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父母会長コメント

父母・OB・OGの皆様におかれましては、ますます御健勝
のこととお慶び申し上げます。
日頃のご支援に心からお礼申し上げます。

さて、いよいよ9月8日の成城大学戦から2019年のリーグ戦
が始まります。
我がバッファローズは昨年善戦し、入替戦にあと1歩のとこ
ろまで行きました。
新チームは春のオープン戦を5勝2敗で終え、そこで見つけ

た課題を克服し、また昨年の雪辱を果たすべく厳しい日々
の練習を重ね、夏合宿を乗り切ってきました。
今年は総力を挙げてリーグ戦を戦い抜き、BIG8昇格の歓喜
に包まれて2020年を迎えられるものと信じています。

リーグ戦は現役の選手・スタッフのみならず、須田先生、
藤田監督、中村ヘッドコーチはじめコーチの方々、OB、父

母、そして同じ志を持ってバッファローズに参加した全て
の人々の思いが結実する場であると思います。

だからこそ全員の力で満足のいく結果を残さねばなりませ
ん。

父母の皆様、OBの皆様！

是非試合会場に足を運んで、選手・スタッフの活躍を目の
当りにして試合の熱気を感じていただき、共に戦い感動を
分かち合いましょう。

GO！GO！BUFFALOES！

父母の会会長
池田 達也



vs成城大学 ＠東工大大岡山Gr

vs東洋大学 ＠東洋大朝霞Gr

vs東京外国語大学 ＠東工大大岡山Gr

vs一橋大学 ＠東工大大岡山Gr

vs明治学院大学
＠明学ヘボンフィールド

vs専修大学 ＠東工大大岡山Gr

vs拓殖大学 ＠富士通スタジアム川崎

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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9月 8日(日) 13:45 Kick Off（時間変更）

9月22日(日) 13:45 Kick Off

10月 6日(日) 14:15 Kick Off

10月19日(土) 14:15 Kick Off

11月 3日(日) 13:45 Kick Off

11月17日(日) 14:15 Kick Off

12月 1日(日) 11:00 Kick Off

秋シーズン試合日程
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2019年度2部リーグ編成

試合会場

東洋大朝霞グラウンド
住所：埼玉県朝霞市岡48-1
アクセス：
●東武東上線「朝霞台」駅
JR武蔵野線「北朝霞」駅
徒歩10分

明治学院大学ヘボンフィールド
住所：神奈川県横浜市戸塚区上倉田町１５１８
アクセス：
●JR戸塚駅
「明治学院大学南門行き」のバスに乗り「明治学院大学正門」で下車

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。

富士通スタジアム川崎
住所：川崎市川崎区富士見2-1-9
アクセス：
●JR川崎駅、または京浜急行京急 川崎駅 下車。徒歩約15分
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試合の見どころ
第1節 成城大学 ORANGE BEAMS
2019年シーズンを占う大事な初戦は、成城大学と激突す

る。昨年は31-21で東工大に軍配があがったが、複雑なブリ
ッツ(※1)やスペシャルプレーで、常にビッグプレーを狙っ
てくる怖さがあるチームだ。
しかし、いくら奇策珍策を練ろうと、最後にモノを言うの

は基礎である。培ってきた地力をいかに体現するかが、勝負
のカギになるだろう。

第2節 東洋大学 VIKINGS
昨年度秋シーズンの最終戦で56-42という激しい死闘を

繰り広げた東洋大学と、今年の秋は第二戦で再び同じグラ
ウンドに立つ。今年度春シーズンの東洋大学は2勝1敗と勝
ち越し、今年も強敵としてBUFFALOESの前に立ちはだか
る。東洋OFFはパスを中心に攻めてくるチームである。そ
のため東工DEFがインターセプト(※2）で点を持ってくる
ことに期待がかかる。
また、アスリート気質な東洋DEFに対して、東工OFFが

