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後援会の皆様 

御礼 

 

拝啓 

 師走の候、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。 

 また、今年一年間 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。 

 今年は入替戦も含め、昨年より 2 試合も多くこのチームで戦うことができ喜ばしいことでは

ありましたが、その分皆様から長い間ご支援を賜ることとなってしまいました。その多大なる

ご支援に報いるためにも我々が Desperate な姿でフットボールに取り組み、必ず「最後に勝つ」

という目標を達成しようと取り組んできた 1 年間でした。 

 結果として入替戦にて東洋大学に勝利し、1 部に残留することが決まりました。試合内容こそ

よくなかったものの、雨の中スタンドをオレンジ色に染めてくださった皆様と喜びを共有でき

たことは、少しでも皆様に恩返しできた瞬間だったのではないかと思っております。 

 毎年たくさんの方からご支援いただき、大変有り難いことだと思っておりますが、同時に他

大学に比べたら恵まれない環境の中でこの位置に留まることが今のところの精一杯であるので

はないかとも思っております。 

 来年以降 MASTIFFS がさらに高い目標を掲げてそれを達成するために、我々は後援会の皆

様全員のご支援を心から欲しております。心苦しくはありますが、より一層のご支援・ご協力

を要望させていただきたいと思います。 

 最後にもう一度、感謝の言葉を述べさせていただきます。誠に有難うございました。これか

らも MASTIFFS をどうぞよろしくお願い致します。 

敬具 

 

 

平成 27 年 12 月 22 日 

〒240-0067 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-1 

横浜国立大学体体育会アメリカンフットボール部後援会事務局 

主務 安田 陽洋 

TEL 080-5514-2128 
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Yokohama National University American Football Team Mastiffs     December 2015 

 

 

 

 

NEWS TOP 

 1Q 2Q 3Q 4Q Total 

横国 14 0 7 0 21 

東洋 0 0 0 14 14 

 

東洋大との入替戦では雨の中沢山の後援

会、そして OB・OG の皆さん、応援ありが

とうございました。4 年の最後の試合今迄

の力を発揮しなべしゅんコールを 3 回も聞

く事が出来、親として感慨深い思いでした。

1 年の時入替戦で勝ち、その後 1 部死守を

続けられた事、本当に良かったです。駿一

も親指を骨折しながら良く頑張ったと思い

ます。アメフト部員の皆さんが自分の出来

る力を出し切って悔いのない試合をし、今

後も活躍する事をお祈りしています！ 

渡辺清様・文子様（4 年 渡辺駿一） 

試合前、時折冷たい雨が降る中、MASTIFFS カラー

に染まったスタンドは緊張感に包まれていました。

試合開始後、MASTIFFS は前半 14-0、後半 21-0 と

リードし、Touch down の度にスタンド総立ちで大

歓声があがりました。このまま大差で勝利か？と思

ったのも束の間、21-14 と東洋大が巻き返しを図る

流れに変わります。勝利への期待感が不安感に変わ

り、それを打ち消すために、誰しもが「勝ってほし

い！何としても勝たせたい！！何としても！！！」

と心の中で叫びながら声援を送っていたことでしょ

う。そして、ついにやってきた勝利の時！我が

MASTIFFS のスタンドは歓喜の声をあげる者、涙す

る者、こぶしをあげて喜ぶ者に揺れていました。本

当によかった！選手たちよ！支えたスタッフ、コー

チの皆さん！私たちに感動を与えてくれてありがと

う。7 人しかいない 4 年生よ！怪我に苦しみながら

も最後までよく戦い抜いた。そして、その後輩たち

よ、全力で打ち込むことの素晴らしさを感じながら、

来季はもっともっと強くなれ！ 

野上健様・淳子様（4 年 野上翔） 

12 月 13 日(日)  10:45 Kick off  @AVF 

!!観戦レポートをいただきました!! 

