバーの小山駿太です。
　善光寺ボウルまで約 1 週間、 そして南山との入れ
替え戦まで残り約 3 週間となり、 上回生、 特に 4
回生の残りのシーズンへの気合いが日々の練習から
感じられます。
　私たち 1 回生は、 来シーズンを見据え上回生とは
別メニューでアメフトの基礎を学び、 土台作りに日々
励んでおります。
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 ＃616　TR　横井　胡桃
(2 回生）

 ＃712　MG　河村 結菜
(1 回生）

 ＃64　OL　加藤照平
(2 回生）

 ＃11　WR　小山 駿太
(1 回生）



――近況報告
　お世話になっております。 3回生 LB の林陸です。
　今年の試合もあと 2試合になりました。
選手一同も一部昇格を目指し日々練習に励んでいます。 4 回
生の先輩方とアメフトをするのもわずかになり、 寂しさもありますが
来年は私たちがチームを引っ張っていかなくてはならないので先輩
方の最上階生としての姿勢を目に焼き付け、 4 回生が最高の形
で引退できるよう努力していきます。 これからも応援よろしくお願い
します。

――あいさつ運動参加報告
　Phantoms1 回生 LB の長井鵬樹です。
　去る 10 月 2 日に付属小学校、 10 月 5 日に長良小学校
へ挨拶運動に行ってきました。 　小学生のみんなから元気よく挨
拶してもらったり、｢アメフトだ︕｣と声をかけてもらい、 とても嬉しく
感じました。
　僕たち Phantoms は、 練習はもちろん、 地域での活動を通
してよりよいチームになれるよう努力していきます。 これからも応
援よろしくお願いします。

――スタッフの部屋（TR)
　2 回生 TR の本多茜です。
　現在トレーナーでは来シーズンのフィジカル期（増量期）の計画を進めています。 フィジカル
期とは練習量を少し減らし、 筋トレと食事によって体を大きくするをする期間のことです。
　アメフトでは体作りが良いプレーをするためにも、 怪我をしないためにもとても大事です。 その
中でも私は栄養分野からフィジカル期をサポートし
ようとしています。 これから特に重点を置いてやって
いこうとしていることはアスリートとして身体を作るた
めにどのような食事をどう摂取するのが良いのかを選
手に伝え、 選手の食事の改善をすることです。
　トレーナーとして勝利に貢献したいと思い、 全員
で準備を進めています。 来年のフィジカル期の選

手の成長をぜひ期待してください︕

――スタッフの部屋（AS)
　こんにちは。 いつもお世話になっております。
　AS 一回生の篠田梨沙です。
　先日初めてのスカウティングに行きました。 1 人で試
合を撮り、 そのビデオが後にプレー判断や相手校の傾
向を知る手がかりになる、 とても重要なものだという責
任を感じました。
　それと同時に、 その重要な役割を任せていただけるこ
とに嬉しさも感じました。 これからも、 より良いビデオを
撮ることができるように日々部活に取り組んでいきたいと
思います。
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 ＃90　LB　　林　　陸
(3 回生）

 ＃58　LB　長井 鵬樹
(1 回生）

 ＃101　TR　本多　茜
(2 回生）

 ＃580　AS　篠田 梨沙
(1 回生）



11/17 入れ替え戦のご案内
11/17 の入れ替え戦について、 対戦相手が確定しました。。

今年度の最後の公式試合となります。 入れ替え戦には 2012
年以降、 7 年連続での出場となります。 対戦相手は 1 部 6
位の南山大学となります。

来シーズン一部リーグで活躍するためにも絶対に負けることのでき
ない一戦となります。 残された時間は 10 日間しかありません。

対戦相手には歴史上勝利をしたことがなく、 皆様方の応援が
不可欠な状況でございます。 残り限られた時間内で最大限の
準備を行う必要があります。

関係者の皆様方におかれましては、 是非とも皆様方お誘い合
わせの上、 御観戦頂けますよう、 宜しくお願い申し上げます。
　　
■南山大学　今春の戦績       
　　4/21  ●　10-24　vs 愛知大学    
　  5/12  ●　 0- 3  vs 桃山学院大学    
　  5/19  ●　 7-28  vs 岐阜大学    
　  6/23  ●　 0-12  vs 同志社大学    
　  7/8    ●　14-21  vs 上智大学   

■南山大学　今秋の戦績         
　  9/2    ●　 0-35　vs 名古屋大学    
　  9/16  ●　 9-47  vs 中京大学    
　  9/29  ●　 7-23  vs 愛知大学    
　10/13  ● 　0-87  vs 名城大学    
　10/28  ●　 0- 6  vs 名古屋工業大学 
               
■過去 15 年間対戦戦績       
　2003    ●  7-29  秋季リーグ戦    
　2005    ●  0-71  秋季リーグ戦    
　2006    ●  0-45  秋季リーグ戦    
　2014    ●　7-28  秋季リーグ戦    
　2016    △ 25-25  秋季リーグ戦 ( タイブレーク 32-35)    
　2017　　●  0-28  入れ替え戦

　戦績　6 戦 1 分 5 敗

■過去の入れ替え戦戦績（2 部在籍時）   
  1999  〇 17- 0　対名古屋学院大学  
  2001　● 19-23　対四日市大学  
  2002  〇 76-7 　対愛知大学    
  2004  〇 40- 9　対信州大学
  2012　● 22-23　対名古屋商科大学    
  2013　〇 15- 0　対三重大学
  2015　○ 37-22　対愛知学院大学 
  2017  ●  0-28  対南山大学

　　　 8 戦 5 勝 3 敗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１．日時　平成 30 年 11 月 17 日 ( 土 )
              12 時キックオフ ( 有料 )
　
２．場所　四日市ドーム
　　　　　〒510-0017 四日市市大字羽津甲 5169
　　
　　※アクセス方法
　　　 ・ 近鉄 「霞ケ浦駅」 下車徒歩１５分
  　　 ・ 近鉄 「四日市駅」 下車 三重交通バス霞行
  　　 ・ 「四日市競輪場」 下車徒歩１０分
　　　 ・ 無料駐車場有り　最大 3000 台駐車可能
        ( 競輪駐車場併用 )

３．対戦相手　南山大学（今秋 0 勝 5 敗 6 位）

　※入場口手前に 「岐阜大学関係者」 ブースを設置致します。
　　 ・ 岐阜大学観客席はバックスタンド側（海側）となります。
　　 ・ ご来場者ご記名にご協力下さい。
　　 ・ 入場チケットの引き換え、 またはお持ちでない方もお寄りく
　　　　ださい。
　　 ・ また、 グッズ購入等も実施していますので是非お寄りくださ
　　　　い。
　※公式 Twitter で試合の実況中継を予定しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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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 
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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。

　

◇入れ替え戦ご観戦のお願い
　いつもお世話になっております。 11/17 はいよいよ南山大
学との入れ替え戦となります。 昨年、 同じ場所で同じ相
手に敗北して以降、 １年が経過しました。
　昨年と全く逆のスコアで勝利するよう残り時間で最大限の
取組を行う所存です。 是非とも現地でご観戦賜りますよう
お願い申し上げます。

クラブハウス

クラブハウス案内図