いかに「最後までしつこく」プレーするかが試される。

第3節 東京外国語大学 PHANTOMS

一昨年3部リーグ全敗から、昨年3部リーグ全勝を決め
て、入れ替え戦で武蔵大学をタイブレーク(※３）の末に
勝利し2部に昇格した東京外国語大学。春シーズン試合数
が少なくその実力は未知数である。シーズン3戦目、一つ
目の山場である東洋大学戦を終えた後の試合。完全未知
数の相手に対して、自分たちのなすべきことを100%出
し切れるのか。

用語説明
※1 ブリッツ
ディフェンスの戦術の一つ。プレーが始まった瞬間、主にLBがQBをめがけて突進し、QB
サックを狙いに行くプレー。

※2 インターセプト
ディフェンスが相手のパスをキ ャッチするプレイ。その瞬間に攻撃権が入れ替わる。

※3 タイブレーク

トーナメントや順位決定戦などで勝敗を決する必要がある場合にタイブレークが行われ
る。コイントスにて先攻チームを決めた後、キックオフを行わずに両チームが交互に相手
陣25ヤードの地点から攻撃を行う。
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試合の見どころ

第6節 専修大学 GREEN MACHINE
秋シーズンに山場となるであろう専修戦は東工大Grで行

われる。近年の戦績は、一昨年の秋に惜しくも敗れ、昨年
新歓試合で勝利を収め1勝1敗である。一部から降格した
とはいえ、フィジカルの強いアスリート集団であることに
は変わりない。
東工大DEFが確実にプレーを止め、OFFが確実に1ヤー

ドを取り切る必要のある、少しの隙も見せるのことのでき
ない緊迫した試合になるだろう。

第7節 拓殖大学 RATTLESNAKES

春シーズンは23-6で勝利しているが、東工大が過去に
BIG8に在籍していた際には、秋シーズン中に敗北してお
り、BIG8を狙う上で借りを返しておきたい相手だ。
全部員数が41人と二部Bブロック内で最も少ないため、

OFFENSE,DEFENSE両方に参加するいわゆる「両面」の
選手も多くいる。注意するべき選手もいるが運動量で勝
り、相手を疲弊させて東工大のペースに持ち込みたい。

第5節 明治学院大学 SAINTS
明治学院大学は昨年度2部Aブロックで東工大と同じ5勝

2敗という結果ながら、直接対決を35-28で制していたた
め、一部との入れ替え戦への切符を手にしたチームだ。
部員の約半数が、スポーツ推薦や高校アメフト部出身者

という強豪校である。1ポゼッション差で敗北し、入れ替
え戦を逃した東工大にとって、第5節を勝つことが昇格へ
の最短ルートであり、昨秋の雪辱を果たすことにもなるだ
ろう。

第4節 一橋大学 CRIMSON
2019春シーズン初戦では27-22とBUFFALOESが勝利を

おさめたが、一発タッチダウンを決められるなど、満足の
いく内容とは言えなかった。奇策を多く使ってくるチーム
ではない分、チームの真の実力が試される。一昨年まで
BIG8に所属していたチームであり選手の層も厚い。また、
この春新監督が就任し、新体制となったCRIMSON。同じ
国立大学として、似たような環境に置かれる中で、秋まで
の取り組みの真価が問われる戦いとなることは間違いない。
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QB #4 池田 晋

駒場東邦
土木・環境工学系

"しつこく最後まで"を掲げてoffenseユニットはこ
こまで練習をしてきました。そうして培ってきた戦
略・闘志を体現すべく、チームとしての1年を、ま
た個人としての4年を全て試合にぶつけます。応
援よろしくお願いいたします。

LB #10 高田 知廣

4年目のシーズンを迎えている今、まず感謝の
気持ちが強いです。家族や友達など多くの人に
支えられて、応援してもらいここまでこれました。
様々な思いを背負った上で4年間の集大成と
して、東工大らしいFootballをお見せできれば
と思います。

