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ー まえがき ー

公式戦の日程も決まり、ますます練習に力が入っております。今
シーズンは、新型コロナウイルスにより練習の方法だけでなく、
公式戦の実施方法についても多くの変更がありました。しかし、
その中でもやってきたことを発揮できるよう頑張ってまいります。
応援のほどよろしくお願いいたします。

ー 4年生、最終シーズンにかける想い ー

最終シーズンに向けて、4年生のみなさんに今までのFighting 
Engineersの部員人生を振り返るとともに、試合への意気込みを
語って頂きました。読み応えのあるものとなっておりますので、
ぜひ最後までご覧ください！



OL/DL 主将 奥村和剛

当たり前じゃないからこそ、考えて動く

私は最初、ラグビー部に入ろうとしていましたが、ラグビー部は人も居なくて
雰囲気が良くなく、さらに、所属しているリーグが理工系リーグでぱっとしない
と感じ、入る気が落ちてしまいました。そんな中、体の大きな集団アメフト部に
誘われました。最初はガツガツ来られてちょっと怖くて行く気がしませんでした
が、履修で何を取るか分からず、聞ける先輩もいなくて渋々アメフト部の活動場
所に行って、質問ついでにフラッグフットボールに参加しました。そしたら、先
輩たちが思った以上に優しく、関東リーグの2部に所属していて、本気でやって
いるんだなと感じ、入部しました。
ラグビーのおかげで身についた丈夫な体とヒットの思い切りの良さで一年目で

試合に出ることが出来ました。しかしその時にはただやっているだけで、考える
ことができていなかったことが、凄く勿体ないことをしていたと今振り返ってみ
ると思います。

2年生になりランニングバックからオフェンスラインに移り、嫌だなと思いつ
つOLの練習に参加していました。OLになって初の練習試合で怪我人などの関係
でいきなりスタメンで試合に出ることになりました。不安になりながらも一生懸
命挑んだ結果、思ったより良いプレーができ、OL/DLの先輩やRBの先輩に褒めら
れ、単純な私はそこで“OLめっちゃ頑張ろ”と思うようになりました。次の練習か
らしっかりと練習の意図を考えながら、プレーも覚えるだけではなく、何故この
ようなブロックをしているのかを考えるようになりました。そこから今までより
もっとアメフトが楽しくなりました。

3年生の時にはOLのリーダーを任され張切っていましたが、当時のコーチに“お
前は公式戦OLでは使わない”と言われ、かなりショックを受けてリーダーのモチ
ベーションを保つのが大変でした。さらに、慣れないディフェンスエンドで試合
に出場し、多くのミスをしてしまい、情けない1年間を送ってしまったと感じて
います。

4年生になり、色々なことを四年の同期やコーチと話し合いをして方針を決め、
意気込んで春練をしていたらコロナで活動がしばらく停止になった時はかなりモ
チベーションが下がり、絶望していました。活動再開の兆しが見えた時は本当に
嬉しかったです。練習ができるようになり、今まで部活が出来ていたことは当た
り前ではなく、とても恵まれていたのだと今回の件で気付くことができました。
これから全力で一つ一つの練習に臨み、トーナメントを優勝します。
今後とも応援よろしくお願い致します。



TE/LB 副将 清水陽登

特別なシーズン、貪欲にやりきる

一年生の新歓時にアメフトのカッコよさと部活の雰囲気に惹かれて
入部したNEERSですが、気付けばもうラストシーズンです。
一昨年、去年と一歩届かず、今年こそはチームの悲願である「２部

昇格」を達成しようと意気込んでいた矢先に新型コロナの流行による
活動停止。自分たちの思い描いた活動ができず、試合もできるかどう
か分からないというモチベーションを保つのが難しい時期を過ごしま
した。そんな今までどの代も経験したことのないような苦難を乗り越
え、共に歩んできた仲間たちと今年試合ができることが何よりも嬉し
いです。
今年は特別なシーズンとなっており、初戦に勝ったら決勝、負けた

