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秋シーズン、開幕 

▼試合一覧表 

9月 13日（日）の一橋大学戦を皮切りに、いよいよ 2015

年度秋シーズンが開幕します。 

今年度の 1 部リーグ BIG8 ですが、一橋大学、帝京大

学、東海大学といった昨年度 2部リーグからの昇格を果

たし、破竹の勢いで秋シーズンに向かってくるでしょ

う。また、昨年度私たちMASTIFFSと死闘を繰り広げ、

その借りを必ず返すべく血をたぎらせているに違いな

い東京大学などの、技術だけでなく精神的強さ・熱さも

武器とするチームがひしめき合っています。 

そのようなチームに押し負かされ、2部リーグに落ちる

わけにはいきません。どのチームよりも『勝つ』ことに

対して常に貪欲であり続け、最後に戦う相手がどのよう

なチームであっても、秋シーズンが終わる最後の瞬間ま

で成長を遂げ、今年度の目標・スローガンである『最後

に勝つ –Desperate–』を必ず達成します。 

先程も申し上げましたように、今年度 BIG8に所属する

どのチームも高い技術力と精神力を併せ持っています。

そのようなチームを目の前にしたとき、弱腰になり、相

手の勢いに呑まれてしまうことがあるかもしれません。

そんな時私たちの背中を押してくれるのは、何よりも皆

様のスタンドから届く激励です。昨年度も厳しい局面

で、スタンドから届く「頑張って！」「やり返せ！」とい

ったエールが支えとなっていました。皆様お忙しいとは

存じますが、どうか会場に足をお運びいただき、熱い声

援をお送りください。部員一同心からお待ちしておりま

す。 

対戦校 対戦日 Kick Off 時間 会場 

一橋大学 9 月 13 日（日） 14:00 アミノバイタルフィールド 

東京大学 9 月 26 日（土） 10:45 富士通スタジアム川崎 

帝京大学 10 月 3 日（土） 16:30 アミノバイタルフィールド 

東海大学 10 月 18 日（日） 16:30 アミノバイタルフィールド 

立教大学 11 月 1 日（日） 13:30 アミノバイタルフィールド 

拓殖大学 11 月 14 日（土） 16:30 アミノバイタルフィールド 

駒澤大学 11 月 28 日（土） 16:45 アミノバイタルフィールド 

 

▼ 毎 回 試 合 会 場 に て 、 MG が

MASTIFFS のテントを出していま

す！チケット、グッズの販売を行って

います。是非お立ち寄りください！ 
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第一節・ 一橋大学 戦のお知らせ 

