
３月号 

４月17 日(日) 

11：30 Kick off 

@富士通スタジアム川崎 

≪関東学院大学分析≫ 
 関東学院大学 HURRICANES は、現在 2 部リーグ B ブロックに所属している。一

昨年は 1 部との入替戦にも出場するなど、1 部を狙う実力を持った油断のならないチ

ームである。特に Offense は身体能力が高く、中でも RB/K/P#22 菅原選手(4 年)の、

迫りくる相手を俊敏にかわす素早い走りに強く警戒したい。 

 昨年度の試合では、終始相手の流れに身を置く展開となってしまい、7－42 と惨敗

してしまった。2016 年度春オープン戦の初戦となるこの試合。新体制となった

MASTIFFS の力・技術を存分に発揮し、昨年度の雪辱を果たしたい。今後の春オー

プン戦、そして秋シーズンへと繋がる、重要な一戦である。 
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 １Q 2 Q 3 Q 4 Q TOTAL 

横国 0 0 7 0 ７ 

関院 7 0 21 14 42 

Yokohama National University American Football Team Mastiffs     March 2016 

 

 

 

 

 

●JR東海道線・京浜東北線・南武線「川

崎駅」下車 

→徒歩 15分、または川崎市営バス 

川 04系統、川 10系統「教育文化会館

前」下車徒歩数分 

 

●京浜急行線「京急川崎駅」下車徒歩

15分 

【交通アクセス】 

●JR 東海道線・京浜東北線・

南武線「川崎駅」下車 

→徒歩 15分、またはバス「教          

育文化会館前」下車徒歩数分 

●京浜急行線「京急川崎駅」

下車徒歩 15分 

いよいよ 2016 年度春オープン戦の開幕が迫

って来ました。初戦の対戦相手は、関東学院

大学 HURRICANES です。 

受付では、2016 年度の新勧パンフレットや、

レプリカTシャツなどのGoodsを販売致しま

す。 

また、本試合は新勧試合でもあり、新たに

MASTIFFS の一員となる新入生もたくさん

駆けつけてくれる予定です。 

ご都合のよろしい方は、是非応援にいらして

下さい。温かいご声援をどうぞ宜しくお願い

します。 

先月号よりお伝えしており

ます春オープン戦の詳細に

つきまして、1 つ変更がご

ざいます。立正大学戦が 6

月 26 日（日）から 7 月 3

日（日）に変更となりまし

た。お間違いのないよう、

宜しくお願いします。また、

関東学院大学戦を「富士通

スタジアム川崎」で行うこ

とが決定いたしました。お

近くにお住まいの方は是非

会場までお越しください！ 

※Kick off 時間は決まり次

第お伝えします。 

[文書の重要な部分を引用して読者

の注意を引いたり、このスペース

を使って注目ポイントを強調した

りしましょう。このテキスト ボッ

クスは、ドラッグしてページ上の

好きな場所に配置できます。] 
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RB #27 草野佑介 

（4 年） 

①反省を生かす。 

②急な坂や長い階段

が多くてトレーニン

グしやすいところ。 

③思い通りにいかな

いところ。 

OL ＃66 佐藤秀顕 

（4 年） 

①泥臭く喰らいつきま

す。 

②閑静で落ち着いてい

るところ。 

③真面目なところ。 

OL #11 泉将大 

（4 年） 

①後悔なく過ごします。 

②部員がいっぱいいる

ところ。 

③人、環境。 

TE ＃4 野口将悟 

（4 年） 

①頑張ります。 

②コンビニに近いとこ

ろ。 

③元気なところ。 

WR #83 原島拓也 

（4 年） 

①結果にこだわりた

い。  

②とにかく学校に近

いところ！ 

③自分と向き合う時

間になる、みんな好

き。 

LB #10 宮﨑大樹 

（4 年） 

①力強い Play をしま

す！ 

②近くに内科があると

ころ。 

③元気なところ。 

MG 木村美波  

 