ら引退。初戦にこの1年間の全てを懸けて、毎プレー笛が鳴るまで全
力で、貪欲にやりきります。自分らしく思いっきりアメフトを楽しみ
ます。たった2試合ですが過去最高に熱いシーズンにしますので、応
援よろしくお願いします！



MGR 主務 鈴木めぐみ

何かを成し遂げる、そのために
アメフト部に入った理由は、一緒に頑張れる仲間がいると感じたからです！

私は、小学校から高校までずっとバスケットボール部に所属していました。しかしなが
ら、私は一生懸命に自主練をしたり、あのチームに勝ちたいという熱心な心は持ってお
らず、ただバスケをすることが楽しいからという理由で続けていました。そんな強い意
志や目標を持たずに過ごしていた高校生活が終わると、不完全燃焼な気持ちになり、
「大学4年間をかけて何かを成し遂げたい」と思うようになりました。そして、芝浦工
業大学の中で1番真剣に、そして熱い人たちが集まるアメフト部に4年間を捧げることを
決めました。
何かを成し遂げたい、そう思いながら部活に取り組んでいましたが、うまくいくこと

ばかりではありませんでした。それは"連盟執行部"と部活の両立です。私は、1年生の
頃から現在も関東学生アメリカンフットボール連盟学生執行部としての活動を行なって
います。毎週金土日は執行部の公式記録を取る仕事があり、アミノバイタルフィールド
に行き、始発から終電近くまで仕事をしているため、なかなかチームの練習に参加する
ことが出来ません。チームに直接関わる仕事ができないという事は入部当初の思いと反
しており、とても悔しい思いをしました。
また、私がこのチームで初めての執行部派遣ということもあり、チーム関係者の方々

にも執行部はどのような仕事をしているかを知っている方はいませんでした。そのため、
チームの練習に参加した際に、私がしている仕事を理解されず、チームとの距離感を感
じて思い悩んだ時期もありました。
しかし、3年生にもなると連盟の仕事に慣れ、さらに部活においてもチーム状況を把

握できるようになりました。そして、何かを成し遂げたいという思いも強くなり「自分
にできることはないか」と常に考え、チームに接するようになりました。3年生の始ま
りには、学生スタッフの仕事の効率化とやりがいの向上のためにMGRとTRの分業制を
提案しました。先輩方や同期、後輩の努力があり、各ポジションの役割などが定着化し、
専門性の高い仕事が行えるようになったと感じます。そして4年生になる頃には、チー
ムを支える主務になりたいと強く思いました。
主務になった今でも、悩み苦しむことはたくさんあります。本当に私でよかったのか、

自分の決断はあっているのか、チームに貢献できているか、チームは良くなっているの
か。そして何より、自分がやらないとチームが存在すらできない。そんなプレッシャー
に駆られるたびに、先輩や同期、後輩からの応援の言葉、困ったときに手を差し伸べて
くれるスタッフや大人の方々、Neersを応援してくださる保護者やOBOGの方々、私が
プレッシャーに押しつぶされても、肯定し励ましてくれる両親、目標に向かって全力で
頑張っている選手達を思い出し、頑張ろうと思えました。皆さんに感謝を忘れずに、ラ
ストシーズンを駆け抜けていきたいです。

1試合1試合にかけた、選手の熱い戦いを一緒に見守っていただけたらと思います。
FOR ONE VISION！



OL/DL 夏目裕太

どんな時でも、平常心で

中学高校ではラグビー部に所属しており、大学でも続ける予定でした。
しかし、私が思っていたものとは違ったため直ぐに退部してしまいました。
そして大学３年生になり、丁度運動をしたいと思っていた矢先、
GPBL(Global Project Based Learning)に一緒に参加していた樋口君と清
水君にアメフト部に入らないかと誘われたのでFightingEngineersに入部し
ました。
ラグビーとアメフトでは似ている点がある一方で違う点もあります。

