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４月１７日（日）
、富士通スタジアム川崎にて関東学院大学戦が行われました。悪天
候にも関わらず、多くの皆様にお越しいただきました。新勧試合であったこの試合に
は、たくさんの新入生がスタンドに見に来てくれました。また、フェリス女学院大学
チアリーディング部の皆さんも応援に駆けつけて下さいました。
先制 Touchdown され、Two Point Conversion を決められるなど苦しい展開と
なりましたが、新 2 年生が Touchdown するなど奮闘する場面も多くみられました。
しかし、2 部リーグの中でも大変勢いのある関東学院大学相手に 9 点差で敗れるとい
う悔しい結果に終わりました。
悪天候の中、応援ありがとうございました。この悔しさを忘れず、
「更なる高み」を
目指して残りの試合も戦い抜きます。今後も温かいご声援を宜しくお願いいたします。
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今週末、日本大学 PHOENIX との試合がアミノ
バイタルフィールドにて行われます。1 部リーグ
が再編され、日本大学との試合は 2013 年度秋リ
ーグ戦ぶりとなります 。日本大学は現在 1 部
TOP8 に属するチームです。激しい試合展開が予
想されますが、最後まで戦い抜きます。
「更なる高
み」への第一歩となるよう、MASTIFFS らしいア
メフトをやり切ります。是非応援にいらしてくだ
さい。
受付では 2016 年度の新勧パンフレットや
Goods を販売しております。是非お買い求めくだ
さい！

4 月 24 日（日）
16：15 Kick Off
＠AVF
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VS
≪日本大学分析≫
関東学生リーグにて 33 回の優勝経験を持つ
日本大学 PHOENIX は攻守ともに安定したチ
ームである。QB#10 高橋選手（4 年）は 1 年生
のころからスターターとして活躍しており、経
験豊富。RB#43 竹内選手（4 年）の力強い Run
と共に警戒したい。横国 Defense が Play を見
極め、いかに Gain を進められるかが勝負の鍵
を握る。LB#44 趙選手（4 年）は体格を生かし
たタフな Play で日大 Defense を盛り上げる。
横国 Offense が

神戸大学戦のお知らせ
日本大学戦に続いて、GW 明けの日曜
日、５月８日に神戸大学戦が行われます。
毎年関東と関西を行き来し行っているこ
の神戸大学戦ですが、定期戦という位置付
けで試合を始めて今年で 30 周年を迎えま
す。今年はアミノバイタルフィールドにて
試合が行われます。2 年に 1 度の機会です
ので、ぜひ会場に足をお運びください。30
周年という節目を迎えるこの試合、昨年の
惨敗の借りは必ず返します。
また、試合後には神戸大学とのレセプシ
ョンも行われます。年に 1 度の機会なので
ぜひお越しください。詳細は下記をご覧く
ださい。当日皆様にお会いできるのを部員
一同、心よりお待ちしております。

5 月 8 日（日）
10：45 Kick Off

≪神戸大学分析≫
昨年より人工芝グラウンドが敷設され、より良い環境で
日々練習に励んでいる神戸大学。神戸 Offense はチームの
エースであった QB が抜けたが、QB#10 西原選手（4 年）
も活躍を見せている。去年よりメインターゲットであった
WR#11 金岡選手（4 年）に DB 陣がどこまで対抗できるか
が重要である。OL は小柄だが、安定した Blocking が魅力。
横国の若い DL 陣が確実に OL を止め、秋に向けての手応
えとしたい。神戸 Defense は強力なフロント陣で Run を
押さえ込み、人数を多く擁する DB 陣がボールを狙う。昨
年 2 年生ながら関西リーグで Intercept 数 2 位を記録した
DB#9 田中選手（3 年）がいるため、横国の落ち着いた
Passing が要求される。

