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監督コメント
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監督 藤田 浩明

2018年度秋シーズンにむけて

いつも温かいご支援、ご声援をいただき、ありがとうございます。

猛暑の夏を乗り越え、懸命に取り組んできた2018年BUFFALOESの秋リーグ
戦が9月8日より始まります。筑波との初戦を皮切りに成城、明治学院、青山学
院、関東学院、千葉、東洋との7試合を経て12月15日、16日の入替戦に至る
戦いに勝ち抜き、BIG８昇格を目指します。昨年惨敗を喫した筑波へのリベンジ
となる初戦はもちろん最重要となりますが、中盤にカギを握る明学、青学、関東
学院との3試合を大岡山で開催します。最終戦となる東洋戦を含めた4試合と
公式会場での3試合、これらを勝ち抜くためにも多くのみなさまにご観戦いただきた
いと思います。

4年生である29期を中心とした選手スタッフたちは、春シーズンの反省を踏まえ、
チーム内のコミュニケーションを深め、秋の勝利のために取り組みのレベルを上げ、
必死に取り組んできました。社会人コーチや過去2年間の4年生である27期、
28期のコーチの多大なる支援のもと、チームとしても個人としても成長して秋を迎
えるべく日々精進しております。対戦する各チームともに油断できるような相手は
なく、試合のスタートから最後まで、焦らず全員が持てる力をしっかり発揮できるか、
集中力を切らさず、迷わずプレーできるかがチームを勝利に導くことにつながると思
います。

試合当日はOB・OG、父母会を始め、BUFFALOESを応援してくださる多く
の皆様にご観戦いただき、ご声援によってチームに勢いを与え、一戦一戦勝利を
積み重ねていきたいと思います。 引き続き、ご支援ご声援よろしくお願い申し上
げます。
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HCコメント

いよいよ秋シーズンを迎えます。実力が拮抗する2部リーグでは、初戦から
持ちうる全ての力を出し切る覚悟で臨まなければなりません。心技体と言う
観点で見れば、まだ心の部分に不安があることは否めません。

今年は4年生が選手７名と非常に少ないこともあり、OFFENCE、
DEFENSE共に精神的に軸となる選手がいないことがその原因です。昨年
で言えば、OFFENCE片貝、DEFENSE松木と言った、「最終ラインで止め
てくれる、サードダウンで取ってくれる」と思わせてくれる選手がいました。チー
ムとして、逆境に立たされている時に、その流れを変えることが出来る選手が
必要です。そう言う意味で、キャリアもあり、1部でも十分に通じる選手であ
るQB中條、DL近藤の2人がOFFENCE、DEFENSEで精神的な柱とな
れば、チームは心技体が充実してくるはずです。1匹の狼に率いられた100
匹の群は、1匹の羊に率いられた100匹の狼の群より強いと言います。チー
ムから、何匹の狼が出てくるか、これがこれからの課題であり、学生フットボー
ルの最大の面白さでもあります。

是非、試合会場まで足を運んでいただいて、後輩達の命がけの戦いを応
援頂ければと思います。宜しくお願い致します。

HC 中村 壮一郎
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試合日程

第１節 9月 8日(土) 10:45 K.O.

第２節 9月23日(日) 10:45 K.O.

第３節 10月 7日(日) 10:00 K.O.

第４節 10月21日(日) 11:00 K.O.

第５節 11月 3日(土) 13:45 K.O.

第６節 11月18日(日) 12:45 K.O.

