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監督あいさつ

平素はCURUSADERSに温かいご声援、ご支
援を賜りまして誠にありがとうございます。

昨年に引き続き、新型コロナの影響でチーム
活動、勧誘等の制限が多くなっており、思う
ような活動ができていない状況であります。
しかしその中で昨年とは違うオンラインの活
用等でチーム内コミュニケーションは活発に
なっています。

昨シーズンは入れ替え戦そのものが無くなり、
それでも目指す姿を変えずに戦い抜き２部優
勝という結果となりました。評価できる成果
だったと思いますが、学生は誰一人満足して
おらず、改めて目標達成への渇望を私自身感
じました。

それが今年の目標「奪還」に繋がっています。
昨年目標に挑戦することさえできなかった悔
しさを含め、２部リーグを圧倒し入れ替えを
果たし１部で戦えることを証明する。悔しい
思いをしてきた学生たちの本気の目標に対し
て、最大限のサポートをすることが責務だと
思っています。

今年の４回生は、1～２回生時から主力と
なってきたメンバーがほとんどです。スタッ
フ・選手とも本当にチームを引っ張ることが
できる人材がいます。
私がヘッドコーチとしてチームに戻ってきた
年に今の４回生は入学してきました。「一緒
にチームを強くして１部で南山を見せつけて
やろう」そう話したことを今でも覚えていま
す。
結果はその年に２部降格して現在。１部リー
グをほぼ経験させることなく最上回生にして
しまったこと。それは私の中の本当に強い心
残りです。

だからこそ、チームの目標を達成するために、
今までの４年間を全て出し切ると約束をして
くれた４回生のために厳しいことも含め問い
かけ続けたいと思います。

春シーズンでは愛知大学、信州大学との２
試合のみとなりましたが、４回生の活躍は
もちろんですが、３回生、昨年入部してく
れた２回生が活躍を見せてくれました。
チームとしてとても明るい話題です。

コロナだから、練習が思うようにできない
からという言い訳をせずに限られた今とい
う時間でできることをやり切る。それ以外
できることはありません。
一人一人がCRUSADERSの一員としてプラ
イドを持って活動する。そしてここでの経
験が、その先の人生で大きな糧になるよう
な経験を与えていきたいと思います。

今シーズンより前任の加賀から監督を引き
継がせて頂きました。加賀の想い、２部に
落ちてしまった代、昇格できなかった代、
挑戦すらできなかった代、CRUSADERS関
係者すべての想いを背負って戦い抜きたい
と思います。

OB・OGの皆様におかれましては変わらぬ
ご声援、ご支援賜りますよう何卒宜しくお
願い申し上げます。

【近藤賢一プロフィール】
2002年南山大学アメリカンフットボール部
に入部。WRとして１回生から出場。４回
生時にはベストイレブンに選出。その後複
数の社会人チームに所属。最後は名古屋サ
イクロンズで現役生活を終え、ヘッドコー
チに就任。2021年より監督に就任し１年目
のシーズンを迎える。

南山大学アメリカンフットボール部

監督 近藤賢一
2002年 南山大学アメリカン

フットボール部入部
2005年 東海学生リーグ優勝
2006年
～2017年 名古屋サイクロンズ

オービックシーガルズ
ウォリアーズ（X2）

2018年 ヘッドコーチ就任
2021年 監督就任

まだできる。もっとできる。
覚悟を持ってやりきるチームを作り
一部昇格へ
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幹部メンバー紹介 ユニットリーダーメンバー紹介

昨年は春シーズンは全試合中止、秋シーズンは昇降格なしでのトーナメント戦開催に加え、約半年という長い自
粛期間もあり異例の年となりました。特に4年生の先輩方は1年を通しても悔しいシーズンであったと思います。
しかし、チームとして新たな生活様式に順応するにあたり、今まで当たり前に行ってきた習慣や業務が本当に必
要なことなのかを一から見直す貴重な機会となりました。
今年一部のステージで戦うことは叶わぬ夢となってしまいましたが、21CRUSADERSのスローガンである
「GUTS UP」を掲げ、主務として部の運営という立場からスタッフの底上げを図り、チームの基盤を新たに作
り上げます。そして、来年以降１部で戦い続けることのできるチームにしていきます。
また、部内のみならず部外の方々とのコミュニケーションも大切にし、周囲からいただく些細な意見も真摯に受
け止め、様々な角度からチームに刺激を与えてきたいと思います。
コロナ禍という状況においても活動できることに感謝し、昨年先輩方から託された一部昇格という夢を必ず実現
できるよう、日々の練習を無駄にすることなく常に精進して参ります。

今後とも温かいご声援のほど何卒よろしくお願い致します。

昨年度はコロナウイルスの影響もあり、個人としても満足のいく結果が残せず、またチームとして
も一部昇格という目標が閉ざされてしまったシーズンでもありました。しかしながら、コロナで
あったからこそ生み出すことのできた新たな文化や練習に対する取り組み方など、様々なプラスな
要素も多くありました。今年度のチームでは、今一度アメリカンフットボールが出来ることに心か
ら感謝し、スローガンである『GUTS UP』を部員一人一人が体現し、今までにない最高のパッ
ションを持つチームを作り上げて行きたいと考えています。また、この最高のパッションをもつ
チームを作り上げるために、まずは自分自身が誰よりもアメフトに対しての情熱を燃やし続け、周
りの人間を巻き込み、チーム全体の熱量を引き上げ、東海一熱いチームを作り上げていくため日々
尽力して参ります。今年度もご支援、ご声援よろしくお願い致します。

