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!!TOP NEWS!! 感謝する会が開催されました!! 

Yokohama National University American Football Team Mastiffs        March 2015 

 

 

 

 

2月 21日(土)に、桜木町ブリーズベイホテルにて、2014年度MASTIFFS感謝する会が開催され

ました。 

 卒業生 13名、現役部員 60名に加え、1年間チームを支えて下さった、コーチ 3名、後援会 30

名・OBOG会 25名、そしてフェリス女学院チアリーディング部より 13名の総勢 144名のチーム関

係者の皆様が一堂に会し、とても賑やかな会となりました。 

 歓談中には、今野研一様(卒業生 今野翔太)が作成された 2014年メモリアルムービーが上映さ

れ、MASTIFFSでの 4年間を振り返り、懐かしむ卒業生の姿が印象的でした。 

 そして、卒業生ひとりひとりにコーチよりはなむけの言葉が送られ、入部当時のことや 4年間の

成長、印象的だったエピソードが語られ、その温かいメッセージに涙を浮かべる卒業生もいまし

た。 

 会の終盤では、卒業生ひとりひとりからMASTIFFSでの 4年間を振り返り、感じたことや支え

て下さる方々への感謝が述べられ、とても心に響くものとなりました。MASTIFFSというチームで

4年間真剣に部活に取り組んできた先輩方のお言葉は、私たち後輩にとってとても感慨深いもので

した。 

そして、最後に今年度主将を務める野上から、今年の決意を表明させて頂きました。 

 今回の感謝する会を通じ、いつも温かい応援をくださる後援会の皆様をはじめ、本当に多くの

方々に支えられ、MASTIFFSは戦えるのだと実感しました。 

 2015年も、MASTIFFSらしく泥臭く、必死にアメフトに取り組んでいきますので、変わらぬご

支援、よろしくお願いします。 

2014年度 MASTIFFS 

【式次第】 

田島ヘッドコーチ挨拶 

乾杯(OBOG 会会長 須賀潔様) 

-歓談- 

フェリス女学院チアリーディング部 

挨拶(チアリーディング部 2 年 市塚

ななみ様) 

はなむけの言葉 

MVP 発表 

卒業生挨拶 

野上主将挨拶 

中締め(後援会 今野研一様) 
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Offense MVPに選んで頂きました、立石です。正直、受賞できると思っていなかったの

で、名前が呼ばれたときは、驚きました。しかし、後輩たちが自分を選んでくれたこと

をとても嬉しく感じています。昨年は、Offense Chiefを務めさせていただきましたが、

なかなか Offenseに貢献できず、自分の無力さを痛感した一年でした。「1部死守」でき

たのも、Offense Chiefとしてやりきることが出来たのも、後輩や同期、そして応援して

くださる多くの方の支えがあったからなのだと感じた一年でした。本当にありがとうご

ざいました。今年は、コーチとしてチームに関わらせて頂くので、次の代に何か少しで

も残していけるよう尽力していきます。 

この度、特別賞を受賞させて頂き、大変嬉しく思っています。しかし、BIG8という難しいリ

ーグで目標を達成した先輩方や 1年目にして試合に出場した同期たちの姿を見てきただけに、

自分が受賞するとは思いもしなかったので会場で自分の名前が呼ばれたときは嬉しさよりも驚

きの方が大きかったです。田島 HCは、アメフトと学業の両立が受賞理由だとおっしゃってい

ましたが、この一年自分が頑張り続けられたのは様々な面で刺激を与えてくれる周囲の環境が

あったからだと思います。特に自分と同じポジションで試合に出場していた同期の福田には大

きな刺激を受けました。福田に喰らいついていきたいという思いを持って練習に励んでいまし

た。しかし、最終的に試合に出場できるまでには成長できなかったことは自分にとって非常に

悔しいことです。今シーズンは、学業との両立を継続しつつ周りに対して刺激を与えられるよ

うな存在になっていきたいです。また、昨シーズンでは努力を自分の望むような結果に結びつ

けられなかったので、今シーズンは結果を残すことも目標としていきます。 

田島 HCによる特別

賞です。 

MVP 
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2014年度新人賞を受賞させて頂きました、WR#82柘植貴大です。今回、このような賞を頂