約 1 週間前の 12 月 13 日(日)に、東洋大学との 1 部 2 部入替戦が行われました。秋リーグ戦では 2 勝しか収

めることができませんでしたが、心を入れ替え、練習に勤しみ、絶対に勝つ！という強い自信を持って会場に

向かいました。その結果、21-14 で私たちが勝利を掴み取り、「最後に勝つ」という今年の目標を達成すると

同時に「1 部死守」をも達成することができました。今回総勢 171 名が応援に駆けつけてくださり、勝利が決

まる最後の瞬間まで終始応援の声をかけていただきました。試合終了の合図が出たその瞬間、スタンドが一体

となって喜びに包まれた光景を見て、こんなにも私達の周りには支えてくれる、そして勝利の喜びを心から分

かち合ってくれる人がいるのか、と思い本当に心を動かされました。ありがとうございます。来年度も、厳し

い戦いが続きます。今後 MASTIFFS が更なる高みを目指して戦うことができるよう、どうか変わらぬご支

援、ご声援を、よろしくお願い申し上げます。 
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慰労会が行われました！ 

【東洋大学戦にお越しいただきました皆様】 
野﨑清義様、柘植智子様・あすか様、吉田貴宏様、荒川真一様・滋代様、深澤大介様・雅代様・ 

あかり様・輝太様・あずき様、今野研一様・千賀子様、泉紳一郎様・美子様、渡辺清様・文子様、 

福岡正務様・範子様、原田聡様・真弥子様、豊田暢彦様、岩淵啓恵様、正村寛様・美紀子様、 

長谷川順一様・昭子様・絵美様、中田香織様、木村吉孝様、朝倉幸子様、山下浩司様、日水寛康様、 

小西美紀様、安達義真様・空聖様・初朱子様、原島良男様・アリセ様、小西俊彦様、前田慶一郎様、 

岩﨑博安様、武藤昌恵様、南野真寛様、高岡智浩様・亜子様、新田毅様・聡子様、原岡良尚様・靖子様、

武田雅和様、立石三稔様、仁平恒二様、野上健様・淳子様、金谷明男様、田島久美子様、伊良皆一様・

久枝様、鈴木暁様・晴子様、福田眞理子様、伊東裕樹様・三智代様、平野保幸様、加藤正法様、 

森美和様、河原昌子様、土生高史様・智美様、柴田淳子様、藤野篤子様、佐藤将充様、雷田康二様、 

阪本晃弘様、植田美弥子様、太田純子様、阿部正孝様、永井美佳様、佐藤俊一様、阿部直子様、 

二宮昇様・悦子様、若松美佐緒様、石田和枝様・哲也様、水野直樹様、土橋美津子様、松かぜ様、下川

正和様・弘美様、岡野かおる様、井尻真紀様 

～戦評～ 
横国自陣 24yds 地点からの攻撃。RB#20 伊良皆佑(4 年)や RB#27 草野佑介(3 年)の Run で着実

に前進し、敵陣まで攻め込む。最後は、QB#9 平野幸希(3 年)が Touch down を決める。続く TFP

では DB/K/P#13 岩﨑朝廊(2 年)が Kick を決め 7-0 とする。その後横国 Offense がまたしても敵陣

まで攻め込むと伊良皆がゴールライン前 3yds から押し込み、Touch down。Kick も決まり 14-0 と

リードを広げる。その後は、互いに Punt を蹴り合う展開となる。そんな中、先にチャンスを掴ん

だのは東洋。ゴールライン前 2yds まで攻め込む。しかし、この窮地は Defense 全員でなんとか抑

え切り、相手に得点を与えない。横国 Offense は再び奮起し、自陣 2yds 地点から敵陣 30yds まで

一気に攻め込むも、その後の Play が噛み合わず、FG を選択。ゴール前 35yds からの Kick は惜し

くもゴールポストに当たり、失敗。14-0 のまま、勝負は後半へ。 

東洋 QB の Run を止められず、Gamble も成功されてしまい一気に敵陣 27yds 地点まで攻め込

まれる。しかし、DL#25 原岡良樹(3 年)が QB sack を決め東洋を FG に抑え込む。この FG は失敗

に終わり、得点は動かない。攻守交代し、自陣 36yds 地点からの横国の攻撃。Run を中心に攻め込

み、前進。最後は、伊良皆が 60yds 近く走って 2 度目の Touch down を決める。Kick も決まり、

21-0 と点差を広げる。4Q に入る。続く東洋の攻撃では、DB#24 渡辺駿一(4 年)が Intercept を決め

るも、横国 Offense が相手に Fumble recover を許してしまう。痛い攻守交代。これにより流れを

掴んだ東洋は QB Run を中心に次々に前進。あっさりと Touch down を奪われる。Kick も決めら

れ、21-7。東洋の勢いは止まらない。続いて Onside kick を決めると勢いそのままにテンポ良く攻

め込み再び Touch down。Kick も決まり、21-14。試合も終盤に差し掛かる。 続く横国 Offense は

Punt に終わるがその後の東洋 Offense では東洋 QB が投じた Pass を渡辺が再び Intercept する。

流れを呼び戻す Big play にスタンドは歓喜に沸く。続く横国の攻撃はまたも Punt に終わり、東洋

Offense となる。試合残り時間は 2 分。東洋 Offense を横国 Defense が決死の想いで抑え切り、攻

撃権は横国へ。横国 Offense は Knee down を選択し、試合終了。21-14 で、横国が勝利した。 

入替戦後、OB・OG 会の方々のご協力のもと、慰労

会が開催されました！後援会の方々も多数ご参加い

ただき、ありがとうございました。卒業生 7 人やコ

ーチからのあいさつ、そして後援会、OB・OG 会の

方々からのお言葉をいただきました。日頃中々お話

しすることのできない方々との交流を深め、目標達

成の喜びを分かち合う良い会となりました。 
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2015年度 