第７節 12月 2日(日) 13:45 K.O.

vs筑波大学 ＠駒沢第2球技場

vs成城大学 ＠富士通スタジアム川崎

vs明治学院大学 ＠東工大大岡山Gr

vs青山学院大学 ＠東工大大岡山Gr

vs関東学院大学 ＠東工大大岡山Gr

vs千葉大学 ＠アミノバイタルフィールド

vs東洋大学 ＠東工大大岡山Gr

当日、東工大の学園祭である“工大祭”が開催されています！
応援うちわを無料配布します！
コイントスは顧問の須田和裕准教授が行います。

公式会場での試合の場合は、会場入口付近の東工大ブースにてチケッ
トをお配りいたします。
チケット代1枚500円は後日OB会よりまとめてお支払いいただくこと
になりますので、受付での名簿記入にご協力ください。

ホームカミングデー
開催！！
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2018年度2部リーグ編成

試合会場

アミノバイタルフィールド
住所：調布市西町３７６-３
アクセス：
●京王線西調布駅下車徒歩７分
●西武多摩川線多磨駅下車徒歩２０分
●JR中央線武蔵境駅・三鷹駅よりバス２０分

駒沢第２球技場
住所：世田谷区駒沢公園１
アクセス：
●東急田園都市線駒沢大学駅下車徒歩１５分
●渋谷駅から東急バス(渋１１系統・田園調布行)にて「駒沢公園東口」または「東京医療
センター前」下車、徒歩１分
●恵比寿駅から東急バス(恵３２系統・用賀駅行)にて「駒沢公園」または「学芸付属中学校」
下車、徒歩１分

富士通スタジアム川崎
住所：神奈川県川崎市川崎区富士見２-１-９
アクセス：
●JR川崎駅、京急川崎駅より徒歩１５分
●市バス １９番・２３番・２４番にて「教育文化会館前」下車、徒歩１分
臨港バス 7番・９番にて「さつき橋」下車、徒歩３分

Aブロック Bブロック

明治学院大学 一橋大学

青山学院大学 上智大学

筑波大学 成蹊大学

成城大学 帝京大学

東洋大学 神奈川大学

東京工業大学 拓殖大学

関東学院大学 東京農業大学

千葉大学 武蔵大学

各ブロックの上位2校は1部リーグBIG8の下位4校と入替戦を行います。
各ブロックの下位2校は3部リーグの各ブロック1位と入替戦を行います。
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試合の見どころ

第1節 筑波大学 EXCALIBURS

BIG8昇格をかけた大事な初戦に筑波大学を迎え、 2018
年秋シーズンが幕を開ける。筑波大学は今年の2部Aブロッ
クで唯一昨年も同じブロックで対戦した相手である。春シー
ズンでは2敗と不本意な結果であるが、BUFFALOESにとっ
ては昨年秋シーズンに敗北し、過去の対戦でも苦しめられた
経験のある因縁の相手である。昨年の屈辱を晴らすべく、絶
対に負けられない戦いに、1年間のBUFFALOESの成長をど
れだけ相手にぶつけることができるのか、注目の初戦である。

第2節 成城大学 ORANGE BEAMS

春シーズン、成城大学は１勝２敗と負け越しているも
のの、前回の対戦でBUFFALOESは破れている。雪辱を
果たすためにも絶対に負けられない一戦である。全勝で
のBIG8昇格を掲げる成城大学に対して我々の全力を挙げ
て土をつけ、成長したBUFFALOESの力を見せつけたい。
上位校との対戦が続くシーズン序盤、勝っていい流れで
後半につなげていきたい。

第3節 明治学院大学 SAINTS

明治学院大学は昨年度では２部Aブロック１位の成績を
残した。スポーツ推薦や付属高校でのアメフト部出身者
で部員の約半数が経験者である強豪校である。春シーズ
ンは1部リーグに所属する東海大学や横浜国立大学とも接
戦を繰り広げているため、今年も手強い相手になること
は間違いないだろう。BUFFALOESの一部昇格をかけた負
けられない一戦である。

第4節 青山学院大学 LIGHTNING

青山学院大学は近年は2部リーグ所属が続いているが、
1部リーグの経験もある強豪校である。昨年は1部との入
れ替え戦にも出場している。また、春シーズンには、同じ
Aブロック1位の明治学院大学に17-7で勝利を収めるなど、
1部昇格には絶対に負けられない相手であろう。シーズン
半ばの重要なこの一戦は、幸運にもホームグラウンドの大
岡山で行われる。山場となるこの一戦に全力をかけて勝利
を掴みとりたい。
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試合の見どころ

