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主将 コメント

vv

主将 殿山 俊吾

昨シーズン主将の殿山です。チームとしてBIG8昇格を目標に掲げ、そのた

めに克己、熟慮断行、当事者意識という三本の柱をもとに一年間取り組ん

できましたが、目標を達成することはかないませんでした。年々チームの

レベルとしては上がっていて、環境が整ってきている中、勝ちきれないの

は、選手個人個人の成長があまり進んでないからだと思います。中村さん

の体制で、このチームは考える機会をたびたび与えられ、自分自身につい

て考えることが増えている中、いまだに勝利のために互いに要求し、ぶつ

かるということができていません。そこを腹くくって前に進められれば、

このチームは急激に成長すると思っています。今シーズンはチームのス

ローガンとして、「本音でぶつかる」ということを掲げています。これを

日々進めていけば、勝つべくして勝つチームになれると思っています。

今年もチームのために多くの方々から協力をいただきました。家族には、

日頃の生活を支えてもらい、社会人コーチ、OBコーチには自分の仕事や研

究の合間を縫って指導をしていただき、体も張ってもらいました。OBOG

の皆様には応援や寄付などによりチームを支えていただきました。自分た

ちは多くの方々に目標を達成するために力を貸していただいており、本当

に恵まれていると思います。ありがとうございました。今シーズンもよろ

しくお願いします。
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監督 コメント

監督 藤田 浩明

2018年シーズンもBUFFALOESへのご支援、また熱い声援をいただきありがとう

ございました。秋の公式戦は5勝2敗で3位に終わり、目標としていたBIG8昇格を

果たすことが出来ませんでした。

敗戦した明治学院戦、青山学院戦共に1TD差という結果であり、もう少し攻守や

スペシャルチームがかみ合えば、あるいはもう2週間早く仕上がっていれば勝つ

ことが出来たと思える内容であり、大変悔しい結果となりました。

社会人コーチ、大学院生コーチ、スタッフ組織によるサポートも充実し、チーム

の総合力は確実に上がってきていますが、もうひと押しやり切る精神力、チーム

内のコミュニケーション、フィジカル面など、他チームも努力している中では確

実に抜け出せるだけの力にはなっておらず、接戦をものにできませんでした。

今シーズンは日大で起きた問題の件もあり、あらためて大学アメリカンフット

ボールの活動のあり方を考える機会となりました。そうした中で、リーグ戦で最

も反則を少なく抑えたうえで上位の成績を収めたことで、連盟から2018年シーズ

ンのフェアプレー賞を受賞しました。このことは社会人コーチが学生コーチと協

力し、学生に向き合い、正しい心を持ち正しい技術を使って戦うことを熱意を

もって指導いただいていること、またその指導を受けて学生達が心技体を磨いて

きたことに他なりません。素晴らしいご指導をいただいていることに改めて感謝

申し上げます。

今シーズンは大岡山での試合も多く、多くの方に観戦に来ていただくことが出来

ましたが、2019年シーズンはラグビーワールドカップ開催に伴い、秋の公式戦で

はアミノバイタルフィールドをほとんど使えないため、大半の試合を大学グラン

ドで行うこととなります。2019年シーズンにBIG8昇格を果たすため、引き続き

多くのみなさまのご支援とご声援をいただけますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。
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HCコメント
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平素よりご支援頂き誠にありがとうございます。 新チームをスタートする

にあたり、東工大アメフト部の理念に関して、お話させて頂ければと思います。

大学スポーツとは、一般的に学生の人間的成長の場であると言われます。し

かし、年末年始、学生スポーツがメディアで取り挙げられておりましたが、私

立大学においては、広告的な側面があります（それ故、億単位の予算がつけら

れプロコーチもいます）。また、プロがあるスポーツであれば、学生スポーツ

はそのステップとなります。広告的役割を担う場合、どうしても勝つことが優

先されますし、プロへのステップである場合、アスリートであることが最優先

されます。純粋に成長の場であると言うのは難しいと思われます。

近年、アメリカのカレッジを模倣した仕組みを日本の学生スポーツにも取り

入れようと言う動きが一部の企業から見られますが、「学生スポーツとは誰の

ものであって、何のためにあるのか」と言うことをしっかり考える必要がある

と思います。環境が整備されること、安全性が担保されることは、非常に良い

ことですが、そこに「大人の事情」が入り込んだ場合、全てがプラスとは言え

ず、本来的目的がおざなりにされる可能性が大いにあるのではないかと思って

おります。

話は若干それましたが、東工大が国立であり、アメフトがプロのないスポー

ツである（NFLはありますが）以上、弊部が勉学だけでは学びきれない、人間

としての成長を求める場であることは、過去も未来も不変であります。環境的

に優位に立つ私立大学相手に必ず勝利すると言う、自ら掲げたハードルに全人

格をかけて立ち向かうことで、大きく成長していきます。これまでの延長線上

にない予想のつかない時代を迎える中、不確実性と戦うことが出来る知力と精

神力を備えた、力強い人間になる必要があります。それゆえ、自ら掲げた目標

は必達です。今シーズンこそ、必ずBIG8に昇格します。ご声援のほど、宜し

くお願い致します。

HC 中村 壮一郎



父母会長 コメント
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2018年の4月より「父母の会」の任命を受け、一年間があっという間に過ぎた感じ

