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新春の箱根路に

メーターの針

「チームとしての自信を取り戻
しにきました」と上田誠仁監督。
前回も誇れるチームを作り上げ
て臨んだが、シードを失う１２
位でゴールを迎えた。過程がす
ばらしくても、結果に表れない
ことがある。小さな想定外から
悪い流れに転がってしまうこと
がある。勝負の世界は厳しい。
ただ、前回については目標設
定の根拠が漠然としていたとい
う反省があった。そこで、今回
は自らの実力を相対評価し、正
しく把握したうえで、到達目標

を定めるように努めた。チーム
のテーマを書き上げた壁紙の脇
に、車などにある計器のメータ
ーを模した、目標の表示板を描
かれている。時期がきたら、自
己評価を行い、メーターの針を

動かすのだ。
予選会は「トップ通過」に針
を置いて臨んだが、現実は４位
での通過。とはいえ、レース中
に篠原祐太が途中棄権するアク
シデントが影響しており、それ
がなければトップ通過に匹敵し
ていた。各校の実力が著しく接
近している今、この程度のズレ
は生じやすい。現状の把握と目
標設定は的確にできたと言える
だろう。
いよいよ本戦。今回も胸を張
れるチームがスタートラインに
立った。戦いに臨む前の選手た
ちが、本戦用に描いたメーター

の針を、「８位」の目盛りに動
かしていた。

チーム力×モグスの相乗効果

メクボ・ジョブ・モグスとい
う最強の切り札を、２区に切る
レース序盤。戦略上の大きなポ
イントだ。過去２度、モグスは
オーバーペースから終盤の失速
するパターンにはまった。モグ
スの負担を軽減するためにも、
１区の人選が大切になる。その
一方で、近年は３区にも２区に
匹敵するエース級が集まるか
ら、軽視できない。モグスの両
脇にだれを置くかが、大きなポ
イントだった。
箱根駅伝予選会でモグスに次
ぐチーム２位、全日本大学駅伝
の１区で好走した松村康平は、
１、３区のどちらも適役だ。飯
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2008年1月2、3日の2日間で行われた第84回東京箱根間往復大学駅伝競走において、山梨学院大は総
合6位の成績を収めた。2年ぶりに予選会（4位）を経て臨んだ本戦。エース・モグスが2区・区間新の
偉業を刻みつけ、5区途中までトップを疾走した。首位陥落後も粘り強くタスキをつなぎ、6位で大手
町のゴールへ。チーム全員で作り上げた山梨学院大の駅伝は、1つの作品として輝きを放っていた。

新春の箱根路に

総合6位で迎えたゴール。チームメートの出
迎えに、思わず笑みがこぼれた10区・中川剛

壁紙にしつらえたメーターの針は、予
選会トップ通過、本戦8位を指していた。



キラリ光った総合6位
島理彰コーチは当初、松村の３
区起用も頭に入れていた。その
うえで、「田中（僚）の３区が
見えてきたから、松村を１区に
できた」と説明する。つまり、
チーム力を押し上げる選手の成
長があったおかげで、「１区松
村、２区モグス、３区田中」と
いう、理想の配置を生んだのだ。
松村がトップと７秒差と絶好
のポジションを得ると、モグス
が区間新の快走でダントツのト
ップへ。さらに充実の田中は、
２位をさらに引き離す好走を見
せた。チームの力がモグス個人
のさらなる力を引き出し、モグ
スが築いたリードは、チームに
大きな力を与える。この相乗効
果こそ、駅伝の醍醐味だろう。
他校の猛攻の前に、５区でト
ップを明け渡し、６区、９区、
10区で１つずつ順位を下げた。
しかし流れを断ち切るような走
りは１つもない。例えば４区の
後藤敬は、区間順位の見栄えこ
そ悪いが、タイム差は最小限に
とどめている。６区の中満勇太
は、苦手の上りで苦戦したが、
後半の粘りは７区以降が走りや
すい展開を生んだ。
「世間ではモグス個人の評価は
高いが、チームの評価は低い。
その悔しさは、選手も、自分も

持っていました」と話した上田
監督。箱根駅伝の沿道は肥えた
目を持つファンが多いことで知
られているが、「山梨学院はモ
グス以外の選手もやるじゃない
か」という声がもれ聞こえてき
た。

ゴールは次の１歩

大会前に動かしたメーターの
針より、２つ上の順位。「自ら
の取り組みに間違いはないんだ
と，そこは自信を持ってほしい
ですね。それをつかめたことが
よかったです」と上田監督は話
す。
予選会でキャプテンが故障す
る事態も、このチームをぐらつ
かせることはできなかった。責
任を感じる篠原に、だれもが
「本戦には戻ってこいよ」と自
然に声をかけていた。そんな雰
囲気の中、篠原は前向きな気持
ちで、すぐさま復活への準備に
取り掛かることができた。
最後は篠原を含む３人が最後
の１枠を争うカタチになり、そ
の３人とも、出走の準備が万端
に整っていた。結果、篠原はメ
ンバーから外れたことも、それ
だけ選手層が厚く、良好なチー
ム状態だったことを示してい
る。

取り返した自信は、
次の１歩を踏み出すた
めの材料になる。シー
ド権獲得５チームの後
塵を浴びたことは事実
であり、そこには今大
会で新たに生まれた悔
しさと課題がある。
９、10区の宮城真人
と、中川剛はライバル
校の実力者に及ばない
走りだったが、飯島コ
ーチは「次期エースと
して期待を込めて使い
ました」と言う。５区
の高瀬は１年生ながら
最長区間で区間６位の
健闘だったにもかかわ
らず、往路優勝を逃し
た不甲斐なさに悔し涙
を流した。
すでに、次の第８５
回大会へ向けた戦いは
始まっている。
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キラリ光った総合6位

メクボ・ジョブ・モグスにとって、3
度目の2区だった。
1度目は1時間7分29秒で区間賞。
12人抜きを演じて、チームをトップ
に導いた。とはいえ、20㎞まで区間記
録を1分以上上回りながら、残り3㎞の
上り坂で失速し、区間記録に43秒及
ばなかった。
2度目は1時間8分53秒で区間6

位。1年目以上のペースで飛ばし、2
位まで浮上したモグスだったが、前回
と同じ坂につかまった。今度は5選手
に抜き返される屈辱を味わい、学生駅
伝の区間賞を初めて逃している。
学生相手に負け知らず、走れば新記
録の進撃を続けてきたモグスにとって、
大きな挫折だった。モグスでさえ、簡
単に征服できない箱根駅伝とは、それ
ほど奥深い舞台なのかもしれない。
この1年、再び快進撃を続けながら
も、モグスの視線の先は、年明けの箱
根駅伝に向けられていた。度々ビデオ
を見返し，「こんな自分はダメだ」と胸
に刻みつけたという。
この1年間に4回ハーフマラソンに
出場している。2月の丸亀で59分48
秒、5月の関東インカレで1時間3分
10秒、7月の札幌で59分54秒、9
月の一関59分58秒。関東インカレは
3分ペースを守り、1位を確実にした
だけのレース。それでも大会新記録だ
った。丸亀のタイムは学生最高記録だ
（20㎞の通過タイム56分42秒も学生
最高記録）。
箱根駅伝予選会（20㎞）では57分

01秒の大会新。全日本大学駅伝では
最長区間の8区（19.7㎞）で、56分

31秒の驚異的な区間記録を打ち立て
た。
ますます充実した1年を経て、みな
ぎる自信。しかし過信はしない。失速
の教訓は、モグスの胸にしっかりと刻
み込まれていた。務めてペースを抑え、
10㎞地点は1年前よりも45秒遅い通
過。それでも区間記録を上回るペース
だから、何ら問題はない。
1区・松村のアシストも大きかった。
トップと７秒差（７位）でタスキを運ん
でくれたから、2.5㎞で早くもトップ
に立ち、楽々と独走態勢に入ることが
できた。
今回は、最後の上り坂も、軽快なピ
ッチで走りきった。こうして生まれた
タイムが、1時間6分23秒。三代直樹
選手（順大）が1999年に樹立した区間
記録を一気に23秒も塗り替える、不
滅の大記録だ。
オツオリ、イセナ、マヤカ、ワチー
ラ、カリウキ、モカンバ。遠い異国か
らきた留学生たちは、ごく自然にチー
ムに溶け込んでいく。そして、駅伝を
通じて多くの無形の財産を残してきた。
モグスもまた、自然にチームに溶け
込み、駅伝という日本発祥のスポーツ
に、多くを学んだ。自身を成長させる
だけでなく、チームに大きな影響を与
えてきた。上田監督は「モグスはチーム
を変える力を持っている」と言う。ミー
ティングでは積極的に発言し、時にチ
ームを鼓舞し、時に優しい励ましの言
葉をかける。
チームで、みんなでがんばる。そん
なモグスの意識は、間違いなく、歴史
的な区間記録誕生を後押しした。

モグスは過去2回、終盤に失速した
経験を生かし、2区の区間記録を9
年ぶりに更新した

トップと7秒差の区間7位につけた松村。この好走は、
モグスに落ち着きを与える効果があった

2区に匹敵するエース級が集まる3区を担った田中。区
間6位と健闘し、2位との差を1分50秒に拡大した

箱根駅伝に躓き、学び、成長した
モグス歴史的区間新の背景



■レース経過
モグスは1㎞を2分52

秒と慎重な滑り出し。ま
ず帝京大と中大、続いて
東洋大を抜き、2.5㎞で
駒大、城西大、早大によ
る先頭集団を捕らえる。
一呼吸置いた後、食い下

がる木原選手（中央学院大）らを振り切り、単独トッ
プに立った。10㎞は前回より45秒遅い28分05秒。し
かし区間記録を上回るペースで権太坂を快調に切り抜
けると、過去2回は苦戦した終盤の坂も、力強く上り
切った。2位中央学院大との差は1分26秒になった。

