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To return to victory next year | 来年こそふたたび頂点へ
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西山 和弥 選手

総合情報学部 総合情報学科2年

Kazuya Nishiyama

区

区間賞

Section 1

Awarded single stage prize

21.3km

山本 修二 選手

Otemachi - Tsurumi

First Half

2

経済学部 経済学科4年

Shuji Yamamoto
●区間4位

Section ranking 4th／1:07:37

23.1km

来年こそ
ふたたび

頂点へ

／1:02:35

大手町→鶴見

区

Section 2

鶴見→戸塚
Tsurumi - Totsuka

3

𠮷川 洋次 選手

区

Section 3

ライフデザイン学部 健康スポーツ学科2年

Hirotsugu Yoshikawa
●区間4位

Section ranking 4th／1:02:33

21.4km

戸塚→平塚
Totsuka - Hiratsuka

To return to victory next year

第

95 回

箱根駅伝
往路1位・総合3位
The 95th Hakone Ekiden
First place in the ﬁrst half, third overall

「その1秒をけずりだせ」をチームスローガンに掲げる陸上競技部 長距離部
門は、新調した金色のジャージで心機一転して第95回箱根駅伝に臨み、5時
間26分31秒の往路新記録で2年連続7度目の往路優勝を果たし、11年連続の
総合3位以内という成績を収めた。惜しくも総合優勝は逃したものの、10時
間58分3秒と昨年の総合タイムを4分以上下回る記録で217.1キロの箱根路
を駆け抜けた。レース内容は、往路1区で西山選手が2年連続の区間賞で襷を
つないだが、2区の終盤で2位に落ち、3区で再びトップに立つものの、残り1
キロでまた2位になるという、目まぐるしい展開。ここで4区のエース、相澤
選手の区間新記録の力走により再び首位に立つと、5区山登りでやや詰めら
れながらもそのまま芦ノ湖のゴールテープを切った。復路は前日の勢いのま

相澤 晃 選手
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経済学部 経済学科3年

Akira Aizawa
区間新記録

New record for a section

20.9km

／1:00:54

区

Section 4

平塚→小田原
Hiratsuka - Odawara

ま先頭をキープしていたが、8区での長い並走のあと首位を譲り、結果大手町
のゴールは3位でのフィニッシュとなった。オリンピックイヤーの来年こそ、
2014（平成26）年以来、6年ぶり5度目となる頂点を勝ち取るために、チーム
は、さらなるレベルアップを誓った。
Wearing a brand new gold-colored jersey, members of the Long Distance Division of
Toyo University’s Track and Field Club competed in this year’s Hakone Ekiden race with
renewed determination under the team slogan “SONOICHIBYO-O-KEZURIDASE (Every
Second Counts!).” While the team finished in third place in the overall race, they took first
place in the first half for the second consecutive year and for the seventh time in total,
with an all-time record for the first half of 5:26:31. The team has now finished in third
place or higher for 11 consecutive years. Moreover, although they finished second last
year, this year’s overall time of 10:58:03 eclipsed last year’s time. Inspired by the coming
Olympics, the team members have vowed to further improve themselves in their quest to
achieve a fifth overall victory, their first since 2014, next year.
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田中 龍誠 選手

区

Section 5

経済学部 経済学科2年

Ryusei Tanaka
●区間8位

Section ranking 8th／1:12:52

20.8km

小田原→箱根町
Odawara - Hakone-machi
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復路

6

今西 駿介 選手

経済学部 経済学科3年

Shunsuke Imanishi

区

●区間3位

Section 6

Section ranking 3rd／0:58:12

20.8km

箱根町→小田原

Second Half

Hakone-machi - Odawara
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関東学生陸上競技連盟
幹事長インタビュー

Interview with the Chief Secretary
of the Inter-University
Athletic Union of Kanto

選手が輝ける
大会を目指して
Aiming to Organize Athletic Meets Where Athletes Can Shine

小笹 椋 選手

経済学部 経済学科4年

Ryo Kozasa
●区間3位

Section ranking 3rd／1:03:45

21.3km

7

経済学部 国際経済学科4年

川崎 和葉里 かわさき やよりさん

区

Fourth year student, Faculty of Economics

Yayori Kawasaki

Section 7

小田原→平塚
Odawara - Hiratsuka
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鈴木 宗孝 選手