がいたします。

東工大アメフト部顧問の須田教授、OBOGの方々並びにコーチ陣、選手、スタッフま

た副会長以下役員の皆様には大変お世話になりました。心より御礼を申し上げます。

「父母の会」といたしましても新歓そして夏合宿の差し入れ等、出来る限りの応援を

致しました。また今シーズンの東工大BUFFALOESの成長を目の当たりにできたことも

大きな喜びでもあります。

グランドでは、中村HCの下、OBコーチが現役選手に目的意識をはっきりと示した指導

をし、お互いが納得した形での練習が行われていて非常にいい雰囲気であり、試合の際

には「OB会」矢沢会長をはじめ何人かのOBの方がサイドラインで応援している光景も

見られ、「父母の会」といたしましてもたのもしい限りであります。

そういった取り組みもあり春のオープン戦では、5勝1敗。秋のリーグ戦では5勝2敗で

勝率は、8割近くではありましたが、残念ながら入れ替え戦には一歩届かず悔しい思い

をしました。

しかし「父母の会」の皆様からは、楽しい試合が多かったとの声を聞き、それにつき

ましては、せった試合をものにし、安定した試合運びまた随所にファインプレーもあり

応援席は大いに盛り上がりました。負け試合でも1ポゼッション差といった所でしょう。

最終戦では、ほぼゲームプラン通りに試合を進め勝利でシーズンを締めくくった事は、

「来シーズンは何としても1部へ」との思いが伝わってきて私としましても、また29期

は最後の試合でしたので大満足であります。

今後、東工大BUFFALOESがさらなる発展をして行くにあたっては、いろいろな取り

組みにおいて「父母の会」は、「OB会」の主体の下、連係および交流が欠かせないと

思いますので、ご指導の程よろしくお願い申し上げます。

2018年度
父母会長 北川 邦弘



明学 青学 筑波 成城 東洋 東工 関東 千葉 勝-負-分 順列

明学 - 17○14 11●14 39○6 3●33 35○28 35○9 31○0 5-2-0 2

青学 14●17 - 24○16 44○10 40○7 17○10 31○9 41○3 6-1-0 1

筑波 14○11 16●24 - 7●20 0●37 13●31 0●7 14●24 1-6-0 8

成城 6●39 10●44 20○7 - 14●27 21●31 14●21 10○7 2-5-0 6

東洋 33○3 7●40 37○0 27○14 - 42●56 14●17 19○7 4-3-0 5

東工 28●35 10●17 31○13 31○21 56○42 - 16○9 24○21 5-2-0 3

関東 9●35 9●31 7○0 21○14 17○14 9●16 - 41○0 4-3-0 4

千葉 0●31 3●41 24○14 7●10 7●19 21●24 0●41 - 1-6-0 7
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試合結果

第1節 vs筑波大学 31-13 勝利

第2節 vs成城大学 31-21 勝利

第3節 vs明治学院大学 28-35 敗北

第4節 vs青山学院大学 10-17 敗北

第5節 vs関東学院大学 16-9  勝利

第6節 vs千葉大学 24-21 勝利

第7節 vs東洋大学 56-42 勝利

1年間、応援ありがとうございました！

2部Aブロック星取表



秋シーズン試合レポート
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1Q 2Q 3Q 4Q total

東工大 0 14 10 7 31

筑波大 7 0 0 6 13

2018年9月8日 vs 筑波大学 EXCALIBURS
遂に迎えた秋シーズン第1節、相手は昨シーズンに大差をつけられ敗北した筑波大

学Excaliburs。雪辱を晴らすべく挑む。
第1Q、筑波大学のキックで試合開始。開始早々筑波大にオンサイトキックを決めら

れてしまい、ペースを乱された東工大DEFENSEはそのまま筑波大RBに独走を許し、
TOUCH DOWNを決められてしまう。代わる東工大OFFENSEはQB#6中條のランで
大きく前進し、さらにWR#89磯野へのパスでゴールライン目前まで迫る。
第2Q、開始直後にRB#29伊東がTOUCH DOWN。7-7とし、試合を振り出しに戻

す。拮抗した展開が続く中、筑波大OFFENCEが痛恨のピッチミス。これをLB#51久
保秋がすかさずリカバーし、東工大に流れを引き寄せる。続く東工大OFFENCEでは
WR#85吉村、WR#89磯野へパスが決まりゴールライン付近まで攻め込むと、最後
はRB#29伊東がこの試合2度目のTOUCH DOWN。14-7として前半を折り返す。
第3Q、東工大のキックで試合再開。最初に魅せたのはDL#64徳田。キック直後の

DEFENSEでQBサックを決めて勢いを作る。OFFENCEではQB#4池田がランで大きく
前進し、フィールドゴール圏内に入るとQB#4池田がフィールドゴールを決め、17-7
となる。さらにQB#4池田のランは止まらず、次の攻撃でも大活躍。自身でボールを
エンドゾーンに押し込み、24-7とする。
第4Q、開始直後にDB#37平田がインターセプト。そのまま敵陣深くまでリターン

する。このチャンスにWR#85吉村がパスキャッチし、ダメ押しのTOUCH DOWNを
決め、31-7とする。その後筑波大OFFENCEもTOUCH DOWN決め、31-13となるが、
DB#37平田が2度のインターセプトを決め、これ以上の追随を許さない。最後は一年
生も活躍し、試合終了。31-13で東工大が勝利した。
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2018年9月23日 vs 成城大学 ORANGE BEAMS

秋シーズン第2節。第3節に明学大、第4節に青学大
と優勝候補との対戦を控えており、確実に勝利を掴み
たい試合である。
第1Q、東工大のキックで試合開始。最初のシリー

ズの東工大のDEFFENCEでは多少のゲインを許したも
のの、ハーフライン付近で抑えてOFFENCEへと繋ぐ。
しかし、東工大OFFENCEは中々攻められずすぐにパ
ントになってしまう。その後も東工大は、OFFENCE
は噛み合わず、DEFENSEは得点こそ入らないものの、
ズルズルとゴールライン付近まで進められてしまう厳
しい展開が続く。
第2Q、序盤から成城大OFFENCEに攻め込まれてい

た東工大 DEFENSEであったが、あわや TOUCH
DOWNというパスを、DB#32岸野がインターセプト
してピンチを切り抜ける。直後の東工大OFFENCEで
は、RB#18古瀬のパスキャッチで前進すると、
QB#17岩松が40ydのランでTOUCH DOWN。待望の
先制点を挙げ、7-0とする。しかし、すぐに成城大に
TOUCH DOWNを決められ、同点にされてしまう。た
だ、東工大も黙っていない。東工大のOFFENCEにな
ると、QB#4池田(晋)がWR#83池田(謙)へとロング
パスでTOUCH DOWN。14-7とする。その後もオ
フェンスは順調に敵陣奥へと攻め込み、QB#4池田が
フィールドゴールを成功させ3点追加。17-7となり、
前半終了。

第3Q、東工大の勢いは止まらず、QB#4池田のラン
でロングゲインを獲得すると、そのまま敵陣深くまで
攻め込む。最後はRB#18古瀬のランでTOUCH DOWN。
24-7となる。その後、成城大にTDを許してしまうが
PATを防いて24-13となり、そのまま3Q終了。
第4Q、後が無い成城大は4th down gambleを積極的

に仕掛けてくる決死のOFFENCEを魅せるが、LB#28久
保秋がインターセプトを決め敵陣40ヤード付近までリ
ターン。成城大の流れを止める。その後東工大
OFFENCEはQB#4池田のランでTOUCH DOWNを決め、
31-13となる。しかし、最後に成城大は意地のTOUCH 
DOWN。2点コンバージョンも決め、31-21とされた。
残り時間も少なく、東工大が10点のリードを守ったま
ま試合終了。31-21で東工大が勝利した。

