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Yokohama National University American Football Team Mastiffs  May,2018 

 

 

 

 

日頃より、ご支援・ご声援を賜り誠にありがとうございます。3月号でお知らせしました通り、MASTIFFS 

NEWSは 6月号で終了とさせていただきます。それに伴い、試合のお知らせやご報告を HPに掲載すると

ともに、日頃の部活動や学校などでの部員の様子も HP上で随時ご報告して参ります。 

神戸大学戦 試合報告 

 4 月 29 日(日)、アミノバイタルフィールドにて 32 回目となる神戸大学との定期戦が行われまし

た。一昨年度は 9-13 で敗北、昨年度は 14-14 で引き分けという結果を受け止め、「今年度こそ勝利

を掴み取る」という想いで挑んだ試合でしたが、3-6で敗北という結果に終わりました。 

秋リーグ戦での舞台は異なりますが、お互い更なる高みを目指しています。来年度は互いにレベ

ルアップしたチームとなって戦えるよう、日々の練習に励んで参ります。 

神戸大学戦にお越しいただきました皆様 

野﨑清義様、二宮昇様、今野研一様・千賀子様、福田眞理子様、荒川真一様、伊東三智代様、 

岩淵美彦様・啓恵様、髙岡智浩様・亜子様、土生高史様・智美様、深澤大介様・博様・磨理子様、 

相田正彦様・実乃里様、石川渡様・敦子様、小川誠様・里子様、山田昭典様、大川幸二様・綾子様、 

大手道正様・由美様、中村ゆり様・香保様、番真一様・昭美様、藤田幸恵様、村井照男様・由佳子様、 

池村久史様・かおる様、武井美濃様・文子様、玉那覇智様・智子様 

試合後には、両校の部員と後援会、関係者の

方々が一堂に会するレセプションが行われ、

大いに盛り上がりました。 
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慶應義塾大学戦 試合報告 

 5月 12日(土)、富士通スタジアム川崎にて春オープン戦第 3戦となる慶應義塾大学戦が行われま

した。今年度初の TOP8 との試合は、3-41 で敗北という非常に悔しい結果となりました。慶應義塾

大学の素早い寄りや力強い Run に圧倒され、新体制がスタートしてから意識して取り組んできた

Fundamental の部分で横国と TOP8との差を痛感しました。 

 練習の一本一本から見直し、全員が成長できるよう精進して参ります。 

慶應義塾大学戦にお越しいただきました皆様 

野﨑清義様、河原昌子様、中野直子様、二宮悦子様、下川弘美様、窪田久美子様、 

出口正雄様・奈美子様、植田美沙子様、土橋美津子様、今野研一様・千賀子様、原岡良尚様、 

大河内美紀様、佐々木健治様・和代様、正村寛様・美紀子様・茉佑様、福田眞理子様、 

荒川真一様・滋代様、伊東裕樹様・三智代様、岩淵美彦様・啓恵様、髙岡智浩様・亜子様、 

土生高史様・智美様、深澤大介様、相田正彦様・眞里江様・実乃里様、石川渡様・敦子様、 

小川誠様・里子様、沼田浩邦様・悦子様、山田昭典様、大川幸二様・綾子様、 

中村ゆり様・香保様、八石哲郎様・正美様、村井由佳子様、森田正哉様、池村かおる様 
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一橋大学戦 試合報告 

 5月 19日(土)、アミノバイタルフィールドにて春オープン戦第 4戦となる一橋大学戦が行われま

した。First Play で先制 Touchdown を奪うも、その後なかなか攻め切ることが出来ず、4Q終盤には

逆転 Touchdownを奪われ、9-14で敗北しました。 

 DB#18 本岡優太郎(2年)のパスカットや経験者で新しく入部した TE#85 池村壮(1年)のパスキャ

ッチなど、下級生の活躍も見られましたが、部員一人ひとりが攻めの姿勢をもって練習に取り組ま

なければならないと改めて気づかされた試合でした。この試合で感じた悔しさを忘れず、1 日 1 日

レベルアップしていけるよう、練習に励んで参ります。 

  

  

  

 

一橋大学戦にお越しいただきました皆様 

野﨑清義様、二宮昇様、今野研一様・千賀子様、荒川真一様・滋代様、伊東裕樹様・三智代様、

岩淵啓恵様、髙岡智浩様・亜子様、土生高史様・智美様、深澤大介様、 

相田正彦様・眞里江様・実乃里様、小川誠様・里子様、川手奈美江様・美咲様、山田昭典様 

大川幸二様、大手道正様、八石哲郎様、森田正哉様、池村かおる様 

各試合の戦評は、当部 HP

の SUPPORTER ページ

(http://mastiffs.jp/game-

reports/) 

をご覧ください！ 

http://mastiffs.jp/game-reports/
http://mastiffs.jp/game-reports/
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第 6 戦 VS 明治大学 GRIFFINS 

第 5 戦 VS 明治学院大学 SAINTS 

5月 27日（日） 13:30 K.O. 

