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Mastiffs News 特別号 

リーグ優勝& 

チャレンジマッチ決定!! 
VS  

TRIUMPHANT LION 

  

2017 年度秋リーグ戦全 7 試合を終え、MASTIFFS は 6 勝 1 敗という成績で BIG8 初優勝を飾

ることが出来ました。同時に、TOP8 とのチャレンジマッチへの出場権を得ました。チャレンジ

マッチは昨年度に引き続き 2 年連続の出場で、対戦相手は日本体育大学です。1 部リーグと 2

部リーグを行き来していた過去がある横国とは違い、彼らは常に 1 部リーグに所属していたた

め、リーグ戦で顔を合わせたことは多くありません。近年では 2004 年度に 26-28、2007 年度

に 7-41、2009 年度に 28-30 と惜敗を喫した試合もありますが、横国史上 1 度も勝利したこと

のない相手です。しかし、歴史を塗り替えるためにも、昨年度果たせなかった TOP8 昇格を成し

遂げるためにも、負ける訳にはいきません。チャレンジ精神を持ちながらも「俺たちが必ず勝

つ」という気持ちで臨みます。 

 今シーズンこれまで良い成績で終えられたのも、毎試合 100 名を超える、後援会の方々、OBOG

の方々、学校関係者の方々が駆けつけてくださり、スタンドをオレンジに染めてくださってい

るおかげだと心より思っております。チャレンジマッチも熱いスタンドを作り上げ、勝利を引

き寄せていただきたいです。ご都合がよろしければ是非試合会場までお越しください。よろし

くお願いいたします。 

Yokohama National University American Football Team Mastiffs  Special 2017 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Offense】日体 Offense は個人能力の高い選手が多く、相手 Defense に対

し臨機応変に対応する力も兼ね備えています。Run play は BIG8 とは比になら

ない程の Speed 感で OL 陣が道を開け、そこを RB#3 井ノ元選手(副将/4 年)

が持ち前の加速感のある Run で駆け抜けます。また、試合経験の豊富で強

肩な QB#11 小林選手(3 年)が繰り出す Pass play にも警戒が必要です。横

国 Defense は全員で止める気持ちと素早い Reaction で Gain を阻みます。 

【Defense】日体 Defense は Offense 同様身体能力の高い選手が多く、

多様なスタイルの守り方を武器にしています。どのポジションも隙はな

く、総じて Speed と Tackling 能力の高さが見られますが、特に恐るべき

は DL 陣です。DL#13 松本選手(主将/4 年)や DL#58 ビスカルド選手(副将

/4 年)などが Speed 感溢れる Rush で Block を破壊し、QB や Carrier にプ

レッシャーを与えます。横国 Offense は堅実な Block で押し返し、意表を

突いた Play で相手を翻弄します。 

 

  

