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217.9kmを結ぶ、第83回東京箱根間

往復大学駅伝競争往復大学駅伝競争が1月2日（火）、3日

（水）に行われた。本学本学は総合第総合第5位の

成績成績をおさめ、実に3838年ぶりの快挙快挙と

なった。例年例年に増して、ハラハラドキドキ

させるレース展開展開に、テレビの前で手で手に

汗を握った方も多いのでは。激戦激戦を繰り

広げた10名の選手のコメントと川嶋伸

次監督次監督のインタビューで今年で今年のレースを

振り返ろう。シード権を獲得し、早くも来

年のレースに期待期待がかかる！ 
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第83回 第83回 

 1位 順天堂大学　　　11時間05分29秒 

 2位 日本大学　　　　11時間11分42秒 

 3位 東海大学　　　　11時間12分07秒 

 4位 日本体育大学　　11時間16分44秒 

 5位 東洋大学　　　　11時間16分59秒 

 6位 早稲田大学　　　11時間17分29秒 

 7位 駒澤大学　　　　11時間18分09秒 

 8位 中央大学　　　　11時間18分41秒 

 9位 専修大学　　　　11時間18分42秒 

  10位 亜細亜大学　　　11時間19分14秒 

 11位 城西大学　　　　11時間20分50秒 

 12位 山梨学院大学　　11時間21分27秒 

 13位 中央学院大学　　11時間21分30秒 

 14位 大東文化大学　　11時間25秒30秒 

 15位 法政大学　　　　11時間27分46秒 

 16位 明治大学　　　　11時間27分57秒 

 17位 神奈川大学　　　11時間33分20秒 

 18位 國學院大学　　　11時間34分09秒 

 19位 国士舘大学　　　11時間36分30秒 

 20位 関東学連選抜　　11時間41分53秒 

 

順位 大学名 総合タイム 

第83回　東京箱根間往復大学駅伝競走　総合成績 

※上位10校がシード権獲得 

　監督から「1区でいく」と言われて、

チームの流れを作る重要な区間を

まかされたことに緊張した。コンデ

ィションに気をつけ、疲労をためな

いようにしていたのに、調整の段階

で脚に不安が出てしまい、ベストな

状態でレースに臨むことができず辛

かった。直前、監督が声をかけてく

れた。  

「後で後悔するようなレー
スはするな」と。なのに前半の
リードを守ることができなくて少し

悔いが残った。2位で襷を繋ぐこと

はできたがまだまだ課題は残る。こ

れから先も一生、陸上に関わってい

けるよう頑張りたい。 

【チーム評価：70点／自己評価：50点】 

　出雲、全日本と2つの大きな大会

を走ることができなかった分、絶対

に頑張ろうと思っていた。昨年の経

験があるので、コンディションの問題

もなく「やるっきゃない！」そんな気

持ちだった。監督からは「お前の自

由に走れ」と一言だけ。前と離され、

後ろからは追い抜かれたレース内

容には満足していない。自分も、チ

ームも3位以内を狙えるだけの手

応えを感じていただけに5位は悔し  
い。うちのチームのポテン
シャルはもっと高いところ
にあるので、足りないものを補っ
て来年は「頂点」を目指したい。 

【チーム評価：85点／自己評価：80点】 

　最終的に区間が決まったのは1週

間前だったが、どこの区間でも走れ

るよう準備をし、本番ではしっかり走

ることだけ考えていた。全日本駅伝

ではチームに迷惑をかけてしまった  
ので、今度こそは、とチームに貢
献できるよう自分のできる
ことをやりながら、とにかく体調維
持に努めた。監督が「後半からが勝負。

