
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yokohama National University American Football Team Mastiffs      November	 2014 
 

11.16(Sun)  

13:30  Kick  Off  
THE FINAL

 SECTION 

専修大学戦のお知らせ  
＠アミノバイタルフィールド  

	 昨年度は 1部 Bブロックに属し、MASTIFFSに次ぐ６
位でシーズンを終えた、専修大学 GREEN MACHINE。昨
年は試合時間残り２秒で MASTIFFS が逆転に成功し、
12-9 で勝利を収めたものの、intercept を量産され、苦闘
した相手でもある。選手数は 45 人程度と多くはないが、
個々のスキルを考えた選手配置で相手を圧倒する個性派集
団だ。2014 年秋シーズンをここまで３勝１敗とし、BIG8
の上位争いに名を連ねている。 
	 GREEN MACHINE は攻守共にバランスのとれたチー
ムであり、Defense 陣には下級生の活躍も多くみられる。
WR#1 梶川選手(３年)は東工戦にて 200yards を獲得して
おり、何としてでも押さえたい選手である。また WR#11
和田選手(４年)へのpassやRB#2岸選手(４年)の runなど、
多彩な play で攻撃を仕掛ける。一方の Defense は DB#4
飯塚選手(3年)や LB#16石川選手(１年)の tackleに注意し
たい。ここは横国 Offenseの実力が試される。 
	 専修大学は昨年の雪辱を果たしにくるだろう。自らの力
で 1部死守を決めるためには、何としてでも勝利を掴みた
い試合である。 

【秋シーズン成績】	 
	 

VS	 上智大学	 28○7	 

VS	 拓殖大学	 10○10	 

VS	 東京工業大学	 27○20	 

VS 駒沢大学	 7●10	 

“PICK  UP  PLAYER’’  vol.6   LB#52  仁平雅人  

	 最終節の Pick Up Player はここまで多くの
loss tackleや QB sackで会場を幾度となく沸か
せてきた LB#52 仁平選手(４年)です。専修大学
の run playを阻止し、横国が勢いに乗るために
は、仁平選手の活躍が非常に重要になってきま

す。そこで今回は今年度主将を務める仁平選手

に、専修大学戦への意気込みを聞いてきました。

詳しくは次のページの“PICK UP PLAYER”
INTERVIEWをご覧ください。 

「完封します！」	 

１ 
コメント動画へ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 横国	 専修	 東大	 拓殖	 上智	 駒澤	 東工	 勝ち点	 

横国	  11/16 15○14 21○10 7●13 13●34 24○7 12 

専修	 アミノ  11/29 10○10 28○7 7●10 27○20 12 

東大	 14●15 アミノ  14●14 17●20 35○7 34○13 9 

拓殖	 10●21 10●10 14○14  11/29 11/15 43○22 9 

上智	 13○7 7●28 20○17 アミノ  19●47 11/15 9 

駒澤	 34○13 10○7 7●35 アミノ 47○19  11/29 12 

東工	 7●24 20●27 13●34 22●43 アミノ アミノ  3 
※神奈川大学は今季の公式戦全試合辞退のため、ブロック順位８位となります。対戦校は不戦勝で勝ち
点３となります。 
※東大―拓殖の試合はタイブレーク制 3―6の結果拓殖大学が勝利しました。 
※専修―拓殖の試合はタイブレーク制 14―7の結果専修大学が勝利しました。 

	 2014年秋シーズンは、11月16日(日)の専修大学戦を残すのみとなりました。横国は神奈川大
学の辞退により、他の BIG8のチームより早くリーグ最終戦を迎えることになります。大混戦
の BIG8で、自分たちの力で１部残留を決めるため、最終節はなんとしてでも勝利を収めたい
一戦です。「１部死守」に向けて、MASTIFFSの集大成をお見せいたします。そして必ず１部
の座を守りたいと思います。激戦必至の専修戦、フィールド・サイドライン・スタンドが一体
となり、勝ちを呼び寄せられるよう、ぜひ皆様のお力をお貸しください。歓喜の瞬間を迎えら
れますよう、どうぞご声援よろしくお願いいたします。 
	 そして最終節に向けた４年生の意気込みを掲載いたします。 

