
〜立正大学戦のご報告〜  

  

〜立正大学戦にお越しいただいた皆様〜  

	 3300℃にまで上る厳しい暑さの中、春オー
プン戦の最終試合である立正大学戦が行わ

れました。JJVV戦であるこの試合では 11 年生

が初出場を飾�り、素晴らしい活躍を見せてく

れました。また、同日後援会総会が開催され、

11年生のご父兄をはじめとした多くの方々が

応援に駆けつけて下さいました。暑い中、力

強いご声援をありがとうございました。    

  夏の練習では、春オープン戦で見つかった

課題を丁寧かつ着実に克服します。そして秋

シーズンでは必ずや成長した姿を皆様にお

見せ致します。今後も変わらぬご声援を宜し

くお願い致します。  
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 1Q 2Q 3Q 4Q Total 
横国 77  1177  77  2277  5588  

立正 00  00  00  00  00  

Yokohama National University American Football Team Mastiffs July 2016 
 

＊戦評＊立正の Kickで試合開始。横国 1st seriesで RB#23信原健人(3年)が Touch downを獲得。
TFPをWR/K#83原島拓也(4年)が決め 7-0。立正の攻撃を抑え、両者得点がないまま 1Q終了。2Q、
QB#9平野幸希(4年)の Runで Touch down。原島が Kickを決め 14-0。その後立正 Offenseを Punt
に追いやり、続く横国の攻撃で QB#12福岡和弥(3年)の PassをWR#15大橋俊亮(3年)が Catchする
が Fumbleする。これを大橋が End zone内で自ら押さえ Touch down。TFPは DB/K#16杉崎卓海(1
年)が Kickを決め 21-0。立正の攻撃で LB#5石田圭利(4年)が立正 QBの Passを Catchし Intercept
を決める。攻守交替し横国は杉崎が FGを決め 24-0。横国の Kick Offで QB/K#45小川峻太郎(1年)
が蹴る。前半終了。後半開始。横国の Kickで再び小川が蹴る。立正の攻撃を抑え、横国の攻撃は Punt
を蹴る。立正の攻撃、DL#97相田道彦(1年)の素早い Reaction等で Gainを許さず攻守交代する。続
く横国の攻撃で RB#31先崎駿太(1年)と RB#32和仁亨太(1年)が交互にCarrierとなり、和仁が Touch 
down。TFPを杉崎が決め 31-0。4Q、立正が Fumbleしたボールを石田が Recoverし Touch down。
Kickを杉崎が決め 38-0。攻守交代し、QB#42飾磨太郎(1年)が先崎にボールを渡して Touch down。
TFP は杉崎が Kick を決め 45-0。立正の攻撃で 30yds前進されるも DL#99深澤駿(2年)が QB sack
を決める。横国の攻撃で和仁がボールを押し込み Touch down。杉崎の Kick で 52-0。その後横国の
攻撃で飾磨からWR#28元山祐太郎(1年)への Touch down passが決まる。TFPは失敗し 58-0。立正
が Fumbleしたボールを横国が押さえ攻守交代。横国は Gambleするが失敗し再び攻守交代する。
後の Playで立正 QBの Passを DB#49丸山隆太(1年)が Interceptし 58-0で試合終了。 
  

赤坂繁様・裕美様、今野研一様、土生高史様・智美様、先崎正則様・真理子様、飾磨賢三様・	 

淳子様、指原寛様・幸枝様、小川誠様・里子様、永井美佳様、木村礼子様、泉美子様、草野美香様、

丸山宗一様・祐子様、岩淵啓恵様、福田眞理子様、朝倉幸子様、正村美紀子様、森本孝子様、	 

森直子様、沼田悦子様、神部浩様・明子様、岩﨑博安様・祥子様、柴田淳子様、深澤雅代様、	 

市川聡様・由美子様、藤澤徳芳様、新田毅様・聡子様、日水寛康様・元子様、二宮昇様、	 

豊田里美様、大河内尚登様・美紀様・舞様	 
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主将  OL#77   岩淵知将  
  JJVV期を通して感じたことが 22つあります。11つ目は、

準備の大切さです。22つ目は、主将としてチームを引っ

張る難しさです。ハドル内で周�りに気を配ることの難し

さを痛感しました。JJVV期を通して得たことを生かし、良

い選手になれるよう今後も練習に取り組んでいきます。

応援よろしくお願い致します。  

副将写真 

副将  WR#7   土生育穂  
  JJVV期を振り返ってみるとあっという間だったというの

が正直な感想です。JJVV期は毎日同期と話し合い、上手く

いかないことも多くありました。しかし、そのような経

験をさせてもらったことが22年生の成長に繋がったと思

います。JJVV期で 22年生がどう変わったかをフィールドで

お見せします。ぜひ、試合会場まで足をお運び下さい。  

副将 RB#20  過外龍成  
  JJVV期を終えて今思うことは、11つのことを成し遂げる

大変さです。22週間という短い期間でしたが、団体を運

営するということの大変さを実感しました。この経験を

今後どう活かすのかが大切だということを肝に銘じて、

これからも『挑戦』していきたいです。  

  

