Track and Field Club Long-Distance Division’s Feature | 陸上競技部 長距離部門

卒業生ライターによる箱根駅伝特集記事を公開中！
A feature story about the Hakone Ekiden Race written by an alumnus is available now !

本学卒業生（ 2001年 社会学部応用社会学科 図書館 専 攻［ 現・メディア
コミュニケーション 学科］卒業 ）のスポーツライターで『 陸 上 競 技 マガ
ジン』
（ ベ ースボール マガジン 社 ）へ の 寄 稿 も行う 石 井 安 里さんに
よる箱根 駅伝 の 特集 記事 を We b メディア「 L I N K U P T OYO 」にて
公 開中 です。
A special article on the Hakone Ekiden Race written by sports writer Ari Ishii, a Toyo
alumni, is featured on the website LINK UP TOYO. ( English unavailable )

LINK UP TOYO

箱根駅伝応援動画「10分間の箱根駅伝 」
Video for supporting the Toyo University club in the Hakone Ekiden Race:
“Hakone Ekiden in 10 minutes” ( English unavailable )

約10分間の早回し映 像で、選手たちが実際に走る箱根駅伝往路・復路10 区間
をランナー目線で紹介。全区間 の見どころを押さえましょう。

10分間の箱根駅伝

一人ひとりの応援 が選手たちのチカラになります！
Your cheers energize the runners!
Cheerleading video by the Cheerleading Club ( English unavailable )

本学 應援指導部による「応援指導動画」では、応援歌の歌詞や、手拍子の入れ
方を解説 。應援指導部と一緒に熱い声援を届けましょう。

陸上競技部
長距離部門

写真は、前回（第94回）の大会で往路優勝を決めた5区 田中龍誠（経済学部 経済学科2年）。
今大会では総合優勝に向けて期待が高まっている。

Track and Field Club
Long-Distance Division

写真：日刊スポーツ/アフロ

東洋大学応援指導部動画

その１秒をけ ずりだせ
総合優勝をめざして日々練習を重ねている陸上競技部 長距離部門 の選手たち。
「その1秒をけずりだせ」のチームスローガンのもと、鉄紺魂を胸に箱根路に挑 みます。
Runners belonging to the Long-Distance Division of Toyo University’s Track and Field Club have made sustained daily efforts toward overall victory.
Under the slogan, “SONOICHIBYO-O-KEZURIDASE ( Every Second Counts! ),” the club is determined to go for victory in the Hakone Ekiden Race,
with the “TE T SUKON” * spirit in their hearts.

東洋大学 陸上競技部
（長距離部門）
公式 I nstagram

2019（ 平成 31）年 1月 2日・3日

第95 回 箱根 駅伝
The 95th Hakone Ekiden ( January 2 & 3, 2019 )

SONO-ICHIBYO- O - KEZURIDASE − Every Second Counts !

大会に向け、日々練習に励む 選手たちの情 報 が 発 信される公 式アカウントです。
陸 上 競 技部 長 距 離 部門 の選手たちの素顔の写 真も盛りだくさん。
ぜひフォローしてみてください。

@toyo.tu
＃その1秒をけずりだせ

This is the official Instagram account of the Long-Distance Division, Track and Field Club. Why not follow it?

TE T SUKON * : A traditional color of Japan, and Toyo University's school color. A rich purplish navy-Blue.
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Track and Field Club Long-Distance Division’s Feature | 陸上競技部 長距離部門

陸上競技部
長距離部門
注目選手紹介
Introducing the spotlight athletes of the
Track and Field Club’s Long-Distance Division
学年・氏名五十音順
Students are ordered by academic year and last name (in order of the Japanese syllabary)

小笹 椋

中村 拳梧

Ryo Kozasa

Kengo Nakamura

経済学部
経済学科４年
埼玉栄高校（埼玉）

経済学部
経済学科４年
八戸学院光星高校（青森）

A1

Questions
Q1
Q2

きつくなってからの粘り

「東洋頑張れ」

A2

自分の走りの 強みやアピールポイント
大会レース中、沿道 からの声援で、かけ てほしい言 葉

Q1. What’s your forte in running? How will you appeal to the crowd?