昨年度はコロナウイルスの影響により思うように練習ができず、チーム全体として求めていたレ
ベルまで辿り着くことができませんでしたが、ミーティングを重ね、チーム、ユニット、パート
間のコミュニケーションを取り、見直すためのいい機会でもありました。また、これまで当たり
前に練習ができていることのありがたみを感じることができました。
今年度も感染対策など様々な制限がある中で、コミュニケーションを大切にすることはもちろ

ん、厳しい状況の中で言い訳をせず、スローガンである「GUTS UP」をチーム全体で体現させ、
日々応援してくださる方々に一部昇格という結果で応えられるよう取り組んでいきます。また、
一部昇格を必ず果たすことができると周りから見ても思われるようなチーム、ユニットを作るた
めに、副将としてオフェンスリーダーとして自分が一番責任を持って取り組んでいきます。QBと
しても今年のオフェンスは違うと感じられるような結果を残せるよう日々精進します。今年度も
ご支援、ご声援をよろしくお願い致します。

昨年度はコロナウイルスの影響により入れ替え戦が行われない異例のシーズンとなりました。
2020CRUSADERSは1部昇格の機会を失ってしまい、リーグ優勝を果たしたものの本来の目標を達成したわけで
はありません。しかし、その状況下でもチームとして「来年、1部昇格をするための準備期間が増えた」とポジ
ティブに捉え、シーズンを通して練習に取り組んできました。
苦しい状況下でも前向きに、できることをし続ける精神は昨年同様大切にしていきたいと思います。
そして、今年度のスローガン『GUTS UP』はそのような精神を引き継ぎ、更にチームとしての一体感や熱量を底
上げしていくことを意味しています。
勝利のために一人ひとりが考え、すべきことをやり続けることを徹底し、なによりも僕自身がそれをチームに示
す存在になります。
2018年秋、2部リーグ降格になったあの日から常に1部に上がりたいと考えていました。主将になった今、なんと
してでもそれを成し遂げることが使命だと思っています。
今シーズンも昨年同様厳しいシーズンになることは予想されますが、必ず1部昇格し、奪還という目標を果たしま
す。ご支援、ご声援よろしくお願い致します。

今年度のディフェンスは、ユニット全体のコミュニケーションを軸に、プレーの完成度を
高め、必ず1部昇格に繋がるユニットを作り上げます。昨年度は、優勝こそしましたがディ
フェンスが圧倒し、すぐにオフェンスに繋げられるまでのユニットづくりができたとは言い難
いものでした。そこで今年度はコロナ禍を利用し、オンラインでのミーティングに力を入れ、
一人一人が意見をぶつけられる風通しの良い関係を築くことで、フィールド内外でのコミュニ
ケーションが広がり、戦術の理解度に限らず、熱意を持って練習や試合に取り組める環境を作
り上げます。その上で私自身、昨年度も務めさせていただいたDFリーダーの経験を活かし、
自身から情報を積極的に発信し、責任を持ってリーダーの職に従事していく所存です。今年度
もご支援、ご声援のほどよろしくお願い致します。

キックは昨シーズン「アシスト」をスローガンに掲げ、1年間取り組みました。キックユニッ
トとしては、オフェンス・ディフェンスを常に意識し、優位に立たせることを目指し取り組めた
と思います。しかし、リターンタッチダウンを含め、流れを変えるようなビックプレーを起こす
ことができませんでした。昨シーズンの決勝戦のような拮抗する試合において、キックでビック
プレーを起こし、勝利に繋がるユニットにしていかなければならないと実感しました。そこで、
今シーズンはキックにおけるプレーヤーの基礎技術やスキル技術の水準を高め、安定感のあるプ
レーを実現するという意味を込め「Raise the standard」をスローガンに掲げ取り組んでいきま
す。流れを掴めない時間が続いてもキックで流れを変えられるようなチームのベースとなるユ
ニットを作らなければなりません。オフェンス・ディフェンスに負けずビックプレーを起こすた
め、またキックの現状を変えるため、キックリーダーとしてユニットを引っ張っていきます。

今年度は「知識で勝つ」ということをテーマに1日の練習や一つの練習に対して全員で話し合
い、プレー精度を高め、一部校に勝てるユニットを作ります。昨年度はコロナ禍ということもあ
り思うように練習ができない期間もありましたが、ミーティングを重ねることでユニットでの知
識をつけることができました。今年度もオンライン上でのコミュニケーションも大事にし、限ら
れたグラウンド内練習での質を高めるため、練習前にユニットでの共通認識を高め、取り組んで
いきます。そしてこのオフェンスならば一部昇格を必ず果たすことができると周りから見ても思
われるようなユニットを作るために、オフェンスリーダーとして自分が一番責任を持って取り組
んでいきます。今年度もご支援、ご声援をよろしくお願い致します。