■コメント
個人成績の目標は、まずは区間賞。次に1時間6分

35秒。最後に、できれば1時間5分台でした。1番目と
2番目の間なので、満足は90％くらいです。去年のビ
デオを観て、これではダメだと自分に言い聞かせまし
た。うまくペースを作ったので、区間新記録を出すこ
とができたと思います。

鶴見→戸塚

23.2km

メクボ・ジョブ・モグス
商学部3年
山梨・山梨学大附高出身
中継順位　7位→1位
区間成績　1.06.23（1位／区間新）

22区

■レース経過
2回目の山下りに挑ん

だ中満は、今回も苦手と
する上りが伸びない。5
㎞地点の個人記録は最下
位。2位の背中が39秒遠
ざかり、4位の学連選抜
がスタート時の1分18秒

差から迫ってきた。区間2位で駆けた佐藤選手（学連
選抜）に、9㎞手前の小涌園前で逆転を許す。しかし
中満は得意の下りで健闘した。抜かれはしたものの、
佐藤選手の背中が見えるポジションを保って駆け下
る。最後は5秒ほど差を詰め返し3秒差で中継した。

■コメント
体調が合わせられなくて、焦りがあったかもしれな
いです。抜かれることは覚悟していました。差を広げ
られずに渡せたので、次につながる流れを作れたかと
思います。4年生として後輩にアドバイスしたり、練
習を引っ張ったりする面では、まだまだだったかもし
れませんが、成長できたと感じています。

１位　駒澤大学 11時間05分00秒
２位　早稲田大学 11時間07分29秒
３位　中央学院大学 11時間11分05秒
４位　関東学連選抜 11時間12分25秒
５位　亜細亜大学 11時間14分10秒
６位　山梨学院大学 11時間15分00秒

往路： 3位 5時間35分07秒
復路：14位 5時間39分53秒

７位　中央大学 11時間16分32秒
８位　帝京大学 11時間16分48秒
９位　日本大学 11時間16分52秒
10位　東洋大学 11時間17分12秒
11位　城西大学 11時間20分19秒
12位　日本体育大学 11時間20分30秒
13位　国士舘大学 11時間23分43秒
14位　専修大学 11時間25分37秒
15位　神奈川大学 11時間27分22秒
16位　法政大学 11時間28分06秒
17位　東京農業大学 11時間30分58秒
― 東海大学 途中棄権
― 大東文化大学 途中棄権
― 順天堂大学 途中棄権

総合成績 芦ノ湖→小田原

20.8km

中満 勇太
商学部4年
宮崎・小林高出身
中継順位　3位→4位
区間成績　1.01.24（14位）

66区

■レース経過
松村がペースを作った
最初の1㎞だけ3分00秒
の標準ペースだったが、
その先はスローダウン。
20人の集団のまま、10
㎞31分06秒、15㎞46分
09秒で通過する。松村

は余裕を持って、終盤に備えていた。15㎞から次第に
脱落者が現れ、20㎞で先頭集団は12人に。中継間近
の20.6㎞、大西選手（東洋大）による仕掛けを合図に、
スパート合戦がスタート。松村は大接戦のなか力を振
り絞り、トップと7秒差の好位置につけた。

■コメント
モグスが自分のペースで走りやすいように、トップ
との差が大切でした。15㎞以降にペースが上がってか
ら、どれだけ食らいつけるか。やるべき仕事はできた
のではないかと思います。これまでより良いかたちで
モグスに渡せたのですが、あそこまでいけたのなら、
積極的に攻めていたら、という思いも残っています。

大手町→鶴見

21.4km

松村 康平
商学部3年
大阪・清風高出身
中継順位　→7位
区間成績　1.04.44（7位）

11区

■レース経過
目前に3位・学連選抜

の背中を見ながら、追い
上げる素振りを見せない
飯塚。学連選抜を視界に
捕えつつ、マイペースを
貫いた。5㎞を15分10秒、
10㎞を30分30秒台で通

過。そこへ、区間記録ペースの東海大・佐藤選手が迫
り来て、11㎞過ぎに4位の座を譲り渡した。佐藤選手
の襲来にも、飯塚はペースを乱さない。そのうち学連
選抜の足取りが鈍り、18㎞付近でその背中を捕える。
4位に再浮上し、流れを引き継いだ。

■コメント
前のチームがすぐ見える位置でタスキをもらい、落
ち着いてレースに入れました。前に見える学連選抜の
選手も同じようなペースだったので、リズムが取りや
すかったです。学連選抜を捕えたところで、攻めの気
持ちになることができました。区間順位は9番でした
が、4年間の思いを全部出せました。

小田原→平塚

21.3km

飯塚 伸彦
商学部4年
群馬・東農大二高出身
中継順位　4位→4位
区間成績　1.05.58（9位）

77区

第84回箱根駅伝
全区間レース経過

＆
コメント

全区間レース経過
＆

コメント
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襷の絆に結ばれ
た

217.9㎞
襷の絆に結ばれ

た

217.9㎞
襷の絆に結ばれ

た

217.9㎞

本社/東京営業部　〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町1-2-2

TEL:03-3279-3219   FAX:03-3279-6755



■レース経過
3㎞付近で学連選抜・

井村選手が9秒差を縮め
て追いついてきた。栗原
は無理なく並走へ持ち込
む。5㎞15分10秒は想定
どおりのペースだ。井村
選手との並走は中継所手

前まで。並走の過程で、東海大の背中が近づいてきて、
ＪＲ東海道線をまたぐ高架上の14.5㎞で抜き去った。
並走のまま、最難関の遊行寺の坂をクリア。区間2位
の力走を見せた井村選手に、最後の2㎞で引き離され
たが、区間6位の走りで4位をキープした。

■コメント
全日本大学駅伝や予選会の悔しさも、これが最後と
いう気持ちもあり、しっかり走りたいという思いでし
た。とくに調子は上がってこなかったのですが、12
月に入っていい準備ができていましたから、落ち着い
て走れました。最後に離されて、宮城に負担をかけて
しまったことが反省点ですね。

平塚→戸塚

21.5km

栗原 圭太
商学部4年
広島・世羅高出身
中継順位　4位→4位
区間成績　1.06.57（6位）

88区

■レース経過
復路のエースが集まる
9区。宮城は快調に滑り
出し、わずか1㎞で3位・
学連選抜との15秒差を
振り出しに。6区から続
く学連選抜との接戦を、
この9区でも展開した。

宮城は3位争いの主導権を握りつつ、10㎞30分50秒の
ゆとりあるペース。ところが力を残したはずの後半で、
宮城は苦戦。区間新ペースの篠藤選手（中央学院大）
に抜かれ、15㎞の横浜駅付近で学連選抜の後ろに退き、
しだいに引き離されていった。

■コメント
練習がしっかりでき、体調も上がっていました。前
回（3区）は動揺してペースがうまくつかめませんで
したが、今回はいいペースを作れたのですが……。故
障で夏場の走り込みができていなかったことが、スタ
ミナ面に響いたのだと思います。

戸塚→鶴見

23.2km

宮城 真人
法学部3年
熊本・開新高出身
中継順位　4位→5位
区間成績　1.12.12（12位）

99区

■レース経過
後藤は1㎞を3分02秒

で入り、5㎞を15分25秒、
10㎞を30分40秒で推移。
後方では中央学院大と中
大が並び、1㎞3分を切る
ペースで追ってくる。そ
の後方に位置する上位候

補の大学群も追い上げてきた。10㎞過ぎてからも後藤
のペースはほぼ変わらず、57分32秒で走り終えた。
区間19位だが、前回の区間12位相当であり、タイム
の損失は区間順位ほど大きくない。2位に浮上した中
大との差は1分02秒になった。

■コメント
体調はあまり良いとは言えず、自分なりの走りを心
がけましたが、緊張のせいか予定より少し速く入って
しまいました。大きな大会になれていなくて、気持ち
が落ち着いていなかったのだと思います。力は徐々に
ついてきているので、大きな大会で体調によって走り
方をアレンジできるようにしていきたい。

平塚→小田原

18.5km

後藤 敬
商学部2年
宮崎・高千穂高出身
中継順位　1位→1位
区間成績　57.32（19位）

44区

■レース経過
田中は初出場ながら、

往路を走る選手ではただ
1人の4年生。苦手な上
りの1㎞まではいっさい
無理をせず、1㎞過ぎか
らリズムに乗って、5㎞
15分07秒、10㎞29分58

秒。設定よりやや遅かったが気にしない。海岸通りに
出てからの後半は、時計に目を落とすこともやめ、感
覚を頼りにスイスイと疾走した。結果的に最後まで3
分前後のペースを落とすことなく、設定タイムをクリ
ア。2位・中央学院大との差を1分50秒に拡大した。

■コメント
どういう展開であれ、自分の走りをしようと準備し
ていました。4年生がしっかり走ればチームも引き締
まりますし、4、5区は1、2年生なので、少しでも楽
をさせてあげようと思っていました。走らなかった4
年生が最後までチームをまとめてくれ、とても心強か
った。感謝したいと思います。

戸塚→平塚

21.5km

田中 僚
法学部4年
秋田・花輪高出身
中継順位　1位→1位
区間成績　1.04.50（6位）

33区

■レース経過
高瀬は5㎞15分28秒と
いいペースを刻んだが、
後方で安西選手（駒大）
が15分10秒、駒野選手
（早大）が15分13秒でと
ばし、2、3位に浮上して
きた。8㎞過ぎに早大が

駒大に並ぶ。高瀬は11㎞付近で、並走の早大と駒大に
捕えられ、トップを明け渡した。とはいえ、抜かれた
2人に次ぐタイムで最高点を通過した高瀬。下りのタ
イムがやや伸びなかったものの、3位を保持して往路
のゴールを迎えた。1位早大とは1分59秒差。

