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　　　　1968年に栃木県で創設の『藤和不動産サッカー部』は、wikipediaに
� よれば創設１年�目の栃木県リーグ４部で「１試合平均15得点」と常軌
� を逸した強さから翌年は県１部に“飛び級”。その翌年に関東リーグ
� 昇格。２年後の全国社会人で優勝し、名古屋相互銀行との入替戦にも
� 勝利して日本リーグに加盟（当時は「地域決勝」はまだなかった）。
� その後「フジタ工業」「フジタ」と名称を改め日本リーグ優勝３回、
� 天皇杯優勝２回（現在は解説者として有名なセルジオ越後氏は来日し
� てこのチームで３年間プレーした）。Ｊリーグへは「ベルマーレ平塚」
� として1994年から参加、左右の超攻撃的サイドバック（名良橋晃、岩
� 本輝雄）を活かしたスタイルから「湘南の暴れん坊」の異名を取り、
� 同年に天皇杯優勝。翌年にはアジア・カップウィナーズ・カップも制
� し国際タイトルも手にする。しかし、1999年にフジタが経営から撤退
� した影響でＪ２降格。翌年から「湘南ベルマーレ」となる。2009年の
� Ｊ２で３位となりＪ１復帰も、１年で再びＪ２に降格。（吉田鋳造）

前節の栃木戦で勝利したＦＣ岐阜。約２年ぶり（2010年10月の徳島戦以来）
のホーム連勝に沸き立った岐阜サポも多かったことだろう。この結果、順位
も１つ上げて19位に再度浮上した。18位の愛媛との勝ち点差を５に縮め、よ
うやく遠かった愛媛の背中が見えてきた。しかし、安心できる状況ではない。
この節では富山が勝ち、鳥取・町田も引き分けで勝ち点１を積み上げたこと
により、20位の富山・21位の鳥取とは未だに勝ち点差がわずか１。最下位の
町田とも勝ち点差が５しか離れておらず、残留争いから抜け出せた訳ではな
い。残り９試合を、一つ一つ大事に戦っていかなくてはならず、油断は禁物
だ。
さて、今節の対戦相手は湘南ベルマーレ。昨年は14位と成績が振るわなかっ
たが、新たに曹監督の元で選手を大幅に入れ替え、現在は２位とＪ１昇格を
掴みかけているチームだ。しかし、湘南は前節の岡山戦で１－３と敗れてお
り、どのようにチームを修正してくるか、あるいは岐阜が（岡山と同様に）
湘南を攻略することができるのかが注目のポイントだろう。湘南の要注意選
手は、やはり今期途中加入ながら９試合４得点を挙げている＃９ＦＷキリノ
だろう。また、前回のアウェイ戦では＃17ＦＷ馬場と＃22ＤＦ大野に失点を
許している。彼らを封じて前半を無失点で折り返すことが出来れば、今期の
岐阜の勝ちパターンでもある「しっかりと守り切って勝つ」が見えてくる。
岐阜は、累積警告による出場停止から＃25ＣＢ関田が戻ってきて、栃木戦で
攻守共に活躍したのが好材料だ。北九州戦からスタメン起用されている＃30
ＭＦ尾泉の、精度の高いＦＫも武器になっているし、前回のアウェイ湘南戦
でＪ初ゴールを挙げた＃10ＭＦ樋口も、最近好調で期待が持てる。しかし一
方で、前々節の北九州戦で＃７地主園が、前節の栃木戦で＃24村上が負傷し
て戦線離脱してしまったのは痛い。リーグ終盤になり苦しいチームの台所事
情だが、それはどのチームにも言えることだ。選手たちチーム全員が一丸と
なって今後も戦ってくれるだろう。特に、かつて湘南に在籍した＃９ＦＷ梅
田（2005年～2008年に在籍）や＃20ＭＦ三田（2008年に在籍）が、古巣相手
に奮起してくれることを期待したいし、長女の誕生が発表された＃11ＭＦ染
矢の「揺りかごダンス」も見てみたいところだ。
今節も厳しい試合になることは間違いないが、岐阜の選手たちが最後までひ
たむきに走り切り、２年ぶりの連勝、そしてホーム３連勝を掴み取ってくれ
ることを信じたい。（ささたく）
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第３５節 湘南ベルマーレ 戦

