
第87回東京箱根間往復大学駅伝競走は、1月2日の往路で優勝、
1月3日の復路で2位となり、総合第2位の成績を修めた。総合優勝した早稲田大との差は、わずか21秒。

さらに早稲田大・東洋大ともに総合タイムは、箱根駅伝史上最速の新記録をマークした。
しかし、ゴールで待つ選手たちの表情は晴れなかった。

　箱根駅伝を終えた翌日、陸上競技部長距離部門のメンバー全員
が揃い、朝 6時からミーティングが行われた。レースの振り返りと反
省。出場した選手も5日からは授業がスタートするため、疲れを癒す
期間を考慮して、一週間ほど練習は個々に任された。そしてこの時
をもって4年生は引退した。

　「この日は自由練習にも関わらず、誰もが積極的に取り組んでい
る姿が印象的でした。特に6区を走った市川。いつになく熱心さが
伝わってきました」と、酒井俊幸監督は語る。

　市川選手の走った6区・山下りは、早稲田大・高野選手と抜きつ
抜かれつ、終始デッドヒートの繰り返し。高野選手が15.5km付近
で足を滑らせ転倒した際には、誰もがこのアクシデントがレース展開
の転機になると感じたが、高野選手は逆に奮い立ち、このあと弾みを
つけたかのように市川選手との差を広げていった。その後、東洋大
は各選手の健闘なるも、首位に返り咲くことができなかった。
　「よほど悔しかったのでしょう。翌日の市川の練習には、それが強
く滲み出ていました」。
　選手の誰もが口を揃える。「早稲田の気迫に、勝てなかった」と。

　今大会終了後、大学には多くの声が寄せられた。ゴールテープを

　酒井監督は「高校時代の記録から見れば、本学の選手たちの伸
び幅、活躍は素晴らしいもの。区間ごとにそれぞれ反省はあるもの
の、彼らなりに最大限の力を発揮したと思う」と、選手たちを高く評価
する。そもそも往路優勝、4名の区間賞、大会新記録と、東洋大学
の箱根駅伝の歴史の中では、実に大きな成果を上げた第 87回大
会だった。
　しかし、それだけの走りをしても優勝には手が届かないほど、ハイレ
ベルな戦いだった。例えば、走行距離が現在と同じ217.9kmにな
ったのは第 75回大会からだが、当時優勝した順天堂大のタイムは
11時間 07分 47秒。対して、今大会の優勝校、早稲田大は10時
間 59分 51秒。気象条件が異なるとはいえ、実に8分もタイムが縮
んでいる。ちなみに今回シード権に届かなかった12位の山梨学院
大までが11時間 13分台となっているが、数年前まではこのタイムな
らトップ3に届くほどの成績だ。箱根駅伝ではより高いレベルが求め
られるようになり、それに応じて進化し、変わっていかなければならな
いことを改めて突き付けられている。

　壮絶な戦いとなった復路を、酒井監督が振り返る。「給水のため、
選手に並走すると、彼らはこれまで見せたことがないような目をしてい
ました。すべてをかけて追いつきたい、追い越したい――。結局、追
い越すことはできませんでしたが、沿道からの声援が、すべての原動
力でした」。　
　これからの1年、“21秒差”を埋めるのは簡単なことではない。しか
し、選手たちにとってはこの21秒こそが、これからのチームにとって大
きなモチベーションとなっている。
　1月末、新チームの主将に柏原竜二選手が選ばれた。柏原選手
は、今回の箱根駅伝で得た最大の収穫として“負けたこと”を挙げる。

「負けたからこそ、何かが動くし、動かなければならない」と心を固め、
これまでになく「走り」でチームを引っ張ってゆくつもりだ。
　酒井監督ははっきりと明言している。次の三大駅伝（出雲・全日
本・箱根）はすべて、最初から「勝ち」に行くつもりだ、と。
　新記録樹立で終えた、十分な称賛に値するレースを「負け」と表
現するには過酷すぎるかも知れない。「負け」と表現することに違和
感を持つ人も多いはずだ。しかし、次のステージを目指そうとする者
たちの強いまなざしを見た時、彼らの「負け」という実感は決して、否
定的なものではない、と確信できる。より高みを目指し、自らに「勝と
う」とする強い気持ちこそ、飛躍するための原動力となるのだから。