A1

安定したペースで走ります

「けんご頑張って」

A2

3回負けた悔しさを
ぶつけたいです

4年間のすべてを
出し切ります

I will use my embarrassment at
being defeated three times as
a drive for victory.

I will utilize all that I have learned
over these four years.

Q2. What do you want to hear people cheering from the sidelines during the race?

大澤 駿

大森 龍之介

岡里 彰大

小田 太賀

田中 龍誠

Shun Osawa

Ryunosuke Omori

Shota Okazato

Taiga Oda

Ryusei Tanaka

経済学部
経済学科2 年
県立山形中央高校（山形）

経済学部
経済学科2 年
佐野日本大学高校（栃木）

総合情報学部
総合情報学科2 年
県立富山商業高校（富山）

経済学部
経済学科2 年
県立浜松商業高校（静岡）

経済学部
経済学科2年
遊学館高校（石川）

A1

ラストスパート

A1

A2

名前での応援

A2

スピード

A1

「大森くんﬁght」

苦しくなってからの
ねばり強さ

A1

力強い走り

A1

A2

自分の名前で応援して
欲しいです

A2

「岡里頑張れ!! 」

A2

箱根の優勝に貢献して、
感謝を伝えられる
走りをしたいです

チームに貢献します
I will contribute to my team.

1秒をけずりだす
攻めの走りをします
I will run aggressively, following
our slogan, “Every second counts.”

I wish to contribute to our team’s
victory in Hakone, and have a good
run to express my gratitude.

後半の粘り

「龍誠くん頑張れ」

チームの勝利に
貢献できるように
頑張ります

総合優勝に
貢献できるような
走りをします

I will do my best to contribute to
our team’s victory.

I will have a good run to contribute
to our team’s overall victory.

山口 健弘

山本 修二

相澤 晃

今西 駿介

小室 翼

田上 建

西山 和弥

𠮷川 洋次

鈴木 宗孝

宮下 隼人

Takehiro Yamaguchi

Shuji Yamamoto

Akira Aizawa

Shunsuke Imanishi

Tsubasa Komuro

Takeru Tanoue

Kazuya Nishiyama

Hirotsugu Yoshikawa

Munetaka Suzuki

Hayato Miyashita

経済学部
経済学科４年
自由ケ丘高校（福岡）

経済学部
経済学科４年
遊学館高校（石川）

経済学部
経済学科3 年
学法石川高校（福島）

経済学部
経済学科3年
県立小林高校（宮崎）

経済学部
経済学科 3 年
仙台育英学園高校（宮城）

ライフデザイン学部
健康スポーツ学科2 年
九州学院高校（熊本）

総合情報学部
総合情報学科2 年
東京農業大学第二高校（群馬）

ライフデザイン学部
健康スポーツ学科2 年
県立那須拓陽高校（栃木）

経済学部
経済学科1年
県立氷取沢高校（神奈川）

理工学部
電気電子情報工学科1年
県立富士河口湖高校（山梨）

A1

キツくなってからの粘り

「山口頑張れ」

A2

A1

粘り強さ

「しゅうじいけー ! 」

A2

A1

攻めの走りが出来るところ

「あきらくん頑張って! 」

A2

A1

攻める、強気の走り

「自分に勝て」

A2

A1

ラストスパート

「翼頑張れ!! 」

A2

A1

レース後半の粘りの走り

「1秒をけずりだせー ! 」

A2

A1

粘りの走り

「にっしー頑張って」

A2

A1

最後まで諦めない走りです

A1

「洋次!!」
「ひろくん!!」等

A2

レース最後までの
粘り強い走り

A1

「宗孝死ぬ気で走れ!」

A2

最終学年として
完全燃焼します
As a final-year student, I will show
my abilities to the fullest.

総合優勝します!
We will definitely win an overall
victory !

区間賞と総合優勝を
勝ち取ります

優勝に貢献する
走りをします

初の駅伝なので、
強気で攻めの走りをします

ひるまず、攻める走りを
していきたいです

I will win a single section prize,
and our team will win an overall
victory.

I will have a good run to contribute
to our team’s victory.

Because this is my first ekiden race,
I will run aggressively.

I wish to run aggressively without
holding back.

監督インタビュー

精一杯頑張ります
I will devote all my energy to the race.

