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“DRIVE”には前進、努力、意欲などの意味があります。そして、MASTIFFS が今年目指すのは、1

部のチームと対等に渡り合い、BIG8 にふさわしいと認められるようなチームになることです。しかし、

このチームは現状として 1 部レベルの強さや人数を兼ね備えているとは言えません。その状況を変える

べく、今まで以上に日々の練習・活動に全力で取り組み、「更なる高みへ向かって DRIVE していく」こ

とを今年の目標として掲げました。 

主将 ： 原岡 良樹 （LB#25） 

今年度はあらゆる手段を使い、勝ちを掴みに行き

たいと考えています。この 1 年も変わらぬご支援、

ご声援よろしくお願いします。 

主務 ： 山崎 麻衣 

皆様の日頃の厚いご支援に、心より感謝申し上げま

す。4 年連続 1 部の舞台で戦えることに感謝し、マネ

ジメント、そしてチームの更なる強化に全力を尽くし

ます。今年度もどうぞ宜しくお願いいたします。 

副将 ： 加藤 宏基 （RB#43） 

4 年生のシーズンを 1 部の舞台で戦えることに感

謝し、一丸となって目標に向かっていけるようチ

ームをまとめていきたいと思います。よろしくお

願いします。 

副将 ： 草野 佑介 （RB#27） 

昨年度はふがいない結果を残してしまい、深く反省

しています。今年度も 1 部で戦わせていただけるこ

とに感謝して、このチームの将来のために最高の結

果を残すことを誓い、副将をやらせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

副将 ： 佐藤 秀顕 （OL#66） 

1 部の実力を持っていない自分たちの弱さを認

め、当たり前のことを当たり前にできるチームに

なるために日々”DRIVE”してまいります。ご支援

ご声援よろしくお願いいたします。 

TR チーフ ： 菅野 彩乃 

1 部らしい Physical、Agility を持てるよう、日々

の Training から勝利に向かって前進していきた

いと思います。ご支援ご声援よろしくお願いいた

します。 

Offense チーフ：平野幸希（QB#9） 

1 部らしい O#ができるように、精一杯努力します。

この 1 年も応援よろしくお願いいたします。 

4 年生全員が一丸となって、決めた目標に対し

て全力で取り組みます。今年度もご支援、ご声

援のほど、どうぞよろしくお願いいたします！ 
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Defense チーフ：宮﨑大樹（LB#10） 

