
0706

第91回 東京箱根間往復大学駅伝競走

第91回 東京箱根間往復大学駅伝競走

箱根駅伝のみどころ

東京・大手町にある読売新聞社前から神奈川県箱根町芦ノ湖までを往復する
10区間217.1kmで争われます。今大会で13年連続、73回目の出場となる本学
は、5回目の優勝を狙います。
12月10日にエントリー選手16人が発表され、12月29日には各区間10人＋補
欠者4人の区間エントリーが行われます。そのメンバー変更は往路・復路とも
に当日朝のレース開始1時間前までとなっています。

箱根駅伝に向け、本学WEBサイトに「第91回箱根駅伝」サイトをオープンしました。12月10日には、エン
トリー選手16人をいち早くお伝えします！ そして、壮行会の様子や選手紹介、直前記事など、ここでしか
読めない情報を掲載していく予定です。
さらに、東洋大学公式Facebook「SPORTS 東洋大学」でも、大会当日の速報、応援の様子などをアップし
ていきます。皆さんの「いいね！」で、箱根駅伝を盛り上げていきましょう。

特設サイト、Facebookで選手を応援しよう！

特設サイト http://www.toyo.ac.jp/site/2014-2015ekiden/
Facebook https://www.facebook.com/toyosports 

「その1秒をけずりだせ」

箱根駅伝
選手紹介

お題　箱根駅伝へ挑む気持ちをひとことで
Q1. この 1年、レースを振り返って感じたことは？

Q2. 監督やコーチ、仲間から言われた印象的な言葉は？

Q3. 東洋大チームの強みは？

質問

今井 憲久
いまい のりひさ

経済学部
経済学科4年
学法石川高校（福島県）

Q1. 箱根優勝の経験は陸
上人生のプラスになった。
全日本は個人としても
チームとしても悔しい思
いをした

Q2. 【監督】お前の行動は
チームに影響を与える

Q3. 泥臭さ

集大成の走りをします！

五郎谷 俊
ごろうたに しゅん

経済学部
経済学科4年
遊学館高校（石川県）

Q1. 自分はどうしてこんな
に弱いのだろうと思った

Q2. 【監督】礼を正し、場を
清め、時を守る

Q3. 「伝 統」を 重 んじる
チーム

決して諦めない

齋藤 真也
さいとう しんや

経済学部
経済学科4年
県立山形中央高校（山形県）

Q1. 最初で最後の駅伝な
ので「走りたい」という想
いが強くなった

Q2. 【コーチ】足は上げる
ものではなく下ろすもの
である

Q3. 質の高い練習、また
切磋琢磨できるところ

有終の美を飾る

髙久 龍
たかく りゅう

経済学部
経済学科4年
県立那須拓陽高校（栃木県）

Q1. 箱根での区間賞で、
自信がつきチームの主力
になれた。全日本では主
力区間でチームの流れを
変えることができなかった

Q2.  【監督】その1秒をけ
ずりだせ

Q3. 泥臭さ

東洋として最後の鉄紺姿で優勝する！

田口 雅也
たぐち まさや

経済学部
経済学科4年
日章学園高校（宮崎県）

Q1. 全日本では「粘り」が
足りず、チームとしても弱
さを感じた

Q2. 【監督】何かを変えて
いかなければならない

Q3. チームワークの良さ

攻めの走りで連覇を狙う

名倉 啓太
なぐら けいた

理工学部
応用化学科4年
花咲徳栄高校（埼玉県）

