第87回箱根駅伝
東京箱根間往復大学駅伝競走

超

レース解説

えていく力

東京・大手町読売新聞社前から神
奈川県箱根町芦ノ湖畔まで往復す
る10区間 217.9kmで争われる。 往
路
（1月2日）
は午前8時スタート、復路
（１月3日）は、午前 8時に往路のトッ
プ校から順次スタートし、往路でトッ
プ校から10分以上遅れたチームは8
時10分に一斉繰上げスタートとなる。

キーワードは「つぎの山に登れ」。

本田 勝也
西山
祐生

ゆうた
年
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＜1区＞ 大手町〜鶴見 21.4km

＜2区＞ 鶴見〜戸塚 23.2km

＜3区＞ 戸塚〜平塚 21.5km

＜4区＞ 平塚〜小田原 18.5km

＜5区＞ 小田原〜箱根 23.4km

スタートは全体の流れを左右する。 有利なレ
ース展開に持ち込みたい。 新八つ山橋と六郷
橋の二つの下りがカギを握る。

各校のエースが集う「花の 2区」。 14km手前
の権太坂が勝負のポイント。 積極的な攻めの
レースを期待したい！

富士山を望む絶好の景勝地。 以前は「つなぎ
の区間」といわれたが、近年では 2区までの立
て直しを図り、流れを決める主要区間に。

スピードがある選手が起用される最短区間。
12km過ぎから続く細かなアップダウンでペー
スを崩さないのがポイント。

「山登りの 5区」。 区間の標高差は 864m。 近
年から相対的に力のあるエースランナーの配置
へと変化。 大逆転を生む箱根駅伝の看板区間。

鶴見

戸塚

平塚

2

年

▼したら

・経済学部経済学科
・武蔵越生高等学校
（埼玉）
・積極的なレースをしたい。

ゆうき

年

・経済学部経済学科
・智辯学園高等学校
（奈良）
・少しでもチームに貢献できる
よう頑張ります。

▼にしやま

感謝

2

4

年

たかのり

・経済学部経済学科
・県立高知工業高等学校
（高知）
・チームのために頑張る。自分を
信じる。東洋大に貢献する！

▼いちかわ

不動心

かつや

市川 孝徳

レース中、沿道からの声援
は、しっかり選手の耳に届い
ているのだそう。 応援は何
でも有難い、とみな控えめで
すが、実は「名前」で呼ばれ
ると嬉しいそうです！

▼ほんだ

・ライフデザイン学部健康スポーツ学科
・県立前橋西高等学校
（群馬）
・最初で最後の箱根駅伝。
全力で頑張りたい。

悠太

年

年

1

4

年

嬉しい！

感謝

けいた

夢
・経済学部経済学科
・武蔵越生高等学校
（埼玉）
・区間賞！そして3連覇！

集大成

設楽

▼したら

ひろあき

メンバーからは、優勝チーム
としての自負よりも、挑戦者
としての謙虚な心が伝わる。
「自分を信じ、仲間を信じて挑
む」。チームを思う気持ちが、
プレッシャーを越えてゆく。

応援は

「名前」が

啓太

チャンピオン
ではなく、
「挑戦者」として
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Pick up!

設楽

Pick up!

・法学部企業法学科
・倉敷高等学校
（岡山）
・最後の箱根なので全てを
出し切ります。

ひかる［主将］

年

3

・工学部建築学科
・県立盛岡南高等学校
（岩手）
・一人一人が自分の走りをして、
良い大会にしたい。

▼とみなが

けんじ

・経済学部経済学科
・遊学館高等学校
（石川）
・勝利を掴む。

富永 光

▼やまもと

3

年

▼こいけ
1

たかあき

寛明

年

1

・経済学部経済学科
・県立稲生高等学校
（三重）
・自分と仲間を信じて、
20㎞を走り抜く。

勝

攻
年

山本 憲二

▼たなか

小池

けんと

挑戦

・経済学部経済学科
・佐野日大高等学校
（栃木）
・1年生らしく挑戦の気持ちを
持って走る。

年

田中 貴章

年

▼おおつ

選手写真提供：ベースボールマガジン社

挑戦

・経済学部経済学科
・市立熊本千原台高等学校（熊本）
・先輩たちを超えて、
メンバーに
入りたいという気持ちを持つこと。

3

顕杜

誰？

他大学で箱根を走る高校時
代の仲間や、同学年の選手
の名を上げる選手が多し。
ちなみに柏原選手は宇賀地
選手（コニカミノルタ）、設楽
兄弟は、それぞれ「兄」
「弟」
とお互いを回答。

信

大津

ライバルは、

3

年

Pick up!

