
 

 

 

                                       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yokohama National University American Football Team Mastiffs        September 2014 

2014 秋シーズン、開幕します!! 

9 月 14 日(日)の東京工業大学戦より、2014 年秋

シーズンが開幕します。今年度よりリーグ改編が行

われ、私たち MASTIFFS は 1 部 BIG8 の舞台で戦

います。同リーグには、同じ国立大学でありながら、

長年 1 部リーグに定着する東京大学や、昨年 1 部昇

格を果たした東京工業大学、また昨シーズン死闘の

末私たちが勝利を収めた専修大学など、力の拮抗す

る強豪校が数多く所属しています。そのため毎試合

厳しい戦いとなることが予想されますが、決して負

けるわけにはいきません。 

今年は、MASTIFFS が今後成長し、更なる高み

を目指せるチームなるには、もう決して 2 部に行く

訳にはいかない。そう考え、「1 部死守―実践躬行

―」というスローガンのもと、日々試行錯誤しなが

ら目標に向けチーム一丸となり練習しています。春

シーズンで出た課題に真摯に向き合い、夏合宿を経

て、少しずつですが確実に、チームとして成長して

きました。あとは、全力で戦うのみ。たとえどんな

苦しい戦いになろうと、最後の最後まで、全身全霊

で戦い抜きます。 

辛く、厳しい局面で、いつも力になるのはスタン

ドからの皆様のご声援です。今年も、選手、STAFF、

スタンド一体となり、全員で勝利を掴み取り、必ず

や「1 部死守」を成し遂げたいと思います。以下に

試合日程を掲載致しましたので、お忙しいかと思い

ますが、ぜひ会場に足をお運び頂き、スタンドから

選手に温かいご声援をお送り下さい。よろしくお願

い致します。 

 

ACCESS 

【電車でお越しの場合】 

京王線飛田給駅下車より徒歩 15分 

西武多摩川線多磨駅より徒歩 20分 

 

 

アミノバイタルフィールド 

TOP NEWS!! 

1 

対戦校 会場 日時 kick off 

東京工業大学  

 

アミノバイタルフィールド 

(全試合アミノバイタルフィー

ルドでの開催になります。) 

9 月 14 日(日) 17:00 

駒澤大学 9 月 27 日(土) 14:00 

上智大学 10 月 4 日(土) 13:30 

拓殖大学 10 月 18 日(土) 13:30 

東京大学 11 月 2 日(日) 13:30 

専修大学 11 月 16 日(日) 13:30 

神奈川大学 11 月 30 日(日) 15:00 
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東京工業大学戦のお知らせ 
@アミノバイタルフィールド  

9.14(Sun) 

17:00 Kick Off 

昨シーズン 2 部 B ブロックに所属し、関東学院

大学との入替戦に勝利し 1 部昇格を果たした東京

工業大学 BUFFALOES。同じ国立大学であり、選

手数は 60 人弱、とチーム状況は似ている。2013

年春シーズンに横国と対戦し、20-0 で横国が勝利

を収めているものの、今年春オープン戦において、

2013 年度関東王者の日本大学相手に 3 得点なが

ら 350yards 獲得した Offense 力は脅威である。     

特筆すべきは、RB#21 保坂選手(4 年)と QB#9

柳選手(4 年)の Option Play と、ノーハドルなどの

奇抜な攻撃パターンである。また、春シーズン試

合数が 2 試合のみであり、そのためチーム情報が

少なく、不気味である。チーム全体として、Offense

力が光る東工大であるが、ここは横国 Offense、負

けじと華麗な Touchdown を決めたい。 

秋シーズン初戦となる今節。BIG8 は今まで以

上に厳しいシーズンとなることが予想されるが、

必ず勝利を掴み取り、今年の目標である「1 部死

守」に一歩近づきたい。 

  