何も無い店だけど・・ 
　心の花が咲く・・ 
　　何も無い店だけど・・・ 
　　　心　癒される・・ 
　　　　忘れかけていた喫茶店がある

岐阜市昭和町３丁目（木ノ本公園東）　

「いらっしゃいませ」より

「おかえりなさい」が似合う

アットホームな韓国料理店。

『チヂミ屋』は
JR岐阜・名鉄岐阜駅から
徒歩３分。
休：日曜日（今日はお休みです）

本庄工業株式会社
http://www.honjo-woodream.com/

岡田歯科医院
岐阜市加納新本町1-23
tel:058-273-8998 

9/23（日）19:00～　
＠長良川球技メドウ

2012J2■順位表■第３４節
勝点、得失点差、得点、失点、岐阜戦の
戦績（岐阜から視て）
 １ 甲府　 68p +22 48 26 H● A△ 
 ２ 湘南　 63p +19 54 35 A●
 ３ 大分　 58p +15 49 34 H● A△
 ４ 京都　 58p  +9 46 37 H●
 ５ 千葉　 57p +20 46 26 A○ H△
 ６ 東京Ｖ 57p +19 55 36 A● H○ 
 ７ 山形　 56p +12 48 36 A● 
 ８ 横浜FC 54p +10 49 39 H●
 ９ 栃木　 53p  +7 40 34 A△ H○
 10 北九州 52p  +6 43 37 H○ A●
 11 岡山　 51p  +2 32 29 A○ H●
 12 水戸　 49p  +2 39 37 H●
 13 松本　 45p  -3 32 35 H●
 14 徳島　 43p  -1 35 36 A● 
 15 草津　 40p  -7 26 33 H△ A△
 16 熊本　 40p -11 30 41 A● H●
 17 福岡　 39p  -7 46 53 A△ H●
 18 愛媛　 34p  -5 36 41 H△ A△
 19 岐阜　 29p -24 20 44 === ===
 20 富山　 28p -18 29 47 A● H△
 21 鳥取　 28p -40 26 66 H△ A● 
 22 町田　 24p -27 24 51 H○

次回HomeGame
第38節 モンテディオ山形戦

10/14（日）19:00
＠長良川球技メドウ【いつもの「メモリアル」ではありません】

投稿募集！gidaidohri@hotmail.co.jp



…

ＦＣ岐阜サポによる

ゲリラ的Ｕｓｔ配信番組

今シーズンからのサポーター発信企画として、基本的
にホーム戦の前日に、インターネットの動画共有サー
ビス「ユーストリーム」を利用した手作り感満載の番
組を下記アドレスで放送しています。サポーターの
『生の声』をお愉しみください。

http://www.ustream.tv/
channel/sstak12-fcgifu
次回は10/13（土）21:00開始の予定です。

◇『岐大通』バックナンバーの
お知らせ

すべてのバックナンバーを「吉田鋳造総合研究所」でpdf
ファイルを公開しています。配布時はＡ３サイズだったも
のも、こちらではご自宅などで印刷しやすいよう、すべて
Ａ４サイズに修正いたしました。下記アドレスをご参照く
ださい。