き、大変嬉しく思うと同時に、これは後援会の皆様をはじめ、たくさんの応援してくださる

方々のおかげだと感じています。今年 1年を振り返ると、昨年の 4月にこの MASTIFFSに惹か

れ、多くの仲間と入部しました。分からないことや出来ないことばかりでしたが、コーチの

方々や先輩方の指導を受け少しずつですが、体が大きくなり、アメフトを知りました。1年

を通して、楽しいことばかりではなく、辛いこともありましたが、今はこの部に入ってよか

ったと思っています。2014年シーズンは自分以外にも多くの 1年生が試合に出場しました。

また、試合にでていませんが、同期として心強い選手、スタッフが多くいます。今年は 2年

生となり、試合にでる機会が増え、フレッシュさを活かして思い切りのいいプレーをどんど

んできると思います。自分を含む 2年生の活躍を見てほしいです。今年は 2年生で盛り上げ

られるよう頑張りますので、今年も応援よろしくお願いします。 

Defenseと Teamの MVPを頂きました、仁平です。まさかこのような名誉ある賞を二つ頂けるとは夢にも思ってお

りませんでした。本当にありがとうございました。3年前、DLの先輩だった佐山さんや野口さんがこれらの賞を受

賞されているのを見ていたのが懐かしく思い出されます。私もいつか憧れの先輩方のような人間になりたいという

思いでその後 3年間過ごしておりました。そして実際に受賞するときが来て強く感じたのは、私が「受賞した」と

いうよりも、「受賞させてもらえた」ということです。私は、特に目立った選手ではありませんでした。しかし、

信頼できる選手・スタッフが周りにいてくれるが故に思いきりプレーすることができて、怪我なく 1年間戦い抜く

ことができました。チームに何があってもめげずに取り組めたのも、やったこともないフットボールに一生懸命に

取り組む 1年生の姿があったからです。そうして大きな声を出して取り組んでいる体の大きな私を見た下級生たち

が、「頑張っている人」と感じてくれ、MVPに投票してくれたのだと思います。MASTIFFSは単純にスポーツで勝つこ

とだけでなく、自分を奮い立たせ、励まし、頑張らせてくれる仲間たちを私に与えてくれました。そんな、「みん

ながもらうべき賞」を先輩である私に与えてくれて、最後にいい思いをさせてくれた後輩たちに感謝しています。

私は社会人になってもアメフトを続けます。自分の能力を向上させるとともに、その新天地で得られるものを少し

でもチームに還元するという形で、MASTIFFSへの恩を返させて頂きたいです。 

Offense  
Offense Chief 

QB#16  

立石祥三 

FRESH 

MAN  

Team/Defense 主将 LB#44 仁平雅人 

WR#82  

柘植貴大 

現役部員の事前アンケートによ

り決定される、年間 MVP 受賞

者のコメントが届きました!! 

Special  

DL#85  

武藤拓也 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFENSE チーフ 

RB#20 伊良皆 佑 

「最後に勝つ-Desperate-」をスローガンに掲げる、2015

年の MASTIFFSを引っ張る 4年生に、今年への決意を語っ

てもらいました!! 