Q1. 初めて全日本を走り、
大会の独特な雰囲気を味
わえた

Q2.  【監督】最高の練習・
最高の栄養・最高の休養

Q3. 素直に努力できるとこ
ろが強み。同級生と競い
合いながら成長できる

雪辱を果たす

淀川 弦太
よどかわ げんた

経済学部
経済学科4年
県立秋田中央高校（秋田県）

Q1. 自分がしっかり走って
チームに貢献したいと
思った

Q2. 【監督】1秒をけずりだ
せ

Q3. 一丸となれるチーム、
去年より練習量が増えた
こと

勝ちたい気持ちを全面に出して優勝したい

上村 和生
うえむら かずき

経済学部
経済学科3年
県立美馬商業高校（徳島県）

Q1. 箱根では2位と大差で
タスキをもらい、走らせて
もらった。今回は自分が
流れを変えられる選手に
なりたい

Q2. 【監督】その1秒をけず
りだせ

Q3. 部員の縦と横のつな
がり

東洋大学に貢献する走りをする！

高橋 尚弥
たかはし なおや

理工学部
電気電子情報工学科3年
県立黒沢尻北高校（岩手県）

Q1. 箱根優勝は嬉しかっ
たが、それ以上に走れな
かったことが本当に悔し
かった

Q2. 【監督】その1秒をけず
りだせ

Q3. 当たり前のことを当た
り前にできる、ミスが無く
攻めの走りができる

区間賞取ります

寺内 將人
てらうち まさと

ライフデザイン学部
健康スポーツ学科3年
県立和歌山北高校（和歌山県）

Q1. 全日本で、メンバーに
入れずとても悔しかった

Q2. 【監督】自分の殻を破
れ！

Q3. トップレベルの選手と
一緒に生活や練習ができ
る

感謝

服部 勇馬
はっとり ゆうま

経済学部
経済学科3年
仙台育英高校（宮城県）

Q1. 最初からハイペース
で突っ込んでも、持続で
きるように粘ることが目標

Q2. 【仲間】もうお前一人
の足じゃない。その足に
はみんなの想いが詰まっ
ている

Q3. 選手層の厚さ

区間賞を目標に、チームを優勝に導きます！

渡邊 一磨
わたなべ かずま

ライフデザイン学部
健康スポーツ学科3年
九州学院高校（熊本県）

Q1. 箱根に出られず悔し
かった。全日本では思うよ
うな走りができなかった

Q2. 【コーチ】今日の走り
でお前の人生が変わるぞ

Q3. 大崩れしない

優勝、区間賞を目指して頑張る

口町 亮
くちまち りょう

法学部
法律学科2年
市立川口高校（埼玉県）

Q1. 駅伝に出場出来な
かったので、力不足を感
じた

Q2. 【コーチ】昨年より力
がついた

Q3. 仲の良いチーム

精一杯頑張ります

櫻岡 駿
さくらおか しゅん

経済学部
経済学科2年
県立那須拓陽高校（栃木県）

Q1. 箱根優勝の喜びをあ
の場で味わいたいと思っ
た

Q2. 【仲間】勇馬さんに「お
前は絶対できるから頑張
ろう」と言われ、それまで
以上にやる気が出てきた

Q3. お互い声をかけたり
競い合っていて、まとまり
がある

一走入魂

成瀬 雅俊
なるせ まさとし

経済学部
経済学科2年
県立豊川工業高校（愛知県）

Q1. 初めて箱根を生で見
て、あらためて走りたいと
思った

Q2. 【監督】目標は高く、視
野は広く、考えは深く

Q3. 箱根にかける想いが
一番強い

中学からの目標である箱根で全力を尽くす

服部 弾馬
はっとり はずま