第5節 関東学院大学 HURRICANES
関東学院大学は1部リーグに所属していた経験もあるが、
2013年のBUFFALOESとの入替戦により２部リーグへ降格
してから、近年は2部リーグ所属が続いている。
BUFFALOESは関東学院大学に2勝1敗であり、決して侮れ
ない相手である。秋シーズン後半となる関東学院大学戦、
昨年の秋シーズンでは格下相手に思うように試合を進める
ことができなかったBUFFALOESが、どれだけ実力を出し
切って戦うことができるのか、チームの真価が問われる試
合である。

第6節 千葉大学 POSEIDON

千葉大学は昨シーズンまで３部に所属していたが入れ替
え戦で芝浦工業大学に勝利し、10年ぶりに2部へ昇格した。
昇格で勢いに乗っている千葉大学に対し、落ち着いて確実
にBUFFALOESの実力を発揮して勝利したい。この国立大
学対決を制して最終節、そしてその先にあるBIG8入れ替
え戦へ一丸となって進んでいく。

第7節 東洋大学 VIKINGS

東洋大学は近年２部リーグに定着しているチームであ
り、BUFFALOESは昨春シーズンで対戦し勝利を収めて
いる。しかし東洋大学は今春シーズンにてTOP8に所属す
る立教大学を苦しめるなど、決して侮れない相手である。
今季リーグ戦最終節となるこの試合、今までの取り組み
を全て出し切って、全勝優勝を果たして1部との入れ替え
戦に進みたい。
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QB #6 中條 鷹信

浅野
電気電子工学科

4度目の正直。4年QBとしてOFFENCE、そし
てチームを引っ張り今年こそは絶対にBIG8に上
がってみせます。去年の帝京戦で決められなかっ
たPass、今年は絶対に決めて勝利に導きます。
応援よろしくお願いします。

DB #13 木村 修麻

29期DBの木村です。
自分は突出したプレーヤーではありません。
しかし、最後のシーズン、DBとして自分がフィー
ルドで出来ることを全力で果たします。
そして、この4年間を1部昇格で締めくくります。

4年生インタビュー

DB #20 殿山 俊吾

浅野
地球惑星科学科

今年こそ昇格し、東工大という国立理系のチ
ームが、私立文系でスポーツ推薦で経験者を
集めている1部TOP8に対し、勝ち、日本一を
いつか争う。そういうチームになる一歩目を踏み
出します。応援よろしくお願いします。

DL#47 近藤 光一郎

神奈川県立横浜翠嵐
電気電子工学科

ラストシーズン、今まで積み上げてきたもの全て
をぶつけます。DLとして、相手OLを圧倒します。
4年として、リーダーとして、自分がチームの軸とな
り、先陣きって突っ込みます。そして必ず勝利を
つかみとります。絶対1部昇格します。

LB #55 山崎 豪

4度目の最期の秋シーズンを迎えました。今年
こそ昇格します。自分にはプレーでチームを引っ
張れる実力はありませんが、試合では目の前の
相手に今までやってきた事を自信持って思い切
りぶつけに行きます。そしてチーム一丸となって相
手に向かいます。応援よろしくお願いします。

OL #66 辻永 欣和

運動経験が乏しく、ただのデブで入ってきた僕も
今年で4年目、最後の年です。今まで地道に頑
張って来ましたが、結果は3年とも2部残留と残
念な結果しか残せていません。選手として1部昇
格できる最後のチャンスに必ず昇格します。

城北
機械知能システム学科

麻布
化学工学科

浅野
電気電子工学科

DEFENSE Cap

OFFENCE Cap

Cap

29期は間もなく最後の秋シーズンを迎えます。
4年間積み重ねてきた取り組みをしっかり発揮して戦うのみです。
初戦を間近に控える彼らに秋シーズンの意気込みを語ってもらいました！
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OL #77 梶井 将