 いつも、温かい御声援ありがとうございま
す。「１部死守」を目標に掲げ、始まったシー
ズンも残すところ、専修大学の１試合となり
ました。昨年、私たちは勝利を収めましたが、
専修大学はその時の悔しさを必ずぶつけてき
ます。その気迫をはねのけるよう、心技体、
最高の準備を行い、専修大学に勝ち、自らの
手で目標を達成したいと思います。応援よろ
しくお願いします。 

Offense チーフ	 立石祥三  

 シーズンも残すところ専修大学との一戦だ
けです。去年の悔しさをぶつけてくるであろ
う相手に対して、私たちも挑戦者の気持ちを
忘れずに、最大限の成長と準備をもって勝ち
にいきます。いつも応援してくださる方々へ
の感謝の気持ちをプレーで体現できるよう、
全員一丸となって向かっていきますので、変
わらぬ熱いご声援をよろしくお願いします。 

Defense チーフ	 國澤友哉  

 いつもスタンドから心強いご声援ありがと
うございます。リーグ戦も残すところあと１
戦になりました。選手一人ひとり最後まで全
部出し切れるように最大限の取り組みをして
いきます。選手やスタッフそしてスタンドの
全員が一丸となって勝利を掴みたいと思いま
す。どうか最終節も変わらぬご声援をよろし
くお願いします。 

TR チーフ	 加藤友里  

	 目の前の 1 戦や 1 日に向かううちに、あっ
という間に最後のシーズン後半となりまし
た。東大戦を終え、目標達成が見え始めた今、
日々の練習やミーティングの一瞬一瞬を貴重
に感じます。後は今のチームの全力で、専修
に勝ちに行くだけです。東大戦のスタンドで
は、150 人を超える人々が同じように感動し、
涙を流してくれるこのチームは本当に恵まれ
ていると感じました。次戦も、どこにも負け
ないご声援をどうぞよろしくお願い致しま
す。	 

MG チーフ	 三宅彩子  
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●試合結果のご報告●	 
※戦評につきましては同封し

ました別紙をご覧ください。 

第四節：拓殖大学戦	 
10/18(Sat) 13:30 K.O. 

 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 

横国  0 14 7 0 21 

拓殖  3 7 0 0 10 

 	 前半戦を終え、横国は 1勝 2敗と黒星が先行し、結果にこだわりたいと臨んだ一戦。二度の逆転の末に
勝利を収めることができました。横国 Offenseは passと runを織り交ぜた playにより、確実に攻め込み
得点へとつなげました。また、Defense陣は QB sackや fumble recoverなどの要所を締める big playで、
後半を０点に押さえ、勝利を呼び寄せました。しかし、手放しで喜ぶことはできず、残り二戦に向け、個々
の課題を改めて見つめ直すことができた、価値ある一戦でした。 

≪拓殖大学戦にお越し下さった後援会の方々≫	 
野﨑清義様、二宮昇様、前田慶一郎様・裕子様、加藤正法様、 窪田智明様・久美子様、原岡良尚様・ 
靖子様、南野真寛様、武田雅和様、 安田祐子様・寛啓様、山下静一様、仁平恒二様・純子様、  
日水寛康様・元子様、立石三稔様・浩子様、常田智弘様・豊子様、 國澤誠様・しずの様・結子様、 
木村吉孝様、泉美子様、小西俊彦様、 柘植智子様、吉田貴宏様、福田克己様・眞理子様、加藤肇様・ 
秀子様、 岩﨑博安様、原島良男様・アリセ様・綾子様、今野研一様・千賀子様、 信定真弘様・ 
ひとみ様、渡辺清様、正村寛様・美紀子様、 長谷川順一様・昭子様・絵美様、野上健様・淳子様、 
田島久美子様、 雷田康二様、新田毅様・聡子様 (順不同) 
 

第五節：東京大学戦	 
11/2(Sun)  13:30 K.O. 