切った後のうつむいた選手たちの姿に対する、多くの励まし。そして
時にはその落ち込みぶりに対する叱咤。どれも十二分に戦い、素晴
らしい成績を残した彼らなのに、あまりにも寂しすぎる情景ではないか
というメッセージを込めたものだ。

　酒井監督が、その時の選手たちの心を代弁する。
　「今大会は、二連覇した者だけがチャレンジすることができる“三連
覇”という高い山を、チームとして一丸となって目指していました。最
大の目標であった『総合優勝』にかけてきた彼らにとっては、わずか
の差で、優勝のゴールテープを目前に逃してしまったことが本当に悔
しかった。もちろん私自身もです」。往路優勝や区間賞を成し遂げ
た選手を含め、輝かしい個人成績よりも「全員で勝つ」ということがど
んなに尊い喜びであるかを、21秒先の歓喜を目の前で見つめながら
実感した、そんな涙だった。
　シード権を得た喜びで沸き立った頃があった。今は、2位でも悔し
い。昨年、「一番じゃなきゃダメなんですか」というセリフが話題にな
ったが、おそらくハイレベル化した箱根駅伝においては「一番でなくて
もいい」と思った瞬間、二度と優勝の胴上げを見ることはできないで
あろうし、こうして2位になることさえ難しいのかも知れない。　　　
　三連覇を逃した大学が翌年の箱根駅伝で優勝を奪回した例はこれ
までに少なく、極めて困難だと言われている。一度、栄冠を極めたから
こそ味わう厳しさ。その厳しい戦いの、新たなスタートラインに立った。
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第87回箱根駅伝

1月4日早朝、新たなスタートラインに立つ

高速化した「箱根駅伝」

進化をとげるための“21秒”に

本学にとって、多くの新記録を
残したレースだった。

　総合タイム
　11時間00分12秒（2位）
　※早稲田大とともに、大会新記録

　往路成績
　5時間29分50秒（1位）
　※大会新記録

　復路成績
　5時間30分22秒（2位）

　4区間で区間賞獲得
　　※4名の区間賞は東洋大学初。
　　第87回大会出場校でも最多。

　　  5区　柏原竜二
　　  8区　千葉　優
　　  9区　田中貴章
　　10区　山本憲二

　東洋大学記録の更新
　　  2区　設楽啓太
　　  （83回大会・黒﨑拓克とタイ）
　　  4区　宇野博之
　　  7区　大津翔吾
　　  8区　千葉　優
　　  9区　田中貴章
　　10区　山本憲二

第87回箱根駅伝で
残した東洋大の軌跡

■設楽啓太・悠太選手のタスキリレー。双
子リレーは箱根駅伝史上11年ぶり3回目
の出来事だという。

（写真提供:陸上競技マガジン）

■柏原選手の走りを一目見よう
と、5区の沿道の賑わいは最高潮！
補助員が多数出動して、柏原選手
の走行を守る。

■往路優勝！！優勝インタビューで「田中、やったぞ
ー！」と叫んだ柏原選手。驚いたのは当の田中選
手で「いまだ、あれが何を意味していたのか本人に
聞いていません（苦笑）」とは後日談。

