
■今大会、選手はタスキを繋ぐ瞬間に、
みな笑顔を見せていたのが印象的だ。

「お前ならやれる」「楽しんで行って来い」。
その表情からは、仲間への信頼が溢れて
いた。

■柏原選手いわく「山を上るというよ
り、人の中をかき分けて走る感じ」。
止まない歓声に、レース後2時間くら
いは耳鳴りが抜けなかったそうだ。

■4年・川上選手（左）は、
レース前日夜8時に監督か
ら交代を言い渡された。実
は13年前、酒井監督もア
ンカーにエントリーされな
がら直前に交代になった
経験を持つ。翌日、川上
選手は代わりに走ることに
なった３年・斎藤選手（右）
のサポートを自ら買って出
た。副将としてチームを支
えてきた川上選手の優しさ
と強さが伝わる１枚だ。

■各キャンパスで行われた優勝報告
会は、ともに喜びをわかち合おうと
学生や地域の方々が集まり、大盛況
となった。このほか、監督・コーチ
・選手は、キャンパス所在地の自治
体やそれぞれのふるさとへの報告訪
問で各地を飛び回った。

〔写真提供：陸上競技マガジン〕

〔写真提供：陸上競技マガジン〕

川越キャンパス

朝霞キャンパス

板倉キャンパス

白山キャンパス

　2012年1月2日・3日、第88回東京箱根間往復大学駅伝競走。本学に
とって2年ぶり3回目となる優勝は、箱根駅伝の歴史に極めて多くの記
録を残した。
　往路・復路のみならず、従来の総合記録を8分15秒更新。2位・駒澤大
に9分2秒という大差での優勝。区間新記録を達成した2選手を含め、6選
手の区間賞獲得…。詳細にあげればきりがないほどである。
　東洋大はエースの柏原がいるから勝てる――この4年間、そう言われて
きた。事実、これまでは彼が大逆転するパターンで勝利を得てきたかも知
れないが、今大会では真に、全員の総合力であることを証明した。左写真
の柏原選手は、彼を軸にした全員の走りを投影する姿だといえるだろう。

「奇跡的な高速のレースだった」と評する専門家も多い。
　復路・芦ノ湖スタート地点、東洋大は前日の往路優勝を受け、5分07
秒のアドバンテージを持ってトップでスタートしたが、このあおりを食っ
て、後続13校が往路スタート地点で、３校が戸塚中継所、４校が鶴見中
継所で、大会規定（トップとのタイム差）に基づいて繰り上げスタートを余
儀なくされた。過去、これほど多くの繰り上げスタートが行われたことは
ない。各地点で襷を繋げず、号泣する他校の選手が繰り返しテレビに映し
出された。それらはつまり、東洋大が「早すぎた」せいなのである。

　箱根駅伝で３連覇を逃した大学が翌年に優勝を奪回した例は過去に少な
い。そうした中、３大駅伝すべて優勝をかけて臨むという高い目標を掲げ、
1秒の重みを追い続けてきた強固な思いが、箱根での完全なる勝利を叶えた。
前大会、わずか21秒差で優勝を逃した悔しさ、仲間との絆、東北出身の
選手が多いチームとして、震災からの復興を願う気持ち、それらすべてが
重なり合って、かつてない「強さ」を生み出したのである。

　箱根駅伝前後、大学には多くの応援メッセージが届いた。その中のいく
つかを紹介したい。

「皆さんの走りは全国の方へ勇気と明日への力を与えてくれました。悔し
さは力に変える、よく聞く言葉ではありますが、それを有言実行した皆さ
んの走りに本当に勇気づけられました。卒業生としてこれほど母校を誇り
に思ったことは初めてです」（卒業生）

「駅伝は、走っている選手も、サポートしている選手も監督も、ただテレ
ビで見ているだけの私のような人の心までも繋いでいってくれます。柏原
主将が言っていた、つらいことを一時でも忘れられるような走りはきっと
たくさんの人の心を繋いで、助けてくれると思います。私も一緒に戦うつ
もりで応援します」（震災に遭った学生）

「燃えるような走りを見せてくれたおかげで、自分自身がやらなければい
けない事は何なのかをもう一度見つめ直すことができるようになりました。
同じ東洋大生として、目標にします」（社会学部2年）