4年生インタビュー

RB#17 岩松 謙太

巣鴨
地球惑星科学系

大学生活の全てを掛けて挑む4年の秋シーズン。自
分が今まで何をしてきたのか、どのようなことをしてきた
のか。その一瞬一瞬のすべては勝つためにしてきた行
動であり、そのような行動を取り続けてきました。チー
ムとして最後までやりきる。自分のプレーでチームを引
っ張り、最後に必ず勝利を手にします。応援よろしく
お願いします。

DB #19 岸 達也

今までの3年間、もしくは今までの人生で、自分
は自分の力を全て出し切れたということはなかっ
たかもしれません。1つのことだけに本気になれる
のは、これが、人生で最後かもしれません。今
年は必ず自分の全力を出し切り、今年、このチ
ームで、必ず、一部昇格をします。

WR #21 竹下 慶

オフェンスのテーマである「しつこく最後まで」を誰
よりもやり、また、周りにも求め続けてチームを勝
利に導きます。最後のシーズン、今までやって来
たことを出し切って、BIG8昇格に向けて邁進し
ていきたいと思います。

開智
経営工学系

山手学院
応用化学系

駒場東邦
土木・環境工学系

OFFENCE Cap

間もなく最後の秋シーズン開幕です。
決戦を目の前にした30期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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4年生インタビュー

WR #24 高梨 弘輝

世田谷学園
経営工学系

4年目のラストシーズン、今まで積み上げてきた
ものを全てぶつけます。昨年、1TD差で入れ替
え戦に行けなかった悔しさを忘れず、全てのプレ
ーで自分たちの力を出しきり、必ず勝ちをもぎと
ります。応援よろしくお願いします。

DB #29 伊東 恵朗

自分にできることをやりきります。チームの成長
そして勝利につながることを行います。

LB #33 岡本 貴弘

攻玉社
土木・環境工学系

入学時、先輩の勧誘でなんとなくはじめたアメ
フトですが気付いたら最後のシーズンを迎えて
しまいました。年が経つにつれて思いや感謝が
大きくなりました。最後のシーズン目の前のプレ
ーに全力でぶつかります。応援よろしくお願いし
ます。

DB#37 平田航介

広島学院
経営工学系

専修、明学強いと思います。他にもあなどれない
相手ばかりでシーズンの序盤中盤終盤気を抜け
ません。ただ私たちは負けません。フィールドに立
つ全ての仲間達が躍動する私たちのアメフトを
見せたいです。

LB #51 久保秋雄太

4年生として人生最後のシーズンが始まります。
今までの4年間がこの最後のシーズンを勝ち抜く
ためにあったのだと思います。最後の最後まで後
悔ないよう走り抜けます。Do or do not. 
There is no try !!

OL #67 田村俊樹

最後の秋になります、後悔や不安とか色々なこ
とがありますが、すべては勝利のために目の前の
1play1playにすべてをかけて、今できるMAXを
相手にぶつけていきます。

広尾学園
生命理工学系 長野県立豊科

地球惑星科学系

駒場東邦
土木・環境工学系
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4年生インタビュー

OL #77 西 健介

千葉県立船橋
材料系

過去3年間、毎年勝負所であと一歩及ばずに
悔しい思いをしてきました。その一本を取りきるた
め、全員一体となって全プレーに全力で闘いま
す。そして、全勝で昇格してみせます。

OL #78 安濃 卓人

絶対に昇格します。しつこく、激しく最後まで、
BUFFALOESのフットボールを相手に示します。

WR #83 池田 謙介

神奈川県立相模原
生命理工学系

自分が入部した時からwideは、人数は目に
見えて増え、実力も大きく成長したと感じてい
ます。4年目のシーズン、最後の秋、wideを率
いてボールと勝利をこの指で掴み取ります。

WR #85 吉村 哲

真和
土木・環境工学系

四年間最後のシーズン、チームのために最後ま
でやりきります。自分のこれまでの4年間のすべて
を1プレーにかけてしつこく最後までやります。応
援よろしくお願いします。

