
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。今年度は創部史上初となる 1部リーグ 6勝を達成すると同時に、チャレンジマ

ッチという名誉ある素晴らしい試合にも出場することができました。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、北は北海道、南は沖縄ま

で、全国各地から会場までお越しくださって、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切に感じております。それだ

けでなく、日々の経済的なご支援、そして毎日の練習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、幾度となく励まされ、

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 17 日（土）に行われた明治大学とのチャレンジマッチは、21 対 13 で敗戦し、

TOP8 昇格とはなりませんでした。しかし、TOP8 という高みを目指すために乗り越え

なければいけない壁・課題は、この対戦で部員一同思い知りました。来年度以降、

この経験を活かし、後輩たちがまた高みを目指して必死に戦い抜いてくれます。私

たち 45 期は引退となりますが、後輩たちが思う存分戦い抜くことができるよう、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および入替戦の結果、2017 年度 BIG8 は 8 校中 4 校が国

立大学となりましたが、MASTIFFS がどの国立大学よりも泥臭く必死に相手に噛みつ

くチームへと更に成長し続けることができるよう、来年度も、より一層のご支援・

ご協力を何卒どうぞよろしくお願い致します。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 
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  1122 月 1177 日((土))に、明治大学GGRRIIFFFFIINNSS とのチャレンジマッチが行われました。挑戦

者として、「巡ってきたチャンスをものにし、何としてでも明治大学に一矢報いよう」と

決死の覚悟で挑んだこの試合。残念ながら、1133 対 2211 で敗戦し、あと一歩TTOOPP88には届

きませんでした。しかし、強豪校を相手に最後まで噛みつき、諦めずに「DDRRIIVVEE」し続

け、モメンタムを掴んだシーンも多くありました。思い返せば、今年度の春シーズンは

なかなか勝利できず、苦しい試合が続きました。しかし、日々の成長が必ず結果に結び

つくと信じ、互いを叱咤激励しながら、毎日地道に練習を積んできました。その成果と

して、今年度の秋リーグ戦では 66勝 11敗、そしてチャレンジマッチ出場という過去最高

の戦績を収めることができたのだと思います。こうして私たちがアメフトとまっすぐに

向�き合い、精一杯活動することができたのは、多方面に渡ってご支援、ご声援くださっ

た皆様のお力添えがあったからです。11年間、MMAASSTTIIFFFFSSを支えてくださり、本当にあ

りがとうございました。44年生から託された想いを背負い、来年度も必ずや更なる飛躍

を遂げてみせます。今後とも、変わらぬご声援をどうぞよろしくお願い致します。  

  2017 年年度度  リーグ編成  2016 年年度度  MASTIFFS  
最終戦績  

【2016 年度秋リーグ戦 1 部 BIG8】 
9/10 vs 拓殖大学 ○17－7 
9/24 vs 東京大学 ●7－31 
10/9 vs 専修大学 ○13－0 
10/22 vs 帝京大学○34－7 
11/6 vs 東京学芸大学○3１－6 
11/19 vs 国士舘大学○24(TB8)－24(TB7) 
12/3 vs 駒澤大学○28-27 
 

【チャレンジマッチ】 
12/17 vs 明治大学●13-21 

 
  

東京大学  

横浜国立大学  

駒澤大学  

国士舘大学  

東京学芸大学  

一橋大学  

東海大学  

桜美林大学  
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 明治大学戦にお越し  

いただきました皆様  

VS GRIFFINS 

西日が照りつける中行われたチャレンジマッ
チ。相手は強豪、明治大学です。力の差を見せ
つけられる場面もありましたが、それでも怯む
ことなく最後まで粘り強く、泥臭く戦い抜きま
した。勝利はできなかったものの、今年度の秋
リーグ戦を締めくくるにふさわしい、熱い試合
となりました。大きく息の合った応援を、あり
がとうございました。 

明治大学戦  戦評  

2016.12.17.SAT  

13:30  Kick  Off  
@AVF  

 
 
  