日本体育大学分析 

今年度秋リーグ戦 

戦績 

vs 早稲田 13●31 

vs 慶應   20〇10 

vs 法政   31●66 

vs 日大  19●45 

vs 中央   0●6 

vs 立教  10●38 

vs 明治  7●10 

日本体育大学は今年度の春オープン戦初戦で

敗北した相手でもあります。今年度の集大成、

雪辱を果たす形で締めくくれるよう、皆様も

スタンドよりご声援よろしくお願いします！ 

主将 OL#71 李嘉隆 

いつも多大なご支援・ご声 

援をありがとうございます。 

先日の東京大学との一戦に 

勝ったことにより、2017 年 

度MASTIFFSはリーグ優勝という形でリーグ

戦を終えることが出来ました。しかし今年度

の MASTIFFS はここで終わりではありませ

ん。日本体育大学とのチャレンジマッチとい

う大勝負が残っています。昨年度のチャレン

ジマッチで明治大学に負けてから、自分達は

TOP8 のチームに勝つ為に 1年間練習を重ね

て来ました。いよいよその成果をぶつける日

が近づいています。今の自分達の全てをぶつ

け、勝利を掴みに行きたいと思いますので応

援よろしくお願いいたします。 

主務 MG 小林真子 

秋リーグ戦では、多大なるご声援を 

誠にありがとうございました。皆様 

から頂く温かいお言葉や、オレンジ 

に染まるスタンドからいつも勇気を 

もらい、ここまで戦い抜くことができました。結

果、MASTIFFS は 1 位でリーグ戦を終え、更には

TOP8 への挑戦権を得ました。今年度の目標の『一

戦必勝』にある、この“一戦”は、目の前のリー

グ戦の一戦一戦を意識するのと同時に、その先に

待ち構える TOP8 のチームとの“一戦”だと 1 年

間心の中で思い続け、取り組んできました。憧れ

ながらも届かなかった TOP8 という高みに、今度

こそ到達したいと思います。チャレンジマッチで

も、どうか MASTIFFS と共に戦ってください。熱

いご声援のほど、よろしくお願いいたします。 
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 12 月 3 日(日)にアミノバイタルフィー

ルドにて最終節・東京大学戦が行われまし

た。当日の第 1 試合で行われておりました

駒澤大学 vs 国士舘大学の試合で国士舘大

学が勝利したことにより、私達は東京大学に勝利しなければチャレンジマッチ出場が決まらな

いという状況であったため、部員一同覚悟を持って臨んだ試合でした。Try for point の Kick を

外したり、反則を多く出してしまったりと悪い流れになる場面もありましたが、日曜日の遅い

K.O.時間にも関わらず多くの方々が応援に駆けつけてくださり、力強いご声援を送ってくださっ

たおかげで無事に勝利を掴み取ることが出来ました。次のチャレンジマッチではミスが許され

ない試合になります。これまで以上に準備を重ね、最後も必ずや『一戦必勝』いたします。 

会場にお越しいただきました皆様 

大河内尚登様・美紀様、八石哲郎様・正美様、平野竜史様・利恵様、今野研一様・千賀子様、 

岩淵美彦様・啓恵様・貴将様、森本孝子様、松井謙二郎様・陽子様・沙耶花様、田島久美子様、

繁永美恵子様、大川幸二様・綾子様、福岡正務様・範子様・大祐様、佐々木健治様・和代様、 

加藤圭祐様・牧子様、小川誠様・里子様、井尻真紀様、石田和枝様、大手道正様・由美様、 

村井由佳子様、番由美様、藤田幸恵様、相田正彦様・眞里江様、髙岡智浩様・亜子様、詠弓子様、 

杉崎孝雄様・京美様・志帆様、深澤大介様、岡野寿彦様、前田慶一郎様、山本泰久様・知子様、

角悟様・好子様、小林祐司様・久恵様、柘植智子様・あすか様、吉田貴宏様、森昭嘉様・直子様、 

沼田浩邦様・悦子様、指原寛様・幸枝様、井上哲也様・美絵様、小坂裕二様、植田裕子様、 

松本伸之様・由美様、井上和子様、加藤正法様、福田眞理子様、土生高史様・智美様、二宮昇様、 

石川渡様・敦子様、伊藤裕樹様・三智代様、荒川真一様・滋代様、朝倉幸子様、岩﨑祥子様、 

正村寛様・美紀子様・茉佑様、野﨑清義様、田中史明様、井上喜文様・敬子様、森田正哉様、 

山下浩司様・佳子様・真生様、山田昭典様・澄子様、植田昌秀様・美弥子様、 

中野通明様・直子様、泉紳一郎様・美子様、吉田稔様、柴田淳子様、柴田正子様、大槻丈彦様 

  