1Q 2Q 3Q 4Q total

東工大 0 17 7 7 31

成城大 0 7 6 8 21



9

2018年10月7日 vs 明治学院大学 SAINTS
秋シーズン第3節。相手は昨シーズン2部Aブロック

1位の強豪であり、今シーズンの優勝候補の一つであ
る。入れ替え戦に出場し、BIG8に昇格するためには
必ず勝たなければならない相手である。
第1Ｑ、明学大のキックで試合開始。最初の

OFFENCEは思うように進まず、パントとなる。しか
し直後のDEFENSEで僅か2プレーで自陣深くまで攻め
込まれてしまい、開始早々ピンチを迎える。幸運にも、
TOUCH DOWN目前に相手がールをファンブル。すか
さずDL♯47近藤がリカバーして攻守交代。続く
OFFENCEではWR♯89磯野が40ヤード以上稼ぐロン
グパスをキャッチし敵陣に攻めこむも得点には至らな
い。代わる東工大DEFENSEは、またしてもDB♯20殿
山ファンブルリカバーでチャンスを作る。すると
RB♯17岩松が70ydを走りゴールライン目前までボー
ルを進め、最後はQB♯6中條がTOUCH DOＷN。7-0
とする。
第2Qは点の取り合いとなる。明学大のTOUCH 

DOWNを許した後、RB♯17岩松がまたしてもロング
ゲインでボールを進めると、QB♯6中條がこの試合2
度目のTOUCH DOWN。対する明学大はキックリター
ンでいい位置につけるとそのままTOUCH DOWN。取
られては取り返す、両者一歩も譲らぬ展開となり14-
14で前半を終える。

第3Q、東工大のキックで試合再開。両者パントを蹴り合
う展開となるが、先に均衡を破ったのは明学大。ラン、パ
スを織り交ぜた攻撃でTOUCH DOWNに成功。14-21とな
り、この試合初めてリードを奪われる東工大だが、直後の
OFFENCEでQB♯6中條が45ydを独走しTOUCH DOWN。
21-21と再び同点になる。
両者激しい攻防を繰り広げながら、試合は同点のまま最

終第４Qに突入。ここで、明学大に痛恨のTOUCH DOWN
を許してしまい、21-28とリードされてしまう。その後、
OFFENCE陣が奮闘するも得点につなげることはできない。
DEFENSEではDL♯47近藤、LB♯53深水のロスタックルな
ど好プレーを見せつつも、再びTOUCH DOWNを取られて
しまい、21-35とこの試合始めて2TD差となった。このと
き残り時間3分。負けられない東工大はQB♯6中條がこの
試合4回目となる執念のTOUCH DOWNを決める。最後は
DEFENSEが粘りを見せるも、タイムアップで試合終了。
28-35で東工大は秋シーズン初の黒星をつけた。

1Q 2Q 3Q 4Q total

東工大 0 14 7 7 28

明学大 0 14 7 14 35
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2018年10月21日 vs 青山学院大学 LIGHTNING
前節では１TOUCH DOWN差で明治学院大に惜敗し

た東工大。第4節の相手は、明学大と同じく優勝候補
の一つである青山学院大。負けると入れ替え戦の出場
が大きく遠のいてしまう大一番。何としても勝利を掴
みたい。
第1Q、東工大のキックで試合開始。試合はまずは

青山学院がチャンスを掴む。ゴールラインまで残り
1ydまで攻め込むと、4th DownはGambleを選択。こ
こは東工大DEFENSEが粘りを見せて青学大を止めた。
ピンチを乗り越えた東工大であったが、続く
OFFENCEでRB♯17岩松がボールをファンブル。これ
をリターンTOUCH DOWNされてしまい、思わぬ形で
先制点を奪われる。
第2Q、DEFENSE陣はDL♯64徳田のロスタックル

やDL♯47近藤のQBサックなどで相手の好きにさせな
い。OFFFENCE陣も、時間を使いながらじわじわと攻
め込み、ゴールラインまで残り3ydまで前進する。
4th Downとなり、東工大はGambleを選択するも、
青学大の堅牢な守備にこれを阻まれてしまう。0-7の
まま、前半を折り返す。
第3Ｑ、青学大のキックで試合再開。序盤は両者

OFFENCEがかみ合わず、拮抗した展開となっていた
が、東工大OFFENCEがWR♯89磯野、WR♯85吉村
へのパスキャッチでゲインを重ね、均衡を破る。敵陣
に深くまで攻め込んだところで試合は第4Qへ。
第4Q、開始早々QB♯6中條がRUNでTOUCH 

DOWN。7-7と同点に追い上げる。守備では、主将の
DB♯20殿山がインターセプト。そこから、意地のリ
ターンを見せて敵陣残り5ydでバトンタッチ。東工大
はこのチャンスにフィールドゴールを決め、10-7と
リードする。ここで青学大も昨シーズン入替戦に出場
した実力を見せる。瞬く間に東工大陣深くまで攻め込
み、東工大が粘りのDEFENSEを見せる中、TOUCH 
DOWNを決め10-14と再び青学大のリードなる。残り
時間少なくなる中、何としても得点を取りたい東工大
OFFENCEだがうまく1st Downを取り切れず、青学大
に好位置で攻撃権を渡してしまう。さらに青学大にダ
メ押しのフィールドゴールを決められ10-17と差を広
げられる。
反撃もむなしく、時間切れで試合終了。10-17で青学
大の勝利となった。

1Q 2Q 3Q 4Q total

東工大 0 0 0 10 10

青学大 7 0 0 10 17
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2018年11月3日 vs 関東学院大学 HURRICANES

秋シーズン第5節。2勝2敗と入れ替え
戦出場を果たすには、後が無い東工大
Buffaloesは同じく2勝2敗の関東学院大
学を、ホームの大岡山グラウンドにて迎
え撃つ。
第1Q、関東学院大のキックで試合開始。

東工大OFFENCEは着実に敵陣深くまで
攻め込むと、WR#5佐藤のパスキャッチ
でTOUCH DOWN。6-0と先制する。
DEFENSEもDL#69于のQBサックで相手
の攻撃を封じ込める。勢いに乗る東工大
OFFENCEはWR#89磯野が45ヤード以
上を稼ぐパスキャッチを決めるが、続く
プレーでインターセプトを喫し得点には
至らない。

第3Q、東工大のキックから試合再開。
最初のDEFENSEはDL#47近藤の力強い
ロスタックルで関東学院大OFFENCEを
押さえる。直後の東工大OFFENCEでは
WR#83池田(謙)へのパスでTOUCH 
DOWN。16-3と差を広げる。ここで関
東学院大も意地を見せる。多彩なランを
巧みに操り東工大陣へと攻め込む。
ゴールラインを目前にしたところで、試
合は第4Qへ。