DL #93 于 牧遠

9ヶ月間自分たちが必死に積み上げてきたもの
を全て出します。DEFENSEリーダーとして「激し
く、最後まで」やるDEFENSEを誰よりも体現し、
チームを勝利に導きます。今年こそBIG8昇格
を果たします。

立教新座
応用化学系

茨城県立並木中等教育学校
生命理工学系

KICKING Cap Cap

DEFENSE Cap
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4年生インタビュー

MG 秋元良太

渋谷教育学園幕張
融合理工学系

2019年、必ずBIG8に昇格します。大学という
この大切な時間をBUFFALOESで過ごせたこと
を悔いの無いよう、ラストシーズンを突き進み、ス
タッフも全力で勝ちにいきます。どうぞ応援よろし
くお願いします。

AT 山内杏里彩

女子学院
生命理工学系

ついに最後の秋シーズンになりました。長かったこ
の8ヶ月は全部これから勝つためにやってきまし
た。これまでにやってきたことを全部出して、絶対
にやり切ります。必ず勝って、BIG8に昇格しま
す。

AT 斎藤瑞樹

残り数カ月とにかく全力で出し切ります。そして3
年間成し遂げられなかったBIG8昇格を絶対に
達成し今後BUFFALOESがBIG8、TOP8で
堂々と渡り合えるチームになるための礎になりた
いです。

駒場東邦
融合理工学系

GrMG 高田梨花

頌栄女子学院
生命理工学系

私たち30期の、4年間の集大成となるシーズン
が始まります。残された時間も、仲間と一緒に、
前を向いて進んでいきます。最後は必ず、同期
も後輩もコーチも、スタッフも選手も、全員で笑
顔で締め括ります。

GrMG 広島功貴

埼玉県立大宮
経営工学系

秋最後の入替戦で勝つためにここまでやってきま
した。最後の最後で詰めが甘くならないように、1
日1日を大切に、負けにつながることを排除しな
がら来たる日に備えます。

AS 石川晃一郎

選手からスタッフになるなど、この４年間でいろ
いろなことがありましたが、残り３ヶ月、入れ替え
戦まで戦い続けます。選手として1年半、ASと
して2年の経験を生かして、最後のシーズン、チ
ームに貢献できるよう頑張ります。

浅野
応用化学系

STAFF Cap
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8月10〜14日、福島県J-VILLAGEにて行われた2019年度夏合宿の様子をお
伝えします！各代の選手スタッフにインタビューしました！

1． 合宿で印象に残っていること
2． 合宿で得られたこと
3． 今後も意識していきたいこと

4年 WR 池田謙介

1. 前日夜から気持ち作っていいイメージ何度も
連想して準備して準備して、全くイメージ通り
の結果を出せた最後の7本勝負。全学年み
んなで喚いたアップダウン。

2. 後輩たちの活躍が多くあり、チームの4年とし
てユニットのリーダーとしてどう行動していくべき
かたくさん考えた。圧倒的な選手でないからこ
そ、後輩から見てどうあるべきか深く考えること
ができた。

3. のうのうと飛んできたボールをただ捕った捕れな
かった、で練習していても全く成長しない。緊
張し、それと向き合い、緊張感あるなか取り
組むことと、それをユニット全体として分かるよ
うにすること。

3年 AT 高橋里奈

1. 学年ミーティングでの同期の発言。自分で選んでこのチームにいるんだという言
葉が印象に残りました。

2. 一スタッフとして働く姿勢。自分に振られている仕事だけでなく、その時必要な
ことを考え行動するように意識していました。そういった面では視野の広がりも
得られたように思います。

3. チームの勝ちに貢献するために、出来る
ことを考え、行動していきたいです。トレ
ーナーとしてももっと大きな存在となれる
ように、学び取り組んでいきます。
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合宿のご報告
OB会からご連絡
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4年 GrMG 広島功貴