※Option Play 相手 Defense の動き(誰をマークしている

のか)を見て、次の攻撃展開(Pass するか、RB に渡すか、

QB 自ら走るか、など)を即座に選択すること。 

※ノーハドル Offense が Play 前に行うハドル(作戦会

議)を行わず、Play に入ること。 

“PICK UP PLAYER,, vol.1 

今節より、ついに秋シーズンが開幕します。そこで、今月号

より”PICK UP PLAYER,,として、各節の注目選手をご紹介し

ていきます。今節は、Offense 主体の東工大が対戦相手という

ことで、投げ合い、走り合いの Offense 対決になることが予想

されます。そこで、今回の注目選手は、我々横国 Offense を率

いる司令塔、QB#16 立石選手(4 年)です。今年 Offense チーフ

を務める立石選手に、4 年生として、集大成となる今シーズン

への意気込みを聞いてきました。 

「東工大 Offense との打ち合

いを制します!!」 
コメント動画へ 

【春オープン戦成績】 

 

VS 成蹊大学 42-6 ○ 

VS 日本大学 3-79 ● 

QB#16立石祥三 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

駒澤大学戦のお知らせ 

9.27(Sat) 

14:00 Kick Off 

@アミノバイタルフィールド  

昨シーズン 2 部 A ブロックを 1 位通過し、一橋大学と

の入替戦に勝利し 1 部昇格を果たした駒澤大学 BLUE 

TIDE。選手数は 65 名、部員の 8 割が大学からアメフトを

始めている。部員のほとんどが初心者とはいえ、2014 年

春オープン戦では強豪、慶應義塾大学に勝利。国士舘大学

にも 28-17 で勝利しており、春においてすでにその実力を

証明している。 

注目すべきは、RB/DB#22 神田選手(4 年)のキレのある

走りであり、今季 BIG8 No.1 RB であるとの呼び声も高

い。そのためチーム全体として、神田選手を中心とした

Run 攻撃を主体としている。また、OL 陣を筆頭にサイズ

があり、QB#12 石井選手(4 年)の QB run も脅威である。 

前節から 2 週間を経て挑む今節。昨年 1 部昇格したとい

えど、勢い、実力ともに計り知れない駒澤大学。

MASTIFFS にとってリーグ前半戦最大の山場である。「1

部死守」を達成するため、負けることは許されない。たと

えどんな厳しい戦いになろうとも、最後の最後まで

MASTIFFS らしく相手に喰らいつき、戦い抜きたい。 

 

“PICK UP PLAYER,, vol.2 

秋リーグ前半戦、最大の山場となる今節の ”PICK UP 

PLAYER,,は、DL#91 武田選手(4 年)です。RB/DB#22 神田選

手を中心とした Run 攻撃主体の駒澤大学に勝利するために

は、横国 Defense が神田選手を止めることが絶対条件です。

横国 Defense の最前線で相手 Offense の Play を破壊する DL

として、重要な役割を担う武田選手。今年 DL チーフを務める

武田選手に、4 年目となる今シーズンへの意気込みを聞いてき

ました。 

「駒澤大のサイズのあるOLに、

勝ちます!!」 

※QB run QB 自身がボールを持って走る Play。 

コメント動画へ 

DL#91武田直也 

【春オープン戦成績】 

 

VS 慶應大学 28-21 ○ 

VS 日本大学 7-65 ● 

VS 国士舘大学 28-17 ○ 
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“PICK UP PLAYER,, vol.3 

上智大学戦のお知らせ 
10.4(Sat) 