主将 鈴木一路

主務 前田万里奈

副将 岩瀬慶哉

副将 海野暢生

OFリーダー 海野暢生

DFリーダー 佐藤優太郎

KICKリーダー 尾西優駿



あんどうそうま

安藤颯馬

プロフィール

LB #1 LB #2 RB #7
すずきいちろ

鈴木一路
うえばばたつや

上馬場達哉
おおやかいせい

大矢海世

いわせけいや

岩瀬慶哉
さとうゆうたろう

佐藤優汰郎
うんのみつき

海野暢生
すだりょうた

須田崚太

WR #13

DL #52LB #51QB #19 RB #20

SENIOR（４回生）

ながなわたくみ

永縄巧

OL #57
さわだりょうすけ

澤田凌佑

OL #64
やまうちえいた

山内瑛太

DL #78
きよさきとうま

清﨑冬馬

WR #85

まえだまりな

前田万里奈

MG #07
たかはしすず

髙橋珠

TR #012
こじまあゆみ

小島歩実

AS #018
にしがきかな

西垣佳菜

AS #024

おさだまみ

長田真美

MG #025 AS #046
たけうちみほ

竹内美帆

AS #082
よろずやひなの

萬屋ひなの

Pride
勝利はすべてではない、
しかしすべてに優先する。

私達は2021年CRUSADERSを
応援します

山本昌樹(84生)



DB #8 WR #11 RB #21
おにしゆうま

尾西優駿
いまいたつや

今井達也
あかおかたくと

赤岡拓都

DB #23
なかしましゅうと

中島秀斗

ほりうちゆうた

堀内雄太
にいみりゅうのすけ

新美龍之助
いまむらりゅうき

今村竜暉
とみたれお

冨田怜央

LB #44LB #41WR #33DB #24

JUNIOR（３回生）

いけどひろまさ

池戸宏匡

OL #73
さわだゆうすけ

澤田雄介

DL #99
もたいりきや

母袋利輝也

AS #08

プロフィール

大一自動車株式会社

TEL 052-482-6001
〒453-0825 名古屋市中村区沖田町396番地

営業時間 9:00~19:00

PCサイト www.100yen-rentacar.jp / 携帯サイト www.100yen-rentacar.jp/m

名古屋岩塚店

ファミリー整骨院

〒475-0916
愛知県半田市柊町1-216-8
電話番号：0569-89-7588
FAX番号：0569-89-7537

名古屋銀行

愛知銀行

地下鉄岩塚駅３番出口
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WR #3 DB #9 WR #10
サルワルムムハンマ

ドアマール

にしおかたいぞう

西岡泰蔵
しみずひろか

清水大翔

QB #16
すぎとひなと

杉戸日向人

くりもとかほ

栗本夏帆
あだちゆうご

安達祐護
やまだけんたろう

山田健太郎

MG #039LB #39RB #31

SOPHOMORE （2回生）

プロフィール
中国料理

牡丹亭
〒466-0815 名古屋市昭和区山手通り1-6-3 山手ビル1F

電話番号：052-836-9855
営業時間：昼11:30~14:00/夜17:30~22:30

一人を、ひとつを ありがとう

マネージャー池谷 悟(90生)

リスクマネージメント/損害・生命保険業務

株式会社 インシュアランス サービス
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-6-5 名古屋錦シティビル10F
TEL 052-202-0811 FAX 052-202-0812
URL http://www.inss.jp

あまの接骨院
Amano-Bonesetting

〒466-0834 名古屋市昭和区広路町北石坂102-44

健康保険取り扱い〈交通事故・労災〉※初めての方は保険証をお持ちください。

受付時間 月 火 水 木 金 土
午前 8:30～12:30 〇 〇 / 〇 〇 〇
午後 16:00～20:00 〇 〇 / 〇 〇 △

【休診日 水曜日・日曜日・祝日】

TEL・FAX 052-898-1003



QB #12 WR #17 RB #22
おがわともき

小川大輝
みずのふみと

水野史登
すずきかいと

鈴木嘉愛

LB #53
いちかわいつき

市川樹

はやしゆかこ

林由佳子
こんどうはやて

近藤颯
いちかわそうま

市川颯馬
さかきばらみつき

榊原光輝

AS #01DL #74DL #66LB #61

FRESHMAN（1回生）

AS #05
いしだあやか

石田綾香

MG #014
きむらまりか

木村鞠花

MG #016
いまいななは

今井七葉

TR #023
しばたあやな

柴田彩那

はるきことみ

春木琴美

TR #028
おおしたさあや

大下紗采

MG #038

プロフィール

写真でのこすあなたの歴史

ヤマウチ写真場
〒471-0027 豊田市喜多町3-88-1

TEL（0565）-33-1671



ポジション紹介

DEFENSE UNIT



Line Backer

Defense Back

DLはディフェンスの最前線に位置し、ランとパスど
ちらのプレーにも絡むことができる。ランプレーでは
、オフェンスのアサイメントを破壊し、ボールを持つ
キャリアに向かってロスタックルを狙う。パスプレー
では、OLのパスプロテクションを抜けQBサックを狙
いに行く。そのためDLは多くのプレーに絡むことが
できる。DLからプレーを盛り上げて、試合の流れを
つくっていくので、試合ではDLの活躍に注目してく
ださい！
DLリーダー #41 新美龍之助

LBはディフェンスの中でも真ん中にセットするポジション
で、数多くの役割が存在します。
ランプレーの際にはボールキャリアに鋭いタックルをして
攻撃を止めます。パスプレーの際にはパスカバーをします。
このようにほぼすべてのプレーに加わることができるのが
LBというポジションです。また、ディフェンスの司令塔と
して頭脳とリーダーシップが必要とされるポジションなの
で、秋に向けて基礎を固め、ビッグプレイでチームの士気
を上げることができるように練習に取り組んでいきます。