1. 日に日にチーム全体として戦う集団に向
かっていったこと。学年関係なく多くの部
員から気魄こもった声や、プレーが見られ
た。

２.  人の行動を変えるには自分から熱量込
めて伝える必要があると実感したこと。心
にも思ってないことは伝わらない。本気で
変えたければそれは伝わる。

3.   負けにつながることを排除するために、変えるべ
き点は当事者と直接話したり、その場で指摘し
て改善させる。ミスを流さない。

試合の流れ、コールされたプレー、敵の守
り方などによって自分がなすべき役割があ
り、その役割を相手との勝負の中で確実
に全うできるのか。その意識が日々の練
習の中で自覚できるようになったことは、
自分の中で大きな収穫だと思います。

３．BUFFALOESの勝敗に自分は関わって
いる。そのことから目を背けることなく、これから
のシーズンに向かっていきたいです。

2年 AS 小田 拓主

1. 同期と腹を割って話したこと。お互いに要
求した上で、言葉だけで終わらせずにその
達成を確かめ合うことは充実感があった。

2． ASを強い組織にするために後輩の育成の
方法を模索していたが、自分の行動で示
して、自然とやる雰囲気を作ることが大切
だと思った。

3. 自分はbuffsの一員であるということ。AS
のスカウティングでMageの質が変わり、練
習が変わり、勝敗が変わるし、そうでないと
いけない。2年 WR 吉井 碧人

1. 合宿で印象に残っていることは、自分が七本勝負をしたことです。勝負に勝つこ
とはできませんでしたが、通常のMtoMでは得られない多面的な反省が心に強
く残っています。

2. 前述の七本勝負のような勝負は、試合の様々な場面で必然的に生じます。



合宿のご報告
OB会からご連絡
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３年 TE 佐藤 浩輝

1. 4日目のdrive skellyで一回掴んだボールをDと
の接触で落としてしまいパスインコンプリートとなっ
たこと
キャッチに対する意識を再度確かめることができた。

2． 失敗しても落ちない気持ち
去年まではミスをし次はもうミスできないとマイナス
な方向に考えたこともあったがこの合宿では次絶
対取り返してやるという気持ちでプレーができた。

3. 視野を広く持ち、自分のことだけでなく周りのことに
も目を向ける。

1年 OL 赤川 龍之真

1. 練習後のトレーニングです。腕立て伏せや手押し車をやりましたが、筋力の重要
性だけでなく、最後までやりきるメンタル力の大切さを認識できました。

2. 一日中同じところで生活したことで「仲間」という意識が芽生えたと思います。特
に学年ミーティングを通してお互いに
思っていることを伝え合うことで、学年
としてではありますが団結力が深まっ
たと思います。

３．どんな練習でも何か目的を持って、中
途半端で終わらず最後までやりきるこ
とを意識していきたいと思います。

1年 LB 安田 拓夢

1. 先輩方の7本勝負は非常に印象に残ってい
ます。今までにないような緊張感を感じました。
個人としては夜の食トレがキツかったです。

2. 技術的なことも上達したと思いますが、何より
もアメフトの楽しさを学びました。JV MAGEは
本当に楽しかったです。

3. 自分にはまだ何もないので、まずは合宿の食
トレを思い出して体作りを頑張ろうと思います。



合宿のご報告
OB会からご連絡
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３年 OL 谷 明

1. 最後のドライブメイジでタッチダウンを決めたこと。
自分の闘志をぶつけることができたから。

2． 最後の1プレーまで戦いぬく気持ち。
3. 闘志向けてオフェンスを自分が引っ張って行くよ

うにしたいと思います。

２．自分の仕事だけに気をとられるのではなく、周りに
も目を向けられるようになったことです。まだまだ少
しだけですが自分に出来ることを見つけて行動に
移せるようになったと思います。

３．まずは自分の仕事でミスをなくし、その上で自分も
チームの一員であるという意識を持ち続け、もっと
周りに意識を向けてチームのために自分が出来る
ことを増やしていきたいです。