！
ジ！
リベン

・経済学部経済学科
・仙台育英高等学校
（宮城）
・出雲、全日本の借りは箱根で
返します！
！
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▼かわかみ りょうへい

▼ かしわばら りゅうじ

年

3

・経済学部経済学科
・県立いわき総合高等学校（福島）
・
「次の山に登れ」。

・工学部機能ロボティクス学科
・佐野日大高等学校
（栃木）
・最終学年として後輩に
頼られる走りをしたい！

川上 遼平

柏原 竜二

信

ひろゆき
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大手町

・経済学部経済学科
・武蔵越生高等学校
（埼玉）
・自分の力を過信せず、
全力を尽くす！

宇野 博之

往路

全力

4

年

エントリー選手紹介

第 87回箱根駅伝 参加校
シード校
東洋大学
9年連続 69回目
駒澤大学
45年連続 45回目
山梨学院大学
25年連続 25回目
中央大学
82年連続 85回目
東京農業大学
4年連続 66回目
城西大学
8年連続 8回目
早稲田大学
35年連続 80回目
青山学院大学
3年連続 16回目
日本体育大学
63年連続 63回目
明治大学
3年連続 53回目
予選会からの出場校
拓殖大学
2年ぶり 33回目
国学院大学
4年ぶり 5回目
帝京大学
4年連続 12回目
中央学院大学
9年連続 12回目
上武大学
3年連続 3回目
東海大学
39年連続 39回目
日本大学
14年連続 82回目
神奈川大学
2年ぶり 42回目
専修大学
7年連続 67回目
（オープン参加、個人記録のみ有効）
関東学連選抜

・経済学部経済学科
・東農大第三高等学校
（埼玉）
・意識を高く持って今より
シビアに、
もっと積極的に。

挑

ゆう

バー変更は往路、復路とも当日朝レース開始 1時間前まで。

感謝

りょう

挑戦

る鉄紺戦士に、心から盛大なるご声援を！

しょうご

＋補欠者 6名以内のエントリーが 12月29日（水）に行われる。メン

れ」。「優勝」の先にさらに続く高き山を、さらに越えてゆこうとしてい

▼おおつ

今回、選手たちが秘めたるキャッチフレーズは、
「つぎの山に登

各チーム 16名のエントリーが 12月10日
（金）に、各区間の 10名

▼ちば

紹介する16名の選手たちだ。

ンディション調整を行っている。

千葉 優

まで。 12月9日現在、エントリー候補として挙がっているのがここに

▼たかみ

駅伝に勝負をかけるディフェンディングチャンピオンは、想像を絶する
プレッシャー、重責を担う中で、ただひたすら直前まで練習に励み、コ

高見 諒

ただし、変更は区間エントリーされた選手と補欠選手間とし、区間
変更は認めない。また区間エントリー選手と補欠選手の交代は 4名

大津 翔吾

いよいよ箱根駅伝が近付いている。 前回、2連覇を遂げた東洋
大に求められるのはただ、
「3連覇」のみ。 国民的行事となった箱根

目指すは三連覇。つぎの「山」に登れ！

特集

小田原

箱根
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特集

第87回箱根駅伝

超えていく力

── キーワードは「つぎの山に登れ」。

「箱根駅伝」への関心は、年々ますます高まりを見せているという。
沿道に詰めかける人の数、100万人以上。 テレビ放映の平均視聴率は 27％（第 86回大会）…。
正月、富士山に向かって走る姿が、日本人の思いに響くのかも知れない。
襷をつないでゆく連帯が、私たちの心の琴線に触れるのかも知れない。

