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対戦日 対戦校 K.O.時間 会場 

4/8(土) 日本体育大学 11:00 日本体育大学世田谷グラウンド 

4/23(日) 日本大学 16:15 アミノバイタルフィールド 

4/30(日) 神戸大学 14:00 神戸大学内グラウンド 

5/14(日) 東京工業大学 14:00 東京工業大学大岡山グラウンド 

5/20(土) 筑波大学 13:30 アミノバイタルフィールド 

6/4(日) 北海道大学 10:00 アミノバイタルフィールド 

6/18(日) 東北大学 10:45 アミノバイタルフィールド 

7/2(日) 立正大学 未定 横浜国立大学内グラウンド 

Yokohama National University American Football Team Mastiffs  March 2017 

 

 

 

 

 春オープン戦の日程（※2017 年 3 月 24 日現在）をお

知らせいたします。 

 Mastiffs News 2月号でお伝えした内容に加え、Kick 

Off 時間及び試合会場を新たに掲載いたしましたので、

どうぞご確認ください。 

 今年度の春オープン戦３戦目では、神戸大学との定期

戦が神戸大学内グラウンドにて行われます。例年、春オ

ープン戦・秋リーグ戦ともにほぼ全ての試合が関東で行

われており、MASTIFFSが関西遠征をするのは 2年ぶりの

こととなります。西日本にお住まいの皆様も、ご都合が

よろしければこの機会にぜひ会場までお越しください。 
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2017.4.8. SAT.  11:00 Kick Off 
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2017.4.23. SUN.  16:15 Kick Off 

2016 年度 関東学生アメリカンフットボールリーグ 1 部 TOP8 第 8 位 

2016 年度 関東学生アメリカンフットボールリーグ 1 部 TOP8 第 4 位 

@日本体育大学世田谷グラウンド 

日本体育大学 
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@アミノバイタルフィールド 

日本体育大学 
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 日本大学 PHOENIX は、個々の高い運動能力と、チームの団結力を兼ね

備え、常に 1部リーグ上位に君臨しているチームの１つです。Offenseで

は、RB#5ウィリアムス・デレク・アキラ選手（3年）に警戒が必要です。

昨シーズン存分に見せつけていたその hit の強さと電光石火の速さで

long gainを狙ってきます。Defenseでは DL#69山崎奨悟選手（4年）が

光っています。昨年度は、大学日本代表とオール関東 24共に選出されて

おり、その実力は皆が知るところとなっています。昨年度の春オープン

戦で日本大学と対決した折には、6-73 で大敗を喫しました。1 年間積み

上げてきた成果をフィールドで発揮し、昨年の雪辱を果たします。 

2016 春 

横国-日大 

1Q 0-28 

2Q 6-14 

3Q 0-7 

4Q 0-24 

 

 日本体育大学 TRIUMPHANT LIONは、強靭な physicalを武器に、TOP8と

いう厳しい環境の中で戦い続けているチームです。昨シーズンのチャレ

ンジマッチでも、BIG8 全勝で勢いに乗っていた東京大学 WARRIORS に対

し、意地を見せつけ TOP8の座を守り抜きました。Offenseで注目すべき

は、QB#11小林優之選手（3年）で、昨年度は 2年生ながらスターターを

任されるなど、確かな実力の持ち主です。Defense では、主将を務める

DL#13松本海大選手（4年）が昨シーズンの TOP8で第 2位の QB sack数

を記録しています。横国 Offense は、相手 Defense の堅い守りを切り崩

して、着実に得点を重ねたいところです。 

 



3 

  

 3 月 11 日(土)、立正大学熊

谷キャンパスグラウンドに

て、立正大学 BULLDOGS の

方々と合同練習を行いまし

た。立正大学とは毎年春オー

プン戦の最後を締めくくる

JV 戦で戦っています。 

 練習は午後から行われ、

fundamental や part 毎の練

習、そして実戦形式の練習な

ど MASTIFFS の普段の練習

に立正大学が加わるという

形で進行されました。 

 

 普段 MASTIFFS は、土の

グラウンドで練習している

ため、試合により近い人工芝

のグラウンドで練習するこ

とができ、とても貴重な時間

となりました。 

 また、いつも行っている練

習を立正大学の方に説明す

ることで練習メニューに対

する理解をより深めること

ができました。 

 一回りも二回りも上達し

た MASTIFFS で 7 月 2 日

(日)の立正大学戦に挑めるよ

う、これからも日々練習に取

り組んでいきます。 
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今月号から 6回にわたり 2017年度 MASTIFFSの部員をご紹介いたします！ 

名前 

TR 荒俣晴香(2 年) 

DB#13 岩﨑朝廊(4 年) 

③

 

LB#50 荒木奏祐(2 年) 

OL#55 伊藤晃輝(2 年) TR 井尻七海(4 年) LB#99 石川翔(2 年) 

WR#15大橋俊亮(4年) OL#75大河内成明(4年) 

MG 根来澪(2 年) TR 中村桃子(4 年) QB#9 長田多矢(2 年) RB#30 津吉潤(4 年) 

AS 土屋祐介(3 年) LB#41 指原達也(2 年) 

MG 伊藤玉緒(3 年) 

WR#81佐藤将輝(3年) OL#60 川崎謙介(4 年) 

 

荒木 

川崎 土屋 

岩﨑 

指原 

大橋 

大河内 

津吉 

伊藤晃 
長田 

佐藤 

伊藤玉 根来 

石川 

中村 

荒俣 井尻 
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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 29年 3月 24日発行 

編集担当 新２年 MG 小坂美月・藤澤七海 

 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 

 先月号までの Mastiffs News でもお伝えしましたが、引き続きスポーツドリ

ンク粉末を大募集しております。春オープン戦初戦まで 2 週間となり、練習も

初戦の相手である日本体育大学を意識した、よりハードなものになっていま

す。皆様からのご支援・ご声援が試合を戦い抜く力となります。よろしくお願

い致します。 

差し入れをしていただける場合には、下記住所までお送りください。 

 

〒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」 

 今後より良い Mastiffs News をお届けすることを目的として、アンケートを

実施することに致しました。お忙しいところ大変恐縮ではございますが、後援

会 HP の 2017 年 3 月号 Mastiffs News PDF 下の URL 

(  https://goo.gl/forms/AJm0A4OCyhHwaEsn2  )よりアンケートへのご協

力をお願い申し上げます。 

なお、アンケートの所要時間は 1 分程度です。 

https://goo.gl/forms/AJm0A4OCyhHwaEsn2

