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後援会の皆様 

御礼 

 

拝啓 

 歳末の候、皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 この一年間、MASTIFFSに多大なるご支援・ご協力を賜り、心より感謝申し上げます。今年

度はBIG8リーグにおいて、6勝 1敗で優勝し、二年連続となるチャレンジマッチに出場いたし

ました。『一戦必勝 -ALL OUT-』という目標を掲げ、一年間取り組んでまいりましたが、

MASTIFFSがここまで辿り着くことができたのは、毎試合、ご多用にもかかわらず、全国各地

から会場までお越しくださり、どのチームよりも熱のこもったご声援を送ってくださった後援

会の皆様のおかげであると感じております。それだけでなく、日頃の部の運営に欠かせない物

品の差し入れをしてくださり、応援のメッセージを送ってくださる皆様に、幾度となく力をも

らい、何としてでも結果で恩を返したいという一心で、戦ってまいりました。 

 先日 16 日(土)に行われた日本体育大学とのチャレンジマッチは、20 対 29 で敗戦し、TOP8

昇格とはなりませんでした。しかし、TOP8を本気で目指したこの一年、常に上を見続けて練習

に取り組めたことは、部員一同大変に幸せに思います。来年度以降はこの経験を活かし、後輩

たちがまた上を目指して必死に戦い抜いてくれます。私たち 46 期は引退となりますが、

MASTIFFSが更に大きな集団となれるよう、微力ながらサポートしていきたいと思います。 

 先日のチャレンジマッチ・入替戦の結果、8チーム中 7チームがBIG8に留まることとなり

ました。来年度同じリーグで戦う全てのチームが、これまでにBIG8での熾烈なシーズンを経

験しており、今後もより一層厳しい試合が続くことと思います。MASTIFFSは 1位スタート

となりますが、BIG8だけでなくTOP8のどこのチームよりも泥臭く、貪欲に、常に上を目指

せるチームとなれるよう来年度も、変わらぬご支援・ご声援を何卒よろしくお願いいたしま

す。度々となりますが、この 1年間、あらゆる場面で沢山のご支援・ご声援をくださいまして

本当にありがとうございました。 

敬具 

 

平成 29年 12月 21日 

 

〒240-0067 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-1 

横浜国立大学体育会アメリカンフットボール部後援会事務局 

主務 小林 真子 

TEL ： 090-9827-2489 

E-mail ： （個人）kobayashi-mako-pg@ynu.jp（部）info@mastiffs.jp 

HP ： http://www.mastiffs.jp/ 
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 1Q 2Q 3Q 4Q Total 

横国 3 7 0 10 20 

日体 3 10 14 2 29 

Yokohama National University American Football Team Mastiffs December 2017 

 

 

 

 