Written by Ari ISHII／2001年 3月社会

2年連続して優勝を手にした東洋大は、今まさしく注目の主役となった。

から関心を持ち、大学在学中から「陸上競技

しかし広く報じられるドラマの裏には、描かれないドラマが多数ある。
今号では、選手たちの日常をつぶさに追い、見守ってきた本学卒業生の陸上ライター、

手のデータは、高校時代のみならず中学から

学部応用社会学科卒。 陸上競技に幼少時

Takaaki TANAKA

マガジン」などのライターとして活躍。本学選
の戦績がインプットされている。

田中貴章

石井安里さんの目を通して、第 86回大会優勝後から今日までの選手の姿を描いてもらった。

前回の箱根では区間賞、11月の全日本駅伝では区
間 3位と、安定した成果を残し、チームの要に。柏原
と同学年、
ライバルであり、支え合う仲間である。

▶２月に新チーム始動

Hikaru TOMINAGA

第 86回箱根駅伝の優勝から１ヶ月が経った 2010年２月、東洋
大学陸上競技部の長距離部門は新体制で始動した。 前主将・釜

富永

石慶太の推薦で、2010年度の主将に富永光が決まった。

光

主将・富永は2年次に箱根駅伝 6
区に出場したものの、その後の三
大駅伝には出場していない。 酒
井監督から言われた「主将なら誰
もが一度は経験することだ」
という
言葉をさまざまな場面でかみしめ
ながら、最後の箱根に賭ける。

釜石が富永にまず伝えたのは、
「声かけ」の重要性。 上に立つ者
が部員全員に気を配り、コミュニケーションを図っていけば、チーム全
体の士気が高まる。 酒井俊幸監督の就任１年目だった昨年度を見
ても、
それは明らかだった。
しかし、主将に就任した頃の富永は故障しており、チームのことを

Ryohei KAWAKAMI

考える余裕はなかった。富永に限らず、
４年生には就職活動もある。
今季前半はバラバラだった。そこで酒井監督は、
「走りで引っ張
なかでも、学年主任を務める川上遼平の活躍ぶりは目覚ましかっ
た。２年時には箱根駅伝前に故障してしまい、エントリーメンバーか
ら外れた。「昨年は自ら外れていった感じ。自分に対して腹が立ちま
したし、チームが優勝しても悔しい気持ちでした」
と川上。その悔しさ
を今季の飛躍につなげ、各大会で結果を残した。また、仲間や後輩
たちへの心遣いを忘れず、声かけを積極的に実践。競技面だけでな
く、
チームの精神的支柱として、川上の果たした役割は大きかった。

▶不調の柏原を支えた絆

団から離れそうになった。「あのとき、ここで離れたら本当に終わりだ

た。

と思って、我慢して付いていったんです。自分のなかで何かが変わり

富永はこの２戦ともメンバーから外れたが、全日本について「記録

ましたね。それからは、余裕を持って練習をこなせるようになりました」

会で良いタイムが出て、油断があったのでしょう。相手も相当な練習

と柏原は話す。「楽しく走ること」が彼のモットー。その気持ちを取

を積んでいることがわかりましたし、甘くはないということ。負けたこと

り戻したのだ。

が、
いい薬になったと思います」
と落ち着いた口調で話した。

柏原は今年、周囲の人に支えられていることを再認識したという。
「富永さんからは、自分の走りに集中するように言われました。 同じ３

実は夏合宿のとき、富永は、箱根の負けを知っている学年が４年
生しかいなくなったことを、人一倍気にかけていた。 全日本が終わっ

年生の川上や田中（貴章）、藤野（俊成）
は、気楽にやればいいよと、

てふと考えると、あのとき富永が言っていたことの真意がようやく理

いつも声をかけてくれる。 本当にみんなのおかげです」

解できた。 緊張の糸が切れる瞬間を恐れていたのだろう。 駅伝は、
戦力が充実しているだけでは勝てない。 一番大切なことに、富永は
気づいていた。
大会の後には全選手でミーティングを行い、挑戦者として、一丸と

