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2015 年度 MASTIFFS

2 月 20 日（土）に、横浜 HOTEL PLUMM にて、2015 年度 MASTIFFS 感謝する会が開催さ
れました。
卒業生 7 名、現役部員７５名に加え、1 年間チームを支えてくださった、コーチ２名、後援会２
５名・OBOG 会２８名、チーム関係者の方々2 名、そしてフェリス女学院大学チアリーディング部
より１８名の総勢１５７名のチーム関係者の皆様が一堂に会し、非常に賑やかな会となりました。
卒業生の保護者の方が制作されたメモリアル DVD の上映では、4 年間を振り返る写真や映像が
映し出され、会場が笑顔と感動に包まれました。
また、卒業生への餞の言葉として、田島ヘッドコーチから Offense の卒業生へお言葉をいただき
ました。Defense・AS の卒業生への餞の言葉は、ご欠席された石原コーチの代わりに、親川コー
チに代読していただきました。4 年間熱意をもって指導されてきたからこその、厳しくも愛のこも
ったお言葉でした。
また、2016 年度主将の LB#25 原岡良樹から今年度の目標とスローガンの発表がありました。
今年度も支えてくださる皆様の期待にお応えできるよう選手・スタッフ一同上を目指していきたい
と思います。今後も温かいご支援・ご声援をよろしくお願いいたします！

式次第
・田島ヘッドコーチ挨拶
・乾杯（OBOG 会会長 須賀様）
・保護者制作 ２０１５メモリアル DVD 上映
歓談
・フェリスチアリーダー部挨拶（代表 齊藤様）
・MVP 発表（田島ヘッドコーチ）
・卒業生へ餞の言葉
・卒業生挨拶
・今年度主将挨拶（LB#25 原岡良樹）
・中締め（後援会会長 今野様・
保護者代表 野上様）

マネージャーが撮影いたしました今年度の感謝する会の映像をま
とめた DVD を１枚５００円で販売いたします。出席された方も残
念ながら出席されなかった方も皆様今年度の思い出に、ぜひお買い
求めください！また、HP 版にてハイライトムービーを配信してお
ります。ぜひご覧ください。購入をご希望の方は、3 月 8 日（火）
までに、右記の項目を主務・山崎までご連絡ください。
（TEL：080-6304-3057 MAIL：yamasaki-mai-hg@ynu.jp）
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①お名前
②ご住所
③お支払い方法（お振
込、または、春シーズ
ン試合会場にて直接お
支払い）

Offense RB#20 伊良皆 佑

Offense MVP を受賞させて頂きました、伊良皆です。今回このような名誉
ある賞を賜り、誠にありがとうございました。このような賞を頂けたのは、日頃から多大なるご支援ご声
援を下さった後援会、OB・OG の方々、そして不甲斐ない私に文句一つ言わずついて来てくれた後輩、同
期の皆のお陰だと思っています。毎試合、スタンドで他のどの大学よりも熱い応援をして下さる後援会
の方々。試合後に「頑張って、応援しているから」と声をかけてくださった OB・OG の方々。グラウンド
で必死に練習に取り組み、自分を奮起させてくれる同期や後輩。親身になって、リハビリやテーピングを
してくれる TR。雨が降って凍えるほど寒い日にビデオを撮ってくれる MG。例を挙げればきりがありませ
んが、皆さんから多くの励みを頂いておりました。昨年度は、Offense チーフでありながら、シーズン中
は怪我に悩まされ、プレーが出来ない苦しい時期が続きましたが、何とか最終戦には復帰し、僅かではご
ざいますが皆さんへ恩を返せたのではないかと思っております。これからはチームをサポートする側に
回りますが、今後のチームの発展に貢献できるよう尽力してまいります。4 年間、誠にありがとうござい
ました。

Defense DB#24 渡辺 駿一 この度、Defense MVP を受賞させて頂きました、渡辺駿一です。正直、こ
のような賞を頂けるとは思ってもいなかったので大変嬉しく感じております。このような賞を頂けたの
も、多くの方々のおかげであります。実際、入替戦でインターセプトすることができたのも、フロント陣
の頑張りがあったからだと思っています。それに昨年は Defense チーフを務めさせて頂き、後輩たちに
対して無理なことも言ってきましたが、最後までついてきてくれたから「最後に勝つ」ことができまし
た。本当に感謝しています。私のアメフト人生をこういう形で締めくくることができ光栄に思います。こ
れからは後輩に対して、練習の台や、経済的な面で支援していきたいと思います。

