か わ か み

りょうへい

や ま も と

さ
わ

け ん じ

な お や

山本 憲二

ぎ

経済学部経済学科 ４年
遊学館高校（石川）

や

た か あ き

最後まであきらめず、
絶対に優勝します。

Q1. 夏合宿
Q2.「継続して練習しろ！」
Q3. 層が厚く、個人個人が一秒にこだわること。

Q1. 柏原が主将になったこと
Q2.「一つ一つの事に感謝すること。
」
Q3. 団結力。一人一人に強みがあること。

だ

ん
と

た か ひ ろ

け

き

自分にできることを
全てやりたい。

き

つ

木田 貴大

お

経済学部経済学科 ２年
学法石川高校（福島）

お

う

大津 顕杜

ゆ

経済学部経済学科 ２年
市立熊本千原台高校（熊本）

に し や ま

西山 祐生

しっかりと自分の役目を果たし、
貢献します。

た ぐ ち

た
ら

ま

ゆ

さ

う

い

田口 雅也

Q1. 監督や先輩方から「今年は２年生のお前達の成長が大切」
と言われたこと。 Q2.「今年が勝負の年だ。
」 Q3. 常にメン
バー争いが激しく、強い 4 年生がチームを引っぱっていること。

経済学部経済学科 １年
日章学園高校（宮崎）

し

け

設楽 悠太

ら

や

た

た
Q1. 出雲駅伝で区間賞が獲れ、自信がついた。
Q2.「ラストが弱い。
」
Q3. 層が厚いこと。

一秒をけずりだす走りが、
多くの人のためになる。
Q1. 今年の最初のミーティングでチームの目標を「三大駅
伝優勝」と決めたこと。 Q2.「自信を持て！」
Q3. 十人十色、一人一人の良さがあること。

八木沢 直也

か

た

経済学部経済学科 ２年
武蔵越生高校（埼玉）

し

設楽 啓太

たける

1 秒を大事に思って走ります。

川上 遼平

ひ ろ ゆ き

な

し

Q1. 全く走れていなかったとき、周りが励ましてくれた。だからこ
こまで諦めずにやってこれた。 Q2.「3 年生は弱い。
」 Q3. とてもい
い雰囲気でまとまっている。そんな中で競技ができることが幸せだ。

経済学部経済学科 ４年
仙台育英高校（宮城）

の

Q1. 日々の練習
Q2.「今年は練習、できてるな。
」
Q3. 練習や私生活

経済学部経済学科 ４年
県立那須拓陽高校（栃木）

た

か

ま
Q1. 出雲駅伝 初優勝
Q2.「自覚を持て。
」
Q3. 努力

田中 貴章

た

経済学部経済学科 ３年
智辯学園高校（奈良）

さ い と う

齊藤 貴志

く

Q1. 実業団合宿に参加させてもらったこと。
Q2.「スタミナあってのスピードだ。
」
Q3. 4 年生がとても強く、勉強するところがたくさんあること。

一秒を大切にしていきたい。

う

りゅうじ

ひ ろ と し

経済学部経済学科 ２年
武蔵越生高校（埼玉）

さ

「東北魂」で
ベストを尽くします。

経済学部経済学科 ４年
県立稲生高校（三重）

う

Q1. 多くのレースを見ながら、とても悔しく、必ず出場した
いと思った。 Q2.「お前の粘りだけはかう。
」
Q3. 層の厚さがあるチーム。

佐久間 建

裏

一秒をけずりだすために、
きつい練習も耐えることができた。

巡りまわってきたチャンス！

Q1. 夏合宿
Q2.「泥臭く練習しなさい。
」
Q3. 層が厚い。安定感があること。

表は大学名、 裏はコースガイドとなっている、
「応援シート」
を作成しました。シートは駅伝応援サイトからダウンロード
できます。

表

と

常識を覆せ。

■大学名を掲げて、箱根路で応援しよう！

また、各キャンパス
にも設置しているほ
か、各区間の応援ス
ポットで入手できる
場合もあります。
詳細はWEBサイト
をご覧ください。

さ

朝レース開始1時間前までとなっている。

経済学部経済学科 ３年
仙台育英高校（宮城）

■12月29日
（木）
に各区間10名が発表される！
12月10日
（土）
、各大学から16名のエントリーメンバーが発表
された。本学からエントリーされたのは右に紹介する16名だ。
また、29日
（木）にはさらに各区間の10名＋補欠者6名以内の
エントリーが行われる。メンバー変更は往路、復路とも当日