　東洋大学に繋がる私たちにとっての「第88回箱根駅伝」とは何だったのか。
──ただ勝利に酔いしれただけではない。未来に向かって奮い立つために、
自分にとって今必要な「心の強さ」とは何かを、それぞれが確認することが
できた、そんなレースだったのだ。

この写真は、山登りの5区・標高最高地点へ
と駆け上がる直前の柏原竜二選手をとら
えた1枚だ。気迫ある表情で、全身全霊を
込め、大地を蹴って前へと進もうとする躍
動が伝わる。

今大会、彼は首位で襷を受け取り、前には誰
一人、追う相手はいなかった。
この日の往路優勝は誰の目にも確信できた。
この時点で、彼自身が持つ区間記録を塗り替
えるであろうことも、分かり始めていた。
このまま東洋大が総合優勝を勝ち取るに違
いない、と予感することさえできた。

特集  第88回箱根駅伝
──10時間51分36秒、新記録樹立の完全優勝

「絆」が生みだす、強さ
しかし、「彼ら」はさらなる高みを目指した。
襷をつないだすべての選手たちは
その走りを1秒たりともゆるめることなく、
攻めの心意気を貫いた。
たとえ追う者がいなくても。たとえ勝利が
すでに手の届くところにあっても。

第88回箱根駅伝、あの走りの中にあなたは
何を見ただろうか。
多くの人々が、脳裏に焼きつけたに違いない。
一秒でも前に進もうとする「強さ」が
「東洋大チーム」という絆を通して生まれゆく、
その瞬間を。

記録は、「奇跡」ではない

「奇跡」は心に起こる
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第88回箱根駅伝
レースを振り返る
10区間の概要と10名の出場選手、およびチームを
支えた主務のコメントからレースを振り返る。
箱根駅伝史上、最速のレースを繰り広げた彼らはどんな心持ちで
レースに臨んでいたのだろうか。
「　」内は、V奪回を成し遂げた東洋大チームが「次のステップに向けて最も大切だと思うこと」。
新記録樹立の先には、新たな戦いが待っている。

特集 第88回箱根駅伝

スタートに立った時は、走りたくて仕方ない、楽し
みでドキドキする気持ちで一杯だった。声援がとて
も気持ちよく、自分を後押ししてくれるようだった。
走りの自己評価は80点。19kmまでは良かったが、
それ以降は個人的には納得していない。
この1年間、頑張ったのは体調管理と練習の継続。
ひとつのことに向かって努力すること、当たり前の
ことを当たり前に行うことの重要性を強く学んだ4
年間だった。後輩たちには心から陸上競技と大学生
活を楽しんで欲しい。
 〔卒業後はHONDAで陸上競技を続ける。
目標はオリンピックや世界陸上のA標準〕

「ライバル」

（経済学科4年）
走行4位/区間4位　区間タイム/01：02：34
宇野  博之
1区 21.4㎞大手町─鶴見

レースはいい流れだったので、自分もその流れを勢
いづける走りがしたいと思った。前半良くても後半
で失速するパターンになりがちなのがこれまでの課
題だったが、今回は後半も粘っていくことができた
のが良かったと思う。
チームも自分も「勝ちたい」という気持ちが強かった
のが、今回の勝因だと思う。強い4年生が抜け、こ
れからは3年生としてこれまで以上に役割を果たさ
なくてはならないが、チームを引っ張っていけるよ
うな存在になりたい。

「勝つ」

（経済学科2年）
走行1位/区間2位　区間タイム/01：08：04
設楽  啓太
2区 23.2㎞鶴見─戸塚

必ず次に1位で襷を渡そうと思った。長らく駆け引
きがあったが、後半が勝負だと思い、注意深く相手
を見ながらペースを上げた。きついときには21秒差
で優勝を逃した、昨年のゴールシーンを何度も思い
出しながら走った。今回の記録は、何よりもチーム
全体が勝ちたい気持ちを持っていたから。1年間、
悔しさを胸に、とことん走りこみを行った。
4年間、多くの人との出会いがあり、その方々に感
動してもらえる走りをしようと想ってきた。陸上を
続けられる喜びと感謝は、これからも決して忘れない。
 〔卒業後はマツダで陸上競技を続ける。目標はマラ
ソンで世界大会出場〕