 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 

横国  7 0 0 8 15 

東京  0 7 0 7 14 

 	 後半戦最大の山場、東京大学戦。ここまで両チームとも２勝２敗とし、後がない状況での一戦。国立
大学同士の意地がぶつかりあい、熱戦が繰り広げられました。試合時間残り45秒、7点ビハインドからの
Touchdownと2point conversion成功により、勝利しました。１部死守に一歩近づいたものの、目標達成
のため、更なる成長の必要性を強く感じる試合となりました。 

≪東京大学戦にお越し下さった後援会の方々≫	 

野﨑清義様、二宮昇様、柴田正子様、太田純子様、前田慶一郎様・裕子様、出口正雄様・奈美子様、福井徹様・ 
香恵子様、植田昌秀様・美弥子様、小西俊一様、土橋美津子様、大庭紀子様、安田義人様・祐子様・寛啓様、 
小西俊彦様・美紀様、信原伸司様、武藤浩文様・昌恵様、石井晴美様、武田雅和様・恵子様・望美様・ 
児嶋節子様、福岡正務様・範子様、井上喜文様・敬子様、三宅次郎様・佳子様、柘植貴宏様・智子様、 
日水寛康様・元子様、伊良皆一様・久枝様、正村寛様・美紀子様・茉佑様、岩崎博安様、新田聡子様、 
長谷川絵美様・昭子様、立石三稔様・浩子様、國澤誠様・しずの様・結子様・松江様、仁平恒二様・純子様、 
南野真寛様、豊田雅孝様・真喜子様・七海様、豊田暢彦様・里美様、木村吉孝様、鈴木暁様・晴子様、 
山下静一様・恵美子様、原岡靖子様、常田智弘様・豊子様、今野研一様・千賀子様、岩澤義文様・直子様・ 
昇子様・正二様、福田眞理子様、木村景司様・晴美様、加藤正法様、雷田康二様、永井美佳様、木村礼子様、 
井尻雄大様・真紀様、山崎ゆかり様、田島久美子様、末田正雄様・法子様、藤野篤子様、西垣倫子様、 
泉紳一郎様・美子様、加藤肇様・秀子様、信定真弘様・ひとみ様、柴田淳子様(順不同) 
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★観戦レポート★	 
	 息子の入部から、試合を観戦する機会がなく、
正直ルールもさっぱりわからずのまま初めて、秋
季リーグ戦・10 月 18 日拓殖大学戦・11 月 2日東
京大学戦と 2 試合観戦する機会ができ、アメフト
の面白さ、奥の深さがわかりはじめてきました。	 
	 拓殖大学戦の時は、フィールド上の息子の動き
を観るのが精一杯でしたが、後半は相手チームの
攻撃やかけひき、先輩方の RUN プレイなど真近で
見ることができました。又、2 試合観戦し、2試合
共勝利、特に東大戦の劇的逆転は、興奮・感動し、
長野まで帰路につきました。次の専修大学戦も 1
部死守を掲げ勝利を期待しています。	 

柘植智子様(1 年 WR	 柘植貴大)	 
	 

★観戦レポート★	 

 秋の空の下、東大戦を観ました。勝利を収めた
東京工業大学戦、拓殖大学戦に続く 3回目の観戦
です。東大戦も序盤にリードし、理想的な試合展

開でした。ところが、試合が進むにつれて一転し

て敗戦濃厚に。諦めかけていた中、残り数秒に追

いつき、突き放したマスティフス！鳥肌が立つほ

ど、感動しました。決して諦めない姿は獰猛で勇

敢な「狂犬」そのもの。どうぞこの勢いで突き進

んでください。ずっと応援しています 
鈴木暁様・晴子様(1年 MG鈴木菜央) 

 