13:30 Kick Off 
@アミノバイタルフィールド  

 昨シーズン 1 部 A ブロックにて 20 年ぶりに 1 部初勝利

を挙げた上智大学 GOLDEN EAGLES。同大学にはスポー

ツ推薦はないため、部員のほとんどが初心者である。総部

員数 124 名、そのうち選手数は 86 名と人数の多いチーム

である。昨年は、明治学院大学との入替戦に出場するも勝

利し、今年、3 年目の 1 部リーグでのシーズンを迎える。

2014 年は、HERE TO WIN をチームスローガンに掲げ、

TOP8 への昇格を目指している。 

 戦力面においては、WR の能力が平均して高く、特に

WR#10 木俣選手(4 年)は昨シーズン Pass Receive におけ

る獲得 yard 数が 1 部で最も多く、要注意である。サイズ

のある OL 陣による Pass Protection が強く、攻撃の起点

となる QB は Pass 能力の高い QB#7 松間選手(4 年)に加

え、走力のある QB#6 伊藤選手(3 年)が春シーズン登場。

Pass 攻撃に加え、Run 攻撃にも注意が必要である。 

 前節より 1 週間で迎える第三節。この短期間で一気に気

持ちを集中させねばならない。秋シーズン 2 試合を終え、

一歩一歩確実に成長し、「1 部死守」するため、絶対に今節

勝利を掴みとりたい。2013 年春シーズンにて対戦した際

は、23-7 で横国の勝利であったが、人数という圧倒的な差

を見せ付けられた試合でもあった。今年もそれは変わらな

い。しかし、そこで怯むような MASTIFFS ではない。ど

んな相手にも、果敢に喰らいつき、必ず勝利を掴み取る!! 

駒澤大学戦より 1 週間という短期間で迎える今節

の”PICK UP PLAYER,,は、横国 Offense の最前線

で QBを守る OLとして、重要な役割を担う OL#73

山本選手(4 年)です。4 年生として、OL のみならず

Offense をも引っ張る山本選手に、今節への意気込

みを聞いてきました。 

「人数の多い相手ですが、少

数精鋭で頑張ります！」 

※Pass Protection OL が Pass を投げる QB を相手 Defense からまもること。 

コメント動画へ 

※Pass Receive.. WR が Pass を Catch し、前進した yard

数のこと。 

【春オープン戦成績】 

 

VS 帝京大学 7-48 ● 

VS 学習院大学 7-13 ● 

VS 法政大学 0-80 ● 

VS 東京大学 17-14 ○ 

OL#73山本啓太 
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 8 月 14 日(木)から 21 日(木)の 8 日間、群馬県利根郡片品村の「松かぜ」にて夏合宿を行
いました。合宿前半は山地特有の変わりやすい天候により、雨に見舞われることが多く、グ
ラウンドの状況が悪い中での練習が続きましたが、集中して１Play１Play全力で取り組むこ
との大切さを再認識することができました。また、毎日の練習やミーティングだけでなく共
同生活の中で、部員同士の意思疎通が図られ、「1部死守」という目標に向けて、チーム全体
の意識が高まる良い機会となりました。合宿で培った技術や体力を生かし、BIG8という舞台
でより多くの勝ちを収められるよう、これからも練習に励んで参ります。 
 合宿中に差し入れをくださった皆様、グラウ
ンドまで足を運んでくださった皆様、本当にあ
りがとうございました。MASTIFFSのことを思い、
支えてくださる方々の温かさを改めて実感いた
しました。今後も変わらぬご支援、ご声援よろ
しくお願いいたします。 

タイムスケジュール 

06:30 起床・散歩 

07:00 朝食 

09:00 午前練習開始 

12:00 昼食 

13:00 Kickミーティング 

14:45 午後練習開始 

18:30 夕食 

20:00 全体ミーティング 

→Offense/Defense ミーティング 

 

◆合宿を振り返って◆ 
《現役部員から》 

 昨年は練習についていくのに必死でした
が、今年は 2 年目ということもあり、明確
な目標を持って練習に取り組むことが出来
ました。とても有意義な合宿だったと思い
ます。 
 このことを合宿のときだけにするのでは
なく、技術的にも精神的にもさらに成長で
きるように日々精進していきたいです。 