■酒井監督が「この1年、チーム内で最も頑張ったと思う選
手」を一人あげるとするなら、アンカーの山本選手だという。
だからこそ、あの猛追ができたのだ。

■レース直後、関係者や応援くださった
方々に挨拶を行う監督と選手たち。来年
のV奪回を誓う。

アンカー・山本選手を両脇から抱える富光主将（左）、
高見駅伝主将（右）。エントリー候補となりながら、
出場できなかった最後の箱根に悔しさを滲ませる。

（写真提供:陸上競技マガジン）

02 03TOYO UNIVERSITY NEWSTOYO UNIVERSITY NEWS



その先のステージへ
進化をとげるための“21秒”に──

第87回箱根駅伝

第87回箱根駅伝
レースを振り返る

10区間の概要と10名の出場選手のコメントからレース
を振り返る。箱根駅伝史上、最も壮絶なレースを繰り広
げた彼らにしか語れない思いが、ここにある。

「　」内は、「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、それぞれに次のステージを見据えている。

12月中頃、2区を走るよう監督から言われた。コンディションも
良く、エース区間に選ばれた喜びとともに、チームを勢いづける
走りがしたいと思って臨んだ。他大学に追い上げられた際も、
自分のレースをすることだけを考えていた。辛い時も沿道の声
援が力になって、順位を上げることができた。いつかは箱根駅
伝で兄弟のタスキリレーをしたいと思っていたのが1年目で叶っ
た。これからも怪我なく練習をしっかりこなし、どんな大会でも結
果を残していきたい。

設楽　啓太（経済学科1年）
走行6位：区間7位　区間タイム 01：08：09

「努力」

激しい競り合いを繰り広げながら、「絶対に負けないぞ」という気持ちだ
った。1秒でも早く次にタスキを渡さなければならないと思って走った。
それなのに――早大の高野選手の気迫に負けた。自分が36秒差を広
げなければ、すべての状況は違っていたのだ。強い責任を感じた。でも、
自分はまた多くを学ぶことができたのだと思うことにした。強い精神力
を持ち、信頼して使ってもらえる選手になってみせる。これからの一年
はもう一度、飛躍の年にする。

6区　箱根～小田原　20.8㎞

市川　孝徳（経済学科2年）
走行2位：区間3位　区間タイム 00：59：58

「ハイレベルな戦い」

12月に入ってすぐ、自分から「９区を走りたい」と監督に伝えた。
8区の優さんが前との差をつめてくれると信じていたので、自分も
その流れを壊さないようにしようと思って走った。わずかの差であ
っても、常に前方に行かれての負けで、タイム差以上の「力の差」
を感じたレースだった。一人ひとりが、自分にできることを最大限
に考えていくチームでありたい。自分は、これから出場するすべて
のレースで勝ちに行く。そして自分自身の借りを返すつもりだ。

９区　戸塚～鶴見　23.2㎞

田中　貴章（経済学科3年） ★区間賞
走行2位：区間1位　区間タイム 01：09：46

「自覚」

12月中頃、2区を走るよう監督から言われた。コンディションも
良く、エース区間に選ばれた喜びとともに、チームを勢いづける
走りがしたいと思って臨んだ。他大学に追い上げられた際も、
自分のレースをすることだけを考えていた。辛い時も沿道の声
援が力になって、順位を上げることができた。いつかは箱根駅
伝で兄弟のタスキリレーをしたいと思っていたのが1年目で叶っ
た。これからも怪我なく練習をしっかりこなし、どんな大会でも結
果を残していきたい。

　 後方にいた東海大の村澤選手が最終的に17人抜きするなど、各校エースが驚異的な追い上げを見せ、たびたび順位が入れ替わった2区。設楽（啓）選手はしばらく、9人で形成する6位集団の先頭位置を走行。16㎞半ば・20㎞過ぎで何度か4位集団と絡むも、トップと2分20秒差の6位で、双子の弟、設楽（悠）選手にタスキリレー。