1年次から箱根エントリーが有力
視されながら、直前の不調などに
見舞われ、今回の出場が初めてと
なる川上。 出雲、全日本では本
来の実力が出し切れず、必ずその
借りを返したい、
と意気込む。

Ryuji KASHIWABARA

▶優勝を意識した前哨戦で３位に

なって箱根駅伝３連覇を目指そうと誓った。 下級生が部屋を出た後

９月末までの夏合宿を終え、チーム状態は良かった。しかし、箱根

らない大会。４年生が自覚を持って、チームを引っ張っていこうと意

には、
４年生だけが残り、
さらに話をした。「箱根は何が起こるか分か

駅伝とともに学生三大駅伝といわれる10月の出雲駅伝で４位、11

思統一しました。エントリーメンバーが決まれば、外れる選手も出てき

月の全日本大学駅伝で３位と、悔いの残るレースが続いた。 特に、

ますが、１人１役。 走る選手もサポートの選手も、全員で戦う気持ち

はっきりと優勝を意識していた全日本は、攻めの走り、勝ちたい気持

を忘れないようにしたい」と富永。 走る10人だけではない。１本の

ちがライバル校に劣っていた。冷静に、
自分たちの力を出し切るとい

襷に、全員の想いを込めてつないでいくのが駅伝なのだ。

う東洋大らしさを欠き、
ブレーキもあった。 完全な力負けに、選手たち
の目からは涙がこぼれた。

が出てきた。 故障者も減り、練習を積める選手が増えた。

なかでも、ポイントとなる柏原、川上、田中の３年生３人は、厳しい

そんななか、３年生の柏原竜二は不調に苦しんでいた。２度の箱

現実を突きつけられた。レースが終わった夜は、補欠の佐藤寛才を

根駅伝優勝で、一躍全国にその名を轟かせた柏原。 山上りの５区

含めた４人の３年生が同部屋だったという。そこで話し合った結果、

で４分以上の差を逆転した激走は、箱根路の伝説となっている。

「次は負けたくないという意識が強くなったし、気持ちも締まりました」

しかし今年は、事情が違った。２月に故障した影響で、例年と比べ

と川上は前向きだ。

柏原竜二

て１～２ヶ月は出遅れた。 試合に出ても、学生相手に勝てない。 同
期の川上は、
「プレッシャーもあったはず。 闇雲に走っている感じだ

柏原は２週間前の記録会で、自己２番目の記録をマークしたが、
２

柏原の一挙一動に、陸上界が、メディアが、
注目する。
11月の全日本駅伝では、思うに任せず、悔し
さに顔を歪めた。標高差864ｍの上り坂を、
史上最速で走る男が超えなくてはならない
のは、
もはや自分自身しかない。

った」
と振り返る。柏原の心の中には、
ずっと不安があったのだろう。
「今年の駅伝シーズンはもうダメかな、このまま自分は終わってしま
うのかな、
と思ったこともありました」
と、当時のつらい心境を明かした。
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もう、柏原の心に迷いも不安もない。 万全の状態で箱根駅伝を
迎え、５区で再び区間新記録を出すという目標を、はっきりと口にし

ない一言が、柏原の心に響いたのだろう。

川上遼平

夏になると、
４年生の就職活動も徐々に落ち着き、ようやくまとまり

復路

ターニングポイントとなったのは、８月31日から実施された山形県
上山市の蔵王坊平での合宿。 16000ｍ＋ 2000ｍの練習で、集

チームメートたちは、特別なことをしたわけではない。日常の何気

ってほしい」
と３年生にリーダー役を託した。

箱根の前哨戦、出雲駅伝は第 4位、全日本駅伝は第 3位となった本学。出雲駅
伝ゴール後、肩を落とす2年の市川
（右）
。昨年と同様、全日本駅伝のアンカー
としてゴールテープを切るが、どこか控えめな4年の大津
（左）
。数年前なら夢の
ように思えた成績も、箱根の覇者には
「優勝」
という、高い高い山が課せられる。