「努力」

（経済学科4年）
走行1位/区間2位　区間タイム/01：02：43
山本  憲二
3区 21.5㎞戸塚─平塚

昔から憧れていた舞台で走れる喜びが一番大きかっ
た。襷をトップで受け取り、やるしかない、と思っ
た。レース中、多くの方の声援を力に変えることが
できたと思う。
昨年21秒で負けた悔しさを先輩方から感じ取り、
何としても優勝するんだという思いを頭に描きなが
ら練習に取り組んできた。少しでも陸上のために、
と考えて全ての行動をしてきた。1年間同部屋で過
ごした八木沢さん、いつも気にかけてくれた田中さ
んほか4年生には本当にお世話になった。来年も必ず、
先輩たちに優勝する姿を見せたい。

「自覚」

（経済学科1年）
走行1位/区間1位　区間タイム/00：54：45
田口  雅也
4区 18.5㎞平塚─小田原

区間賞

区間賞

区間賞

1分1秒でもいいから後ろを引き離すことだけを考
えて走っていた。新記録の樹立は年間を通しての練
習プランが上手くいったことにあると思う。全員、
一人ひとりの努力があってこそ、成し遂げられたこ
とだ。
駅伝で優勝できるチームを作れたことが何よりも嬉
しい。そして、この4年生の仲間がいなければ、自
分はたぶんダメな人間になっていたと思う。我慢す
ること、自信を持つこと、「雑草魂」を持ち続けるこ
とを学んだ。後輩に伝えたいことは「勝ちたかった
ら努力するしかない」、それだけだ。
 〔卒業後は富士通で陸上競技を続ける。目標はオリ
ンピック出場〕

「勝負」

（経済学科4年）
走行1位/区間1位　区間タイム/01：16：39
柏原  竜二
5区 23.4㎞小田原─芦ノ湖

トップでのスタートだったが、最初から最後まで攻
めの走りをしようと考えていた。一秒でも前へ、一
秒を削りだそうとそれだけを思って走った。とくに
ラスト3kmは頑張れたと思う。それは何よりも、昨
年の21秒差で負けた悔しさがあったからで、全員
でその気持ちを1年間持ち続け、厳しい夏合宿を乗
り越えてきたことが実を結んだ。
いよいよ最高学年。強いチーム作りをし、チームを

「行動」で引っ張っていきたい。

「チャレンジ」

（経済学科3年）
走行1位/区間1位　区間タイム/00：59：16
市川  孝徳
6区 20.8㎞芦ノ湖─小田原

レース中は苦しかったが、当日、エントリー変更と
なった4年生の八木沢さんの分まで頑張らなくては
と思って走った。ゴール後に区間新記録をマークし
たことを知って、自分でも驚いた。
この1年間、監督を信じて練習を積み、また、4年
生の背中を追い続けてきた。その結果、自分もここ
まで強くなれた。箱根駅伝当日は、先輩方が送って
くれたメールや電話の気遣いで、本当に勇気が出た。
これまで以上に気を引き締めてチームを引っ張って
いけるようになりたい。

「総力戦」

（経済学科2年）
走行1位/区間1位　区間タイム/01：02：32
設楽  悠太
7区 21.3㎞小田原─平塚

区間
新記録

区間
新記録

前の7人がリードを広げてくれたおかげで、落ち着
いて走ることができたが、同時に自分も無難な走り
はしたくないと思った。レース中は集中を切らさな
いことだけを考え、必死だった。とにかく声援がす
ごかったのを覚えている。
これまで以上に活気が溢れ、意欲的に貪欲に、闘争
心・競争心の強いチームにしていきたい。4年生か
らは言葉だけでなく行動から多くを教えてもらった。
自分たちがいずれ最高学年になるときには、「強い
４年生」と呼ばれていた先輩方を超えるような4年
生になりたい。