　  往路優勝を受け、号

砲とともにトップでスター

ト。8㎞過ぎに早大に追

いつかれ、9㎞地点・小涌

園前でいったん抜かれる

も、抜き返す市川選手。

それから約10㎞にもわた

って幾度となく首位交代

を繰り返す激しいつば競

り合いとなる。後方から

は区間新記録をマークし

た駒澤大も迫る。18㎞

過ぎ、一気に引き離しに

かかった早大に遅れをと

ってしまい、36秒差の2

位で7区へ。

（経済学科3年） ★区間賞

　  前日、往路優勝インタビューの場を通じて、柏原から熱いメッセージを受け取った田中選手。ひたすら早大を追い、さらなる巻き返しを図る。8区で詰めた差を一時広げられてしまうが、13㎞半ばでペースを上げ、再び首位との差を1分以内に。20㎞地点で前方を行く早大の姿をはっきりと視覚に捉えた。鶴見中継所では、首位・早大との差を39秒に縮めて、いよいよ最終区へ。前大会に続き、2度目の区間賞を獲得。
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２区　鶴見～戸塚　23.2㎞

駒澤大に追いつくことだけを意識して、スパートのタイミングをずっとうか
がっていた。早大の選手には個人タイムで負けたので、自己評価は50
点くらいだろうか。往路優勝は嬉しかったが、勝負に負けたという事実
がとても悔しかった。長らく故障が続いて夏に走り込めなかった分、スタ
ミナがないまま体も絞れていなくて、箱根駅伝直前は炭水化物を抜いて
練習していたのが本当に辛かった。もっと早く怪我が治れば違っていた
だろう。次は最終学年。怪我に気をつけて、ぶっちぎり優勝だ！

４区　平塚～小田原　18.5㎞

宇野　博之（経済学科3年）
走行3位：区間3位　区間タイム 00：55：25

「勝つことに対する
 貪欲な気持ち」

駒澤大に追いつくことだけを意識して、スパートのタイミングをずっとうか
がっていた。早大の選手には個人タイムで負けたので、自己評価は50
点くらいだろうか。往路優勝は嬉しかったが、勝負に負けたという事実
がとても悔しかった。長らく故障が続いて夏に走り込めなかった分、スタ
ミナがないまま体も絞れていなくて、箱根駅伝直前は炭水化物を抜いて
練習していたのが本当に辛かった。もっと早く怪我が治れば違っていた

　  3年連続して箱根出

場となった宇野選手。

4.5㎞過ぎで、駒澤大・日

体大との差を詰めて5位

に浮上。9.5㎞付近で

3校ともに山梨学院大を

抜いて4位集団となり、

長らく並走し競り合い続

ける。16㎞すぎ、集団を

抜け出ると16㎞半ばで

明大を捉えて抜き去り、

ラストスパートをかけた。

順位を4つ上げ3位とな

り、トップと2分54秒差

で5区へと繋いだ。

試合直前、緊張はまったくなかった。とにかく最初から突っ込ん
で走るしか優勝への道はない。早大がゴールする瞬間まで「抜
いてやる」という気持ちだった。昨年は故障もなく、1年間安定し
て走り続けてきた年だった。当日も、持てる力はすべて出し切り、
それでも負けたので余計に悔しかった。ゴールに到着した時には
「来年は絶対優勝するぞ！」と誓って、テープを切った。いよいよ
最高学年。自らの「行動」でチームを引っ張っていきたい。今
の自分の1ランク2ランク上の自分を求めて、つねに向上心を持
って強くなっていきたい。

10区　鶴見～大手町　23.1㎞

山本　憲二（経済学科3年） ★区間賞
走行2位：区間1位　区間タイム 01：09：36

「スピード」

って強くなっていきたい。

　  初出場の山本選手がアンカーを任された。連覇を目指し

て猛追する山本選手は、5㎞地点で首位・早大を30秒差近

くにまで追い詰める。さらにペースを上げ続け、新八ッ山橋付

近ではその差がついに30秒を切った。14㎞過ぎには25秒、

20㎞地点では20秒に迫る大健闘を見せたが、わずか21秒

届かず、箱根駅伝史上最も1位とのタイム差が少ない2位

に。総合タイムは早大と並んで、大会新記録をマークした。

箱根に向け調子は上がっていたが、多少の不安が残っていた。体調を考
慮して、前半は抑え、後半上げていく走りをするよう指示があった。とにかく
前との差が広がっていることに焦ってしまい、差を縮めることに必死だった。
箱根直後は悔しくて、全員が落ち込んでいたが、少し経って、自分に足りな
かったものがそれぞれに見えてきたように思う。この4年間のうち、一番嬉し
かったのは箱根初優勝のとき。一方、苦しかったのは最終学年になったこ
の1年だった。これからも陸上を続けるが、自分はまだまだだと感じている。