佐藤 寛才

経済学部経済学科 ４年
酒田南高校（山形）

た か の り

順次スタートする。往路でトップ校から10分以上遅れたチー
ムは8時10分に一斉繰り上げスタートとなる。

い ち か わ

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

市川 孝徳

で往復する10区間217.9kmで争われる。往路
（1月2日）
は午前

経済学部経済学科 ２年
県立田村高校（福島）

シード校（前回のゴール順）
早稲田大学
36 年連続
81 回目
東洋大学
10 年連続
70 回目
駒澤大学
46 年連続
46 回目
東海大学
40 年連続
40 回目
明治大学
4 年連続
54 回目
中央大学
83 年連続
86 回目
拓殖大学
2 年連続
34 回目
日本体育大学
64 年連続
64 回目
青山学院大学
4 年連続
17 回目
國學院大学
2 年連続
6 回目
予選会からの出場校
上武大学
4 年連続
4 回目
山梨学院大学
26 年連続
26 回目
国士舘大学
3 年ぶり
43 回目
東京農業大学
5 年連続
67 回目
神奈川大学
2 年連続
43 回目
帝京大学
5 年連続
13 回目
城西大学
9 年連続
9 回目
中央学院大学
10 年連続
13 回目
順天堂大学
3 年ぶり
53 回目
関東学連選抜（オープン参加、個人記録のみ有効）

■レース解説
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

Q1. 山の中でチームメートに名前を呼ばれたこと
Q2.「区間賞、獲ってこい。
」
Q3. 安定感があること。勝つ喜びを知ったこと。

ただ、全力を尽くすだけ。

奪還。今年が最後なので、
必ず優勝する。

仲間を信じて
万全でスタートラインに立つ！

Q1. 箱根駅伝で負けたこと。
Q2.「お前の復活を信じているから。
」
Q3. 層の厚さ

経済学部経済学科 ３年
県立高知工業高校（高知）

第 88回箱根駅伝 出場校一覧

今年は集大成。
走って優勝に貢献する！

宇野 博之

かしわばら

皆さんに支えられている
「絆」を感じて精一杯走ります。
Q1. 勝ちたいと思う気持ちが強いチームになった。
Q2.「頼むぞ、キャプテン。
」
Q3. エースはいないけれど、
「いぶし銀」の選手が多いこと。

箱根駅伝史上、最も壮絶なレースとなった第87回大会から早くも1年が過ぎようとしている。
あの日、東洋大チームは、次に迎える
“大学三大駅伝”
こと
「出雲駅伝」
「全日本駅伝」
「箱根駅伝」
は3つとも優勝をかけて臨
む、という目標を掲げた。10月の出雲駅伝では初の優勝を叶えた。だが、11月の全日本駅伝では惜しくも2位。このときも、優
勝した駒澤大との差はたった
「33秒」
だった。
今シーズンのテーマは
「その一秒をけずりだせ」
。たった
“一秒”
がどれほど重みを持つものかを痛いほど知っている彼らが、
その一秒に渾身の思いを込めて、箱根駅伝でのＶ奪回を目指す。

経済学部経済学科 ４年
武蔵越生高校（埼玉）

柏原 竜二

経済学部経済学科 ４ 年
県立いわき総合高 校 （ 福 島 ）

エントリー
選手紹介

無限への挑戦。
Q1.A チームの合宿に参加することができ、先輩の行動を見て勉強す
ることが多くあった。 Q2.「積極的に行け！」 Q3.「東洋大学」の文
字が入ったユニフォームを着て走ることで自覚を持つことができる。

Q1. 練習を継続してできるようになり、多くの試合に出場する
ことができた。Q2.「速い、ではなく強い選手になれ。
」
Q3. チーム層の厚さ

今年のテーマである
「その一秒をけずりだせ」
、
そして箱根駅伝への
思いをひとことで
Q1. この 1 年、大きな影響を与えたことや変
わったことは？
Q2. 監督やコーチから言われた印象的な言葉は？
Q3. 東洋大チームの「強み」は？