６年間ラグビーをやっていたので、なかなかラグビーでの癖が抜けなかっ
たり、技術面が他の部員より劣っていた為に通用しない事も多く、苦労し
ました。しかし、先輩にコツを聞いたり、撮ってもらっていたビデオを見
返したりして練習に参加することで、その癖も無くなり、技術が向上する
ことで段々と通用するようになりました。また、相手の隊形によって対応
する相手が変わるのでサインを覚えるのにも苦労しました。
また、私の中で、アメフトの防具を初めて付けた事が印象に残っていま

す。大学のラグビーはマウスピースをするくらいの軽装で出来るスポーツ
です。しかし、アメフトではヘルメットやショルダーパッド、ニーパッド
など体を守るものをいくつか付けなくてはいけません。実際に防具を身に
付けた時の動きづらさと違和感にとてもイライラしたことを覚えています。
自分の強みはどんな時でもマイペースである事だと思っています。自分

たちのミスや、相手が得点を取ったことによりチームの雰囲気が悪くなっ
ていても、それに飲み込まれず、安定したプレイや励ましの声掛けが出来
る事、また、良いプレーや得点を取った際にチームの雰囲気が良くなって
いても一喜一憂せずに、冷静な判断や落ち着いて安定したプレーをするこ
とが出来ます。
大学３年生から始めたアメフトですが、同じ４年生の選手が今まで努力

をして積み上げてきたものを無駄にしないように、自分が求められている
事を全力で行い、チームに貢献しようと思っています。



WR/SF 島倉崚月

仲間がいるから、大学生活すべてをかける

私が大学に入学した当時は部活動に参加しようなんて少しも考えていませんで
した。バドミントンやバレーボールなどのサークルに参加して、友達を作りなが
らほどよく体を動かして、友達と遊ぶ為にバイトをする典型的な大学生活を送る
予定でした。そんな私が、アメリカンフットボール部に入部を決めた理由は「活
躍して目立ちたかったから」でした。
もともと私は大学2年生までで部活動を辞める予定でした。その理由は、大き

く2つあり、1つは、3年生からキャンパスが変わるので、アメフトをする為にわ
ざわざ大宮まで通わなくてはいけないからです。冒頭で述べた通り、大学生とし
て沢山遊びたい気持ちがあり、自分の時間が欲しかったので、電車での移動時間
などと天秤にかけて考えた時に、部活動を続ける気持ちが芽生えませんでした。
２つ目は両親からのアメフトに対するイメージがあまり良くなかったことです。
「アメフトをやってたら年に1回くらい大きなケガをするだろう」という考えか
ら、2回大きなケガをしたらその時点で辞めるという条件でアメフト部に入部す
る許可をもらっていました。
私には2年という期間しか無かったので、悔いの残らないように練習に励みま

した。その成果からか、1年生の時から公式戦に出場し、入部当初の「活躍して
目立つ」という目標は達成することができ、満足していました。しかし、試合で
の活躍は目立つと同時にアメフトの楽しさを肌で感じるきっかけでもありました。
試合での興奮や緊張感などの経験が自分の中で大きかったことや、２年間一緒に
練習してきた先輩や同期ともっとアメフトがしたいと思うようになったことから、
両親を説得し、４年生までアメフトを続けることを決意しました。
実際に4年生まで続ける中で、大学生活として課題や就職活動など部活と両立

しなければならないなど、大変なことも多くありました。しかし、アメフトを
やってきた4年間でそれらの苦労よりも多くのものを得ました。その中で一番大
きなものは、人のことを考える力です。自分の行動がチームにどんな影響をもた
らすかを考えて行動するようになりました。このような考え方をするようになっ
たのは、アメフト部で過ごす4年間で信頼できる大切な仲間が出来たからだと思
います。
今シーズンは2試合と少ないですが、最高の仲間と最高の経験を得ることがで