日頃の感謝の気持ちを
忘れず、今年こそは
箱根制覇を目指します

支えてくれている人たちを
思い、1秒をけずりだす
走りを見せます

In the upcoming race, we will aim for
an overall victory in Hakone, keeping
in mind our unending gratitude.

I will have a good run and make every
second really count, while feeling
heartfelt gratitude for the people
who are supporting us.

レースでの安定感がある
走り

「宮下 !」
「宮下いけー !」

A2

1年生らしく
思い切り走ります
I will have a bold run befitting of
a first-year student.

| Interview with Head Coach
10 月の 出雲 駅伝 で 2 位、11月の 全日本 大学 駅伝 では 3 位と、優勝 できなかった 悔しさはありますが、
初めて 区 間 賞を獲得した選手もおり、チーム全体として力 が 付いてきたと感じています。箱根駅伝 では、
出雲、全日本と優勝している青山学院 大学に 三冠を達成させないという気持ちで 挑みます。前回大会まで
10 年 連続 で 3 位 以内に入っていますので、今大会でも３位 以内 は 最低限 の目標であり、東洋 大学らしい

定方 駿

土壁 和希

中村 駆

渡邉 奏太

浅井 崚雅

Shun Sadakata

Kazuki Tsuchikabe

Kakeru Nakamura

Souta Watanabe

Ryoga Asai

理工学部
建築学科3 年
県立川棚高校（長崎）

総合情報学部
総合情報学科 3年
県立つるぎ高校（徳島）

経済学部
経済学科3 年
県立西京高校（山口）

経済学部
経済学科 3 年
県立吉原工業高校（静岡）

経済学部
経済学科2 年
一関学院高校（岩手）

A1

長い距離が得意

A1

「定方!! 」

A2

レース後半の粘りのある
走り

A1

崩れない表情

A1

A2

名前を呼んでください

A2

押していく走り

「奏太がんばれ!!」

A1

あきらめない走り

攻め の走りで 総合優勝をめざします。

酒井 俊幸
Toshiyuki Sakai

「あさいがんばれ!」

A2

「つっちー頑張って!! 」

A2

出雲、全日本
出れなかった分、
快走します
Because I was unable to participate
in the Izumo and All-Japan Ekiden
races, this time,
I will have a brilliant run.
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攻めの走りをしチームを
総合優勝に導きます
I will run aggressively to lead our
team to overall victory.

チームの為に走ります
I will run for the sake of my team.

昨年のリベンジで
総合優勝します

区間賞をとって優勝に
貢献します

We will win an overall victory,
taking revenge for our defeat in
the previous race.

I will win a single section prize to
contribute to our team’s victory.

（ 聞き手：東洋大学 卒業生 石井安里氏 ）

Earlier in this season, we took second place in the Izumo Ekiden race in October, and third place in the All-Japan College
Ekiden race in November. Although feeling bitterly disappointed that we failed to win these races, I believe that our team as
a whole gained considerable strength, as shown by the runners who won their first single stage prizes. We will compete in the
Hakone Ekiden race with fierce determination to prevent Aoyama Gakuin University, which won both the Izumo and All-Japan
College Ekiden races, from winning a triple crown. We had taken third or higher place in the Hakone Ekiden for 10 consecutive
years until the previous race, so taking third or a higher place in the upcoming race as well is our minimum target. We aim to
win an overall victory with an aggressive run unique to Toyo University.
（ Interviewer：Toyo University graduate, Ari Ishii ）

Profile
1976年生まれ、福島県出身。東洋大学経済学部 卒業。1999年、コニカ（現・
コニカミノルタ ）に入社。退職 後、母校 の 学 法 石川 高校 にて 陸上部 顧問 を
務め、2 0 09 年 4 月より東洋大学 陸上 競技部長 距離部門監督に就任 。

Born in Fukushima prefecture in 1976. Graduated from Toyo University, Faculty of Economics. Joined
Konica (presently Konica Minolta) in 1999, but later resigned to serve as club counselor for the track
and field club of his alma mater, Gakko Hojin Ishikawa Senior High School. Has held the position of
head coach of the Long-Distance Division of Toyo University’s Track and Field Club since April 2009.