＠アミノバイタルフィールド 

VS 

2012年度 春オープン戦 戦績 

6月 10日（日） 13:30 K.O. 

＠アミノバイタルフィールド 

VS 

2016年度 秋リーグ戦  

チャレンジマッチ 戦績 

 明治学院大学は、現在関東 2部リーグに所属し、昨年度

は BIG8との入替戦に出場した、力のあるチームです。 

 明学 Offense の注目選手は、WR#23 村中大翼選手(2 年)

です。昨年度は 1年生ながら試合に出場し、WRだけでなく

QBとしても活躍する Big Playerです。横国 Defense は、

各々の役割を全うした守りで失点を防ぎたいところです。 

 明学 Defense の注目選手は、DL#92 月性慶大選手(4 年)

です。今年度主将を務め、DL だけでなく OL としても出場

するチームにとって必要不可欠な存在です。横国 Offense

が、月性選手の素早い Rushに対応し、最後まで攻め切れる

かどうかが試合の流れを大きく左右します。 

 明治学院大学とは 6年前に行われた春オープン戦以来の

対戦で、Momentumを掴みきれないまま、敗戦しています。

全員が集中力を切らすことなく、最後まで戦い抜きます。 

 

 明治大学は、長年 1 部リーグに所属し続けている関東の

古豪です。また横国が一昨年度のチャレンジマッチで対戦

し、13-21 で敗北を喫した相手でもあります。 

 明治 Offenseの注目選手は、RB#32小泉亜斗夢選手(3年)

です。1 年生の頃から試合に出場しており、昨年度は TOP8

において、秋リーグ戦の Rush ランキング 4位という成績を

収めた実力者です。横国 Defense は、小泉選手の Speed 感

溢れる Rushに素早い Reaction で対応したいところです。 

 明治 Defense の注目選手は、LB#6 茂木崇宏選手(4 年)で

す。今年度主将を務めるとともに、明治 Defense の絶対的

柱でもあります。横国 Offense は、グラウンドで行ってき

た練習を信じ、思い切りのある Playで流れを掴みます。 

 明治大学戦は、今年度春オープン戦で TOP8のチームと対

戦できる最後の機会です。秋リーグ戦に繋げるためにも、選

手・スタッフ全員が一体感をもって試合に臨みます。 

  

K.O.時間が 

早まっております 

K.O.時間が 

早まっております 
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部員紹介② （長男・長女  末っ子編) 

先月号から、MASTIFFS 部員紹介を行っています。 

今月号では、先月に引き続き長男・長女の部員と、末っ子（前半）の部員をご紹介します！ 

 