落ち着いて走れ」とアドバイスして

くれたのに肝心なところで粘れず、

勝負強さが足りなかったと反省して

いる。チームとして3位以内に入り

たかった。もっとチームも自分も力

をつけて強くなりたい。 

【チーム評価：70点／自己評価：60点】 

　「とうとうここまできたかぁ」。ス

タートラインに立ったとき、自分が箱

根を走れるレベルになったことが嬉

しくて胸が一杯になった。「今のお

前は調子がいいから自信を持って行

け」。監督に励まされ、周りを気にす

ることなくマイペースな走りができた。

後半の大事なところでペースが落ち

てしまったのが残念。後半どう走る

かが今後の課題でもある。復路で  

4年生が5位にまで順位を
引き上げ「さすが！」と思っ
た。最高学年の責任感と意
地に感動した。次こそは3位に入
ってみせます！ 

【チーム評価：65点／自己評価：70点】 

　走ることが決まったとき「自分が

箱根を走れるんだ」という期待と、「あ

の山登りの5区を他大学の人と対等

に走れるのか」という不安がよぎった。

本番までは普段通りを心がけていた。

だけど全く力を出し切れなくて・・・。

レース後、監督が言った。「これが実

力だと思って頑張れ」。どんなに力

があっても何があるか分からないの  

が箱根。チームのみんなが1～4区

までは少しでも楽に走らせようと、6

～10区は下げた順位を1つでも上

げようと自分をカバーしてく
れた。そんなメンバーに感
謝している。 
【チーム評価：60点／自己評価：0点】 

　ジワジワとここまで上がってきた。一から手掛け、基礎作りから始めたメンバ
ーが4年生になり、ようやく花開いたと感じている。土台がしっかり出来て記録も
伸ばし、理想の形で結果を残してくれた。 
　1区の大西は自分で判断して飛び出したが、その積極的な走りがチーム全体
にいい影響をもたらした。5区で順位が下がるのは予想していたし、それを分か
った上で経験をさせたかった。8、9、10区に意外性のある起用をしたのは3位
入賞に絡むためで、どの選手も区間賞を狙えると思っていた。 
　全体としてはまずまずだが、調子のいいときにペースを押さえ機を捉えること、
選手が互いに耳の痛いことを忠告しあえるような厳しさが出れば更なる成長が
期待できる。とにかく来シーズンが楽しみです。 
 

川嶋監督に聞く 

1区 

2日午前8時、読売新聞社前を

一斉にスタート。直後から東海

大がトップを独走。各校がスロ

ーペースで牽制しあう中、大西

（智）は積極的な走りを見せた。

トップに食らいつく姿に、誰も

が順調な滑り出しを確信！ 

大西　智也 
（経済２年） 
チーム順位２位 

区間順位２位（01:05:07） 

3区 

出雲駅伝・全日本駅伝ではア
ンカーを務めた山本。迫りくる
早大と着かず離れず、時に駆
け引きをしながらの激しい2位
争いを展開。２位とタイム僅差
の３位で４区へ。 

山本　浩之 
（経済２年） 
チーム順位３位 

区間順位５位（01:04:02） 

高校時代からロードの強さに
定評があった1年生の釜石。初
の箱根は難関の山登りに大抜
擢。果敢に攻めるも脱水症状
を起こし、崩したリズムも取り
戻せず大苦戦。順大、日体大
などの山登りのエキスパートの
猛追に、健闘むなしく10位。 

釜石　慶太 
（経済１年） 

チーム順位10位 
区間順位17位（01:26:30） 

4区 

11月以降、好調ぶりを評価さ
れエントリーした飛坂。先頭を
行く東海大に再び離された4
分9秒のタイム差を追う展開
になった。中盤まで早大と並
走しながら徐々に差を詰め、後
半、猛スパート。2位で往路の
最終ランナーに繋いだ。 

飛坂　篤恭 
（経済２年） 
チーム順位２位 

区間順位５位（00:56:00） 

5区 

　自分はチームエントリー16名に

入れるかどうかギリギリの線にいる

「17人目の選手」だと感じていた。

だから、メンバーに入れたことは本

当にラッキーだったし、さらに6区を

任されて、嬉しくもあり不安でもあ

った。「思い切っていけ」。監督の言

葉に後押しされて、調整に入っても  
攻めの走りを心がけた。自分は
まだまだ力が足りない。大
事なのはこの後どう練習に
つなげていくかだ。故障する
ことなく、年間通して結果を残して

いきたい。まだ上を目指せるメンバ

ーだと思うので、来年が楽しみ。 

【チーム評価：80点／自己評価：80点】 

 

　元々補欠だったが、先輩方の故障

もあって出場することになった。初

の箱根、イメージトレーニングを大

切にしたが、ギリギリのエントリーで、

とにかく緊張した。結果、区間順位

二桁で、チームの足を引っ張ってし

まった。レース後、監督からは「今年

はまぐれで出れたんだから、来年は

力をつけてメンバー入りするように」  
と言われた。今回、最後まで何
があるか分からないし、気
持ちを切らさず諦めない
ことが大事だと実感した。来
年は必ず、今年達成できなかった3

位という目標を叶えるために頑張り

たい。 

【チーム評価：60点／自己評価：60点】 

前日の結果を受け、10番目に
スタート。復路のレース展開を
左右する６区、大西（一）は区
間４位の快走で順位を２つ上げ、
7位と4秒差の8位で襷を繋い
だ。ここからリベンジがはじまる！ 