神奈川県立湘南
電気電子工学科

今年度からOLにコンバートして最初は戸惑うこ
とが多かったですが、自分達が冬から積み上げて
きたことを自信にして目の前の一戦に全力でぶ
つかって戦い抜きます。

GrMG 白木 沙織

埼玉県立川越女子
生命工学科

私が4年間、そして歴代のチームがこれまでに
積み上げてきたものを発揮する、今年の舞台
がついに始まろうとしています。私たちはここで勝
つために、昇格するためにこれまでやってきました。
自分の仲間を信じ、全てを出し切り、必ず結
果で示します。

4年生インタビュー

AT 藤崎 花美

頌栄女子学院
生命工学科

勝つべくして勝つチームとはどんなチームなのか。
チームに関わる一人一人が自分の仕事を全う
し全力をかけてチームの勝利を目指している。
チームであるからには一人でもかけてはいけない。
お互いが信頼しあい求め合い高めあう。そういう
チームを目指してこの8か月間やってきました。
あとは戦いに行くだけ。全身全霊を尽くします。

AS 北川 涼太

神奈川県立横浜翠嵐
電気電子工学科

やり切ったと思って終われるように自分の持ってる
力を全て出し切りたいです。特に分析については、
あまり上手く行かずに悔しい思いをしてきたので、
今年は分析で結果を残して、過去の分を取り
返したいです。

AS 有馬 知世

4年間やってきたことに誠実に、昇格を同期と喜
び合うその日を目指して、突き進んでいきたいで
す。一丸となって勝ちに向かって進んでいけるよ
うなチームになるべく、今年をBUFFALOESの
転換期とすべく、励んでいきます。

東洋英和女学院
建築学科

STAFF Cap

KICKING Cap



合宿のご報告
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8月10〜16日、北信州バレーホテルにて行われた夏合宿の様子をお伝えします！

1． 合宿の思い出
2． 合宿で意識していたこと
3． 合宿で成長できたこと

4年 DB 殿山俊吾

1. 勝負物での負け。まだまだだと差を感じ
た。

2. チームに一体感をもたせること、DBの最
後の砦としての信頼を回復すること。

3. 自分自身が大きく成長したことはなかっ
たが、チームは下級生のエネルギーもあり、
大きく前進しました。

3年 RB 伊東恵朗

1. 後輩に言われた言葉
2. 初めは自分がRBの中で一番やるだけで良い

と思っていたが、途中から、きつい時に周りに
声をかけるのを心がけた。

3. プレイヤーとしてというよりも一人の人間として
の気付きのある合宿だった。個人で頑張るの
ではなく、全員で取り組む事、塞ぎ込むので
はなく、もっと人を頼る事が重要であると気付
かされた。

2年 AS 寺元亮

1. ドライブメージのプレーコールをしたこと。
2. 合宿前、主に行っていたスカウティングではなく、

Grなどで自チームの練習への関わりを増やすこと。
3. 自チーム関連のグラウンド業務を少しはできるよう

になった。同時に、自分がこれまで軽視してしまっ
ていた側面も今回の合宿で如実に出たので、
今後それを改善してより貢献できるようになりたい。
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4年 DL 近藤光一郎

1. 最終日の腕立て900回。畳を汗でびちょび
ちょにしてしまい、宿の人に申し訳なかった。

2． 気持ちを相手に向け続けること。
3. IndyやMage、全ての1本1本を通して、

DEFENSEとして、11人全員で止めること、
どんな状況でもやってきたこと全てをぶつけ
ることの大切さを再認識した。

2年 DB 岸野泰都

1. パントリターンでボールを落としてしまったことです。kicking afterでの練習に
ついて考え直すいい機会になりました。

2. DBになってからすぐということもあり、はやく活躍したいと思っていたので、この
合宿では自分をアピールしたいということをずっと思っていました。その想いがい
い方向に向かっていたと実感しています。1年生の時と同じような気持ちだっ
たのかもしれません。

3. 1年生のときと同じような気持ちとは書きまし
たが、去年はただ闇雲に頑張っていただけの
ように思います。今年は自分には何が足りな
いか先輩を見てみたり、コーチの意見を聞い
たりして、しっかり今どういうことをすべきなのか
変えるべきなのかを考えて日々の練習に取り
組めたというのが、去年からの大きな成長だと
実感しています。

