特集

第89回 箱根駅伝

原点からの
再出発

▲

4年間連続で6区をまかされてきた
「山下り」のスペシャリスト・市川選手
（右）
。駅伝主将として最後の箱根
を走りきった。
▲

1区首位でのタスキ渡しは本学
30年ぶり。田口選手
（左）
から設楽
（啓）
選手
（右）
へ。
▼最後の箱根を走れなかった主将
の齋藤選手（右）
。「不甲斐ない」
と肩を落とすが、
「4年生の姿からは
“努力”
とは何かを学んだ」と多くの
後輩が語る。

2013年1月2日・3日に行われた第89回東京箱根間往復大学駅伝競走で、
東洋大は往路3位、復路4位となり、総合成績第2位の結果を残した。
目標であった総合優勝を逃したとはいえ、ハイレベルなレースを要求される
箱根駅伝において、総合第2位は簡単には成し遂げられない、価値ある成績だ。

▲渾身の力を振り絞ってラストスパートする定方
選手。1度は離されたように見えたが、2位・早稲
田大とはわずか4秒差だった。

しかし彼らはこれを
「完敗」
と表現した。箱根駅伝史上に残る圧倒的な新記録を
樹立したチームに求められ続ける、想像を絶する高みと重み…。

▲

「まだ主将という自覚はなかなか持てないです」
と謙虚に答えつつ「それぞれが目標タイムを高く
設定し、絶対に諦めない」という強い意志も表す。
どのような新生チームを作り上げていくのだろうか。
右が啓太選手、左が悠太選手。

「もう一度、原点に戻る」
。酒井俊幸監督と選手たちはそう誓い、再出発した。

「完敗」

――自らがもつ記録への敗北と、
すがすがしい勝利への敬意と

レースを狙い続けて4年間を過ごすことは、並大抵ではない負担を

小池寛明選手
（ともに経済学部3年）
を据えた。1年次から箱根2区を

対目標となり、すべてのレースにおいて、優勝できるベストメンバー

強いるものだと思う」
と、酒井監督は選手たちの心情を慮ってもいる。

任されてきた啓太選手は悠太選手と並び、日本人学生トップクラス

今大会、1区から貯金を作り、3区では決定的な差をつけるなど、

のタイムを有するエース。後輩からも
「設楽兄弟のようなレベルの

でチーム構成を組むようになった」
と酒井監督は明かす。
力のある選手が増え、実際、優勝することが可能なチームになっ

前半区間では大きな収穫を得た。注目された山上りの5区・定方選

高い練習がこなせるようになりたい」
と、目標として掲げられる存

たこと。常に勝利を意識し、高いレベルのチーム作りが必要になっ

手についても、酒井監督は
「競り合った選手に力が及ばなかっただ

在でもある。

レース直後、応援に集まった人々の前で、酒井俊幸監督や選手た

たこと。そして何よりも周囲からそのように期待されてきたことが

けで、本人の力量並みに走ることができたと思うし、後悔はないは

彼らは極めて柔らかな雰囲気を持つ、
おっとりとした性格だ。
「こ

ちから発された
「完敗」
という言葉は、前大会の驚異的なタイムから

その背景にあるという。しかし
「記録会などをこなしながら、3つの

ず」
と評する。ただ、4区にエントリーされていた今井選手が直前の

れまでの人生でリーダーという役割についたことは一度もないです。

故障で走れなくなったという誤算や、4区以降、箱根初出場の選手

主将や副将に指名されるなんて、自分も周囲も全員心底びっくり」

が5名もいるなか、力みや気負いが表れ、本来の力が出ないという

と口をそろえる2人。この指名には
「他の4年生の主体的なフォロー

状況に陥ってしまったのだった。

を引きだす」
という指導陣の思惑もあるようだ。
「4年生全員がそれ

ほとんど目されていなかった日体大の快挙に敬意を表し、自然と発
せられた言葉のように聞こえた。
昨年は19位、予選会を勝ち抜いて出場権を得た日体大は、多く
の意識改革を経て今大会に臨み、5区で首位に立つと、その快走で
流れに乗り、1度も首位を譲ることなく優勝を果たした。突出する
誰か一人の力ではなく、
「総合力」
で勝利した日体大の選手たちのす
がすがしい走りは、ときに東洋大の選手たちの姿に見え隠れした
「気
負い」
と対比できる場面もあったかもしれない。

