Yokohama National University American Football Team Mastiffs

2 月 15 日、ブリーズベイホテルにて感謝する会が行われました。卒
業生 14 名、現役生 55 名、OBOG・コーチの方 20 名、後援会の方々28
名など総勢 110 名の MASTIFFS 関係者が一同に集結し、大変賑やかな
会となりました。
卒業生へのはなむけの言葉では、Offense へ田島ヘッドコーチから、
Defense へは石原コーチから、MG へは西村コーチから、TR へは古川
トレーナーコーチから、それぞれ感動の言葉が送られました。石原コー
チ、西村コーチは残念ながら欠席されたため横井コーチ、辻本コーチが
代読するかたちとなりました。中には四年間の MASTIFFS 生活での裏
話や感動のエピソードもあり、涙する卒業生の姿もみられ、大変心温ま
るお言葉となりました。
今回は卒業生植田健太郎さんのお父様が作られたメモリアル DVD が
上映されました。そこには MASTIFFS での一年間が試合や練習の映像
を通して刻まれており、様々な思いを巡らせて映像に見入る卒業生の姿
がとても印象的でした。
後半には、2014 年度主将の仁平からいつも支えてくださる方々への
感謝の言葉と今期の決意が語られました。この会を通して応援してくだ
さる方々への感謝の気持ちを実感することができ、その気持ちに応
えるべく、1 部死守という決して簡単とは言え
ない目標に対して真摯に向きあって参ります。
今後とも応援よろしくお願い致します。来年も
たくさんの方々のご参加お待ちしております。
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今年度も部員への事前調査により、MVP が決定しました。MVP 受賞者の言葉をご覧下さい。

TEAM

MVP

Offense MVP WR#89 長﨑剛大

DL/OL#55 船引亘

MVP 受賞ということで、感謝申し上げます。あ
りがとうございます。
この四年間、たくさんの人びとに支えられフット
ボールを続けて来ることができました。大きな怪
我もなく、最後にグラウンドに立てたことが一番
の幸せでした。私は主将としてこの賞を頂いてい
ますが、こんな自分について来てくれた同期、後
輩のおかげだと思っています。本当にありがとう
ございました。

新人賞

MASTIFFS の一員として 4 年間、そして最後の 1
年間を Offense チーフとして終えることができた
ことは自分の人生において素晴らしい財産でし
た。この賞は Offense メンバー、コーチの方々全
員に値するものだと思っています。そして、最後
までついてきてくれた後輩たちは私のかけがえの
ない財産であり、誇りです。そんな彼らが次も絶
対にやってくれるはずです。私は彼らが掲げた目
標を達成できるように、そして恩返しできるよう
に全力でサポートしていきます。
引き続きご声援の程、よろしくお願いします。あ
りがとうございました。

OL#75 新田郁

昨シーズンで新人賞を頂いた新田郁です。入部して
一年、いろいろなことがありました。私の高校のア
メフト部にはスタッフがいなかったので、入部当初
はマネージャーが毎練習ビデオを撮ってくれるこ
とに驚き、トレーナーのテーピングに驚いていまし
た。また、今回新人賞受賞という結果を出せたのは
スタッフの支えだけではなく、コーチの存在もとて
も大きかったです。コーチの指導は、頭の良くない
私にさえ、分かりやすかったです。昨シーズンは試
合に出場することはできたものの、試合で結果を残
すことはできなかったので、今シーズンは OL とし
て試合で結果を残せるよう頑張ります。

Defense MVP DB#25 土橋裕介
今回は Defense MVP に選んでいただき、ありが
とうございました。昨年は石原コーチが Defense
に来てから三年目、２部であれだけの結果を残し
た Defense が１部でどれだけ通用するのか、と楽
しみに迎えた年でした。秋シーズンでは、上位チ
ームに一矢報いる場面もあり、また Defense とし
てのスローガンだった「Turn Over」でもリーグ
一位の成績を残すことができ、今年につながる一
年になったと思っています。今年は学生コーチと
して今までの恩返しをしていきたいと思いますの
で、よろしくお願いします。

MG が撮影いたしました今年度の感謝する会の
映像を、DVD1 枚 500 円で販売いたします。出席さ
れた方は思い出に、出席されなかった方はこの一年
の記念にいかがでしょうか？
購入をご希望の方は、3 月 31 日(月)までに、右記
の項目を主務山下までご連絡ください。
山下美沙樹