1年 AT 阿部葵葉

1. 社会人コーチが話してくれたこと。
2. スタッフの先輩方の仕事している姿を見て学

ぶこと。
3. 先輩やOBさんがいても自分の考えを伝える

ことが出来た。チームが勝つために自分に出
来ることやこのチームに足りないことを考えら
れるようになった。
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4年 GrMG 白木沙織

1. 今年は新たな試みとして、練習後に毎晩学年ごとにミーティングを行い、
合宿後半にはOFFENCEとDEFENSEに分かれて、3・4年生でのミーティ
ングも行いました。これをキッカケにOFFENCEとDEFENSEともに腹を割っ
て話すことができ、1歩前に大きく前進しました。ただ、これはまだキッカケに
すぎず、ここからの成長が勝負なので、大岡山に戻ってもODそして、チー
ム全体としてより一体となっていきたいと思います。

2. 初戦の相手である筑波を意識した練習にすることです。この合宿で急成
長を見せなければ、秋、勝てません。他チームも同じように夏合宿でレベ
ルを上げてくる中で、自分たちがどれだけ前に進めるのか、成長できるのか
を日々意識し、練習に取り組みました。そのために、初戦の相手に気持ち
を向け士気を高められるようにしました。

3. 私自身、スタッフとして、チームを取り巻く
環境を決めるのはスタッフなのだと痛感
しました。チームの練習の雰囲気はその
練習を取り巻く環境に大きく左右されま
す。例えば、サイドラインの声や練習の
掛け声においても私たちスタッフの工夫
ひとつで、練習密度は大きく変わります。
今回の合宿を通して、フィールドにたてな
くても、私にはできることがまだまだあり、
その行動範囲が広がった気がします。
私自身がもっと変わり、チームに影響を
与えていければと思います。

3年 DL 于牧遠

1. 最終日のMAGEでやっと良いプレーがで
きたこと、チームがだんだん１つにまとまっ
ていったこと。

2. どうすればチームを盛り上げられるのか、
どうすればチームがいい雰囲気になるの
か、どうすれば良いプレーができるのか。

3. 同期と話す機会が多く設けられ、互いに
本音で語り合うことで信頼関係が深まっ
たと思う。また、自分のことだけに集中す
るのではなく、周りのこと、チームのことも
見れるようになった。



合宿のご報告

OB会からご連絡
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1年 DL 林竜成

1. 合宿で一番印象に残っているのは、ポジションの代表の先輩（主に4年生）が
OBコーチと1on1などの1対1の対決をする、「勝負もの」という練習です。先輩
はもちろんのこと、OBコーチの必死さ、気迫、いえ、殺気とも呼べるものが傍から
見ている自分にまで強烈に伝わってきました。その中でOBコーチが4年生の先
輩に対して厳しい言葉をかけたりすることもありました。自分はそれをみて、本気
で強くなりたいと思っている我々に対して、OBコーチも本気でそれに向き合ってく
れているのだと強く感じました。勝負もので勝った先輩は心の底から歓喜し、負
けた4年生の先輩は心の底から泣くほど悔しがっていました。それはいずれも一
切の妥協をせず、つらい練習を乗り越えてきたらからこそのものでした。それを見
て、何年後かにその場に自信をもって立てるようになろうと思いました。

2. 初戦の筑波戦においてBUFFALOESが勝利するために、より強いチームになる
ために、自分には何ができるか、それを常に考えていました。勿論、1人の選手と
して強くなってチームに貢献するという方法もあります。しかし今回の合宿では特
にチームを「盛り上げる」、「活気づける」という意味も込め、練習中、サイドライン
での声を出すことを意識しました。自分は合宿中に怪我をしてしまい、サイドライ
ンで見ることが多くなってしまいました。だからこそ自分がチームに対して何ができ
るのかを明確に理解するとこができました。練習後はミーティングで同期と話す機
会が多く設けられ、互いに本音で語り合うことで信頼関係が深まったと思います。
自分のことだけに集中するのではなく、周りのこと、チームのことも見れるようになり
ました。