 1Q 2Q 3Q 4Q Total 

東大 0 7 0 0 7 

横国 12 0 7 0 19 

東京大学戦ご報告 
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戦評 

前試合が延び 15 分遅れて、横国の Kick により試合開始。東大は自陣 46yds より攻撃を開始

する。1st play で Fresh を取られるも、LB#20 過外龍成(3 年)の Loss tackle で流れを引き寄せる

と DB#18 佐々木悠至(4 年)が Pass intercept を決め、攻守交替。横国は RB#29 伊東大樹(3 年)、

WR#26 柘植貴大(4 年)の 10yds 越えの Run で一気に Goal line 前 9yds まで攻め込む。最後は

QB#12 福岡和弥(4 年)から柘植への Touchdown pass が決まり、横国が先制点を挙げる。TFP の

Kick は Block され、6-0。東大は自陣 25yds より攻撃を開始するが、1st play で Fumble した Ball

を LB#2 山本周(3 年)がすかさずこれを Recover し、攻守交替とする。横国は敵陣 25yds より攻

撃を開始する。柘植への 17yds の Pass が成功し、その後は福岡が Run で Goal line 前 4yds まで

Ball を進める。最後は TE#8 山下哲史(4 年)が End zone で Ball を Catch し、Touchdown。TFP は

2point conversion を選択するが、これは失敗する。12-0。 

2Q。東大の Pass が成功し、Run after catch でそのまま一気に Touchdown を許す。その後の

Kick も成功し、12-7。横国 Offense は反則が続き、流れを掴めず Punt が続く。しかしここで

DB/K/P#13 岩﨑朝廊(4 年)が Tackle で Carrier の Ball を掻き出し、これを DB#22 荒川恵伍(3 年)

が 10yds の Recover を決める。攻守交替し、横国は敵陣 41yds より攻撃を開始するが、福岡が

投じた Ball は Pass intercept されてしまう。攻撃権が東大に移ったところで 2Q 終了。 

3Q。横国は自陣 24yds より攻撃を開始する。Loss tackle を受けるも、山下、柘植への 13yds

の Pass が成功し、横国が流れを掴む。その後も柘植、伊東が次々と 10yds 越えの Run で Fresh

を獲得し、Goal line 前 2yds まで攻め込む。最後は OL が開けた道を福岡が Run で Touchdown。 

TFP の Kick は岩﨑が決め、19-7。巻き返しを図りたい東大 Offense だったが、LB#6 井上慎太

朗(4 年)の Loss tackle や DB#14 正村圭太(4 年)の Pass intercept で、攻撃権をすぐさま横国へと

返す。横国が敵陣 43yds より攻撃を開始したところで、3Q 終了。 

4Q。RB#30 津吉潤(4 年)、伊東の Run を中心に 2 回の Fresh を獲得し、Goal line 前 19yds ま

で攻め込む。4th down になり、ここは FG を選択する。しかし、悔しくもこれは失敗し、攻守交

替となる。東大は自陣 24yds より攻撃を開始する。Pass で Gain を試みるも、これは DB 陣が上

手く Cover をする。4th down 23 で Gamble を選択するが失敗し、攻撃権は横国に移る。敵陣

41yds より攻撃を開始した横国は、RB#23 信原健人(4 年)、伊東の Run で着実に Gain を重ねる。

しかし、False start の反則や QB sack で退き、4th down 20 で FG を選択する。岩﨑が 46yds の

Kick に挑むが左に逸れ失敗となる。試合残り時間 2 分を切る中、東大は自陣 28yds より攻撃を

開始する。22yds の Pass が成功し東大スタンドから歓声が沸き起こる中、続く Play で正村が

Pass cut をし、流れを東大に渡さない。No huddle で Play を進め、一発 Touchdown を狙っていく

が、Pass が通らず、Gamble も横国が阻止する。試合残り時間 1 分 29 秒で攻守交替し、横国は

自陣 45yds より攻撃を開始する。上手く時間を使いながら Knee down を続け、最後はスタンド

からのカウントダウンと共に試合終了のホイッスルが鳴る。ここで試合終了となり、19-7 で横

国が勝利した。 
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先日行われました秋リーグ戦第 7 節をもちまして、今年度のリーグ戦は終了いたしました。

最終節までチャレンジマッチや 1 部 2 部入替戦はどのチームが行くのか分からないという波乱

の展開でしたが、無事乗り切ることが出来ました。今年度ここぞという試合で勝利出来たの

も、試合会場まで多くの方々がご声援に駆けつけてくださったおかげだと部員一同思っており

ます。今度とも、変わらぬご声援の程、よろしくお願いいたします。 

 