Mastiffs News 12 月号 
日 本体育大学戦のご報告 

12 月 16 日(土)、アミノバイタルフィールドにて日本体育大学戦が行われました。 

先制点は取られたものの 2 度同点に追いつき、この勢いで逆転という場面もありましたが、

モメンタムを掴みきれませんでした。TOP8 を目指してこの 1 年間練習やミーティングを重

ね、チャレンジマッチに向けた合宿も行いこの一戦に全てを懸けてきました。悔いの残る結果

となりましたが、この気持ちを忘れることなく来年こそ 1 つ上の舞台を掴み取ります。 

土曜日の朝早い時間にもかかわらず後援会や OB・OG 会の皆様をはじめ計 348 名もの方に

応援に駆けつけていただきました。皆様の熱いご声援に心よりお礼申し上げます。 

《ご来場者いただきました後援会の皆様》 

松井陽子様・沙耶花様、指原寛様・幸枝様、沼田悦子様、柴田淳子様、信原伸司様、 

八石哲郎様・正美様、荒川真一様・滋代様、田中尊恵様、柘植智子様、吉田貴宏様、 

福田克己様・眞理子様、谷口正彦様、大類環様、佐々木瓔子様、石川渡様・敦子様、 

佐々木健治様・和代様、李志東様・嘉和様・嘉華様・嘉泰様、森本孝子様、二宮昇様、 

原岡良尚様・靖子様、伊東裕樹様・三智代様、大河内尚登様・美紀様・舞様、番由美様、 

正村寛様・美紀子様・茉佑様、相田正彦様・眞里江様、杉崎京美様・志帆様、 

小西俊彦様・美紀様、大手道正様・由美様、岩淵啓恵様・貴将様、井尻真紀様・雄大様、 

森直子様、村井由佳子様、髙岡智浩様・亜子様、小川誠様・里子様、土生高史様・智美様、 

山田昭典様・澄子様、門田一志様・智子様・侑子様、平野竜史様、福岡正務様・範子様、 

山下浩司様・佳子様、大川幸二様・綾子様、野﨑清義様、今野研一様・千賀子様、 

雷田康二様、繁永賢治様、小林文彦様・雅紀様、高木貫実様・芳枝様、加藤正法様、 

小坂裕二様・裕子様、若松美佐緒様、川崎英郎様・亜紀子様、泉美子様、前田裕子様 

伊良皆一様・久枝様、角悟様・好子様、大橋武仁様・明子様・佳奈様、柴田正子様、 

小林祐司様・久恵様、中村ゆり様・香保様、大槻丈彦様、下川弘美様、岩﨑祥子様、 

森美和様、深澤大介様、原島良男様・アリセ様、植田昌秀様・美弥子様、土橋美津子様、 

新田毅様、伊藤正典様・勝代様・蒼大様、田島恵子様、藤田幸恵様、過外直美様、 

中野直子様、朝倉幸子様・真弓様、出口正雄様・奈美子様、井上哲也様・美絵様、 

詠弓子様、阪本晃弘様 
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《戦評》 

横国の Kick により試合開始。日体の Speed に対応しきれず、開始早々一気に Goal line 前 10yds まで

攻め込まれる。Defense 全員で止めに行き、Touchdown は防ぐが、18yds の FG を決められ先制点を許

す。0-3。横国の攻撃では QB#12 福岡和弥(4 年)から WR#7 土生育穂(3 年)への Pass が通り、18yds 

Gain する。さらに RB#23 信原健人(4 年)や RB#29 伊東大樹(3 年)が Run で Goal line 前 20yds 付近ま

で Ball を進める。しかし、ここから Loss tackle を立て続けに受け、WR#26 柘植貴大(4 年)が 14yds の

Pass catch を決めるも 4th down で 2yds 残り、ここは FG を選択する。30yds の Kick を DB/K/P#13 岩

﨑朝廊(4 年)が成功させ、3-3 と同点に追いつく。攻撃権が日体に移ったところで 1Q 終了。 

2Q。日体の攻撃を LB#6 井上慎太朗(4 年)の 1yd の Loss tackle、LB#52 繁永達也(4 年)と OL/DL#78

福田優治(4 年)の 2yds の Loss tackle によって日体の攻撃を Punt に抑える。続く横国の攻撃も Punt に

終わるが、次の日体の攻撃で一気に 33yds の Touchdown run を決められる。その後の Kick も成功し、

3-10。横国の攻撃では福岡が QB run で 38yds Gain すると Goal line 前 7yds まで攻め込む。最後は TE#8

山下哲史(4 年)への Pass で Touchdown を決める。Kick は岩﨑が決め、10-10。日体の攻撃は DL#25 深

澤駿(3 年)が 2yds、DB#24 坂田平(3 年)が 1yd の Loss tackle を決め、Punt に終わる。しかし、続く横

国の攻撃で Pass intercept されてしまい、前半残り時間 41 秒で、日体は敵陣 22yds より攻撃を開始す

る。4th down で FG を選択し、29yds の Kick を成功させる。10-13。 

3Q。横国は Run で地道に Gain を重ね、Goal line 前 20yds まで Ball を進めるが、Fumble してしま

う。この Ball を日体が Recover し攻守交替となる。日体は敵陣 43yds より攻撃を開始するが、一発

Touchdown pass が成功する。Kick も成功し、10-20。その後の日体の攻撃では 10yds 超えの Pass や

Run が次々と成功し、一気に Goal line 前 8yds まで攻め込まれる。最後は Run で Touchdown。その後

の Kick も成功し、10-27 と差を広げられる。 

4Q。DB#18 佐々木悠至(4 年)が Pass intercept し、攻守交替とする。横国は Goal line 前 15yds まで

攻め込むも、Pass が通らず 4th down で FG を選択する。岩﨑が 32yds の Kick を成功させ、13-27。そ

の後、横国の攻撃で土生が 21yds の Pass catch をすると、続いて WR#11 元山祐太郎(2 年)が Run after 

catch で 32yds Gain し、そのまま Touchdown。Kick は岩﨑が決め、20-27。日体の攻撃は Three and 

out に抑え、試合残り時間 1 分 39 秒で攻守交替し、横国は自陣 4yds より攻撃を開始する。Long pass

を試みるも通らず、QB#9 長田多矢(2 年)が投じた Ball が End zone へと入り、Safety となる。20-29。

On side kick で攻撃権を奪おうとするも失敗し、試合残り時間 1 分 20 秒で攻撃権は日体へと移り、最

後は Knee down で時計を進め、試合終了。9 点差で日体が勝利を収めた。 
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第 1 節 vs 東海大学 〇47-2 

第 2 節 vs 桜美林大学 〇24-24(TB3-0) 

第 3 節 vs 東京学芸大学 〇34-6 

第 4 節 vs 一橋大学 〇57-3 

第 5 節 vs 駒澤大学 〇19-17 

第 6 節 vs 国士舘大学 ●19-19(TB6-7) 