第2Q、OFFENCEではWR#24高梨の
パスキャッチなどでゴールラインまで残
り1ydまで詰めるも、TOUCH DOWNは
奪えず、フィールドゴールトライ。これ
をQB#4池田が着実に決め、9-0とリー
ドを広げる。東工大DEFENSEはDB#27
遠山の鋭いタックルやDL#14鵜沢の粘り
のプレーなど、好プレーを見せるも最後
はフィールドゴールを許してしまい、9
－3で前半を終える。

第4Q、開始直後に関東学院大が
TOUCH DOWN。幸運にもキックは外れ
るが、16－9となり、TD一本差に迫られ
る。東工大OFFENCEは何とか点差をつ
けたいところだがゴールライン付近まで
攻め込んだところでまたもやインターセ
プト。関東学院OFFENCEはじわじわと
攻め込み、東工大ゴールラインを脅かす
も、東工大DEFENSEが奮闘し、ギリギ
リのところで抑えこむ。ここでRB#17
岩松が40yd以上のランを見せて悪い流
れを断ち切り、東工大は16-9で逃げ切っ
た。

1Q 2Q 3Q 4Q total

東工大 6 3 7 0 16

関東学院大 0 3 0 6 9
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2018年11月18日 vs 千葉大学POSEIDON
秋シーズン第6節。他の試合の結果にもよるが入れ

替え戦の可能性が残っており、希望の光が僅かに差し
込むBuffaloesにとって運命の試合と言っても過言で
はない。
第1Q、千葉大のキックで試合開始。好調の東工大

OFFENCEは着実に相手ゴールライン付近までボール
を進めると、WR＃24高梨のパスキャッチでTOUCH 
DOWN。7-0で先制する。流れを掴んだように見えた
が、その後のキックでリターンTOUCH DOWNを決め
られ、すぐに同点に追いつかれてしまう。不穏な空気
が流れる中、その後のキックでRET#4池田(晋)が敵陣
15ydまで進むビックリターンを見せ、再び流れを引
き寄せる。再びWR＃24高梨のパスキャッチで
TOUCH DOWN。14-7とする。
第2Q、最初の相手のOFFENCEを抑えて攻撃権を奪

うと、直後のプレイでQB＃6中條から放たれたロング
パスがWR＃83池田(謙)の腕の中に綺麗に収まり、そ
のままTOUCH DOWN。21-7とリードを広げる。し
かしここで試合は思わぬ展開を迎える。続く東工大の
キックで、誰も予想しなかった2回目のリターン
TOUCH DOWNを決められ、21-14となってしまう。
何とか点差を広げたい東工大であったが、敵陣深くま
で攻め込むも、フィールドゴールを決めることができ
ず、21-14で前半を折り返す。
第3Q、東工大のキックで試合再開。千葉大の

OFFENCEを3プレーで抑えると、代わる東工大の
OFFENCEは着々とゲインを重ね、残り4ydまで攻め
込む。しかしここで、痛恨のインターセプト。さらに
その直後に千葉大にTOUCH DOWNを奪われ、21-21
の同点となる。
第4Q、東工大OFFENCEは思うように攻めることが

できないが、DEFENSE陣が奮闘し、試合は拮抗した
流れになる。同点のまま残り時間が減っていく中、東
工大OFFENCEは最後の攻撃で、時計を止めながらも
敵陣8ydまで攻め込むことに成功する。そして残り時
間8秒、決めれば勝ちというプレッシャーの中、K#4
池田がフィールドゴールを決め、間一髪のところで貴
重な3点を獲得した。そのままタイムアップとなり、
試合終了。ぎりぎりの試合だったが、24-21で何とか
勝利することができた。

1Q 2Q 3Q 4Q total

東工大 14 7 0 3 24

千葉大 7 7 7 0 21
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2017年7月2日 東工大 vs 立教大

1Q 2Q 3Q 4Q total

東工大 7 21 14 14 56

東洋大 14 7 0 21 42

2018年12月2日 vs 東洋大学VIKINGS

遂に迎えた秋シーズン最終節。他会場の結果によりBuffaloesの入れ替え戦の可能性
は無くなってしまったが、この試合が今年度のチームの集大成を見せる場であること
に変わりはない。 Buffaloesの全員が全てを出し尽くすべく、東洋大に立ち向かった。
第1Q、東工大のキックで試合開始。東工大DEFENSEは1プレー目でTOUCH 

DOWNを取られてしまうものの、直後のOFFENCEでQB#6中條がTOUCH DOWNを
決め、すぐさま7-7の同点に追いつく。攻撃権が相手に移るが、またしてもTOUCH 
DOWNを決められ7-14とリードを許してしまう。その後中々東工大オフェンスが得
点まで攻め切れない中、ディフェンスはDLの激しいラッシュやDB＃27遠山のナイス
タックルなどでこれ以上のリードを許さない。
第2Q、こここから試合は激しい点の取り合いとなる。QB＃4池田(晋)のランプレイ

でゴールライン付近まで迫ると、続くプレイでQB＃6中條がゴールラインを踏み越え
てTOUCH DOWN。同点となると次のキックでオンサイドキックを決めて、またして
もQB＃中條のランでTOUCH DOWN 。少しの瑕疵もない逆転を見事に成功させる。
喜びもつかの間、続く東洋大OFFENCEが次々とパスを決めTOUCH DOWNを奪われ
る。この時点で得点は21-21。また間髪入れずに、DB＃32岸野の飛び込みインター
セプトを決め、東洋大OFFENCEの流れを断ち切ると、直後の東工大OFFENCEでは
QB＃4池田(晋)のロングパスをWR＃83池田(謙)がキャッチしてTOUCH DOWN。息
つく暇もなく逆転し、28-21となる。そしてDB＃32岸野が2回目のインターセプトを
決めたところで前半が終了。
第3Q、東洋大のキックで試合再開。QB＃6中條がオフェンスキャプテンとしての実

力を見せつけるかのように、相手を次々とかわしてTOUCH DOWN。その後の東洋大
のOFFENCEを押さえると、次の東工大OFFENCEではRB＃17岩松のランでTD。42-
21までリードを広げる。
第4Qも両チームの勢いは止まらず、東洋大が3回のTOUCH DOWN、東工大はQB

＃6中條による2回のTOUCH DOWNを決めた。56-42でリードしたまま、迎えたラス
トシリーズ。大怪我で戦線離脱していた4年OL#77梶井もフィールドに立つ。4年
QB#6中條が同期のオフェンスメンバー3人をブロッカーに従えてロングゲインを獲得。
最後は#6中條がエンドゾーンにロングパスを投げるも、これがインターセプトされた
ところで試合終了。最終戦を勝利で終えることができた。



