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概要

大阪ディンゴーズは、日本の大阪を拠点とし活動するオーストラリアンフットボールのクラブチーム

です。1990 年に設立され、2003 年からジャパンカップ、2007 年からはＪＡＦＬ（日本オーストラリア

フットボール協会）のトップリーグにそれぞれ参加し戦い抜いてきました。

我々のチームには、オーストラリア人選手を始め、日本人やその他の国籍の選手が集っています 。

私達は現在、チームならびにオーストラリアンフットボールを、ＪＡＦＬの協力の元、ウェブサイトやプ

ロモーション活動、またチームの様々なイベント活動を通じて地域のコミュニティに浸透できるよう

に働きかけています。

大阪ディンゴーズは前シーズン、前々シーズンにおいて、リーグの決勝に進出し、 2011 年には優

勝を果たし、2012 年は準優勝を果たし、名実ともに日本一の実力を付けてきました。

このチームの躍進と成功により、たくさんの方々の応援や支持をネット上でいただいています。

現在、チームは 2013 年のシーズンをサポートしてくださるスポンサーを探しています。

2012 season videoを見るには上の写真をクリックしてください。
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日本におけるオーストラリアンフットボール

1986 年、Hawthorn vs Carlton というチームによって日本で初めてのオーストラリアンフットボール

の試合が、名声高き早稲田大学のグランドにおいて行われました。 慶応大学と早稲田大学に引

き続いて形成された大学のチーム達が、東京大学リーグとして競い合ってきました。その結果、現

在では駒沢大学と専修大学においてチームが形成され、2006 年には日本代表選手のサカキ　ミ

チト選手が Essendon 対 Sydney の練習試合に参加しました。彼はその後セミプロ選手として

Wodonga Raiders というチームで同年に活躍しました。また 2009 年にはヨシウラ　ショーン選手が

初の日本生まれのルーキードラフトして、Brisbane Lions に選出されました。 2006 年、日本の各

チームが高いレベルで戦う場として、ＪＡＦＬトップリーグが構成され、今日では 8 チームが参加し競

い合っています。

ＪＡＦＬはアジアにおいて最も強く組織化されたリーグです。ＪＡＦＬの参加チームはそれぞれ東京、

名古屋また大阪に拠点を置いています。 将来的には、東日本と西日本に分けてリーグを構成す

る計画をしています。 毎年 8月には、各大学の選手によって構成された大学チームがオーストラリ

アに遠征を行っています。その遠征では 2週間の間に地元チームとの試合やＡＦＬのチームのト

レーニングを行っています。また、3 年に一度メルボルンにて行われるインターナショナルカップ

には日本代表チーム　サムライズが参加しています。次回のインターナショナルカップは 2014 年

に開催予定となっています。ディンゴーズからも 2011 年に数人の選手が日本代表に選ばれ参加

しました。日本代表チームはトップの位置を戦えるまで力をつけてきています。また、毎年、日本

チームは諸外国またアジア各国の参加選手によるトーナメントであるアジアンチャンピオンシップ

に参加しています。
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クラブの目標

■大阪ディンゴーズを真髄から強くし、発展させる。

■日本において日本人や他の外国人達とこの素晴らしいスポーツを共有し、

日本在住のオーストラリア人がフットボールをするための手段を提供する。

■大阪ディンゴーズの選手を各自のナショナルチームに参加させる。

■大阪ディンゴーズの選手をインターナショナルカップおよびアジアカップに参加させる。

■関西地方でオーストラリアンフットボールの大学リーグを開始する。

■JAFL と協力し、オーストラリアンフットボールを関西地方また西日本において広く

普及させる。

■日本の子供達のオーストラリアンフットボールの能力を伸ばす。

■大阪の国際交流社会においての評判を高める。

■世界中のオーストラリアンフットボールに関するクラブや人々との関係を発展させる。

クラブの構造

代　表：　ジョナサン・クーパー

副代表／秘書：　田中　元気

コーチ：　マット・ゲイル

キャプテン：　及川　潤／ルイス・パターソン
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クラブのイベントについて