LBリーダー #44 堀内雄太

DBは、ディフェンスの1番後ろに位置し、パスプレー
を中心に守る、ディフェンスの最後の砦です。つまり、
1番後ろから、フィールド全体を見渡しながら状況を
把握し、冷静な判断をすることが求められるポジショ
ンです。また、相手のQBから投げられたパスをDBが
キャッチをする事で、攻守が変わるインターセプトな
どで、一瞬でゲームの流れを変えることができるポジ
ションです。WRと1対1で競う場面もあり、スピード
や俊敏性などが求められるアスリートポジションです。
DBリーダー #23 中島秀斗

96生 鍛冶良仁



ポジション紹介

OFFENSE UNIT

Offense Line

OLは主に攻撃時にブロックをする役割を持っています。ランプ
レー時にはRBやQBの通る道をあけ、パスプレー時にはボールを
投げるQBを相手DFから守ります。攻撃において、OLが強いか
どうかそのチームのオフェンスが強いかどうかが変わってくる
ほど重要な役割となるので、チームの中で1番プレーの理解を深
めることはもちろん、相手DLを押し込む強い体に加え、瞬時に
物事を判断する高い頭脳が必要となります。
オフェンスを引っ張るプライドと責任をもって練習に取り組み
ます。
OLリーダー #73 池戸宏匡

Wide Receiver

WRはオフェンスの一番端にいるポジションです。それだけを聞く
と何をするポジションなのか分かりづらいかもしれませんがランプ
レーの時にはRBの道を開けるためのブロック、パスプレーの時には
ボールをキャッチすることでチームに貢献をします。パスプレーも
ロングのシチュエーションであれば一発でタッチダウンを狙うこと
ができるオフェンスの花形のポジションです。ラン、キャッチ、ブ
ロックのアメフトに必要な要素を全てこなさなければならないポジ
ションであり、高い身体能力が求められます。ですがパスプレーで
タッチダウンした時の快感は他では得ることはできないため、とて
も楽しいポジションです。
WRリーダー #11 今井達也



Running Back

RBはQBからボールをもらい、WRやOLがブロックしてで
きたスペースを上手く走り、タッチダウン狙うポジション
です。周りの支えがないと成り立たないポジションである
ため、仲間との信頼関係がとても大切です。また、フィジ
カル・スピード・テクニックなど個性を生かしたプレーが
できます。時にはランだけでなくパスを受ける時もあり、
器用さも求められるポジションです。そしてRBの出来が試
合の勝敗を大きく左右するため、やりがいがとてもありま
す。
RBリーダー #21 赤岡拓都

Quarter Back

QBはオフェンスの司令塔であり、試合の勝敗に直結する重
要なポジションです。RBに正確なハンドオフでボールを渡
すことや、WRにパスを投げる、時には自ら走るなど様々
なプレーで魅せることができます。また、時には自らプ
レーを選択する場面もありアメフトの知識がとても必要で
あり、誰よりもアメフトを知っていなければならないポジ
ションです。とても難しいポジションではあり、オフェン
スはQB次第で強くも弱くもなりますが、活躍する場はとて
も多くてとてもやりがいがあるポジションです。

QBリーダー #19 海野暢生

ポジション診断
君に最適なポジションを診断しよう！

背が高い
はい→2へ
いいえ→６へ

ふくよかだ
はい→3へ
いいえ→10へ

鬼ごっこは逃
げたい
はい→7へ
いいえ→8へ

パワー派
→Cへ
スピード派
→Dへ

頭脳派だ
はい→4へ
いいえ→5へ

ぶっとばしたい
はい→Eへ
いいえ→Fへ

体は丈夫だ
はい→Gへ
いいえ→9へ

ボールを捕る
ことが得意だ

はい→Bへ
いいえ→Aへ

START 2 3 4

5 6 7 8

I:SF K:WRJ:QB

F:TBE:FB

1対1の駆け
引きが好き
はい→Hへ
いいえ→Iへ

肩が強い
はい→Jへ
いいえ→11へ

目立ちたい
はい→Kへ
いいえ→6へ

11109

A:OL B:TE C:DT D:DE

H:CBG:LB



ポジション紹介

STAFF

Manager

Trainer

TRは主にプレイヤーの身体面に関わるサポートをしています。
体重管理や怪我のサポート、トレーニング指導を行い、プレイヤー
が練習や試合で最も良いパフォーマンスができるよう、日々努めて
います。
今年は秋に向けて強靭なフィジカルを作り上げ、一部昇格という目
標を必ず実現させるために、トレーニングを基礎から見直していま
す。ウエイトトレーニングやフィールドトレーニングの目的を明確
化し、選手が高いモチベーションで日々の練習に取り組むことがで
きるよう、TR自身の知識向上にも尽力します。
TRリーダー #012髙橋珠

マネージャーはチームの基盤を担うパートであり、運営のエキ
スパートです。会計やチームウェア管理、広報、大学関連など
多岐にわたる仕事を担当しています。
今年は、プレイヤーが日々の練習に集中して取り組むことが出
来る環境を整えるだけでなく、外部との懸け橋として一人一人
が自分自身の役割に責任を持ち、全うすることで、
CRUSADERSを根底から支える縁の下の力持ちとして活躍しま
す。
MGリーダー #025 長田真美