2017年度 春シーズン報告

2018年、目標としていたBIG8昇格は果たせず悔いが残る結果と
なってしまいました。しかし、選手スタッフ含め、チーム一人一人が
学び・成長できたのではないかと思います。リーグ戦が終わり、現役
を引退した29期にインタビューをしてみました！

2017年度 春シーズン報告4年生インタビュー

🏈質問内容

1. 4年間をとおして一番印象深かったこと
2.自分が活躍した瞬間について
3. ４年間を通して得たこと
4. 同期、後輩に一言

14



2017年度 春シーズン報告4年生インタビュー

#20 DB  主将

殿山俊吾

1.一年の時、スタメンになった試合の1st playでMtoMで負け一
発TDを取られ、その試合はそのあとやったPAT以後は出場せずに
負けたこと。高校からアメフトしている中で初めて味わった惨め
さでめちゃくちゃ悔しかった。試合後の練習で同じシチュエー
ションを作ってもらい当時の主将だった豊田さんに勝負してもら
い、練習することと結果にこだわることを教えてもらったこと。

2.二年生の時は勝つこと、上手くなることに対し自由でがむしゃ
らにやることが出来ていて、チームにも影響を与えられていたと
思う。三年、四年では副将、主将というプレッシャーがある中踏
ん張り自分が前に進む、という強くカッコいい姿は見せられな
かった。

3.自分の1playでチームが進んだ瞬間も、負けた瞬間も、自分の
行動がチームに良い影響を与えた瞬間も、悪い影響を与えた瞬間
も経験した。これらは四年のときだけでなく、一年の時からあり、
チームの一員であることの重みを知ることが出来た。また、考え
る、ということを常に問われたことで今までやっていた方法にす
ぐ飛びつくのではなく、本当の目的に立ち戻り考えられるように
なったり、自分が目を背けていた部分と向き合うことができるよ
うになった。

4.今年こそ昇格する。

15



2017年度 春シーズン報告4年生インタビュー

1.2年生の時の合宿…1年生の頃と何もかもが違っていてとて
もきつかった
一橋戦の2min・桜美林戦…追い込まれた状況で最後まで戦い
抜くことができた
帝京戦の2pt…土壇場での自分の弱さを目の当たりにした
東洋戦…負ける気がしなかった

2.最後の明学戦。オフェンスに出番が回ってきたら絶対にTD
を持ってこれると信じていた。最後の最後まで前に進み続け
ることができた。
それと1年間通じてDEFENSE相手に大して避けずにかまし続
けたこと。目の前の相手に自分をぶつけ続けることをフィー
ルドでやり抜くことができた。

3.考え続けることの大切さと難しさを知ることができた。そ
して自分がすぐに考えることから逃げてしまう弱い人間であ
ることがわかった。もっと深く考え続けられる人間になりま
す。
それとリーダーとして前に立つことの難しさ、強い信念を
もっていないとみんなを引っ張っていくことはできないとい
うことを実感しました。

4.同期へ、たくさん迷惑かけました。最後まで付き合ってく
れてありがとう。これからもよろしく。
後輩へ、きついことがあっても逃げずに戦い続けよう。最後
必ず得られるものがある。

#6 QB

中條鷹信
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2017年度 春シーズン報告4年生インタビュー

1.自分が四年生になって四年生の大変さ難しさがわかった時
に改めて、今までの四年生の先輩方の凄さを実感したことで
す。
当たり前のようにあった部活の環境がとてつもない努力の上
にあったのだなと改めて実感したことが印象深かったという
か、ハッとさせられたことです。

2.今年一番活躍したと言えるのは千葉戦だと思います。単純
に出番が多かったからですが。やっぱりロングゲインやイン
ター自分が試合に影響を与えた瞬間が一番楽しかったですし、
その点で言えばいろいろなポジションが出来たことはいろい
ろな活躍の仕方が出来てお得だったかもしれません笑

3.学んだことはいろいろありますが、一番は自分がどういう
人間で、何が弱いのかをそれを晒されたことでわかったこと
が大きいと思ってます。
他のサークルとかではまず無いような経験を通して、まだま
だ頑張らないといけないですが、少しでも成長が出来たこと
はこの4年間の財産だと思ってます。

4.素直で謙虚であれ！！

#13 RB 

木村修麻
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2017年度 春シーズン報告4年生インタビュー

1.一番印象に残っている試合は、4年の時の青学戦。この試合で全
てが決まった。勝った青学は1部へ行き、負けた自分たちは2部。
差は一本差で、この結果は本当に自分たちの取り組み全てを表し
ていると思う。あと1プレー止めきれない、あと数yard取りきれ
ない。普段の取り組みからの詰めの甘さが、あと一歩届かないと
いう結果になった。差は小さいが、これを埋めることはそんな簡
単なことではないし、小さいけど大きな差ななんだと思う。

2.自分のベストプレーは、4年の時の東海戦での1プレーである。
3rd down shortで、後2yd取られたらフレッシュと言う場面で、
僕はLOSと平行にセットした。相手のセンターは完全に戸惑って
いた。プレーが始まり、センターは僕に対して何もできず、僕は
そのままキャリアにタックルし、Los tackleとなった。僕は戦い
方の1つとして相手を惑わせる駆け引きを使うが、この駆け引きが
最もきれいに決まった瞬間だった。

3.勝つために自ら考えるということ。身体が小さかった僕は、普
通にやっていてはでかいOLに勝てないと考え、駆け引きやセット
の位置、ディスガイズなど、いろいろなことを試すようになった。
上手くはまったものは取り入れ、だめと判断したものは外す。こ
のようにして自分のプレースタイルを作っていった。
高校の時に、1.2教えられたら残りの3から10は自分で考えろとよ
く言われたが、それがこの4年間を通してできるようになったと思
う。

4.素直になれ。そして自ら考え、自分に合ったプレースタイル、
勝ち方を確立していってほしい。

#47 DL

近藤光一郎
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2017年度 春シーズン報告4年生インタビュー

1.このチームにいて、印象深かったことは、一言で言うと本気でス
ポーツに取り組む人達がたくさんいたことだと思います。中高とバ
スケ部でした。そこでは、自分や同期達も一生懸命練習をしていま
したが、今思うと、どこかふんわりしていました。それは、フィジ
カルや、技術や、戦術などへの取り組みで、やっていましたが、中
途半端でした。が、このアメフト部では、アメフトは準備のスポー
ツと言われてる通り、特に先輩やコーチ達が日々これらについて本
気で向き合っていたのが印象的でした。

