
三重大学戦ハイライト 

前半 

 第 1 Q 

愛知学院大学（以下愛学）のキックで試合開始。 

三重大学（以下三重）、自陣 25yd から 1st down 残り 10yd の攻撃。愛学 DL#77 山田（4 年）、DB#25 永野

（2 年）のタックルで前進させない。 

愛学 自陣 43yd から 3rd down 残り 9yd の攻撃。QB#1 松本（3 年）→WR#18 榊原魁（1 年）へのパスが

成功し、7yd 前進する。その後うまく攻撃が進まず、攻守交代する。 

三重 自陣 48yd から 3rd down 残り 2yd の攻撃。愛学 DL#75 坂梨（4 年）のタックルで 1yd ロスさせる。 

その後攻守交代し、愛学の攻撃になるが、うまく攻撃が進まず、攻守交代する。 

     敵陣 45yd から 2nd down 残り 5yd の攻撃。愛学 DL#77 山田のタックルで前進させない。 

     敵陣 24yd から 2nd down 残り 11yd の攻撃。愛学 DB#25 永野がインターセプトし、攻守交代する。 

愛学 自陣 1yd から 1st down 残り 10yd の攻撃。RB#24 巽（3 年）のランで 5yd 前進する。 

     自陣 6yd から 2nd down 残り 5yd の攻撃。QB#1 松本→WR#11 江崎（2 年）へのパスが成功し、 

     8yd 前進する。 

     自陣 15yd から 2nd down 残り 9yd の攻撃。RB#24 巽のランで 8yd 前進する。 

     自陣 23yd から 3rd down 残り 1yd の攻撃。QB#1 松本のランで 6yd 前進し、第 1 Q 終了。 

 第 2 Q 

愛学 自陣 29yd から 1st down 残り 10yd の攻撃。RB#24 巽のランで 6yd 前進する。 

     自陣 35yd から 3rd down 残り 4yd の攻撃。QB#1 松本のランで 6yd 前進する。 

     自陣 41yd から 1st down 残り 10yd の攻撃。RB#21 秀島（4 年）のランで 14yd 前進する。 

     敵陣 45yd から 1st down 残り 10yd の攻撃。QB#1 松本→RB#24 巽へのパスが成功し、 

     9yd 前進する。 

     敵陣 28yd から 3rd down 残り 8yd の攻撃。RB#21 秀島のランでタッチダウンする。 

     TP 成功。K#52 三枝（2 年）。（7 - 0） 

三重 自陣 45yd から 1st down 残り 10yd の攻撃。愛学 LB#42 縣（4 年）のタックルで 1yd ロスさせる。 

     G 前 1yd から 4th down の攻撃でタッチダウンされる。TP 成功。（7 – 7） 

愛学 自陣 26yd から 2nd down 残り 9yd の攻撃。愛学がファンブルしたボールを三重が抑え、 

     攻守交代する。 

     その後、三重の攻撃になるが、三重がファンブルしたボールを愛学が抑えたため、再び攻守交代する。 

     その後、愛学、三重ともに前進せず、第 2 Q 終了。 

後半 



 第 3 Q 

愛学 自陣 37yd から 1st down 残り 15yd の攻撃。QB#1 松本→WR#11 江崎へのパスが成功し、 

     5yd 前進する。 

     その後、攻撃が上手くいかなかったが、P#81 大矢（3 年）のパントで大きく陣地を回復する。 

三重 自陣 44yd から 2nd down 残り 5yd の攻撃。愛学 DB#11 江崎がインターセプトし、攻守交代する。 

愛学 敵陣 48yd から 1st down 残り 10yd の攻撃。RB#21 秀島のランで 5yd 前進する。 

     敵陣 43yd から 2nd down 残り 5yd の攻撃。RB#21 秀島のランで 22yd 前進する。 

     敵陣 21yd から 1st down 残り 10yd の攻撃。RB#24 巽のランでタッチダウンする。 

     TP 成功。K#52 三枝。（14 – 7）   

三重 敵陣 32yd から 3rd down 残り 3yd の攻撃。三重がファンブルしたボールを愛学が抑え、 

     攻守交代する。 

愛学 自陣 31yd から 2nd down 残り 9yd の攻撃。QB#1 松本→WR#11 江崎へのパスが成功し、8yd 前進 

     する。 

     自陣 43yd から 1st down 残り 10yd の攻撃。RB#81 大矢のランで 5yd 前進する。 

     その後、うまく前進できず第 3 Q 終了。 

 第 4 Q 

愛学 敵陣 30yd から 2nd down 残り 10yd の攻撃。QB#1 松本のランで 5yd 前進する。 

三重 自陣 25yd から 2nd down 残り 6yd の攻撃。愛学 DL#77 山田、DL#75 坂梨、DB#11 江崎、 

     LB#5 江口（1 年） のタックルで前進させない。 

愛学 敵陣 29yd から 1st down 残り 10yd の攻撃。QB#1 松本のランで 9yd 前進する。 

     敵陣 20yd から 2nd down 残り 1yd の攻撃。愛学のボールを三重がインターセプトしたため、 

     攻守交代する。 

     その後、三重の攻撃になるが、愛学のブロックにより前進せず、攻守交代する。 

     敵陣 25yd から 1st down 残り 10yd の攻撃。RB#21 秀島のランでタッチダウンする。 

     TP 成功。K#52 三枝。（21 - 7） 

三重 自陣 34yd から 2nd down 残り 10yd の攻撃。愛学 LB#5 江口の QB サックがきまる。 

     その後、前進させることなく試合終了。 

愛知学院大学 21 – 7 三重大学 

 