〔卒業後はJR東日本に就職。陸上競技を続ける〕

７区　小田原～平塚　21.3㎞

大津　翔吾（経済学科4年）
走行2位：区間4位　区間タイム 01：04：49

「１日を大切にする」
箱根に向け調子は上がっていたが、多少の不安が残っていた。体調を考
慮して、前半は抑え、後半上げていく走りをするよう指示があった。とにかく
前との差が広がっていることに焦ってしまい、差を縮めることに必死だった。
箱根直後は悔しくて、全員が落ち込んでいたが、少し経って、自分に足りな
かったものがそれぞれに見えてきたように思う。この4年間のうち、一番嬉し
かったのは箱根初優勝のとき。一方、苦しかったのは最終学年になったこ

　 4年連続して箱根駅

伝出場となった、ベテラン

の大 津 選 手が7区。7

㎞地点で若干ペースを上

げるが、独走態勢に入っ

た早大になかなか追いつ

かない。二宮付近からは

後方の駒澤大も追い上

げ、17㎞半ばにはその差

が1分以内にまで迫られ

てしまう。1位の早大に

1分24秒遅れ、3位の駒

澤大とは33秒差で8区

に繋いだ。

前を追わなければ、もう優勝はない。あの時、できる限りの走り
はしたが、早大の選手の気持ちの方が強く、気持ちの面で負け
た気がした。箱根駅伝を走れるのは、“センスのある選手”では
ない。日々、自分のやることを考え、合宿や毎日の練習で泥臭く
頑張ってきた選手こそ、最後選考に残る。後輩にもそう思って
頑張って欲しい。東洋大での陸上経験を通して、自分は「あき
らめそうになった時にあきらめない人」になれた、と思っている。
〔卒業後はHONDAに就職。陸上競技を続ける〕

8区　平塚～戸塚　21.5㎞

千葉　優（建築学科4年） ★区間賞
走行2位：区間1位　区間タイム 01：06：13

「行動する」
前を追わなければ、もう優勝はない。あの時、できる限りの走り
はしたが、早大の選手の気持ちの方が強く、気持ちの面で負け
た気がした。箱根駅伝を走れるのは、“センスのある選手”では
ない。日々、自分のやることを考え、合宿や毎日の練習で泥臭く
頑張ってきた選手こそ、最後選考に残る。後輩にもそう思って
頑張って欲しい。東洋大での陸上経験を通して、自分は「あき
らめそうになった時にあきらめない人」になれた、と思っている。
〔卒業後はHONDAに就職。陸上競技を続ける〕

　  3年連続の8区となった

千葉選手が、前半から追い

上げていった。10㎞地点

では、1位との差が350ｍほ

どに。その後も定点ポイント

ごとに差を詰めていき、遊行

寺の坂付近ではさらにペー

スを加速。 戸塚中継所で

は、後続の駒澤大を離し、首

位・早大と約300ｍ、57秒

の差まで縮めて9区へ。過

去2年とも区間1位の選手

とのわずかなタイム差が惜し

まれていたが、今回、自身初

の区間賞に輝いた。

「勝ちたい」という気持ちは強くあったが、途中で足裏にマメが
できてしまって、走りが気持ちについて行くことができず、自己評
価としては全然ダメだった。往路優勝した時には、東洋大学チ
ームで走ることができて素直に良かったと思い、総合2位という
結果には素直に悔しくて泣いた。1年生から箱根駅伝を経験さ
せてくれた酒井監督には感謝している。今年からは「先輩」と
いう立場になるので、1年生には先輩らしいところを見せたい。