TEL：080-5564-8579

①お名前

②ご住所

③お支払方法
（お振込 または
春シーズン試合会場にて直接お支払）

MAIL：yamashita-misaki-xf@ynu.jp
－ ２ －

「1 部死守」、これが 2014 年度の目標です。MASTIFFS の選手数は、現在 1 部リーグにおいて最少であり、
経験者もほとんどおりません。昨年 3 勝したものの、1 部トップレベルのチームには全く歯がたたず、レベル
の差を痛感させられました。この目標は決して低いものではなく、むしろ素人集団である MASTIFFS におい
て、今の実力のままでは成し遂げられるかわからないほど高い目標が「1 部死守」であり、TOP8 を将来の
MASTIFFS が目指すためには、今年必ず BIG8 に残らなければならない、と考えました。
そのような高い目標を達成するためには、各々がチームを強くするために何が必要か考え、自ら行動を起こ
し、現状を変えていかなければなりません。その思いを喚起するスローガンが「実践躬行」です。これには、
口先だけにならず信条を自ら進んで行うという意味があります。特に高い目標や理念を掲げて実行する場合に
用いります。4 年生から 1 年生まで、まず自分自身を動かすこと、これが今年の目標を達成する第一歩になる
と思っております。実力伯仲の BIG8 で勝利を掴み取り、絶対に「1 部死守」を成し遂げます。どうか、今年
度も変わらぬご声援の程、よろしくお願い致します。
今年度の新 4 年生より、チームを引っ張る最上級生とし
て、この 1 年の抱負・決意を述べさせていただきます。

LB ＃2 親川大士

K/P ＃3 今野翔太

LB ＃8 浅井基仁

４年生の今年、１部死守という
目標を達成するために、まず勧
誘チーフとして勧誘を成功さ
せるべく尽力します。何事にも
実践躬行で目標に向かってい
きます。

今年度 Kick チーフを務めます
今野翔太です。力の競った相手
との試合が多い今年の命運を
握るのは Kick であり、Kicker
としてもつよい Kicking Unit
をつくってまいります。

４年としての自覚と覚悟を持
って全力で取り組む。目標達成
のために、Defense リーダーと
してチームのために何ができ
るかを常に考えて行動します。

QB ＃16 立石祥三

LB ＃19 小谷祐太郎

DB ＃23 加藤謙治

Offense チーフになりました
立石です。今年は昨年以上のオ
フェンスユニットになれるよ
う頑張ります。ラストイヤー元
気に突っ走ります。応援よろし
くお願いします。

Big8 という新たな舞台で、マ
スティフスらしい戦いをし、今
年の目標である１部死守を達
成できるよう全力で頑張りま
す。応援よろしくお願いしま
す。

4 年目を迎え、マスティフスで
の最後の年、後悔の残らない一
日一日を過ごしたいと思いま
す。そして、最後に全員で昨年
以上の感動を味わいたいと思
います。

OL ＃73 山本啓太

DL ＃91 武田直也

MG 三宅彩子

OL は去年からの損失が少な
いので、今年は良い unit に仕
上がると思います。OL 全員で
若さを武器に頑張っていきた
いです。ぜひ僕らの勇姿を会場
まで観に来てください！

若い DL ユニットですが下級
生と共に成長し、Defense の最
前線から一部死守という目標
に貢献したいと思います。スタ
ンドからのご声援をよろしく
お願いします。

今年、1 部の舞台で戦えること
をとてもうれしく思います。後
輩が TOP8 を目標に掲げるこ
とができるよう、4 年生として
出来る限りのことをやりきり
ます。
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AS 雷田康友
BIG8 という新しい舞台で 1
つでも多くの勝利を掴める
よう、悔いの無い日々を送り
シーズンに臨みたいと思い
ます。

AS 西垣篤大
最上級生としての自覚を持
ち、日々取り組んでいきま
す。また、Offense AS として
やるべきことを明確にし、今
後に繋げると共に、毎試合勝
ちに貢献していきたいです。

TR 加藤友里
TR チーフを務めさせていた
だく加藤友里です。学年に TR
が一人ということもあり、不安
なこともありますが、TR ユニ
ット一丸となって、選手を強く
することに対して全力で取り
組みたいと思います。

2014 年度幹部体制が決定致しました。
幹部からのコメントをご覧ください。

主将
副将
主務

LB#44
WR＃7
LB#56
MG

仁平雅人
常田俊也
國澤友哉
山下美沙樹

Offense チーフ QB#16 立石祥三
Defense チーフ LB#8
浅井基仁
Kicking チーフ K/P＃3 今野翔太
TR チーフ
TR
加藤友里
Recruit チーフ
LB#2
親川大士