＊横浜国立大学-桜美林大学は Tie break 3-0 

で横浜国立大学が勝利しました 

＊横浜国立大学-国士舘大学は Tie break 6-7 

で国士舘大学が勝利しました 

＊駒澤大学-東京学芸大学は Tie break 13-7 

で駒澤大学が勝利しました 

 

  

  

 

日本体育大学戦後、約 3 ヵ月に渡る秋シーズンを終え

た現役部員を労うため、「慰労会」が開催されます。この

慰労会は現役部員や保護者の方々だけでなく、歴代の

OB・OG の方々との懇親の場にもなります。奮ってご参

加ください。詳しい時間や場所などにつきましては、後

日メールや試合会場にて告知させていただきます。 

BIG8 

東大 

 

 

横国 

 

 

駒澤 

 

 

国士舘 

 

 

学芸 

 

 

一橋 

 

 

東海 

 

 

桜美林 

 

 

順位 

東大  7●19 10●27 24●53 14〇6 27〇3 24〇14 38〇14 4 

横国 19〇7  19〇17 19●19 34〇6 57〇3 47〇2 24〇24 1 

駒澤 27〇10 17●19  7●38 14〇14 44〇0 6●7 13●14 6 

国士舘 53〇24 19〇19 38〇7  44〇21 36〇7 24●27 24●28 3 

学芸 6●14 6●34 14●14 21●44  0●21 0●44 0●33 8 

一橋 3●27 3●57 0●44 7●36 21〇0  7●54 6●42 7 

東海 14●24 2●47 7〇6 27〇24 44〇0 54〇7  12●24 5 

桜美林 14●38 24●24 14〇13 28〇24 33〇0 42〇6 24〇12  2 

BIG8 星取表 

慰労会のお知らせ 

以上の結果により、 

12/16(土)10:45K.O. 日本体育大学-横浜国立大学 

13:30K.O. 明治大学-桜美林大学 

         16:30K.O. 東京学芸大学-明治学院大学 

12/17(日)10:45K.O. 駒澤大学-上智大学 

     13:30K.O. 東海大学-青山学院大学 

     16:30K.O. 一橋大学-専修大学 

のチャレンジマッチ・入替戦が決まりました！ 

【日時】12 月 16 日(土) 

15:30～16:00 頃開会 

→2 時間ほどを予定 

【場所】 渋谷駅周辺 
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12 月 8 日(金)から 12 月 10 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を行います。宿泊場所は、昨年

度のチャレンジ合宿に引き続き 3 年連続でお世話になる、「金八」

という宿です。こちらは人工芝のグラウンドが整備されており、いつもよりも良い環境で試合

を意識した練習が出来ます。日夜アメフトのことを考えることが出来るとともに、寝食を共に

することによって、更にチームの結束力を高め、チャレンジマッチという大一番に挑みます。 

差し入れのお願い 

 合宿に際しまして、以下のものが不足しております。合宿期間の 12 月 8 日(金)～10 日(日)

に差し入れをいただけるのであれば、上記の「金八」の住所、それ以外の期間に差し入れをいた

だけるのであれば、p.7 に記載されております横浜国立大学の住所までお願いいたします。 

＊トップバリューのスポーツドリンク粉末(グレープフルーツ味) 

…練習時の水分補給として使用します 

＊芍薬甘草湯(漢方薬)…試合時選手の攣りを鎮めるために使用します 

御寄付のお願い 

 日頃より、MASTIFFS に温かいご声援並びにご支

援とご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。皆様には

今年度の後援会費を納入いただいたり、Yearbook 作

成の際にご寄付いただいたり、金銭面だけではなく多

くのものを差し入れていただいたりと、日々多大なご

支援を賜っており、この場をお借りして部員一同心よ

り感謝申し上げます。度重なるお願いとなり大変恐縮

ではございますが、我々MASTIFFS の活動と目標達成

にご理解いただき、この度行われます入替合宿に際し

まして、ご寄付という形でどうかお力添えいただけま

すよう、何卒宜しくお願いいたします。 

チャレンジ合宿のお知らせ 

【日時】12/8(金)～10 日(日) 

