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 1Q 2Q 3Q 4Q Total 

横国 7 14 14 12 47 

東海 0 2 0 0 2 

Yokohama National University American Football Team Mastiffs September 2017 

 

 

 

 

第１節のご報告 

＊お越しいただいた皆様＊ 

今野研一様・千賀子様・みづき様、原岡良尚様、福田眞理子様、岩淵啓恵様、 

八石哲郎様・正美様、荒川真一様・滋代様、佐々木健治様・和代様、山田昭典様 

大河内尚登様・克見様・咲子様、加藤正法様、相田眞里江様、大手道正様・由美様、 

村井由佳子様、伊東裕樹様・三智代様、福岡正務様・範子様、朝倉幸子様、岩﨑祥子様、 

大槻丈彦様、石川渡様・敦子様、指原寛様・幸枝様、正村寛様・美紀子様・茉佑様、 

小川誠様・里子様、深澤大介様、信原廣美様、山本泰久様・知子様、二宮昇様、 

森昭嘉様・直子様、小泉美恵様・碧生様、泉美子様、沼田悦子様、野村哲也様、 

新田毅様・聡子様、小坂裕二様・裕子様、坂田和子様・和様、大類環様、 

土生高史様・智美様、髙岡智浩様・亜子様、大川幸二様、山下浩司様、野﨑清義様 

9 月 9 日(土)、アミノバイタルフィールドにて東海大学との試合が行われました。今シー

ズンの行方を占う第一戦目、47-2 で横国は勝ち星を挙げることができました。45yds の

Touchdown passや、InterceptからのGamble成功でTouchdownに結びつけるなどの好 Play

もありました。しかし、Safety での 2 点失点や相手 Offense のミスで救われた場面もありま

した。45 点差というスコアに満足することなく、練習に励んで参ります。 
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＊戦評＊ 

横国の Kick で試合開始。東海の 2nd series は自陣 36yds 地点から開始。東海 QB が放っ

た Ball を、DB#21 杉崎卓海(2 年)が Intercept。流れを掴んだ横国は、敵陣 48yds 地点から

攻撃を開始すると No huddle で攻め、4th down 2 の Gamble を成功させる。最後は QB#12

福岡和弥(4 年)から WR#7 土生育穂(3 年)への 20yds の Touchdown pass を成功させ、先制

点を挙げる。DB/K/P#13 岩﨑朝廊(4 年)が Kick を決め、7-0。その後、東海に 1 度 Fresh

を許すものの、横国 DL 陣が東海の Carrier をしっかり止め、Punt に抑える。 

2Q。LB#2 山本周(3 年)の Pass cut など横国 Defense の好 Play で東海の攻撃を Punt に

終わらせる。しかしこの Punt が Goal line 直前まで転がり、横国は自陣 1yd 地点より攻撃

を開始。Ball を持った福岡が東海 LB に End zone 内で押し倒され、自殺点を相手に許す。

7-2。その後は土生による 45yds の Pass catch や RB#23 信原健人(4 年)の Run で 2 つの

Touchdown を挙げる。Kick も成功、21-2 とし前半終了。 

3Q。東海の Kick で試合再開。自陣 35yds 地点からの横国の攻撃では、福岡からの Pass

を受け取った TE#8 山下哲史(4 年)が、End zone まで 30yds 猛進し、Touchdown。Kick

も成功し、28-2。東海 Offense は No huddle で QB run を中心に攻め、反撃に出る。この

勢いに押され気味だった横国 Defense だが、全員で立て直し、4th down 2 の Gamble を抑

える。横国の攻撃では WR#26 柘植貴大(4 年)が福岡からの Pass を Catch した後、東海

Defense を振り切って 50yds の Run で Touchdown。Kick も成功し、35-2。 

4Q に入ると、横国 Offense は Run を中心にじっくり攻めるが行き詰まり、4th down 3

で FG を選択する。Ball on 敵陣 13yds 地点からの FG を岩﨑が決め、3 点追加。38-2。自

陣 13yds 地点からの東海の攻撃で、東海 QB が投じた Ball を岩﨑が Intercept する。横国

Offense は Run で着実に攻め、最後は RB#29 伊東大樹(3 年)が 11yds の Run で

Touchdown。Kick は失敗し、44-2。東海 Offense は 4th down 2 で Gamble を選択する

が、DL#25 深澤駿(3 年)が長身を生かした Pass cut をみせ、東海の Gamble は失敗する。

そして 2minutes に入る。3rd down 8 で FG を選択。Ball on 敵陣 22yds 地点からの Kick

を岩﨑が成功させる。47-2。横国 Defense が最後まで End zone を守り 47-2 で横国が勝利

した。 
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 1Q 2Q 3Q 4Q Total 

横国 7 14 0 3 24(TB 3) 