区で区間４位に止まった。まだ 70％の状態だったとはいえ、
「不甲
斐なかった」
と悔しがった。だが、その悔しさを今後につなげようと切
り替えた。ある日、ダウンしていた富永のところに柏原がやってきて、
「この１ケ月で、精神的に成長できました」
と言ったという。

＜6区＞ 箱根〜小田原 20.8km

＜7区＞ 小田原〜平塚 21.3km

＜8区＞ 平塚〜戸塚 21.5km

＜9区＞ 戸塚〜鶴見 23.2km

＜10区＞ 鶴見〜大手町 23.1km

3日午前 8時、往路の到着順に時差スタート。
箱根駅伝の醍醐味である山下りは、100mを
16秒台前半、時には 15秒台前半で駆け抜け、
スピード感を満喫できる。

箱根の山から吹き下ろす冷風と、後半に上昇する
気温との温度差が激しく、ペース配分が重要。「復
路の 2区」と考えて選手配置をする大学が多い。

後半、急坂のある遊行寺付近が勝負。 スタ
ミナを奪う陽射しとの戦いも。 シード権争
いが気になる区間。 沿道の応援も多い。

トップとのタイム差による繰り上げスタート
など、毎年悲喜こもごものドラマが生まれ
る。 優勝・シード権争いがさらに激化。

9人の汗がしみこんだ襷をゴールに運ぶ、集大成の区
間。 長丁場を堅実に走ることが重要。 10位までにゴ
ールすると次年度の出場権となるシード権を獲得。

箱根

TOYO UNIVERSITY NEWS

小田原

平塚

戸塚

鶴見

大手町
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特集

第87回箱根駅伝

超えていく力

── キーワードは「つぎの山に登れ」。

▶次代を担う選手の育成も順調
今年は有力な１年生が多数加入した。なかでも、双子の設楽啓
太、悠太兄弟は出雲と全日本の両駅伝で活躍。ルーキーながら、チ

▶

つぎの山に登れ
─深い絆でさらに上へ

創部 82年目にして悲願の初優勝を成し遂げた第 85回大会から、

ームの主軸となっている。 埼玉・武蔵越生高の出身で、高校時代か

間もなく２年を迎える。かつては中堅校の代表格だった東洋大が、

らときどき東洋大のグラウンドで練習していた。

いまや誰もが一目置く強豪校に。選手たちの日々の努力、意識の高

喧嘩をすることはないという、本当に仲良しの兄弟。 双子というこ
とで注目されがちだが、まったく気にしていない様子。ともに、緊張し

さが、本当に頼もしい。そして今、このチームに、これまでで最高の
“絆”
を感じる。

ない性格であることが、大試合で結果を出せる要因かもしれない。

2011年 正月の第

入学後は大きな故障もなく、順調に練習を積んできた。

87回 大 会で挑むの

兄の啓太は、全日本大学駅伝の１区で、強豪を抑えて区間賞を獲

は、史上６校目の「３

得。「20kmという距離にも、今は不安はありません。後半に粘る走

連覇」。しかし、大切

りで、チームに貢献したい。 区間賞も獲りたいです」と箱根駅伝へ

なのは結 果だけでは

の抱負を語る。

なく、１年１年 成 長し

「持ち味は安定感」と話

Keita/Yuta SHITARA

す弟・悠太は、出雲、全日
本とも区 間２位。 入 学 当
初は苦 手だった距 離 走に

って勝つことを、彼らは目指してきた。
富永は「これまでの東洋は、守りの走りでした。けれど今は、攻め

「 箱 根を走れたら、チーム
に迷 惑をかけないようにし
る選手だ。
啓太の尊敬する先輩は
柏原だという。「 練習にも

とだ。

今年のキーワードは「つぎの山に登れ」。 前回を超えるチームとな

も、すっかり慣れたという。

たい」
と控えめだが、力のあ

続けるチームになるこ
勝利を目指し、ひたすら前へ。

の気持ちで走らなくてはいけないと実感しています。勝ちたい気持ち

設楽啓太・悠太
入学前から注目されていた、実力派新人。出雲駅伝、
全日本駅伝ともに出場を果たし、全日本では1区・啓
太が区間賞、5区・悠太が区間 2位ながら区間新。出
雲駅伝では兄弟リレーを見せた。

