
 

1Q、横国の攻撃、RB#27 草野佑介(4 年)と QB#12 福岡和弥

(3 年)の息が合わず Fumble してしまう。東北がこれを

Recover して攻守交代。東北の攻撃では、警戒していた RB

が横国 Defense 陣を抜き、一気に Goal line 前 2yds まで前

進。次の Play で Touch down を許してしまう。しかし Kick は

DL#90 福田優治(3 年)が Block し失敗。0-6。自陣 38yds か

らの横国の攻撃は、福岡から WR#26 柘植貴大(3 年)への

Pass で一気に 15yds 前進するもその後が続かず Punt を選択

する。自陣 18yds からの東北の攻撃でも東北 RB を止められ

ずまたも一気に Goal line 前 5yds まで攻め込まれる。横国

Defense が Carrier を止められず、再び Touch down を許す。

TFP は東北が 2 point conversion を選択したが、失敗に終わ

る。0-12。東北の Kick により試合を再開し、ここで WR#7

土生育穂(2 年)が相手を上手くかわし、敵陣 18yds まで

Return する。次の Play で福岡から土生への Touch down pass

が成功。Kick は失敗するも 6 点追加し 6-12。 

2Q、最初の東北の攻撃は Punt に終わる。自陣 43yds からの

横国の攻撃は草野や RB#23 信原健人(3 年)の Run と土生の

Pass catch で一気に Goal line 前 17yds へ。最後は草野の Dive

で Touch down。TFP は DB/K/P#13 岩﨑朝廊(3 年)が落ち着

いて決め、13-12。この後は LB#44 井上慎太朗(3 年)の Loss 

tackle など好 Play が見られたが得点には繋がらず、互いに一

進一退の攻防が続き、前半終了。 

後半は、Punt を蹴り合う展開が続く。東北は、Run を中心に

Gain を重ねる。ここでハーフライン付近まで前進した東北の

Pass を、岩﨑が Intercept する。追加点が欲しい横国は、自

陣 40yds より攻撃を開始する。しかし東北の堅い Defense に

阻まれ、横国 Offense は機能せずこの Series も Punt に終わ

る。攻撃権は東北に移り、3Q 終了。 

4Q。東北の Pass を完全にシャットアウトし、Punt に抑え

る。その Punt を柘植が敵陣 35yds まで Return する。その後

横国は 4th down gamble を成功させつつ、前進を繰り返す。

Goal line 前 9yds まで攻め込むも、最後は FG に留まる。これ

を岩﨑が決め、16-12 とする。この後は再び一進一退の攻防

が続く。最後は福岡が Knee down をして、試合終了。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1Q 2Q 3Q 4Q 

横国 ６ ７ ０ ３ 

東北 １２ ０ ０ ０ 

Yokohama National University American Football Team Mastiffs   June 2016 

 

 

 

 

 先日、仙台にて東北大学 HORNETS との定期戦

が行われました。MASTIFFS にとって 3 年ぶり、

多くの部員にとって初めての東北遠征でした。東

北大学の応援団やチアによる迫力のある応援に

も負けず、勝利を挙げることができました。それ

は、ひとえに皆様の熱いご声援のおかげです。遠

方にも関わらず会場に駆け付けてくださった皆

様方には感謝の気持ちでいっぱいです。広い会場

の中でオレンジ色に染まったスタンドの光景は

私たちの励みになりました。ありがとうございま

した。この試合は春の集大成ということでプレシ

ーズンと位置付けて秋を意識した練習をしてき

ました。秋リーグ 0 戦目という気持ちで挑んだ

この試合、勝利を掴むことはできましたが、3 か

月後の秋シーズンにつなげられるようこれから

も士気を高めていきたいと思います。 

 

