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2012J.LeagueDivision2
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

today's guest : モンテディオ山形

2012J2■順位表【暫定】■第３７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 77p+255631H● A△
２ 湘南 64p+175740A● H○
３ 京都 64p+135239H●
※
４ 千葉 62p+225230A○ H△
５ 大分 61p+155338H● A△
６ 横浜FC61p+125341H●
７ 東京Ｖ 60p+195940A● H○
８ 山形 57p +85042A●
９ 栃木 56p +54338A△ H○
10岡山 55p +33532A○ H●
11水戸 53p +14443H● A△
12北九州 52p +24644H○ A●
13松本 51p +44036H●
※
14熊本 49p ‑63743A● H●
15徳島 43p ‑33740A●
※
16草津 43p ‑92938H△ A△
17福岡 40p‑104959A△ H●
18愛媛 39p ‑63943H△ A△
19岐阜 33p‑232447======※
20富山 32p‑183452A● H△
21鳥取 31p‑453075H△ A●
22町田 28p‑282957H○
※消化試合が１少ない（台風順延）
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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。

ＦＣ岐阜大好き通信（岐大通）
10/14号
編集発行：『岐大通』製作委員会
今号の製作担当：
ささたく＆吉田鋳造

2011J1５勝６分23敗 勝ち点21：第18位

1984年に創設の『山形日本電気サッカー同好会』は、『NEC山形』と
なって1993年の地域決勝で２位（優勝は日本電装）となるも入替戦で
JFL２部８位の西濃運輸に敗れる。しかし、その後JFLからの撤退チー
ムが出たために、同じく入替戦で敗れた日本電装と敗者復活戦が行わ
れ、これに勝利して東北初のJFL昇格を果たす（ちなみに日本リーグ
（JSL）時代にはTDK（現・ブラウブリッツ秋田）が1985‑86年に参加
している）。1999年の２部創設とともにＪ２へ。隣県のベガルタ仙台
との試合は みちのくダービー として激しい盛り上がりを見せる。
2009年にＪ１昇格。アウェー鹿島戦では「シュート０本」で敗れる不
名誉な記録を残しつつ、開幕前の 圧倒的最下位 予想を覆してＪ１
残留を果たし、ホーム最終戦後に理事長が「ざまあ見やがれ」と挨拶
して話題となる。2011年にＪ１で最下位になり、今年からＪ２。最高
位は2010年のＪ１・13位。Ｊリーグ加盟クラブの中では唯一「社団法
人」が運営する（他は「株式会社」）。（吉田鋳造）
9/23に行われた第35節のホーム戦では強敵湘南を倒して２年振りの連勝そし
てホーム３連勝を達成したＦＣ岐阜。9/30に予定されていたアウェイ松本戦
は台風の影響で延期になってしまったが、前節のアウェイ水戸戦では、ホー
ム４連勝中と好調の水戸を相手に引き分けた。試合開始早々に守備を崩され
て失点したが、その後は修正して同点に追いつくことが出来た。これまでは
先制されると負けてしまうことが多かったが、そういう意味ではチームの成
長を感じられた試合。勝ち点３を奪えなかったのは残念だが、最低限の結果
は持ち帰ることが出来た。とはいえ、降格の可能性がある22位の町田との勝
ち点差は５しか離れておらず、まだまだ安心できる順位（勝ち点）には到達
していない。焦らず、しかし確実に勝ち点を積み上げて、はやく残留を決め
たいところだ。
さて、今節の対戦相手はモンテディオ山形。昨年はＪ１に在籍し、今シーズ
ンも夏先までは首位だったが、夏場から徐々に調子を落とし、順位を下げて
しまっているチームだ。ここ６試合は無勝利（２分４敗）で現在８位、辛う
じてプレーオフ争いに留まっている状況だが、残留争いをしている我々が油
断できる相手では決してない。逆にプレーオフ進出に向けて、山形はチーム
一丸となって勝利を目指してくるだろう。
ここ５試合で３勝１分１敗と好調なＦＣ岐阜だが、怪我人が多いのが気がか
りなところだ。公式ＨＰで発表されただけでも＃７地主園と＃24村上、＃34
新井の３人。他にも怪我をして練習は別メニューで調整している選手がいる
と聞くし、そうでなくても長いリーグ戦を戦ってきて、故障を抱えていない
選手の方が少ないだろう。しかし、それは相手チームも同じ状況のはず。岐
阜が好調を維持できるのか、それとも山形の修正が効果を発揮するのか。
長かったはずのリーグ戦も、いつの間にか残り５節（岐阜は松本戦を含めて
残り６試合）。おそらく最後となるメドウでの公式試合を、ホーム４連勝で
飾ることができるだろうか。勝利への気持ちの強い方が、勝ち点３を手にす
ることが出来るだろう。どちらの気持ちが強いのか、そしてどちらのサポー
ターが選手を強く後押しできるのか。今節も「負けられない戦い」がはじま
ろうとしている。（ささたく）