大西　一輝 
（経済２年） 
チーム順位８位 

区間順位４位（01:00:02） 

6区 

レース直前、メンバー変更によ
りエントリー。中距離出身でス
ピードには定評のある森。スタ
ート直後から専修大、中央学
院大と7位争いを繰り広げるが、
ラストスパートで抜き出て、7位
で襷を繋いだ。 

森　雅也 
（経済２年） 
チーム順位７位 

区間順位11位（01:06:44） 

7区 

今季、1万メートルで28分台の
記録を出し、エース格に成長し
た北島。前方を走る5位集団
の駒澤大、早大との差は1分
53秒。定点ポイントで急接近し、
区間最難所、遊行寺の坂でも
さらに差を縮め、戸塚中継所で
2校を逆転。見事な走りで区間
賞に輝いた。 

北島　寿典 
（コンピュテーショナル情報工４年）　 

チーム順位５位 
区間順位1位（01:06:28） 

8区 

　箱根前のレースでそれなりの結果

を出していたこともあり、実力のある

選手が多く配置される「往路」を走

ると思っていたので、8区と聞いたと

きには正直、ショックだった。でも、監

督なりの考えがあってのことだと思い、

とにかく与えられた仕事をやりきろ

うと思った。区間賞はとても嬉しいが、

そんな運もあってのこと。「区間賞

を獲ってこい」と言われて、しっかり

獲れた。最後の箱根で4年生みんな

の意地と集大成を見せることができ  

て本当によかった。4年間逃げ
ずに頑張ってきて本当によ
かった。 
【チーム評価：80点／自己評価：90点 
卒業後は安川電機で陸上を継続】 

　駅伝シーズンに入って好調を維持

していたが、箱根直前に故障し、迷惑

をかけてしまった。9区と決まったと  
きも、足に不安があった。しかし、箱
根にかける強い思いを信じ、
気持ちで走りきれる、と思
って臨んだ。レース後、監督は「ど
んなに悪い状態でも自分の持ってい

る力は出せるようになったな」と言っ

てくれたが、自分がもう少しよければ

4位は取れただろう。レースの流れ

を変えることができず不甲斐ないと

思った。しかし、全員で積極的に走り、

総合力で5位を取れたのは大きな手

応えだった。 

【チーム評価：80点／自己評価：50点 
卒業後は愛三工業で陸上を継続】 

今シーズン、好調を維持しなが
ら大会直前に怪我、不安を抱
えながら臨んだ川畑。中継所
で4位・日体大とは4分6秒の差。
序盤からハイペースで展開し、
横浜駅を過ぎてからの後半は
苦しんだものの、一気に50秒
差に縮め、5位で最終区ランナ
ーに繋いだ。 

川畑　憲三 
（経済４年）　 
チーム順位５位 

区間順位６位（01:11:43） 

9区 

　箱根に調子のピークを合わせるこ

とができなかったが、直前はとにか

く風邪を引かないよう注意した。最

後なのでどの区になっても悔いのな

いように、そして良い結果で終わり

たいと思った。一度4位に上がって

おきながら、最後は競り負けたのが

心残り。チームの目標総合3位に届

かなかったことも悔やまれる。監督

には「もっとドロくさく」とコメントさ  
れた。しかし、結果とはまた別
に、本当に嬉しくも悔しく
も、みんなで泣けるチーム
だったと思う。本当に素晴らし
い経験をした4年間だった。 

【チーム評価：80点／自己評価：60点 
卒業後は日産自動車で陸上を継続】 

末上キャプテンに替わり駅伝
主将をまかされた4年生の尾田。
50秒近くあった前方との差を
徐々に詰め、品川駅周辺で4
位に。しかしその後、逆転を許し、
4位とわずか15秒差の5位での
ゴールだった。４年生の力走光
り、復路成績は３位。総合成績
５位。 

尾田　寛幸 
（経済４年） 

チーム順位５位 
区間順位８位（01:12:14） 10区 

区間賞 

　 
（経済３年） 
チーム順位２位 

区間順位3位（01:08:09） 

「花の2区」は今年も他校の
注目選手がズラリ。エンジン全
開で爆走する山梨学院大・モ
グスが前人未踏の9人抜き！ 
しかしスタミナ切れで順位を落
とし、23km付近で抜き返す黒
　。早大に併走しながらペー
スを守り、トップとのタイム差を
2分以上短縮した。 

2区 

11 10