http://www.cyic.co.uk/fcgifu/gidaidohri.html

【第34節】岐阜1-0栃木

●「破顔一笑」そういう言葉は知っていたけど、具体的に

こういうもんだと実感したのは初めてかもしれない。決勝

ゴール、しかもそれがクラブにとってホーム100点目となる

メモリアル弾を決めた背番号25・関田寛士。彼が試合後に

スカパー！のＪリーグダイジェスト番組「マッチデイＪリ

ーグ」に生出演したのもある意味感激ものだったが、メイ

ン司会の平ちゃんにも指摘されるくらいの笑顔。満面の笑

顔。いや～、キャラ立っちゃったんじゃない？と思わせる

くらいのイイ笑顔だった。不思議なのは彼が頭で合わせた

時、あんなゴール前で彼を中心に半径１メートルくらいの

結界があったかのようにどフリーなってたこと。彼が決勝

ゴールを決めるのが予定調和だったのか？と思わせるよう

なシーンだった。

トータルで見れば久々に、雨が降りしきる中での試合。や

やもすれば北東からの風が体温を奪っていくような状況で

の一戦。ゴールキックが風で戻されていくような悪天候の

中で、よくもまぁ大きなミスもなくしのぎきったものだと

（苦笑）いや、選手には申し訳ないけれども、２試合続け

て大チョンボを目の当たりにしているだけに前半だけでな

く最後まで無失点で抑えた選手たちの労を惜しまぬ働きに

心から敬意を表したい。やればできるじゃん（爆）。

それにしても、前節のように開始早々いきなり失点するよ

うなことがなく、前半をスコアレスで乗り切ればウチもか

なりやれるんじゃないか？そんな思いをいっそう強くした

一戦だった。サッカーにおいて１－０というのはある意味

究極の美しい勝ち方。そういう思いをずっと抱いている自

分にとって、今季の勝利はいずれも１－０。そんなこのク

ラブが可愛くって仕方がない（笑）。耐えて耐えて、しの

ぎきって相手を焦らして、そんな中でサクッと先制。１点

リードして主導権を握ったら、後は相手次第に流しつつ終

了のホイッスルを待つ。なんて、イタリア臭のするシビレ

る勝ち方。リードしたら相手の出方を見ればいい。できれ

ばもう１点、追加点を取れたらいいかもしんない。けれど

も、あえて前にいかないやり方もある。我々が所属してい

るＪ２はリーグ戦。トータルで考えれば、追加点を取るた

めの無理を重ねる必要はない。最も重要なミッション『残

留』をやりとげるために、ムダな体力を使わない。そして、

「失点をしない」そういう守備の意識、構築が重要なんだ

と思う。確かに見た目は派手さがないし、１点差という緊

迫感に耐えられないこともあるかもしれないが、逆にいえ

ばそのキリキリとした緊迫感こそが醍醐味。１－０で勝つ

ことの喜びをこそ、多くの仲間と分かち合いたいな。

それにしても。前節といい今節といい、相手ＧＫがめちゃ

くちゃ当たっていませんか？本当なら、２試合とももっと

楽に勝っていたような気がします。逆にいえば、２試合と

もかなりの時間で主導権を握っていたような気がします。

特に栃木戦はそんな気持ちを抱きました。今後も厳しい状

況は続きます。それでも、ボクらにできるのは選手を信じ

て精一杯支えていくぐらいしかありません。今日も、いや、

今日こそは湘南から勝利を勝ち取り、みんなで讃歌を歌い

たいですね！（ぐん、）

【ユース】Ｊユースカップの日程発表

●我らがＦＣ岐阜ユースＵ－18（以下ＦＣ岐阜ユース）の

今季最後の公式戦となるＪユース選手権大会（＝Ｊユース

カップ）の日程が先日発表されました。ＦＣ岐阜ユースは

予選リーグはＤ組に入りました。対戦日程は

10/21(日)13:00～アルビレックス新潟ユース戦＠中津川

10/27(土)15:00～東京ヴェルディユース戦＠よみうり

11/11(日)14:00～川崎フロンターレＵ－18戦＠等々力

となり、予選リーグで各組の１位と２位のチームが決勝ト

ーナメントに進出します。

今季Ｇ２リーグ（県２部）で戦っていたＦＣ岐阜ユースか

ら見ると、対戦相手の３チームとも３～４個格上のプレミ

アＥＡＳＴリーグやプリンスリーグで戦っている強豪チー

ムばかりです。そして先回の岐大通でもお伝えしたように

実はこれまでＦＣ岐阜ユースはＪユースカップで勝点を上

げた事が有りません（汗）。多分対戦相手は岐阜との対戦

をボーナスステージくらいに考えてくるでしょう。でも去

年も同様な相手と対戦して先制点を取ったり、同点に追い

ついたり出来た試合も有りました。自分達の持ち味を発揮

して粘り強く戦って行けば必ず勝機は有ります。まずは一

勝を目指しましょう！頑張れよ！応援しているから！！

ＦＯＲＺＡ！ＦＣ岐阜ユース！！（シュナ）

ＪＦＬの現在の状況について。

9/21時点のＪＦＬ順位表です（上位のみ）。

１位：長野パルセイロ　　　25試合：勝ち点52

２位：Ｖ・ファーレン長崎　24試合：勝ち点50

-------------------------------------------

３位：SAGAWA SHIGA FC 　　24試合：勝ち点40

４位：Y.S.C.C. 　　　 　　24試合：勝ち点39

５位：ソニー仙台FC 　 　　24試合：勝ち点37�

６位：Honda FC 　　　 　　24試合：勝ち点37�

７位：カマタマーレ讃岐　　23試合：勝ち点35�

“天王山”長崎×長野は2-2のドローでした。讃岐が横河

武蔵野に敗れたため讃岐と長野の勝ち点差が17に広がり、

２位以内を「クラブライセンス持ち」がともに占める可能

性が下がったため、Ｊ２の21位が自動残留になる可能性が

さらに高くなりました。

『岐大通』では、「ＦＣ岐阜のＪＦＬ降格」の可能性がな

くなるまでＪＦＬ上位の状況も紹介していきます。

（吉田鋳造）