2.自分が活躍したな、と思う瞬間は、4年の春の帝京クールの時でし
た。その時が一番、ふっ切れていたなと。自分の思っている事が簡
単にまとまって、それをストレートに出せる事が出来ました。そし
て、それがプレー出せて、思い切りプレーが出せたなと思いました。
このおかげで、自分のやりたいDEFENSEって言うものが、少し見え
たかなと思った瞬間でした。

3.4年間で得た事は、自分と向き合う事の大切さ、を実感したことだ
なと思います。この事について考えなければ、つらい時につらい事
に自分に負けてしまう。自分は今までずっと自分の事について考え
ず、向き合う事から逃げていたと思います。自分の心からやりたい
事を考え、それについてひたむきに向かう事の大切さを痛感させら
れました。

4.後輩へ:真っ直ぐに本気で向き合える集団は無いと思うし、そこに
いるからには、自分のしたい事に向き合って、全部出し切って欲し
い

同期へ:こんな自分ですが、なんやかんや4年間付き合ってくれてあ
りがとう。これからもよろしく

#55 LB

山崎豪
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2017年度 春シーズン報告4年生インタビュー

1.1年生の時の合宿です。あのときは、自分は合宿直前まで怪
我をしていたことや、実力不足もあり、他の一年生たちは
SPTのダミーに入るなか、自分だけ何も入っておらず、とて
も悔しい思いをしました。また、勝負ものでも何を勝つこと
ができずに泣いていたのを覚えてます。ただ、SPT裏でコー
チの方々に基礎の練習を見てもらっていたのもとても印象深
く、あの時間があったからその後試合に出れたのだとも思っ
ています。

2.自分は1年から4年まで大きな怪我をすることなく、プレー
をし続けることができました。そのおかげで、自分はグラウ
ンドのなかにいつづけることができました。自分は試合等で
大きな活躍をすることはなかったとは思いますが、怪我をせ
ずに練習し続けられたことだけは唯一他の人たちに負けてな
いところだと思います。

3.自分は中学、高校でほとんど運動をしてこなかったので最
初はほとんど動くことができず、周りについていこうとする
ので精一杯でしたが、試合に出たい一心で頑張り続けたら周
りの人からの評価も上がり、2年生からは試合に出させてもら
えるようになりました。このことから、困難なことでも諦め
ずに努力し続ければ、どこかで努力は実を結ぶし、周りの人
もそれを見てくれるというのを学びました。

4.見た目汚くてごめんなさい

#66 OL 

辻永欣和
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2017年度 春シーズン報告4年生インタビュー

1. 4年次の合宿。自分の弱さを思い知らされ、自分のことを
見つめ直し考えるきっかけとなった。あの場所でコーチ、同
期、後輩に言われたことの一つ一つが鮮明に覚えている。あ
の場所で自分の弱さを実感できていなかったら現在の自分は
ないと思う。肉体的にも精神的にも一番きつかったけど、今
思えばあの場所が最も成長できた場所だった。

2.４年の秋の最終戦。筑波戦以降の試合を骨折により出られ
なかった自分を後半使っていただいたこと。試合内容では自
分が活躍していたわけではないが、オフェンスの全員から声
をかけられ、フィールドでは思い切りプレーをし、そこで自
分の全てを出し切ることができた。

3.目標を達成するため、成長するためには自分では予測でき
ない不確定なことにも恐れず挑戦して、やりきらないといけ
ない。そこで真正面からぶつからずに辛いことから目を背け
てしまうと一切の成長は得られないし、結果も出ない。ただ
辛いだけの時間になる。辛いこと、苦しいことに真正面から
ぶつかることでその先に見えるものがあるということ

4.継続は力なり

#77 OL

梶井将
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2017年度 春シーズン報告
4年生インタビュー

1.最後の1年間全て。 毎日毎日不安との戦いでした。本当にこれで
良かったのだろうかと自問自答し、後悔の連続でした。だからこそ
今までの人生の1日と比べたら、格段に濃い日々を送れていたと思
います。どうやったらチーム全員が自分が勝たせたんだと胸を張っ
て言えるようなチームになれるのか、現役の時は常に考えていて、
このように過ごせた1年間は印象深く、私の一生の宝物です。

2.引退後に何人かから花美さんをみていて自分の中のスタッフ像が
変わったとかスタッフでも戦えるんだということを体現していたと
言ってもらいました。チームの一員であることはスタッフも選手も
関係なく、絶対に勝つという気持ちが全てだと思います。だからこ
そ選手もスタッフも同じ立場でチームを高めていかなくてはいい
チームは作れないと思います。全員が勝たせたと胸を張れるように
全員で戦って欲しいです。スタッフでも戦えるんだと思ってもらえ
たことは私の中での目標の一歩は進めていたのかなと思いました。

3.本当の意味での絆とチームへの愛。 buffs大好きでした。同期や
後輩にきついこといったり、イライラしたりしていましたが、本当
にみんなで勝ちたかったんです。実はきついことだけしかいってな
かったわけではないんですよ笑 きついこと言うだけだとダメで結
局その人を変えなくてはいけないから、いろんなアプローチを考え
て考えて。。。こんなにも没頭できたのはチームへの愛があったか
らだと思います。そして、この本音でぶつかると言うことを通して
本当の意味での絆を理解できるようになりました。

4.同期へ コーチになっても変わらず存在感なさすぎ！！存在感出
してこ！！！ 後輩へ みんなのこと本当に大好きです。今までこん
な頼りない四年生だったけどついてきてくれてありがとう。
みんな輝け！絶対BIG8昇格！！！

STAFF AT 主務

藤崎花美
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2017年度 春シーズン報告4年生インタビュー

1.4年時の合宿です。この合宿は今までの合宿の中で1番密度が濃く
ストーリーある合宿だったなと感じています。夜になるとオフェン
スディフェンスごとに全学年が集まり、ミーティングをしました。
各人の本音をぶつけ合い、お互いの信頼を深められたのかなと思い
ます。そのためか、次の日の練習になると見違えるように一体感が
生まれ、チームがどんどん団結していった気がして、このまま合宿
の勢いのまま試合になればいいのにとさえ思っていました。

2.自分が活躍でき、思い出深かったなと思うのは今年の新歓です。
今年は運営を司り、運営や指揮、広報物など多岐にわたって経験を
させてもらいました。
新歓期にはイベントや食事会、会場セッティングなど多くの手続き
がほぼ毎週のようにあるため、先を読んで計画的に行動せねばなら
ず、気を常に張り続ける日々でした。そんな中でも目的を見失わず、
今自分がせねばならないものは何なのかを考え続け、奮闘できた気
がします。

