
 

岐阜大学戦 ハイライト 

１Q・２Q 

 １Q 

  愛知学院（以下愛学）のキックで試合開始。 

  岐阜大学（以下岐大）、自陣 35yd からの攻撃。しかし、前進できず攻守交代。 

  愛学 自陣 21yd からの攻撃。RB#24 巽(２年)のランで 10yd の前進。 

     自陣 34yd からの攻撃。QB#12 小山(4 年)→WR#11 江崎(1 年)のパスが成功。 

     攻撃を繰り返すが、うまくいかず攻守交代。 

  岐大 自陣 45yd からの攻撃。RB#23 のランで大きく前進されエンドゾーン近くまで攻

められるが、愛学 LB#44 片野(1 年)のタックルでタッチダウンを阻止する。 

G 前 7yd から 4th down で、フィールドゴールを決められてしまう。(3-0) 

  愛学 自陣 34ydから 3rd down残り 7ydの攻撃。RB#21秀島(3年)のランで 10yd前進。

自陣 44yd からの攻撃。QB#12 小山→TE#48 鳥羽(3 年)のロングパスが成功し、

20yd 前進する。 

     敵陣 36yd からの攻撃。愛学に反則（ホールディング）が発生し、大きく罰退す

るが、敵陣 46yd から 2nd down 残り 20yd の攻撃で RB#21 秀島のランで 10yd

前進する。その後フィールドゴールを試みる。K#52 三枝(1 年)。キックは失敗。 

  岐大 自陣 42yd からの攻撃。パスが通らず 4th down、パントとなるが岐大がボールを

おさえたため、岐大にチャンスを与えてしまう。 

     敵陣 13yd からの攻撃。QB#13→WR#4 のパスが成功しタッチダウンされる。TP

成功。(10-0) 

  愛学 岐大の反則（キックオフ時のアウトオブバウンズ）により、自陣 35yd からの攻

撃。RB#21 秀島のランで着実に前進する。 

ここで１Q 終了 岐阜大学 １０－０ 愛知学院大学 

 

２Q 

 愛学 敵陣 48yd からの攻撃。激しいタックルに遭い前進できず攻守交代。 

 岐大 ラン・パスの攻撃で前進し続け、敵陣 16yd まで攻められる。QB#13 が自らボー

ルを持って走り、タッチダウンされる。TP 成功。（17-0） 

 愛学 自陣 4yd からの攻撃。QB#12 小山→WR#24 巽のロングパスが成功し、31yd 前

進する。しかし、その後攻撃がうまくいかず攻守交代。 

 岐大 ロングパス成功により、G 前 10yd からの攻撃。#13→#4 のパスが成功しタッチ

ダウン。TP 成功。（24-0） 



 愛学 自陣 39yd からの攻撃。2nd down 残り 9yd で QB#12 小山→WR#24 巽のパスが

成功し、7yd 前進。 

    自陣 46yd からの攻撃。4th down 残り 2yd で QB#12 小山→TE#99 北川(1 年)の

パスが成功し、ギャンブルプレイ成功となる。 

    その後、あまり前進できず、敵陣 48yd からの攻撃。4th down 残り 7yd でギャン

ブルプレイ失敗し、攻守交代する。 

    岐大の攻撃となるが、愛学 LB#42 縣(3 年)がインターセプトする。 

    攻撃権の獲得には至らなかった。 

ここで前半終了 岐阜大学 ２４－０ 愛知学院大学     

３Q, ４Q 

 ３Q 

岐大のキックにより試合再開。 

愛学 自陣 34yd からの攻撃。QB#12 小山→TE#48 鳥羽へのパスは成功。 

    自陣 45yd からの攻撃。3rdDown 残り 12yd の攻撃 QB#12 小山が自ら走り 12yd

前進。 

    敵陣 24yd から 3rdDown 残り 10yd の攻撃。QB#12 小山→WR#11 江崎へのパス

は成功し 13yd 前進。 

    敵陣 11yd から 4thDown 残り 10yd の攻撃。フィールドゴール K#52 三枝(1 年)

のキックは成功。（24-3） 

 岐大 自陣 40yd からの攻撃は、あまり前進できず攻守交代。 

 愛学 自陣 22yd から 3rdDown 残り 12yd の攻撃。岐大のパスインターフェアの反則に

より、愛学オートマチックファーストダウン。 

    自陣 25yd から 2ndDown 残り 5yd の攻撃。QB#12 小山→WR#24 巽へのパスは

成功。 

    自陣 39yd からの攻撃。QB#12 小山→TE#48 鳥羽へのパスは成功。19yd 前進。 

    敵陣 42yd からの攻撃。パスで前進を試みたが、岐大の#25 にインターセプトさ

れ、さらにそのままタッチダウンされる。TP 成功。（31-3） 

 愛学 自陣 40yd からの攻撃。QB#12 小山→WR#24 巽へのパスは成功し、24yd 前進。 

    敵陣 36yd からの攻撃。RB#21 秀島がランで前進を試みたが、ファンブルしてし

まい、岐大がリカバー。ここで攻守交代。 

 岐大 自陣 42yd からの攻撃。QB#13 が走り、大きく前進される。 

ここで３Q 終了 岐阜大学 31-3 愛知学院大学 

 ４Q  

 岐大 敵陣 23yd からの攻撃。パスを試みたが、愛学 DB#52 三枝がインターセプトし

攻守交代。 

 愛学 自陣 9yd からの攻撃。岐大のホールディングの反則により、愛学オートマチ 



クファーストダウン。 

 愛学 自陣 19yd からの攻撃。ランで前進を試みるが思うように進めず攻守交代。 

    この後、岐大、愛学共に大きく前進することができず、愛学、自陣 28ydから 4thDown

残り 5yd の攻撃でギャンブルプレイを試みたが失敗し攻守交代。 

 岐大 敵陣 23yd から 4thDown 残り 6yd からフィールドゴールを試み、成功。（34－3） 

 愛学 自陣 35yd から 3rdDown 残り 15yd の攻撃。QB#12 小山→WR#11 江崎へのパスは

成功。 

    自陣 46yd から 4thDown 残り 20yd の攻撃。ギャンブルプレイを試みたが QB サッ

クをされてしまい、攻守交代。 

岐大 敵陣 20yd からの攻撃。愛学 DL#53 今堀（4 年）が QB サックし、思うように攻撃

させない。4thDown 残り 12yd からフィールドゴールを試み、成功。（37－3） 

愛学 自陣 37yd からの攻撃。残り時間も少ない。パスで前進を試みるが、思うように進

めず、ここで試合終了。 

 

岐阜大学 37－3 愛知学院大学 