桜美林 7 10 0 7 24(TB 0) 

第 2節のご報告 

 9 月 24 日(日)、アミノバイタルフィールドにて桜美林大学との試合が行われました。なん

とか勝利を勝ち取ることができたものの、Goal 前 1yd の Gamble を失敗したり、Tackle が

決まらず相手 Carrier を止めることができなかったりと相手に流れを持って行かれそうな場

面が何度もありました。しかし、その度にフィールド・スタンドが一体となって立て直し、

最終的に勝利を掴むことができました。今シーズンの要といっても過言ではない試合を勝利

することができたのも、日曜の遅い時間にも関わらず会場に駆けつけてくださった皆様の応

援があってのことです。第 3 節以降も負けられない戦いが続きますので、気持ちを入れ直し

てこれからも『ALL OUT』して参ります。 

＊お越しいただいた皆様＊ 

今野研一様・千賀子様、福田眞理子様、大河内尚登様・美紀様、岩淵美彦様・啓恵様、 

八石哲郎様・正美様、荒川真一様、佐々木健治様・和代様、加藤正法様、 

相田正彦様・眞里江様・実乃里様、大手道正様・由美様、村井由佳子様、藤田幸恵様、 

番由美様、伊東裕樹様、福岡正務様・範子様、朝倉幸子様、岩﨑祥子様、大槻丈彦様、 

石川渡様・敦子様、正村寛様・美紀子様・茉佑様、小林祐司様、小川誠様・里子様、 

深澤大介様、二宮昇様、山下浩司様、野﨑清義様、山田昭典様、植田幸利様・裕子様、 

小坂裕二様・裕子様、土生高史様・智美様、髙岡智浩様・亜子様、岡野寿彦様、 

大川幸二様・綾子様・瑞葉様、柘植智子様・あすか様、太田純子様、井尻真紀様・雄大様、

柴田淳子様、沼田浩邦様・悦子様 
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＊戦評＊ 

予定より 15 分遅れ、横国の Kick で試合開始。桜美林 Offense は、力強い Run で Fresh

を重ね、敵陣 34yds まで攻め込む。ここで DB#14 正村圭太（4 年）が Pass cut。Punt に追

い込む。この Punt を Catch した WR#11 元山祐太郎（2 年）が、 自陣 14yds 地点から End 

zone まで駆け抜け、Touchdown。PAT は DB/K/P#13 岩﨑朝廊（4 年）が Kick を決め、7-

0。待望の先制点を挙げる。続いて桜美林の攻撃。LB#6 井上慎太朗（4 年）の Loss tackle な

ど 横国 Defense 陣が粘り強く迎え撃つが、桜美林は 15yds の Pass を成功させて勢いに乗

ると Touchdown。Kick も成功させ、7-7 と同点に追い付く。横国 Offense はすぐに Punt へ

と追い込まれるが、桜美林の反則に救われ Fresh を獲得。その勢いに乗って Snap を直接受

け取った RB#23 信原健人（4 年）が一気に 35yds Gain する。ここで 1Q 終了。 

2Q。信原に Ball を任せ慎重に前進し、Touchdown を決める。Kick も岩﨑が決め、14-7。

桜美林を引き離す。桜美林 Offense は息の合った Run で反撃に出る。そして、14yds の

Touchdown pass を成功。Kick も成功させ、14-14。横国 Offense は Goal line 前まで攻め込

み、Goal line 前 1yd で 4th down gamble に挑むが桜美林 Defense の壁を崩せず、痛恨の攻

守交替。前半残り時間 2 分を切る中、WR#7 土生育穂（3 年）が WR#26 柘植貴大（4 年）

へ Pass を投じる Special play で 30yds の Gain に成功する。最後は信原が OL の作った道を

駆け抜け、Touchdown。Kick も成功し、21-14。しかし、前半残り時間 4 秒で桜美林は Ball 

on 敵陣 35yds の FG を成功させ、3 点を返される。21-17 となったところで前半終了。 

3Q。桜美林の Kick で試合再開。両チーム追加点を挙げるべく攻撃を仕掛けるが、Punt を

蹴り合う展開となる。福岡が放った Ball が桜美林 DB に Intercept され、攻守交替。自陣

49yds 地点より桜美林の攻撃開始。横国は Time out を取って気持ちを入れ替え、 桜美林

Offense を迎え撃つ。ここで 3Q 終了。 

4Q。桜美林 Offense は Pass を続けて成功させ、Touchdown を挙げる。Kick も成功し、

21-24 と逆転する。続いて、横国 Offense は敵陣 14yds 地点まで攻め入るが、反則が続き

Ball on 敵陣 30yds の FG に懸ける。Kick は惜しくも左に逸れ、失敗。桜美林 Offense は敵