次回HomeGame

岡田歯科医院

第41節【ホーム最終戦!
!
!
】徳島ヴォルティス戦
11/4（日）15:00
＠岐阜メモリアルセンター長良川競技場

岐阜市加納新本町1‑23
tel:058‑273‑8998
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休：日曜日（今日はお休みです）

【第35節】岐阜3‑2湘南
●祝！佐藤選手ハットトリック達成！そして２年振りの連
勝＆３連勝！いやー、「連勝」なんて言葉、すっかり使わ
なかったから忘れかけてた（苦笑）。しかも、湘南に初勝
利！この９月は経営陣の交代という厳しい出来事から始ま
ったけれど、県内の行政と企業からの支援を受けることが
できて、クラブライセンスも交付されて、ヴェルディにも
初勝利できたし、３勝１敗と好調だったし、クラブやチー
ムがなんか良い方向に動き出したような、そんな時期だっ
たと（後からでも）思えるといいなぁ…。
しかし、やはり湘南は強かった。２位の実力は伊達じゃな
い。前半15分に＃10樋口が倒されてＰＫ献上、一発レッド
で退場になり、試合は優位に進められていたけれど、後半
８分にクロスをニアで相手ＭＦ菊池にヘッドで合わされ、
同点にされてしまう。これまでの岐阜なら、この失点で勢
いを失う事が多かったんだけど、今日は選手たちが声を出
し、お互いを鼓舞しあっていたのを見て、まだ期待が持て
るな…と思っていた矢先の後半９分、ハットさんからのロ
ングボールを綺麗に足元に納めた＃18洸一が、素早く振り
向いてのシュートで追加点！いやー、見事なシュートでし
た。アレが撃てるんなら、普段からお願いします（苦笑）。
後半１４分には、アブタが敵陣深くでボールを奪うと攻め
込んで湘南の守備陣を引きつけ、最後は洸一にプレゼント
パス。これをきっちり押し込んで３点目！
これで試合は決まったかと思ったんだけど、その後も湘南
は10人とは思えない運動量で岐阜を圧倒し、後半23分には
またしても菊池に、（非常に悔しいけれど）弾道も美しい
ロングシュートを決められて２失点目。その後も、湘南の
激しい攻撃に曝されたけれど、全員で身体を張ってゴール
を最後まで守りきってくれた。
まだまだ残留争いからは抜け出せないけど、ここにきてチ
ームとしての手応えが感じられるようになってきた。クラ
ブライセンスも交付されたんだし、絶対Ｊ２に残留するぞ！
（ささたく）
●こんな土壇場に来ての連勝。今季初、そして約２年ぶり
の出来事に、思わず「快挙！」と言ってしまいそうになる
自分がコワい(笑)。長かったなぁ〜。２つ続けて勝つのっ
て、こんなに難しかったんだ、とシミジミ…。
そして、ついに湘南からの初勝利！Ｊ参入以来引き分けに
持ち込むことはできても、ずっと勝つことができなかった
相手の一つ。ましてや、昨季はアウェイであんな負け方を
して、オマケに当時の指揮官にあんなコメントを残されて…。
向こうが前半早々に10人になるハンデがあったとはいえ、
それも樋口がガンバったおかげ。ファールで止めなきゃ樋
口が決めてた。なんら卑下することもない。
ただ、その後の試合内容からすると、正直冷汗モノだ（苦
笑）。もしかして、キックオフ時点でピッチに12人いたん
じゃないの？＞湘南。で、一人退場してようやくイーブン
の11対11になった…、そんな感じの試合。
今季対戦した中で一番強かったんじゃないか？もっと言う
と、アウェイで負けた時よりはるかに強かった。特に、金
髪の高山なんか３人いたんじゃないか？２点目のあのシュ
ートもとんでもなかった…。ホント、よく勝てたな？なん
で、アイツらが２位なんだろ？それでも、とにかく勝ちき
ったことが大事。今は何よりも結果が欲しい。
振り返ってみると、やっぱり追いつかれた直後の２点目が
大きい。あのトラップからの反転シュート。まさに、ゴラ
ッソ！クロスが上がった瞬間にゴールまでの絵というかフ
ローができてたんじゃないか？洸一も自身初のハットトリ
ック。遅過ぎだよ(笑)もっともっと、得点決めてくれなき
ゃね。