1 部という舞台で戦えることに

感謝し、後悔しないよう精一杯取

り組んでいきます。よろしくお願

いします。 

Kick チーフ：泉将大（RB#11） 

この 1年で最高のKickingユニッ

トを作り、チームに最大貢献でき

るように尽力します。 

勧誘チーフ：石田圭利（LB#5） 

最終学年をこのリーグで迎えら

れることに感謝し、後援会、OB・

OG の方々、そして後輩の力を借

りて戦い抜きます。よろしくお

願いします。 

AS 金谷駿佑 

今年度 AS チーフとして、妥協し

ない Scouting をモットーに下級

生を引っ張り、目標の達成に貢献

していきたいと思っております。

1 年間応援よろしくお願いしま

す。 

MG 木村美波 

私はグラウンドチーフとして、選

手が日々前進していける練習作

りに尽力していきたいと思って

おります。昨年度は、差し入れな

ど沢山のご支援をありがとうご

ざいました。今年度もよろしくお

願いいたします。 

AS 柴田佳 

今年度も 1 部の舞台で戦える喜

びを感じながらチームに貢献し

たいと思っております。全力で

取り組むので応援よろしくお願

いします。 

MG 田島理絵 

今年度も 1 部の舞台で戦える、

ということに感謝の気持ちを忘

れず、スタッフが多いこの代だ

からこそ、「スタッフで勝つ」を

これまで以上に体現していきた

いと思います。 

MG 豊田志織 

いつも応援ありがとうございま

す。4 年間、1 部で戦わせていただ

けることを本当に幸せであると感

じています。先輩方が築いて下さ

ったこの MASTIFFS を、さらに

先の”更なる高み”へ導いていける

よう、日々全力で”DRIVE”してい

きます！ 

MG 豊田彩華 

今年度は関東学生アメリカンフ

ットボール連盟学生執行部に

て、記録部長を務めさせていた

だくことになりました。このチ

ームを代表しているという誇り

を持ちながら、職責を全うした

いと思います。今年度も応援宜

しくお願いいたします。 

MG 永井花実 

先輩方が残してくださった 1

部の舞台で戦えることに感謝

し、チームのために MG とし

て何が出来るのかを日々考え、

実行し、前進していきます。 

TR 西川結宇 

いよいよ最後の年となりました。

先輩方の想いを背負い、仲間と共

に自らの 3 年間を全て出し切り、

最高の 1年にしたいと思っていま

す。 

新田郁（OL#72） 

この 3 年間、後援会の皆様のご声

援のおかけで、目標達成すること

が出来ました。今年度も”更なる高

みへ DRIVE”していきます。どう

か応援よろしくお願いします。 

野口将悟（TE#4） 

昨年度は思うような結果が出せ

ず、悔しい思いをしました。この

気持ちを忘れず今年度こそ最上

級生として、チームの一員とし

て Big play を狙い勝利に貢献し

ていきます！ 

原島拓也（WR#83） 

多くの先輩達のおかげで、4 年間

1 部で戦うことができ、とても感

謝しています。1play1play に想

いを懸け最後の1年を戦います。

応援よろしくお願いします。 

TR 日水真理 

MASTIFFS 最後の 1 年となりま

した。選手と同じように熱い気持

ちで取り組むという初心の思い

を忘れずに、自分にできる最大限

のことを日々妥協せずにやって

いきたいと思います。 

◆◇春オープン戦の◇◆ 

◆◇お知らせ◇◆ 

対戦校 対戦日 会場 

関東学院大学 4 月 17 日（日） 未定 

日本大学 4 月 24 日（日） 未定 

神戸大学 未定 未定 

筑波大学 5 月 14 日（土） 未定 

慶應義塾大学 5 月 21 日（土） 未定 

北海道大学 6 月 5 日（日） 未定 

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 6 月 26 日（日） 横浜国立大学内グラウンド 

 

春オープン戦の対戦校が決まり

ました！今年度は TOP8 に所属

する日本大学や慶應義塾大学と

戦います。秋シーズンの BIG8 と

いう舞台では戦うことのない、非

常に強い相手と戦うことのでき

るまたとない機会です！是非会

場にお越しいただき、熱い応援を

よろしくお願いします！ 
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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 28 年 1 月 29 日発行 

編集担当  新 4 年 MG 山崎麻衣 

 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 

 以前よりご案内させていただいております、2015 年度「感謝する会」の開催が

迫っております。この一年間を締めくくる会ですので、皆様奮ってご参加下さい。

皆様のご出席を、心よりお待ちしております。 

 ご出席いただける方は、 2 月 13 日（土）までに下記連絡先までご連絡い

ただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

■日時  2 月 20 日(土) 17:30～ （受付開始 17:00～） 

■会場  ホテルプラム －HOTEL PLUMM－ 

3F「George V －ジョルジュサンク－」 

・アクセス：各線 横浜駅西口より徒歩 5 分 

・会場 HP：http://www.hotel-plumm.jp 

■会費  7,000 円 

■連絡先 主務：山崎 麻衣 TEL：080-6304-3057 

      E-mail：yamasaki-mai-hg@ynu.jp 

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） 

安達様（44 期：安達佑哉）より、お米とふりかけの差し入れをいただきま

した！現在部は Training 期を迎えております。いただいたふりかけをま

ぶしたお米をお腹いっぱい食べて、春オープン戦期に突入するまでに身体

を強く、大きくしていきます！安達様、ありがとうございます！今後、差

し入れを送っていただけます場合は、下記の住所までお願いします！ 

〒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」 

http://www.hotel-plumm.jp/
mailto:yamasaki-mai-hg@ynu.jp
mailto:yamasaki-mai-hg@ynu.jp