■コメント
当然、往路優勝をするつもりで走っていました。追
いつかれた時は「もうきたのか」という感じ。「相手
が区間記録ペース。お前はいい感じだよ」と監督の声
が聞こえて、抜かれたのは仕方がない、この後をどう
するかが大切だと考えて走り抜きました。4年生を優
勝させられず、悔しさしかなかったですね。

小田原→芦ノ湖

23.4km

高瀬 無量
現代ビジネス学部1年
兵庫・市尼崎高身
中継順位　1位→3位
区間成績　1.21.38（6位）

55区

■レース経過
4位と58秒差、6位と1

分12秒差の戦局を受け
て中川がスタート。5㎞
15分30秒は長丁場を見
据えてのペースだが、そ
れから次第にペースが鈍
って10㎞の通過は31分

20秒を要した。間もなく亜細亜大に抜かれて6位にダ
ウン。前半の個人記録は最下位だった中川だが、後半
にそれ以上ペースを落とすことはなかった。7位を走
行していた東海大が棄権。その後方にいた中大とは十
分な差を保ち、タスキをゴールまで運んだ。

■コメント
緊張のせいなのか分かりませんが、いざ走り始めた
ら身体が動かなかった感じです。5㎞までは許容範囲
内でしたが、そこからリズムに乗れませんでした。予
選会、全日本、箱根と走らせてもらい、大会の大きさ
を肌で知ることができました。悔いを残した分は、成
果として出せるようにがんばりたいです。

鶴見→大手町

23.1km

中川 剛
法学部2年
兵庫・豊岡南高出身
中継順位　5位→6位
区間成績　1.13.22（15位）

1010区
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尾方剛が代表を決めたのは、
大阪世界選手権でのメダル争い
だった。30km地点でトップか
ら20秒以上後れていたが、大
崎と２人で前を追っていた。最
終的には世界を目指す山梨学院
大のスピリットを象徴するシー
ンでもあった。
「１人で行くよりもリズムを維
持しやすいと思ったので」と先
輩の尾方。大崎は故障の影響で
練習が不十分と聞いていた。メ
ダル争いは自分の方に可能性が
ある。
その通りに、38kmで大崎を
振り切ると、４位争いをしてい
たアスメロン（エリトリア）と
ロスリン（スイス）に追いつい
た。その後の３人のデッドヒー
トは、歴史に残る激しさだった。
３位のキプラガト（ケニア）
を３人が相次いで抜いて行く。
アスメロンが先行し、少し後方
でロスリンが尾方の前に出る。
しかし、２人でアスメロンを抜
くと、尾方が前に出て３位を走
った。そこからロスリンがリー
ドしていったが、尾方は最後ま
でアスメロンと死闘を展開。１
秒差で競り負け、無念の表情で
フィニッシュした。
「15kmで脚を使ったことが影
響した」と敗因を分析した尾方。
高温下のレースでスローペース
の展開だったが、思ったよりも
早い時点で集団が縦長になっ
た。予測していれば体の使い方
が違っていたが、対応が遅れた
ことで余分な力を使って追いつ

いた。
もう１つ敗因に尾方が挙げ
たのが、ロスリンとアスメロ
ンに追いついた場面。
「余裕がなかったから前に出ざ
るを得ませんでした。余力があ
れば後ろについて様子を見られ
たと思う。２カ所で上手く走っ
ていれば（24秒差だった）銀
メダルに届いたかもしれない」
つねに上を目指す尾方らしい
反省の弁だが、尾方だから５位
に入賞できたとも言えた。
最後に集団が動いた大阪城敷

地内の周回（26～29km）では、
優勝したキベト（ケニア）のス
パートにつかず、追い上げる作
戦をとった。無理をして対応し
ていたら、終盤のメダル争いは
できなかった。銅メダルをとっ
たヘルシンキでも同様に、優勝
したモロッコ選手のスパートに
反応しすぎることは避けた。
アフリカ勢が圧倒的な走力で
マラソンに進出してきた今日、

日本選手はむやみに走ってはメ
ダルを取れない。練習もしっか
りとこなした上で、暑さやコー
ス対策も含め、完璧なレース展
開も求められるのだ。５位のた
め即時内定とはならなかった
が、メダルを争っての連続入賞
は高く評価された。北京でメダ
ル争いをする選手として、これ
ほど適格な選手は他にいないの
ではないか。
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快挙!! マラソン初の五輪代表が一挙に２人快挙!! マラソン初の五輪代表が一挙に２人
粘りの走りで真夏の世界選手権5位 ■

「絶対にあきらめず“結果を出してや
る”という思いで卒業後もやってきた
結果が、今回のオリンピック代表につ
ながりました。そういう意味では、大
学時代があるから今の自分がある。頑
張ってきて良かったと感じています。
世界選手権もそうですが、オリンピ
ックは一発勝負。どんな伏兵が現れる
かわかりません。20kmで飛び出す選
手がいるかもしれません。状況に合わ
せて、どう対応するか。
目標はとにかく、元気な状態でスタ
ートラインに立つこと。特に夏場の世
界大会は、そこが重要になる。スター
トラインに立てば、そこでまた、目標
が見えてきます。大阪では80％くら
いにしか状態をもって来られませんで
した。90％くらいまで上げないと勝
負ができません」

■

尾方 剛

2007年８月の世界選手権で５位に入賞した尾方 上位３選手の合計タイム
で争われる団体では、日
本が金メダルを獲得。日
本の上位２人が尾方と大
崎の山梨学大ＯＢだった



山梨学院大ＯＢ２人が開いた北京五輪への扉山梨学院大ＯＢ２人が開いた北京五輪への扉
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大崎悟史が五輪代表を決めた
のは、08年３月のびわ湖マラ
ソン。その最後３kmだった。
30km地点でトップ集団が分
裂。世界選手権銀メダルのシャ
ミ（カタール）と、同４位のア
スメロン（エリトリア）が先行
する。大崎も日本人トップをキ
ープしていたが、25kmからマ
イペースに切り換えた大西雄三
（日清食品）が追い上げ、一時は
６秒差にまで迫っていたのだ。
大崎危うし。テレビを見てい
た山梨学院大関係者の多くがそ
う思った。ところが、残り３
kmから大崎は再度、差を広げ
ていった。最後の2.195kmを６
分43秒でカバーし、１・２位の
外国人選手を大きく上回った。
「気持ちだけで最後は押してい
きました。日本人トップの座は
譲りたくない、と。それが（最
後の）タイムにつながった」
苦しくなった時にそれを乗り
越えられたのは、積み上げてき
たものがあったからだ。
今回のびわ湖に向けて、大崎
が出場をためらっても不思議で
はないと思えることが２度あっ
た。最初は６位になった世界選
手権後。５位の尾方は五輪代表
に大きく近づき、24秒差で続
いた大崎も選ばれる可能性があ
った。実際、ＮＴＴ西日本の清
水康次監督は、その後のレース
に出ず、“待ち”に徹する方法
もあると勧めた。
「でも、４年前は選考でダメに
なったので、勝負をしたい、誰

にも文句を言われない成績で
代表を取りたいと思いました」
二度目はレース２カ月前の
１月に左脚付け根を痛め、２週
間走れなかったときだ。走り始
められるようになったとき、レ
ースまで６週間しか残っていな
かった。２月11日の姫路城ロ
ード（10マイル）まではスピー
ドを戻すことに専念。その反面、
40km走は１回もできなかっ
た。
「でも、姫路の２日後には
30km走を行っていて、朝練習

と合わせたら45kmくらいは走
っています。世界選手権後はど
こか、気持ちが乗らないところ
がありましたが、１月の故障で
逆に集中できました。“これを
やっておかないと間に合わな
い”という状況になりましたし、
１つ１つの練習がどうマラソン
につながっていくのか、より真
剣に考えていくようになりまし
た」

この積極姿勢が、びわ湖のラ
スト３kmに結実した。
13回のマラソン歴があるが、

“万全”の準備ができたことは
ない。昨夏の世界選手権（６位）
もそうだった。「会心のレース
はないけど、準備した分の力は
出し切っている」（大崎）。「メ
ダルを狙う」と大崎が口にする
意味は、“その準備をするぞ”、
という意思表示である。

積極姿勢でびわ湖日本人トップ ■
「大学２年の終わりに、自分を変えら
れたことがよかった。貧血がひどかっ
たし、肺気胸もやって限界かな、と感
じていました。そのときに上田監督か
ら生活面のことも含め、弱気な気持ち
を見抜かれて、指摘していただきまし
た。それが大きなきっかけでした。
４年前にシンボルチームになり、競
技優先の環境をいただきました。それ
をプレッシャーと受け取らず、“恩返
しをしたい”と思えました。
本番のレース展開は他の選手次第な
ので、一番良い状態でスタートライン
に立つことを考えていきます。夏のレ
ースだからこそ、切り換えのところで
スピードが求められます。距離も月間
700～800kmくらいは走っておくこと
は必要ですが、疲れを残さない点も重
要だと思っています」

■

大崎悟史

びわ湖のレース後には、
上田誠仁監督ともがっち
り握手

2008年３月のびわ湖マラソンで自己新記録で３位の快走を見せた大崎



尾方剛の成長過程を振り返ると
き、キーワードとなるのは“高い
志を持ち続けたこと”と“素質に
頼らなかった”ことだろう。
熊野高３年時の国体１万ｍで２
位となり、高校歴代３位の29分
12秒43を記録。素質を高く評価
されたランナーだった。大学２年
時には箱根駅伝アンカーで区間賞
と好走し、母校の優勝に貢献。そ
こまでは、順調と言えなくもなか
った。しかし、３・４年時に故障も
あって低迷。「自分はもっと走れ
るはず」という自身のイメージと、
現実とのギャップに悩み、ストレ
スから全身脱毛症にもなった。
それでも、最終的に見ていたの
は世界だった。上田監督の香川の
実家に、尾方ら数人の選手が泊ま
ったことがあった。夜、尾方が人
目を避けて１人、体操を続けてい
たという。整体の先生から教わっ
たバランス矯正のメニューを、
「こいつ、どうかしてしまったん
じゃないか」と上田監督が思うく