きるように頑張りたいと思っています。



TR 大石瑠花

ゼロからのスタート、信頼を得るために

私は大学入学当初、何かサークルには入りたいと思っていました。「特にこれ
がやりたい！」というものはなく、部活とサークルが紹介されている冊子をパラ
パラとめくって面白そうなものないかな、と探していました。その時ふと目に留
まったのがアメフト部でした。私の父が大学時代にアメフト部に所属していたの
で、私はルールなど全く知りませんでしたが、「アメフトのマネージャーいいか
も…。」と直感的に感じました。悩んだ末、当時の主務の方にメールをし、部活
見学へ行くことになりました。実際に見学してみると、選手もマネージャーの方
も本当に優しくて、楽しくて、すぐに入部を決めました。
４年間のことを今思い返してみると、本当に色々なことがあったなと感じます。

楽しい思い出はもちろん沢山ありますが、辛い経験もたくさんありました。私は
３年時からトレーナー(TR)としてケガ人の管理やリハビリ、救急対応などを行っ
ています。もともとケガやリハビリについての知識は全くなかったので、０から
勉強を始めましたが、実際は勉強通りのケガが起きたり、リハビリが進んだりと
いうことはほとんどありません。受傷時に、明らかに損傷している場合はケガの
判断がつきますが、そうでない場合がほとんどでした。その場合、選手は「すぐ
に練習に戻りたい。大丈夫だ。」と言い張ります。痛みがあるのに練習に参加さ
せても良いのか、と心の中では思っていても、“TR vs 選手”という構図になると
どうしても強く言えない自分がいました。また、練習の制限に関しても、「自分
はもっとできるのに何でやらせてくれないのか、何であの選手は試合に出せない
のか。」と言われることも沢山ありました。しかし、ＴＲの先生からの指示なの
で従わなければなりません。そのことを言うと「ＴＲは先生の言いなりなのか、
それならＴＲなんて必要ない。」と言われ、その時は泣くほど辛かったです。３
年のシーズンが終わり、ＴＲとしての信頼を得るにはもっともっとケガについて
の勉強が必要だと感じました。そこでアメフト部のOBである接骨院の先生に勉強
会を開いていただき、ケガについての知識をより深めていきました。
今年はコロナの影響であまり練習ができませんでしたが、部活が再開されてか

ら、勉強した知識を活かしてケガの対応をすることができたと思います。また、
勉強をしたことで自分に自信がつき、選手に対して強く言えない自分から、きち
んと根拠をもって言うことができるようになりました。試合まで残りわずかとな
りましたが、選手が一人でも多く試合に出場し、最高のコンディションで試合に
出場できるようサポートしていきたいです。試合ではNEERSの粘り強い試合を見
ていただけたら嬉しいです。



QB/LB 佐倉淳平

思い通りじゃなくても、続ける大切さ

なぜFighting Engineersに入ったのか？大した理由はありません。高校時代の
アメフト部で最後の試合の4Qに怪我をして立つことが出来ず、最後の整列すら出
来なかったことが心残りで大学のアメフト部に入部しました。

NEERSでのアメフトでは自分にとって2つの大きな出来事がありました。まず1
つ目は脳震盪になったことです。練習中の接触で脳震盪になり、その際に記憶が
飛びました。今までも怪我はある程度してはいましたし、かなり大きめの怪我も
ありました。しかし、その時の脳震盪で初めて自分は一歩間違えれば死ぬことも
あるスポーツをしているんだなと感じました。長いリハビリを経て復帰しても上
手くヒットが出来ず、人生で初めてトラウマとスランプに悩まされました。
NEERSで経験した１つ目の挫折です。