「力みと気負い」

――プレッシャーと自己との戦い
「2年ほど前までは、
箱根駅伝の前哨戦に位置づけられる出雲駅伝・
全日本駅伝でほどよく選手に経験を積ませ、最終目標を箱根に据え
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今季の
3大駅伝の
結果

2012年10月8日

出雲駅伝

1位 青山学院大
2位 東洋大
3位 中央大

2012年11月4日

全日本駅伝
1位 駒澤大
2位 東洋大
3位 早稲田大

2013年1月2日・3日

箱根駅伝

1位 日体大
2位 東洋大
3位 駒澤大

▲レースごとに1位と3位がいくつも
の大学の間で変動するなか、3大駅
伝とも2位に並んだ東洋大。 抜群
の安定感と実力は確かだが、優勝
の栄冠はあと一歩で掴めなかった。
「同じく2位となった 2年前の大
会では、100m差で優勝を逃した。
しかし、今 回 は 1500m差もある
“完敗”
。この 1年、何か足りない
ものがあったために、3大駅伝すべ
てにおいて 2位に甘んじてしまった
のだろう。 来年は必ず、再び総合
優勝を果たしたい」。 厳しい表情
ながら、前を見据えて次への決意
を語った酒井監督。
▲

大幅に後退してしまった自らへの悔しさとともに、優勝候補として

2

るよう配置を決めていた。ところが、次第に3大駅伝での
『3冠』
が絶

「勝利を左右する、上りと下りを含めた
『山』
の強化をはじめ、選

ぞれ得意な分野の役割を担い、
“みんなでひとつ”
のチームを形成

手には
“力をつけること”
とともに、いざという時に
“力を出すこと”

する。エースの2人にはさらに走りを磨きながら、チームを率いて

をしっかり体得させていきたい。これまでの経験や蓄積だけでなく、

欲しい。役はいつしか人を創っていくでしょう」
と語る酒井監督も、

新たなことを取り入れながら、原点に戻り一つひとつ練習を積んで

彼らに温かいまなざしを向ける。

いきたい」
と酒井監督は語る。

新チームの素顔

――全員でチームを作り上げるために

日々の厳しい練習も飄々とした表情でこなし、笑顔でリレーす
ることが多い2人。これまでに残してきた成績からも、その努力や
心に秘めた闘志は誰にも負けないほど熱いはずだが、それを実に
自然体でソフトに表現する、これまでとはまったく違うキャプテ
ンの登場である。

箱根駅伝強豪チームの主将となれば、多くの重責を担う立場とな

勝たなければならないというプレッシャーを超え、走ることの楽

る。箱根駅伝翌日の1月4日、次期主将に指名されたのは、設楽啓

しさの原点へ。新チームにはのびやかな走りで新しい時代を戦い抜

太選手
（経済学部3年）
だった。同時に、副将には双子の悠太選手と、

き、笑顔の勝利を勝ち取ってほしい。
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昨年とは違い、レースの流れを作る区間を