わずか 21秒差で優勝を逃すという壮絶なレースで幕を閉じた、第87 回箱根駅伝。
新たな思いで新体制を迎えたその直後、多くの選手やスタッフのふるさとを襲った東日本大震災 。
この間、選手たちに寄せられたたくさんの励ましのメッセージに対して、心から感謝を伝えたい。
いま、できることは、感謝の気持ちを力に変え、ひたすら前へと走ること。
その姿を目にするすべての人々に、勇気と元気を与えることができるよう、一秒でも、前へ――

http://www.toyo.ac.jp/2011ekiden/
6
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とも福島県出身者が多い大学だ。

て来てくれてありがとう」
と声をかけられ、
逆に励まされた。
「これなら箱根までの厳

早大にわずか21秒届かず2位。そこから、雪辱

しい練習も我慢できると思ったし、絶対に

を懸けた1年が始まった。1月、柏原竜二は新

勝ちたいという気持ちが強くなりました」

東洋大への進学が決まり、陸上競技部の新メンバーとなる

年度の主将に就任した。彼が目指したのは、同

――福島の人々の温かい言葉に、柏原は箱

ことが決まった1年生の選手たちが、合宿所に住まいを移して

期全員で後輩たちを引っ張るチーム。強い絆で

根路での勝利を誓った。

第87回箱根駅伝後、21秒差の悔しさを胸に新体制を始動さ
せたばかりのさなか、あの大震災が襲った。

選手に佐藤先生は、こう言った。

震災後は全体練習を中止。西日本出身の選手はすべて帰省し、

『いま、お前にしかできないことは何だ？東洋大学がいい結

一方、東日本出身の学生は安全を考慮して、帰省せずに合宿

果を残して、福島の人たちを元気づける。それこそがお前の

所に待機となった。練習は一時中止となり、予定していたメ

仕事なんじゃないか？』

ニューはすべてできなくなった。合宿所のある川越キャンパ

「先生の無事を確認するための電話だったのに、逆に僕の方

ス周辺も計画停電の対象エリアとなったため、明かりが乏し

が叱咤激励されてしまったんです。このひと言で迷いが消え

結ばれた最上級生は、言葉に出さなくても柏原
の意思を理解し、1人1人が自分の役割を果た
してきた。

衝撃の箱根デビューから、間もなく3年。
来たる箱根駅伝には、4年間のすべてを捧げる。だがそれは、
自分にとって最後だからではない。チームメートと喜びを分
かち合うことができる最後の大会だからだ。
柏原の4年間は、仲間抜きでは語れない。試練を与えられた