京王線飛田給駅より徒歩 15 分
西武多摩川線多磨駅より徒歩 20 分

レセプションのお知らせ
神戸大学戦後に、両校の親睦を深めるべく、レセプションを開催します。神戸大学の後援
会、OB・OG、コーチ、部員の方々との貴重な交流の場ですので、皆様奮ってご参加くださ
い。ご参加いただける方は 4 月 30 日(土)までに主務・山崎(下記連絡先)までご連絡くださ
い。皆様のお越しをお待ちしております。
●場所：調布市文化会館たづくり
●時間：未定（後日お知らせいたします。）
●会費：3000 円
（主務 山崎麻衣 E-mail：yamasaki-mai-hg@ynu.jp 電話：080-6304-3057）
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★第４節・筑波大学戦
≪筑波大学分析≫
筑波大学 EXCALIBURS は 2 年前に 2 部に昇格したチー
ムである。筑波 Offense は基本的な体型から地道に安定し
た Play を重ね、国立大学らしく泥臭く着実に Gain を重ね
てくる。横国がしっかりと Tackle を決めて最少の Gain に
押さえられるかどうかが鍵となるだろう。QB はスタメンが
抜けて 3 年が出場すると思われる。しかし、引退による喪
失は小さく、Backs 陣はほとんど試合経験のあるメンバー
なので注意したい。筑波 Defense は DL4 人・LB3 人を配
置する基本的な体型から堅実に止めてくる。目立つのは DB
陣の喪失と DL の層の薄さであり、横国の若い Offense 陣
がどこまで対抗できるかが勝負の鍵を握る。

5 月 14 日（土）13：00
Kick Off
＠筑波大学天王台 Gr
Access
JR 常磐線「荒川沖駅」下車
→バス 筑波大学中央行き「大学
西」下車
→徒歩 5 分

★第５節・慶應義塾大学戦
≪慶應義塾大学分析≫
日本でも 1、2 位を争う部員数を誇り、長らく関東の四強の一角を担ってき
た強豪校慶應義塾大学 UNICORNS。慶應 Offense で特筆すべきは 1 年のと
きからスーパールーキーとして活躍し、学生で唯一日本代表に選ばれた
RB#29 李選手（4 年）である。日本人離れした鋭いカットと LB に当たり負け
ない強靭な Physical で Big Gain を量産する。他の選手も慶應義塾高校から
の経験者揃いで QB も去年と引き続き#2 小田選手（3 年）が務める。慶應
Defense はスピード溢れる Backs 陣と、スピーディーかつパワフルな DL を
擁しており、新生横国 Offense がどこまで立ち向かうことができるかが勝負
の鍵を握る。

5 月 21 日
（土）
10：45
Kick Off
＠AVF

このたび、MASTIFFS で新 Goods を制作いたします。横浜国立大学アメリカンフットボール部のオレ
ンジユニフォームを元にしたストラップです。大きさは縦約 3.5cm、横約 4cm です。透明プラスチック
で覆われており、軽くて傷がつきにくいです。取り付け部分は金具のキーホルダー形状となっております。
更に約 1cm の可愛いアメフトボールのマスコットも付いてきます。値段は１つ 900 円です。ぜひ、お買
い求め下さい！
入れることの出来る文字は、
ユニフォームの上部：名前（10 文字程度まで） ※写真の YOKOHAMA の部分にあたります
② 中央部に背番号もしくは MG、TR などの文字（2 文字まで） ※写真の 27 の部分にあたります
①

の 2 つです。①のみでも構いませんが、印刷の都合上、②の場所が空いてしまうため、できるだけ②も考
えてください。
（文字例：①YAMADA ②55、①HANAKO ②MG）
参考画像として、オレンジユニフォームの画像を添付します。
①は裏面の②の真上に小さく入りますが、②は表裏同じ部分に入ります。
お名前、ご住所、①②、個数、お支払方法、
お渡し方法（試合会場 or 郵送 ※郵送は一律で 500 円いただきます。
）を明記し、
下記のアドレスまでお送り下さい。
kanno-tomoko-nx@ynu.jp
横浜国立大学アメリカンフットボール部 2 年マネージャー
-3菅野智子
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裏

表

部員紹介②
～北門・南門住み～

西川

佐々木

李

北門
前回に続き 2016 年度 MASTIFFS の部員
紹介を、住んでいる場所別に行いたいと思い
ます！第２回である今回は、北門・南門に住ん
でいる部員を紹介します！北門の近くには羽
沢寮があり、南門の近くには部員に大人気の
お弁当屋さんがあります。みなさんに、

信原

（貴）

村瀬

南門

① 春オープン戦の意気込み
② 自分の住む場所の好きなところ
③ MASTIFFS のいいところ

島

の 3 つの質問に答えてもらいました！

繁永

原岡

佐々木

菅野

大橋

小林

（悠）
LB #2５原岡良樹
（4 年）
①今年をアメフト人
生の最後だと思い、
10 年間培ってきた
ものを全て出し切る
②学校が近いところ
③初心に帰れるとこ
ろ
RB#２3 信原健人
（3 年）
①全力尽くします
②静かなところ
③人として成長出来
る環境

TR 西川結宇
（４年）
①最後のオープン戦、
彼らを思いっきり暴れ
させたい
②溜まり場にされない
ところ
③人として成長できる
環境であるところ
LB #52 繁永達也
（３年）
①頑張ります
②静かです
③優しいところです