Analyzing Staff

ASは、スタッフの中でも戦略分析に特化したパートです。
主に対戦相手の過去の試合からデータを取り、対戦校の選手の
スキルや弱点などを調べたりしています。戦略が勝敗に大きく
関わるアメフトでは、こういったASの仕事は必要不可欠です。
また、MGやTRのようなプレイヤーのサポートに徹するという
よりかは、「プレイヤーとともに戦っている」という感覚が味
わえるパートです。
今年もより一層『チームの頭脳』として全力を尽くしていきま
す！
ASリーダー #08 母袋利輝也

CRUSADERS SNS ACCOUNTS

CRUSADERS TEAM GOODS
twitter

各QRコードからアクセス出来ます
ぜひご覧下さい！！

CRUSADERS

OFFICIAL WEBSITE

ボトル

うちわ

トレーナー

チームＴシャツ

ステッカー

トートバッグ



応援団紹介

保護者からのメッセージ・応援団紹介

主将保護者からのメッセージ

南山大学応援団リーダー部
南山大学応援団チアリーダー部
KOALAS

押忍。南山大学第63代団長、福田陸と
申します。

我々応援団は、アメフト部と共存して
きたと言っても過言ではありません。
お互い長い歴史を有し、たくさんの
人々に支えられながら部活動に向き
合っています。
しかし近年コロナウイルスの影響で、
応援どころか試合自体も中止が相次ぎ、
お互い難儀したかと思います。
我々応援団、困難な環境で最大限の活
動ができるよう努めてまいりますので、
今後ともどうぞよろしくお願いしま
す！

誇らしく思っております。
勝利に向かってひたむきに練習やトレーニング
に励む選手の皆さん、より良いチーム作りや選
手のために働くスタッフの皆さんの姿が印象的
で私たちのモチベーションに繋がっております。
試合中の白熱した激しい戦いの裏でのチーム一
丸となって行われる緻密な頭脳戦、勝利したと
きの盛り上がり、厳しい状況下でも決してめげ
ずあきらめず、果敢に試合に取り組むチームの
皆さんを間近で感じることで、希望や勇気をも
らい頑張ることの大切さを毎回ひしひしと感じ
ます。
まだまだ行き先が不透明な状況ではございます
が、私達もこの状況に負けず、全力で活動に臨
んで参ります。今後ともよろしくお願い致しま
す。

こんにちは！2021年度応援団
KOALAS主将の山内杏莉と申しま
す。長年培われた伝統を持ち、
たくさんのOBOGの方に愛される
アメフト部さんを応援させて頂
けることをKOALAS一同大変

CRUSADERS関係者の皆様、大変お世話になっております。
普段からInstagramやTwitter、ブログなどで活動を見させ
ていただいています。
親としては、コロナ禍で良いことより辛いことの方が多い
のでは無いかと心配に思っていました。しかし、日々オン
ラインでミーティングを重ね、トレーニングで身体を鍛え、
新入生の勧誘活動をさまざまな方法で行う。そして部員同
士で笑い合う様子を見てコロナ禍なんてものともせず、ス
ローガンの「GUTS UP」し続けていると皆様を誇らしく
素晴らしいと思っています。いつも心からCRUSADERSを
応援しています。がんばれ！

主将 鈴木一路の保護者 鈴木訪也・泉

OB会長からのメッセージ

南山大学アメリカンフットボール部 OB/OG会会長 谷口浩司 （南山大学79年卒）

日頃はCRUSADERSに多大なるご支援・ご声援・ご理解・ご協力をいただ
き厚くお礼申しあげます。
昨年はコロナ禍で、新入生勧誘や練習も満足にできない中、かろうじて2部
のトーナメントで優勝できたことはよく健闘したと思っています。
本来、勝ち進み１部復帰を望んでいたとは思いますが、入替戦はなくなり
ましたので成しえた中では最良の結果でした。
1年が過ぎ感染防止対策の決め手がもう一つないまま活動制限が行われれば
本校のように未経験者を主体としたチームは特に影響が大きいです。
我々OB/OGも試合の見学ができないことは何より増して寂しく、観戦を通
しての顔合わせは納会や激励会などの定期行事とともに大変重要なことで
すが叶いませんでした。
今年はリーグ戦としては従来通り行われる予定ですが、無観客での試合と
なる公算が強く2年にわたり厳しいシーズンを迎えることになります。
しかし、新しいメンバーは希望をもってCRUSADERS FAMILYになった
のですから形は別としてしっかりと応援をしていきたいと思います。
大学への訪問も基本的には制限されており、練習を見に行くことも難しい
ですが、状況が変わり規制が緩くなればできるだけ参加いただきたいと思
いますので何卒よろしくお願い申し上げます。

社会保険労務士事務所

厚生労働省認可
労働保険事務組合

中日労研

社会保険労務士

田 畑 彰 悟

〒470-1112 豊明市新田町南山68-4
(0562)95-4398
携帯 090-7431-6392
E-mail：tabacb29.30.23@gmail.com
HP：http://www.ytabata.com