2つ目の出来事は3年次にSpecialコーディネータを任されたことです。1,2年次
はLBで試合に出ていた自分にとって、LBのリーダーをやることが当たり前だと
思っていた中で頂いたお話だったので、正直複雑な気持ちでした。さらに、当時
のNEERSではSpecialはかなり軽視されており、プレーヤー達のSpecialに対する
気持ちや意識もかなり低く、とても大変だった覚えがあります。Offenseや
Defenseが優先されてSpecialだけ出場不可のプレーヤーがいたり、Specialにだ
け怪我人の状況が共有されないようなこともあり、Specialコーディネータに嫌気
がさし、ブチ切れて多くの人に迷惑をかけたこともありました。NEERSで経験し
た2つ目の挫折です。
しかし、そんな中でも自分のSpecialにとことん協力してくれる人もいて、徐々

にSpecialのチーム内での重要度も上がり、今ではSpecialチームを特別に作って
もらえる状況になりました。
この2つの経験から辛くても続けてさえいれば時間が解決してくれることを学

びました。怪我してトラウマを背負おうが、任された仕事が嫌で上手くいかなか
ろうが、続けてさえいれば時間が解決してくれます。
自分は今年からQBにコンバートされました。チームに正QBがいるなかで、最

後の年に控えとしてのコンバートです。正直、嫌でしたし、最初は上手くいかず
周りからもいろいろ言われましたが、なんだかんだコンバートからもうすぐ1年
です。コロナ等でなかなか練習もできませんでしたが、そろそろ時間が解決して
くれたと思うので、出場するかわかりませんが、今年は自分のQBに注目していて
ください。



OL/DL 樋口大輝

謙虚に、しっかりと前進していく

私は中高で活かせなかった体重を活かせる部活に入りたかったため、Fighting 
Engineersに入りました。中高6年間は卓球部に所属していました。小学3年生か
ら中学受験のため塾に通っていたというのと、小学生のクラブは科学部というこ
ともあり、中学の最初は軽めの部活ということで卓球部に所属しました。卓球部
にはコーチがおらず、サークルのような雰囲気でした。また実家の料理がとても
美味しいことも相まって、中学一年生の時に55kgだった体重が高校3年生では
104kgになっていました。6年間やった卓球は素人に毛が生えた程度です。そこ
で大学に入り、かっこいい先輩から誘われてアメフト部に入部しました。

2年生の時、1回の入院と2回の手術を経験しました。また一年を通して半分の
単位を落としました。自分は大学まで激しいスポーツをやったことがなく、上達
も遅く、一方でどんどん試合に出場していく同級生を見て、焦りを感じていまし
た。そこで要領が良いわけでもないのに無理してトレーニングをし、それにより
体を壊し、また学業も疎かにしてしまいました。授業の成績もとても悪く、部活
でも成績を残せず、自分は何をしているんだと思っていました。しかし、入院し
ている病室に先輩や家族が来てくれたり、成績を心配して勉強を教えてくれる同
級生がいて本当に幸せだなと思いました。入院中や怪我でアウトしていた間ずっ
と思っていた「アメフトがしたい。」という気持ちを忘れずに、今アメフトが出
来ていることに感謝しながらプレーしています。また、家族を心配させたくない
という気持ちからしっかり学業にも時間を割くようにし、3年時には単位を一つ
も落とさずに進級することができました。

自分の強みはハングリー精神を常に持っていることです。体格に恵まれている
訳でも、身体能力が高い訳でもない自分は、ただひたすらに挑戦して強くなって
いくしかないと思っています。悔しい思いをした回数が多い分、人よりも勝ちた
いと思っているし、人より苦労してつけた技術は緊張した時や不調な時、疲労し
たときにもしっかりと仕事をしてくれると思っています。おごらずに謙虚な心を
持って常に前進していこうと思います。

今回の試合では、自分を成長させてくれたアメフト部や周りの人達、いま健康
にプレーできていることに感謝をしつつ、1プレー1プレー集中して楽しもうと思
います。私がやっているラインマンは毎プレイ相手ラインマンと勝負します。わ
ずか5秒程度ですが、注目してみるとガタイの良い男同士が戦っていて、見応え
があると思います。ラインマンの戦いに注目してください。