３区　戸塚～平塚　21.5㎞

設楽　悠太（経済学科1年）
走行7位：区間8位　区間タイム 01：04：00

「粘り」

　 長い箱根駅伝の歴

史のなかで“双子リレー”

が実現したのは11年ぶ

り3回目。設楽（悠）選

手は、落ち着いたペース

で順位をひとつ上げ、一

時5位となるも、ごぼう抜

きで追い上げてきた山

梨学院大・コスマス選手

に14㎞過ぎで飲み込ま

れる。さらに18㎞過ぎ

からは駒澤大との目まぐ

るしい順位争いを繰り広

げた結果、7位で4区へ。

トップとは2分35秒差。

今でも、あの日（箱根駅伝スタート地点）に戻れたら…と思うこと
がある。スタート後、すぐに飛び出して行った早大のあとをほと
んどの選手がついていかない状況の中、僕自身もまた、勇気を
持ってついていくことができなかったのだ。“戦わずして負けた
感じ”が本当に悔しい。その結果、2分もの差がつき、続く9人
にそれぞれ負担をかけてしまった。必要なのは、「俺がやってや
るんだ」「俺が主役になるんだ」という強い“攻め”の気持ち。
次の箱根に立つ時には、そんな自分に変わっていたい。

１区　大手町～鶴見　21.4㎞

川上　遼平（経済学科3年）
走行8位：区間8位　区間タイム 01：04：23

「がむしゃら！！」
今でも、あの日（箱根駅伝スタート地点）に戻れたら…と思うこと
がある。スタート後、すぐに飛び出して行った早大のあとをほと
んどの選手がついていかない状況の中、僕自身もまた、勇気を
持ってついていくことができなかったのだ。“戦わずして負けた
感じ”が本当に悔しい。その結果、2分もの差がつき、続く9人
にそれぞれ負担をかけてしまった。必要なのは、「俺がやってや
るんだ」「俺が主役になるんだ」という強い“攻め”の気持ち。

　 1㎞地点で飛び出し

た早大、およびその後ろ

に続いた日大の2校が

先頭を引っ張り、少し離

れて3位から20位まで

の選手が大集団を形成

しながら続くという珍しい

スタートとなった今年の

1区。川上選手は密集

する3位グループの中

位置につけていくが、18

㎞手前から集団が縦長

になるなかでやや遅れ、ト

ップと2分差の8位で2

区に繋いだ。

５区　小田原～箱根　23.4㎞

柏原　竜二（経済学科3年）★区間賞
走行1位：区間1位　区間タイム 01:17:53

「ジャイアントキング」
前大会までの5区と大きく違ったのは、今回はトップと3分以内の差でタス
キをもらえたことだ（第85回大会はトップと4分58秒差、第86回大会は4
分26秒差）。この１年、苦しい時期が続き、仲間に支えられたことに感謝
しているが、今は、往路優勝は飾りでしかなかったと思っている。なぜなら
「東洋大で、全員で、総合優勝がしたい」と改めて思うからだ。箱根駅伝
での最終目標は総合優勝だが、まずは、個人目標である27分台／1万ｍを
目指したい。そうすればおのずとチームレベル向上に繋がるはずだと思っ
ている。最終学年として、「自覚」と「発見」を心がけていきたい。

　  優勝をかけた3度目の「山」での逆転に挑んだ柏原選手。5㎞

付近で2位・東海大との差を10秒に縮め、6㎞地点で捉えて抜き去

った。食らいつく東海大を引き離すと、さらに1位・早大との差を次

第に詰めていき、16㎞地点で追い付いてトップに。その後、一時、

22秒差にまで縮められたものの力強い走りで逃げ切り、大歓声の

中、神奈川県箱根町・芦ノ湖の優勝のゴールテープを切った。
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