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秋シーズン、3試合終了！ 

BIG8 立教 拓殖 駒澤 横国 一橋 東京 帝京 東海 勝ち点 

立教  11/29 11/14 11/1 10/18 23○13 17○3 55○14 9 

拓殖 アミノ  11/1 11/14 17○14 10/17 10●16 14○7 6 

駒澤 アミノ アミノ  11/28 25○7 24●24 10/17 30○13 6 

横国 アミノ アミノ アミノ  7○7 3●28 0●10 10/18 3 

一橋 アミノ 14●17 7●25 7●7  11/28 11/15 10/31 0 

東京 13●23 アミノ 24○24 28○3 アミノ  10/31 11/15 6 

帝京 3●17 16○10 アミノ 10○0 アミノ アミノ  11/28 6 

東海 14●55 7●14 13●30 アミノ アミノ アミノ アミノ  0 

 
※駒澤大学－東京大学の試合は、タイブレーク制 0-7の結果、東京大学が勝利しました。 

※横浜国立大学－一橋大学の試合は、タイブレーク制 3-0の結果、横浜国立大学が勝利しました。 

現在 3試合が終了し、横浜国立大学は 1勝 2敗という成績です。一橋大学戦ではタイブレークの末に勝

利を収めることができました。その勢いをもって次の試合に臨みたいところでしたが、東京大学戦、帝

京大学戦ともに、ここぞという場面で良い Playが出せず、相手の勢いを止めることができず押され続け

る、といった試合内容でした。残りの試合ではこの 3戦で出た反省を必ず克服し、帝京大学戦までに味

わった悔しさを忘れることなく、今まで以上に「Desperate」に練習に励みます。フィールドに届く大き

な声援が、何よりの励みとなっておりますので、どうか今後も会場にて、皆様の熱く、力強い応援を宜

しくお願いします。 

 

 

第四節の対戦相手は、昨年度2部Bブロックにて1位という好成績を収

め、3年ぶりに1部昇格を果たした東海大学TRITONSです。 

MASTIFFSと同じように1部と2部の間を行き来していた彼らとの直接

対決は、2009年の秋シーズン以来と実に6年ぶりですが、このチーム

はMASTIFFSの歴史上一度も勝ったことのない因縁の相手です。 

秋シーズンの折り返しでもあり、絶対に負けるわけにはいかない東海

大学戦。3戦を終え1勝2敗と、もう後が無い我々は、何としてでも勝

利をつかみたい所です。皆様の応援は勝利への大きな糧となりますの

で是非会場までお越しください。 

▲MASTIFFSの HPの後援会ページにて、 

インタビュー動画を掲載中！ -1- 
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第五節の対戦相手は、昨年度1部リーグTOP8からBIG8へと

戦いの場を移したBIG8最恐のチーム、立教大学Rushersで

す。 

1部上位校として昨年度まで戦ってきた彼らの特徴は人数

の多さと、BIG8随一の圧倒的な精神力です。普通のチーム

ならTouch downを取られるなど相手に良いPlayが出てし

まうと、チーム全体の士気が下がりそのまま崩れ落ちてし

まうことが多くあります。しかしこのチームはそうはいき

ません。試合開始のKick offから試合終了の瞬間まで、気

を一切緩めることなく、高い集中力と団結力で相手に立ち

向かいます。TOP8を知る者故の堂々とした姿勢には圧倒

されます。 

しかし、私たちはTOP8にいたチームだからといって怯む

ことなく、本気で勝ちを狙っていきます。MASTIFFSの歴史

に大きく刻まれる革命を起こすべく本気で立ち向かって

参ります。皆様の応援、何卒よろしくお願いします。 
▲東海大学戦後、 

インタビュー動画掲載予定です！ 

YOU MUST GET 
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 1Q 2Q 3Q 4Q Total TB 