らいにやっていた。そのくらい、
競技に懸ける意識が高かった。
だが、学生時代は低迷したまま
終わった。最後の箱根駅伝のメン
バー入りができなかった後に、毛
が生え始めたという。プライドだ
けが先走っていたからだろう。そ
れを修正したのが中国電力入社後
のこと。坂口泰監督から徹底的に
指導を受け、現実を認識すること
のなんたるかが、やっと理解でき
てきた。
「いいときのことばかり考えてし
まうのは、変なプライドがあるか
ら。中国電力に入ってからはそれ
を捨て去って、レベルの低い練習
でもいいから、できることから始
めました」
高校時代の記録更新とニューイ
ヤー駅伝初出場が入社２年目。初
マラソンは入社４年目の福岡と、
高校時代のエリートにしては遅い
成長ぶり。そのマラソンもしばら
くは、一度成功してもその次は失
敗することを繰り返した（表２が

全成績）。
02年の福岡で、当時世界最強だ
ったアベラ選手（エチオピア）と
死闘を展開した頃から、マラソン
をつかんだ感触があり、大きな失
敗はしなくなった。05年の世界選
手権前は、「本当に落ち着いてい
た。何をやるべきか、何が芯なの
かを完全につかんでいた。そこが
ぶれなければ、多少の練習の狂い
は修正できる」と坂口監督も絶賛
するほど。レースも落ち着いた展
開で銅メダルを獲得した。「尾方
がここまで来られたのは、天才型
だからではありません。努力を続
けてきた結果です」（坂口監督）
07年の世界選手権は連続メダル
獲得を逃したが、前ページで紹介
したように、アフリカ勢全盛の今
日、内容は高く評価された。
世界選手権レース後の尾方のコ

メントに、周囲が息をのんだ。
「死ぬほど走ればメダルは取れま
したが、死ぬくらいまで走れなか
った」
世界のトップランナーとなった
今も、尾方はそのくらいの覚悟で
走っている。
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五輪代表までの道のり――

●天才型ではなかった尾方、高い志を胸に秘めて

4年前は惜しくも代表4年前は惜しくも代表

▲大学２年時の箱根駅伝でアンカー
を務め、優勝のテープを切った尾方

  区間 区間順位 区間タイム チーム成績�
１年時    �
２年時 10区 １位 １時間04分58秒 １位�
３年時    �
４年時    

表１　尾方の箱根駅伝成績�

 回数 年 月日 大会 成績 記録�
 1 1999 12.05 福岡 24 2.15.22.�
 2 2000 4.16 ロッテルダム 16 2.11.43.�
 3 2001 2.18 東京国際 dnf dnf�
 4 2001 9.30 ベルリン 4 2.10.06.�
 5 2002 4.14 ロンドン 34 2.25.03.�
 6 2002 12.01 福岡 2 2.09.15.�
 7 2003 8.30 世界選手権 12 2.10.39.�
 8 2003 12.07 福岡 6 2.08.37.�
 9 2004 12.05 福岡 1 2.09.10.�
 10 2005 8.13 世界選手権 3 2.11.16.�
 11 2006 4.23 ロンドン 26 2.19.17.�
 12 2006 12.03 福岡 6 2.10.48.�
 13 2007 8.25 世界選手権 5 2.17.42.

表２　尾方のマラソン全成績�

s2003年の福岡国際
マラソンでは、自己
新をマークしたが日
本選手４位。アテネ
五輪代表を逃した

t2005年のヘルシン
キ世界選手権で銅メ
ダルを獲得

ＯＢ2人が五輪代表に成長できた理由は？

“楔を打ち込む練習”ができた尾方と大崎
マラソン五輪代表を（ＯＢを含み）同一大学から２人以上を送り込んだ例は、
1920年のアントワープ五輪だけ。東京高等師範学校（現在の筑波大）の現役
学生２人と、ＯＢの金栗四三選手の計３人が走った（当時のマラソン代表は５
人）。今回の山梨学大ＯＢ２人の出場は、実に88年ぶりの快挙だった。
「２人に共通していえるのは、１つ１つの練習の積み重ねに、楔（くさび）を
打ち込むことができる選手だということです」と上田監督。
尾方でいえば、低迷した状態から復活する過程で、自身の気持ちをより強固
にしている。近年は練習メニューを自身で考え、それをしっかりとこなすこと
で、状況のちょっとの変化に動じない強さを手に入れた。
大崎は練習量をこなすことはできなくても、１つ１つの練習の目的を明確に
把握し、40km走のタイムや本数ではなく、練習の流れで自信をつけてスター
トラインに立てるようになった。会社のシンボル選手となって競技環境が整え
られたときも、「プレッシャーよりも、恩返しをしたい気持ちが勝った」とい
う。同じ練習をしても、同じ状況に置かれても、競技力に結びつける能力でパ
フォーマンスが違ってくる。
２人にそれができた理由を、「こうだ」と断定することは難しい。指導理念
は同じでも、それを伝える手法は選手や時代によって変わる。尾方と大崎にし
ても、成長過程も考え方も大きく異なるのだ。唯一いえるのは、勝ち負けだけ
に偏る指導をしなかったことかもしれない。
上田監督が選手たちに言い聞かせ続けてきた言葉に「何も咲かない寒い日は、
下へ下へと根を伸ばせ。やがて大きな花が咲く」がある。尾方も大崎も、華々
しい活躍の前に耐え忍んだ日々が長かった。アテネ五輪代表を、２人ともあと
一歩というところで逃している。４年後が年齢的なピーク時とは思えなかった。
「根元は、走ることに価値観を持っていたこと。そうでなければ、この４年間
で息絶えていた」（上田監督）

■企業の拡大と事業構築をテーマとする

経営コンサルティング事業部
■美と健康そして美しい環境作りをテーマとする

Ｅ Ｃ 事 業 部
■アスリートの再就職支援をサポートする

人材コンサルティング事業部

（株）ドリーム・サポート
住　所：〒130-0023 東京都中央区日本橋本町4-6-10 サトービル8階
ＴＥＬ：03‐6225-3300 ＦＡＸ：03‐6225-3301 Ｍａｉｌ：info@dream-support.net

おから本舗本店　
http://www.okarahonpo.com/

私たちは皆さまの夢（Dream）を支援（Support）します！！

ダイエット食品で
大人気の

「おからクッキー」



尾方剛が高い志を、低迷した学
生時代から持ち続けてきたのに対
し、大崎は自身の現状に合わせた
進路選択もしている。だからとい
って、競技への情熱が低いわけで
はない。その都度、気持ちを強く
持ってきたから確実な成長ができ
た、ともいえる。

インターハイの1500ｍで５位入
賞したように、それなりのスピー
ドがあった。だが、上田監督は進
学に際し、距離を伸ばした方が良
いとアドバイスをしている。そし
て、Ｐ７の記事に本人のコメント
があるように、学生時代では２年
の終わりに意識を変えたことが大
きかった。
「１・２年生の頃は毎日毎日を頑
張りすぎて、逆にポイント練習に
集中できなかった。３年生の頃か
ら強弱を上手く考えて、ジョッグ
にメリハリをつけ、練習を一本の
線として考えられるようになりま
した」
３年時の箱根駅伝10区で区間

賞。キャプテンを務めた４年時は、
故障の影響でなかなか状態が上が
らなかったが、上田監督は大崎に
「起用するから」と言い続けた。
２度目の10区は区間２位。万全で
ないなかでも本番に合わせる方法
を学んだ。

ＮＴＴ西日本入社後はフルタイ
ム勤務だったが、日曜日の朝に２
時間走ることと、月曜日をフリー
にするパターンは学生時代を踏襲
した。そして、重要視したのは朝
練習。ポイント練習は週に２～３
回は入れるようにしていたが、勤
務状況でどうなるかわからない。
確実にできるのが朝練習だった。
４年目の防府でサブテンを達

成。月間の走行距離は600km程度
だが、流れにメリハリをつけるこ
とで、その練習でも世界を目指せ
ると確信した。04年２月の東京国
際で２時間８分台。アテネ五輪候
補に躍り出たが、実績のなさを理
由に挙げられて落選。「実績を残
して４年後は選ばれる選手になり
たい」と決意を新たにした。
しかし、その活躍が認められて
競技優先の勤務環境になった大
崎。次の段階に上がるために練習
量を増やそうとした。「つなぎの
ジョッグを頑張った」のだ。とこ

ろが、大腿骨を疲労骨折してしま
い、出場予定だった05年９月のベ
ルリンを見送った。ジョッグのレ
ベルを上げて強くなる選手も多い
が、大崎はタイプ的に、強弱をつ
ける方が合っていたようだ。
そこで考えたことが、朝練習を
充実させることだった。「朝のジ
ョッグもつなぎのジョッグも、起
伏を求めました。平坦なところの
方が少ないくらい。２カ月で成果
が出始めました」
06年３月のびわ湖で３位に入る
と、同年12月のアジア大会で銅メ
ダル、07年世界選手権６位入賞、
そして08年びわ湖と安定した戦績
を残し続け、文句なしの成績で北
京五輪代表を勝ち取った。
「そのとき、そのときで目標が高
くなってきました。今が一番のピ
ークではなく、もっと上を目指し
ていきたい」
北京五輪でさえ、大崎なら“通
過点”としてしまうだろう。
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●１つ１つ目標達成を
するごとに意識も高
くなってきた大崎

表に届かなかった2人表に届かなかった2人
2008年３月には北京五輪代表６選手が選出され、尾方（右から３
人目）、大崎（左から２人目）と山梨学大ＯＢが２人入った。

t大学３・４年時
に箱根駅伝10区
を走った大崎。
写真の３年時に
は区間賞を獲得

  区間 区間順位 区間タイム チーム成績�
１年時    �
２年時 �
３年時 10区 １位 １時間05分11秒 ３位�
４年時 10区 ２位 １時間12分24秒 ６位�

表３　大崎の箱根駅伝成績�

 回数 年 月日 大会 成績 記録�
 1 2000 3.05 びわ湖 14 2.13.49.�
 2 2000 12.17 防府 10 2.21.39.�
 3 2001 4.15 長野 10 2.18.25.�
 4 2001 12.02 福岡 13 2.16.08.�
 5 2002 2.14 香港 5 2.16.46.�
 6 2002 12.15 防府 2 2.09.38.�
 7 2003 9.28 ベルリン 12 2.12.08.�
 8 2004 2.08 東京国際 2 2.08.46.�
 9 2004 12.05 福岡 2 2.10.56.�
 10 2006 3.05 びわ湖 3 2.10.49.�
 11 2006 12.10 アジア大会 3 2.15.36.�
 12 2007 8.25 世界選手権 6 2.18.06.�
 13 2008 3.02 びわ湖 3 2.08.36.

