
第三節  専修大学戦のご報告  
2016.10.09.SUN  

13:30  Kick  Off  

@AVF  専修大学戦  戦評  
   横国のKickで試合開始。ハーフラインより攻撃を開

始した横国は、RB#27草野佑介(4年)が前進し、OL

陣が開けた道を駆け抜けTouchdown。PATも

DB/K/P#13岩﨑朝廊(3年)がKickを決め、7-0。2Q。

横国は敵陣35ydsから攻撃を開始し、3rd  down  6の

シチュエーションでQB#12福岡和弥(3年)から

WR#26柘植貴大(3年)へのPass等で前進し、FGを選

択。岩﨑のKickで3点得点し、10-0。続く横国の攻撃

ではテンポ良くFreshを獲得し敵陣18ydsまで前進す

るが、専修Defenseも意地を見せ、再びFGを選択。岩

﨑がKickを決め、13-0で前半終了。  

  専修の Kick で後半開始。専修の自陣 47yds からの

攻撃では、得点を許さず攻守交代。専修大学が敵陣

47yds まで前進し3Q終了。4Q。4th  down  7 で、

専修大学はGamble を選択。専修の Carrier 目掛け走

ってきたDB#14正村圭太(3 年)が Tackle を決め、

攻守交代。横国は、敵陣 20yds まで Ball を進めるが、

4th  down  gamble で失敗し、攻撃権は専修大学へ。

専修は次々に Play を決め敵陣へと攻め込むが、流れを

断ち切りたい横国Defense は粘りを見せ、無得点に抑

える。試合時間は残り 2分となり、専修は果敢に攻め、

敵陣 35yds まで前進する。ここでDL＃99深澤駿(2

年)が QB  sack を決める。攻守交代し、横国はKnee  

down を選択。試合終了。13-0 で横国が勝利した。  

VS GREEN MACHINE 

専修大学戦にお越しいただきました皆様  

	 曇り空が広がる中、第三節である専修大

学との試合が行われました。試合後半、激

しく攻撃を仕掛ける専修 Offense に対し、

横国 Defense は堅い守りで得点を許さず、

完封勝利を成し遂げることが出来ました。

スタンドから届く皆様の熱いご声援を力

に変え、選手一同、今シーズン大一番の	 

試合で存分に活躍することが出来ました。

ありがとうございました！	 

山下浩司様、土生高史様・智美�様、今野研一様・千賀子様、野﨑清義様、加藤正法様、  

小川誠様、大河内尚登様、原岡良尚様・靖子様、加藤牧子様、荒川真一様・滋代様、  

石川渡様・敦子様、柘植智子様、日水寛康様・元子様、二宮昇様、沼田浩邦様・悦子様、  

福田眞理子様、岩淵啓恵様、井上喜文様・敬子様、平野保幸様・陽子様、山本泰久様・知子様、

岩﨑博安様、先崎正則様・真理子様、山田昭典様・澄子様・みづき様、正村寛様・美�紀子様、

新田毅様・聡子様、木村吉孝様・礼子様、田島一郎様・久美�子様、草野美�香様、  

深澤大介様・雅代様・あずき様、相田眞里江様・実乃里様、森昭嘉様・直子様、朝倉幸子様・

真弓様、長谷川順一様・昭子様、豊田暢彦様・里美�様、髙岡智浩様・亜子様、指原寛様、  

大槻丈彦様、森本孝子様、泉紳一郎様・美�子様、福岡範子様、加藤肇様・秀子様、豊田雅孝様・

真喜子様、永井美�佳様  

  

 
 
 
 
  

 1Q   2Q   3Q   4Q   Total  

横国   7   6   0   0   13  

専修   0   0   0   0   0  
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第四節  帝京大学戦のご報告  
2016.10.22.SAT  