経済学部
経済学科2年
豊川高校（愛知県）

Q1. 今年の全日本では1区
で大ブレーキをしてしまっ
た。この悔しさをバネに箱
根は区間賞を狙う

Q2. 【監督】兄に勝ちたい
なら、兄より多く練習しな
ければ勝てない

Q3. 選手層の厚さ 

闘争心を持って、粘りの走りを

山本 采矢
やまもと さいや

経済学部
経済学科2年
滋賀学園高校（滋賀県）

Q1. 走りたい、区間賞をとっ
てみたいと思った

Q2. 【監督】練習に貪欲に
なれ

Q3. 団結力が強いチーム

走って役割を果たせるよう頑張る

荒武 星哉
あらたけ せいや

経済学部
経済学科1年
県立小林高校（宮崎県）

Q1. 必ず箱根連覇に貢献
したいと思った

Q2. 【監督】目標は高く、視
野は広く、考えは深く

Q3. 生活、練習から「その
1秒」をけずりだせる

自分の限界を超える走りで連覇に貢献したい

小早川 健
こばやかわ たける

経済学部
経済学科1年
武蔵越生高校（埼玉県）

Q1. 箱根5区を走る先輩・
設楽啓太さんを見て、エー
スとして優勝に貢献した
いと思った

Q2. 【監督】悔しかったら
強くなるしかない

Q3. 一人ひとりが自主性を
持ち、練習に励むところ

新たな東洋の総合記録を打ち立てる

長谷川 直輝
はせがわ なおき

経済学部
経済学科3年
中越高校（新潟県）

Q1. 全日本4位という悔し
い結果で、箱根へかける
気持ちが強くなった

Q2. 【監督】どうしたら強く
なるかという向上心を持
つことが大切

Q3. 切磋琢磨するレベル
の高いチーム

箱根だけは譲れない

往路　1月2日 午前8時スタート

復路　1月3日 午前8時スタート
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　「その1秒をけずりだせ」をスローガ

ンに掲げた2012年の第88回大会と、

2014年の90回大会は、前年の2位

から王座を奪還した。両大会とも、東

洋大らしい攻めの走りで圧勝。選手

たちの持つ底知れぬパワーと、チー

ムの結束力が勝利に結びついた。

　連覇に挑む今大会は、キャプテン

の田口雅也、副キャプテンの髙久龍

（ともに4年）、服部勇馬（3年）が中心。

昨年度までエースとして活躍した双

子の設楽啓太（現・コニカミノルタ）、

悠太（現・Honda）らが卒業し、新た

な挑戦の年を迎えた。

『陸上競技マガジン』などのライターとして活躍し、本学箱根駅伝初優勝時のエピソードをまとめた『魂の走り』（埼玉新
聞社刊）などの著書がある本学卒業生の石井安里さん（2001年3月社会学部卒）に、前回の箱根駅伝から今日の鉄紺
チームの成長を描いてもらいました。
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第90回箱根駅伝では、復路新
記録を樹立して総合優勝を果
たした。エース・設楽兄弟らが
卒業し、新たなエースを育成
する1年となった。「1秒」の重
みと、鉄紺の誇りを胸に箱根に
かける。

出雲駅伝の中止により、全日本大学駅伝が初の実戦
となった新チーム。結果は4位と厳しい現実を突きつ
けられた。田口キャプテンが掲げた「挑戦」の二文字
には、覇者ではなく新たな気持ちで挑む強いメッセー
ジが込められている。

