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突然のお知らせとなってしまい大変恐縮ではございますが、この度 MASTIFFS NEWS を HP へ完全移
行することとなりました。これに伴い、MASTIFFS NEWS は 6 月号をもって取りやめさせていただき
ます。ご愛読いただきました皆様、本当にありがとうございました。今後は、HP にて部員の様子や試合
の情報などをお伝えしていきます。

春オープン戦のご案内

CHECK!
対戦日

対戦校

K.O.時間

会場

4/22(日)

上智大学

13:30

アミノバイタルフィールド

4/29(日)

神戸大学(定期戦)

13:30

アミノバイタルフィールド

5/12(土)

慶應義塾大学

16:15

富士通スタジアム川崎

5/19(土)

一橋大学

13:30

アミノバイタルフィールド

5/27(日)

明治学院大学

16:15

アミノバイタルフィールド

6/10(日)

明治大学

16:15

アミノバイタルフィールド

6/24(日)

東北大学(定期戦)

13:00

ユアテックスタジアム仙台

7/1(日)

立正大学

未定

横浜国立大学内 Gr.

春オープン戦の日程（※2018 年 3 月 25 日現在）をお知らせいたします。
MASTIFFS NEWS 2 月号でお伝えした内容に加え、Kick Off 時間及び試合会場を新たに
掲載いたしましたので、どうぞご確認ください。また、5 月 12 日に行われる慶應義塾大学戦
の試合会場が、富士通スタジアム川崎に変更となりました。お間違いのないよう、宜しくお
願い致します。
今年度の春オープン戦第 7 戦目では、東北大学 HORNETS との定期戦が、宮城県のユアテ
ックスタジアム仙台で行われます。お近くにお住まいの方は是非会場までお越しください！
※立正大学戦の Kick Off 時間は決まり次第、ホームページや Facebook にてお伝えいたしま
すので、どうぞご確認ください。
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VS 上智大学 GOLDEN EAGLES

昨年度、関東 2 部リーグ B ブロックで 2 位の成績を収めた、実力のあるチームです。今
シーズンは、昨年度チームの勝利に大きく貢献した RB が抜けた穴をどう埋めてくるのかが
注目です。Offense の注目選手は、QB#81 小宮山雄大選手(2 年)。昨シーズンの後半戦、
1 年生ながらスターターとして試合を戦い抜いた成長株です。今年度もその経験を存分に生
かして鋭い Pass を投げ込み、相手 Defense を翻弄してくると思われます。横国は、初戦
から攻めの Defense をし、
春オープン戦の流れを掴みます。
Defense の注目選手は DL#90
伊藤天晶選手(4 年)。今年度は副将を務め、チームからの信頼も厚い選手です。OL を押し
込む力は、今年度の横国 OL の脅威となるでしょう。横国 Offense は、トレーニング期で
身につけた力を信じて、恐れることなく戦い抜くことが勝利の鍵となります。
上智大学とは、2014 年度秋リーグ戦第 3 節で対戦して以来、約 3 年ぶりの試合です。2014 年度秋リーグ戦
では、横国・上智ともに 1 部リーグ BIG8 で対戦し、●7-13 で横国が敗北を喫しています。この初戦に勝利
することが、今年度のチームの成長に大きく繋がります。昨年度の春オープン戦は 4 勝 3 敗 1 分けと悔しい
結果に終わりましたが、今年度の目標・スローガンである『Beyond The Past －徹底－ 』を達成するために
も、まずは春オープン戦から勢いに乗り、秋リーグ戦に繋げていけるよう、全力で挑んで参ります。

VS 神戸大学 RAVENS

昨年度、関西リーグの秋リーグ戦で入替戦に勝利し、再び 1 部リーグに昇格したチームで
す。昨年度は 4 年生だけでなく、下級生も多く試合に出ていたため、今年度も決して油断でき
ません。Offense の注目選手は、QB#12 福嶋賢悟選手(4 年)。2 年生の時からスターターと
して試合に出場しており、経験も豊富な QB です。昨年度の定期戦でも、正確な Pass を何度
も決められてしまいました。横国 Defense は、相手の Pass を防ぎ、昨年度とは違う姿を見
せたいところです。Defense の注目選手は、DB#22 増田亮選手(3 年)。昨年度の定期戦で
は、増田選手に Intercept されてしまい、横国は流れを掴みきれませんでした。今シーズンは
3 年生となり、昨年度以上の実力をつけていると思われます。横国は、昨年度のように Turn
Over で試合の流れを持っていかれないよう、高い集中力のまま戦い抜きます。
昨年度春オープン戦 戦績

1Q

2Q

3Q

4Q

Total

横国

0

6

0

8

14

神戸

7

0

7

0

14

今年度で 32 回目となる神戸大学 RAVENS との定期戦。昨年度は、同点という悔しい結果
でしたが、今年度は『徹底』した攻めと守りで勝利を掴み取ります。昨年度とは異なり、今年
度は関東で試合が行われますので、皆様お誘いあわせの上、是非試合会場にお越しください。
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実践練習 START
春休みも後半に入り、練習内容も少しずつ変化してきています。3 月の半ば頃か
ら、試合を意識した実践的な練習が始まりました。実際にスクリメージを組む練習
は昨年度秋シーズン以降行っていなかったため、約 3 ヶ月ぶりとなります。相手チ
ームの動きを想定したダミーチームにはコーチの方々が多く入ってくださり、昨年
度以上のチームになれるよう、また昨年度の自分を越えられるよう、1 人 1 人が懸
命に練習に取り組んでいます。
練習中は、上級生が Play でも声掛けでもチームを引っ張り、
『Beyond The Past』
できる雰囲気を作り出しています。また、昨年度秋シーズン、試合に出場する機会の
少なかった新 2 年生も、学年が 1 つ上がり、この実践練習に積極的に参加していま
す。春オープン戦では新 2 年生が試合に出場できる機会も多くなりますので、成長
した姿をお見せできますよう精進して参ります。
春オープン戦が開幕すると、実践的な練習がより増えていきます。選手は、トレー
ニング期で身に付けた体力や、基礎的な動きを応用し、日々成長します！

差し入れを募集しています!
相原様(49 期：相原奎真)よりふりかけの差し入れを頂きまし
た。ありがとうございました。
春オープン戦開幕まで約１ヶ月となりました。この時期は、試
合の最後の最後まで走りきる体力を身に付けられるようなハー
ドな練習メニューが組まれており、練習中の水分補給は選手た
ちにとって欠かせません。しかし、現在そのストックが枯渇して
おります。大変恐縮ではございますが、スポーツドリンク粉末
（試合用：ポカリスエット、練習用：トップバリュースポーツド
リンク

グレープフルーツ味）の差し入れを頂けますと嬉しく

思います。特に、練習用のスポーツドリンク粉末が大変不足
しております。どうかよろしくお願いいたします。
尚、上記以外の物品もお待ちしております。差し入れをしてい

〒240-8501
神奈川県横浜市保土ヶ谷区
常盤台 79-1 体育会サークル棟
「横浜国立大学アメリカン
フットボール部」

ただける場合には、右記住所までお願いいたします。
ホームページ → http://www.mastiffs.jp
（ 後援会ページパスワード：goynu ）
メールアドレス → info@mastiffs.jp

←

スマートフォン用
QR コード

横浜国立大学体育会アメリカンフットボール部 平成 30 年 3 月 25 日発行
編集担当 新 2 年 MG 吉田真悠
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