13:30  Kick  Off  

@AVF  

VS ASSASSINS 

	 寒空の下、第四節では帝京大学と対戦しま
した。横国は前半から果敢に相手を攻め立

て、力強くボールを前へ前へと運びました。

油断することなく順調に得点を重ね、34—7 と

帝京を大きく引き離し、悲願の勝利を掴み取

ることができました！応援して下さった皆

様と部員全員が「勝ち」に対して強い想いを

持ち、心を一つにできたからこそ為し得た勝

利だと思います。本当にありがとうございま

した。四試合を終え、今シーズンも折り返し

となりました。後半戦も変わらぬご支援・ご

声援をどうぞよろしくお願い致します。	 

   横国のKickで試合開始。横国はRB#27草野佑介(4年)
のRunやWR#26柘植貴大(3年)のPass  catchでFresh

を獲得する。Goal  line前1ydまでBallを進め、OL陣の開

いた道を草野が走りTouchdown。PATはDB/K/P#13

岩﨑朝廊(3年)がKickを決め、7-0。続く帝京の攻撃では

Runで一気に攻め込むが、DL#25原岡良樹(4年)のLoss  

tackleで押し戻し、Puntに終わる。自陣18ydsより攻撃

を開始した横国は、QB#12福岡和弥(3年)からWR#7土

生育穂(2年)へのPass等で前進する。敵陣14ydsからの横

国の攻撃で2Q開始。福岡のQB  runで前進し1yd残して

4th  down。横国はGambleを選択。福岡が草野にBallを

渡し、走り抜けてTouchdown。PATで岩崎がNice  kick

を見せ14-0。続く帝京の攻撃で、WRに投じたBallを

LB#44井上慎太朗(3年)がPass  interceptし、攻守交代。

横国の攻撃では、土生が福岡のPassをCatchし、Goal  

line前10ydsまで一気に前進。福岡がなんとかBallをEnd  

zoneに押し込みTouchdown。PATのKickも決まり、

21-0。前半終了。  

   帝京のKickで試合再開。横国の攻撃では、草野が一気

に走り、敵陣21ydsまで前進して3Q終了。4Q。福岡の

投じたBallは、WR#15大橋俊亮(3年)の腕に収まり、

Pass成功。最後は草野がCarrierとなりTouchdown。

PATでは岩崎のKickで1点追加し、28-0。自陣30yds

から攻撃を開始した帝京はPassで前進し、WRがEnd  

zone内でPass  catchを決めてTouchdown。PATの

Kickも決まり、28-7。試合は2  minutesに突入。横国の

Last  driveは敵陣29ydsから開始。草野のRunで着実に

Gainを重ね、最後はEnd  zone内で柘植にPassが通り、

Touchdown。試合終了。34-7で横国が勝利した。  

 

帝京大学戦  戦評  

帝京大学戦にお越しいただきました皆様  

石川渡様、繁永賢治様、李志東様・嘉和様・嘉泰様、大河内尚登様、山下浩司様、  

荒川真一様・滋代様、原岡良尚様・靖子様、小林祐司様・久恵様、伊東裕樹様・三智代様、

原島良男様・アリセ様、野﨑清義様、加藤牧子様、山田昭典様・澄子様、加藤正法様、  

新田毅様・聡子様・光様、福岡正務様・範子様、日水寛康様・元子様、今野研一様、  

泉美�子様、佐々木健治様・和代様・翔平様、二宮昇様、豊田暢彦様、相田正彦様・眞里江様、

岩淵啓恵様、小川誠様・里子様、金谷明男様、豊田真喜子様・七海様、石田哲也様  

野口広美�様、木村吉孝様、朝倉幸子様、先崎正則様・真理子様、永井美�佳様、田中美�奈子様、

長谷川昭子様、正村寛様・美�紀子様、指原寛様、太田純子様、大槻丈彦様、深澤大介様、  

有村和信様・明子様、土生高史様・智美�様、渡辺文子様、髙岡亜子様、詠弓子様、  

吉沼理悟様、森本孝子様、中村公子様  

  

 
  

 1Q   2Q   3Q   4Q   Total  

横国   7   14   0   13   34  

帝京   0   0   0   7   7  
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第三節・第四節を終えて  
45 期  副将  OL#66  佐藤秀顕  

HERO 

INTERVIEW 
	 今月も引き続き、MASTIFFS	 HP に HERO	 

INTERVIEW 動画を掲載いたします。また、専

修大学戦では好 Play を見せた選手が多かっ

たため、今回は特に活躍した 2名を取り上げ

てご紹介致します。	 

＊第三節	 専修大学戦での HERO は	 

	 DB#14 正村圭太(3 年)  
      DL#99 深澤駿(2年)	 
＊第四節	 帝京大学戦での HERO は	 

	 QB#12  福岡和弥(3年)  
です。随時更新していく予定ですので、ぜひ	 

ご視聴下さい！(URL は p６に記載しておりま

す。)	 

DB 
#14  

DL 
#99 
  

QB 
#12 
  

	 この第三・四節は、負ければ 22 部への入�替戦に行くことが

濃厚になってしまう、絶対に負けられない試合の連続でした。

自分達の弱さを認め、「更なる高みへ」行こうと互いに鼓舞し

合い、必死に戦い抜いた四週間。極限状態の中で挑んだ二試

合でしたが、皆さんのご声援のおかげで両試合共に勝利を収

めることが出来ました。  

  今シーズンも四戦を終え、折り返し地点。これまでの勝利

を過信することなく、試合終了のホイッスルの鳴るその瞬間

まで、泥臭く勝利に執着します。これからも、変わらぬご支

援・ご声援をよろしくお願い致します。  
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GOODS紹介 
   

￥1000 ￥500 
 

帝京戦より 
新発売！ 

BEST 
SHOT!!!! 