■トップリーグゲーム

ディンゴーズは、ＪＡＦＬのトップリーグに属し、毎試合、ディンゴーズまたはＪＡＦＬのホームページ

において情報や資料を提供しています。世界中に各試合が配信され、その結果クラブと   ＪＡＦＬ

に多くの関心や興味を集めています。

http://www.osakadingoes.com/gallery/index.html

■フットボールクリニック

過去 6 年間、私達のチームはオースキックフットボールクリニックというイベントを、関西地方で定

期的に行ってきました。これは、小さい子供を始め様々な年代に、このスポーツを紹介し、また健

康的で活動的なライフスタイルを勧める活動です。 昨年は、神戸レガッタ倶楽部において、オー

スキックのセッションを行いました。

http://www.osakadingoes.com/gallery/kobekids2012.htm

2012 Auskick session  のムービーを見るには上の写真をクリックしてください。
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■他国のチームとの連携

2012 年、オーストラリア・クイーンランド州南ケアンズに位置する Yarrabah アボリジナル地域にある

ピラミッドパワー・オーストラリアンフットボールクラブと私達大阪ディンゴーズは、兄弟チームとして

の協定を締結しました。現在、私達はパワーズの 18歳以下の選手たちを日本に 10月に招待する

ことを企画立案しています。できれば、選手たちが自分の国とは異なる日本の文化を体験し、自分

たちの国の文化を紹介し、またスポーツのクリニックを通じて文化の交流をさせたいと考えていま

す。また私達は彼らが日本に滞在している間に、日本で行われるジャパンカップの試合にも参加

させたいと考えています。

www.facebook.com/pyramid.power

■西日本チャレンジシリーズ

西日本チャレンジシリーズは、毎年シーズン前の恒例イベントとして名古屋レッドバックスと大阪

ディンゴーズの間で行われています。本シーズンに向けた練習試合として 1 ~ 2 試合行われてお

り個々の選手にとっての準備となるだけでなく、2 チーム間の交流を深める良い機会ともなってい

ます。 今年度は 4月 21 日日曜日に名古屋において、ANZAC（オーストラリア・ニュージーランド

軍隊）と日本の軍隊の追悼記念として、試合を行いました。 

http://www.osakadingoes.com/gallery/redbackspractice.htm

■ＡＦＬグランドファイナルイベント

毎年、本場オーストラリアのリーグであるＡＦＬのグランドファイナル（決勝戦）を皆で観戦するイベ

ントを開催しています。オンラインにて会場を告知した所、チーム内またチーム外の多くの方から

反響を集めました。昨年は、大阪市内のアイリッシュパブにおい手イベントを開催しました。

http://www.osakadingoes.com/gallery/grandfinal2012.htm

■クラブの忘年会

毎年シーズンが終了する頃に、一年の活動を労い祝うべく忘年会を開催しています。選手、選手

の妻、恋人、家族など親しいメンバーが揃い、各個人賞を表彰し、盛大に開催しています。

http://osakadingoes.com/news/2012archive.html#bounenkai12  
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宣伝と広告活動について 

■ＪＡＦＬ　Japan Australian Football League 日本オーストラリアンフットボール協会

大阪ディンゴーズは、日本オーストラリアンフットボール協会（以下ＪＡＦＬ）と協力し合い、チームを

躍進させています。 トップリーグ開催シーズン中は、チームの名前や実力を、ＪＡＦＬを通じて公開

しています。ＪＡＦＬの公式ウェブサイトには、選手や国内外のチームの紹介、資料各種や関係記

事またイベントなどについて幅広く情報を発信し、オーストラリアンフットボールの発展に大きく貢

献しています。また     ＪＡ F Ｌは私達が開催しているオースキックのイベントにもグランド費用など

の面において協力してくれています。 今年度、ＪＡＦＬは東京に事務所を開設しました。

http://www.jafl.org/

■World Footy News

World Footy News は、世界中のオーストラリアンフットボールの情報を発信するウェブサイトです。

大阪ディンゴーズは過去数年に渡り、このウェブサイトに顕著に紹介されてきました。

http://www.worldfootynews.com.au/

■公式ホームページ

クラブの公式ホームページでは、大阪ディンゴーズに関するニュースや情報を都度発信していま

す。現在のホームページは 2012 年に開設され、定期的に情報を発信しています。写真ギャラリー、

ビデオ、チームについての紹介、選手の紹介、そしてイベントの案内などを掲載しています。明確

で見やすいホームページは、国際的なフットボールコミュニティーにも大変好評です。スポンサー

や協賛の方々の宣伝や連絡先なども掲載しています。

■プロモーション活動

選手達はクラブとＡＦＬを広く世間に宣伝するために、在大阪オーストラリア総領事館を始め、スポン

サーや、関西地方の大学、バー、レストランなどへ定期的にブローシャーを配布したり情報を提供し

ています。
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スポンサーシップについて

現在、大阪ディンゴーズは下記のいずれかのパッケージのスポンサーとなってくださる企業・団

体・個人を募集しています。

1 ベ  ーシックパッケージ　年間      70,000      円  

この金額はＪＡＦＬへの年間参加登録料をご支援いただきます。

2 ス  タンダードパッケージ　年間      125,000      円  

この金額はＪＡＦＬへの年間参加登録料ならびにジャパンカップの参加費をご支援いただきます。

また、このパッケージによって年間のウェブサイト維持費やグランド使用代、遠征費用やその他ク

ラブ運営にかかわる費用をご支援いただきます。

3 プ  レミアムパッケージ　年間      250,000      円  

この金額はＪＡＦＬへの年間参加登録料ならびにジャパンカップの参加費をご支援いただきます。

また、このパッケージによって年間のウェブサイト維持費やグランド使用代、遠征費用やその他ク

ラブ運営にかかわる費用をご支援いただきます。さらに、この金額の一部を選手が国際試合に参

加する際の費用として使用させていただきます。
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クラブからご提供できる内容

私達は、スポンサーシップで支援していただく代わりに下記の内容をご提供し、さらにそれぞれの

スポンサー様のご意向やご希望があればそれに沿えるように最善の努力をすることをお約束しま

す。

・公式ユニフォーム、公式ウェブサイト、広告ツール、試合日のバナー広告、

試合日のプログラム表などへの企業名の印字

・ＪＡＦＬの公式ウェブサイトまたはＪＡＦＬの協賛イベントへの露見

・命名権

・日本またはオーストラリアでのプロモーションツールにおいての宣伝

・貴社の主催イベント行事などへ、日本人ならびにオーストラリア人の協力派遣

・日本またはオーストラリアでのイベントにおいてプレゼンテーションの用意

これ以外にも、スポンサーシップをいただける企業様のご意向に合わせて、支援していただく金額

と同等の見返りをお約束できるよう、クラブからご提供できる事項をアレンジしご提案させていただき

ます。
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