「New Color」

（経済学科2年）
走行1位/区間1位　区間タイム/01：04：12
大津  顕杜
8区 21.5㎞平塚─戸塚

途中で腹部が痛くなり、個人的には満足する走りで
はなかったが、全員の走りにより助けられ、今回の
記録が作れた。走っている間は辛かったが、その間
に心で思っていたのは「自分が走ったことで、走れ
なかった選手がいる」ということ。前回の負けを一
人ひとりが自分の責任だと感じ、勝ちにこだわるよ
うになったことが今回の優勝に繋がった。
4年間で印象深いのは2年の夏、初めてAチームの合
宿に参加できたのに、途中で故障して寮に戻らされ、
とても悔しい思いをしたこと。そんな経験をしなが
ら、今日まで来た。
継続することが何よりも大切だということを、大学
での陸上経験から学んだ。
 〔卒業後はNTNで陸上競技を続ける。目標はマラソン〕

「継続」

（経済学科4年）
走行1位/区間6位　区間タイム/01：11：06
田中  貴章
9区 23.2㎞戸塚─鶴見

主務として、監督や選手がレースのことだけを考えられ
るように全力で取り組んできた。振り返れば、酒井監督
との出会いが何よりも大きかった。競歩ブロックの練習
環境が大きく変わり、長距離部門と一緒に練習をするよ
うになって、同学年との絆が深まった。引退後は駅伝主
務に起用され、かけがえのない経験をさせてもらった。
ライバルである仲間、一緒に喜び励ましあう仲間がいた
からこそ、チームとして個人として成長できた。東洋大は、
お互いを思いながら総力戦で闘える、そんなチームだ。
 〔卒業後は教師を目指す。将来は選手の育成に携わるの
が目標〕

「東洋大学陸上競技部としての 自覚」

（経済学科4年）　短距離（競歩）選手今滝  耕作駅伝主務

走る準備は十分にやってきたが、実際アンカーを走
るよう言われてから直前まで緊張し通し…「せっか
く走るんだから楽しんで走れ！」と（川上）遼平さん
に言われ、気持ちが楽になった。レース中は、遼平
さんの分も1秒を削りだすんだという気持ちだった。
ゴールの瞬間は、1年間死ぬ気で努力してきたのは
このためだったんだ、と感じた。
先輩たちとは毎日の生活、練習、食事…と、一緒に
過ごすことが本当に楽しく、多くを学んだ。今は正
直、自分たち3年は4年生に比べて圧倒的に弱い。
しかし、1年後に東洋の伝統を引き継いでくれた、
と言われるよう全力で頑張るつもりだ。

「ハイレベルな戦い」

（経済学科3年）
走行1位/区間1位　区間タイム/01：09：45
斎藤  貴志
10区 23.1㎞鶴見─大手町

例年より極めて早
いペースで進んだ1

区。先頭は、早大とその

背後についた日体大がけ

ん引。それに続いて、6

㎞手前で一列に連なった

後、10㎞付近で3位集団

を形成し、宇野選手はそ

の先頭位置についていっ

た。3校と3位争いを続

けながら前方との差を詰

めるが、19㎞すぎに駒

澤大がペースアップし、

やや遅れる。トップと

31秒差の4位で2区へ。

2 区は昨年同様、
エース区間をまか

された設楽（啓）選手。3

位集団は、鶴見中継所を

2位で通過した日体大を

吸収、さらに明治大が追

いつき、5校で2位争いに。

15㎞付近で青山学院大、

東海大が追い上げ、混戦

となるも、17㎞手前で

設楽（啓）選手がスパート。

19㎞付近で早大の背後

に迫ると、19.5㎞すぎ

で抜き去り先頭に立った。

2位との差は12秒。

当日エントリー変
更の山本選手。遊

行寺坂で2位・早大に追
いつかれるも、その後
のアップダウンを5㎞以
上にわたって競り合う。
10㎞付近からは、安定
した走りで早大の一歩
前を走行。12㎞すぎに
はペースを上げ、13㎞
すぎには単独首位に立ち、
着実にその差を広げた。
2位との差を1分03秒と
して4区に繋ぐ。平塚中
継所地点での首位は初。

市川選手は、3度目の
6区。昨年同区で激し

いつば競り合いの結果、
36秒差で首位を受け渡し
てしまったそのリベンジ
を誓い、5分07秒の貯金に
頼ることなく、最初から
積極的な攻めの姿勢で入っ
た。定点ポイントではす
べて自身の区間ペースを
超えながらの独走。小田
原中継所では6分24秒差ま
で引き離す区間賞の走り
で7区に繋いだ。