経済学部 経済学科1年

Munetaka Suzuki

区

●区間3位

Section 8

Section ranking 3rd／1:04:44

21.4km

箱根駅伝をはじめ関東地区の主要な陸上競技大会を主催・運営する関

平塚→戸塚

東学生陸上競技連盟の2018（平成30）年度の幹事長は、本学の学生が務

Hiratsuka - Totsuka

めていました。その重責を担った、川崎 和葉里さんへのインタビューです。
陸上競技と関わる父と姉、先輩などを通じ関東学連を知りまし
た。陸上競技を選手として続けるのをやめた私は、選手を支える存
在に興味をもつようになりました。関東学連の運営は、選手の参加
資格のチェックから審判員の動員と講習、
プログラム制作や広報、
行政や警察との連携まで学生が主体となり、幅広く手がけます。
箱根駅伝では、当日に裏方を務める約3千人の学生補助員の指

中村 拳梧 選手

経済学部 経済学科4年

Kengo Nakamura
●区間19位

Section ranking 19th／1:12:20

23.1km

戸塚→鶴見

9

導・統括も重要です。大学4年時は幹事長として、すべての実務を
把握し年間100近くの会議を進行するなど激務でしたが、学業と

区

の両立を心掛けました。全員の力を結集してつくり上げた大会で

Section 9

選手が輝き、無事に終わったときにはホッとして充実感があふれま

Totsuka - Tsurumi

す。
この4年間で、相手の気持ちを考え同じ立場で進めることの大
切さを学び、人見知りだった私が積極的に話しかける性格に変
わっていきました。卒業後は、スポーツ分野も視野に入れ、世界で
仕事ができればと考えています。皆さんには東洋大学の選手の活

During FY2018, the Inter-University Athletic Union of Kanto (KGRR), an
organization that organizes and runs major athletic meets in the Kanto
region, including the Hakone Ekiden, was led by a Toyo University student.
Below is an interview with Ms. Yayori Kawasaki, who shouldered heavy
responsibility as the KGRR chief secretary.
I came to know the KGRR through my father and elder sister, both of
whom are involved in athletic sports, as well as my seniors. Giving up on
continuing to be a track and field athlete, I became interested in
supporting athletes instead. The KGRR is run mainly by students, who
perform a wide range of duties such as checking athletes’ qualifications to
participate in meets, mobilizing and training umpires, creating programs,
carrying out PR activities, and cooperating with local governments and the
police. In the Hakone Ekiden, one of our important duties is providing
guidance to and supervising around 3,000 student assistants who support
the race behind the scenes. During my fourth year at university, I was very
busy as the chief secretary, supervising all KGRR operations and presiding
over nearly 100 conferences annually, but I kept in mind devoting efforts to
both my studies at university and my duties at the KGRR. I felt very
relieved and satisfied when I saw the athletes shine in meets organized
through the united efforts of all those involved, and these meets all finished
smoothly, without any problems. During those four years, I learned how
important it is to consider what other people think and try to understand
their viewpoints, which led me to conquer my shyness and be able to
actively talk to everyone. After graduation, I hope to develop my career
globally, possibly in the sports field. I also hope that you will keep
watching the performance of Toyo University’ s athletes.

躍を気に掛けて見ていただけると嬉しいです。
総合成績（Overall result）

10 区
Section 10
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大澤 駿 選手

経済学部 経済学科2年

Shun Osawa
●区間10位

Section ranking 10th／1:12:31

23.0km

鶴見→大手町

1位 1st

東海大学

2位 2nd

青山学院大学

Tokai University

Aoyama Gakuin University

3位 3rd

東洋大学

4位 4th

駒澤大学

5位 5th

帝京大学

Tsurumi - Otemachi

Toyo University

Komazawa University

Teikyo University

川崎 和葉里さんの特集記事を
Webメディア
「 LINK UP TOYO 」
にて公開中です。

10:52:09
10:55:50

A special feature article has been uploaded to the LINK UP TOYO webpage.

2018年10月

(English unavailable)

箱根駅伝予選会レース後の結果発表
10:58:03

Announcing the results of the
preliminary race for the

11:01:05

Hakone Ekiden October 2018

LINK UP TOYO

11:03:10
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