お⽶米を頂きました！ 

〒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 

仁平様(4年仁平雅人)、能登谷様(4年山下美沙樹)、 
植田様(OB父母)よりお米の差し入れを頂きました。あ

りがとうございます。 
皆様より頂きましたお米は、TRがおにぎりにし、練習

後の補食として大切に頂いております。1部の舞台で戦っ
ていく上で、Physical の強化は大変重要です。秋リーグ
戦も残すところ専修大学戦のみとなりました。昨年の勝

利に甘んじる事無く、謙虚な姿勢で練習に励んで参りま

すので、ご支援、ご声援の程よろしくお願い致します。 
もし差し入れを頂けます場合は、右記住所までお送り

下さい。よろしくお願い致します。 

今年度、後援会会費を納入してくださいました皆様、本当にありがとうございました。アメリカン
フットボールはテーピング代や補食代など、大変お金のかかるスポーツです。今年度秋リーグ戦も残
すところ最終節のみとなりましたが、今後もMASTIFFSが 1部の舞台で戦い続けることのできるチ
ームになるため、皆様のお力添えを賜りたく存じます。後援会費未納の方は、どうか部の活動にご理
解いただき、わたしたちの目標達成に向けてお力をお貸しください。よろしくお願い申し上げます。 
 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：横浜銀行横浜駅支店	 普通預金	 １１０２５０５	 

横浜国立大学アメリカンフットボール部後援会  
 

 

横浜国立大学体育会アメリカンフットボール部	 平成 26年 11月 11日発行 
編集担当 	 MG１年 小林真子 ・ ２年 豊田志織 

ホームページ → http://www.mastiffs.jp	  
後援会ページパスワード：thanks1971  

ユーザーID：supporter 
メールアドレス → info@mastiffs.jp 

←スマート 
フォン用 

QRコード 
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—―戦評—―  
 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 