8区は、大学駅伝初出場とな
る2年の大津選手。襷を受け取ると着実に自分の走りで前へと突き進んだ。各定点でもペースを落とすことなく順調に走りを進め、遊行寺の坂付近では新記録も射程圏内に。区間記録に7秒と迫る1時間4分12秒、歴代2位の好タイムで区間賞を獲得。2位とはさらに差が広がり9分01秒に。

2年時は7区、3年時

では 9 区で区間賞を

獲得している田中選手が、

昨年に続き再び9区。大会

新記録の大幅更新も期待

されるなか、15㎞すぎか

らペースダウン。18㎞付

近では苦しそうな表情を

見せるようになり、走り

にブレが。照りつける日

差しが体力を奪うが、2度

の給水を受け、懸命に最

終区へと襷を繋いだ。

4区は1年生で唯一エントリーされた田口選手。
2位との差を1分以上キープしたまま、首位を独走。

ハイペースで快走し、15㎞地点では、2位との差が1
分37秒に広がる。さらに1分54秒にまで差を広げ、区
間新まであと11秒に迫る歴代2位という好タイムで初
出場ながら区間賞を獲得。小田原中継所で笑顔で待つ
柏原選手へと繋いだ。

当日エントリー変更の設楽（悠）選手は、2区で首
位に立つ健闘をみせた双子の兄・啓太選手から

も刺激を受け、快調に飛ばした。二宮付近では2位と
の差が7分以上に。終始、区間新が狙えるペースで走
行し、破るのは難しいと見られていた2008年東海大（佐
藤悠基選手）の記録を更新し、1時間02分32秒の区間
新記録を樹立。後続とは7分50秒差まで広げる。

当日のエントリー変更で、アンカーを任された

のは、大学駅伝初出場の3年・斎藤選手。高校の

先輩でもある副主将の4年・川上選手との交代だった。

チームの想いを襷に託し、ひたすら優勝を目指して力

走を続けた。観衆の大歓声を受けながら、チームメン

バーが肩を組んで待ち受けるゴールテープへと飛び込

んだ。彼が2012年度の新キャプテンとなる。

区間賞

主将として、4年間の集大成として、4度目の「山」

に挑んだ柏原選手。トップを快調に飛ばし、10

㎞地点、20㎞地点と、自身が持つ記録よりも早いペー

スで快走を続けた。過去最大の観衆と言われた大歓声

の中、神奈川県箱根町・芦ノ湖の優勝のゴールテープ

を切った。自身の区間記録を上回る1時間16分39秒で

新記録をマーク。史上8人目の4年連続区間賞、そし

て3度目の最優秀選手賞（金栗杯）を受賞した。
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谷川嘉朗コーチ（左）、酒井俊幸監督（中央）、佐藤尚コー
チ（右）の３人で組む「きめ細やかな指導体制」はどの
チームにも真似できない、との自負がある

仲間、師弟の縁
　悔し涙に暮れた前回の箱根駅伝から1年。大学創立125周年、箱根
駅伝出場70回目の節目の年に、2年ぶり3度目の優勝を成し遂げた。
「ぶっちぎり」での王座奪還は、まさに有言実行だった。最後まで守り
に入らず、挑み、攻め続ける彼らの姿に、１度悔しさを味わった人の
本物の強さを見た。

　闘将・柏原竜二をはじめとする4年生の心意気が、チームの結束を
生んだ1年だった。4年生たちは同志であり、自然と１つにまとまる。
酒井俊幸監督は、「普通なら『恥ずかしいだろう』と思うようなことで
も言い合える。良い意味で群れていないし、素直な学年」と彼らを評す。
縁あって東洋大で出逢い、固い絆で結ばれた4年間。ただの友達では
ない、本当の“仲間”だからこそ、互いを想い、真剣に向き合うことが
できたのだろう。
　4年生たちの縁は、スカウト担当の佐藤尚コーチによって導かれた
ものだが、自らの教え子だった酒井監督を母校・東洋大に導いたのも