	 	 	  
 
  

◎◯JV 期を振り返って◯◎  

	 立正戦を終え、22週間に渡る JJVV期

が幕を閉じました。期間中は 22 年生

でミーティングを行い、いかにして

より良い練習の雰囲気を作るか議論

を重ねました。チーム全体を動かす

ことの大変さを痛感すると共に、同

期の考えを知り、団結力を深める良

い機会にもなりました。今後も、『挑

戦』し続ける集団を目指して、秋シ

ーズンへ向�けて精進して参ります。  

  今回、主将・副将を務めた 33 人か

ら JJVV 期を振り返ってのコメントが

届いていますので、ご紹介致します。  
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6月 4日（土）に母の会が行われました。
現役部員からはMG3人、TR2人の計 5
人が参加させていただきました。そして

当日は約 40名のお母様方にご参加いた
だき、美味しい食べ物に囲まれ終始賑や

かで楽しい会となりました。1年生のお
母様方にも多くご参加いただき、普段の

練習の様子やMASTIFFSの活動につい
てのお話をさせていただきました。皆様

と直接お話できたことで、常日頃から支

えていただいているということを実感

致しました。来たる秋シーズンもスタッ

フから気を引き締め、チームを底上げし

ていかなければと感じました。本当にあ

りがとうございました！ 
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7月 3 日に後援会総会が行われ、1・2年生の保護者の方々を中心に後援会の皆様がお集まり下さい

ました。総会では多くの皆様に MASTIFFS の活動についてご理解を深めていただき、総会後には多

くの方々に立正大学戦をご観戦いただきました。お集まりくださいました皆様、本当にありがとうご

ざいました。当日ご都合が合わなかった方へ、田島聡嗣Head  Coachよりご挨拶申し上げます。  

  お世話になっております。hheeaadd  ccooaacchh の田島です。平素より多大なご支援、ご声援をいただき、

誠に有難う御座います。今回は、７月上旬の後援会総会にて私が話したことを、こちらでもお話

させていただければと思います。新入�生のご両親に向�けた話ではありますが、ご一読賜れればと

思います。ご子息、ご令嬢がアメリカンフットボール部に入�部したと聞き、驚かれている方も多

いのではないかと思います。日本ではやはりマイナースポーツであり、あまり馴染みのないスポ

ーツだと私も思います。ですので今回は、アメリカンフットボールというスポーツについて、少

し話をさせていただければと思います。アメリカンフットボールというスポーツを表す言葉とし

て、「sseeccttiioonnaalliissmm」「ssaaccrriiffiiccee  ssppiirriitt  」という２つがあげられます。大きな身体の人間が、荒々

しくぶつかり合うのがフットボールの根幹です。しかしながら、それに留まらないのがフットボ

ールの醍醐味です。sseeccttiioonnaalliissmm というのは、分業制、とでも言いましょうか。フットボールは、

走路を開く者、ボールを持って走る者、その走る者にボールを渡す者、など、完全に役割が決ま

っています。一見、野蛮に見える彼らにも、明確に、かつ高度に変化する任務が決まっているの

です。この任務を 1111人が全うしたとき、目に見える成果として達成感を得ることになります。

この、大きな成果のため、自らの任務を確実に遂行する、というのは、言うまでもなく社会にて

必要な要素だと思います。組織の歯車の１つとなり、与えられた任務に全力で取り組む姿勢は、

通常の大学生活ではなかなか得難い成長でしょう。一方、選手のなかでも、ひときわ大きな身体

をした者たちがいます。ooffffeennccee  lliinnee という ppoossiittiioonn の ppllaayyeerr たちです。彼らは別名「uunnssuunngg  

hheerrooeess」と呼ばれています。華やかな ppaassss  ppllaayy や豪快な rruunn  ppllaayy の影には、ボールを投げる

選手を守り、ボールを持って走る選手の走路を切り開く５人の ooffffeennccee  lliinneess の姿があります。目

立たず、褒め称えられることの少ない彼らですが、自らの身体を犠牲にし、延々と、ひたむきに

組織の土台を支える姿は、紛れもない HHeerroo だと私は思います。また、そんな彼らの切り開いた

道を走る選手には、ただの感謝に留まらない、真摯な姿勢が備わります。大学における４年間は、

まさに「どんな使い方も出来る」期間だと思います。そんな中、縁あってアメリカンフットボー

ル部を選択してくれた新入�生に、良い大学４年間だった、と心から言ってもらえるよう、私自身

も成長し、精進していきたいと思います。今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。  

	 