原岡良尚様・靖子様、福田眞理子様、大河内克見様・咲子様、新田毅様・聡子様、 

武藤浩文様・昌恵様、正村寛様・美紀子様、仁平恒二様・純子様、今野研一様、 

石田和枝様、朝倉幸子様、泉美子様、佐藤和明様・清子様、福岡正務様・範子様、二宮昇様、 

岩淵美彦様・啓恵様 

 ＊ご来場いただきありがとうございました！ 

MVP 
横浜国立大学 RB＃27 草野

佑介 
敢闘賞 

横浜国立大学 DL＃25 原岡

良樹 

東北大学 RB＃25 松尾武将 
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1Q、横国の自陣30ydsからの攻撃はRB#27草野佑介(4年)のRunやQB#12福岡和弥(3年)からWR#26柘植貴大

(3年)へのPassなどでFreshを立て続けに獲得する。その後は反則などもあり、このSeriesは敵陣20yds付近

まで前進し最後はFGを選択。しかしKickは失敗に終わる。北大の攻撃はLB陣の活躍により、Three and out

で攻守交代。自陣35ydsからの横国の攻撃は、RB#20過外龍成(2年)のRunやRB#30津吉潤(3年)やWR#7土生

育穂(2年)のPass catchで敵陣へ攻め入る。敵陣15ydsまで前進したところで、1Q終了。 

続く2Q。相手の反則もあり、End zoneまで残り6yds。草野のRunでTouch downを狙うも、1ydが遠く、ここ

でもFGを選択。WR/K#83原島拓也(4年)が落ち着いて決め、3-0。その後の北大の攻撃は、LB#44井上慎太

朗(3年)が素早いReactionでQBをSackし、再びThree and out。自陣20ydsからの横国の攻撃は、Passがなか

なか通らずPuntに終わる。続く自陣40ydsからの北大の攻撃は、相手の反則により横国Defenseが主導権を

握ると思われたが、北大のPassを止められず、Touch downを許してしまう。Kickも決められ、3-7。前半

残り時間2分を切り、横国は自陣30ydsより攻撃を開始する。土生のPass catchや福岡、草野のRunで着実に

Gainを重ね、敵陣30ydsまで前進する。最後は福岡が投じたLong passをEnd zone内に走り込んだ柘植が

Catchし、待望のTouch down。Kickも成功。10-7。 

3Q、北大は、約45ydsのLong passを決め一気に敵陣へと前進する。ここから横国のDefense陣が奮闘し、

北大はFGを選択。Kickは決まり、10-10。この後は両者一進一退の攻防を繰り返し、3Q終了。 

4Q、横国DBが好Playで流れを引き寄せる。DB#18佐々木悠至(3年)のLoss tackleで相手を押し戻す。3rd 

downに追い込まれた北大QBはPassを投じる。ここでDB/K/P#13岩﨑朝廊(3年)がInterceptし、そのまま

30ydsものReturnをし、Offenseへと望みを繋げる。敵陣10ydsの好位置から攻撃を開始する横国は、RB#43

加藤宏基(4年)のPass catchで前進する。Goal line前4ydsからの3rd downと、ここでTouch downを決めたい横

国はPassを選択。福岡の投じたBallをEnd zone内で柘植が体勢を崩しながらCatchする。原島がKickも決め、

17-10。この後はお互いに得点を許さず、試合終了。 

 

  

 

阪本晃弘様、大河内尚登様、福岡正務様・範子様、佐々木健治様・和代様、加藤正法様、 

原岡靖子様、武藤浩文様・昌恵様、木村吉孝様・礼子様、高岡智浩様・亜子様、 

立石浩子様、今野研一様、野﨑清義様、平野保幸様、福田眞理子様、荒川真一様・ 

滋代様、岩淵啓恵様、日水寛康様・元子様、新田毅様・聡子様、正村寛様・美紀子様、 

有村明子様、田島久美子様、泉美子様、岩﨑博安様・祥子様、永井美佳様、土生高史様・ 

智美様、二宮昇様、金谷明男様・かおり様、森美和様、小西美紀様、朝倉幸子様、 

中野通明様、伊良皆一様・久枝様 

 1Q 2Q 3Q 4Q Total 

横国 0 10 0 7 17 

北海道 0 7 3 ０ 10 

 