第 7 節 vs 東京大学 〇19-7 

チャレンジマッチ vs 日本体育大学 ●20-29 

横浜国立大学 

桜美林大学 

国士舘大学 

東京大学 

東海大学 

駒澤大学 

専修大学 

東京学芸大学 

来 年度リ―グ戦編成 最 終戦績 

慰 労会のご報告  

  日本体育大学戦後、45 期 OB・OG の方々

主催で慰労会が行われました。お越しいた

だきました皆様、ありがとうございました。

OB・OG 会会長・須賀様の乾杯の音頭に始

まり、後援会や OB・OG の皆様、現役部員

がアットホームな雰囲気の中、食事や会話

を楽しむ会となりました。 

D VD 販売のお知らせ 

2017 年度秋リーグ戦のハイライトとダイジェスト動画をまと

めた「2017 Autumn Season DVD」の先行予約を受け付けてお

ります！MASTIFFS 公式 YouTube で配信しているハイライト

をまとめたものと、試合の流れがよく分かるダイジェスト集の

2 本立てになっており、1 枚 500 円です。ご注文や DVD の詳細

についてのお問い合わせは、MG2 年藤澤（fujisawa-nanami-

gy@ynu.jp）が承ります。お気軽にお申し付けください。 

 

 1 部 2 部入替戦で一橋大学(BIG8 7 位)に

勝利した専修大学(2 部Bブロック 1位)が

BIG8 昇格となりました。 

 MASTIFFS は 6 勝 1 敗で BIG8 優勝。

チャレンジマッチには敗れ、BIG8 残留と

なりました。 
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カ レッジボウルのお知らせ 

関東学生アメリカンフットボール連盟が毎年主催しているカレッジボウルが今年も開催

されます！今年は TOP8&北海道選抜チーム対 BIG8&東北選抜チームの試合が行われます。

MASTIFFS からは以下の卒業生が選抜メンバーとして出場します。応援よろしくお願いし

ます。 

感 謝する会のお知らせ 

感謝する会の詳細が決定いたしました。卒業生の

活躍を讃える会であると共に年に一度の

MASTIFFS 関係者が集う場でもあります。今年度

も多くの方々のご参加を心よりお待ちしておりま

すので、ご都合が合うようでしたら是非ともよろ

しくお願い致します。質問等ございましたら、

MG3 年山口（shino9270@gmail.com）までご連絡

お願い致します。 

 

＊日付：2018 年 2 月 17 日(土) 

＊場所：クルーズ・クルーズ YOKOHAMA 

    横浜駅東口スカイビル 27F 

＊当日スケジュール 

  15:00～ OB・OG 総会終了予定 

  15:15～ 感謝する会受付 

  15:45～ 感謝する会開始 

  18:45～ 終了予定 

 

＊選抜メンバー 

LB#6 井上慎太朗    

TE#8 山下哲史       

QB#12 福岡和弥     

DB/K/P#13岩﨑朝廊     

DB#14 正村圭太     

WR#26 柘植貴大 

OL#71 李嘉隆  

 

OL#75 大河内成明 

DL#78 福田優治 

MG 小林真子 

TR 井尻七海 

TR 田中芙美子 

TR 中村桃子 

 

＊日 時：2018 年 1 月 14 日(日) 

        13:30 K.O. 

＊場 所：富士通スタジアム川崎 

＊入場料：一般・大学生 1500 円(前売り 1200 円) 

        高校生以下 無料 

※詳細は関東学生アメリカンフットボール連盟 HP をご覧く

ださい。 

 http://www.kcfa.jp/event_bowl/?contents_type=62 



6 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差 し入れ 

佐々木様(46 期：佐々木悠至)よりお菓子、 

福岡様(46 期：福岡和弥)より漢方薬、 

47 期の有志の皆様(荒川恵伍・伊東大樹・岩淵知将・ 

高岡日和・土生育穂・深澤駿・平野祐月・森本佳津希) 

より漢方薬、坂田様(47 期：坂田平)・ 

森本様(47 期：森本佳津希)よりポカリスエット粉末、過外様(47 期：過外龍成)よりりんごとメ

ロン、土生様(47 期：土生育穂)よりお菓子、48 期の有志の皆様(相田道彦・石川翔・大類有基・ 

小川峻太郞・指原達也・杉崎卓海・沼田紗奈・森穂乃佳・山田洵)よりクーラーボックスとウィ

ダー、中村様(49 期：中村俊太)よりポカリスエット粉末とロキソニンテープ・漢方薬 

以上の差し入れをいただきました。 

 皆様からのご支援のおかげで 1 年間戦い抜くことができました。今年度も 1 年間ありがとう

ございました。来年度は差し入れのお願いやいただいた差し入れの紹介はホームページに掲載

しよう考えております。より多くの頻度でお知らせ致しますので、是非そちらもご覧ください。 

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」 

 

編 集後記 

Mastiffs News を 1 年間ご愛読いただき、ありがとうございました。今年度は皆様からの

ご意見を大切にして制作することを心がけて参りました。スタッフ紹介の記事や写真の枚数

を増やすといったわずかではございますがアンケートで回答をいただいたご要望を反映し

ました。拙い文章ではございましたが、皆様に MASTIFFS のことをより身近に感じていた

だくことができたならば嬉しく思います。 

今年度の反省を引き継ぎ、来年度はさらにレベルアップした Mastiffs News を皆様にお届

け致します！まだまだご意見・ご要望を受け付けております。これからも Mastiffs News を

よろしくお願い致します。 

今年度担当者：MG3 年平野祐月、MG2 年小坂美月、MG2 年藤澤七海 

 

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 12 月 23 日発行 

編集担当 2 年 MG 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  
 