3. チームに対して1年生なりに貢献できることを見つけることができたと思っています。
自分の声量、元気さ、バカさをもってすれば、たとえグラウンドに立って戦っていな
くとも、サイドラインから盛り上げ、チームに流れを持ってくることに貢献することも
可能だと信じています。またチームで合宿の厳しい練習を乗り越え、より
BUFFALOESの一員としてこのチームで成長したい、チームとして強くなりたいと
いう思いが強くなりました。



合宿のご報告

OB会からご連絡
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2年 WR 磯野圭志

1. SPT中にファンブルをしてしまったこと。合宿の序盤だったが、ここでボールの
重みを再確認することができた。

2． ボールセキュリティもそうだが、ボールを最後まで見て、飛んできたボールは
全て取るという意識でやった。

3. まずはボールへの意識が強くなった。また、合宿でOFFENCEの一体感が
強くなったと思う。合宿を終えて、もっと盛り上げようという気持ちが強くなっ
た。

1年 RB 河合瑛祐

1. 合宿で一番印象に残っている事は、
JVMAGEです。自分達が主役となり試
合形式でアメフトをすることで、アメフトの
楽しさを知る事ができました。

2. 合宿で意識していた事は、視野を広げる
事です。敵や味方の動きをよく見ることで、
自分がどこをどう動けば良いのかを考える
ように意識をしました。それにより、味方と
の連携の重要性に気付くことができました。

3. 合宿で成長できたことは、ボールへの意
識です。合宿中、多くのプレーを見た中で
チームのボールを失うことがどれだけ恐ろし
いことかを知りました。今までよりもさらにボ
ールを大切にしようという意識が芽生えま
した。

3年 GrMG 高田梨花

1. vsOBのドライブメージ。
現役がインターセプトをしてみんなで喜ん
でいたのが印象的でした。

2. 隙間時間を有効活用すること。
3. 合宿以前より、練習中自分に振り分け

られた仕事以外のことも考えられるように
なったと思います。



OB会からご連絡
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現役部員からのご連絡

合宿の差し入れのお礼

今年も多くの方から合宿に差し入れていただきました。差し入れていただいたものは
現役でありがたくいただきました。部員一同、いつもご支援いただき、感謝しております。
ありがとうございました。
皆様の温かいご支援のおかげもあり、無事合宿を乗り切ることができました。どのチー
ムもそうですが、合宿は初戦前にチームのレベルを一気にあげるチャンスの期間です。
今回の合宿では、チームの一人一人が大きく前進できたと思います。この流れを止め
ず、さらなる成長を見せるべく、大岡山に帰ってからもチーム一丸となって精進しており
ます。闘うチームとしての準備を万全に整え、秋の試合を迎えたいと思います。秋全勝
し、必ず昇格を果たします。
今年は試合が大岡山会場であることが多いので是非、グラウンドまで足をお運びい
ただき、声援を現役に届けていただけたらと思います。皆様の声援がチームの力を何
倍にも大きくし、私たちの力の源となります。 今後ともBUFFALOESの応援のほどよ
ろしくお願い致します。

4年 GrMG 白木沙織

執行部・総務部からのご連絡

会報用記事募集！！

皆様の周りで下記のイベントがございましたらぜひご連絡ください。
会報にてご連絡させていただきます

◇結婚・出産、転勤・異動、同期会やゴルフコンペ等のイベント など
投稿を希望される場合は写真とコメントを沿えてください。
今後のOB会活動活性化のために
皆様のご協力よろしくお願い致します。

記事投稿先
buffaloes.soumu@gmail.com



いつもご支援ご声援ありがとうございます。

総務部物販より販売予定の案内とBUFFALOESグッズの紹介をいたします。
なお秋リーグの応援に向けて、これから新たな商品も作成する予定ですので、そちらもご期
待ください！
また現在、グッズに関するご意見を募集しております。何かご意見がありましたら下記の
総務部メールアドレスまでご連絡いただけたら幸いです。
今後ともBUFFALOESの応援をよろしくお願いいたします。