 1Q 2Q 3Q 4Q Total 
横国 3 3 0 7 13 
明治 7 7 7 0 21 

日水寛康様・元子様、福田眞理子様、  

岩淵啓恵様、柴田淳子様、石川渡様・敦子様、

朝倉幸子様、大槻丈彦様、大河内尚登様・  

美�紀様、土生高史様・智美�様、泉紳一郎様・  

美�子様、山下浩司様・佳子様、荒川真一様・  

滋代様・貴希様、髙岡智浩様・亜子様、  

岩﨑博安様・祥子様、出口正雄様・奈美�子様、  

加藤牧子様、佐々木健治様・和代様、  

平野保幸様・陽子様、伊東裕樹様・三智代様、

石田和枝様・梓様、加藤正法様、今野研一様・

千賀子様・みづき様、小西俊彦様・美�紀様、  

野﨑清義様、深澤大介様、沼田浩邦様・悦子様、

植田昌秀様・美�弥子様、勢山博史様・満香様、

山崎ゆかり様、永井美�佳様、原岡良尚様・  

靖子様、福岡正務様、相田眞里江様、  

野口和彦様、田島久美�子様、新田毅様・聡子様、

草野美�香様、柴田正子様、山田昭典様・澄子様  

横井了二様・由里子様、正村寛様・美�紀子様、

二宮昇様・悦子様、長谷川順一様・昭子様・  

絵美�様、河原武信様・昌子様、木村吉孝様・  

礼子様、小川誠様・里子様、豊田真喜子様・  

七海様、森昭嘉様・直子様、岡野寿彦様、  

田中美�奈子様、太田純子様、小坂裕二様・  

裕子様、指原寛様、窪田智明様・久美�子様、  

原島良男様・アリセ様、井尻真紀様、  

中野直子様、西川亮子様、阿部直子様  
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  横国の KKiicckk で試合開始。明治の攻撃では明治

RRBB が 6600yyddss を一気に走り TToouucchhddoowwnn。KKiicckk

も決まり、00--77。横国は自陣 2266yyddss から攻撃を

開始。QQBB##1122 福岡和弥((33 年))が走り抜け、大き

く前進。その後も TTEE##88 山下哲史((33 年))の PPaassss  

ccaattcchhでGGooaall  lliinnee前まで前進するが明治の粘り

により FFGG を選択。DDBB//KK//PP##1133 岩﨑朝廊((33 年))

が KKiicckk を決め、33--77。22QQ。WWRR##2266 柘植貴大((33

年))の PPaassss  ccaattcchh や RRBB##2277 草野佑介((44 年))の

RRuunn で前進し、敵陣へ攻め入�る。しかし、明治

の堅い守りにより横国は FFGGを選択し、岩﨑が

これを決め、66--77。明治大学は自陣 3300yyddss から

攻撃を開始。LLoonngg  ppaassss で大きく前進し、その

勢いで TToouucchhddoowwnn を挙げる。66--1144。この後岩

﨑が PPaassss  iinntteerrcceepptt を決めるが、得点に繋げら

れず前半終了。  

  明治の KKiicckk で後半開始。岩﨑が再び

IInntteerrcceepptt を決めるが、横国はこのチャンスを活

かしきれない。明治の攻撃で一人抜けた明治WWRR

に PPaassss が通り、TToouucchhddoowwnn。66--2211。続く横

国の攻撃では、OOLL##7722 新田郁((44 年))が CCaarrrriieerr

となる PPllaayy で明治 DDeeffeennssee を翻弄する。44QQ。

続く横国の攻撃は自陣 3377yyddss から開始し、柘植

の PPaassss  ccaattcchh などで相手を攻める。最後は EEnndd  

zzoonnee 内にいたWWRR##77 土生育穂((22 年))が PPaassss  

ccaattcchh を決め、待望の TToouucchhddoowwnn。KKiicckk も決

まり、1133--2211。明治の攻撃ではDDeeffeennssee が粘り

相手に FFGG を選択させる。これを DDLL##9900福田優

治((33 年))が BBlloocckk し、33点追加を阻止。その後は

互いに譲らず一進一退の攻防が続き、得点が変

わらないまま試合終了。1133--2211 で、明治大学が

TTOOPP88 残留を果たした。  

  