信頼
　酒井監督、佐藤コーチ、谷川コーチの3人による指導体制は3年目
となり、充実の時を迎えている。「どこよりも丁寧」と佐藤コーチが誇
る指導で、選手たちの意識は変わった。
　箱根駅伝で９区を走った田中貴章は、話好きな選手。酒井監督はそ
んな田中のことを理解し、コミュニケーションを図った。１区の宇野
博之は故障が多かったが、監督と相談しながら練習メニューを調整す
るなどして、故障防止に努めた。田中が「酒井監督がいなければ、今
の自分はいない。本当に感謝しています」と言えば、宇野も「監督と出
会わなければ、４年連続で箱根を走ることはできなかった」と話す。
一昨年の春に膝の手術をした４年生の八木沢直也も、「故障で一時は
競技を諦めかけたけれど、監督の後押しがあって手術を決意した」と
振り返る。食事や生活面のフォローをはじめ、細やかな指導が強い東
洋大の礎となった。

　監督が変わることは、選手にとって一大事。酒井監督就任前の09
年春、新監督がどのような人物なのか、みなこぞって福島時代から酒
井監督を知る柏原に質問したそうだ。しかし、酒井監督も谷川コーチ
も、競技力に関係なく全員に気を配り、声をかけてきた。そんな姿に、

悔しさを力に変えて
　わずか21秒、早大に届かなかった前大会。全員があの悔しさを忘
れずに、前向きに努力してきたからこそ、ここまで強くなれた。今回、
フィニッシュ後の大手町は、歓喜に溢れていた。だが同時に、走れな
かった悔しさを懸命にこらえる選手もいた。走れなかった選手の方が、
はるかに多いのだから――。勝ち続けることは難しいが、走れなかっ
た選手たちの悔しそうな表情に光明を見出せるといえる。

　大学駅伝初出場ながら、力強い走りで8区の区間賞を獲得した2年
生の大津顕杜も、悔しさをバネに成長した１人。前回、同学年の設楽
啓太、悠太兄弟が泣いているのを見て、「2人は走って負けたのに、
自分はただ見ていただけ。悔しくて、情けなかった」と当時の心境を
明かす。１年生の時、フリーの日には練習しなかった設楽兄弟が、１
日も休まずに走っている姿に大津は焦った。負けてはいられない、と
いう気持ちが芽生えた。こうした部内競争の厳しさも勝因の１つ。良
い意味でのライバル意識が、選手層の厚さにつながっている。

新たな夢、目標に向かって
　柏原世代は、後輩たちの可能性を引き出す能力も見事だった。箱根
を控えた11月以降、下級生の成長ぶりは目覚ましかったという。3
年生以下は6人が箱根に出場、5人が区間賞の大活躍だった。これも、
下級生との橋渡し役を担った川上や田中ら、４年生によって引き出さ
れたものだろう。
　大津は４年生について、「１人１人が信念を持っている。自分たち
の学年も先輩たちを超えたいし、超えられると思っています」と話す。
春からは設楽兄弟も上級生になり、エースとして東洋大を牽引するだ
ろう。これまで4年生に支えられてきた設楽悠太が、「下級生の手本
となるように頑張る」と静かに決意を語った。

　すでに１月から新チームで始動。最強世代の４年生が抜けても、「先
輩たちが成し得なかった3冠を」と各選手が意気込んでいる。６区・
市川孝徳、10区・斎藤貴志ら３年生たちは、箱根駅伝直後に学年ミー
ティングを開き、これからどうチームを引っ張っていくかを話し合っ
た。斎藤は最上級生としての意識を高めている。市川は「性格的には
控えめな学年。でも走りは攻めていきたい」と決意を見せる。柏原世
代とカラーが違うことは、自分たちが一番よく分かっている。　

佐藤コーチ。そしてその酒井監督は、柏原との縁を感じている。柏原
が福島・いわき総合高に在学中、酒井監督は同じ福島にある学法石川
高校の教諭だった。2人は地元の駅伝でタスキをつないだこともある。
　柏原は高校3年の夏、県内の試合で「酒井先生」に負けたことが悔し
くて、どうしたら勝てるのか、顧問の先生と策を練ったことがあった。
そしてその後のレースでは、柏原が勝利。酒井監督にとっては、実業
団を引退後、高校生に負けたのはこれが初めてのことで、この出来事
以降、公式戦には出場していないという。柏原はその後、08年4月に
東洋大に進学。１年時の12月に川嶋伸次前監督が辞任、翌1月の箱根
駅伝初優勝を経て、その
慌ただしさの中で09年4
月に就任したのが酒井監
督だ。福島時代はライバ
ル校の監督と選手という
間柄だったが、東洋大で
１年ぶりに再会し、師弟
関係となった。