信頼



南山高校アメリカンフットボール部
Nanzan Boy’s  senior high school PROFILE

▶主将あいさつ
こんにちは、南山高校CRUSADERSです。
今年の春大会は京都１位のチームに敗れ目標としていた関西制覇はかないませんでした。高校三
年生は引退しましたが、新チームとなり春大会の経験を活かし秋大会に向けて練習しています。
春大会を通じてOBの先輩方や、先生、保護者の方々などたくさんの人の応援とサポートをも
らって活動できていることに改めて気づかされました。
今、チーム全体で取り組んでいることは体重、筋力アップです。
ウェイトトレーニングを中心に練習をし、朝練も活用して筋力アップに励んでいます。
部員同士で体重を記録し食事の量も管理しあうことで体重アップにも力を入れています。
応援とサポートをしてくださる皆様への感謝の気持ちを忘れず、チーム全体が全力で練習に取り
組み目的に即し、目標を達成できるような活動をしていきたいと思っています。
これからも応援よろしくお願いします。

#1 内川誠

横山侑汰

#2  名倉亮太 #4 名倉直 #7   後藤領太

#8  山本英之介 #9 中原秀城 #10 大竹崇介 #13 山北隆二

#17榎本有一郎 #22 坂井彬祐 #27後藤航太郎 #31 伊東聖矢

#36 浅井颯真 #37 寺島丈登 #38 早瀬丈博 #43 水野俊輔

#59 橋本昂大 #53 髙井一磨

#64 岡本芽空 #65 三輪大

#55 菅原大 #60 脇谷崇介

#67 柳渕岳宏 #76 仙波泰輝

#78 中村悠人 #80長谷川征太郎 #83 河合輝空 加藤雅紀

北村一博小野田隼人太田隼人



南山中学アメリカンフットボール部

▶主将あいさつ
こんにちは南山中学CRUSADERSです。
今年の春大会は、一回戦で負けてしまうという結果に終わり、自分たちの練習不足を痛感し、非
常に悔しい思いをしました。その悔しい思いを忘れず、秋大会でいい結果を出せるように日々練習
を励んでいきます。チーム一丸となって目標に向かって練習をしていけば、ぼくたちはかならず成
長できると信じています。
最後に、いつも僕たちを指導してくださる先生やコーチ、高校の先輩、応援してくださる多くの

方々、保護者の皆様方への感謝の気持ちを忘れず、これからもチーム全員で頑張っていくので、応
援よろしくお願いします。

Nanzan Boy’s junior high school PROFILE

#72 安本遼人

#5 芝野諒平 #10 齊藤舵至

#25相川晃太朗

#51 土佐桔平

#29 小笠原怜

#57 水野寛文

#11 奥村航多

#30 岩田快士

#59 山田俊文

#16 青木大門

#32 徳永康祐

#60玉置龍之介

#24 松岡匠人

#49 鏡味俐十

#64山本朔之介

前原悠真 松田悠希

森大蔵 島﨑健翔 吉村直太朗

山下佳哉

安井祐

恒川大河 梅原隼人

永井碧音 永井優哉 波部仁志 堀田大和福部洸央

澤田怜和

菅沼賢

島崎健翔 嶋津慎之介 地主光瑠 下原旺大

鈴木桂 鈴木信志 塚本諒 中島凜軌

#88 増田授能 #99 安部嵩人 小川真人 奥田徹歩 亀山仁

#77 服部隼也 #79マクレラン奨音 #81 鈴木礼恩 #86 水谷俊文



OSSAN CRUSADERS南山小学校フラッグフットボールチーム

▶あいさつ
南山大学付属小学校ではアフタースクールにてフラッグフットボール講座を開講しています。
本来は南山大学のアメリカンフットボール部の全面なる協力をいただき、毎週月曜日の授業後、
大学アメリカンフットボール部員のみなさんに直接指導していただいております。 部員のみな
さんは子供たちの指導内容やプログラムを毎週計画することで、大学で入部してくるアメフト経
験のない学生への指導方法などを学び、子供たちに対しては現役学生選手へのあこがれ、競技へ
の楽しさを感じてもらい将来子どもたちのなかから中、高、大でもアメリカンフットボール選手
や競技に携わる子どもがひとりでも増えてきてくれることを期待しております。（2021年度は南
山中高校→中央大学が1名、南山中高校で2名、南山中学→大阪産業大学付属高校、南山中高校→
慶応大学付属NY校にそれぞれ1名、海陽学園1名、南山中学で2名が活躍中しております。）
※現在はコロナ禍ということと生徒数が少数であることを十分配慮し、学生コーチの協力は控え、
社会人コーチのみの指導でおこなっております。この状況が改善次第、取り組みを再開したいと
積極的に考えております。CRUSADERS familyの一員として、未来のCRUSADERSの部員を獲得
するためにも、東海のアメフトを盛り上げるためにも諸先輩方が作り上げてくださった懸け橋を
継続する所存です。

▶あいさつ
2012年に誕生したOSSAN CRUSADERSも間もなく10周年をむかえます。
結成当時はまったく勝つこともできず、ファーストダウンはおろかましてやタッチダウンなど
まったく取ることができませんでした。
そのチームがいまや現役高校生や大学生も参加するフラッグフットボール日本選手権の
ファイナリストにまでなるチームになりました。
あと残るは「てっぺん」のみ！
平均年齢40代後半のメンバーがほとんどですが現役クルセイダーズに恥ずかしくないようなプ
レーを目指し頑張っています。