卒業生より 

副将 LB#95 安達佑哉 
2015 年度副将をさせていただきました安達です。まずは 1 年間、ご支援ご声援ありがとうございまし

た。今年度、偉大な先輩方の残した歴史を無にしないと決意し始まりました。最後に勝って、後輩たち

に歴史をつなぐことができ、自分も少しは先輩方に近づけたのではないかと思います。 

4 年間を振り返ると私は多くの人に支えられて過ごして来ました。家族、先輩や後輩たちに助けられ、

ようやく自分は最後の瞬間に笑っていられました。自分たち現役のことをいつでも気にかけてくれる、

そんな周りの支えは大きな力となり、試合会場でオレンジ色のスタンドから聞こえる大きな声援は戦う

勇気となりました。多くの人達の支えが私を助けてくれたように、私も微力ながらこのチームをサポー

トする側になりたいと思います。本当に 4 年間ありがとうございました。 

主将 OL#77 野上翔 
2015 年度主将を務めさせていただきました野上です。最後まで多大なるご声援、ご支援本当にありが

とうございました。悔しく、苦しいシーズンが続く中、自分を奮い立たせ続けてくれたのは応援してく

ださった方々のおかげであると強く感じています。 

やはり、4 年間を MASTIFFS で過ごさせていただいて、今最も心に残っているのは「感謝」という気

持ちでした。振り返ってみれば 3 年前に後期試験に合格し、横浜国立大学に入学したての捻くれたどう

しようもない自分を拾ってくれたのがこの部でした。4 年間自分が懸けるべき・懸けたいものにそこで

初めて出会い、それに熱中させてくれる環境がそこにはありました。そこでフットボールに本気で全て

を懸けている先輩方、遠くから応援しに来てくださる後援会や OB・OG の方々、本気でフットボール

を教えてくださる指導者の方々に出会い、そこに身を投じることで自分は変革されていったと思いま

す。この部で過ごした 4 年間は自分の人生の中で一番濃い時間であり、貴重な財産となりました。そん

な時間を過ごさせてくれた、自分の人生を変えてくれた、財産を与えてくれた MASTIFFS という組織

に心から感謝しています。本当にありがとうございました。 

主務 AS 安田陽洋 
4 年間を振り返って思うことは、「支える」「支えられている」ということです。3 年生までは、大好き

なアメリカンフットボールを自由に楽しみながら Analyzing staff として活動させてもらいました。そ

れは頼れる先輩方がチームのために誰もやりたがらない雑用やチームの運営をして、私達を「支えて」

くださっていたからでした。 

4 年目になり今度は私達が「支える」立場に就きました。私達の代は人数が少なく、90 人近い下級生を

支えきることはできなかったかもしれませんが、それでも一生懸命身を削って支えてきました。それが

MASTIFFS の 4 年生の責任でもありましたし、何より「最後に勝つ」ために重要な事だったからです。 

後輩達には私達に感謝しなさいという訳ではありません。ただ、MASTIFFS の 4 年生の責任がどのよ

うなものなのか、そして支えられている下級生はどうしていかなければならないのかをよく考えてほし

いです。お互いがその責務を果たしきることができるのならば、必ず強くなることができると思います。 

そして 4 年間を通じて、後援会の皆様に「支えられている」ということも実感しました。試合会場に笑

顔でいらっしゃって勇気を与えてくださる方々。遠方からでもたくさんの支援をくださる方々。その多

くの支援や激励が私達を支えているのだと、特に 4 年目になって強く実感しました。この 4 年分の恩返

しはなかなかできるものではありませんが、来年も微力ながら MASTIFFS を支えていきますので、少

しずつ恩返しさせていただきます。来年も変わらぬご支援、ご声援をよろしくお願い致します。 
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Offense チーフ RB#20 伊良皆佑 
先日の入替戦でのスタンド、そして遠方からの多大なるご声援、誠にありがとうございました。皆様の