その1秒をけずりだせ

強さを求めて、新たな挑戦

第91回 東京箱根間往復大学駅伝競走

　11月2日に行われた全日本大学駅

伝では、中盤まで2位争いをしながら、

最終的に４位でゴール。この大会で

は6年ぶりに、3位以内を逃した。酒

井俊幸監督は力負けを認め、髙久は

「強さが足りなかった」と敗因を挙げ

た。２位が続いた過去3年間の全日

本大学駅伝と比べ、敗因はシンプル

だった。

　その分、例年以上に切り替えは早

く、箱根駅伝に向けて「やるしかない」

という気持ちが増している。髙久は

「全員が同じ方向を向いてきたし、全

日本が終わってからはみんなの顔色

が変わってきたと思う」と話しており、

雰囲気も良好だ。

　振り返ると、2012年の出雲駅伝か

ら昨年の全日本大学駅伝まで、学生3

大駅伝で5大会2位が続いた。一時は

選手たちの心が折れそうなときもあっ

た。しかし、箱根駅伝に向けて一致団

結して立ち上がり、意識改革をし、

2ヶ月で変貌を遂げた。だからこそ今

回も、「学生は2ヶ月で大きく変わる。

ここから上げていける」と酒井監督は

意欲を見せる。

　4位だった今年の全日本大学駅伝

は、１区で10位と出遅れ、４連覇を

果たした駒澤大の背中をとらえること

なく終わってしまった。ただ、この大

会では、箱根駅伝優勝メンバーの上

村和生（3年）、前年に7区を務めた淀

川弦太（4年）らが不出場。台風の影

　今シーズン前半の各大会では、田

口、髙久、淀川、服部勇馬、弟の服部

弾馬（2年）ら主力が期待に応えたが、

チーム内の中間層や新戦力がなかな

か上がってこないのが課題だった。

　それが、夏合宿を経ると、これまで

駅伝に出場したことのなかった選手

たちが台頭。中止になった出雲駅伝

では、6人中4人が初出場予定だった。

また、全日本大学駅伝では、3区の櫻

岡駿（2年）、5区の渡邊一磨（3年）、

響で中止になった10月の出雲駅伝を

走る予定だった選手たちも体調不良

があったり、箱根駅伝に合わせるた

めにあえて外したりした。さらには、

夏に故障していた田口や髙久が復調

途上だった。全員の足並みがそろえ

ば、選手層は決して薄くない。優勝を

狙える戦力が整っている。そして、箱

根駅伝にしっかりと合わせられる調整

力も、東洋大の強みである。

７区の名倉啓太（4年）が初出場。

　9月下旬から調子を上げてきた櫻

岡は、「今年は故障なく練習を積むこ

とができ、体も強くなった。しっかり

走れる状態で臨めた」という。終盤は

腹痛に苦しみ、区間6位に止まったも

のの、タスキを受けたときの2位を

キープした。

　渡邊は春から7月半ばまで故障して

いたが、「治ってからは、自分でも驚く

ほど戻りが早かった。夏合宿がＢチー

ムからのスタートだったので、このま

まではいけないと思い、気持ちも変

わった」と言い、上を目指す意識が芽

生えてからは一気に調子が上がった。

全日本大学駅伝区間5位の結果には

満足していないが、駅伝での単独走

には自信を持っている。

　理工学部の4年生・名倉は、地道

な努力が実り、初出場で区間4位。箱

根駅伝でもメンバー入りを狙う。

1秒を大切に、熱い走りを

東洋大学スポーツ新聞編集部 ベースボール・マガジン社

東洋大学スポーツ新聞編集部
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「チームの流れを変えられるよう、自信を持った走り
をする（髙久）（上村）」「全日本の雪辱を果たす（名
倉）」これまでの悔しさを新戦力に変え、一人ひとり
が自覚をもって挑む。

第91回 東京箱根間往復大学駅伝競走

12月11日（木）、白山キャンパスにて第91回箱根駅伝壮行会を開催します。

当日はスクールカラーである「鉄紺」で学内が一体となり、箱根駅伝に出場す

る選手を応援しましょう。壮行会に合わせて、連動企画も予定しています。

詳細は東洋大学公式Facebook「SRORTS 東洋大学」をチェックしてください。

第91回箱根駅伝壮行会

スクールカラーでひとつになる

　もちろん、主力も好調を維持してい

る。キャプテンの田口は、「経験者が

少ない分、自分や勇馬で、他のメン

バーが走りやすい状況を作りたい」、

服部勇馬も「どの区間を走っても区間

賞を取るのがエース」と、自覚は十

分。箱根駅伝が近づくにつれ、主力と

新戦力がうまく融合し、まとまりも出

てきた。

　今季は設楽兄弟ら強力な世代が卒

業した直後とあって、走力では昨年

度より劣るかもしれない。しかし、走

力以外のチーム力、精神力、1人ひと

りの自覚で、いくらでもカバーできる。

昨年度とはカラーが異なることから、

違うアプローチで箱根駅伝の頂点を

目指してきたが、軸がぶれることは一

切なく、「その1秒をけずりだせ」のス

ローガンを継続している。

　来る2015年1月2日、3日の第91

回大会は、例年以上に混戦が予想さ

れる。東洋大が初優勝した2009年の

85回大会はまさかの勝利だったが、

2連覇した86回大会からは、常に優

勝候補に挙げられてきた。その86回

からの5大会と比べても、ライバル校

の数は圧倒的に多い。しかし、東洋

大の持ち味であるミスのない駅伝が

できれば、道は拓けるはず。　

　1人ひとりが“1秒”を大切に、強い

気持ちで攻め続ける――歴代の先輩

たちから受け継がれた、熱い走りを

期待したい。