Freshman WR#19 土生 育穂 2015 年度新人賞を頂きました WR 土生育穂です。このような賞を頂くこと
ができたのも先輩方や同期、そして応援してくださった方々の支えがあったからだと感じています。自
分の昨シーズンを振り返っていくと嬉しさよりも悔しさが勝るシーズンでした。自分の思う通りにプレ
ーできることよりできないことの方が多く、大学アメフトのレベルの高さを実感しました。ですが、今ま
で気づくことができなかった自分の足りない部分が浮き彫りになり、それを改善することができればま
だまだ成長することができるのだという喜びを感じています。今シーズンは一回り大きくなったプレー
を見せることができるよう、今まで以上に練習に励んでいきたいと思っています。また、同期の中には見
ている人の心を震わせるような思い切りのあるプレーをする選手や頼りになるスタッフが沢山います。
是非自分を含む 2 年生の活躍を見に来てください。今後も、変わらないご声援よろしくお願いします。

Mastiffs award AS 安田陽洋 この度 Mastiffs award を頂きました、安田です。入部当初から変わらず、
選手を支えていきたい、少しでも勝利に貢献したいという思いで取り組んでまいりました。陰での活動が
多かった 4 年間でしたが、最後の最後にヘッドコーチをはじめ多くの方々からこのように表彰をして頂い
たことは Staff として冥利に尽きる思いです。最後の１年間は自分一人の力では絶対に成し遂げることが
できませんでした。コーチ、同期、後輩、そして後援会と OB・OG の皆様の支えがあってこその１年間で
あったと思います。心からお礼申し上げると共に、「皆様のご支援によって受賞させてもらった」という
ことを忘れずに、これからの人生に繋げていきたいと思います。

Team OL#77 野上 翔 この度、2015 年度の Team MVP を受賞させて頂きました。後輩達にこのような賞
に選んでもらえたことを心から嬉しく思っています。昨年度を振り返ると、主将としての自分というもの
の在り方に日々悩み続け、自分の情けなさや不甲斐なさを痛感することばかりでした。それでも最後まで
ついてきてくれた同期、後輩に本当に感謝しています。そして、後援会や OB・OG の方々、ご指導してく
ださったコーチの方々にも言葉では言い尽くせないほど感謝しています。沢山の人に支えられて今の自分
があり、最後の 1 年間を全力で駆け抜けられたのだと強く感じています。本当にありがとうございまし
た。今年も大学に学生コーチとして残り、Mastiffs に関わらせて頂きます。自分もまた、この部に関わる
多くの人の支えとなっていけるように力を尽くして貢献していきたいと思っています。
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春オープン戦について
対戦校

対戦日

会場

関東学院大学

4 月 17 日（日）

富士通スタジアム川崎

日本大学

4 月 24 日（日）

アミノバイタルフィールド

神戸大学

5 月 8 日（日）

アミノバイタルフィールド

筑波大学

5 月 14 日（土）

筑波大学内グラウンド

慶應義塾大学

5 月 21 日（土）

アミノバイタルフィールド

北海道大学

6 月 5 日（日）

アミノバイタルフィールド

東北大学

6 月 12 日（日）

ユアテックスタジアム仙台

立正大学

7 月 3 日（日）

横浜国立大学内グラウンド

先月号よりお伝えしておりま
す春オープン戦の詳細につき
まして、1 つ変更がございます。
立正大学戦が 6 月 26 日（日）
から 7 月 3 日（日）に変更とな
りました。お間違いのないよ
う、宜しくお願いします。また、
関東学院大学戦を「富士通スタ
ジアム川崎」で行うことが決定
いたしました！お近くにお住
まいの方は是非会場までお越
しください！
※Kick off 時間は決まり次第お
伝えします。

差し入れをいただきました！
豊田様（4 年：豊田彩華）より台車 2 台を、柴田様（4 年：柴
田佳）よりお米とふりかけを、岩淵様（2 年：岩淵知将）より
お米と食品をいただきました！現在部で所有する台車は練習
中・試合中両方で使っており、かなり年季が入り、壊れかけ寸
前でした。いただいた新品の台車を使い、日々の部活をより円
滑に進めます！そしていただいたお米をたくさん食べて、引き
続き身体強化を続けていきます！今後差し入れをいただけま
す場合は、下記住所まで、どうぞ宜しくお願いします！
〒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 2 月 27 日発行
編集担当 新 4 年 MG 山崎麻衣 新 2 年 MG 神部明音・山口志乃
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