お陰で「最後に勝つ」という目標を達成することができました。 

MASTIFFS での 4 年間を終え、今一番思うことは本当に感謝しかありません。MASTIFFS での日々を

振り返ると、辛かったことが多かったですが、毎日目標達成に向け、何をすべきかを考え、行動してい

た日々が自分を成長させてくれました。このような日々を送らせてくれた MASTIFFS、そして、今日

の MASTIFFS を築いて下さった後援会、OB・OG の皆様、本当にありがとうございます。今はそんな

生活を終え、抜け殻のようにぼーっとした日々を過ごしており、現役の頃のような日々を過ごせないの

だなと思うと物凄く寂しい気持ちになります。しかし、切り替えて、また新たな目標を設定し、

MASTIFFS での 4 年間の経験を忘れず、また別のステージで活躍できるよう頑張りたいと思います。

改めまして、4 年間本当にありがとうございました。 

Kick チーフ OL#50 小西聡一朗 
先日の入替戦を最後に引退して実感することは、目標に向かって本気で取り組み、日々の生活を送るこ

との素晴らしさです。この 1 年間、悔しいこと、辛いことの方が多かったですが、そこから多くのこと

を学ばせてもらいましたし、その先にはいつも「最後に勝つ」という目標がありました。だからこそ、

勝ったとき、目標を達成できたときに喜びや充実感を味わえるのは、日々本気で取り組む MASTIFFS

でしかできないことだと思います。本気で取り組むというのはどういうことなのか、コーチの方々やこ

れまで関わってくださった先輩方から教わりました。本当にありがとうございました。自分自身を振り

返ると、もっとできることはあったのではないかと思うことも多いです。今年経験した悔しい思いを忘

れず、MASTIFFS に育ててもらった人間として来年もチームに関わっていきたいと思います。最後に、

後援会、OB・OG 会の方々、この 1 年ご声援、ご支援いただき、本当にありがとうございました。 

副将 DB#22 森大地 
2015 年度副将を務めさせていただきました森大地です。1 年間多大なるご支援、ご声援ありがとうござ

いました。引退した今、一番思うことは、最後に勝ててよかった、ということです。目標達成の難しさ、

プレッシャーを感じ続けた 1 年間でした。入替戦の試合終了の瞬間には、目標達成できた嬉しさと共に、

ほっとした気持ちが大きかったのを覚えています。本気で取り組んだからこその感情だったのかなと思

います。これからの人生でも MASTIFFS で学んだ、目標設定の仕方、それを達成するために本気で取

り組むことを活かしていきたいと思います。来年以降も後輩達が１部の舞台で暴れてくれると思います

ので、変わらぬご声援をよろしくお願いします。 

Defense チーフ DB#24 渡辺駿一 
4 年間を終えて感じることは、非常に多くの支えのもと、アメフトをやらせていただいたということで

す。1 年で入学した時はアメフトのアの字も知らない自分でしたが、そんな自分を勧誘してくださった

OB・OG の方々のおかげで、アメフトをやることができました。それにアメフトを始めてからは、こん

なにも多くの人が支えて下っていることに驚き、それと同時にそうした方々に対して恩返しするために

練習に励みました。しかし、下級生の頃は自分自身、思うようにできなかったことが多くて辛かったこ

とが多かったというのが本音かもしれません。実際辞めたいと思ったこともありましたが、OB・OG の

方々が合宿をはじめとする練習に参加してくださり、そうした方々の話を聞き、その想いを胸にやるの