い中、故郷を心配しながら、それぞれが練習どころではない

ました」
。その後の柏原選手は、迷いなく走りに向き合ってきた。

3年目も、ともにチームを牽引することになった4年目も、彼

というのが実態だった。

授業や練習の合間を見ては、

を支えてくれたのは同期の選手たちだった。
「みんな負けず嫌

メンバーの中には、原発の影響を受け、実家や出身高校が

「風評被害」
に苦しむ故郷を

いですから」
と柏原は笑うが、誰か1人でも欠けていたなら、

避難指定地域となった者もいる。地震で建物が崩れ、両親が

思い、復興支援イベントの

今の柏原はいない。入学して間もない頃、
「4

営んでいた家業が続けられなくなり、一家で避難した者もあっ

オファーも受けた。ひたむ

年間で、1人1人の良いところを吸収していき

た。選手の心の内は穏やかにいられるはずがなかった。
「ふる

きに「走りでチームを引っ

さとがあんな状態になってしまったのに、自分たちはここに

張っていく」
主将の姿に、走

いて陸上などしていていいのか」——ことに被災地と呼ばれ

るどころではなかったメン

る地域の出身の者は、みなそう自問自答したという。大震災

バーも、一人また一人、本

は実感として、チーム全体に押しかかるものとなった。

来の走りを取り戻していっ
たのだった。
同じく福島県出身の酒井俊幸監督は、こう語る。
「こうして

に止まった。責任感の強さから、あれこれ考えすぎたのが原因

生かされた者として、陸上競技ができることに感謝しなけれ
ばならない。電気があること、水があること、暮らす家があ

11月、全日本大学駅伝で2冠目を狙ったものの、今度は2位。

いると知りました。すぐに実家に連絡したもののまったく繋

ること、仲間がいること。以前は当たり前だった日常生活を

アンカーの柏原が区間賞の快走を見せたが、駒大に33秒届かず。

がらず、いわきに住む両親と連絡が取れたのは3日後でした」
。

含めてです。ひとつの勝利も、日々の小さな努力や、支えて

柏原はフィニッシュと同時に泣き崩れた。

その後、柏原選手は両親と連絡がつくと、すぐに高校時代

くれる人たちの無数の思いが集まって、はじめて手にできる

出雲に勝った安堵感から、全日本ではチーム全体が精彩を欠い

の恩師の無事を確認した。今でも日頃から連絡を欠かさない、

もの。
「勝利」
というものがどのようにしてできているかとい

たと柏原は振り返る。だが、敗戦を機に、部員全員が箱根に向

母校・いわき総合高校陸上部顧問の佐藤教諭。心配する柏原

うこと、小さな奇跡を積み重ねた上にこそ、大きな奇跡を作

けて士気を高めている。

その
一秒 をけずりだせ

特集
第 回 箱根駅伝

震災の影響で、全体練習が遅れたため、この夏は例年より早めに合宿をスタートさせるなど、練
習方法にも工夫を施したという。写真は旧山古志村での合宿風景。ここでは、起伏のある道を走
りこむための、厳しい練習メニューが組まれるが、合間には地元小学生たちとの陸上教室などを
開催し、地域の人々との触れ合いを大切にしている。

せたのですが、言わなくても行動で示してく
れて本当に助かった。才能型ではなく、集中
力と努力の学年。本当に良い学年です」
柏原はこう言って、心から感謝の意を示した。

人々に勇気と元気を与えることが、アス

を込めて、故郷・いわき市の

リートである自分たちの使命。被災地出身

代表として
「ふくしま駅伝」
に

の選手も、それ以外の出身の選手も、その

出場した。いわき市のスタッ

心はひとつだ。第88回箱根駅伝の走りには、

フは、ごく自然に、温かく柏

最後の箱根も5区なら、柏原は
「絶対に76分台で上る」
と話

21秒の悔しさを晴らすだけでない、強い

原を迎えてくれたという。

した。つまり、4年間での最高の走りを、最高の舞台で見せる

「オーラがない」
とも言われた

つもりだ。元・野球少年らしく、
「いつも通り、ストレート1

が、それは決して悪い意味で

本で挑む」
と表現した柏原。彼に変化球などない。しかし、直

はなく、どんなに活躍しても、

球勝負と心に決めたときの柏原ほど、強い選手はいない。

願いが込められている。

今シーズンが始まる前、監督・コーチ・選手が、色紙にメッセージを綴ってくれました。走ることへの

かったのだろう。

な人柄は変わらないと言いた

思いに、復興への想いをのせた、各々からのメッセージです。色紙は、東洋大学
「2011年度駅伝応援
特設サイト」
にて紹介しています。こちらを各1名ずつ、プレゼントします！ご希望の方は下記ページの
「応募フォーム」
よりお申込みください。抽選の上、当選は発送をもって代えさせていただきます。

http://www.toyo.ac.jp/2011ekiden/spirit_j.html

人数が少ない分、いつもみんなのことが見渡

全日本の2週間後、柏原は

色紙プレゼント

■当選の方への発送：1月中旬予定

「長距離9人、競歩の2人を合わせて11人。

東日本大震災の復興への願い

有名になっても、柏原の純朴

■締切：2012年1月3日
（火）
午前8時まで

学び、刺激を受けてきた。

だったが、
チームメートの攻めの走りが主将の不振を救った。

「道路がグワングワンと揺れて、ただ事ではないと感じて。
すぐにつけたラジオやワンセグで、東北地方が大変になって

再確認できたと思います」
。

たい」
と話していたが、そのとおり仲間から

10 月の出雲駅伝では、1 区に起用されるも
走りに力みが見られ、3 キロ過ぎに先頭集団
から脱落、区間 6 位に終わった柏原。しかし
2 区以降、チームメイトたちが連続区間賞の
走りを見せ、同大会初優勝を叶えたのだった。
優勝杯を手にした柏原の表情は、自己の悔し
さよりも「チームで繋いだ」主将としての笑
顔に溢れていた。