陣 31yds 地点まで攻め入るが、正村の Loss tackle など横国 Defense 陣が粘り、桜美林は FG

を選択。この Kick は失敗。万事休す。横国の攻撃では Pass を投じて Long gain を狙うも成

功せず、再び FG で 3 点追加を狙う。Ball on 敵陣 33yds の Try。全員の祈りを受けて岩﨑

が蹴った Ball はポールの間を通り抜けた。3 点追加。24-24 で再び試合は振り出しに戻る。

試合残り時間 1 分を切る中、信原が敵陣 26yds 地点まで Ball を進める。岩﨑が Ball on 敵陣

26yds の Kick に臨むが、これは失敗する。ここでタイムアップとなり、試合は Tie break へ

と入る。 

コイントスの結果、前半は桜美林の攻撃。桜美林は順調に Run を重ね、Goal line 前 1yd

地点まで Ball を運ぶ。両校のスタンドが息をのんで見守る中、3rd down 1 の攻撃で、Carrier

を DB#18 佐々木悠至（4 年）、DB#22 荒川恵伍（3 年）が素早い寄りで押し戻す。追い込ま

れた桜美林は Ball on 敵陣 1yd からの FG を選択する。Kick はポールに跳ね返り、失敗。無

得点で横国に攻撃権が移る。Run play で進め、4th down 1。あとは岩﨑の Kick に託した。

岩﨑は Ball on 敵陣 16yds の Kick を落ち着いて成功させ、待望の 3 点を獲得。Tie break を

3-0 で、横国が悲願の勝利を挙げた。 
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第 3節のお知らせ 

昨年度秋リーグ戦の東京学芸大学戦は 31-6 で横国が勝利を収めました。その結果、入替

戦の引導を渡すこととなり、東京学芸大学は昨年度の借りを返すため、また同じ関東国立大

学として強い思いを持って向かってくるでしょう。 

学芸 Offense の注目選手は QB#19 高橋空良選手(3 年)。昨年度より大幅に成長し、かな

り深くまで Ball を投げられるようになっているので、Long pass に注意が必要です。また、

Pass だけではなく、昨年度同様 Run に強みのあるチームなので、横国 Defense がいかに冷

静な Tackle で相手を仕留めるかが鍵となります。 

学芸 Defense は昨年度 3 年生ながら副将を努めていた LB#29 星野眞澄選手(4 年)。素速

い Reaction と正確な Tackle で相手 Carrier を沈めます。Defense 全体として多少進まれて

も Goal line は割らせない根気強さがあるため、横国 Offense は掴んだチャンスを確実にも

のにする勝負強さと絶対に決めてやるという強い気持ちが大切です。 

10.8 SUN 14:15 K.O.@アミノバイタルフィールド 

第 4節のお知らせ 

 これまでの一橋大学との試合は横国が３勝２敗で勝ち越しています。しかし、一昨年度の

試合は Tie break までもつれ込み、7-7(TB 3-0)とギリギリで勝利を収めています。 

 一橋 Offense は昨年度活躍した選手の多くが卒業し若いチームです。春シーズンよりも安

定感の増している QB#11 廣瀬雄一選手(3 年)と 2 年生ながら Receive 数も多く信頼されて

いる WR#4 濱野悠選手(2 年)のホットラインには注意が必要です。横国 Defense は素早く

相手の Play を予想し WR をしっかり抑え、QB にプレッシャーをかける必要があります。 

 一橋 Defense の特徴は、相手の出方によって守り方を変える対応力があるところです。そ

して、注目すべき選手は OL との両面をこなす副将 DL#69 国武佑亮選手(3 年)。2 年時に

BIG8 の Loss tackle 数 2 位を記録する実力者であり、1 人で Play を壊すこともある怖い存在

です。横国 Offense は Aggressive な攻撃で相手の隙を突いていけるかが鍵となります。 

10.21 SAT 13:30 K.O. @富士通スタジアム川崎 
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副将コメント 

YouTube アカウントのご案内 

Facebook とホームページで動画の投稿方法を統一し、より多くの方に動画を見ていただ

くために YouTube のアカウントを作成致しました！過去に投稿した動画にもさかのぼりや

すくなっております。今後はそちらに動画は投稿していきますので、ぜひチャンネル登録を

お願いします！以下の URL よりアクセスをお願いします。 

 