2018年 日本選手権 3位
2019年 日本選手権 準優勝
2020年 東海地区優勝 （日本選手権コロナのため中止）
2021年 日本選手権 3位

Team Profile
ニックネーム

監督

C R U S A D E R S

服 部 直 希

オッサン クルセイダーズ



南山大学からのメッセージ

2019年度末から続くコロナ禍が学生生活に大きな影を落
とす中、アメリカンフットボール部は、なかなか思うよ
うに活動ができず、この1年半余を大変苦しい思いで過
ごされてきたことと思います。
人は、苦しくなると、自らの内にではなく外に原因を

求めたくなることがありますが、そのような姿勢でいる
限り、進むべき道は見つからないと思います。コロナ禍
という外的要因に苦しめられながらも、自らが何をやれ
るか、また、何をやるべきかを考え、目標を持ち、精進
することが大切です。このようなことを思いながら、部
の公式Webサイトを開いてみると、苦しかった2020年の
経験を糧に、「1部昇格」とともに「リーグ戦を圧倒し
た上で入替戦に勝利する」という願いをも込めた「奪
還」の目標を語る、主将の鈴木さんの力強いメッセージ
が目に留まりました。苦しい1年を経験したからこそ見
出された「奪還」という目標を、ぜひ大切にして下さい。
そして2021年度、アメリカンフットボール部の皆さん

一人ひとりが、「奪還」の目標を胸に掲げ、コロナ禍と
いう逆境をものともせず、力を合わせて活動してほしい
と思います。その先にこそ、光があると信じます。目標
に向かって、着実な歩みを期待しています。

昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、通常の活
動ができなかったにも関わらず、2部トーナメントで優勝という
成績を残したことは大変立派なことです。“Guts up”というス
ローガンを掲げ、今年度こそ１部リーグ昇格を目指している皆
さんを大いに応援しています。南山大学が大事にしている多様
性の下で、自分の個性を他者と分かち合い、他者の個性から学
び合うことによって、さらに豊かな人生を発見することができ
るということを、日々の練習や試合でのプレーを通して、チー
ムの仲間と共に経験していると思います。自分の持っている才
能・能力を磨き、チャレンジすることは、きっとこれからの人
生の糧になるでしょう。自分の価値を発見し、自分の個性を発
揮しながら、同じゴールに向かって皆で力を尽くすことは、言
葉では言い表せないほどの喜びと充実感があるでしょう。皆さ
んの活躍と成功を心から祈っています。

2019年度末から続くコロナ禍が学生生活に大きな影を落とす中、
アメリカンフットボール部は、なかなか思うように活動ができ
ず、この1年半余を大変苦しい思いで過ごされてきたことと思い
ます。
人は、苦しくなると、自らの内にではなく外に原因を求めた

くなることがありますが、そのような姿勢でいる限り、進むべ
き道は見つからないと思います。コロナ禍という外的要因に苦
しめられながらも、自らが何をやれるか、また、何をやるべき
かを考え、目標を持ち、精進することが大切です。このような
ことを思いながら、部の公式Webサイトを開いてみると、苦し
かった2020年の経験を糧に、「1部昇格」とともに「リーグ戦を
圧倒した上で入替戦に勝利する」という願いをも込めた「奪
還」の目標を語る、主将の鈴木さんの力強いメッセージが目に
留まりました。苦しい1年を経験したからこそ見出された「奪
還」という目標を、ぜひ大切にして下さい。
そして2021年度、アメリカンフットボール部の皆さん一人ひ

とりが、「奪還」の目標を胸に掲げ、コロナ禍という逆境をも
のともせず、力を合わせて活動してほしいと思います。その先
にこそ、光があると信じます。目標に向かって、着実な歩みを
期待しています。

コロナ禍の逆境を乗り越え、「奪還」という目標に向かって

南山大学 学生部長挨拶

南山大学 学長挨拶

南山大学学生部長

豊島明子

南山大学長

ロバート・キサラ

南山大学インフォメーション

南山大学入試課です。
CRUSADERSの皆さんが掲げたスローガン【Guts Up】には【覚悟を
持ってやりきる】という想いを込めたということですが、目標に対し
て【覚悟を持ってやりきる】ことはスポーツだけでなく、どのような
場面でも求められることです。この意識をもって、1人1人が選手とし
て成長しながら『個の力をチームの力へ』繋げてください。
南山大学入試課はCRUSADERSの皆さんの目標である【奪還】の達成を
応援しています！

南山大学入試課からのメッセージ

受験生のための入試説明会

１１月６日(土) ※詳細は９月中旬以降
本学Webページをご確認ください。［

［

入試制度説明、個別相談、キャンパスツアーなどを実施

問い合わせ先
南山大学入試課
Phone 052-832-3013     Email nyushi-koho@nanzan-u.ac.jp
https://www.nanzan-u.ac.jp/admission/