第二節・ 東京大学 戦のお知らせ 

2015 年度秋シーズンの初戦の相手は、昨年度 2 部リ

ーグから昇格し、1年ぶりに 1部リーグ復帰を果たし

た一橋大学 CRIMSONです。 

一橋大学は 100kg 級の Lines を多く擁しており、

Linesを主体としたチームといえます。その中でもOL

と DL を務める主将の#79 高橋選手（4 年）は身長

188cm 体重 135kg という体格の良さを活かして強力

な Block を繰り出します。その Block を活かし、O#

は多彩な攻撃を仕掛けてくるでしょう。また、LB#40

内生選手（4 年）は相手がどういった Play で攻めて

くるかを瞬時に判断し、自分の守備範囲を守り切りま

す。春オープン戦の結果を見る限り、本来の実力を温

存している印象がありますが、初戦のこの一戦で溜め

てきた力を余さず発揮してくるでしょう。 

この一戦が、2015 年度 MASTIFFS の秋シーズンの

結果を大きく左右すると予想されています。目の前の

相手を倒す、という熱を相手よりも強く持って、全力

で戦い抜きます。 

9月 13日（日） 14:00 K.O. @アミノバイタルフィールド（京王線「飛田給駅」より徒歩 10分） 

＊春オープン戦戦績＊ 

vs 法政大学 0-56 ● 

vs 大阪大学 19-21 ● 

第二節の対戦相手は、昨年度 2 部リーグとの入替戦

に出場したものの、1 部常連校の意地を見せつけ 1

部リーグ残留を決めた東京大学WARRIORSです。 

旧 4 年生の損失が少ない上、2 年生の頃からスター

ターとして活躍していた選手が、今年 4 年生となっ

てチームを率いているため、そのチーム力は BIG8

随一であるといえます。また、一人一人の Agilityや

Physical、Catchingなどの能力が総じて高いことも

東京大学の武器として挙げられます。 

昨年度私たち MASTIFFS に 1 点差で惜敗した雪辱

を果たすために、死力を注いでくるでしょう。相手

の勢いに怯むことなく、私たちも持てる力の限りを

尽くします。 

＊春オープン戦戦績＊ 

vs 法政大学 27-63 ● 

vs 京都大学 14-10 ○ 

9月 26日（土） 10:45 K.O. @富士通スタジアム川崎（JR「川崎駅」より徒歩 20分） 

▲MASTIFFSのHPの後援会ページにて、

インタビュー動画を掲載しています！ 

高 
▲一橋大学戦後、インタビュー動画掲載予定です！ 
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第三節・ 帝京大学 戦のお知らせ 
第三節の対戦相手は、昨年度の入替戦にて東京工