2 年 QB#9 平野幸希 

 7 泊 8 日という長い合宿に、行く前は
不安だらけでした。しかし、行ってみる
と普段の横浜とは違う雰囲気で、毎回質
の高い練習になっていくのを実感できた
ため、やりがいもあり楽しかったです。
自分も、周りのコーチや先輩方からのご
指導のお陰で成長でき、また普段何気な
くやっていることを、改めて考え直す時
間もあったため、自分のトレーナーとし
ての存在意義も少しずつ見出だせるよう
になったと感じます。 
参加して良かったと思える合宿でした。 

1 年 TR 田中芙美子 

８日間の合宿を現役部員 3 名に振り返っても
らいました。 

 大変だという前評判を聞き、不安に思い
ながら始まった合宿でしたが、充実した七
泊八日にできたと思います。多くの方のご
協力のもとアメフトだけに集中できる環境
で練習ができたこと、同期や先輩と寝食を
共にして部員同士の交流を深めることなど
ができ、貴重な体験になりました。 

1 年 DL 鈴木慶樹 

《後援会の方から》 

 16 日(土)〜17 日(日)に行われた、夏合宿激励ツアーに参加してくださった後援会の方に、合宿を
見学されての感想をいただきました。足場の悪いなかお越しくださり、本当にありがとうござい
ました。皆様のご声援が、選手・スタッフの力となり、合宿後半も充実した練習ができました。
多大なるご支援のおかげで実り多い合宿になりましたことを感謝申し上げます。 

OB の体を張った献身的な協力、スタッフのきめ細かなサポート、それに応えようと懸命

に声を出す選手、「1 部死守」に向け皆が一丸となって取り組む姿は感動の連続でした。支え

て下さる全ての方に只々感謝です。私は応援することしかできませんが、この秋はできるだ

けスタンドに駆けつけ、声援を送り続けたいと思います。頑張れ MASTIFFS！ 

武田雅和様(4 年 DL#91 武田直也/兵庫) 
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〈ツアーに参加してくださった皆様〉 
須賀潔様、二宮昇様、前田慶一郎様、植田昌秀様・美弥子様、今野研一様・千賀子様、 
武田雅和様、泉美子様、柴田淳子様、原岡良尚様・靖子様、新田聡子様 

〈差し入れをくださった皆様〉 

◆後援会◆ 
加藤肇様、木村景司様、永井一浩様、 
福田克己様、伊良皆久枝様、南野真寛様、 
武藤浩文様、小林祐司様、仁平恒二様、 
山本隆治様、泉美子様、森美和様、 
大庭紀子様、土橋美津子様、植田美弥子様、 
山下静一様、山崎和久様、雷田康二様、 
原岡良尚様・靖子様、安田義人様、 
柴田淳子様、三宅次郎様、立石三稔様、 
豊田真喜子様、登玉紳人様、母の会の皆様 

◆OB・OG会◆ 

1期・須賀潔様 
38期・伊藤祐介様 
40期・江見陽介様、佐山航洋様、出口景介様、 
中野敦雄様、遠藤愛子様 
41期・伊ヶ﨑哲平様、末田裕祐様、 
杉浦沙紀様、辻本早稀様、永山陽奈子様、 
町田和香奈様、皆本沙稀様、宮良珠美様  
42期・上田樹里亜様、小櫃萌佳様、 
小島若緒様、髙橋浩美様、山口真葵様 

〈いただいた差し入れ〉 

◆ポカリスエット粉末…550ℓ分 

◆スポーツドリンク粉末…980ℓ分 

◆アミノ酸粉末 ◆ジュース 

◆サプリメント・栄養ドリンク 

◆果物（オレンジ・桃・すいか・

梨） 

◆ゼリー ◆ハンガー・タオル 

◆洗濯洗剤…約 26kg    など 

 今年度、後援会会費を納入してくださった皆様、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。これから
の秋シーズン、皆様のお力添えなしに戦い抜くことはできません。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 9 月 8 日発行 

編集担当  MG2 年 豊田志織・１年 小林真子 

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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