3.意味ある行動を心がけ、本質を見抜くこと。これまで、私は指示
されたことをあまり考えずに行動し、こなしてきました。しかし、
部活をしていく中で、自分は何のためにこの動きをするのか、他に
いい方法があるのではないか、と考えて行動するようになりました。
他の人の動きでもなぜこの人はこの動きをしたのか、その意図は何
かまで気になるようになりました。全ての行動には意味があり、人
は常に考え続けることが大切だと、気づけた気がします。

4.自分は何のために何をしているのか、常に問いかけ、本当の目的
を見失わないでください。

STAFF GrMG

白木沙織
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2017年度 春シーズン報告4年生インタビュー

1.４年間ASをやってきっと同期の中では一番外に出ている時間は少
なかったですが、グラウンドの景色はずっと忘れないと思います。
サイドラインからの景色はビデオや櫓にはない速度感が感じられて、
すごく好きでした。ラインのブロックやスラントや、ショートパスを
思い浮かべるときはいつもサイドライン目線のイメージが浮かびます。
グラウンドで「見た」時間は私の宝物だと思います。

2.下級生のころはグラウンドを走り回る機会もあったのですが、後半
にはASは影の存在になりスタッフのあり方もだいぶ変わりました。
去年の春には、過渡期にあるチームの中で、新しい形を作るべくASは
奮闘したと思います。その中で多くの話し合いを重ねたこと、辞めて
しまうことになった後輩のことも忘れられません。やりきれなかった
という思いはありますが、私の考えている中で伝えるべきことは伝え
られたと信じています。少しでも今後のスタッフとチームの前進に残
せていればと思います。

3.理論的に結果がわかっていても相手を動かせないことがある、とい
うことに何度も直面し、どうしたら相手に伝わるのか、相手を動かせ
るか、という新しい課題を得たことは自分にとって大きな前進だった
と感じています。自分の弱点を思い知らされつつ、理論的ではないと
ころで、人のコミュニケーションのあり方について多く考えさせられ
ました。多くの人との関わりがいい経験になったと感じています。

4.貴重な経験をさせてくれてありがとうございました。何度もいうよ
うですが、駄話も必要ですが、本物のコミュニケーションが重要です。
現役もOBも豊かな４年間・６年間にしたい、と自ら思うようなチーム
になるといいです。

STAFF AS

有馬千世
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2017年度 春シーズン報告4年生インタビュー

1.2年生の春の青学戦でプレーコールを任させて頂いたことが
一番思い出に残っています。
当時はまだ2年生で、本当に未熟者でしたが、本番でのプレー
コールと本番への準備期間を通じて、チームを動かすことの
楽しさを知ると共に、アメフトの面白さを知ることができま
した。
その時に経験したことが、その後の僕のASのしての活動を大
幅に広げてくれました。

2.分析した結果を基に相手がこういう戦術で来るだろうとい
う予測を立てるのですが、予測が当たる試合もありましたが、
重要な試合ではほとんど当たりませんでした。
4年生の秋の明学戦と青学戦では、比較的予想通りに来たので
すが、力が及ばず勝つことはできませんでした。
そのため、試合に結果が出るような活躍はほとんどできな
かったです。

3.社会人コーチをはじめ数多くの方々にご指摘をいただき、
また、自分の軽率な行動でたくさんの方に迷惑を掛けました。
そこで、自分がどういう人間なのかと、自分の弱さを知るこ
とができました。これはアメフト部という決して楽ではない
環境があったから、分かることができたのだと思います。
自分にはまだまだ直さなくてはいけない点が数多くあるので、
今後直していきたいと思います。

4.AS男子の、一人で抱え込みがちな伝統を作ってしまいまし
た。申し訳ありません。

STAFF AS

北川涼太
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2015年度新体制紹介

幹部紹介

2019年度新体制・春シーズン詳細

部長 須田 和裕

監督 藤田 浩明

ヘッドコーチ 中村 壮一郎

OFFENCEコーディネーター 辻 亮介

DEFENSEコーディネーター 金 成在

KICKINGコーディネーター 高橋 純一

ヘッドトレーナー 土岐 亮介

主将 安濃 卓人

副将 池田 晋
于 牧遠
西 健介

主務 (STAFFキャプテン) 広島 功貴

幹部紹介

現役部員の人数(2019年4月時点)

QB RB WR OL DL LB DB
選手
合計

スタッ
フ

計

４年
(30期)

1 １ 4 3 2 3 3 17 6 23

３年
(31期)

１ 2 3 3 5 2 3 19 10 29

２年
(32期)

１ １ 3 3 3 1 4 16 10 26

計 3 4 10 9 10 6 10 52 26 78
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春シーズン試合日程

4月20日(土) 14:00 Kick Off

4月27日(土) 13:00 Kick Off

5月12日(日) 12:00 Kick Off

5月25日(土) 13:30 Kick Off

6月16日(日) 13:00 Kick Off

6月29日(土) 13:30 Kick Off

6月30日(日) 16:00 Kick Off

vs一橋大学 ＠東工大大岡山Gr

vs国士館大学 ＠東工大大岡山Gr

vs横浜国立大学 ＠東工大大岡山Gr

vs拓殖大学 ＠拓殖大八王子Gr

vs東海大学
＠東海大高間原Gr

vs桜美林大学 ＠アミノバイタルフィールド

vs武蔵大学 ＠武蔵大朝霞Gr
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2019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

拓殖大八王子グラウンド
住所：東京都八王子市館町815-1
アクセス：
●JR中央線・京王線高尾駅
南口1番バス乗り場から京王バス 【高23】系統拓殖大学行き乗車10分、終点下車徒歩5分
●JR中央線京王線高尾山駅徒歩50分
●高尾駅からタクシー5分～10分程度

東海大学高間原グラウンド
住所：神奈川県平塚市北金目3-42
アクセス：
●小田急電鉄小田原線 東海大学前駅下車徒歩約15分

Aブロック Bブロック

東京学芸大学 専修大学

成蹊大学 明治学院大学

上智大学 東京工業大学

関東学院大学 拓殖大学

帝京大学 東洋大学

東京農業大学 成城大学

千葉大学 一橋大学

学習院大学 東京外国語大学

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。

武蔵大学朝霞グラウンド
住所：埼玉県朝霞市幸町3-15-3 
アクセス：
●西武池袋線「大泉学園駅」下車
北口駅前より西武バス朝霞駅行「朝霞警察署前」下車徒歩３分

●東武東上線・地下鉄有楽町線「朝霞駅」下車
西武バス大泉学園行「朝霞警察署前」下車徒歩３分



納会・父母総会の報告

先日、2018年度の納会が大岡山蔵前
ホールで行われました。
昨年度キャプテン、殿山からの昨シーズンの
報告や須田先生、藤田監督、中村HC
OB会矢島様からのお話をいただきました。