    

  



 

 

 

 

『皆の力で』  

『LAST  DRIVE』  

『Revenge』  

『勝利の pass  catch』  

 「失うものは何もない。1 年間積み上げて
きたものを相手にぶつけるだけ。」そう言って
臨んだチャレンジマッチ。この試合は 4年生
最後の引退試合でもあった。TOP8 への昇格
は果たせなかったものの、最後まで全力で
「DRIVE」することができた。試合後に撮影
された、4年生の集合写真。最上級生として、
ここまでMASTIFFSを導いてくれた4年生の
笑顔と涙が光る 1 枚。 

 昨年度の入替戦で勝利し、2 部リーグから
昇格してきた東京学芸大学 Snails。同じ国
立大学として、何としても負けられない一
戦であった。写真は、試合前の Huddle を
撮影した 1枚。全員で一致団結し、勝利へ
向けて「DRIVE」しようという気迫と熱意
が伝わってくる。 

	 駒澤大学は過去 2 年連続で惨敗を喫した因
縁の相手であり、かつチャレンジマッチ出場が
かかった運命の一戦だった。RB＃27 草野佑介
(4 年)は、怒涛の Runでこの試合で 4度の
Touchdown を挙げ、MASTIFFS の勝利の立
役者となった。写真は、Touchdown を決めた
直後の 1 枚。その背中で、勝利への強い想い
を物語っている。 

 タイブレークまでもつれ込み、最後まで激し
く競り合った国士舘大学戦。緊迫した雰囲気の
中、QB#12 福岡和弥(3 年)が投げた Ball を
TE#11 泉将大(4 年)が End zone 内で見事
Catch し、勝利を決定づけた。写真は、その
Catch 直後に撮られた 1 枚。Ball を手にした
泉選手の姿から、勝利を掴み取った喜びが感じ
取れる。 

 
  

3 

2016/11/06  第 5 節  東京学芸大学戦  @AVF 

 2016/11/19 第 6 節  国士舘大学戦@AVF 

 2016/12/03  第 7 節  駒澤大学戦  
@富士通スタジアム川崎 

2016/12/17  チャレンジマッチ   

明治大学戦  @AVF 

BEST 
SHOT!!! 

今月号では、第 5節・第 6 節・第 7節・チャレンジ  

マッチの BEST  SHOT!!!をまとめてご紹介致します！  



TE#4	 野口将悟	 
LB#5	 石田圭利	 
DL#25	 原岡良樹	 
RB#27	 草野佑介	 
OL#66	 佐藤秀顕	 
OL#72	 新田郁	 

WR#83	 原島拓也	 
学生トレーナー	 西川結宇	 

学生執行部	 豊田彩華	 

HERO  
INTERVIEW 

#99 PHOTO 

第 7節  駒澤⼤大学戦の HEROは  

DL#90  福⽥田優治(3年年)  
です！  

チャレンジ合宿が行われました  

  1122 月 99 日((金))から、1122 月 1111 日((日))

まで、山梨県の山中湖近辺にて、チャ

レンジマッチに向�けた強化合宿が行わ

れました。人工芝のアメフトグラウン

ドが整備された環境の中で、大変密度

の濃い練習をすることができました。

また、お忙しい中多くのOOBB・OOGG の皆

様がこの合宿にご参加いただき、現役

部員を叱咤激励して下さいました。ご

支援下さいました皆様、誠にありがと

うございました。  

MIP 受賞式 
駒澤後の壮行会にて、皆様にご回答
頂いたMIP の受賞者が、慰労会にて
発表されました。ご協力いただいた
皆様、ありがとうございました！ 

☆カレッジボウルのおしらせ☆	 

	 毎年関東学生アメリカンフットボール連盟によっ
て主催されるカレッジボウルに、MMAASSTTIIFFFFSS から 99
名の卒業生が選抜メンバーとして出場します！応援
よろしくお願いいたします！  