【場所】〒401-0502 山梨県南都留郡山中湖村平野 2021  

【スケジュール】12/8(金) 授業後、バスで金八へ 

                12/9(土) 1 日練習 

                1210(日) 夕方まで練習後、バスで横浜へ 

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 

※ご寄付額につきまして、5,000 円を

一口とさせていただきます。  

※ご寄付いただけます場合は、お振込

み者様のご氏名の前に「キフ」とご入

力いただきますよう お願い申し上げ

ます。 
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 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

が開始されました！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ます。

1 枚 500 円とお買い求めやすい価格になっております

ので、是非ご検討ください。注文ご希望の方や DVD の

詳細などのお問い合わせの方は、試合会場での受付や 2

年マネージャー藤澤（fujisawa-nanami-gy@ynu.jp）が承

ります。お気軽にお申し付けください。 

 

 

 

46 期有志の皆様(朝倉将矢・井尻七海・井上慎太朗・

岩﨑朝廊・大河内成明・小林真子・佐々木悠至・正村

圭太・田中芙美子・信原健人・福岡和弥・福田優治・

山下哲史)よりチーズとふりかけとお菓子、47 期有志

の皆様(荒川恵伍、伊東大樹、岩淵知将、髙岡日和、土

生育穂、平野祐月、深澤駿、森本佳津希)よりみかん、

井上様(46 期：井上慎太朗)よりお菓子、岩﨑様(46 期：

岩﨑朝廊)よりポカリスエット粉末、福田様(46 期：福田優治)よりパンとエステ台、山下様(46

期：山下哲史)よりポカリスエット粉末とタオル、荒川様(47 期：荒川恵伍)よりお菓子、平野様

(47 期：平野祐月)よりお菓子、岩淵様(47 期：岩淵知将)よりポカリスエット粉末、八石様(49

期：八石貫志)よりポカリスエット粉末、の差し入れをいただきました。いつもご支援ありがと

うございます。 

皆様の些細なところにも気づいてくださるお気遣いによって、私達も元気をいただくと同時

に皆様からの期待を感じ、結果という形で恩返しせねばならないという気持ちに駆られます。

重ね重ね御礼申し上げます。これからも変わらぬご支援・ご声援の程、よろしくお願いいたし

ます。差し入れをいただける方は、下記住所までお願いいたします。 

 

 

 

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」 

ハイライト DVD 販売のお知らせ 

1 枚 500 円！！ 
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今年度後援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。残り少ない今年度の

活動をより充実させるためにも、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。 

 

 

 

MASTIFFS の最新情報は 

・公式 HP（http://www.mastiffs.jp） 

・Facebook（https://www.facebook.com/YNUmastiffs） 

・Twitter（https://twitter.com/ynu_mastiffs） 

・YouTube（https://www.youtube.com） 

で随時更新しております。4 年生のコメントや、ハイライト、ヒーローインタビュー、みどこ

ろ動画など、NEWS では知りえない情報も盛りだくさんです。是非ご覧ください！ 

Coming soon movie 

＊東京大学戦ヒーローインタビュー 

…東大が勢いづくなか Loss tackle で流れを

止めた LB#6 井上慎太朗(4 年)がヒーローに選

ばれました！ 

＊東京大学戦ハイライト動画 

＊日本体育大学戦みどころ選手動画 

＊高校生向け動画 

 

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 6 日発行 

編集担当 3 年 MG 平野祐月 

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 

後援会費納入のお願い 

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 

INFORMATION 

＼今年最終号／ 

12 月号のお知らせ 
・チャレンジマッチご報告 

・慰労会のご報告 

・リーグ戦総括 

・カレッジボウルのお知らせ 

・感謝する会のお知らせ 

・差し入れ etc... 

 