（4 年） 

①秋につながる試合を

します！ 

②理工棟に近いところ。 

③何事も本気でやると

ころ。 

RB #30 津吉潤 

（3 年） 

①役割をしっかり果た

す。 

②静かなところ。 

③元気なところ。 

WR ＃26 柘植貴大 

（3 年） 

①結果にこだわりま

す。 

②まだ引っ越したば

かりなのでこれから

見つけていきます。 

③Family 感。 

DB #14 正村圭太 

（3 年） 

①怪我をせず毎日すく

すく成長します。 

②静かなところ。 

③日常の小さな幸せを

噛み締められるところ。 

RBQB #19 森本佳津希  

（2 年） 

①精一杯やります。 

②理工棟が近いところ。 

③みなさん元気なとこ

ろ。 

DL #99 深澤駿 

（2 年） 

①ピンチの場面で活躍し

たいです。 

②近くに友達がたくさん

いるところ。 

③厳しい中に楽しさもあ

るところ。 

 LB ＃２山本周 

（2 年） 

①試合にでて激しい

Tackle をカチ込むよ

うな選手になる。 

②閑静なところ。 

③とにかく大学生活

が充実するところ。 

 

 

MG 福田りり華 

（ 2 年 ） 

①常に積極的に前向き

に、攻めの姿勢で。 

②オートロックで女性

限定なところ。 

③現役、コーチ、後援会、

OB・OG 会の関わり合

いが深いところ。 

MG 平野祐月 

（2 年） 

①日々DRIVE していき

ます！ 

②留学生を含め、大学の

友達がたくさんいると

ころ。 

③盛り上がれるところ。 

宮﨑 

部員紹介① 
～西門・東通用門住み～ 

草野 
泉 

正村 

山本 佐藤 

今回から 2016 年度 MASTIFFS の部員

紹介を、住んでいる場所別に行いたいと思い

ます！第 1 回である今回は、西門・東通用門

に住んでいる部員を紹介します！西門の近

くには理工棟が近くにあり、東通用門の近く

には峰沢寮があります。みなさんに、 

① 春オープン戦の意気込み 

② 自分の住む場所の好きなところ 

③ MASTIFFS のいいところ 
の 3 つの質問に答えてもらいました！ 

野口 

木村 

森本 

西門 

福田 

津吉 

深澤 

東通用門 

平野 

原島 

柘植 
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安田様（44 期：安田陽洋）よりスタッフにイチゴをいただきました！とても美味し

く、仕事がはかどりました。ありがとうございました。今後差し入れをいただけま

す場合は、下記住所まで、どうぞ宜しくお願いします！ 
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対戦校 対戦日 会場 

関東学院大学 4 月 17 日（日）11：30 K.O. 富士通スタジアム川崎 

日本大学 4 月 24 日（日）16：15 K.O. アミノバイタルフィールド 

神戸大学 5 月 8 日（日）10：45 K.O. アミノバイタルフィールド 

筑波大学 5 月 14 日（土）13：00 K.O. 筑波大学内グラウンド 

慶應義塾大学 5 月 21 日（土）10：45 K.O. アミノバイタルフィールド 

北海道大学 6 月 5 日（日）10：45 K.O. アミノバイタルフィールド 

東北大学 6 月 12 日（日）12：00 K.O. ユアテックスタジアム仙台 

立正大学 7 月 3 日（日） 開始時間未定 横浜国立大学内グラウンド 

いつもご支援いただきありがとうございます。皆様の後援会費で毎月送らせていただいており

ます、この MASTIFFS NEWS ですが、即時性と経費面を考慮し、MASTIFFS の HP に掲載し

ております電子版NEWSでの閲覧をお願いしております。電子版に登録していただいた方には、

更新時にその情報や閲覧用のパスワードを、登録していただいたメールアドレスに送信しており

ます。どうか部の経費削減のためにご理解いただき、電子版に登録していただきますようお願い

申し上げます。この度電子版に登録していただけます方は、下記連絡先までご連絡下さい。ど

うぞ宜しくお願いいたします。（ご不明点などございましたら、同じく下記までご連絡下さい。） 

主務：山崎 麻衣（E-mail：yamasaki-mai-hg@ynu.jp 電話：080-6304-3057） 

  MASTIFFS NEWS 電子版完全移行のお知らせ 

差し入れをいただきました！ 

〒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」 

 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 28 年 3 月 23 日発行 

編集担当 新 2 年 MG 神部明音・山口志乃 

春オープン戦について 

 先月号でもお伝えしましたが、春オープン戦の詳細につきまして、1 つ変更がご

ざいます。立正大学戦が 6 月 26 日（日）から 7 月 3 日（日）に変更となりまし

た。お間違いのないよう、宜しくお願いします。お時間のある方は、是非会場ま

で足をお運びください！ 
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