カレッジボウル 2017 
2017 年 1 月 14 日（土） 
13：30 K.O. 
（開場 10：00） 
富士通スタジアム川崎 
詳細は関東学生連盟 HP 
（www.kcfa.jp）まで！	 

選抜メンバー一覧→ 

 
  

4

Offense MIP 
RB#27 
草野佑介(4 年) 

Defense MIP 
DL#25 
原岡良樹(4 年) 

 後援会HPに既に動画が
掲載されております。ぜひ
ご覧下さい！(URL は、p
５に記載しております。) 
 
  
 また、明治大学戦の
HERO INTERVIEW も 
随時更新致しますので、
少々お待ち下さい。 

Coming soon… 

慰労会が行われました！	 
 チャレンジマッチ後、OB・OG会の皆様のご協
力のもとで、慰労会が開催されました。歴代の
OB・OGや後援会の方々に多数ご参加いただきま
した。ありがとうございました。卒業生一人ひと
りやコーチからのあいさつ、そして後援会やOB・
OG会の方より労いと激励のお言葉をいただきま
した。日頃たくさんのご支援・ご声援をいただい
ている皆様 
と現役部員とで、 
シーズンや今後 
のMASTIFFS 
について語り合い、 
交流を深めました。 



 

 
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  

差し入れを頂きました	 

 感謝する会のお知らせ  
 

22 月に行われる感謝する会の詳細が決定

致しました。卒業生を送り出す、はなむ

けの会となりますので、ぜひ皆様もご参

加ください。  

  
  

開催日時::22001177//22//1188（土）  

                1177::3300〜1199::3300((1177::0000 受付))  

開催場所::ブリーズベイホテル  

              （桜木町）  

          hhttttpp::////wwwwww..bbrreeeezzbbaayy..ccoo..jjpp//  

  

 

  小坂様((11 年小坂美�月))、佐々木様((33 年佐々木悠至))、山崎様((44 年山崎麻衣))、泉様((44 年泉将大))    
よりお菓子、4466 期後援会の皆様よりカイロの差し入�れを頂きました。ありがとうございました。

この 11 年間、皆様のご厚意によりたくさんの差し入�れを頂きました。そのおかげで、選手たち

は試合でベストパフォーマンスを発揮し、今シーズンの勝利につながったのだと思います。部

員一同、心より御礼申し上げます。冬のオフが終わると、体づくりのためのトレーニング期に

入�ります。それに向�け、練習用のポカリ粉末やお米、ふりかけを大募集しております。差し入�

れをお送りいただける場合は下記住所まで、どうぞよろしくお願い致します。  

  

 
 
 
 
 

横浜国立大学体育会アメリカンフットボール部  平成 2288 年 1122 月 2244 日発行  

編集担当  新 33年 MMGG  山口志乃  

 ←スマート 
フォン用 
QRコード 

 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 

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。後援会費未納の方は、どうか部の活動にご理

解頂き、今後のMMAASSTTIIFFFFSS の発展に向�けてお力

をお貸し下さい。宜しくお願い申し上げます。 

〒224400--88550011  神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台 7799−11  

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  
  いつもお世話になっております。今年度

の秋シーズンでは、BBIIGG88 で 66勝 11 敗という

過去最高の戦績を残し、TTOOPP88 とのチャレ

ンジマッチへの出場を果たすことが出来ま

した。これも皆様のご支援ご声援があった

からこそ成し得たことであり、感謝の念に

堪えません。44年生がその背中で示してくれ

た、「更なる高みへ」向�けひたむきに取り組

む姿勢を忘れず、来年度はより一層成長し、

強いチームになってみせます。これからも

変わらぬご声援どうぞよろしくお願いいた

します。一年間ご愛読いただき、誠にあり

がとうございました。  

MMAASSTTIIFFFFSS  22 年  MMGG  山口志乃  
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