
 

愛知大学戦 ハイライト 

１Q・２Q 

 １Q 

愛知学院（以下愛学）のキックオフを愛知大学（以下愛大）#4 がリターンしそのまま

タッチダウンされてしまう。TP 成功。（7-0） 

   愛学 自陣 30yd からの攻撃。RB#24 巽(2 年)のランで 6yd 前進。 

     自陣 36yd から 2nd down 残り 4yd の攻撃。QB#12 小山(4 年)がボールを持って

走り、6yd 前進。 

     敵陣 44yd から 3rd down 残り 5yd の攻撃。RB#81 大矢(2 年)のランで 6yd 前進。 

     敵陣 32yd から 2nd down 残り 4yd の攻撃。RB#21 秀島(3 年)のランで 7yd 前進。 

     敵陣 14yd から 3rd down 残り 10yd の攻撃。QB#12 小山→WR#11 江崎(1 年)の

パスが成功し、タッチダウン。TP 成功。(7-7) 

   愛大 自陣 34yd からの攻撃。DB#24 巽のタックルで攻撃を抑え、ここで第 1Q 終了。 
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２Q 

  愛大、愛学ともに攻撃を繰り返すが、思うように前進できない。 

  愛学 自陣 25yd からの攻撃。パスを試みたが、愛大#1 にインターセプトされそのま

まタッチダウン。TP 成功。（13-7） 

  愛学 自陣 20yd から 2nd down 残り 19yd の攻撃。RB#42 縣（3 年）のランで 11yd 前

進。 

     3rd down 残り 8yd の攻撃。QB#12 小山→WR#11 江崎（1 年）へのパスは成功

したと思われたが、愛大のタックルによりファンブルしてしまい、さらに愛大

にリカバーされ攻守交代。 

愛大 敵陣 39yd から 2nd down 残り 5yd の攻撃。愛大はパスを試み成功したが、DB#2

土本（1 年）のタックルによりファンブルする。それを DB#42 縣がリカバーし

攻 守交代。 

  愛学 自陣 31yd から 2nd down 残り 4yd の攻撃。QB#12 小山が自ら走り 9yd 前進。 

     自陣 46yd から 4th down 残り 2yd の攻撃。ギャンブルプレイを試み、RB#21 秀

島のランで成功。 

    敵陣 44yd からの攻撃。RB#21 秀島のランでファーストダウン獲得する。 

    敵陣 34yd から 4th down 残り 10yd の攻撃。フィールドゴール K#52 三枝（1 年）

キックは失敗。ここで前半終了。 
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３Q・4Q 

 3Q 

  愛学 自陣 28yd から 3rd down 残り 4yd の攻撃。RB#21 秀島のランで 8yd 前進しファ

ーストダウン獲得。 

    自陣40ydからの攻撃。QB#12小山が自ら走り18yd前進しファーストダウン獲得。 

    敵陣 42yd からの攻撃。RB#42 縣のランで 10yd 前進しファーストダウン獲得。 

    敵陣 32yd から 3rd down 残り 9yd の攻撃。RB#81 大矢のランで 11yd 前進しファ

ーストダウン獲得。 

    敵陣 15yd から 2nd down 残り 5yd の攻撃。RB#42 縣のランで 12yd 前進し、さら

にゴール前 3yd から 2nd down 残り 3yd の攻撃で RB#42 縣が走りタッチダウン。

TP 成功。（13-14） 

愛大 敵陣 34yd からの攻撃。QB#14→WR#80 へのパスが成功し、タッチダウン。TP

成功。（20-14） 

その後、愛大、愛学ともに思うように攻撃ができず前進できない。ここで第 3Q 終

了。 
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  4Q 

愛学 自陣 34yd からの攻撃。QB#12 小山が自ら走り 12yd 前進。 

   自陣 46yd からの攻撃。RB#42 縣のランでファーストダウン獲得。 

   敵陣 43yd からの攻撃。パスを試みたが、愛大#3 にインターセプトされそのまま

タッチダウン。TP 失敗。（26-14） 

愛学 自陣35ydから2nd down残り5ydの攻撃。RB#21秀島のロングランで21yd前進。

愛学はランで順調に前進していく。 

   敵陣 26yd からの攻撃でランを試みたが、ファンブルしてしまい、愛大#59 がリカ

バーし攻守交代。 

愛大 敵陣 35yd からの攻撃。QB がスクランブルしているところを愛学 DL#53 今堀(4

年)が QB サックし 10yd ロスさせた。 

   敵陣 25yd から 2nd down 残り 5yd の攻撃。#15 のランでタッチダウンされる。TP

成功。（33-14） 

愛学 自陣 37yd から 3rd down 残り 2yd の攻撃。QB#12 小山が自ら走りファーストダ

ウン獲得。 

   ハーフウェイから 3rdDown 残り 10yd の攻撃。パスを試みたが、愛大#21 にインタ

ーセプトされてしまう。 

愛大 思うように攻撃できず攻守交代。 

愛学 自陣 4yd からの攻撃。QB#12 小山→WR#11 江崎へのパスは成功。残り時間約 2



分。 

    自陣 22yd からの攻撃。再び QB#12 小山→WR#11 江崎へのパスは成功。 

    自陣 32yd からの攻撃。QB#12 小山が自ら走り 13yd 前進。ここで試合終了。 
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