 

先日、アミノバイタルフィールドにて、北海道大

学戦が行われました。春の試合に 5 連敗していた

MASTIFFS にとって、この試合は勝負の一戦で

した。前日に母の会を開催して頂いたこともあっ

てか、たくさんの後援会の皆様が応援に足を運ん

でくださいました。その結果、春オープン戦初勝

利を挙げることができました。ありがとうござい

ました。この結果に甘んじることなく、「更なる高

み」を目指し、より前進していきます。これから

も温かいご声援をよろしくお願いします。 
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7 月 3 日(日)に、春オープン戦最後の一戦となる立正大学 BULLDOGS との試合が行われます。

今年度も横国にとっては、2 年生が中心となって部を運営する JV 期の集大成となる試合です。

JV 戦までの 2 週間、2 年生が主体となって目標を掲げ、練習に励んでいます。春オープン戦を

締めくくる一戦、横浜国立大学のフットボール場での開催ですので、ぜひ応援にいらしてくださ

い！皆様の応援が私たちの力になります。皆様のお越しを心よりお待ちしております。 

To 横浜国立大学内 Gr 

●相鉄線「和田町駅」より徒歩 2５分 

●市営地下鉄「三ツ沢上町駅」より徒歩

１５分 

●バス停「岡沢町」より徒歩 5 分 
正
門 

 
8 月 11 日（木）～8 月 18 日（木）にかけて群馬県の尾瀬で合宿を行います。大学での練習よ

りも長く集中的にアメフトに触れることでスキル上達を目指し、チームとして団結できるものに

したいと考えています。「更なる高みへ」向かうために全員が気持ちを一つにして合宿に臨みま

す。また、合宿では毎年非常に多くの方々からポカリスウェットの粉や果物、ゼリーなどの差し

入れを頂いており、それらはすべて選手が強くなるために使わせていただいております。併せて

普段の練習で使うための物品も絶賛募集中です。差し入れをお送りいただける方は、7 ページ目

上段に記載されている住所までお送りください。是非お願いいたします！ 

立正大学戦のお知らせ 

 

サークル棟 

野球場 

 

フットサル場・

プール 

横浜国立大学内Gr コ
コ
！ 
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今年も OBOG 会、後援会が夏合宿激励ツアーを開いてくださいます！夏合宿期間中の二日

間、合宿場所である尾瀬に向かい、練習の様子を見学し、激励しようというツアーです。日

頃見ることができない練習の様子を至近距離で見ることができるため喜ばしいとの声を毎

年いただきます。さらに、1 泊 2 日のこのツアーで会員様同士の親交がより深まるそうで

す！横浜・東京からマイカーで乗り合わせるなどして、現地に向かいます。現地集合も可能

です。ご都合がよろしければ、ぜひご参加ください。 

日時：8 月 13 日(土)～8 月 14 日(日) 

 

宿舎：温泉旅館「つちいで」 

(TEL:0278-55-7655 

HP: http://www.oze-info.com/tuchiide/） 

料金：1 泊 2 食付き 8,500 円 

 
 

ご参加いただけます場合は、8 月 6 日(土)までに主務・山

崎(yamasaki-mai-hg@ynu.jp)までご連絡ください。 

また、ご質問などございましたら、 

OBOG 会会長 須賀様(fwnk4169@mb.infoweb.ne.jp) 

後援会会長 今野様(shomizkonno@hotmail.com) 

までご連絡ください。 

 

tel:0278-55-7655
mailto:yamasaki-mai-hg@ynu.jp
mailto:fwnk4169@mb.infoweb.ne.jp
mailto:shomizkonno@hotmail.com


 

前回に続き 2016 年度 MASTIFFS の部員紹

介を、住んでいる場所別に行います！第 4 回で

ある今回は、弘明寺・実家（東京）に住んでい

る部員を紹介します！弘明寺には大岡寮や大き

な商店街があります。東京に住む部員は、品川

や八王子など様々な場所から大学に通っていま

す。みなさんに、 

① 春オープン戦を通しての目標 

② 自分の住む場所の好きなところ 

③ MASTIFFS のいいところ 

の 3 つの質問に答えてもらいました！ 

 