横国 0 7 0 0 7 3 

一橋 0 7 0 0 7 0 

 1Q 2Q 3Q 4Q Total 

横国 0 0 0 3 3 

東京 7 0 0 21 28 

【戦評】 

横国の Kick で試合開始。RB#20 伊良皆佑(4 年)の 

Run、WR#26 柘植貴大(2 年)の Pass catch で横国の

自陣 41yds まで進むが得点ならず。一橋は 33yds

もの Long pass を決め、続く 2Q でゴールライン前

2yds まで攻め込み Touch down を決める。その後

Punt の蹴り合いが続く中、DB#24 渡辺駿一(4 年)が

Pass intercept し敵陣 10yds まで Return し、伊良皆

が Touch down。そして DB/K/P#13 岩﨑朝廊(2 年)

が Kick を決め 7-7。同点とする。3Q。横国 Offense

の奮闘で敵陣 22yds まで前進し、ここで 4Q 突入。

このままゴールまで進みたい横国だが、一橋

Defense に Pass をはじかれ、その Ball を一橋が

Catch。一気に窮地に陥った横国だが、LB#51 小林

将也(3 年)、LB#5 石田圭利(3 年)が Loss tackle を、

DL#25 原岡良樹(3 年)が QB sack を決めるなど、気

迫ある守りで危機を回避。同点のまま 4Q が終わ

り、タイブレークへ。先攻の横国は Run play を中心

に前進を試みるが思うように進めず FG を選択。重

圧の中、岩﨑が落ち着いて決め、3-0。後攻の一橋

の攻撃。Touch down を決められると敗北が決まる

緊張感の中、冷静に Pass course を読んだ DB#22 森

大地(4 年)が Pass intercept。3-0 でタイブレークを

制し、横国の勝利となった。 

9 月 13 日に一橋大学戦が行われました。国立大学同士の戦いということで互いの意地がぶつかり合い、

終始一進一退が続きました。タイブレークにもつれこむも、高い集中力をもって相手に食らいつき、最

終的に Pass intercept で勝ちを掴み取りました。次節も高い集中力を持って挑もうと思える一戦でした。 

第一節: 一橋大学 戦のご報告 

いよいよシーズン開幕です。選手たちの気合の入っ

た声や、坊主頭の 4 年生や息子の姿に、この試合に

かける意気込みを感じました。スタンドでは、たく

さんの応援団で戦闘態勢十分です。 試合はタイブレ

ークとなり、スティックを叩く手にも力が入りまし

た。インターセプトでの勝利に、うれしさと感動で

泣けました。選手はもちろん、MASTIFFS に関わる方

たち全員で勝ち取った勝利だと思います。次も期待

しています！ 

小林浩幸様・知子様（3 年 小林将也） 

二宮昇様、野﨑清義様、加藤正法様、今野千賀子様、太田純子様、南野真寛様、岩﨑博安様・祥子様、 

小西俊彦様・美紀様、森美和様、山下浩司様・真生様、平野保幸様・陽子様、日水寛康様・元子様、 

正村寛様・美紀子様、武藤浩文様・昌恵様、原岡良尚様・靖子様、前田慶一郎様・裕子様、原田聡様・ 

真弥子様、荒川真一様・滋代様、土生高史様・智美様、泉紳一郎様・美子様、野上健様・淳子様、 

井尻真紀様・雄大様、小林浩幸様・知子様、深澤雅代様・あずき様、豊田暢彦様、福岡正務様・範子様、

木村吉孝様、植田昌秀様・美弥子様、福田眞理子様、安田義人様・祐子様、常見均様・美也子様、 

立石三稔様・浩子様、永井美佳様、長谷川昭子様、水野直樹様、柴田淳子様、田島久美子様、中田香織様、

土橋美津子様、田中美奈子様、岩淵美彦様・啓恵様 

9 月 26 日に東京大学戦が行われました。Touch down まであと少

し、というところで決定打を打つことができなかったり、大事な場

面で相手に流れを持っていかれたりと、勝負どころでの粘り強さ

や、やり返すという気持ちの強さが足りないことが露呈する結果

となりました。最終スコア 3-28 で、東大に昨年の借りを返される

悔しい結果となってしまいました。 

第二節: 東京大学 戦のご報告 

9 月 13 日(日) 

14:00 Kick off 

@AVF 

9 月 26 日(土) 