① 学部/学科/ポジション 

② 長男・長女 or 末っ子 

で良かったこと 

③ 今年度の意気込み 
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大手綾乃 

（2 年） 

能勢隆大 

（4 年） 

藤澤七海 

（3 年） 

① 理工/化学生命系/TR 

② すべてが新鮮 

③ 質を高める 

① 経営/経営/TR 

② 何でも新品 

③ Only Oneになる 

三宅真理子 

（3 年） 

相原奎真 

（2 年） 

荒川恵伍 

（4 年） 

① 理工/数物電子情報系/DL 

② お年玉とかが多くもらえた 

こと 

③ 勝利に貢献できるよう 

精一杯 Playする 

① 教育/人間文化/MG 

② 幼い頃の写真・動画が

たくさん残っていること 

③ 人としても成長します 

石川翔 

（3 年） 

① 経営/経営/AS 

② 可愛がってもらえること 

③ 克己 

① 教育/学校教育/DB 

② 服をもらえたり参考に

できたりする 

③ こだわりを持って取り組む 

① 経営/経営システム/DL 

② 大目に見てくれること 

③ 新しいポジションで精一

杯頑張ります 

① 経営/経営/TR 

② 年上の友達が増える 

③ 時間を大切に 

石塚治樹 

（2 年） 

① 経済/経済システム/OL 

② 兄の失敗からやってはい

けないことを見出せること 

③ CGT全部できるようにする 

岩淵知将 

（4 年） 

① 理工/数物電子情報系/RB 

② お下がりの服がもらえる 

③ 文武両道 

① 理工/数物電子情報系/LB 

② 上の兄弟をよく観察できた 

③ 落ち着きを持つ 

岡野宏平 

（4 年） 

木下諒 

（3 年） 

① 経済/経済システム/DB 

② 兄弟を頼れる 

③ 毎日やりきる 

坂田平 

（4 年） 

① 教育/学校教育/DB 

② 何でもしてもらえる 

③ 冷静でいる 

杉崎卓海 

（3 年） 

① 教育/学校教育/LB 

② 自由に生きられた 

③ グラウンドで一番目立つ 

過外龍成 

（4 年） 

① 理工/化学生命系/TR 

② なんだかんだ姉に可愛

がってもらえる 

③ 自分のやるべきことを

100やりきる 

髙岡日和 

（4 年） 
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新入生紹介 

① 教育/人間文化/MG 

② 自分が悪い時でもなんや

かんや許してもらえる 

③ 物事を俯瞰して見られるよ

うに頑張る 

① 都市科学/都市基盤/RB 

② 兄弟が物を買ってくれる 

③ 自分に打ち勝つ 

谷口智洋 

（2 年） 

① 経営/経営システム/AS 

② 反面教師がいること 

③ 成功も失敗も無駄に 

せず、成長する 

① 経済/経済システム/OL 

② わがままが許されたり 

する 

③ 毎日成長する 

土屋祐介 

（4 年） 

津吉駿輝 

（3 年） 

① 教育/教育/DB 

② 色々参考にできること 

③ 成長する 

① 経営/経営/QB 

② 何をしたら怒られるか・ 

気に入られるかが分かる 

③ 毎日頑張る 

① 経済/経済/WR 

② 姉の行動を見て自分の行

動を直せること 

③ チームに欠かせない選手

になる 

① 教育/人間文化/MG 

② 生き方を学べたこと 

③ 目標達成のために全力

を尽くします 

① 都市科学/環境リスク共生 

/RB 

② 兄弟が優しい 

③ 自立した選手になる 

① 教育/学校教育/MG 

② 皆から可愛がってもら

えるところ 

③ 明るく厳しく 

① 理工/機械材料海洋系

/LB 

② 面倒を見てもらえた 

③ 毎日うまくなる 

① 都市科学/都市基盤/WR 

② 人脈が広がる 

③ メリハリをつける 

冨松稜司 

（2 年） 

長田多矢 

（3 年） 

中村俊太 

（2 年） 

平野祐月 

（4 年） 

平山寛治 

（2 年） 

福田りり華 

（4 年） 

藤田昌孝 

（2 年） 

松下流也 

（2 年） 

5 月 20 日(日)の確定新勧を終え、2018 年度は選手 32

人、スタッフ 18人(5月 24日現在)が入部してくれました!

今年度の新入生も気さくでやる気のある子が多く、上級生

とコミュニケーションをとって親睦を深めています。現

在、多くの新入生が積極的に練習に参加しており、ウエイ

トトレーニングや Fundamentalの強化に取り組み、日々成

長している姿が見られます。また今年度もアメフト経験者

が 3人(TE・WR・DB)入部をし、更なるスキルアップに取り

組んでいます。新たな仲間とともに練習から『Beyond The 

Past』し、高みを目指して参ります。これからの新入生の

成長と活躍にご期待ください！ 6 

瀧口佳奈 

（3 年） 
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母の会お誘い 

JV 戦のご案内 

2018.07.01 SUN 

後援会総会のお知らせ 

 7月 1日(日)に横浜国立大学内のグラウンドにて、JV戦を行います。 

対戦校は立正大学 BULLDOGS です。 

この試合は、２年生が主体となってチーム運営を行う JV(Junior 

Varsity)期の集大成として行われます。試合には今後の MASTIFFSを担

う下級生が中心となって出場します。また、入部して以来、体づくり

や基礎練習に励んできた１年生選手のデビュー戦となります。 

皆様お誘い合わせの上ご来場いただき、是非彼らの成長した姿を 

ご覧ください！ 

 

@横浜国立大学内 Gr. 

14:00 K.O. 

JV 戦当日の 10:00から、横国内理工学部棟にて後援会総会が実施されます。後援会総会は１

年生父母の皆様に向けた説明会であり、議事は部の活動概要や 2018 年度予算、後援会活動計

画等です。また、今年度は特別にアメフト用品専門店の QB clubの方からもご講演いただく予

定です。総会後は昼食会もあり、その後 JV戦をご観戦いただく予定です。お一人でも多くの皆

様にご出席いただき、MASTIFFS についてのご理解を深めていただきたく思います。ご参加の

程、宜しくお願い申し上げます。 

場所：横浜中華街  

華錦飯店 新館 

時間：6/30(土) 12:30~15:00 

会費：2500 円前後 

 6 月 30 日(土)に母の会を開催いたします。先月号でお伝えした

情報に加え、場所・時間・会費が決定いたしましたので、ご確認く

ださい。先輩や現役のお母さま、現役スタッフと共に、日頃の部の

様子や夏合宿等についてお話をしながら楽しいひと時を過ごした

いと思います。1年生のお母さまや今まで交流する機会が少なかっ

たお母さまのご参加を心よりお待ちしております。 

 