2年 DB 拝形 英郎

1. 1on1を皆の前で勝負したことです。とてつも
ない緊迫感を味わいました。

2. 相手に自分の全てを向けることで最高のパ
フォーマンスを発揮できるということを知れまし
た。闘志を出すことの大切さがよくわかりまし
た。

3. 今回、恵まれた環境でOBコーチを中心とし
たダミーチームに対して、闘志を持って戦うこ
とができました。今後はどんな環境の中でも
どんな相手に対しても同じように闘志を持っ
て戦えるように意識していきたいです。1年 GrMG 大和田 美桜

1. ・現役vsOBのDRIVE MAGE
７本勝負今までにない緊張感の中で、出ている選手、出ていない選手、スタッ
フに関わらず全員で闘っているという感じがしました。チームはスタッフも含めた全
員で作り上げるものなんだと改めて実感しました。
・レビューミーティングに参加したこと
自分たちが撮った動画を選手がどのように 見ているかを知るいい機会でした。
今後ビデオを撮るときに意識するべき点を知ることができました。



合宿のご報告
OB会からご連絡
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1年 DB 平木 心

1. 印象に残ったことはmageです。普通のmage にしてもdrive mageにしてもワ
ンプレーワンプレーに命をかける先輩方の姿を見ているうちに自分もこのような人
間になりたいと強く思うようになりました。

2. 五日間アメフト漬けの生活をして、先輩方のアメフトに対する姿勢を間近で見
ているうちに自分が東工大バッファローズの一員であるという自覚を得ることがで
きました。これから始まる秋シーズンでは自分がバッファローズのために出来ること
を全て行おうと思います。

3. 今回の合宿では自分がやりきることで精一杯で、周りに気を配る余裕があまりあ
りませんでしたが、これからの部活では良い意味で「周りを巻き込める人間」にな
ることを意識していきます。

1年 WR 本多 寛希

1. チェックから復帰した日のJVMAGEでパスを1つ決めれたことです。怪我が長
引き、ずっとプレー出来ていなかっただけにより一層嬉しかったです。

2. 100人以上のこの組織が、秋シーズン初戦勝利に向けてひとつにまとまること
がどれほど難しいことなのか、身にしみて感じました。それとともに、合宿最終
日にやっと良い練習が出来た時のあの清々しい気持ちは忘れられません。こ
の合宿を通して、本気でスポーツに取り組むことの難しさと楽しさを改めて実
感することが出来ました。

3. 毎回の練習を中身の濃いものにするために、ミスの許されない緊張感ある雰
囲気作りという当たり前ではあるけど難しいことを、この合宿だけではなく大岡
山でも同じようにやっていきたいです。



合宿のご報告
OB会からご連絡
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３年 LB 牛上 晃輔

1. 7本勝負の時の4年生の気迫が凄かっ
た。この人達と勝ちたいと思ったし、来年
自分にできるのかなと感じた。

2. 3年としての自覚が得られた。上級生と
して何をしなきゃいけないかと考えるよう
になった。

3. このチームで勝つことと、そのために自分
は何をすべきかを考えて行動すること。
内にこもらないこと。

2年 DB 岸本 公竹

1. メージの雰囲気が印象に残りました。
全員がプレーを止める、あるいは出
すということに集中していた気がしま
す。

2. 怪我人が多かったのでたまたまドラ
イブメージで1本目で出たのですが、
今までは2本目ということに甘え、流
していた部分があったということを認
識させられました。

3. シーズンが始まりいつだれが怪我を
するか分からないのでいつでも出ら
れるような準備を心がけたいです。



現役からのご連絡

OB会からご連絡BUFFALOES BBQ会

8月17日(土)に開催されました、
BUFFALOESのOB・OGのBBQに潜入
してきました！
27期の皆川さんが主催で26期から

29期のOB・OGさん総勢30人ほどが集
まりました。すでに社会人として仕事をし
ている人、就職活動真っ最中の人、引
退したばかりの人など様々な人がいまし
たが、みなさん近況や思い出話に花を咲
かせていてとても楽しい雰囲気でした。