横国  0 14 7 0 21 

拓殖  3 7 0 0 10 

 	 横浜国立大学のKickにより試合開始。自陣25yards地点より拓殖大学の1st	 Series。拓殖QBから繰り広げられ

るrun	 playやpass	 playにより、敵陣30yards地点まで攻め込まれる。横国Defenseの奮闘により4th	 downに追

い込むも、拓殖はFGを成功させる。3-0。この後、一進一退の攻防が続き、なかなか試合は動かない。1Q終盤、

自陣15yards地点から攻撃を開始した横国は、RB#20伊良皆(3年)のrunやWR#83原島(2年)、WR#82柘植(1年)の

pass	 catchによりyardsを獲得し、敵陣45yard地点まで前進。そしてWR#7常田(4年)がpass	 catch後に相手

Defenseを翻弄する激走をみせ、Goal前1yard地点までボールを運ぶ。	 

	 2Qの最初のplayで、伊良皆のDiveによりTouchdown。Kickも成功させ、7-3。続く拓殖大学の攻撃では、あっ

という間にGoal前2yards地点まで迫られ、TDを決められてしまう。7-10。その後、両者ともに攻めきれずPunt

の蹴り合いに。前半残り時間2分を切ったところで、再び横国の攻撃。QB#16立石(4年)と常田のホットライン

により、敵陣20yards地点まで前進し、最後は原島がpass	 catchを決めTD。14-10と再び逆転。ここで前半終了。	 

	 後半は拓殖のKickにより試合再開。しかしその後、横国・拓殖の両Offense共に流れを作れず、Puntを選択。

後半2度目の横国の攻撃。柘植のpass	 catchやRB#27草野(2年)のrunで前進し、最後は敵陣20yards地点からの

常田へのpassが決まりTD。21-10。続く拓殖の攻撃にて、DB#24渡辺(3年)の素早い反応でFumble	 recoverに成

功し攻撃権を獲得。	 

	 横国の攻撃で4Qが始まるが、Pass	 interceptを決められ攻守交代。しかし、DL#25原岡(2年)・LB#5石田(2年)・

LB#52仁平(4年)のtackleやLB#56國澤(4年)のQB	 sackなどで、後半は得点を許すことなく、21-10で試合終了。	 

 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 

横国  7 0 0 8 15 

東京  0 7 0 7 14 

 
	 横浜国立大学のKickにより試合開始。東京大学による自陣21yards地点からの攻撃。次々とdownを更新
されてしまい、敵陣36yards地点まで前進を許してしまう。ここで横国DefenseはQB	 sackなどで東大
Offenseを封じ、4th	 downでFGを試みるも失敗。攻守交代し、横国の攻撃。RB#27草野(2年)のrunやWR#82
柘植(1年)のpass	 catchでfresh獲得していく。敵陣40yards地点からの3rd	 down	 15と追い込まれたところ
で、QB#16立石(4年)からWR#7常田(4年)へのpassが通り、そのままEnd	 zoneへ。Kickも成功し、7-0。	 
	 続く2Qは東京大学の攻撃で開始するが、横国DefenseがPuntに追い込む。攻撃権は横国に移るも、Fumble
したボールを東大にFumble	 recoverされてしまい攻守交代。敵陣25yards地点からの東大の攻撃。横国
Defenseが再び粘りを見せ、4th	 downに追い込み、東大はFGを選択するも、またも失敗に終わる。続く横
国の攻撃では思うような攻撃ができず、Puntに。攻撃権が移り、東京大学の攻撃。あっという間に攻め込
まれ、前半の残り50秒を切ったところで、東大のLong	 passが決まりTD。Kickも成功し、7-7。	 
	 後半は東京大学のKickにより試合再開。LB#5石田(2年)がPass	 interceptを決めるなど好守備を見せる
も、両者一歩も引かない展開が続き、攻守交代を繰り返す。追加点がないまま、3Q終了。	 
	 4Qは東京大学の自陣45yards地点からの攻撃で開始したが、横国Defenseはいきなり45yardsのgainを相
手に許してしまう。Goal前10yardsから東大はpassを決め、TD。Kickも成功し、7-14。この後はPuntの蹴
り合いに。残り時間4分になり、試合が動き出す。横国は自陣35yards地点からの攻撃。4th	 down	 4	 から
QB	 runでGambleに成功するなどして、敵陣に攻め込む。試合時間残り45秒、敵陣30yardsまで前進した横
国Offenseは、次のplayで立石から常田へのlong	 passが通りTouchdown。ここですかさずTime	 Outをとり、
横国は2Point	 Conversionを選択。緊迫した空気に包まれる中、立石が投じたpassが、End	 zoneで東大
Defenseを振り切った常田に通り、逆転に成功。15-14。試合時間残り32秒、東大最後の攻撃。DL#25原岡
(2年)のQB	 sackやLB#52仁平(4年)のpass	 cutで東大Offenseを寄せ付けず、Turn	 Over。ここで試合終了。	 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★2014 年度秋リーグ	 MASTIFFS 応援企画★	 

オレンジ・キャンペーンとは？	 

MASTIFFSの応援に来て下さる皆様に1人１つMASTIFFSの

チームカラーであるオレンジ色のものを身につけてきてい

ただき、観客席をオレンジ一色に染めようという趣旨のも

と今シーズンから行われます。MASTIFFS 応援時のドレスコ

ードのようなものだと考えていただくと分かりやすいかと

思います。	 

	 

オレンジ・キャンペーンのメリット	 

①オレンジ色ものを身につけていることで、MASTIFFS ファ

ンだということが分かり、お互いに声をかけやすくなりま

す。	 

②観客席の一体感がさらに高まります。	 

③オレンジ一色に染まる観客席が選手へのエールにつなが

ります。	 

	 

オレンジ色のものの例	 

タオル、Tシャツ、帽子など、オレンジ色のものなら何でも

構いません！	 

  

皆様のご理解、ご協力を 
よろしくお願いいたします！ 

オレンジ Tシャツ	 2500 円（上段右）	 

エコバック・ブランケットセット	 1700円	 (上段左)	 

MASTIFFSオレンジキャップ	 2000円	 (下段)	 

MASTIFFS 公式 GOODS	 

＊オレンジ色の goods は当日会場でもお求めいただけます。	 