主将 LB#44 仁平雅人
今年度主将を務めさせて頂く、仁平雅人と申し
ます。昨年度は多大なるご声援、ご支援ありが
とうございました。2014 年 MASTIFFS は「1
部死守」という目標を掲げております。この言
葉には、自分たちはまだ 1 部リーグにふさわし
い実力を身につけられていないという事。そし
て今 MASTIFFS が TOP8 を目指すチームにな
って行くために、絶対に 2 部に落ちてはいけな
いという想いが込められています。自分たちの
弱さを認めて、今年度必ず 1 部死守を成し遂げ
ます。是非、変わらぬご声援をよろしくお願い
致します。

主務 MG 山下美沙樹
今年度主務を務めさせていただきます、山下美
沙樹です。昨年、専修大学戦で勝利した瞬間の
スタンドの熱気は忘れられません。この 1 勝を
あげるまでに、どれ程多くのご支援があったの
だろう、と改めて MASTIFFS を支えてくださる
方々の存在の大きさを感じました。そして、今
年 は BIG8 、 1 位 の ス タ ー ト で す 。 将 来 、
MASTIFFS が 1 部校として定着し、さらにその
先の勝利に繋げるため、チーム全員が成長して
勝利を掴み取りたいと思います。どうか、これ
からもご支援・ご声援の程、よろしくお願い致
します。

副将 WR#7 常田俊也
昨年は、長い間勝てなかった 1 部で勝利を収め
た反面、上位校との力の差を見せつけられたシ
ーズンでもありました。その差を克服するため、
この MASTIFFS は“1 部のチーム”になる必要が
あり、今年すべきことは目標に集約されている
と思っております。
BIG8 はこれまでに経験したことのない厳しい
シーズンになると思いますが、MASTIFFS らし
い戦いで挑みます。変わらぬご声援をよろしく
お願いします。

副将 LB#56 國澤友哉
まだ 1 年生だった時、フィールドで見た 1 部の
選手は自分より身体がずっと大きくて、
「こんな
人たちに敵う訳がない」と感じたのを今でも覚
えています。そんな自分が、大学からアメフト
を始めた人が大半のこのチームで、1 部にいられ
ることは本当に幸せなことだと思います。こん
な思いを、今よりもっと良い思いを、後輩たち
に感じてもらうためにも、自分にできることを
精一杯やっていきます。
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2013 年春シーズンの試合日程が決定いたしました。今年度は公共会場で行われる試合が
多くなっておりますので、ぜひ応援にお越しください。スタンドからの熱いご声援をよろし
くお願いいたします！なお、未定の部分に関しましては次号以降でお知らせいたします。
今年は定期戦である神戸大学戦が関東で行われます！関東 1 部校対関西 1 部校の試合を、
ぜひ会場でご覧ください。試合後にはレセプションの開催も予定しておりますので、そちら
にもどうぞご参加ください。部員一同心よりお待ちしております！
日程

対戦校

試合会場

KickOff 時間

4 月 27 日（日）

神戸大学

アミノバイタルフィールド

１１：００

5 月 18 日（日）

立教大学

アミノバイタルフィールド

１６：４５

5 月 25 日（日）

関東学院大学

※川崎富士見球技場

１０：３０

6 月 7 日（土）

防衛大学校

アミノバイタルフィールド

１３：３０

6 月 15 日（日）

東北大学

アミノバイタルフィールド

１３：３０

6 月 29 日（日）

立正大学

横浜国立大学保土ヶ谷 Gr.

未定

※「川崎球場」は、2014 年から「川崎富士見球技場」に名称が変わりました。

仁平様(4 年仁平雅人)より、いちごの差し入れをいただきました！
4 箱ものいちごを前に、選手も staff も大喜びでした。風邪予防にた
っぷりビタミン補給ができました！ありがとうございます。
これからも、お米や果物など差し入れていただける場合は、下記住
所までお送りください！よろしくお願い致します。
〒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

大学は冬休みに入り、構内はとても静かになりました。その代り、大学入試の下見に来る受験
生や家を探しに家族で来る新入生が見受けられるようになりました。今年も、何人の 1 年生が
MASTIFFS の一員になってくれるのか、今からとても楽しみです。
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 25 年 3 月 16 日発行
編集担当 MG4 年 山下美沙樹 MG2 年 田島理絵 MG2 年 豊田志織
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