32期MG 安田香子
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物販からのご連絡

OB会からご連絡夏～秋シーズンにかけての物販のお知らせ

今年も新シーズンTを大好評いただいております。ありがとうございま
す。
前回のBUFFS通信にて、時期に縛られない購入や一般の方も購入
できるネットショップ開設 について宣伝いたしましたが、当初予定
しておりました8月から開設が遅れております。楽しみにお待ちいただい
ていた皆様、申し訳ございません。ただいま、開設に向け早急に準備を
進めておりますので、開設まで今しばらくお待ちください。開設の際に
は、メールやHPにてご連絡いたします。

試合での物販につきましては引き続き秋シーズンも行います！東工
大会場の試合が4試合予定されており、うち一つはホームカミングデ
ーを開催いたします。ホームカミングデーではより多くのOBOGさん、父
母の皆様、地域の皆様にお越しいただけるようなイベントを企画してお
ります。
そちらの詳しい日程などの告知もHP、メールを通して行いますので、
是非チェックをお願いします！

18
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2019年 Newアイテム

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%

BUFFALOES ラバーバンド

今年のシーズンTシャツが完成しまし
た！選手やスタッフも試合中着用して
います。同じTシャツを着て一緒に応

援しましょう！
今年も去年と同様に、乾きやすい

素材で普段使いにも最適です。表に
はBUFFALOESのロゴ、裏には今年
のチームに必要なこととして、スターウ
ォーズのヨーダのセリフをあしらいました。
意味は『「やる」か「やらない」かだ。

「試す」などはない。』
ということです。試合か通販での販売
を予定しておりますので是非お買い求

めください！

Size：S〜XXL
各¥2,000

2019年新グッズとして、ラバーバンド
も新しく登場しました！

こちらも試合で着ければチームの一
員になれること間違いなし。チームカラ
ーのオレンジはワンポイントとしてカバン
などにつけてもおすすめです！1本

500円とお手頃なので、是非お買い
求めください！

各¥500

2019 シーズンTシャツ
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おすすめグッズ

キャップ サンバイザー

マフラータオル

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！

各¥2,800

昨年度からマフラータオルが新しくリニューアルしました！
このタオルを持って、みなさんでチームの応援を行いましょう!!

Size:20cm×100cm

各¥2,000



ポロシャツ

ネームホルダー

公式Tシャツ

その他 商品一覧

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！

ホワイト・ブルー
Size：S〜XXL

各¥1,500

Size：S〜XXL

裏表
各¥3,500

素材:綿100%
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ボールペン

クリアファイル

ウィンドブレーカー

ステッカー

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)

¥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♪

トートバック

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 ）

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。雨の日等に使用ください！

size : M・L

¥4,500
22



ハーフパンツ

シートクッション

¥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。

Size :
S~XL

各自番号を選んで記入することができます。
注文の際には、番号やローマ字の名入れも可
能です！

¥4000 

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！

¥1000

ストラップ

¥1800

裏表にお好きな番号を入れることが
できます

ストラップ

23

パーカー
オールドカラーのネイビーをベースとした
パーカーを作ります！

冬の寒い時期の観戦にこれを着て、寒さな
んかに負けずチームを応援していきましょ
う！

size : S~XXL

¥4,800
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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

あとがき
合宿も乗り越え、いよいよ待ちに待った秋シーズンが始まります。

今年の合宿においても多くの皆様から差し入れをいただきました。
ありがとうございました。皆様からのご支援もあり、今年も無事に
合宿を終えることができました。合宿インタビューからも、現役部
員たちが夏合宿を終えて、大きく成長したように感じます。
この秋の試合のために培ってきた力を最大限に出し切れるように、

気を緩めずに初戦に向けて準備してほしいと思います。
1試合1試合が本気の勝負であり、白熱した試合になること間違い

なしです。ぜひ、会場にて間近で試合をご覧ください︕皆様の声援
が、チームの力を何倍にも大きくします。応援のほど、よろしくお
願い致します。

広報部 29期 白木 沙織

・ 新4年生インタビュー

総務部からOBOGの皆様へのご連絡

会報用記事募集︕︕

OBOGの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

2019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
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