必ずトップで来ると信じていたので安心して

任され、緊張したが自信をもってスタートラ

2

インに立てた。15kmをスパートの目安と考え、
最後の 3km でしっかり差をつけることができ

区

鶴見 — 戸塚

23.2㎞

設楽 啓太（経済学科3年）

たので良かった。 勝負どころ、気持ちで負

走行2位／区間3位
区間タイム／01：10：29

けなかったことが今回の区間賞獲得につな
がったと思う。東洋大 30 年ぶりの 1 区首位
もっと力をつけ、主力と呼ばれるよう強くな

・大迫選手がきたとき、区間賞は厳しいと思っ

んだ。

て走ることができた。一人ひとりがタイムを

駆け引きが繰り返されるが、15km 後半から

稼がなければならないので、「1秒でも速く」

当日エントリー変更により3 区となった設楽
（悠）
。タスキを受け取った後すぐに首位を取

掛けるも、田口も再び仕掛けて徐々に差を

抜かれたが、個人的には良い走りができた。

り戻す。終始、快調なペースで 2 位以下を

広げ、 20 ㎞地点では 2 位・明治大より約

自分は頼りない部分が多いが、走りでチー
ムを引っ張り、駅伝だけでなくトラックでも

してしまうほど激しい強風の中を踏ん張り、2

50mの差をつけて前へ。トップで2区へ。田
口は昨年の4区に続き区間賞を獲得。

結果を残せるように頑張りたい。

3 年連続、エース区間の 2 区を任された設楽

21.4㎞

（啓）
。後方で激しい順位争いが繰り広げら
れるが、安定した快調な走りで、首位独走
を続ける。しかし、日差しや強風に体力を奪
われる中、中継所手前で日大・ベンジャミン
選手の 12 人抜きの猛追に捉えられてしまう。

走行1位／区間1位
区間タイム／01：03：32

「結束力」

必死に食らいつく設楽
（啓）
は、日大と1秒差

引き離し首位独走状態が続く。走りが蛇行

区間賞

3区

戸塚 — 平塚

位との差を2 分 41 秒として4 区に繋ぐ。設楽
（悠）
は昨年の 7 区に続き区間賞を獲得。 3
区での区間賞は本学にとって51年ぶり。

21.5㎞

レー
スを振
り
返る
箱根

設楽 悠太

「意識改革」

第89回

主将

「never forget」
選手をサポートする立場にまわってか
ら、 今自分にできること、自分にし
かできないことを精一杯やろうと心
掛けた。復路のゴール地点、（冨岡）

ができた。
自分のやるべきことをしっかり努力し、走り
でチームを引っ張っていけるようになりたい。

司を迎えた時は、主将として、選手
として何もできず無力な自分に腹が
立った。それと同時に、チームメイ

4月から東洋大に入学する弟の弾馬と一緒
に、いずれは設楽兄弟のように活躍したい。
当日の区間エントリー変更で登場した、注目
の1年生ルーキー・服部。前半は好調なペー
スで走行を続ける。ただし、先を行く日体大
が快走を続け、その差が縮まらない。 19km
すぎ、服部は苦しい表情を見せ始め、大量
の汗をかくように。様子が心配されたが、懸
命に前を追う。鶴見中継所では、首位・日
体大と3分48秒差で最終区・冨岡へ託す。

9区

トに対して申し訳ない気持ちでいっ
ぱいだった。

戸塚 — 鶴見

服部 勇馬

努力は夢を叶える最低条件である。
まず走り続けてほしい。 人が変わる

「組織力」

のは、ほんのちょっとの心の変化で
あり、そのきっかけは生活の中にあふ
れていると思う。その中で自分の感
性を磨いていきたい。
〔卒業後は山形県鶴岡市の消防職員
となる〕

10区

鶴見 — 大手町

23.1㎞

冨岡 司（経済学科4年）
走行2位／区間7位
区間タイム／01：12：22

「勝ちにこだわること」
4
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平塚 — 小田原

18.5㎞

淀川 弦太（経済学科2年）
走行1位／区間11位
区間タイム／00：59：14

「強さ」

10 区と言われた時は、なんとも言えない気
持ちの高ぶりを感じた。服部に必ず 1 位で
ゴールすると約束したが、果たせずに悔し
い思いでいっぱいだった。 4 年生になり、
齋藤主将から
「お前の力が必要だ」
と、寮
長を任されたことが自分に大きな影響を与え
た。楽しいことより、辛いことが何倍もあっ
たが、人間として大きく成長できた。一緒
に過ごした仲間と監督、コーチ、両親に感
謝している。力のある後輩たちには、気迫
ある走りで強い東洋大を築いていってほしい。