TOYO UNIVERSITY NEWS No.253
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選手一人ひとりの個性やストーリー に注目！

東洋大学スポーツ新聞編集部 に 聞く
Point

4

箱根駅伝の楽しみ方

箱根駅伝では持ちタイムがよい選手が強いわけではありません。箱根の山を
登る5 区では約800ｍもの高低差を駆け上がる必要があるため、毎年山登りが
得意なスペシャリストが登場します。後続に追いつかれても、走りを修正し、
またスピードを上げられる粘り強い選手など「 走りの質」もさまざまです。
また、大学生最後の走りとなる4年生や、初めて箱根を走る選手など、選手一人
ひとりの背景や想いを知ってから観戦するとさらに応援が楽しくなります！

Keep your eyes on each runner’s individuality and story!
For example, some runners are specialists in running up slopes, while others are
persistent in their technique regardless of the course. Thus, runners vary in their
running technique. Knowledge of the background and thoughts of each runner will
allow you to better enjoy cheering them.

本学運動部 の活躍を伝える「スポトウ（ SPORTS TOYO）」を発行している東洋大学 スポーツ新聞 編集部。
日頃 から、陸上 競技部 長距離部門の選手・監督に密着し、取材を 続ける担当 記者に、箱根 駅伝を楽しむ コツ・見どころを 伺 いました。

The Toyo University Sports Newspaper Editorial Club Teaches You
How to Enjoy Watching the Hakone Ekiden Race

Point

5

マラソンとは違う！ 駅伝競走の楽しみ方は？

1

箱根駅伝は往路と復路の全10区間を走ります。駅伝は、個々人で走っている
ように見えて、
１人の走者 の勢 いが 次の走者やチーム全体の雰囲気を変える
ことも。
「この区間 でこれだけ差を詰めれば、次の区間で 追いつけそう」と
いったレース 全体のチーム戦略 が 重要になります。
「 駅 伝 は 団体競技」である
ことに注目してみてください。

選手が目の前を走り抜けていく臨場感は現地でしか味わうことが できません。初めて
の応援におすすめのスポットは、1 区 の六郷橋 付近。残り3 ㎞ の下り坂 で ラ スト
スパートをかけ、一気に順位が動き始めます。そして、往路のゴールとなる 5 区の
芦ノ湖。毎年多くの人が駆け つけ、大きなモニターでレースの展開を見ることが
できるのもポイントです。大歓声の中、1 位の選手が走り込んで来る瞬間は 感動に
包まれます。お正月はぜひ沿道 で 応援してみませんか？

Why not go to cheer the runners?
You cannot feel the special atmosphere of the ekiden course, along which runners flash by
in front of you, unless you actually visit some point on the course. For example, the area
around Lake Ashino, where the first half of the race finishes, is filled with a touching
atmosphere at the moment when the top runner crosses the finish line amid a thunderous
cheer. Why not cheer the runners as they go along the course?

第94回大会 10区 大手町付近
写真提供：東洋大学スポーツ新聞編集部

ck!

Ekiden races are different from marathon races!
How can we enjoy watching ekiden races?
In ekiden races, a runner’s momentum may sometimes positively affect the next
runner as well as the mood of the entire team, and team strategies for the entire race
are important. When you watch the ekiden race, pay attention to its characteristics
from a team sport perspective.

科３年）

選手たちの応援に行ってみませんか？

The Toyo University Sports Newspaper Editorial Club, the publisher of SPORTS TOYO (Spo-To), which covers the activities of the University’s sports clubs,
offers some tips for enjoying watching the Hakone Ekiden Race and its highlights.