今シーズンより、普段使いできる様々な新 GOODS が発

売されております。ぜひお買い求め下さい！  

 今月から始まる新企画『BEST  SHOT!』。  
この企画では、各試合で撮影して頂いた写真から一枚

を取り上げ、皆様にご紹介致します。  

今回は第一節の拓殖大学戦、第二節の東京大学戦を

取り上げます！  

NEW 

09/10  第一節  拓殖大学戦  @AVF  

09/24  第二節  東京大学戦  @AVF  

『TOUCH  DOWN!!』  

『感謝』  
 

	 照りつける太陽の下、第一節  拓殖大学との試合

が行われました。3Q、QB#12福岡和弥(3年)が投じた

Long  passを、WR#26柘植貴大(3年)が渾身のPass  

Catch！そのままEnd  zoneへ駆け込んでTouch  down

を決めました。得点する瞬間を収めた、躍動感のあ

る一枚です。両手を大きく広げ、勢いよくEnd  zone

へ飛び込んでいく様子が伝わってきます。この後の

Kickも成功し、7点が追加され、17-0と大きく相手

を引き離しました。最終的に17-7で試合終了。今シ

ーズン初戦で、念願の勝利を収めることができまし

た！  

	 土砂降りのなか行われた、第二節  東京大学との
試合。試合終了後、整列の時に撮影された一枚で

す。7-31 と思うような結果を残せず、部員一人一

人が悔しさを噛み締めていました。そんな私達に

対し、皆様はスタンドから温かい拍手を送って下

さいました。毎試合、熱いご声援を届けて下さる

皆様には、感謝の念が尽きません。感謝の気持ち

を、気合いのこもった Play に変え、一つでも多

くの勝ちを掴み取ることで、皆様の期待に応えて

みせます！  

 

MASTIFFS 
公式ポロシャツの 
後援会版です！ 
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¥2500 
 

A4 クリアファイル  新オレンジキャップ  新マグボトル  

大人気	 

発売中！！	 

温かい飲み物と

共に… 
 

白ポロシャツ  

¥3500 
 YOKOHAMA  NATIONAL  UNIVERSITY  

AMERICANFOOTBALL  TEAM  MASTIFFS



2016.11.06.SUN  

17:30  Kick  Off  

@AVF  

PICK  UP!!   東京学芸大学分析  

	 東京学芸大学 SSnnaaiillss は、今年度七年ぶりに 11部昇格を果たし、現在

二勝二敗を収めている。  

  学芸 OOffffeennssee は、SSppeeeedd 感溢れる RRuunn で相手 DDeeffeennssee を置き去り

にする。特にRRBB##2288 山中選手((44 年))は、PPhhyyssiiccaall を兼ね備えたパワフ

ルなRRuunn で確実に GGaaiinn を重ねる。横国 DDeeffeennssee には、低く力強い

TTaacckkllee で相手 CCaarrrriieerr を確実に仕留める力が要求される。  

  学芸 DDeeffeennssee は、SSppeeeedd を生かした正確な TTaacckkllee で相手OOffffeennssee

を苦しめる。横国 OOffffeennssee は、素早い動きを見逃さない集中力と冷静

さを持ってそのTTaacckkllee をかわし、着実に前へとボールを運びたい。  

    

2016.11.19.SAT  

16:30  Kick  Off  

@AVF  

PICK  UP!!   国士舘大学分析  

	 国士舘大学 RRHHIINNOOCCEERROOSS は、実力のある経験豊富な選手陣から繰

り出される SSppeeeedd 感とWWiilldd さを兼ね備えた PPllaayy で他チームを圧倒

し、現在三勝一敗を収めている。  

  国士舘OOffffeennssee は、QQBB##1100 古本選手が俊足のWWRR陣に正確かつ思

い切りの良い PPaassss を投じ、BBiigg  ggaaiinn を量産する。横国 DDeeffeennssee には、

的確なTTaacckkllee で相手 OOffffeennssee の動きを封じる力が要求される。  

  国士舘DDeeffeennssee は、AAggggrreessssiivvee な PPllaayy で相手OOffffeennssee に HHaarrdd  

ttaacckkllee をかます。横国OOffffeennssee は、そんな TTaacckkllee にも負けない

FFuunnddaammeennttaall と精神力で、11yydd でも多く GGaaiinn を稼ぎたい。  

  