 

 

  

LB #5 石田圭利 

（4 年） 
① 全試合にまず出る、

活躍する 

② 外人と鍋を食べら

れる、流星の観測が

できる、お手頃な店

がたくさんある 

③ 色んな人に応援さ

れているところ 

④ MG 永井花実 

（4 年） 
①最後の春オープン

戦、MASTIFFS らし

さを忘れずに戦い抜き

たいです！ 

②目黒川の桜 

③思わずただいまって

言いたくなるところ！ 

MG 田島理絵 

（4 年） 
① チーム全体として

のボトムアップを

図るために取り組

む 

② スポーツが盛んな

ところ 

③ 個性豊かなところ 

DL＃91 能勢隆大 

（2 年） 

① いい意味で目立つ 

② 近くに池があり緑

が多いところ 

③ がむしゃらなとこ

ろ 

MG 伊藤玉緒 

（2 年） 
① 完璧なスカウティ

ングをする 

② 寮の友達ができる

ところ、スーパー

が多くて自炊しや

すいところ 

③ 楽しむ時も打ち込

む時も全力なとこ

ろ 

MG 山口志乃 

（2 年） 
① 自分の仕事に責

任をもつ 

② たくさん友達が

できるところ 

③ 一生懸命な人が

たくさんいると

ころ 

部員紹介❹  

 

弘明寺・ 

実家（東京）編 

石田 
能勢 

田島 永井 

伊藤 山口 
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◯◎JV 期が始まります◎◯ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 6 月 18 日から JV（Junior Varsity）期が始まります。JV 期とは、毎年 6 月中旬から立正

大学戦までの約 2 週間に渡り、2 年生が主体となって練習を行う期間のことです。期間中チー

ムを牽引する幹部も 2 年生から選出します。現在 2 年生は、いかに円滑にチームを運営して

より良い練習をしていくかを学年全体で話し合い、日々ミーティングを重ねています。今年の

JV 期の目標は『挑戦』です。自分の殻を打ち破り、相手や先輩、そして自分自身に挑戦でき

る集団になろうという想いが込められています。JV 期の集大成である立正大学戦では、これ

からの MASTIFFS を担う 1・2 年生が雄々しく戦い抜く姿を皆様にお見せ出来るよう、精一

杯精進して参ります。温かいご声援、宜しくお願い致します。 

 

〜〜〜〜幹部体制〜〜〜〜 

主将：岩淵知将（OL＃77） 

副将：土生育穂（WR＃7） 

   過外龍成（RB＃20） 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
 

 

 

  

＊新勧 PV 販売のお知らせ＊ 
 先月号でご紹介致しました通り、2013〜2016 年度の新勧 PV が

まとめて収録された DVD を 1 枚 500 円で販売致します！PV で

は、近年の MASTIFFS の戦歴や昨シーズンのダイジェスト、応援

してくださる方への感謝の気持ちなどが、スタイリッシュかつ詳細

に紹介されています。今年度の新勧 PV は、３年 LB＃44 の井上慎

太朗らが中心となり、製作を手がけました。この PV を観て、多く

の新入生が感動し、入部を決めてくれました。私たちのアメフトに

かける熱い想いがたくさん詰まった PV です。ぜひ、お買い求め下

さい！購入をご希望の方は、下記連絡先までご連絡下さい。 

 

岩淵 過外 土生 
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 7 月 3 日（日）に後援会総会を実施いたします。後援会総会は１年生父母の皆様に向け

た後援会に関する説明会であると同時に、後援会会員の皆様の交流の場として毎年開催し

ております。時間は１時間半程度を予定しており、総会後 14 時から立正大学戦を観戦し

て頂く予定です。遠方にお住まいの方が多いと存じますが、ぜひご参加下さいますようお

願い申し上げます。 

 

ODSG 

  