10:45 Kick off 

@富士通スタジアム川崎 



- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1Q 2Q 3Q 4Q Total 

横国 0 0 0 0 0 

帝京 0 10 0 0 10 

接戦をものにした次戦でしたが残念ながら大敗を喫して

しまいました。しかし、3Q までは 1TD しか奪われません

でしたし、敵陣深くまで攻め込む場面もあり、4Q での逆

転を期待させる素晴らしい戦いであったと思います。4Q

は少し歯車が狂ってしまったのかもしませんが、フィール

ドの中でも外でも皆最後のホイッスルが鳴るまで全力で

戦っていました。これからも全力で戦う MASTIFFS を可能

な限り観戦しに行きたいと思っております。 

原田聡様・真弥子様（1 年 原田湧大） 

前節の東京大学戦から一週間後に迎えたこの帝京大学戦。Offense

は中々Fresh を更新できない、Defense は Tackle で相手 Carrier を

仕留めることができないなど、Offense・Defense 共に反省が多く

残る試合でした。また技術面だけでなく、目の前の相手を倒すと

いう闘争心がまだまだ足りないということをひしひしと感じる

試合でした。次節の東海大学戦では相手よりを倒す、という気を

一回りも二回りも強く持って、挑もうと決意しました。 

Recover。攻守交代しゴールライン前 5yds まで迫るも QB#12 福岡和弥(2 年)が投じた Pass が東大に

Intercept される。その後の横国の攻撃で福岡が投じた Pass を WR#19 土生育穂(1 年)が Catch し 35yds

の Long gain。その後ゴールライン前 5yds まで攻め込むも東大の堅実な守備に阻まれ Touch down とは

ならず、FG を選択するも失敗。東大リードのまま 3Q へ。土生への Pass や RB#20 伊良皆佑(4 年)の Run

で Fresh を獲得しゴールライン前 8yds まで迫る。ここで 4Q 突入。伊良皆の Run でゴールライン前 3yds

まで攻め込むも、Touch down が奪えず FG を選択。DB/K/P#13 岩﨑朝廊(2 年)が Kick を決め、3-7。し

かし試合終盤、東大 Offense の猛攻を食い止められず Touch down を次々に決められ 3-28 となり点差

が開く。試合残り時間は 10 秒を切る。最後の望みを賭け、横国 Offense は Touch down を狙う Pass を

投じるも東大に Intercept されてしまう。ここで試合終了。 

【戦評】 

横国の Kick で試合開始。DL#25 原岡良樹(3 年)や LB#95 安達佑哉(4 年)が QB Sack を決めるも、東大

Offense の息の合った攻撃を止められず Touch down、Kick を決められる。0-7。その後の東大自陣 30yds

地点からの攻撃にて、原岡が相手 QB を Sack し、Ball を Fumble させ、これを DL#90 福田優治(2 年)が 

【東京大学戦にお越しいただきました皆様】 

赤坂繁様・裕美様、今野研一・千賀子様、二宮昇様・悦子様、野﨑清義様、中原正之様、加藤正法様、 

太田純子様、土橋美津子様、武藤浩文様・昌恵様、豊田暢彦様・里美様、小西俊彦様・美紀様、泉美子様、

日水寛康様・元子様、渡辺清様・文子様、岩﨑博安様、原岡良尚様・靖子様、福田眞理子様、福岡正務様・

範子様、石田和枝様、荒川真一様、佐々木健治様・和代様・翔平様、山下浩司・真生様様、岩淵啓恵様、

原田聡様・真弥子様、新田毅様・佳乃子様、仁平恒二様、小林祐司様・久恵様・大祐様、木村吉孝様、 

正村寛様・美紀子様、武田雅和様、過外章道様・直美様、大河内美紀様、神部浩様・明子様、小林浩幸様・

知子様、田島治嗣様・恵子様、市原美咲様、熊沢正江様、下川正和様・弘美様、土生高史様・智美様、 

河原昌子様、深澤大介様、田中美奈子様、長谷川昭子様、岡野寿彦様、常見均様、前田裕子様、 

原島良男様、アリセ様、平野竜史様・利恵様・楓様、丸山栄司様・香織様、柴田淳子様、野上健様・ 

淳子様・健一様、加藤肇様・秀子様 

第三節: 帝京大学 戦のご報告 

10 月 3 日(土) 