10月、出雲駅伝で東洋大は初優勝。しかし、柏原は1区6位

3月11日、主将の柏原竜二選手は千葉県で行っていた合宿
から川越キャンパスへと戻る、首都高速の車の中だった。

り上げられるということを、チーム全体で

88

たいと出場を決めたのが、
「わざわざ帰っ

3連覇に挑んだ前回の箱根駅伝は、優勝した

きたばかりの頃だった。

—
—

き動かした。自分の走りで福島を盛り上げ

11 月、大学入学後初めて「ふくし
ま駅伝」に出場。箱根駅伝直前の
調整時期に出場するにはリスクも
心配されたが、復興への願いを込
め、自ら出場を決めたものだった。
出身地である「いわき市」チーム
優勝の大きな原動力に。

11 月の全日本駅伝、優勝をかける勝負は最終区のアンカー・柏原に託
された。ハイペースの猛追は過去に見せた箱根駅伝での山登りの姿に
も重なる気迫に満ちていた。結果は、わずか 33 秒差の 2 位。1 秒の重
みをさらにかみしめることになったレースだった。

「変化球がなくても、何かを持っている。そんな魅力のある
選手になりたい。心は強く、熱く持っていきたい」
楽しく走る気持ちを失いかけたこともあった。栄光と引き
換えに、何もかも今までと同じというわけにはいかなくなった。
だが、手に入れたものはそれ以上に大きい。4年間で、人間と

東洋大学の陸上競技部の歴史、そして箱根駅伝そのものの歴史を変えたと言っても過言でない、柏原竜二選手。彼は主将として臨む、最後の箱根となる。

箱根駅伝に出場する各大学の陸上チームの中で、東洋大はもっ

「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知られざる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

とりわけ
「東北および北関東地方」
の出身者が多い。たとえば、

そして、地元の人々の声援が彼の心を突

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までの柏原選手を描いてもらった。

3・ を超えて

東洋大学陸上競技部にとって、東日本大震災は、特別な意味を持つものだった。

酒井俊幸監督（福島県石川町）、佐藤 尚コーチ（秋田県横手市）
、そして主将の柏原竜二選手

（福島県いわき市）をはじめ、多くの関係者が東北地方に縁があるチームだからだ。

11

柏原竜二 ——
「心は強く、熱く」

東洋大陸上競技部の選手の出身地は全国に及ぶが、中でも

しての輝きをさらに増した柏原が、強く、熱い心で最後の箱
根路を駆け抜ける。

〔写真提供：陸上競技部公認応援ページ「輝け鉄紺！」より 限界のなかよし 92 さん撮影〕
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「チーム内で選ばれることがものすごく大変」
。メンバーは口々にそう言う。特に、絶対的な力を持つ