は自分たちしかいないということを痛感させられ、頑張ることができたと思っています。そして、より

一層気を入れて練習することができ、目標達成に繋がったのだと思っています。自分自身、この

MASTIFFS での 4 年間はかけがえのないものになりました。それも、後援会、OB・OG の方々のおか

げだと思っています。本当にありがとうございました。今度は自分も一 OB として、これまで多くの先

輩方がしてくださったことを後輩のためにやっていきたいと思います。 
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横国の1st seriesはPassが決まらずPuntを蹴る。しかしこれを大きくReturnされ、駒澤はゴールライン前10ydsからの攻撃権を得る。
横国Defenseが6ydsのGainに抑えるが、駒澤のFGは成功し、先制点を奪われる。0−3。1Q後半、横国は自陣35ydsから攻撃を開始する。
横国Offenseは、RB#23信原健人(2年)のRunでFreshを獲得。続いてWR#83原島拓也(3年)がDefenseと競り合いながら約20ydsのPassを
Catchし、敵陣29ydsまで攻め込む。その後もWR#15大橋俊亮(2年)へのPassを決めるがFreshには至らず、敵陣23ydsからのFGを蹴る。
DB/K/P#13岩﨑朝廊(2年)のKickは成功し、同点に追いつく。3−3。このまま逆転したい横国。しかし、得点後のKick offで駒澤のReturner
が横国のCover teamを振り切りそのままReturn touch down。Kickも決まり、3−10。 
2Q、横国Offenseは厳しいPass rushに押し負けPassが決まらない。一方で駒澤は立て続けにRunで前進しFreshを得る。その後も2回
4th down gambleを成功させ、ゴールライン前8ydsまで攻め入られTouch downを許す。3−17と点差が広がる。 
3Qも、横国は強い駒澤DLを破ることができずにPuntを蹴る。攻守交代し、駒澤はRunで自陣13ydsから一気に駆け上がる。横国Defense
はこれに対応できず、そのままTouch down。Kickも決まり、3−24。点差を縮めたい横国だが、自陣27ydsから投じたShort passを駒澤
にInterceptされ、そのままEnd zoneまで走られる。3−31。勢いに乗る駒澤はRunで敵陣30ydsまで侵入するが、ここはLB#5石田圭利(3
年)、DL#25原岡良樹(3年)のLoss tackleでそれ以上は進ませない。 
4Q、駒澤は自陣32ydsから攻撃開始。駒澤QBが自ら走ろうとしたところを横国DefenseがTackleし、Fumble。このBallを石田が押さえ、
敵陣19ydsからの攻撃権を得る。このチャンスを活かしたいところであったが、Gainを奪えず、4th down gambleも失敗。モメンタム
を掴んだ駒澤はQB keepで大きくあいたサイドを走りLong gain。そしてゴールライン前15ydsからのRunを止められず5度目のTouch 
downを許す。3−38。残り時間僅かとなり、少しでも点を返したい横国は、信原のRunでFreshを奪うも、Passが通らない。最後は駒澤
が時間を使い、3−38で試合終了となった。 

駒 澤 大 学 戦 の ご 報 告  

2015 年 11 月 28 日(土)  16:45 Kick off  @AVF 

 1Q 2Q 3Q 4Q Total 

横国 3 0 0 0 3 

駒澤 10 7 14 7 38 

 