勝って言うのも何だが、胃の痛むような試合だったよ（苦
笑）。でも、勝ってよかった〜！この後も、この調子でし
ぶとく勝利！少なくとも、勝ち点を積み重ねていってほし
い！（ぐん、）
●いや、マジで湘南は強かった。試合終了前の10分くらい
は「相手が１人少ない」なんて、『一度プレーを止めて数
えないとわからない』くらいに押し込まれた。初めて湘南
に勝ったのは素直に嬉しい。スタンドで叫んだくらいに嬉
しい。でも、湘南に勝つとしたらこういう試合展開でしか
ないんだろうな。
樋口が倒されてＰＫを得たシーン。エリア内ファール→Ｐ
Ｋは妥当だと思うけど、一発の退場はちょっと厳しい判定
だったかもしれない。でも、岐阜からしたら70分以上を１
人多い状態で戦えるのはものすごいアドバンテージだ。
しかし、そこはさすがにＪ１自動昇格圏内を張っている湘
南だ。後半になってボランチの岩上を右サイドに張らせる
ように修正したら一気に人数差なんてなくなってしまった
（苦笑）。
左サイドの高山もメチャ怖かった。正直言って野垣内だけ
では面倒見れない（苦笑）ので染矢も戻っての対応。これ
でなんとか凌ぎ切った。
洸一の２点目はＦＷなら手本にしてほしいような綺麗な反
転シュートだったし、３点目もアブダが洸一の上がりをよ
く視ていたと思うし、それでも湘南の２点目のとんでもな
い弾道のミドルは凄かったし、その後もぐっちゃんぐっち
ゃんにヤられた印象が強い。『たられば』を言ってはいけ
ないのだろうけど、もし11人対11人だったらスコアの上で
もぐっちゃんぐっちゃんだっただろうな……。
だから、湘南の監督が終了後に手ごたえを口にしたのもわ
かるし、テレビの解説陣も湘南の戦いぶりを評価したのも
わかる。「湘南、負けてなお強し」。だからこそ、そんな
湘南に勝ったＦＣ岐阜が誇らしいのだ。最後までミスらし
いミスもなく集中して波状攻撃を凌ぎ切った。Ｊ２残留が
最大目標のこの時点で、この相手から勝ち点３を得たのは
ものすごく大きい。（吉田鋳造）

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11/3（土・祝）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。
下記アレスをご参照ください。