連絡先：総務部メールアドレス
buffaloes.soumu@gmail.com

2018年度グッズ販売予定

〇一斉注文販売
本年度は合計3回の一斉注文販売を 予定しております。
詳しい日程が決まりましたら ご連絡申し上げます。

・第1回グッズ一斉販売：6/18受付開始(終了)
・第2回グッズ一斉販売：8/23受付開始(9/2締切)
・第3回グッズ一斉販売：10~11月受付開始予定

〇試合会場販売
全試合会場で受付近くの物販ブースにて販売させて頂きます。
なお会場販売では、ご希望の商品をご用意できない場合がございます。
あらかじめご了承ください。グッズのお渡しは全会場にて行います。

第1節 9/8(土) vs筑波大学 10:45K.O. @駒沢第2球技場
第2節 9/23(日) vs成城大学 10:45K.O. @富士通スタジアム川崎
第3節 10/7(日) vs明治学院大学 10:00K.O. @東工大
第4節 10/21(日) vs青山学院大学 10:00K.O. @東工大
第5節 11/3(土)  vs関東学院大学 13:45K.O. @東工大
第6節 11/18(日) vs千葉大学 12:45K.O. @アミノバイタルフィールド
第7節 12/2(日)  vs東洋大学 13:45K.O. @東工大

※全試合会場での販売に変更になりましたが、雨天の場合は中止します。

総務部からのお知らせ
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★ New Arrival ★

BUFFALOESステッカー

価格 ¥200

BUFFALOESのロゴをシールにしました！
透明なので様々なところに貼ることが可能です。
色々な自分の持ち物に貼って、さりげなく
BUFFALOESファンをアピールしましょう♪

※黒の背景部分は透明です
サイズ：50×50mm
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商品一覧

2018Ｔシャツ

昨年好評を博した限定Tシャツを今年も製作しました!
今年は紺地にオレンジの配色で吸水速乾性に優れたUVカット生地を使用しているため、
これからの暑い時期の応援にもぴったり！

こちらは在庫限りの2018年度限定品とさせて頂きます。お買い求めの方はお早めにご
注文ください！

サイズ S M L XL

着丈 65 68 71 74

身幅 48 51 54 57

肩幅 43 45 47 49

袖丈 20 21 22 23

素材:ポリエステル100%

イメージ (後ろは無地になっております)

¥ 1,300 
18



BUFFALOES公式Ｔシャツ

応援用公式Tシャツをリニューアル！
色を変更し白地にロイヤルブルーの文字で、非常にさわやかな仕上がりになっています。

イメージ 前 (後ろは無地になっております)

Size:前ページ参照
(2018Tに同じ)

素材:綿100%

なんと、今回、数量限定で
「2018年限定T」と「応援用公式T」の

超お得なセット販売が決定!

セットで
買うと
¥300 OFF!

¥ 1,500 

¥1,500 + ¥1,300 = ¥2,800 ¥ 2,500 
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NEW公式タオル

ネックストラップ

ストラップ
素材:ポリエステル
長さ:片側45cm
幅:15mm

昨年まで販売されていたマフラータオルをリニューアルし、
チームカラーであるロイヤルブルーを基調としたデザインに仕上げました。

¥ 2,000 

カードケース
適合用紙サイズ：
64mm×92mm
チャック付き

サンバイザー&キャップ

各¥2,800

昨年リニューアルしたサンバイザーとキャップ
です。色はネイビーをベースにしております。
日差しの強くなるこれからにぜひ！

¥ 700
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クリアファイル

1枚 ¥ 100

大好評のクリアファイル！
6枚セットも販売しております。
是非、お仕事の際
などにもご使用
ください！

ボールペン

日用品としても使える、BUFFALOES黒
ボールペンです。本体色は、ブルーとオレン
ジの2色ご用意しております。

1本 ¥100 

30周年記念マグカップ

シートクッション

5本セット¥450

(ブルー3、オレンジ2)

6枚 ¥ 500

トートバッグ

サイズは2種類ございます。
応援グッズをこの中に入れて、是非会場にお越しください!