降りしきる大雨の中、横国の Kick により試合開始。拓殖の 1st series は Punt に終わり、横国は自陣 30yds からの 1st down 10。
RB#27草野佑介(3年)が空いた右サイドを一気に駆け抜けいきなり 40ydsの Long gain。敵陣 30ydsまで前進する。再び草野の Runを
中心にゴールライン前 15yds まで攻め込む。その後の攻撃は続かず FG を選択。DB/K/P#13 岩﨑朝廊(2 年)がしっかり決めて 3-0 と先
制する。しかし、ここから拓殖 Offenseが反撃に出る。Runや Short passを軸にテンポの良い攻撃を展開。対する横国 Defenseは拓
殖 Offenseの前進を食い止められない。敵陣まで攻め込まれるも DB#14正村圭太(2年)が Loss tackleを決め 3rd down 12まで抑え
込むも、拓殖が隙を突いた QB scrambleにより大きく前進する。重ねて横国の反則もあり、一気に敵陣 25ydsまで攻め込まれる。し
かし、ここはなんとか Defense全員で抑え切り、拓殖は FGを選択。Kickは成功し、拓殖は 3点を追加。3-3で同点となる。その後は
両者ともに思うように前進できず Puntを蹴り合う展開となる。ここで先に流れを掴んだのは拓殖 Offense。自陣 25ydsから Run play
で一気に敵陣へと侵入すると、その後も Run で着実に前進しゴールライン前 15yds へ。ここは横国 Defense が必死の守りを見せ、な
んとか FGに抑え込む。Kickは成功し、拓殖 3点追加。3-6となり、逆転を許してしまう。ここで前半終了。 
続く 3Q。拓殖の Kickにより試合再開。なんとしても追加点を挙げたい横国 Offenseであったが続く自陣 40yds地点からの攻撃で QB#12
福岡和弥(2年)が投じた Passが Interceptされてしまう。後半、いきなりの攻守交代。これにより、拓殖はモメンタムを掴んだかに
見えたが、その後の拓殖 Offense は Punt に終わる。なんとか一矢報いたい横国 Offense。草野や福岡の Run で着実に前進し、Fresh
獲得。このまま一気に攻め込みたいところであったが、続く攻撃で、投じられた Pass を WR#26 柘植貴大(2 年)が Fumble しかけたと
ころをついていた拓殖 Defenderがすかさず奪い、Interceptし攻守交代。ここで相手に流れを掴ませる訳にはいかない。横国 Defense
が、ここはきっちり Puntに抑え再び横国 Offenseへ。横国、自陣 45ydsからの攻撃。草野の Runで、3rd down 1まで攻め込む。再び
草野が走るも、拓殖 Defenderの強烈な Tackleにより Ballを Fumble。この Ballを拓殖が抑え、後半に入り、三度目の攻守交代とな
ってしまう。これによりモメンタムを掴んだ拓殖は、Run playを軸に No huddleで一気に攻め込んでくる。横国 Defenseは、これを
止められず Touch downを奪われる。続く TFPも決められ、7点追加される。3-13となり、一気に点差を付けられる。ここで 3Q終了。 
続く 4Q。流れを掴んだ拓殖 Offenseはなおも攻撃の手を緩めない。Long gainは無いものの Runや Short passを中心に着実に攻め込
んでくる。じりじりと前進され、最後は Touch downを決められる。続く TFPも決まり、3-20となる。なんとか Touch downを奪いた
い横国 Offense。試合残り時間は 2分を切り、最後の望みを賭け、自陣 15ydsより攻撃を開始する。草野の Runや Short passで攻め
るも QB#9平野幸希(3年)が Snapされた Ballを Fumbleしてしまう。結局この Seriesは Puntに終わり、攻撃権は拓殖へ。拓殖 Offense
は Knee downを選択し、試合終了。最終スコア 3-20で拓殖大学の勝利となった。 

拓 殖 大 学 戦 の ご 報 告  

2015 年 11 月 14 日(土)  16:30 Kick off  @AVF 

拓殖大学戦にお越しいただきました皆様 

今野研一様、野﨑清義様、二宮昇様、太田純子様、渡辺清様、泉美子様、日水寛康様・元子様、宮﨑俊史様・寿代様、 

山本泰久様、繁永直樹様、山下浩司様、原岡良尚様・靖子様、福岡正務様・範子様、豊田暢彦様、小西俊彦様・美紀様、 

佐々木健治様・和代様、武藤昌恵様、福田眞理子様、荒川真一様・滋代様、安達初朱子様・義真様、柴田淳子様、 

正村寛様・美紀子様、野上健様・淳子様、土生高史様・智美様、井尻真紀様、中田香織様、神部浩様、新田毅様、 

長谷川昭子様、大河内克見様・咲子様、南野真寛様、朝倉幸子様、田中美奈子様 

 1Q 2Q 3Q 4Q Total 

横国 3 0 0 0 3 

拓殖 0 6 7 7 20 

 