積極的で、１人１人に声をかけてくれる。 集団から離れそうになった

がなければダメなんです」と話した。 従来の東洋大の、どことなく落
ち着いた守りの走り。それも悪くはないが、今度の箱根駅伝は、攻め
なくては悔いを残すことになる。
柏原は今年変わったことについて、
「嬉しいことがあるんですよ。
去年はがっついている人がいなかった。 上から数えていって、メンバ
ーの枠が何となく埋まっていると諦めてしまったのです。でも今年は、

選手を励ます姿を見て、すごいと思いました」と啓太。チームを大切

這い上がってくる人がいる。そういう人が１人でも多ければ、刺激に

にし、後輩たちのことを常に気に留める柏原らしい一面が見える。

なります」
と笑顔を見せた。 前哨戦２戦の結果は、満足のいくもので

悠太は小学校からの先輩、宇野博之（３年）を目標としている。
「練習を引っ張るところを見て、自分も宇野先輩のようになりたいと思
いました」と憧れを抱く。また、
「川上さんにいつも話しかけてもらい、
嬉しい」
と悠太。 実力のある選手がそろい、チームの中心となってい
る３年生が、
日頃から１年生に大きな影響を与えているようだ。
箱根駅伝で１年生がメンバー入りすることは簡単ではないが、今

はなかったが、
チームは確実に進化を遂げている。
この１年間は、決して平坦な道のりではなかった。だがそれも、つ
ぎの山に登るために必要な試練だったのだろう。
学生ランナーにとっての夢舞台、箱根駅伝。そこには筋書きなど
ない。ただ１つ、自分に負けず、強い意志を持ち続けた者にのみ、栄
光が待っている。

後の東洋大を占ううえでも、彼らの走りから目が離せない。

ワンランク上のチーム作りを目指して
就任２年目を迎えた酒井俊幸監督。 昨年度はチームの底上げに重
点を置いてきたが、今季はワンランク上のレベルを目指し、練習の質も
上げたという。
前哨戦の出雲駅伝で４位、全日本大学駅伝で３位と、
ともに昨年より
１つ順位を下げたが、そこで見えた課題もあった。 優勝した早大の「勝
ちへの姿勢」を認めながらも、箱根駅伝に
向けては、積み重ねてきたトレーニングに
自信を持っている様子だ。
また、対話を通じて、実に巧みに選手た
ちのハートに火を付け、信頼関係を築いて
きた。「ここまで丁寧に指導してくれる監
督はいない。 酒井監督が一番だと思って
います」と主将の富永光（４年）。 設楽啓
太（１年）も、
「選手１人１人に常に声をか
けてくれる。 東洋にふさわしい監督だと思
います」
と話す。
酒井俊幸監督
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選手からの信頼も厚いが、監督が選手を信じているのも強さの要因。
今季、エース・柏原竜二（３年）の不調を周囲が心配するなか、酒井監
督は驚くほど冷静だった。 同じ福島県の出身、監督が学法石川高の
教員だった頃に、いわき総合高の生徒だったのが柏原。かつては同じ
レースを走ったこともある間柄。 柏原なら必ず箱根に合わせられるとい
う確信が、酒井監督にはあったのだろう。
さらに、川上遼平（３年）は、
「全員とコミュニケーションを取ってくれ
る。 監督から、自信を持って、ありのままに走るように言われ、肩の荷が
おりました。自分を信じてくれた監督に恩返しをするために、今度の箱
根は絶対に頑張りたい」
と活躍を誓った。
酒井監督は箱根駅伝について、
「今回はレベルの高い大会になるで
しょう。ミスが許されないレースになります」
と気を引き締めているが、
「全
日本以降、
チームとしては練習にも前向きになりましたし、良い方向に進
んでいます」
と、手応えを得ている。
指揮官は常に「克己心」という言葉を伝えてきた。 心は挑戦者とし
て、一方レースは攻めの気持ちで、217.9kmの戦いに挑む。