表４　大崎のマラソン全成績�

※10区の距離は大崎４年時の99年大会から23.0km。�
　それ以前は21.3km

▲2006年のドーハ・アジア大会。
２位と同タイムの激戦のすえの銅
メダルは健闘だった

▲2004年の東京国際マラソン。２
時間８分台の好記録で日本人１位
となったが、アテネ五輪代表には
選ばれなかった

日本における“マラソンの父”とも称される金栗選手だが、箱根駅伝創設の
大功労者でもある。アメリカ大陸横断駅伝につなげる壮大な構想も持ち、最終
的な目標は世界的マラソン・ランナーを日本から生み出すことだった。金栗選
手の精神が、山梨学大の選手によって受け継がれていたのかもしれない。

「自分のやってきたことで戦ってほしい」（上田監督）
「学生時代の尾方は３・４年と、“ああしよう、こうしよう”と頑張りまし
たが結果が出なかった。それでも、『やめたい』とは絶対に言いませんでし
た。大崎は１・２年時と貧血や肺気胸に泣きましたが、そこから立ち上がっ
た。何のために練習をするのか、が理解できた選手です。
アテネ五輪を逃して、４年後が約束されていたわけではありません。そこ
に向かって行ったこと自体がすごいし、（選考レースは）本当に代表をたぐ
り寄せる走りでした。
スタートラインに立つ選手のほとんどに、メダルのチャンスがある。オリ
ンピックはそういう大会です。そこでのぶつかり合いに、メダルをとれる保
証はありません。本番では自分の力を十分に発揮して、さわやかな走りをし
てほしい。良い状態であれば、主導権を握ることもできるでしょう。
２人はここまで、良い模様を描いて力をつけてきました。残りは数ヶ月。
模様を変更するのでなく、描ききってほしい。それをマントにして羽織り、
“これがオレなんです”とアピールすればいい。自分がやってきたことで戦
ってくれたらいいと思っています」



■山梨学院大学（現役・OB）　主な国際大会成績�

■山梨学院大学（現役、OB）　マラソン10傑�
 名　前 所　属 記　録 年月日 大　会�
 1 大崎悟史 ＮＴＴ西日本 2.08.36 2008.03.02 びわ湖�
 2 尾方剛 中国電力 2.08.37 2003.12.07 福岡�
 3 中村祐二 山梨学院大 2.10.49 1995.03.19 びわ湖�
 4 尾池政利 大塚製薬 2.12.15 2004.03.07 びわ湖�
 5 K イセナ トヨタ自動車 2.12.19 1993.07.18 ユニバーシアード�
 6 福田正志 ヤクルト 2.12.32 1995.02.05 別府大分�
 7 黒木純 三菱重工長崎 2.12.36 1997.03.02 びわ湖�
 8 藤井博之 ホンダ浜松 2.12.39 2002.03.07 びわ湖�
 9 小椋誠 ＮＴＴ西日本 2.12.48 2000.09.26 ベルリン�
 10 夏目勝也 トヨタ自動車 2.13.06 2003.03.03 びわ湖�

 年 　　　　名　前　　　　 所　属 大　会 種目・順位�
 89年 K イセナ 2年  ユニバーシアード（デュースブルク） マラソン3位�
 91年 J オツオリ 4年  ユニバーシアード（シェフィールド） 10000ｍ3位�
 92年 藤脇友介 1年  世界ジュニア選手権（ソウル） 1500ｍ出場�
 93年 小椋 誠 3年  ユニバーシアード（バッファロー） マラソン9位�
 〃 S マヤカ 2年  ユニバーシアード（バッファロー） 10000m 4位�
 〃 K イセナ   トヨタ自動車 ユニバーシアード（バッファロー） マラソン1位�
 95年 中村祐二 3年  世界選手権（イェテボリ） マラソン12位�
 〃 S マヤカ 4年  ユニバーシアード（福岡） 10000m 2位�
 96年 古田哲弘 1年  世界ジュニア選手権（シドニー） 10000m 3位�
 〃 〃 〃  〃 5000m 4位�
 〃 三森由佳 94年卒 綜合警備保障 オリンピック（アトランタ） 女子10㎞Ｗ出場�
 〃 井幡政等 95年卒 鐘紡 世界ハーフマラソン選手権 12位�
 97年 三森由佳 94年卒 綜合警備保障 世界選手権（アテネ） 女子10000ｍＷ14位�
 〃 S マヤカ 96年卒 日立電線 ユニバーシアード（シシリー） ハーフマラソン2位�
 〃 S ワチーラ 3年  ユニバーシアード（シシリー） ハーフマラソン3位�
 98年 三森由佳 94年卒 綜合警備保障 アジア大会（バンコク） 女子10000ｍＷ出場�
 99年 S ワチーラ 99年卒 ＮＥＣ ユニバーシアード（マヨルカ） ハーフマラソン6位�
 〃 三森由佳 94年卒 綜合警備保障 世界選手権（セビリア） 女子20㎞Ｗ21位�
 00年 j澤 哲 93年卒 綜合警備保障 オリンピック（シドニー） 20㎞Ｗ22位�
 01年 j澤 哲 93年卒 綜合警備保障 世界選手権（エドモントン） 20㎞Ｗ7位�
 〃 橋ノ口滝一 2年  ユニバーシアード（北京） 10000m 4位�
 〃 〃 〃  〃 5000m 13位�
 03年 橋ノ口滝一 4年  ユニバーシアード（大邱） 10000m 3位�
 〃 〃 〃  〃 5000m 6位�
 〃 尾方 剛 96年卒 中国電力 世界選手権（パリ） マラソン12位�
 05年 尾方 剛 96年卒 中国電力 世界選手権（ヘルシンキ） マラソン6位�
 06年 大崎悟史 99年卒 ＮＴＴ西日本 アジア大会（ドーハ） マラソン3位�
 〃 井幡政等 95年卒 愛三工業 世界ハーフマラソン選手権 35位�
 07年 尾方 剛 96年卒 中国電力 世界選手権（大阪） マラソン5位�
 〃 大崎悟史 99年卒 ＮＴＴ西日本 世界選手権（大阪） マラソン6位�
 08年 尾方 剛 96年卒 中国電力 オリンピック（北京） マラソン代表�
 〃 大崎悟史 99年卒 ＮＴＴ西日本 オリンピック（北京） マラソン代表�
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世界を舞台に活躍する山梨学院大学の現役学生、卒業生たち。中距離からマラソン、競歩と、幅広い個
性が輝いている。学生時代に培った基礎を実業団で開花させ、息の長い活躍を見せる選手は少なくない。

1991年ユニバーシアード・シェフィールド大会10000mで、積極的に
先頭を走るジョセフ・オツオリ。早大の武井隆次（左から２人目、
銀メダル）と競り合い、銅メダルを獲得した

1995年のびわ湖毎日でマラソン初
挑戦ながら大会記録で優勝した中
村祐二が、同年の世界選手権に出
場。日本勢トップの12位と健闘する

世界へ羽ばたくＹＧＵ世界へ羽ばたくＹＧＵ

●がんばれ　YGU●�

有限会社　新光設備工業�
〒400-0814　山梨県甲府市上河原町669-1　TEL 055-237-0297　FAX 055-228-5420

私たちは、山梨学院大学陸上部を応援します。�

空 気 と 水 で 未 来 を 築 く�
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初マラソンの北海道で
２位と快走した高見澤
（左端）

昨年の全国高校駅伝にコザ高校
（沖縄）を初出場に導いたのが喜
納敦先生。選手として箱根駅伝を
走ることはできなかったが、競技
への取り組みは一目置かれる存在
だった。卒業後は九州一周駅伝で
活躍した。
現在の指導に生きているのが、

学生時代に上田監督が行っていた
ミーティングだという。
「沖縄に帰ってもう少し競技がで
きると思ったのも、監督のミーテ
ィングの影響でした。心を動かす
話ができれば選手は変わります。
思春期の高校生は競技以外の悩み
もりますし、ちょっとしたことで
成長もします」
練習の組み立て方も、沖縄の風

土を生かした方法をつかみつつあ
るという。今春山梨学大へ入学し

た宮里圭など、教え子も母校に送
り込んでいる。
「箱根駅伝は自分の卒業後、一度
も見に行っていないんです。卒業
生が走ることになったら、是非行
きたいですね」
上田監督が着任して22年。山梨

学大に関わった人の輪が、大きく
回るようになった。
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57秒）と粘った。
「練習時間が十分あった頃は、“無
理矢理”やって状態を上げようと
しました。甲府で練習したこの１
年間は、練習の量は減りましたが
集中力が高まった。体調を上手く
レースに持っていけるようになり
ました。学生と一緒に練習ができ
たのは朝だけですが、結果を出す
ことで、何かが伝われば良いと思
います」
高校では自身の競技も続けるが

（密かに5000ｍの自己新を狙って
いる）、コーチ業がメインとなる。
高校生と一緒に走ることで、小さ
な異常を感じ取るなど、スタッフ
の目が繊細な部分まで行き渡るこ
とになる。逆に、気を抜いた走り
をしたら、厳しく注意することも
役目となる。
山梨学大では総合２位も、予選