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

【第37節】水戸1‑1岐阜
●追いついてのドロー。今季の前半からイヤと言うほど見
せられた開始早々の失点。高い位置でのプレスからワンタ
ッチでのパス交換からのゴールは敵ながらお見事だったが、
その後のピンチを防いでからはこっちのペース。それにし
ても、水戸の橋本もウマいよなあ〜。
結果としては、Ｊ参入からの「アウェイで水戸に負けない」
記録を継続できた。願わくば…というか、ボクのアタマの
中では、昨季対戦した時の野垣内のサヨナラゴールのよう
な劇的なシーンが浮かんでいたのだが…。正直勝てたと思
うし、満足してるワケじゃないけど、町田との勝点差はキ
ープ。ノルマは果たしたと言えるんじゃないかな？
選手達には拍手を贈った。ただ、関田の具合が気にかかる。
とてもとても気になります…。何事もないように祈ります。
試合後のダンマクは湿ってました。南東北の夜露恐るべし。
あ、初ゴールおめでとう！＞漢宰。待たせ過ぎだよ（笑）。
次からの量産を楽しみにしてます！（ぐん、）
●昨年までは圧倒的に相性の良かった水戸。前回はホーム
戦で負けてしまったが、６試合負けなしのアウェイで、借
りを返すべく集まった岐阜サポたち。
前節の松本戦が台風で延期になり、試合間隔が空いてしま
った岐阜は、休養は十分出来たけれど試合勘が少しだけ鈍
ってしまっていたかな？前半６分に、＃６ハットさんが相
手ＦＷ鈴木に倒された時、（実は僕もそうだったのだが）
選手たちはファールだと思い、ほんの一瞬プレイを止めて
しまった。その隙をつかれてＤＦラインを崩され、先制点
を許してしまう。このままでは相手に流れが…と思ってい
たら、逆に失点でウチの選手たちにスイッチが入ったみた
いで（苦笑）、その後は岐阜がほぼ支配する試合展開に。
なかでも、＃30ＳＢ尾泉が光っていた。先日の「ゴォール！
ＦＣ岐阜」でのインタビューでも「左足のキック全てを見
て下さい」と自信たっぷり？に言ってたけれど、クロスで
もＦＫでもＣＫでも、彼のキックは（ほぼ）正確だし、軌
道も何種類か使い分けてて、やはり武器になる。そして前
半42分、やはり彼の放ったＣＫに、＃８ＭＦハンジェがニ
アに走り込み、右のアウトサイドで合わせて同点ゴール！
いやー、あんな綺麗にセットプレーで得点できたのって、
いつ以来（ＰＳＭぶり？）かなぁ…（しみじみ）。
後半は水戸も修正してきたけれど、それでもウチが押して
いた時間帯に逆転弾を決められなかったのは残念。水戸の
象徴といえば、多くのサポが在籍14年目の＃１ＧＫ本間を
挙げると思うんだけど、今日は笑えるぐらい「ダメな本間」
で（苦笑）、ミスキックを連発するわファンブルするわで、
だから余計に点が奪えそうな気がして…。とはいえ、後半
21分に＃25ＣＢ関田が負傷交替してしまってからは流れが
水戸に傾きかけ、最後はなんとか守りきった感もあるので、
ホントは勝ち点３が欲しかったけれど、やむを得ない結果
なのかな、とも思う。
ただ、ここ数試合の岐阜は、明らかにチームとしての手応
えを選手たちが掴んで自信になっているような気がする。
もう少し早くから、その手応えを掴んで欲しかった（苦笑）
けれど、残り６試合でチームの状態が上向きになっている
のは明るい材料だ。連勝は止まってしまったけれど、ホー
ム４連勝を目指して、いい準備をして試合に臨んで欲しい。
（ささたく）

【ユース】
「Ｊユースカップ」いよいよ開幕
●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）が迫って来ました。10/21（日）に1
3:00ＫＯで中
津川競技場にてアルビレックス新潟ユースとの対戦が有り
ます。続いて10/27（土）に15:00ＫＯで東京ヴェルディユ
ースとの対戦が有ります。ここまで来たらウダウダと言い
ません。勝ちましょう！格上相手で有ろうが、勝ちを目指
して行きましょう！！選手達はとっくにその積りだと思う
ので、心配していません。
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。
10/12時点のＪＦＬ順位表です（上位のみ）。
１位：Ｖ・ファーレン長崎 26試合：勝点56+29
２位：長野パルセイロ
26試合：勝点53+26
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
‑‑‑
３位：SAGAWASHIGAFC
26試合：勝点46+19
４位：HondaFC
27試合：勝点41 +7
５位：Y.S.C.C.
27試合：勝点40+10
カマタマーレ讃岐がクラブライセンスの申請を取り下げ、
Ｖ・ファーレン長崎にはＪ２ライセンスが交付されました。
これにより、Ｊ２の21位は自動残留することが確定しまし
た。長崎の順位次第で、Ｊ２の最下位が「自動降格」か
「入替戦」かが決まることになります。
長崎と長野の残り試合です。
Ｖ・ファーレン長崎
Ｈ・藤枝MYFC
Ａ・SAGAWASHIGA
Ａ・佐川印刷
Ｈ・MIOびわこ滋賀
Ａ・Y.S.C.C.
Ｈ・ソニー仙台

長野パルセイロ
Ｈ・SAGAWASHI
GA
Ａ・HOYO大分
Ａ・MIOびわこ滋賀
Ｈ・ブラウブリッツ秋田
Ａ・藤枝MYFC
Ｈ・Y.S.C.C.

どちらも、SAGAWASHIGA（３位）、YSCC（５位）、MIOびわ
こ（７位）という好調なチームとの試合を残していますの
でまったく予断を許しません。長野は10/10に札幌厚別で天
皇杯を戦っています（0‑0からのPK戦で敗れました）ので、
それがどう影響するかというのもあります。
『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）