「参加される皆さま」以下はそのままでお願いします。参加される

皆さまには、後日担当者から改めて会費など詳細をご連絡させて

いただきます。 

  

  

後援会総会にご参加いただける方は、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・平野祐月（070-4475-6785 又は hirano-

yuduki-sg@ynu.jp）に 6/16(土)までにご連絡いただきますようお願いいたします。

ご連絡いただいた方には平野から返事を差し上げますので、ご確認下さい。 

ご参加いただける方は、OB・OG のお母様の場合 4 年 深澤雅代様(azuki 

green0207@ezweb.ne.jp)まで、現役部員のお母様の場合 4 年 岩淵啓恵様

(hiroe- iwa.1228@softbank.ne.jp)までご連絡ください。尚、締め切りは 6

月 9 日(土)です。お申し込みの際、「期 学年 お母様のフルネーム」をお伝

えくださるよう、お願い申し上げます。 

 

mailto:green0207@ezweb.ne.jp)まで、現役部員のお母様の場合4
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試合会場はこちら ●相鉄本線「和田町駅」より徒歩 20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 

後援会会場 

はこちら 

← 和田町駅 

   

三ツ沢上町駅 

→ 

   

岡沢町 

バス停 

   

MAP 

Access 
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昼食会のお誘い 

後援会総会後、同じ教室にて「昼食会」を予定しております。 

横浜名物の崎陽軒のシウマイ弁当を皆さまで食べながら、今年度の新入生勧誘ビデオを鑑賞

していただけるように準備しております。 

昼食後は、日頃練習している施設やグラウンド、体育会サークル棟を経由して JV 戦が行わ

れる会場までご案内する予定です！ 

総会、昼食会、JV 戦を通して MASTIFFS をご理解いただける 1 日にできればと思っておりま

すので、多くの方のご参加をお待ちしております。 

 

☆  7月 1日 (日)  12時頃から 

☆  大学構内  理工学部棟 

☆  会費   1000円(お弁当、お茶代) 

 

参加される方は、4年 岩淵啓恵様(hiroe- iwa.1228@softbank.ne.jp)に 

6/16(土)までにご連絡ください。 

その際に、参加される方の「学年、期、お名前(フルネーム)」をお伝えくださるよう、お願

いいたします。 

後援会費納入のお願い 

日頃より MASTIFFSの活動にご理解・ご協力くださいまして、誠にありがとうございます。今

年度も後援会の会費納入を開始いたします。ご存知の通り、アメリカンフットボールは防具代・

テーピング代・補食代など、とてもお金がかかるスポーツです。また、部員数の増加や練習器具

の老朽化も進んでいるため、練習器具の再購入も検討しているところです。多くの部員が効率

良く成長を追い求めることのできる環境で、怪我をせず、精一杯活動できますよう、当部の活動

にご理解頂き、目標達成に向けてお力をお貸し下さいますよう、宜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 

※大変恐縮ですが、6月末までにお振込み下さいますようお願い致します。 

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 



10 

横浜国立大学体育会アメリカンフットボール部 平成 30年 5月 25日発行 

編集担当 MG2年 吉田真悠 

 

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 

差し入れをいただきました 

ユニフォーム型ストラップを販売いたします！ 

後援会の皆様のご要望の声にお応えし、ボールのチャーム付き

MASTIFFS のユニフォーム型ストラップ(¥800)を再販いたします！ 

お好きな背番号またはポジションと名前入りの物を特注いたしま

す。直接部員へのご注文及び、ホームページでのご注文を承ってお

ります。是非、この機会をお見逃しなく！ 

※なお、注文の期限を 5月 30日(水)とさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 植田様(49 期・植田晏綺)・八石様(49期・八石貫志)・村井様(49期・村井宏彰)より

洗剤類、坂田様（47期・坂田平）・森本様(47期・森本佳津希)・吉沼様よりトップバリ

ューのスポーツドリンク粉末、中村様(49期・中村俊太)より漢方・湿布・ふりかけ・

洗剤類・塩分タブレット・トップバリューのスポーツドリンク粉末、荒川様（47 期・

荒川恵伍）よりお菓子の差し入れを頂きました。ありがとうございます。 

 春オープン戦も折り返し地点を迎えました。先月行われた上智大学戦では気温が

28℃を超えるなど暑い日が増えてきたため、練習はもちろん試合での水分消費も激し

くなって参りました。そのため、試合用のポカリスエットスポーツドリンク粉末が不

足しております。今後の試合を戦い抜いていくためにも皆様からのご支援が必要です。 

〒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」 

差し入れページができました！ 
 HPに新しく「差し入れページ」を開設いたしました。備品の過不足状況を

表にして、随時更新して参ります。差し入れをしていただける場合には、下

記住所までよろしくお願いいたします。 

差し入れページ ( http://mastiffs.jp/sashiire/ ) 

http://mastiffs.jp/sashiire/