また、2018年度MVPが各コーチから発表されました。
オフェンスMVP 中條 鷹信
ディフェンスMVP 近藤 光一郎
スタッフMVP 藤崎 花美
コーチMVP 松木 祐太朗
特別賞 辻永 欣和

新体制の幹部の発表も行われました。
キャプテン 安濃 卓人
オフェンスキャプテン 池田 晋
ディフェンスキャプテン 于 牧遠
キッキングキャプテン 西 健介
主務 広島 功貴

（左から 安濃、池田、于、西、広島）

納会後の父母総会では29期への記念品の贈呈や2018年度父母会から新
年度の父母会への引継ぎが行われました。
2019年度も熱い応援どうぞよろしくお願いいたします！

30期 MG 秋元
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2017年度 春シーズン報告
3月17日にIBMとの合同練習と、高校生クリニックを同時に行いまし

た！
今年からリクルーティングの一環として、アメフトをしている高校生

を東工大に集め、BUFFALOESが誇る社会人コーチが指導を行う高校生ク
リニックを行うことになりました。
その第一回が3月17日に開かれました。
偶然にも社会人リーグX1所属の
IBM BIG BLUEの方から合同練習
をこの日に行えないかとの話が
飛び込み、この2つを同日に行う
運びとなりました。
今回いらした高校は、都立西高校、都立富士高校、浅野高校、白山高

校、松陽高校の5校です。各校が、1時間のクリニックを受けたあと、ス
クリメージを行いました。濃密な練習を終えたあとは、現役部員による
東工大紹介、BUFFALOES紹介を聞いて
もらいました。
また、IBMの方々も少しの間

高校生クリニックに参加いただき、
高いレベルの指導をしていただけ
ました。高校生にとってもとても
良い経験につながったことと思い
ます。
高校生クリニックの裏で、東工大とIBMの合同練習を行いました。普段

決して練習を共にできないレベルの方々とMtoMや、1on1で相対し、さ
らにはスクリメージも行いました。いい刺激となりました。練習後には、
各ポジションごとにIBMの方々に、良い練習方法や考え方など多くのこと
を聞く時間をいただけました。この日は、BUFFALOESにとって、とても
実りの多い一日となりました

現役よりご報告
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3/24に社会人リーグXIリーグ所属のAFCクレーンズとの合同練習を行い
ました。

BUFFALOES23期の加藤さんが所属しており、今回の合同練習が実現いた
しました！

今シーズン初めてのKICKINGのスクリメージや、ドライブ形式のスクリ
メージを行いました。冬の練習の成果を確かめるには良い機会となりま
したが、オフェンス、ディフェンス共に課題の多く残る結果となりまし
た。春シーズンを前に、気を引き締め直し、今後の練習につなげていき
ます

現役よりご報告
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ネイビーのみの販売で残りわずかとなってます！
このタオルで汗を拭き、みなさんでチームの応援を行いましょう!!

¥ 2,000 

Size:20cm×100cm

おすすめグッズ

マフラータオル

残り
わずか!!
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物販からのお知らせ

OB会からご連絡春シーズン中の物販

今年もBUFFALOESグッズを試合会場、販売ブースにて販売いたします！商品詳細は次ページ

以降をご覧ください！
また、郵送できる場合もございますので、総務部のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。
新グッズはでき次第、販売の案内をさせて頂きます。

今年度は公式ネットショップも開設予定となっております。最新情報は会報やHPにて公開いたしま
すので詳細につきましてはもうしばらくお待ちください。
また、今回ご購入されたい方は下記総務部アドレスまでご連絡いただければと思います。

なお現在、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



サンバイザー&キャップ

ネームホルダー

シートクッション

その他 商品一覧

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！
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ストラップ
素材:ポリエステル
長さ:片側45cm
幅:15mm

カードケース
適合用紙サイズ：

64mm×92mm
チャック付き

カードケース付き

価格 ¥700

青地に白文字で「BUFFALOES」の文字とロゴマーク
が片面のみ印刷されているシンプルなデザインとなって
おります。

カードケース付きなのでお勤め先で使ってもよし、スマ
ホやカメラを首から下げるストラップにしてもよしの商品
です！

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
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ボールペン

クリアファイル

BUFFALOES 公式Tシャツ トートバック

¥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。

ステッカー
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サイズは1種類となります。
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!

¥2,300

Size :
小（ 9L ）

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！

1枚 ¥ 100

6枚 ¥ 500

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 

5本セット¥450
(ブルー3、オレンジ2)

Size:次ページ参照
(2018Tに同じ)

素材:綿100%

¥ 1,500 

イメージ前 (後ろは無地になっております)

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。

¥200

※黒の背景部分は透明です
サイズ：50×50mm

BUFFALOESのロゴがシールになりました！
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♪



お買い得グッズ

2018Ｔシャツ
2018年限定Tシャツを在庫のある限り、特別価格で販売いたしま
す！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、暑い時期にもぴったり！
こちらのデザインは昨年度売り切れ続出となるほど大好評でした！
2018Tシャツを是非記念にいかがでしょうか。

サイズ S L XL

着丈 65 71 74

身幅 48 54 57

肩幅 43 47 49

袖丈 20 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)

※画像はイメージのため実際の色
とは多少異なる恐れがございます
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在庫限り!!

¥ 1,300 ¥ 1,000



編集後記

あとがき

今年度、総務の広報を担当致します29期白木沙織です。
この1年、チームに関する情報を皆様にお届けし、よりBUFFALOES

を身近に感じていただけたらと思います。よろしくお願い致します。
2018年度も温かいご支援、応援、ありがとうございました。皆様

の支えもあり、この1年間、29期を中心にチームが突っ走ることが出
来ました。結果を残すことはできませんでしたが、今年得たことを来
年に引き継ぎ、さらなる成長を遂げ、今年こそはBIG8昇格を果たし
てほしいと思います。すでに30期を筆頭として、新チームはスタート
しています。今年のチームにも期待できる注目プレーヤーが数多くい
るので、今年の試合も熱い試合になることでしょう！
ぜひ、会場にお越しになり、生で試合をご観戦ください！

総務部会報担当 29期 白木沙織

次回会報

発行予定 ： ５月下旬頃

掲載内容（予定）
・ 新4年インタビュー
・ 物販のお知らせ

・ 新4年生インタビュー

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

連絡先：総務部メールアドレス
buffaloes.soumu@gmail.com
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・ 新父母会長からの挨拶
・ 合宿についてのご連絡