タスキをもらった時は、自分の区間で 1 分以
上詰めてやる！という気持ちで走り出した。追
うことに必死になっていて、なかなか詰まらな
いことに焦りが出た。どんな状況でも自分の
力を120％発揮できる選手が本当に強い選手

箱根初出場ながら、最大のプレッシャーともい
える区間を引き継いだ定方。首位でタスキを
受けた後、落ち着いて走行するが、2 位の日
体大・服部選手をはじめ、山のスペシャリスト
たちが後続から追い上げる。 14.4km 地点で
ついに、日体大と早稲田大に捉えられて3 校
が並ぶ形に。粘りながらついていくも、しだい
に2 校に離される。トップに躍り出た日体大、

と言えるので、そんな選手になりたい。今回
は本当に良い経験ができた。これからは 4 年
生にも負けないくらいチームを引っ張って、後
輩には
「ついていきたい」
と思ってもらえるように、
チームを団結させたい。

14kmすぎには2分50秒台にまで広がってしま
う。一方、後続の明治大が激しく追い上げ、
12 秒差にまで迫る場面も。終盤、髙久は苦
しい表情を見せながらも、懸命に巻き返しを
図る。平塚中継所では首位・日体大と2 分

〔卒業後は日立物流に就職。 陸上競技を
続け、世界を目指す〕
アンカーを任されたのは、 4 年生にして初
出場の冨岡。 1 秒でも削るべく前を追う。
首位・日体大が独走態勢で快走を続ける
ため、なかなかその差は縮まらず、ついに
姿を捉えることができないまま、 13.6km
付近で差が 4 分以上に広がってしまう。 一
方、3 位・駒澤大も2分を切って背後に迫
るが2 位を守り、
ゴールテープに飛び込んだ。

8区

5区

小田原 — 芦ノ湖

23.4㎞

定方 俊樹（機械工学科3年）
走行3位／区間10位
区間タイム／01：25：03

「強さ」

7区は、箱根初出場の髙久。前半は一時、
トッ
プとの差 2 分を切るところまで縮めるが、

51秒差、3位・明治大とは26秒差で繋ぐ。

2 位の早稲田大に続き、3 位でフィニッシュ。
1位とは2分39秒差。

7区

小田原 — 平塚

21.3㎞

髙久 龍

6区

（経済学科2年）

走行2位／区間4位
区間タイム／01：05：22

「意識改革」

平塚 — 戸塚

20.8㎞

市川 孝徳（経済学科4年）
「進化」

4 年間を振り返って、箱根駅伝から多くの学
びがあった。 1年1年、自分なりに成長できて
いることも実感した。 4 度目の6 区を走り、本
当に良い経験ができ感謝している。
この4年間、最高のチームメイト、最高のスタッ
フに恵まれた環境で努力の継続・集中力を
学んできた。後輩たちは、その努力を忘れず
に、3冠を目指して飛躍の年にしてほしい。

21.5㎞

大津 顕杜（経済学科3年）
走行2位／区間7位
区間タイム／01：07：24

「強さ」

1 秒でも先頭の日体大との差を縮めようと思
い、明治大と競った時も一人で走っている
時も、常に先頭との差のことを考えていた。
前回、1 位でタスキをもらった時と今回では
気持ちの余裕の違いをはっきりと感じた。先
輩方からは練習や生活面で、地道に努力す
る姿勢を通じて学ぶことは多かった。これか
らは啓太・悠太に頼るのではなく、2 人が安
心して走れるような強い選手に成長し、そし
て2人を追い越せるような存在になりたい。

芦ノ湖 — 小田原

走行2位／区間4位
区間タイム／00：59：16

23.2㎞

（経済学科1年）
走行2位／区間3位
区間タイム／01：11：02

目標達成のために、その努力を惜し

4区

4区は箱根初出場の淀川。快調に入るが、6、
7 ㎞と進むうちに少しずつ差を詰められてゆく。
強風が激しく、厳しいコンディションの中、な
かなかペースが上がらず、苦しい表情が続く。
往路 5 連覇を成し遂げるためには小田原中
継所の地点で2分の差が欲しいと語っていた
酒井監督だが、2 位の日体大との差は 1 分
49秒。 5区の定方にタスキが託された。