2021年度 春季オープン戦結果

2021年度 秋季リーグ戦・入れ替え戦日程表

VS愛知大学
4月17日(土)
南山大学グラウンド
13:00  Kick Off

VS信州大学
7月17日(土)
南山大学グラウンド
16:30  Kick Off

大学名 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL

南山大学 7 14 0 7 28

愛知大学 0 0 0 0 0

大学名 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL

南山大学 14 14 13 / 41

信州大学 0 0 0 / 0

※第3Q中に40点以上の点差が生じたため、第3Q終了時点で試合終了

日程 対戦校 会場 キックオフ

9月11日(土) 名古屋商科大学 テラスポ鶴舞ウエストグラウンド 13:00

10月10日(日) 三重大学 テラスポ鶴舞ウエストグラウンド 11:30

10月24日(日) 愛知学院大学 テラスポ鶴舞ウエストグラウンド 14:30

11月6日(土) 愛知大学 名古屋商科大学日進キャンパスフットボール場 13:30

11月27日(土) 1部6位対 2部A1位 愛知県口論義運動公園蹴球場 12:00

11月27日(土) 1部5位対 2部A2位 愛知県口論義運動公園蹴球場 15:00

2020年 外国語学部英米学科卒業
現役時ポジション：アナライジングスタッフ

アメフト部に入部したことは私の大学生活の中で最も
大きな転換点でした。入学した当時は、外国語学部
だったこともあり、サークルに入り、どこかのタイミ
ングで留学をし、そこそこ楽しい大学生活を送れたら
いいなと漠然と考えていました。そんな私が、アメフ
ト部への入部を決めた理由は、勧誘してくださった先
輩の話を聞く中で、最後の学生生活で何か一つだけで
も頑張ったと自信を持って言えることがしたいと思う
ようになったからです。目標に向かって日々努力をし
ている先輩の姿はとても輝いていて、私もこんな人た
ちになりたいと強く思いました。

私の大学4年間はアメフト部一色でした。4年生で、授業もないのに八事日赤の坂
を登る学生はとても少ないと思います。時には、思うように友人と遊べず不満を
感じたり、留学に行った友人に焦りを感じたり、順風満帆な学生生活ではなかっ
たです。部活動の中でも、真剣に取り組んでいるからこその意見の衝突もあり、
組織の難しさを感じることもありました。それでも無事4年間を過ごすことができ
たのは、CRUSADERSを支えてくださる方々の存在があったからだと思います。

私は今年社会人2年目になりましたが、卒業して思うのは、アメフト部で過ごした
時間は本当にかけがえのない時間だったということです。楽しいことだけでなく、
無力感にかられたり、失敗したり、辛かったことも含めて今の自分の糧になって
います。また、そこで出会った同期、先輩、後輩にも感謝の気持ちでいっぱいで
す。そして、1つの目標に向かって真っ直ぐ走ることの難しさをますます感じる今
の生活の中で、学生生活は失敗を恐れず何にでも挑戦できる唯一無二の時間で
あったと強く思います。それは必ずしも部活動には限らないと思いますが、私は
CRUSADERSに入部してよかったと自信を持って言うことができます。

新型コロナウイルスにより現役の皆さんも思うように練習・試合ができず苦しい
思いをされていることと思います。難しい時間ではあると思いますが、その中で
チームで考えて取り組んだことはきっと今後の糧になってくれるはずです。
最後になりましたが、現役のみなさんが、精一杯悔いなく4年間を駆け抜けること
ができるのを願っています。私もスタンドから皆さんを応援できる日を心待ちに
しています。

ネクストフィールド
OGからのメッセージ

後藤光璃 日本特殊陶業株式会社

カレー＆丼ショップ マリオ
マリオの名物！ 肉吸い定食 650円

カツカレー 800円
カツ丼 650円

杁中交差点西 500m TEL 052-835-7277

※会場・キックオフ時間等が変更になる場合がございます。ホームページ等でご確認ください。



ご協力いただいた皆様（敬称略・順不同）

編集後記

愛知株式会社
株式会社大林組
QBクラブ
南山大学入試課
フェリーチェ山手
牡丹亭
ファミリー整骨院
マリオ
萱場コンクリート工業株式会社 （75生 谷口浩司）
丸半運輸株式会社 （76生 小栗康義）
大一自動車株式会社 （81生 大塚隆生）
名東整体院 （83生 須賀次郎）
84生・山本昌樹
87生・西澤雄一
株式会社インシュアランスサービス （90生 池谷悟）
93生・岩間英輔
Bar OWL （96生 鍛冶良仁）
あまの接骨院 （00生 天野敦之）
ヤマウチ写真場 （04生 山内盛雅）
TABATA社会保険労務士事務所 （10生 田畑彰悟）
名古屋サイクロンズ （南山OB一同）

今年度のCRUSADERSのチームスローガンは「Guts Up」です。
私たちCRUSADERS一同は、日頃から応援してくださる保護者やOB・OG、大学関係者の

皆様、ご協賛いただきました皆様に今までの練習で覚悟を持ってやりきってきた集大成
を秋季リーグ戦でお見せしたいと思っています。
私たち広報部は、イヤーブックがその手段の一つとなることを目標に作成して参りま

した。
イヤーブックを通して、皆様にCRUSADERSをより一層知っていただき、秋季リーグ戦

を共に戦い抜きたいと思っております。
最後になりましたが、このイヤーブック作成にあたり、ご協力いただいた皆様に、部

員一同を代表して心より御礼申し上げます。
今後とも南山大学CRUSADERSをよろしくお願いいたします。

MG #025 長田真美
MG #016 今井七葉
MG #038 大下紗采

CRUSADERS
発行：南山大学アメリカンフットボール部

〒466-8673 名古屋市昭和区山里町18
HP：http://www.crusaders.jp
お問い合わせ：mgr_crusaders@yahoo.co.jp
発行日：2021年9月7日

編集スタッフ
責任者：監督 近藤賢一
スタッフ：長田真美 今井七葉 大下紗采
写真協力：ヤマウチ写真場 2015生写真班
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