WR＃15 大橋俊亮
（３年）
①頑張ります！
②静かなところ
③仲良しなところ

DB＃18 佐々木悠至
（3 年）
①Big play 狙います
②学校が近い
③色んな人がいる

OL#71 李 嘉隆
（3 年）
①チームに貢献できる
よう頑張ります
②静かなところ
③仲がいいところ

MG 小林真子
（３年）
①実習との両立！！
②行き先によって、和田
町 と 上 星川 の 駅 を使 い
分けられる
③ ツ ッ コミ ど こ ろが た
くさんあるところ！

LB#6 佐々木貴啓
（２年）
①しっかりタックル
をする
②静か
③楽しい人もいる

WR#17 島 弘忠
（2 年）
①まずは試合に出る！
②10 分前に起きても
授業に間に合うところ
③みんな個性的

MG 菅野智子
（2 年）
①何事にも全力で
②学校に近いところ
③人

MG 村瀬遥日
（2 年）
①存在感を増す
② 坂 の 上り 下 り がい い
運動になるところ
③ な ん でも 受 け 入れ て
くれるところ
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来る 6/4（土）12:00〜
横浜駅近くで恒例の「母の会」を開催いたします。是非多くの OB 並びに現役のお母さま方にご参加いた
だき、楽しい一時を過ごしながら MASTIFFS の必勝祈願をしたいと思っております。 当日は、女性学生
スタッフも駆けつけてもらえるそうですので、日頃のご子息の様子などをどんどん聞いてみて下さい。ま
だ、お店など細かい点は未定ですが、ご参加いただけるお母さまは
OB は 4 年原岡 pope25@ezweb.ne.jp
現役は 4 年新田 nitta-umekichi@ezweb.ne.jp
まで、5/10 迄にご連絡下さい。
その際 期 学年 お母さまのフルネームをお伝え下さるようにお願いいたします。追って詳細をご連絡さ
せていただきます。

◎新勧イベント開催中です
新入生勧誘イベントが開催されています！3/31、4/6 にはフラッグフ
ット大会が行われ、総勢 200 人を超えるたくさんの新入生が参加してく
れました。白熱した試合に大変盛り上がりました！4/1、4/15 には脱出
ゲームが行われました。フラッグフットとは打って変わった頭を使ったゲ
ームに、部員を交えた班で試行錯誤しながら取り組みました。4/10 には
フェリスチアを招いての逃走中が行われました。大学内全体を使ったイベ
ントに、部員も新入生とともに楽しみました。4/7、4/12、4/14 には体
験会・練習見学会が行われ、多くの新入生が参加しました。各々の Part 練
習に参加し、アメフトについて実際に体で知ってもらういい機会となりま
した。現時点でもイベントで入部を決め、宣言してくれた新入生が 20 名
近くいます。今後も仲間を増やすために勧誘を続けていきます！

◎差し入れをいただきました！
原岡様（45 期：原岡良樹）より紙皿・紙コップ・紙トレイ・ナプキン・ドリンクボックス、石田様（45
期：石田圭利）より食品・タオル・洗剤、岩淵様（47 期：岩淵知将）より米・食品、伊良皆様（44 期：伊
良皆佑）よりポカリをいただきました！皆様の温かい差し入れが私たちの力となりました。ありがとうござ
いました。新勧イベント等で、役立たせて頂きます。今後差し入れをいただけます場合は、下記住所までお
送りください。どうぞよろしくお願いします！
〒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」

MASTIFFS NEWS 電子版完全移行のお知らせ
いつもご支援いただきありがとうございます。皆様の後援会費で毎月送らせていただいております、この
MASTIFFS NEWS ですが、
即時性と経費面を考慮し、MASTIFFS の HP に掲載しております電子版 NEWS
での閲覧をお願いしております。電子版に登録していただいた方には、更新時にその情報や閲覧用のパスワ
ードを、登録していただいたメールアドレスに送信しております。どうか部の経費削減のためにご理解いた
だき、電子版に登録していただきますようお願い申し上げます。この度電子版に登録していただけます方
は、下記連絡先までご連絡下さい。どうぞ宜しくお願いいたします。（ご不明点などございましたら、同じ
く下記までご連絡下さい。
）

主務：山崎 麻衣（E-mail：yamasaki-mai-hg@ynu.jp 電話：080-6304-3057）
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

横浜国立大学体育会アメリカンフットボール部 平成 28 年 4 月 19 日発行
編集担当 新 2 年 MG 神部明音・山口志乃
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