Point

陸上競技部
長距離部門
担当
小 野由佳 莉
さん（経済学
部総合政策
学

距離部門担当
陸上競技部長
科３年）
学部企業法学
大谷達也さん（法

e
Ch

■ 前哨戦の結果も要チェック！
出雲駅伝・全日本大学駅伝の結果をもとに 箱根駅伝に向けてレース
戦略が組み立てられます。レースの内容やライバル校の結果などを

第30回 出雲全日本大学選抜 駅伝競走
総合順位 2 位

2018（平成30）
年10月 8日
（月・祝）

The 30th Izumo All-Japan University Ekiden /

Second place

October 8, 2018（Monday, Public Holiday）

事前に確認しておくと、箱根駅伝をさらに楽しめます！

箱根駅伝の流れをつくる「 往路」の見どころは？

Point

2

第94回大会 3区 藤沢付近
写真提供：東洋大学スポーツ新聞編集部

まずは１区。集団で走る中で、前に行くのか、後方で様子を見るのかなどお互い
に 駆け引きし、流れを作る大事な区間 です。そして各チームのエースが集う「花
の２区」は要注目。実力・精神力のあるエース同士の勝負は見応えがあり、１区
で 下位 の チームが 一 気 に巻き返す「ゴボウ抜き」が 見られる可能性も。順位
の変動が 起こりやす い区間でもあります。もちろん 3 区 〜 5 区も 往 路 優 勝 に
向けて 熾烈な戦いが繰り広げられ 、見逃せません！

Check the results of other races preceding the Hakone Ekiden as well!
Racing strategies for the Hakone Ekiden are planned based on the
results of the Izumo Ekiden and All-Japan Collegiate Ekiden Races.
Checking the results of these races in advance will allow you to better
enjoy watching the Hakone Ekiden!

第50回 全日本大学駅伝対校 選手権大会
The 50th All-Japan Collegiate Ekiden /

Third place

November 4, 2018（Sunday）

■ 女子長距離部門も健闘！
女子長距離部門は、2018（平成 30）年10月28日に 開催された第 36 回 全日本女子大学 駅伝対校選手権

What is a highlight of the first half,
which determines the direction of the Hakone Ekiden?

大会に出場、結果 9 位で惜しくもシード権獲得には届きませんでした。

The second section, which is a highlight section where the ace runners of the teams
compete, deserves attention. Even if a team is in a lower position in the first section, in
the second section, the team’s runner may overtake many other runners ahead of him.
In this section, many teams tend to change their position.

ていきたい」と述べました。次は、12月30日に開催される全日本大学女子選抜駅伝競走（ 富士山女子

総合優勝が決まる「 復路」の見どころは？

総合順位 3 位

2018（平成30）
年 11月4日（日）

永井聡 監督は、
「今年良かったところ、悪かったところをもう一度 洗い出しながら、来年に 向けて考え
駅伝）へ 出場する予定です。
The Women’s Long-Distance Division also put up a good fight!
The Women’s Long-Distance Division took ninth place in the 36th All-Japan University Women’s College
Ekiden held on October 28, 2018.
The team will next compete in the All-Japan Invitational University Women’s Ekiden ( Mt. Fuji Women’s
Ekiden ) to be held on December 30.

写真提供：東洋大学スポーツ新聞編集部

※1

Point

3

復路は時間差スタート になります。このタイム差分を十分と感じるか、
逆に奮起するのか。タイム差を考えて走る選手の変更 ※2 を行うなど、時間差
スタートがあることで、選手の精神面のコンディションやチームの戦術にも
影響があります。箱根駅伝は 2日間に分かれて行われますが、前日の 往路
から「 すべてが繋がっていること」がポイントです。

東 洋 大 学スポーツ新 聞 編 集 部

※1 往路のタイム差が1位のチームから10分以内のチームは、タイム差分だけ遅れてスタート。
それ以降のチームは10分後に同時スタート。

東洋大学スポーツ新聞編集部は、
「 東洋大学 運動部の活躍を、より多くの人に発信する」をコンセプトに、

※2 レース当日の1時間10分前に、事前に登録された選手（往路走者を除く）と補欠メンバー 4人の
走者の入れ替えが可能。

2001
（ 平成13）年 に活動を開始しました。小さな大会でも丹念に取材、監督やコーチ、活躍する選手にインタ
ビューした内容を余すことなく読者の皆様にお伝えし、
『 スポトウ』でしか 読むことのできない価値ある情報
を提供しています。

What is a highlight of the second half,
at the end of which a team achieves overall victory?
In the second half, the time difference from the top team in the first half is applied to
the time when each of the other teams starts. The delayed starts may influence
runners’ mental condition and team strategies. The point is that everything in the
second half is a continuation of the first half.
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第94回大会 6区 芦ノ湖スタート
写真提供：東洋大学スポーツ新聞編集部

The Toyo University Sports Newspaper Editorial Club launched its activities in 2001. Its members
thoroughly collect information, even on minor meets, and share with readers all they know through
interviews with head coaches, coaches, and leading athletes.
東洋大学スポーツ新聞編集部
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