校も経験。高校・大学とキャプテ
ンも務め、佐久長聖高が強くなる
草創期に育った。指導者としての
成長ぶりも楽しみな存在だ。

４年前の山梨学大キャプテンだ
った高見澤勝が、実業団選手から、
母校である佐久長聖高コーチ（教
員）に転身した。

日清食品では世界ク
ロスカントリーの日本
代表に成長したが、実
業団最後の１年間の取
り組みはさらに、高見
澤らしさが現れた。
教員免許取得のた

め、週に４日は18時ま
で授業を受ける日々。
その環境でも、夏の北
海道マラソンで２位
（２時間18分13秒）と
快走。２月の東京マラ
ソンは故障もあって練
習不足の状況だった
が、15位（２時間14分

３月には指導者として
第一歩を踏み出した
＜写真提供：佐久長聖高＞

07年11月の関西実業団駅伝、08年
のニューイヤー駅伝と１区で好走を
続けたのが森本直人（山陽特殊製
鋼）。５年前の箱根駅伝で、１年生
ながら往路優勝のテープを切った選
手だ。
関西大会の１区は後半の上りが厳
しいが、森本はスタートから飛び出
した。「後半の上りまで行ったら勝
てると思って、前半から思い切って
逃げました」
潰れたら単なる飛ばし屋だが、森
本は後半も粘った。残り１kmで５
秒差にまで詰められたが、最後は９
秒差に広げて区間賞を獲得した。
尾方、大崎に続く選手にと、期待
もかかる選手に成長した。
「２人ともただ強いだけでなく、強
くなるための努力をされている。オ

リンピックや世界選手権は難しいの
で、なんでもいいからまず、日本代
表になることを目標にしています」
そういえば大崎も、１つ１つ段階
を踏んで目標が上がってきた選手で
ある。森本も楽しみな存在になって
きた。

森本直人
駅伝で好走
尾方、大崎に続けるか

元旦のニューイヤー駅伝１区では区間
20位。区間10位とは11秒の僅差で、十
分に役目を果たした

高見澤　勝
好環境でないなかで北海道マラソン2位
強豪・佐久長聖高の指導者に転身

選手への接し方を学生時代に学んだと
いう喜納先生＜写真提供：喜納敦＞

喜納　敦
沖縄から全国高校駅伝初出場

私たちは山梨学院大学陸上競技部を応援します。�私たちは山梨学院大学陸上競技部を応援します。�
グループ�グループ�

〒151-0006 東京都渋谷区初台1-55-7富士急行東京本社ビル�
 TEL 03-5302-0200

〒400-0814 山梨県甲府市上阿原町333番地の１�
 TEL 055-232-3666

富士急平和観光株式会社��

競技で、教員で、活躍する山梨学院大ＯＢ競技で、教員で、活躍する山梨学院大ＯＢ



Grow up 1985～1989

1985年に大学の強化育成ク
ラブ指定を受け、本格的な活動
を開始。順大卒業後、香川県三
豊工高の非常勤、本島中教諭を
務めた上田誠仁監督が、26歳
の若さで着任した。1983年日
本選手権5000mで２位となっ
た指揮官が自ら引っ張り、チー
ムは急速に成長。２シーズン目
の予選会を１、２年生だけのメ
ンバーで突破し、テレビの完全
生中継が始まった年の本戦に初
出場を遂げた。1988年にケニ
アから留学生としてオツオリ、
イセナを迎え入れると、彼らの
競技に対する真摯な姿勢がチー
ムをさらに成熟させる。３度目
の出場でシード権を獲得。短期
間で強豪チームの仲間入りを果
たした。

Victory 1990～1999

92年に初優勝。オツオリが4
年目で初めて２区区間賞を逃し
たが、３、６、８区で区間賞を
獲得し、総合力で優勝を勝ち取
った。93年は早大に惜敗した
ものの、94年は史上初めて11
時間を切る大会新（現在も史上

唯一の10時間台）、往路新、往
復完全制覇と、記録ずくめの勝
利。95年は４度にわたる逆転
劇の末、ライバル・早大を下し
て２連覇を達成した。96年は
一転、４区途中棄権という試練
にぶつかる。翌年、棄権の当事
者である中村祐二が２区を務
め、強い向かい風のなか敢然と
先頭を進み区間賞を獲得。チー
ムも総合２位となった。

Miracle 2000～2008

人気沸騰の箱根駅伝を舞台
に、復活を目指す古豪、新規参
入の新興校が乱立。戦国の最中、
03年と06年の２度の２位が輝
きを放つ。03年の２位は、３
年連続でシードラインぎりぎり
の９位に踏みとどまった後の急
浮上。９区途中まで先頭を突き
進み、絶大な優勝候補だった駒

大に堂々と対峙した。06年は、
２年連続でシード落ちと苦しん
だ後のジャンプアップ。ブレー
キ続発の大荒れとなった大会
で、いぶし銀のリレーがキラリ
と光った。前年14位、当年度
の予選会４位チームが起こした
“ミラクル”でもあった。

12

2003・往路優勝

1992・総合優勝 1994・総合優勝 1995・総合優勝

2006・総合2位

Hakone 

箱根駅伝・激動の22年

Hakone 

内 装 の 明 日 を 創 る。�

〒４００-０８５６　山梨県甲府市伊勢3-7-8�
TEL ０５５（２３５）８６６８（代表）　FAX ０５５（２３２）４７４８�
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HistoryHistory
 回数 年（年度） 総合 往路 復路 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10�

 63 87（86） 15 15 13 福田（1）/14 鈴木（1）/15 夏目（2）/13 梶川（1）/14 野村（1）/14 中澤（1）/11 柴田（1）/12 本田（1）/10 西口（1）/13 高橋（1）/11�

 64 88（87） 11 8 13 夏目（3）/5 鈴木（2）/14 福田（2）/8 伊東（3）/9 梶川（2）/4 中澤（2）/11 中野（2）/7 本田（2）/11 青木（1）/13 野村（2）/12�

 65 89（88） 7 4 12 夏目（4）/8 オツオリ（1）/1 福田（3）/4 伊東（4）/6 梶川（3）/7 小西（2）/7 野村（3）/15 イセナ（1）/15 中野（3）/7 柴田（3）/8�

 66 90（89） 4 2 5 青木（3）/5 オツオリ（2）/1 福田（4）/2 野村（4）/4 梶川（4）/7 小西（3）/9 本田（4）/2 鈴木（4）/5 中野（4）/4 鳥山（3）/14�

 67 91（90） 2 5 3 飯島（1）/8 オツオリ（3）/1 鳥山（4）/8 川崎（3）/8 片桐（4）/4 杉谷（3）/5 イセナ（3）/3 下山一（1）/6 比嘉（3）/5 高野（3）/10�

 68 92（91） 1 1 2 井幡（1）/5 オツオリ（4）/2 イセナ（4）/1 飯島（2）/5 下山一（2）/8 廣瀬（3）/1 高野（4）/2 下山保（4）/1 比嘉（4）/8 野溝（4）/3�

 69 93（92） 2 2 2 飯島（3）/4 マヤカ（1）/1 高見（3）/4 井幡（2）/3 下山一（3）/2 廣瀬（4）/1 平田（1）/3 小椋（2）/3 黒木（3）/1 奥川（4）/4�

 70 94（93） 1 1 1 井幡（3）/2 マヤカ（2）/1 中村（1）/1 飯島（4）/2 下山一（4）/1 藤脇（2）/2 高見（4）/2 小椋（3）/3 黒木（4）/2 尾方（2）/1�

 71 95（94） 1 2 2 中村（2）/1 マヤカ（3）/2 中馬（1）/6 井幡（4）/2 小椋（4）/6 藤脇（3）/1 国増（2）/1 児玉（3）/12 平田（3）/2 瀬戸（4）/3�

 72 96（95） 棄 棄 3 里内（1）/15 マヤカ（4）/3 中馬（2）/2 中村（3）/棄 北川原（3）/6 藤脇（4）/13 国増（3）/4 南　（4）/8 平田（4）/2 渡辺（4）/1�

 73 97（96） 2 5 3 ワチーラ（2）/9 中村（4）/1 松下（1）/1 森政（2）/5 北川原（4）/13 境田（2）/3 近野（2）/9 古田（1）/1 里内（9）/7 野呂（4）/3�

 74 98（97） 3 4 3 森政（3）/8 尾池（1）/12 ワチーラ（3）/2 中馬（4）/3 横田（3）/1 境田（3）/3 藤村（4）/11 濱田（2）/7 西川（2）/2 大崎（3）/1�

 75 99（98） 6 8 3 宮原（3）/9 古田（3）/15 近野（4）/9 西川（3）/5 横田（4）/8 黒岩（3）/10 ワチーラ（4）/2 大坪（4）/9 森政（4）/2 大崎（4）/2�

 76 00（99） 9 12 8 大浜（4）/14 古田（4）/5 宮原（4）/3 カリウキ（1）/8 尾崎（3）/13 黒岩（4）/5 清田（2）/11 安藤（2）/8 尾池（3）/12 椎葉（3）/7�

 77 01（00） 9 7 11 橋ノ口（1）/6 カリウキ（2）/9 橋本（4）/7 清田（3）/7 尾崎（4）/5 松田（2）/8 清家（2）/8 高見澤（1）/3 尾池（4）/5 長谷（4）/14�

 78 02（01） 9 8 9 岩永（3）/4 モカンバ（1）/1 川嶋（3）/7 清田（4）/8 カリウキ（3）/11 高堰（4）/12 橋ノ口（4）/13 安藤（4）/8 清家（3）/6 森　（3）/2�

 79 03（02） 2 1 3 橋ノ口（3）/3 モカンバ（2）/3 高見澤（3）/7 カリウキ（4）/1 森本（1）/4 川嶋（4）/4 岩永（4）/1 北原（4）/4 清家（4）/12 森　（4）/10�

 80 04（03） 12 11 15 橋ノ口（4）/11 モカンバ（3）/2 小陣（2）/19 高見澤（4）/10 川原（3）/13 矢崎（3）/7 飯上（1）/18 片貝（3）/12 元原（4）/15 向井（2）/12�

 81 05（04） 14 8 17 片貝（4）/14 モカンバ（4）/1 山本安（1）/12 小山（2）/12 森本（3）/16 大越（2）/14 金子（2）/18 川原（4）/19 向井（3）/16 後藤順（4）/15

 82 06（05） 2 4 6 大越（3）/13 モグス（1）/1 片貝（3）*/5 飯塚（2）/8 森本（4）/7 梅本（4）/2 親崎（4）/15 前岡（4）/14 向井（4）/11 小山（3）/2�

 83 07（06） 12 9 12 飯上（4）/11 モグス（2）/6 宮城（2）/17 荒木（4）/12 小山（4）/5 中満（3）/14 篠原（3）/15 山本真（2）/11 大越（4）/12 栗原（3）/10�

 84 08（07） 6 3 14 松村（3）/7 モグス（3）/1 田中（4）/6 後藤敬（2）/19 高瀬（1）/6 中満（4）/14 飯塚（4）/9 栗原（4）/6 宮城（3）/12 中川（2）/15

箱根駅伝参加全成績�

  施行年 距離 記録 順位 樹立年 歴代順位�

 総合 00～08年 217.9km 11.08.28 2位 2003 13位�

 〃 99年 216.4km 11.22.00 6位 ― ―�

 〃 84～98年 213.7km 10.59.13 1位 1994 1位�

 往路 00～08年 108.0km 5.31.06 1位 2003 1位�

 〃 84～99年 107.2km 5.30.22 1位 1994 2位�

 復路 00～08年 109.9km 5.36.16 6位 2006 40位�

 〃 99年 109.2km 5.38.35 3位 ― ―�

 〃 84～98年 107.5km 5.28.45 3位 1997 4位�

山梨学院最高記録①総合／往路／復路�
 区間（施行年） 距離 名前 学年 記録/区間順位 樹立年 歴代順位�

 1区（'79～08） 21.4km 中村祐二 2年 1.01.32① 1995 3位�

 2区（'83～08） 23.2km メクボモグス 3年 1.06.23① 2008 1位�

 〃 〃 ※古田哲弘 4年 1.09.50⑤ 2000�

 3区（'79～08） 21.5km 中馬大輔 2年 1.03.33② 1996 11位�

 4区（'06～08） 18.5km 飯塚伸彦 2年 56.21⑧ 2006 18位�

 5区（'06～08） 23.4km 小山祐太 4年 1.21.37⑤ 2007 15位�

 6区（'00～08） 20.8km 梅本雅哉 4年 59.38③ 2006 12位�

 7区（'86～08） 21.3km 国増尚吾 2年 1.04.38① 1995 20位�

 8区（'79～08） 21.5km 古田哲弘 1年 1.04.05① 1997 1位�

 9区（'83～08） 23.2km 黒木　純 4年 1.10.18② 1994 30位�

 10区（'99～08） 23.1km 森　和治 3年 1.10.41② 2002 17位�

（コース変更前） �

 4区（'84～05） 21.0km デビットカリウキ 4年 1.01.32① 2003 2位�

 〃 〃 ※井幡政等 4年 1.02.00② 1995 4位�

 5区（'00～05） 20.9km 森本直人 1年 1.12.33④ 2003 12位�

   〃  （'84～99） 20.7km 横田一仁 3年 1.11.25① 1998 3位�

 6区（'86～99） 20.7km 廣瀬諭史 4年 59.28① 1993 6位�

 10区（'72～98） 21.3km 尾方　剛 2年 1.04.58① 1994 2位�

山梨学院最高記録②／区間別 ※日本選手

※「距離」は再計測後の表示を掲載。コース変更前については当時の表示。�

※コース変更、距離再計測について�

　・1999年　5区、6区のコース変更（距離に変更なし）�

　・2000年　10区のコース変更（21.3km→23.0km）�

　･2006年　4区、5区のコース変更（4区21.0km→18.5km、5区20.9km→23.4km）�

　・1991年および2005年　大会前距離再計測により距離表示を変更�



昨年、津川貴司が日本インカ
レ1500m4位の活躍を見せ、そ
の勢いを引き継ぐミドル・グル
ープ。振り返ると、中距離の分
野は大きな足跡を残してきた。
大学のインカレ初勝利は、福田
正志（1990年卒）による86年
関東インカレ2部1500m。藤脇
友介（96年卒）は1500mで日
本インカレ３連覇、関東インカ
レ（２部）４連覇。北村智宏
（99年卒）も800mで日本イン
カレ３連覇、関東インカレは２
部で１勝、１部昇格後３連勝の
変則４連覇を果たしている。村
松寛久（2000年卒）が96年に

残した800mのジュニア日本記
録・1分47秒13は、いまだに破
られていない。
トラック、駅伝のメリハリあ
る活動が特徴。インカレなどに
全力投球する一方、夏以降は多
くの選手が駅伝練習に合流。駅
伝で養成したスタミナは、トラ
ックでの勝負強さにつながって
いる。もちろん、駅伝のレギュ
ラー争いにも参戦。出雲、全日
本のスピード区間はもちろん、
距離が長い箱根駅伝にも以前に
藤脇が活躍した6区や、距離が
短縮された4区など、特性を生
かせる区間がある。

志のある選手に門戸を開いて
きた山梨学院大学。幅広いレベ
ルの選手たちに、スタッフが
「情熱」で対処してきたが、
2004年、現実に即した機能的
な組織へ移行。「強化」、「育成」、
「サテライト」からなる、現在
の3グループが編成された。
このような経緯から、「強化」、
「育成」の水準に達していない
選手たちによる｢サテライト｣が

発足。グループ主任が代表して
指導スタッフと密な連絡を取る
スタイルで、活動を続けてきた。
06、07年の箱根駅伝のエント
リーメンバーに名を連ねた鍋谷
紀之（07年卒）は、サテライ
トから飛び出した選手だ。
そんな下部組織の活動が最

近、さらに活気付いている。兵
庫県・洲本実業高校で手腕を振
るった大野景也氏が、退職を機

に06年10月から
サテライトを指
導。これまでの
風土を重んじて
強制はせず、希
望する一部学生
を教えていたと
ころ、次々と伸
び始めた。自然
に学生たちは大
野コーチのもと
に集まってきた。

「ミドルの花形と言えば関東イン
カレ、日本インカレ。自分たちが
対校得点を取れば、箱根駅伝にも
いい刺激になる。関東インカレで

どう勝負していくか話し合ってい
ますよ。勝負に加わって、１人で
も多く上位進出を目指します！
ミドルの一番良いと思う点は、相
談しながらメニューを考えて組み
立て、自から取り組んでいけると
ころですね」

堀之内聡選手の
introduction!

アトランタ五輪女子10㎞に
三森由佳（94年卒）、シドニー
五輪男子20㎞に 澤哲（93年
卒）と、2人のオリンピック選
手を輩出している競歩。山梨学
院に競歩の伝統を切り開いた

澤氏が、2005年から母校の指
導を始め、翌年から正式にコー
チとして迎えられた。

澤コーチ率いる競歩が上
昇ベクトルを描き出したタイミ
ングに、藤澤勇が入学。大学の
トップウォーカーと肩を並べる
積極レースを展開し、関東イン
カレ10㎞Ｗ3位、日本インカレ
10㎞Ｗ4位と進撃した。07年も
関東インカレ3位。20㎞Ｗで北

14

大野コーチ（左手前）が見守るなか、補強に励む選手たち。
練習ではこうした基礎作りを大切にしている

中距離期待の４人。左から堀之内聡（３年）、山崎将太（２年）、
漆山貴文（３年）、小野兼嗣（３年）

Various Various 

SatteliteSattelite サテライト

MiddleMiddle 中距離グループ

WalkWalk
競歩グループ
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 Activity Activity

「走りの原点である歩きやジョ
ッグから。そこに時間をかけら
れることが利点」と大野コーチ。

箱根駅伝エントリーメンバー
に、サテライト出身の選手を１
名送り出すことが目標だ。

「何より、柳澤コーチを信頼して
練習できていることが強みです。
関東インカレで3人すべて入賞、

それがチームとして今季一番の目
標。インカレ・ワン・ツーの座を、
順天堂大学から奪って、山梨学院
の時代にしたい。長距離エースの
モグスを超える存在感をアピール
し、黄金期を築きます！」

藤澤勇キャプテンの
introduction!

「歩き方、接地の仕方といった
基礎基本に、原点から取り組ん
でいます。それぞれの持ち記録
は5000ｍで１分以上の開きがあ
りますから、みんなが分け隔て
なくできるメニューがベース。

強い選手は自発的に工夫してい
ます。箱根駅伝を目指す気持ち
は、サテライトも一緒。箱根駅
伝出場の可能性を示してくれた
先輩がいるので、みんなも希望
を持って取り組んでいます。大
野先生の練習をものにして、自
信をつけて上（強化・育成）へ
行きたいですね」

権田昭文主任の
introduction!