 

  
	 後援会総会にて、後援会有志、母の会お

よび OB・OG 会有志の皆様より、ハン

ディカメラを 1 台ご寄贈いただきまし

た！  

   カメラは普段の練習や他校の試合のス

カウティングで多々使用しております。

以前から使用してきたカメラは故障が頻

発しており、新しいカメラは大変重宝い

たします。本当にありがとうございます。  

   練習やスカウティングで活用し、チー

ムが強くなるために使わせていただきま

す。  

皆様の応援を心よりお待ちしております！  

 

VS	 Day	 Place	 Time	 

拓殖大学	 	 

RATTLESNAKES	 	 	 	 	 
9 月 10 日（土）	 アミノバイタルフィー

ルド	 

14:00	 

東京大学	 

WARRIORS	 
9 月 24 日（土）	 アミノバイタルフィー

ルド	 

14:00	 

専修大学	 

GREEN	 MACHINE	 
10 月 9日（日）	 アミノバイタルフィー

ルド	 

13:30	 

帝京大学	 

ASSASSINS	 
10 月 22 日（土）	 アミノバイタルフィー

ルド	 

13:30	 

東京学芸大学	 

SNAILS	 
11 月 6日（日）	 アミノバイタルフィー

ルド	 

17:30	 

国士舘大学	 

RHINOCEROS	 
11 月 19 日（土）	 アミノバイタルフィー

ルド	 

16:30	 

駒澤大学	 

BLUETIDE	 
12 月 3日（土）	 富士通スタジアム川崎	 13:30	 

チャレンジマッチ	 

1 部 2 部入替戦	 
12 月 17 日（土）	 

OR	 12 月 18 日（日）	 

アミノバイタルフィー

ルド	 

未定	 
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RB#43	 加藤宏基（4 年）	 
① 悔いのないようやりきっ
て臨みたいです	 

② かつやの朝豚汁定食が起
きてすぐ食べられるとこ

ろ	 

③ 練習中と練習後のメリハ
リがあるところ	 

MG	 豊田志織（4 年）	 
① たくさんの人が応援した
くなるチームを作りま

す！	 

② セブンイレブンが近いと
ころ	 

③ みんな真面目におもしろ
いところ	 

MG	 山崎麻衣（4 年）	 
① できることは全てやりま
す	 

② ラーメン屋から区役所ま
で、何でもあるところ	 

③ 色んな人がいるところ	 

DB#13	 岩﨑朝廊（3 年）	 
① 全力でやりきります	 
② セブンイレブンの店員の
意識がすごく高いところ	 

③ 居心地が良いところ	 

LB#44 井上慎太朗（3 年）	 
① チームを勝利に導きます	 
② スーパーがあり、飲食店が
あり、親友が近くにいると

ころ	 

③ 苦しみを分かち合えると
ころ	 

TE#8	 山下哲史（3 年）	 

① 自分の役割を果たします	 
② スーパーがあるところ	 
③ 土グラが膝に優しいとこ
ろ	 

OL#75	 大河内成明（3 年）	 
① 中央からオフェンスを支
えます	 

② 買い物、外食に便利なとこ
ろ	 

③ メリハリのある生活を送
れるところ	 

TR	 中村桃子（3 年）	 
① 頑張ります！	 
② 便利なところ	 
③ 誰でも思いっきりできる
環境があるところ	 

DB#22	 荒川恵伍（2 年）	 
① 試合に出て活躍します	 
② 食べ物屋さんが近いとこ
ろ	 

③ 人との関わりが大きいと
ころ	 

TE#87	 久恒冬威（2 年）	 
① 一生懸命がんばります	 
② 色んなことに何かと便利
なところ	 

③ 個性のサラダボウル	 

AS	 土屋祐介（2 年）	 
① AS で勝つ！！	 
② 学校、駅、お店が近く、比
較的治安がいいところ	 

③ 変に気取らず、泥臭く頑張
るところ	 

AS	 矢澤凌（2 年）	 
①	 試合でも頭脳でも勝ちます	 

②	 心地よい静かさがあるとこ	 

	 	 ろ	 	 

③	 情熱的なところ	 

AS	 山崎賢人（2 年）	 
① 勝利に貢献します	 
② 子どもが元気なところ	 
③ なんだかんだ仲良しなと
ころ	 

第 5回を迎える今回は和田町・星川・

上星川に住んでいる部員を紹介しま

す！和田町・上星川・星川は相鉄沿線

のため多くの店があり、部員が多く通

う飲食店もあります。今回は	 

① 秋シーズンの意気込み	 

② 自分の住む町のいいところ	 

③ MASTIFFS の好きなところ	 

の 3つの質問に答えてもらいました。	 
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土屋 

山崎 
（賢） 

矢澤 山崎 
（麻） 豊田 

大河内 荒川 

久恒 
井上 岩﨑 中村 

加藤 

山下 



 