今年度、Offenseチーフを務めさせて頂きま

す、4年 RBの伊良皆です。昨シーズンにつきま

しては、多大なるご声援、ご支援、誠にありが

とうございました。 

今シーズンは、「最後に勝つ」という目標を達成

すべく、4年生として日々精進して参ります。 

今シーズンもご声援よろしくお願い致します。 

DEFENSE チーフ 

DB#24 渡辺 駿一 

KICK チーフ  

OL#50 小西 聡一朗 

staffが撮影いたしました今年度の感謝する会の映像

を、DVD1枚 500円で販売いたします。出席された方は

思い出に、出席されなかった方はこの一年の記念にいかが

でしょうか？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

25日(水)までに、右記の項目を主務安田までご 

連絡ください。（TEL：080-5514-2128 MAIL：yasuda-

akihiro-nh@ynu.jp） 

①お名前  ②ご住所 

③お支払方法（お振込 または 春シーズ

ン試合会場にて直接お支

払） 

今年度、Defenseチーフを務めます渡辺駿一で

す。今年の Defenseのテーマは「Get the ball」で

す。「最後に勝つ」という目標に向け Defenseとし

て常にボールを意識して取り組んで行きたいと思

います。今年も変わらぬご声援よろしくお願いし

ます。 

 今年度 Kickチーフを務めます、4年 OL小西聡一

朗です。今年は「最後に勝つ」ために Kickからモ

メンタムを引き寄せることができるような Kicking 

Unitを目指します。必死になって、日ごとに成長

し続ける 1年間にしたいと思います。 
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いつもMASTIFFS NEWSをご覧頂きましてありがとうございます。別紙でもお知らせさせて

頂きましたが、昨年度より紙代のコストを削減し、より多くのお金を選手の強化に使うことがで

きるよう、皆様にMASTIFFS NEWSの HP版への移行をお願いしております。HP版にするこ

とで、より美しい画像でNEWSが見れるだけでなく、紙面ではお伝えしきれない、インタビュー

での選手の表情を動画でご覧になることができます。今後は、紙面だけでなく動画での部員紹介

も配信していく予定です。 

 

HP版に移行されるという方は、①お名前②メールアドレスを 3年生MG田島理絵(MAIL:tajima-

rie-rg@ynu.jp)までご連絡ください。 

 

 

Ｑ.1移行したら毎月更新をHP でチ

ェックしないといけないですか?? 

A1.いいえ。毎月の更新情報を

随時皆様がご登録頂きましたメ

ールアドレスにお送り致しま

す。 
Ｑ.2HP 版だと紙での保存ができな

い…. 

Ａ2.HP では PDF 形式で

NEWSを配信してますの

で、よりきれいな画像で皆様

のご家庭での印刷が可能で

す。 

★お米を頂きました★ 
立石三稔様(43期 OB 立石祥三)よりお米を頂きまし

た!!ありがとうございます。2か月のトレーニング期を

終え、3月からアメフトの基礎に重点を置いた練習を開

始しました。この 2か月で体を大きくした選手たちが、

さらにスキルを磨き、春シーズンで成長できるよう、頂

きましたお米をおいしく食べ、これからの練習に励んで

いきます。もし、差し入れを頂けます場合は、右記の住

所までお送り下さい。よろしくお願い致します。 

〒240－0067 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 

 

 

横浜国立大学体育会アメリカンフットボール部 平成 27年 3月 15日発行 

編集担当  3年MG 豊田志織  

 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 

 

日程 Kick Off 対戦校 場所 

4/26 (日) 13:00 神戸大学 王子スタジアム(神戸) 

5/4  (月) 13:30 神奈川大学 アミノバイタルフィールド 

5/17 (日) 10:45 関東学院大学 アミノバイタルフィールド 

5/31 (日) 14:30 北海道大学 アミノバイタルフィールド 

6/13 (土) 17:00 東北大学 大井第二球技場 

6/28 (日) 14:00 立正大学 横浜国立大学 Gr. 

 

春シーズン日程の詳

細が決定しました!!初

戦の神戸大学戦は、

関西での開催となり

ますが、多くの新 2

年生のデビュー戦と

なります!!近くにお住

まいの方は、ぜひ応

援にいらして下さい!! 

日程に変更があります。ご注意ください。紙版

NEWSでは、北海道大学戦は 14:00 K.Oとお

伝えしましたが、正しくは、14:30 K.Oです。 