STAFF 藤田瑞希

感謝を胸に、最後まで

私は1年間浪人をして体がなまっていたため、運動系のサークルを探して
いました。当初は部活動に入るつもりはなかったのですが、アメリカン
フットボール部のフラッグフットボールのイベントに参加し、和気藹々と
した雰囲気に惹かれて入部したことがFightingEngineersと出会ったきっか
けです。
自分の中で学年が上がるタイミングは大きく変わるきっかけになりまし

た。中でも3年生ではパートリーダー、4年生ではスタッフになったことで
自分の役割が大きく変わったことを実感しました。
部活動を続けてきて辛かった経験としては、1年生の頃、試合に出場でき

なかったことです。同じ1年生のWRの選手は試合で活躍している中で、サ
イドラインから応援することしかできなかった自分自身にふがいなさを感
じました。また、2年生の時にはコーチや先輩にWRとして評価してもらえ
なかったことが悔しかったです。当時はその悔しさを原動力にして活動を
していました。
私は2年生の最終戦をもって部活動を辞める旨を監督やコーチに伝えてお

りました。そのような中、入れ替え戦で負けた後、帰宅する際に、当時の
オフェンスコーディネーターの方が自分のところに来てくださり、“チーム
に必要だから残ってくれ”と伝えてもらったことが印象に残っています。
アメリカンフットボールは競技として面白いスポーツであると実感して

おり、そのフットボールに関わりを持つことができたのが今まで続けてき
て良かったことだと思います。私のわがままで4年時は選手としてではなく、
スタッフとしてチームに残らせてもらい、アメリカンフットボールに関わ
りを持つことができていることをチームに感謝しています。
自分は物事に対して俯瞰的にとらえられること、感情的にならずに冷静

に判断できることが自身の強みであると思っているので、試合でも強みを
活かし、最後までアメフトを楽しみたいと思います。



RB/SF 長島悠佑

客観的に、自分を見つめなおす

私は高校でラグビーをしており、大学でもラグビーか何かしらの運動部に入る
ことは決めていました。その中の候補にアメフトはなかったのですが、オリエン
テーションの際に、当時のキャプテンであった佐藤さんに声をかけられて行って
みたところ、部の雰囲気がとてもよく、沢山ご馳走してもらったので腹を括って
アメフト部に入ることにしました。
アメフトを始めて自分自身のことを客観的に見ることができるようになったと

感じます。アメフトは戦略が重要なスポーツであるため、自分のことだけではな
く、相手の動きや戦略も同様に見ることが強いられます。今までやってきたス
ポーツでは自分の動きに磨きをかけることがあっても、相手を徹底的に研究する
ようなことはあまりありませんでした。自分を客観視できるようになったのは、
もしかしたらアメフトの特性である“相手を知ること”が“自分を知ること”に繋
がったからかもしれません。
あまり足が速いほうでも、背が高いほうでもなかったため、自分のプレースタ

イルを見つけるのに悪戦苦闘している時期がありました。時には部員やコーチか
ら厳しいことを言われ、辛かったこともありました。しかし、心の中では自分な
らまだ成長できると信じていました。その半分くらいは根拠のない自信と自分へ
の慰めだったのかもしれませんが、残りの半分は、客観的に自分を見ることがで
きたからこそ信じて続けることができたのだと思います。
印象に残っているのは2年生の時の文教戦でした。RBとしては初めてまともに

出場する試合だったからです。稼いだヤードとしてはそこまでだったと思います
が、自分のプレーでフレッシュを獲得した時に、自分以上に部員が喜んでいるの
を見て辞めずに続けてきてよかったなと思いました。

3年生になり、後輩も増えると同時に責任も生まれるようになりました。RB
リーダーを務めるようになってからは自分の成長にとどまらず、チームとしての
成長も少しは視野に入れることができるようになりました。今となっては2、3年
の後輩はもちろん、新入生にも少しでも自分が培ってきた知識や経験、何よりア
メリカンフットボールの楽しさを、あと少しの期間ですが、チームに残せたらと
思います。
今年度はコロナの影響により一時は試合ができるかも怪しかったのですが、無