＊日時： ７月 3 日（日）10:00~ 

＊場所： 横浜国立大学教育人間科学部 8 号館(当日は入口に MG が立っております) 

＊議事： MASTIFFS 活動概要、2016 年度予算、後援会活動計画など 

＊2016年度後援会総会のお知らせ＊ 

①MASTIFFS NEWSを【郵便形式で】ご

愛読いただいている皆様には出欠確

認はがきを郵送致しましたので、お

手数ですが 6 月 26 日(日)までにご

返信くださいますようお願い致しま

す。 

②MASTIFFS NEWSを【電子版で】ご

愛読いただいている皆様は、お手数

ですが【参加下さる方のお名前・お

子様のお名前】の 2点をご明記の

上、主務・山崎麻衣（080-6304-

3057又は yamasaki-mai-

hg@ynu.jp）までご連絡いただきま

すようお願い致します。ご連絡いた

だいた方には山崎から返事を差し上

げますので、ご確認下さい。 

皆様の参加を心よりお待ちして

おります。 

 

ル 

 

守衛所 階
段 

 正門 

〜皆様のご参加を心より 

お待ちしております〜 

 

青を背景とし、白い文字で MASTIFFSと掘られた

シリコンバンドです。子供から大人まで、誰でも着

用可能なサイズです。部員からも大人気のこの商

品。特に試合の日は多くの選手やスタッフが着用し

ています！皆様ぜひお買い求め下さい！ 

 

経済学部棟 

経営学部棟 

教育人間科学部 

7号館 

臨時駐車場 

駐車場 

教育人間科学部 

8号館 

レンガ館 
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秋シーズンの日程が決定いたしました！ 

第一節 
9 月 10 日(土) 

vs. 拓殖大学 
14:00 K.O. 

＠アミノバイタルフィールド 

  

 

第二節 
9 月 24 日(土) 

vs. 東京大学 
14:00 K.O. 

@アミノバイタルフィールド 

 

第三節 

10 月 9 日(日) 

vs. 専修大学 
13:30 K.O. 

@アミノバイタルフィールド 

 

第七節 
12 月 3 日(土) 

vs. 駒澤大学 
13:30 K.O. 

@富士通スタジアム川崎 

  

第四節 

10 月 22 日(土) 

vs. 帝京大学 
13:30 K.O. 

@アミノバイタルフィールド 

 

第六節 

11 月 19 日(土) 

vs. 国士舘大学 
16:30 K.O. 

@アミノバイタルフィールド 

 

第五節 

11 月 6 日(日) 

vs. 東京学芸大学 
17:30 K.O. 

@アミノバイタルフィールド 

  

 

 一戦一戦を全力で戦い抜き、『更なる高みへ』突き進めるよう、精進して参りま
す。どうぞ会場まで足をお運びいただき、スタンドからの温かいご声援で選手の
背中を押して下さい。宜しくお願い致します。 

12 月 17 日(土) 

入替戦 

＠アミノバイタルフィールド 
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◯＊差し入れを頂きました＊◯ 
 原岡様（45 期：原岡良樹）、佐々木様（46 期：佐々木悠至）、島様（47

期：島弘忠）、よりポカリの粉、相田様（48 期：相田道彦）よりお米、森本

様（47 期：森本佳津希）よりポカリの粉とお菓子、岩淵様（47 期：岩淵知

将）よりお米・ふりかけ・ポカリの粉・お菓子を頂きました。皆様からの差

し入れのお陰で、蒸し暑い気候の中での練習を乗り切り、試合で力を発揮す

ることができました。ありがとうございました。今後差し入れをいただけま

す場合は、下記住所までお送り下さい。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 ←スマート 

フォン用 

QR コード 

 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 

〒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」 

！！急募！！ 

 

 
  

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、本当に有難うございまし

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。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 

引き続きポカリの箱を

大募集しております。

皆様のご支援が必要で

す。ご協力よろしくお

願い致します。 

 

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 6 月 18 日発行 

編集担当 2 年 MG 神部明音・山口志乃 
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