RB#28 山中選手  

（4 年）  

QB#10 古本選手  

（4 年）  

 
 
  

第五節   東京学芸大学戦のお知らせ  

VS 
	 第五節の対戦相手は、東京学芸大学 Snails です。昨年度の入

替戦では一橋大学と死闘を繰り広げ、タイブレイクを制して BIG8

への昇格を果たしました。経験者が少なく、国立大学であるとい

う同じ境遇だからこそ、絶対に負けられない相手です。そんな学

芸大学に対し、MASTIFFS は前節・帝京大学戦での勝利を自信

に変え、日々の練習で積み重ねてきたこと全てをぶつけて勝利

を勝ち取ってみせます。今節は、MASTIFFS の BIG8 での立ち位

置を決定付ける大変重要な一戦となります。ぜひ、試合会場に

て、その行く末を見届けて下さい！  
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第六節   国士舘大学戦のお知らせ  

VS 
	 今シーズンも佳境にさしかかる頃、第六節では国士舘大学  

RHINOCEROS と対戦します。昨年度の入替戦では東海大学に

勝利し、BIG8 への昇格を果たしました。Offense、Defense 共に

圧倒的実力を兼ね備えたスターが数多く健在しており、選手層

の厚さがその強さの由縁です。個人能力が高く爆発的な攻撃

力を誇るこのチームに対し、MASTIFFS はこれまで地道に積み

重ねてきた練習の成果を 大限発揮し、 後の一秒まで粘り

強く戦い抜きます。温かいご声援よろしくお願い致します！  

  



 

 
後援会費  

11 口 55,,000000 円((何口でも結構です))  

※現役父母の皆様には 44 口 2200,,000000 円以上のお

振込をお願いしております  

後援会費振込先  

横浜銀行横浜駅前支店  

普通預金  １１０２５０５  

名義  

横浜国立大学アメリカンフットボール部後援会  

キャンペーンのご紹介  

	 加藤様(45 期：加藤宏基)よりポカリの粉、永井様(45 期：永井花実)、井上様(46 期：
井上慎太朗)、佐々木様(46 期：佐々木悠至)、李様(46 期：李嘉隆)よりお菓子の差し

入れを頂きました。今シーズンも後半にさしかかり、疲労が溜まってくるこの時期、皆

様から頂く差し入れのおかげでバテてしまうことなく練習に励むことが出来ておりま

す。ありがとうございました。また、TR からのお願いです。練習後に選手が捕食とし

て食べるお米が大変不足しております。差し入れして頂けると大変重宝致します。今後

差し入れをして下さる方は、下記住所までよろしくお願い致します。	 

	 より多くの方に MASTIFFS の試合をご観戦して頂くため、様々なキャンペーンを行っ

ております。試合を盛り上げるには皆様からの熱いご声援が必要不可欠です。自分の

活躍を期待して下さる方がいるということは、選手にとって、何よりも大きな力とな

り、心の支えとなります。私達と共に戦い、MASTIFFS 旋風を巻き起こしましょう！	 

①初めて割	 
	 初めて試合会場にお越し頂いた方は、チケット代 1000 円が 800 円に	 

②シールキャンペーン	 
	 MASTIFFS	 Facebook 上に投稿された特定の記事をシェアし、試合会場の受付にてご
提示して下さった方に、オリジナルシールをプレゼント	 
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 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 

後援会費納入�のお願い  

差し入れを頂きました	 

〒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」	 

今年度、後援会会費を納入�して下さった皆様、本

当に有難うございました。アメフトはテーピング

代や補食代など、とてもお金がかかるスポーツで

す。また、秋の試合にも費用がかさみます。後援

会費未納の方は、どうか部の活動にご理解頂き、

目標達成に向�けてお力をお貸し下さい。宜しくお

願い申し上げます。 

横浜国立大学体育会アメリカンフットボール部	 平成 28 年 10 月 27 日発行	 

編集担当	 2 年 MG	 山口志乃	 