事できることになったことに感謝しています。チームとしての見どころは、アメ
フトIQの高い選手が多いので、賢いアメフトを魅せれるところかなと思います。
個人としては初のタッチダウンを目指して頑張りたいと思います。



RB/DL 菊地貫太

ケガに悩んだからこそ、得たものがある

私は高校からアメリカンフットボールをやっていました。アメフトの楽しさや
奥深さに惹かれて、大学でもやるつもりで芝浦に入学しました。正直入った当初
は不満だらけでした。練習内容は古典的で、ノウハウも全くなく、なんでこの練
習をやっているんだろうと思うことも多々ありました。辞めようと思ったことも
あります。それでもやっぱりアメフトは捨てられなくて続けることにしました。
自分は身体能力が優れている訳ではなかったのですが、自分の武器を理解し、

それを活かした戦い方ができるので、選手たちの信頼は得られていたと思います。
しかし、コーチたちは別でした。NeersはOBの方々にコーチや監督をやって頂い
ているチームです。普段は普通に働いているため、練習には2週間に一回程度し
か来られません。そのコーチたちから１年生で信頼を得ることはできませんでし
た。自分を使って欲しいのに中々使われずに恨んだこともあります。でも、今考
えれば自分のアピール不足だったと思います。もっと積極的にコーチに話しかけ
て見てもらうことができれば、もっと試合に出られたのかなと思います。

2年生ではチームが大きく変わりました。古典的な練習から、もっと合理的で
弱点を潰していく練習に切り替わっていきました。「今年はたくさん試合に出て、
たくさん活躍できる！」とそう信じていました。しかしこの年はほとんど試合に
出ることができませんでした。原因は「ケガ」です。夏合宿で左足首を捻挫し、
1試合目、2試合目に出ることができませんでした。そして忘れもしない3試合目
の復帰戦にて、右足首を捻挫し、その後の2試合も欠場となりました。負傷して
テントで横になっている間は悔しくて悔しくて仕方がありませんでした。幸いに
もチームは入れ替え戦に進むことができたので、そこで出場することはできまし
た。しかし、長い間フィールドから離れていたために思うようなパフォーマンス
を出せず、チームは敗北してしまいました。ケガの怖さを知った僕はケガをしな
い体づくりを志しました。この経験のおかげか、3年生では怪我無くシーズンを
乗り切ることができました。

4年生でもこのノウハウで2部昇格に貢献したかったのですが、今年は入れ替え
戦はありません。それでも、アメフトを楽しみながら次の代につなげていくため
にも全力でシーズンに臨みます。気迫あふれる粘り強いプレーにぜひ注目してく
ださい。



ー お知らせ ー

◉ 公式戦について

3部Aブロックは、3チーム編成となりました。試合予定は以下のように
なっております。
第一節 11月28日（土）10：00 K.O. アミノバイタルフィールド

流通経済大学-芝浦工業大学
3部A決勝戦 12月12日（土）9：45 K.O. アミノバイタルフィールド

◉ SNSについて

◯ HP： https://shibaura-it.wixsite.com/fightingengineers

◯ Twitter：@SITfootball

◯ Instagram：fighting_enginners

各SNSにおいて、Fighting Engineersの最新情報を配信しております。
ぜひ、ご覧ください。

◉ NEERS (本誌)について

本誌では、皆様が知りたいことを配信していきたいと考えています。
内容について、ご意見やご要望等ございましたら是非ご一報くださ
い！

◯担当者

鈴木(4年)：ac17079@shibaura-it.ac.jp / 川口(2年)：ac19058@shibaura-it.ac.jp

※ SNSのDMでもご意見やご要望等受け付けております！お気軽にご連絡ください。

https://shibaura-it.wixsite.com/fightingengineers
mailto:ac17079@shibaura-it.ac.jp
mailto:ac17079@shibaura-it.ac.jp