	 先月号でもお知らせしました通り、8 月 11 日（木）
〜8月 18 日（木）にかけて、群馬県利根郡片品村の「湯

の宿松かぜ」にて合宿を行います。合宿を通して、連

日長時間の練習に励むだけではなく、仲間達と寝食を

共にすることでチームの絆をより深いものにしたいと

考えております。	 

	 秋シーズンに向けて技術的・精神的に大きく成長す

る 1 週間にし、皆様にたくましくなった姿をお見せで

きるよう精進して参ります。	 

  例年、夏合宿で使用する物品の差し入�れをお願いしております。11 年生が入�部
し部員数が増えたため、  

＊練習用ポカリスエット粉末・スポーツドリンク粉末  

（トップバリューのグレープフルーツ味）          

＊ウィダーインゼリー（青色のエネルギー補給用）  

＊氷  

＊フルーツ（スイカ・オレンジなど）  

の差し入�れをいただけると大変重宝致します。差し入�れをお送りいただける方は、

下記の住所①までお送り下さい。また、合宿期間中に差し入�れをしていただける

方は住所②までお送り下さい。毎年、皆様からの温かいご支援のおかげで、部員

一同暑さに負けず元気に夏合宿を行うことができております。今年もどうかご協

力の程宜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」 

 
 
 
 
 
 
 
 	 ご質問等ありましたらOOBB・OOGG会会長  須賀様（ffwwnnkk44116699＠mmbb..iinnffoowweedd..nnee..jjpp）  
後援会会長  今野様（sshhoommiizzkkoonnnnoo@@hhoottmmaaiill..ccoomm）までご連絡ください。  

 

＊日時  

88 月 1133 日((土))〜  

88 月 1144 日((日))  

＊宿泊場所  

温泉旅館「つちい

で」  

＊夏合宿のご案内＊     

〒378—0412 
群馬県利根郡片品村土出 1979 
「湯の宿松かぜ」 

① ② 

	 今年もOOBB・OOGG会、後援会の皆様のご協力により、「夏合宿

激励ツアー」が開催されます。部員の取り組みを間近で見て、

活気を肌で感じられる滅多にない機会です。また、このツアー

を通し、ご参加して下さった皆様の団結力がより強まるとの  

お声を頂いております。      

  ご参加頂けます場合は、77月 3311日((日))までに、お名前・ご参

加人数・ご連絡先（電話番号とメールアドレス）をご明記の上、

主務・山崎（yyaammaassaakkii--mmaaii--hhgg@@yynnuu..jjpp）までご連絡下さい。  
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〜差し入れをいただきました〜  
森本様（4477期  森本佳津希）よりクエン酸、山口様（4477  

期  山口志乃）よりボトル用カゴ、日水様（4455期  日水  

真理）、福岡様（4466期  福岡和弥）、土生様（4477 期  土生  

育穂）、市川様（4488期  市川玄）よりポカリ粉末、伊東様  

（4477 期  伊東大樹）よりポカリ粉末とふりかけ、岩淵様  

（4477 期  岩淵知将）よりポカリ粉末・洗剤・食品・ふりか  

けを頂きました。皆様からのご支援のおかげで、暑い中で  

の練習を乗り切ることができます。ありがとうございます。今後、差し入�れを

して頂ける方は、下記住所までお送り下さい。  

  

後援会費納入�のお願い  
  今年度、後援会会費を納入�して下さった  

皆様、本当にありがとうございました。現  

在、夏合宿の関係費用や、99月から始まる  

秋シーズンに向�けての用具代など、出費が  

かさむ時期です。後援会費未納の方は、ど  

うかお力をお貸し下さい。ご理解・ご協力  

の程宜しくお願い申し上げます。  

 
暑い中での練習が続き

練習用ポカリが枯渇し

ております。ご協力よろ

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  

〒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」 

TTRR より  
暑い時期の  

疲労感低下・  

筋肉アップに  

ご協力下さい。  

よろしくお願  

い致します。  

 
	 	 	  
	 

	 

	 

	 

 ←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 28年 7月 18日発行 
編集担当	 2年MG	 神部明音・山口志乃 

 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 
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① ② 

①アミノバイタル FOR ACTIVE 
②アミノバイタル PRO 