駒澤大学戦にお越しいただきました皆様 

今野研一様・千賀子様・みづき様、野﨑清義様、二宮昇様・悦子様、大槻丈彦様、泉美子様、日水寛康様・元子様、 

植田美弥子様、山下浩司様、原岡良尚様、福岡正務様・範子様、永井美佳様、小西俊彦様・美紀様・麻央様、 

河原武信様・昌子様、田島久美子様、福田眞理子様、荒川真一様・滋代様、安達初朱子様、大庭紀子様、正村寛様・ 

美紀子様、野上健様・淳子様、土生高史様・智美様、井尻真紀様、神部浩様、長谷川昭子様、船引純恵様、 

中田香織様、南野真寛様、朝倉幸子様、田中美奈子様、安田義人様・祐子様、原島アリセ様・和也様、常田智弘様・ 

豊子様、仁平恒二様・純子様、柘植あすか様・智子様、吉田貴広様、太田終子様、岩崎博安様、豊田暢彦様・里美様、

原田聡様・真弥子様、伊良皆一様・久枝様、新田毅様・聡子様、加藤牧子様・実可子様、深澤大介様、木村吉孝様、 

岩淵啓恵様、豊田雅孝様・真喜子様・七海様 
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2015年度 MASTIFFSを振り返って 

振り返って 

～3 月・4 月～ 

 トレーニング期を終え、スタイル練習に入

りました。また、MASTIFFS が将来的に更な

る高みを目指して戦えるよう、勧誘に力を注

ぎ込みました。その結果、44 人が入部し、初

めてのアメフトに毎日必死に取り組みまし

た。 

～5 月・6 月～ 

4 月末に行われた神戸戦で大敗を喫しました。

その後の試合でも思うような結果が得られ

ず、秋に戦っていくために克服しなければな

らない課題が大量に見つかりました。また、6

月の JV 期では 2 年生が主体となってチーム

の運営に挑みました。 

～7 月・8 月～ 

秋に向けてのカウントダウンが始まりまし

た。しっかりと休養をとった後は、毎日暑い中

対戦校を意識した練習を行いました。夏合宿

も行い技術面だけでなく、アメフトに懸ける

気持ちの面をも強化しました。 

 

 

 

 

～9 月・10 月～ 

ついに秋シーズンが開幕しました。初戦の一

橋戦で勝利したものの、東大戦、帝京戦と負け

続け、ようやく東海戦で 2 勝目をあげること

ができました。秋シーズン前半を終え、

Offense の得点力のなさが課題として残りま

した。 

～11 月・12 月～ 

立教戦、拓殖戦、駒澤戦に全敗し、東洋大学と

の入替戦が決定しました。何としてでも「最後

に勝つ」ために合宿も行い、OB 相手に必死に

練習しました。最終的に、入替戦で勝利を収

め、目標達成そして 1 部死守を成し遂げまし

た。 

～1 月・2 月～ 

「最後に勝つ」-Desperate-という目標・ス

ローガンのもと、新チームがスタートしまし

た。BIG8 で最も 2 部に近いチームだと自覚

した上で、最後の最後まで死にもの狂いで成

長し、BIG8 を死守しようと決意しました。 

12月13日(日)に全ての

試合が終わり、来年度の

リーグ編成が決定いた

しました。来年度の編成

は左の通りです。チャレ

ンジマッチの結果、2部

リーグからは東京学芸

大学と国士舘大学が上

がってきました。そして

TOP8からは専修大学

が降りてきて、昨年度の

屈辱を果たす機会が与

えられました。我々

MASTIFFSは来年度も関東1部リーグBIG8で戦うこと

ができます。ひとえに毎日応援してくださる皆々様のお

かげと、心より御礼申し上げます。来年度もMASTIFFS

は一戦一戦精一杯戦い抜き、今年度よりも良い成績を残

すことができるよう取り組んで参ります。ご支援、ご声

援のほど、何卒宜しくお願い致します。 

 