業大学を破り、BIG8 に昇格した帝京大学

ASSASSINSです。 

個々人の Physical が強い上、運動能力も極めて

高いという特徴を持ったチームです。主将を務め

る DB#25渡辺選手（4年）はその俊足を活かし、

一瞬にして相手の隙を突きます。また、Backs陣

は皆 Catchingセンスと俊敏性に長けており、中

でも副将の QB#1有馬選手（4年）はWRとして

も活躍しています。 

相手のスピード感のある Play において行かれる

ことなく粘り強く相手に立ち向かい、自分たちが

練習でやってきた Playを 100%出し切ります。 

夏合宿のご報告 

6:30   起床・散歩 

7:00   朝食 

9:00   午前練習開始 

12:00 昼食 

13:00 Kickミーティング 

14:45  午後練習開始 

18:30  夕食 

20:00  全体ミーティング 

↓ 

O#/D#ミーティング 

夏合宿を通して個人としても TR としても成長

できました。TRとしてグラウンドに立つ中で、

視野も広がり、周りが見られるようになりまし

た。一番の収穫は、選手のケアの大切さに改めて

気づけたことです。毎日選手が一番のコンディシ

ョンで練習できるように、日頃のケアを大切にし

ていきたいです。     2年 TR 羽田野美晴 

合宿は午前、午後の練習に加え起床時間も早く体力的につらい部分

もありましたが、その分合宿を終えた時は大きな充実感がありまし

た。また、練習を OB の方々に手伝っていただいたり後援会の方々

に差し入れをいただいたりして、多くの方々に支えられ、応援され

ていることを改めて感じました。合宿で感じたこと、学んだことを

これからの練習に活かしていきたいです。     1年 DB 坂田平 

私は、初めてこの夏合宿に臨み、長い練習時間で

疲れてしまうことも多かったのですが、一週間ア

メフトに集中して過ごすことができました。ま

た、スタッフの方や先輩方との関わりも深めるこ

とができ、充実した時間を過ごすことができまし

た。この経験を、これからの日頃の練習にも繋げ

ていきたいと思います。   1年 RB 中島優太 

１日のスケジュール 
8月 13日（木）から 20日（木）の 8日間、群馬県利根郡片品村の「湯

の宿松かぜ」にて夏合宿を行いました。昨年度と違い、雨に見舞われ

ることが少なく、練習をするのに丁度良い気候が続きました。天候に

恵まれた一方、前半の練習では同じようなミスが相次いだり、それに

対する周りからの指摘の声がなかったりと、雰囲気の悪い練習が続き

ました。そのことを OB・OG、コーチの方々からご指摘いただき、選

手・スタッフ関係なく、各々今までの練習に対する態度や練習にかけ

る思いを変えよう、と奮起しました。後半の練習ではその意識が前面

に押し出されたことで、良い Playをすることができ、活気のある練習

を行うことができました。合宿で変わった意識を低下させず、さらに

高度なものに変えながら練習を続け、来たる秋シーズンに向かいます。 

■夏合宿を振り返って 

＊春オープン戦戦績＊ 

vs 関東学院大学 28-0 ○ 

vs 筑波大学    42-0 ○ 

10月 3日（土） 16:30 K.O. @アミノバイタルフィールド（京王線「飛田給駅」より徒歩 10分） 

 

現役部員 3人の夏合宿の感想です！ 

掴 
▲東京大学戦後、インタビュー動画掲載予定です！ 
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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 27年 9月 3日発行 

編集担当  3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 

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、本当にありがとうございました。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。さらに今現在は、9月から始まる秋リーグ戦に向

けての用具代など、出費がかさむ時期でもあります。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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

▼差し入れをして下さった皆様▼ 

 

◆後援会◆ 

植田昌秀様・美弥子様、土橋美津子様、大庭紀子様、

岩淵美彦様、石田和枝様、森美和様、南野真寛様、

能勢久美様、山崎学様、小林浩幸様・知子様、 

福田克己様、立石三稔様、平野利恵様、土生高史様、

永井一浩様、伊良皆久枝様、安田義人様、 

小林祐司様、原島良男様、加藤圭祐様、川崎英郎様、

武藤浩文様、野上健様、木村礼子様、小西俊彦様、

金谷明男様、山崎和久様・ゆかり様、正村寛様、 

加藤肇様、佐々木和代様、今野研一様、原岡靖子様、

泉美子様、森本卓様、田島久美子様 

過外章道様、豊田暢彦様 

 

◆OB・OG会◆ 

36期：堂（奥田）章世様 

38期：伊藤祐介様 

40期：小松真也様、中野敦雄様 

41期：阿部祐太様、金岡史樹様 

42期：市原利輝様、植田健太郎様、宇多俊一様、 

小櫃萌佳様、土橋裕介様、長﨑剛大様、吉川浩平様 

43期：常田俊也様、仁平雅人様 

 

＊スポーツドリンク粉末…1345リットル分 

＊米 

＊洗剤 

＊ハンガー 

＊タオル・ふきん 

＊虫よけスプレー 

＊果物（オレンジ・スイカ・メロン・梨等） 

＊飲み物（ジュース・栄養ドリンク等） 

非常に多くの方々から、収納スペースが埋め尽

くされる程たくさんの物資を差し入れしていた

だきました！本当にありがとうございます！！ 

夏合宿ツアーに参加して下さった皆様 

須賀潔様、今野研一様、二宮昇様、原岡良尚様、 

原岡靖子様、渡辺文子様、新田毅様、新田聡子様、

柴田淳子様、柴田咲様、泉紳一郎様、泉美子様、 

深澤大介様、深澤雅代様、深澤あずき様 

夏合宿ツアーにご参加下さった後援会の方に、

練習を見学されての感想をいただきました。遠

方の合宿地まで応援に駆けつけて下さる皆様

に部員一同力づけられました！参加して下さ

った皆様、本当にありがとうございました！！ 

静岡から尾瀬合宿激励ツアーに参加しました。OB

会長をはじめ先輩父母の方々に優しく接して頂き、

すぐに溶け込めました。息子同様アメフト観戦初心

者の為、各ポジションの役割の解説付きで練習を見

学させてもらいました。技術以前に、激しい当たり

に耐える身体作りが大事だと感じました。翌日は秋

のリーグ戦での再会を約束して一足先に帰路へ。次

はスタンドから声援を送りたいと思います。 

            深澤大介様・雅代様（1年 DL 深澤駿） 

＊ウィダー 

＊サプリメント 

＊うちわ 

＊DVD 

▼いただいた差し入れ▼ 

◆沢山のご支援、ありがとうございます！ 