     

https://www.youtube.com/channel/UCdOIThUsTJtn38h-vvEhPpQ 

横浜国立大学アメリカンフットボール部 MASTIFFS 

 常日頃よりご支援・ご声援を頂きありがとうございます。 

 おかげさまで第 1 節、第 2 節と 9 月の 2 試合はスタンド

とフィールドが一体となり、白星を挙げることができまし

た。しかし、シーズンはまだ始まったばかりです。これか

らも『一戦必勝』という目標に向けて日々の練習に励んで

参りますので、応援よろしくお願いします。 

副将 TE#8 山下哲史 

 予告 

今回は新 GOODS 発売の予告です。 

毎年販売しているカレンダーを今年度も発売致します！昨年度は卓上タイプのものでし

たが、今年度は壁掛けのタイプです。各月のページで MASTIFFS に関する豆知識も掲載し

ていますので、そちらにもぜひご注目ください！ 

 

発売予定日：10/21(土)一橋大学戦当日 

値 段：1 部 1000 円 

制 作 者：MG 吉田真悠(1 年) 

新GOODS のご紹介 

※図は暫定版です。デザインが変わる可能性もあります。 
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新企画のご紹介 

今年度も各試合の HERO INTERVIEW 動画をホームページに掲載致します！ 

Play 名の作成や対戦校の分析などを行い、アメフトに詳しい AS によりその試合で活躍した

選手を選出し、試合中の心境などをお届けします。昨年度の動画もホームページにあがって

おりますので、よろしければそちらも合わせてご覧ください！ 

※URL は最終ページに記載しています。 

 

～第 2節までの HERO～ 

第 1 節 東海大学戦  DB#21 杉崎卓海(2 年) 

第 2 節 桜美林大学戦 DB/K/P#13 岩﨑朝廊(4 年) 

差し入れを頂きました 

佐々木様(46 期：佐々木悠至)・福岡様(46 期：福岡和弥)・ 

山下様(46 期：山下哲史)・土生様(47 期：土生育穂)・ 

村瀬様(47 期：村瀬遥日)・相田様(48 期：相田道彦)・ 

八石様(49 期：八石貫志)よりポカリスエット粉末、 

繁永様(46 期：繁永達也)・平野様(47 期：平野祐月)よりお米、 

福田様(46 期：福田優治)・指原様(48 期：指原達也)よりふりかけ、 

以上の差し入れをいただきました。 

いつもご支援をありがとうございます。 

現在、部では練習後の捕食で食べるお米が不足しています。先月号でもお伝えしましたが、

捕食では毎日 20 合のお米を消費しております。秋リーグ戦を戦い抜くためにもお力添えい

ただけると幸いです。 

差し入れをしていただける場合には、下記住所までお願い致します。 

〒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」 
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後援会費納入のお願い 

日頃より MASTIFFS の活動にご理解・ご協力くださいまして、誠にありがとうございま

す。また今年度後援会費を納入して下さった皆様、重ねて御礼申し上げます。 

かねてよりお伝えしておりますが、今年度も後援会の会費納入を皆様にお願いしておりま

す。アメリカンフットボール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。秋リーグ戦を戦い抜くため、皆様にお力をお貸しいただきたいです。よろしくお願いい

たします。 

 後援会費 1 口 5,000 円(何口でも結構です) 

※現役父母の皆様には 4 口 20,000 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 

 

次号のお知らせ 

東京学芸大学戦、一橋大学戦のご報告 

駒澤大学戦、国士舘大学戦のご案内 

副将コメント 

キャンペーン紹介  等 

 

次号の発送は 10/26(木)予定です。どうぞお楽しみに！ 

横浜国立大学体育会アメリカンフットボール部 平成 29年 9月 28日発行 

編集担当 MG 2年 小坂美月 

 

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 

 

*主なトピック* 