現4年生メンバーを前に、下級生が三大駅伝でレギュラー入りするのは並大抵のことではない。

しかし今、各種大会では2年生の躍進が光っているという。

陸上ライターの石井さんは、注目選手として、2 年生の大津顕杜選手、佐久間 建選手にスポットを当てた。

今年こそ
「意地」見せる
――大津顕杜
「誠心誠意」
――佐久間 建
11月の全日本大学駅伝には、前回の箱根駅伝を経験した8

そして佐久間建も、箱根で初出場を狙う2年生の1人。福島

人が出場した。順当な8人、走るべき8人が走ったといえるが、

・田村高時代からの実力者だが、昨季はうまくいかないことが

ここに新戦力が割り込んできたら、また違ったチームになって

多かったと振り返る。
今季も満足のいくレースばかりではなかっ

いたはず。酒井俊幸監督は、駅伝シーズンを前にした夏、
「設

たが、夏に実業団合宿に参加したことが分岐点になり、意識改

楽兄弟のほかにも、
2年生が1人か2人メンバー入りするのでは」

革と競技力向上につながった。Aチームの4年生からは、
「2年

と話していた。6区間の出雲駅伝はともかく、8区間の全日本

生で結果を残せ

なら、双子の設楽啓太、悠太以外の2年生にもチャンスはあった。

なかったら、厳

しかし、実際に出場したのは設楽兄弟のみ。上級生が充実して

しいと思え」
と言

いるとはいえ、残念だった。

われてきたとい
う佐久間。今の4

それでも箱根を前に、大津顕杜がメンバー入りに大きく前進。

年生は 2 年目で

全日本の2週間後に行われた上尾シティハーフマラソンで3位、

台頭してきた選

設楽悠太に8秒負けたものの、従来の東洋大記録を更新して他

手が多いだけに、

校の主力に先着した。大津自身も驚く好記録に、酒井監督は
「ま

言葉にも重みが 楽啓太・悠太。写真は出雲駅伝で優勝のゴールテ

2 年生で安定してレギュラー入りしているのは設

とめる走りではなく、攻めて耐える走りをしてくれた」
と評価

あった。そして勝 ープを切った設楽啓太。こうした同学年の活躍は

した。

負の2年目、昨年 メンバー入りを期待したい。

1年目から箱根のエントリーメンバーに選ばれたが、出番は
なし。そのときは力不足を痛感したそうだが、今年の全日本は

刺激になる。箱根ではぜひともその他 1・2 年の

から目指してきた区間で、同期との争いに勝ってチャンスをつ
かんだ。

メンバーに入る力があっても落選した。故障明けの田中貴章
（4
年）
が5区を走ったことに対し、
「負担をかけてしまったし、
チー
ムが負けたのを見ていて自分も責任を感じた」
と振り返る。
7 月に行われた男鹿駅伝（秋田）で区
間新・区間賞の激走を見せた佐久間（写
真右）
。
〔写真提供：東洋大学スポーツ新聞編集部〕

佐久間は駅伝シーズンを前に、
走ることへの思いを
「誠心誠意」
という言葉で表現した。酒井監督は選手たちに
「裏表のない人
間になれ」
と伝えてきたが、佐久間はそれを自分に向けられた
言葉だと受け止め、
「誠心誠意、取り組んでいけば、自ずと結
果が出る」
と、真摯な姿勢で努力してきた。
福島の実家は沿岸部ではなく、東日本大震災で津波を
免れ、原発の避難区域からも外れているが、農家のため
依然として風評被害に見舞われている。
「走ることしか

その
一秒 をけずりだせ

特集
第 回 箱根駅伝
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できないけれど、東北の人たちに、こんな自分でも諦め
なければここまで来られると言える結果を出したい」―
―初の箱根は、特別な思いを込めた大会となる。
11 月に行われた上尾シティハーフマラソン
（埼
玉）で、設楽（悠）と並び、従来の東洋大記
録を更新した大津。
〔写真提供：貴甘坊さん〕

実は大津は、全日本のメンバーから漏れた後、
「やっぱりダ

に意見を言えるようにしてきたという。
「自分たちの代が上がっ

メなのかな」
と弱気になったことがあった。そんなとき田中に、

ていかなくては」
、
「もっと練習の意識を高めていこう」
と話し

「お前は夏から本当に変わったけれど、今は違う」
と言われた。
わずかな心の動揺も見逃さなかった田中に、大津は
「見ている
人は見ているのだな」
と感じ、気持ちを切り換えた。
熊本千原台高では1年生からレギュラーで、駅
伝を走れなかったのは大学1年目の昨季が初めて
だった。
だからこそ、
今年に懸ける思いは強い。
「力
が付いてきたし、走れると思っています。意地で
も走りたい。走って、チームの優勝に貢献したい」
と語る表情には、
もう何の迷いも感じられなかった。

10

2年生のミーティングでは、主任の小池寛明と副主任
の大津がリーダーシップを取り、円になって誰もが気軽
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合ったこともある。互いにライバル意識が強い2年生たちの頑
張りが、東洋大の王座奪還への鍵を握っている。