 

12月4日(金)から6日(日)にかけての3

日間、入替戦に向けての強化合宿を

行いました。宿にはアメフトフィー

ルドが丸ごと入る大きな人工芝のグ

ラウンドがあり、試合を意識したと

ても内容の濃い練習ができました。

また期間中はたくさんのOB・OGの

先輩方が現役部員に気合い入れをし

にお越しくださいました。社会人と

して大変お忙しく活躍なさっている

中、わざわざ鹿児島からお越しくだ

さった先輩もいて、感謝の気持ちが

ますます深まるとともに、自分たち

がどれだけ応援されているのかを実

感する日々でした。必ずや1部に残り

恩返しをせねば、と全員の気持ちが

一つになり、3日間とは思えないほど

大変充実した合宿となりました。ご

支援くださった皆様、誠にありがと

うございました。 

 2016 年度 BIG8 

1 専修大学 

2 帝京大学 

3 拓殖大学 

4 東京大学 

5 駒澤大学 

6 横浜国立大学 

7 東京学芸大学 

8 国士舘大学 

 

入 替 戦 合 宿 の ご 報 告  
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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 12 月 24 日発行 

編集担当  新 4 年 MG 山崎麻衣 新 3 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 

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。さらに今年度は入替戦やそれに向けての合宿が行われたた

め、例年よりも出費がかさんでおります。皆様のご協力のおかげで、今年度の目標達成が出来ました。後援

会費未納の方はどうか部の活動にご理解いただき、お振り込みの程どうか宜しくお願い申し上げます。 

今年も 1 部という舞台を守り切

ることができました。秋のリー

グ戦を思い返すと、良いプレー

が出たときも、不甲斐ないプレ

ーが出たときも、どんなときで

も皆様はエールを送り続けて下

さいました。そのように常に隣

で支えてくれる方々に対して、

もっと部のことを知ってもらえ

るような、そしてもっと応援し

たい！と思ってもらえるような

取り組みを今後実現させていき

ます。1 年間ご愛読いただきあ

りがとうございました。 

カレッジボウル出場決定！ 

★カレッジボウル 2016★ 

2016年 1月 9日(土) 

13:30 Kick off 

@富士通スタジアム川崎 

※詳細は関東学生連盟 HPまで 

★選抜選手★ 

RB#20 伊良皆佑 

LB#59 安達佑哉 

OL#50 小西聡一朗 

OL#77 野上翔 

1 部リーグのオールスター戦として毎年開催されるカレッジボウ

ルに、横国から 4 人の選手が選出されました！この試合は 4 人に

とって大学フットボール生活最後の試合です。ぜひ、応援よろし

くお願いします！また、チームチケットは定価より安い 800 円で

購入可能な上、購入された方には通常有料のパンフレットがもれ

なくついてきます！チームチケットをお求めの方は MG 豊田彩

華（toyota-ayaka-mk@ynu.jp）までご連絡ください！ 

編集後記 

毎年2月に行われる感謝する会

の詳細が決定いたしました！

今シーズンを締めくくる大切

な会になりますので、ぜひ後援

会の皆様もご参加ください！ 

岩淵様(1 年岩淵知将)、伊良皆様(4 年伊良皆佑)からお米、石田

様(3 年石田圭利)、朝倉様(2 年朝倉将矢)からポカリとタオル、

過外様(1 年過外龍成)からハム、そしてホームページを介して武

藤様(2年武藤拓也)からポカリの差し入れをいただきました！大

変ありがとうございました！選手の体作りはとても大切で、皆様

からの差し入れは勝利につながるとてもありがたいものです。現

在冬の休養期間中ですが、その間も皆様からの差し入れを心より

お待ちしております！特に、今後のトレ期に向けて、ご飯にかけ

るふりかけを大募集しています！差し入れをお送りいただける

方は下記の住所までお願いします。 

〒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」 

開催日時：2016 年 2月 20日(土) 

開催場所：ホテルプラム 
HOTEL PLUMM http://www.hotel-plumm.jp 

2015年度感謝する会について 

差 し 入 れ を い た だ き ま し た ！ 

mailto:toyota-ayaka-mk@ynu.jp
http://www.hotel-plumm.jp/