当時の最上級生を中心に自然と選手たちはついていった。
　３区を走った山本憲二は、「１人１人を見て、細かくアドバイスし
てくれるのがありがたかった」と話している。さりげない声かけも、
選手にとっては嬉しいこと。４年生の川上遼平は、初めて酒井監督に
声をかけられた時のことを良く覚えていた。川上は東北地区の高校（宮
城・仙台育英高）の出身。監督からは「前から走りを見ていた。3大駅
伝をすべて走ってほしい」と言われたそうだ。川上がその期待に応え、
出雲駅伝、全日本大学駅伝、箱根駅伝のすべてでメンバー入りしたの
は３年生の時。しかし今季、副将を務めた川上は、最後の箱根を走る
ことができなかった。アンカーにエントリーされていたが、前日の晩
に交代が決定。調子は悪くなかったが、それ以上に他の選手が好調だっ
たのが理由だ。レース後の慰労会で、川上は挨拶の途中、涙ぐんだ。
走れなかった悔しさと同時に、信じてくれた指揮官の期待に応えられ
なかった悔しさもあったのだろう。それでも彼は、「大学２年の時に
監督に出会えたから、今があると思う」と心から感謝する。そして柏
原もまた、酒井監督に支えられてきた。真剣な話も、ちょっとした雑
談も、とにかく色々な話をしたことが思い出深いという。だからこそ
後輩たちにも、「監督とコミュニケーションを取って、信頼関係を築
いてほしい」と願っている。

　2年生はこれまで、設楽兄弟だけがメンバー入りしていたが、大津
の活躍が起爆剤となり、同期生にも相乗効果をもたらすだろう。同じ
2年生の佐久間建と木田貴大は、今回、16人のエントリーに入りなが
ら出場機会がなかった。閉会式の後、「次は頑張ります」と話した佐久
間は頼もしい表情を見せた。そして高校2年時まで、学法石川高校で
酒井監督の指導を受けていた木田は、笑顔で恩師の胴上げに加わって
いたが、実はとても悔しそうだった、と上級生が教えてくれた。

　1年生も同様だ。唯一メンバー入りした4区の田口雅也は、１年の今
井憲久や淀川弦太の分も気持ちを込めて走った。優勝を決定づけた区
間賞の快走に、走り終わった後、真っ先に今井から「すごい！」とメー
ルが届いた。「今井も淀川も、ずっと走りたいと言っていた。2人とも
悔しい思いをしているはず。自分も負けないように、次は主要区間を
走りたい」と田口はさらなる飛躍を誓った。入学したばかりの頃、練習
に付いていけずに辞めたいと思った田口を励ましたのも同級生だ。柏
原世代の4年間の「絆」にはまだ及ばないかもしれないが、先輩の背中
を見てきた1年生も、本当の“仲間”になるための一歩を踏み出している。

　しかし、先輩たちが個性を生かしてリーダーシップを発揮したよう
に、彼らも努力を惜しまず、強い東洋大を引き継いでいく覚悟を持っ
ている。一方、最高の結果を手にして東洋大を巣立つ４年生たちは、
それぞれの夢や希望に向かって歩みはじめる。彼らはこれからもずっ
と、かけがえのない仲間であり続けるだろう。

「絆」が生んだ本物の強さ
箱根駅伝では初出場から77年間、優勝を手にすることがなかった東洋大。この4年間で3回の総合優勝という

黄金時代を築いたのが、今春卒業を迎える現4年生世代ということになるだろう。
主将を務めた柏原選手を軸に、酒井監督やコーチとの縁、仲間との縁、そして後輩に受け継ぐ縁を、
近くで見つめてきた陸上ライターの石井安里さん（2001年3月社会学部卒）に描いてもらった。

その縁は、確かな絆となって、未来の襷へと繋がれてゆくはずだ。

特集 第88回箱根駅伝

［写真提供：陸上競技社］
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