大(13L) ¥ 2,800
小( 9L ) ¥ 2,300

※イメージは小さいサイズのトートバッグになります。大きい
サイズのトートバッグは従来のトートバッグと違い、チャック
はありません。

長時間の観戦でも快適に観戦ができる
シートクッション。オレンジとブルーの２色
展開です！

※イメージのクッションは緑で
すが、実際にはブルーとオレ
ンジをご用意しております。

¥ 1,000

昨年、BUFFALOES 30周年を記念
し、ホワイトとブルーの2色のマグカップを
製作しました。

1色 ¥ 1,500

2色セット ¥ 2,500
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パーカー

オールドカラーのネイビーをベースとしたパーカー
です。1枚でとてもあったか！

ウィンドブレーカー

オールドカラーのネイビーを使用し、腕には
BUFFALOESの文字をプリントしました！
撥水性の生地を使用し、フードもついていま
す。雨の日等にご使用ください！

ハーフパンツ

¥ 4,200 

各自番号を選んで記入することができます。
注文の際は希望の番号を「#番号」又は、ローマ
字の記入も可能です。

ストラップ

¥ 1,800 

Size : M , L

¥ 4,500 

Size : 
S,M,L,XL,XXL

¥ 4,800 

表裏に自分の好きな番号を記入することができる、
完全オリジナルです！
是非、バッグ等につけてみてはいかがでしょうか？

Size : S,M,L,XL

Size 身長

S 162～168cm

M 167～173cm

L 172～178cm

XL 177～183cm

Sizeの目安

¥2,500

Size : 
120 × 90 
cm

ブランケット

表面のみ控えめなデザインとなっておりますので、

応援以外でもご活用頂けます。

ポロシャツ

¥ 3,500 

Size :S,M,L,XL,XXL

表にロゴを、裏にはチームカラーであるオレンジを
入れ、BUFFALOES色をだしています！
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桜花散り敷く丘

中村 信二郎 作詞 西村 康彦 作曲

若き血潮に燃ゆる意思
丘に立ちたる若人の

襟に輝く白燕

図南の翼断つるなし

ああわが 東工大 東工大

総務部からのご連絡

★応援コール一覧★

（×は手拍子を表しています）

学生歌

TD後は学生歌の2番の後半部(赤字部分)を歌います！
一緒に歌って盛り上げましょう。

① GOコール

ゴーゴー
バッファローズ ×× ×××

② オフェンス、ディフェンスコール

レッツゴーオフェンス ×× ×××

レッツゴーディフェンス ×× ×××

③ タッチダウンコール

タッチダウン× ×

④ いいぞコール

いいぞ いいぞ ○○（名前）

TDをとったらPAT後に学生歌を全員で歌います！

応援について

しろつばめ

となん
た

実際の応援で出している
プラカードです



編集後記
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あとがき

合宿も無事終わり、早くも秋シーズンを迎えようとしています。合宿で差し入れを
くださったみなさま、ありがとうございました。皆様のおかげもあって、充実した合宿に
することができました。
私たち28期の代で初戦を戦ったのが1年も前のことであることを実感し、時間は
本当にすぐに過ぎ去ってしまうものであることを思い知らされている、今日この頃で
す。新チームが始動して約8ヶ月間、部員たちはこの秋シーズンで勝つた
めに一生懸命努力してきました。その努力を発揮する場が目前に迫っ
ています。
ここから全ての一戦一戦が負けられない大事な試合です。ぜひ熱い

戦いを会場にてご覧ください！皆様の応援がチームの背中を押しま
す！ご声援お待ちしております。

広報部 28期 前川真里奈

連絡先：総務部メールアドレス
buffaloes.soumu@gmail.com

2018年9月7日発行

次回会報

発行予定 ： 秋シーズン終了後

掲載内容（予定）
・ 秋シーズン試合結果
・ 試合レポート

・ 4年生インタビュー
・ 2019年春シーズンのお知らせ