4 年生として 速いだけでなく流れを作る強い
選手 になれるよう、チームを作っていきたい。

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将のコメントからレースを振り返る。
2連覇を逃し、涙した今大会。真価を問われた彼らにしか語れない思いが、ここにある。
「 」
内は、東洋大チームにとって
「次のステップに向けて最も大切だと思うこと」
を表現してもらった。
今はもう、それぞれ次を見据え、走り出している。

全日本駅伝では本当に悔しい思いをしたの
で、箱根ではチームの優勝に貢献できるよ
うな走りを目指して練習に取り組んだ。 全
日本での反省を修正し、レースに生かせた
ことについては自分を評価したい。しかし区
間賞を狙っていたので悔しい。レース前、
（冨岡）
司さんから
「楽しく、気楽に走ってこ
い！」
と声をかけられ、楽しみながら走ること

は3大駅伝出場と区間賞！

初めての箱根駅伝で、やはり緊張した。優
勝を目指すチームのメンバーとして全ての区
間が重要で、皆、プレッシャーは同じ。 5 区
だけ特別ということはないと思う。柏原さんの
後なので、周りから注目されることを逆手にとり、
楽しむ気持ちをもってスタートラインに立った。
最後の追い上げは、明日につなげる走りをと
思い、前を追うことだけを考えて必死に粘った。

（経済学科3年）
走行1位／区間1位
区間タイム／01：04：36

で設楽
（悠）
に繋ぐ。

齋藤 貴志（経済学科4年）

く気持ちで頑張っていきたいと思った。目標

標に、自分たちが変わり、結果を出したい。

と思っていた。日大・ベンジャミン選手には

田口 雅也（経済学科2年）

駅伝

最後まであきらめない強い先輩方をみて、自
分も主力の一人となりチームを引っ張ってい

今年はチームも個人も日本一になることを目

強い向かい風で思うように走れなかったが、
1区からトップでタスキをもらい、リラックスし

スローペースでレースが進む中、 7 ㎞すぎで
田口を先頭にタテ集団を形成。 幾度となく

大手町 — 鶴見

れたので、その今井の分も！という思いで臨

れたのは力がついたからだと感じた。

ペースを上げる。 19km 手前で明治大が仕

1区

ントリーされていた今井からは
「頼んだ」
と託さ

ない強風で体力を消耗したが、最後まで粘

りたい。

区間賞

手のことを気にせず、後続との差を広げる
ことだけを考えていた。 正直、 3 区に早大
たけれど、沿道の声援のおかげで区間賞を
取ることができた。今までに体験したことの

「勝つ」

でのタスキリレーは大変光栄なことだと思う。

初めての箱根駅伝は雰囲気に圧倒され、緊
張し、気持ちも高ぶっていた。 4 区に区間エ

タスキをもらうことができた。レース中は相

8 区は、前回大会で同区区間賞を獲得し
ている大津。ところが 7 区に続き、 3 位・
明治大に激しく追い上げにあい、並走し
ながらの激しいデッドヒートが繰り広げられる。
一時、遊行寺の坂では、明治大に突き
放されたが、意地を見せて抜き返す。そ
の間、首位・日体大との差が 3 分以上広
がってしまう。 首位と3 分 12 秒差、 3 位と
40 秒差で9 区へ。

〔卒業後はトヨタ紡織に就職。陸上競技を続
ける〕
「山下り」
のスペシャリスト・市川が最後の箱
根に。前日の往路結果を受け、トップ・日体
大より2 分 39 秒後、2 位・早稲田大より4 秒
後の8時2分39秒にスタート。直後に早稲田
大を抜き2 位につけると、一時は差を2 分 9 秒
まで縮める。しかし、後半は日体大・鈴木選
手が市川を上回る快走となり、再び差が広が
る。復路スタート時より17秒を縮めて7区へ。
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