16:30 Kick off 

@AVF 

【戦評】 

帝京大学の Kick で試合開始。序盤は互いに Punt を蹴り合う展開となる。帝京の自陣 44yds からの攻撃

では DL#90 福田優治(2 年)と DL#25 原岡良樹(3 年)が QB sack を決めるなど横国 Defense 陣が奮闘する

も横国 Offense が得点にたどり着かない。そして迎えた帝京の自陣 38yds からの攻撃では LB#10 宮﨑

大樹(3 年)が相手 Carrier を Tackle でなぎ倒し、DB#24 渡辺駿一(4 年)が相手の足元に突き刺さるような 
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横浜国立大学体育会アメリカンフットボール部 平成 27年 10月 7日発行 

編集担当  3年MG 山崎麻衣 2年MG 鈴木菜央 

 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：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 

今年度、後援会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。さらに今現在は、9月から始まる秋リーグ戦に向

けての用具代など、出費がかさむ時期でもあります。後援会費未納の方は、どうか部の活動にご理解頂

き、目標達成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。 

後援会費納入のお願い 

MASTIFFS Mobileにご登録いただいております方に試

合のお知らせや、ハーフタイムでの試合途中経過速

報、試合結果速報のメールを送っています。遠方にお

住まいで中々応援に来られない方や試合結果がすぐ

に知りたい方は是非ご登録ください！登録のご連絡

は以下のアドレスまでお願いします！ 

kobayashi-mako-pg@ynu.jp(2 年 MG 小林真子) 

今野研一様・千賀子様、野﨑清義様、二宮昇様、加藤正法様、太田純子様、渡辺清様、柴田淳子様、 

加藤牧子様、深澤雅代様、岩淵啓恵様、荒川真一様・滋代様、正村美紀子様・茉佑様、小西俊彦様・ 

美紀様、山下浩司様、伊良皆一様、日水寛康様・元子様、新田毅様・聡子様、原岡良尚様・靖子様、 

福田眞理子様、岩﨑博安様・祥子様、原田聡様、田島久美子様、福岡正務様・範子様、小林浩幸様・ 

知子様、野上健様、平野保幸様・陽子様・シゲ子様・恵美様、武藤浩文様・昌恵様、安達初朱子様・ 

空聖様、土生高史様・智美様、泉紳一郎様・美子様、神部浩様・明子様・真音様、岡野寿彦様、 

井尻真紀様、高岡智浩様・亜子様 

Tackle を決めるなど好 Play が連発する。しかし相手に Gamble を成功させられ、一気にゴールライン前

2yds まで攻め込まれる。勢いそのままに Touch down。Kick も決まり 0-7。その後勢いに乗った帝京

Offense は自陣 18yds から次々に Fresh を獲得し、敵陣 18yds まで迫り FG を成功させる。0-10。3Q。

DL#55 能勢隆大(1 年)の思い切りのある QB sack や宮﨑の Pass intercept で攻撃権を奪い取ると、WR#26

柘植貴大(2 年)が Long pass を Catch し、自陣 20yds から一気に敵陣 49yds まで進むもその後の攻撃は

相手に止められ続け得点ならず。4Q 終盤。柘植や WR#19 土生育穂(1 年)への Pass が立て続けに通る。

試合残り時間 6 秒。最後の賭けであった攻撃は噛み合わず失敗に終わり、ここで試合終了。 

武藤様(2 年 武藤拓也)、荒川様(1 年 荒川恵伍)

よりお米、岩淵様(1 年 岩淵知将)よりお米と食

品の差し入れをいただきました。ありがとうご

ざいます！今後の試合相手に当たり負けしな

い身体を作るために、皆様が差し入れして下さ

ったお米を美味しくいただきます！今後差し

入れをお送りいただける方は下記住所までお

願いいたします。 

 

MASTIFFS の Facebook では試合の写真掲載や試合結

果の報告、試合までのカウントダウンなど、様々な情

報を発信しています。是非一度アクセスをしてみて

ください！「横浜国立大学 アメリカンフットボー

ル部 Facebook」と検索すると、アクセス可能です！ 

!!Information!! 

〒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」 