京五輪参加Ｂ標準を突破してい
る。また、この春には国体（少
年共通5000ｍＷ）優勝の長岩
大樹が加わった。
現在、競歩は8名が在籍。寮

では長距離部員たちと同じ時間
をすごし、普段の練習や合宿で
も度々行動をともにする。互い
に刺激を与え合うことのでき
る、ほかの大学にはない環境だ。

▲国体優勝の長岩（左）が加入。平田
も日本選手権20㎞に出場した実力者

s8月30日～9月5日
の野辺山合宿にて。
エース・藤澤（左）の
存在は大きい

「強化」、「育成」にも負けないくらい、「サテライト」
の活動も活発。箱根駅伝への志は同じだ

陸上競技部の活動は、長距離を
主とした強化部がメインだが、強
化部とは別に、体育会陸上競技部
が存在する。短距離・中距離・長
距離の3つの部門からなり、「関東
インカレ、関東選手権、関東新人
の出場」をモチベーションに、活
動している。
練習メニューは各ブロック長を
中心に、学生自らが考案。恵まれ
ている点は、新装の大学専用競技
場を使用できること。設備が充実
しているため、特有の器具を使う
フィールド競技なども、まったく
不便しない。他大学のフィールド
の選手もよく練習に訪れる。
川畑英一朗（4年）は期待のポー
ル・ボウルター。昨年4ｍ70を跳ん
で15位だった関東インカレで、今年
は入賞を狙っている。5ｍ00をクリア
し、日本インカレ出場を果たすこと
も目標だ。関東インカレで個人種目
に出場できない選手も、リレーで奮
闘。大所帯の長距離からも大声援が
送られ、普段以上の力が発揮される。

400ｍハードルや棒高跳など、種目は多彩。
後列中央が棒高跳の川畑

Track & FieldTrack & Field
体育会陸上競技部

「新2～4年生の部員数は25人。
ほとんどが一般入試に合格した
選手たちです。今年の目標は全
員が自己ベスト更新。人数が少
ないのですが、盛り上げていき
たいですね。大学のサイトにも
参加して活動を紹介していま
す。見てください！」

山内大輔キャプテンの
introduction!



●決意
「これからどうしていけばいいの
だろう？」
新チームが発足した時、マネー
ジャーの加藤達也によぎった思い
だ。これまでも十分にいいチーム
だと思っていた。これ以上の取り
組みがあるというのだろうか…
…。
箱根駅伝を終えて次の最上級生
に襷が引き継がれると、まず１年
間のチームテーマを決める話し合
いが持たれる。「頑張り以上、さ
らに真剣」の字を壁紙にしたため、
食堂に張り出した。
「前チーム以上の取り組みをやら
なくてはいけない。そのことは明
らかだったので、『頑張り以上、
さらに真剣』のフレーズは、スン

ナリ入ってきました。それでもど
こか漠然としていましたね。どこ
までやって真剣と言えるのか、と」
（加藤）
キャプテンの篠原祐太も、具体
性の思索に欠けた面は感じてい
た。「当初はしゃかりきに頑張り
過ぎていた面はありました。やた
らと頑張ってさえいればいいよう
な空気が……」。納得できるだけ
のまとまった成果が、なかなか得
られない日々。それでも、前に進
もうとする元気さだけは失わなか
ったのが、この時期の山梨学院大
だった。
「うじうじと考えるより、吹っ切
って勢いだけで進んじゃったか
ら、チームが止まることはなかっ
たですね」（栗原）。「みんな、つ

いていくしかない状況でした」
（飯塚）。「落ち込むより、やるし
かないチームだった面はあるかも
しれません。チームが暗くなるこ
とはなかった」（篠原）。
関東インカレの後、これまでの
様子を見守ってきた上田監督が口
を開く。「出す指示が、チームを
動かすところまでいっていない」。
加藤はこの言葉をかみしめた。監
督が4年生全員に向けて諭した言
葉は、自分の責任を指摘している

ように思えてならなかった。
「雑務的なことがきちんとできて
いるだけで、慢心していたんです
ね。折れそうになりました」とう
ちひしがれた。しかしその葛藤が、
新たな1歩を踏み出す勇気になる。
「監督にあれこれ言われているう
ちは、自分たちのチームじゃない
な、と思いました。行動して、そ
のことを何か言われたら、『こう
いう考えで動いたんです』と説明
すればいい。自分の考えで動かし
ていこう、と決めたんです」（加
藤）

●自立
全力でオールを漕いでも、みん
なの方向がばらばらでは船は進ま
ない。その漕ぎ方に、統一感が出

てきて、チームは前進をはじめた。
「このチームは、『監督、ミーテ
ィングをお願いします』とは言っ
てこなかったですね。どんな時も、
『自分たちでミーティングをしま
す』と。その姿勢のなかに、変わ
ろうとしてきた苦しみがあったと
思います」（上田監督）
これまでケガをすることなく、
現場に居続ける篠原は、引き続き
頼りになる存在だった。そのキャ
プテンが、夏合宿の途中、教育実

習のためチームを離れた時期があ
る。「『何かしなきゃ』の思いを行
動に移せなくて、ただチームにい
た」と自責していた、副キャプテ
ン・飯塚の出番だった。栗原も、
思わしくない状態に鞭打って、合
宿に取り組む姿勢を見せ続けた。
「3次合宿になったら、すごくいい
感じにまとまっていきました」と
篠原。
箱根駅伝予選会では、篠原が途
中棄権するという最大のピンチ。
リーダーが走れないという、初め
ての状況にも、チームは動じなく
なっていた。リーダーがいないト
ラックは、今度も飯塚が存在感を
出した。予選会前後に調子を落と
していた栗原も、12月から調子を
上げた。秋には4年生が尽くした
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“22歳”のゴール“22歳”のゴール

上田誠仁監督が甲府の地を踏み、チームを立ち上げた1985
年。この年に生まれた子供たちが、最上級生として2007年度
の山梨学院を率いた。
飛び抜けたエースはいない。在学4年のうち、3年は予選校
として過ごし、「ダメ学年」とも言われた。そんな彼らが、1
年間の様々な壁にぶつかっては葛藤し、しかし逃げることな
く、すばらしいチームを育て上げた。

“ダメ学年”じゃない！
自立したチームを育てた最上級生

栗原圭太
箱根駅伝は3年時に10区10位、4年時
に8区6位。ハーフマラソン63分33秒は
モグスに次ぐチーム2番目。堅実な走り
はチームの軸となり、チーム運営の面
でも主将らをよくサポートした。

大手町のゴールを迎えた後、モグスと抱擁し、こみ上げるもの
を止められない篠原（左）と加藤

篠原祐太
3年時の箱根駅伝で7区に出場。最後
の箱根は出場できなかったが、自らの
キャラクターを生かし、チームを明る
く元気にあふれたカラーに染めた。



チームから、松村康平、後藤敬、
高瀬無量といった新しい力がどん
どん伸びてきた。これらの試練は
逆に、成長を促す果実だったのか
もしれない。
箱根駅伝のエントリーメンバー
が固まると、今度はメンバーから
外れた4年生の行動が光った。例
えば、中距離で活躍した津川貴司
も、スタミナ作りに励んだものの
駅伝出場は叶わなかった1人。メ
ンバーから外れた後は応援主任を

引き受け、応援の段取りをきれい
にさばいた。ストレッチボードを
手作りしてくれた4年生もいた。
「箱根駅伝の後は、4年生で飲む
ことが多くて、いろんな思い出を
語り合いました。『やっぱり、こ
のチームで4年間陸上ができてよ
かった』と、みんなが言っていま
した。僕たちの学年は、チームと
してまとまらない、走りも全員が
揃わない。ダメな学年が最後の最
後でうまくまとまってくれたこと
が一番うれしかったです。それか
ら、マネージャーの力はほんとう

に大きいものだったと思います
ね」（篠原）
箱根駅伝の数日前、篠原が加藤
にこうつぶやいた。「仮に走れな
くても、このチームでシードを取
れたら、最高だな」。予選会で途
中棄権した故障も癒え、走れる態
勢を整えていた篠原。それでも、
メンバーに加わることへのこだわ
りより、チームとして結果を出す
喜びのほうが大きくなっていた。
加藤は「キャプテンになったん

だな、と思いましたね」と思った。
加藤は篠原の表情に、成長の跡を
感じ取っていた。機嫌の良し悪し
を表情に出してしまう面がなくな
り、最後は「キャプテンの顔」で
チームを引っ張っていたと言う。
ゴールの瞬間が近づくと、「ゴー
ルで出迎えるのが、キャプテンだ
ろ？」と、みんなが篠原の背中を
押していた。
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6区・中満から7区・飯塚へ、笑顔の
中継。どの選手も出来の良し悪しはあ
ったが、大崩れすることなく襷をつな
いでいった

飯塚伸彦
2年時の箱根駅伝で4区8位。3年時は
故障でメンバーから外れたが、今季は
関東インカレ、箱根駅伝予選会、全日
本大学駅伝と学生の主要大会すべてに
出場した、頼れる副キャプテン

加藤達也
2007年チーフマネージャー。優れた
実務能力を発揮する一方、監督、コー
チに寄りかからない、学生主体のチー
ム運営を主導した。

スポーツの持つ魅力のひとつに、心象風景を共有できることが挙げ
られる。悲喜こもごもの思いを、同じ波長で感じる一瞬が必ず存在す
るからだ。
ましてやチームメイトやスタッフなど、長い助走のような日々を共
にした者にとってその一瞬は永遠の記憶として刻まれることすらある。

1月4日の報知新聞のページをめくると山梨版に掲載された写真が目
に飛び込んできた。報道写真としてあまり見られないアングルだが、
心に響く写真だと感じた。
ピントは選手にではなく、ゴールラインの先で待ち受けるチームメ
イトに合わせられている。大勢の報道陣に囲まれるこのゴールエリア
は、チームの代表2名だけが入ることが出来る聖域だ。
右腕を高々と上げて笑顔で迎えるキャプテン篠原と、静かだが感慨
深い面持ちの主務の加藤。二人の視線はゴールを目指すアンカー中川
としっかりと結ばれている。
この一瞬に感じた心象風景をこの写真を通して、私もそしてチーム
の誰もが感じることが出来るだろう。
今回走ることが叶わなかったキャプテンは、個人としての無念を昇
華した笑顔に、チーム作りの牽引者としてその重責を全うしてきた誇
りと爽やかな風を感じる。常にチームの縁の下の力持ちとして支えて
きた主務の、選手たちやチームを見つめ続けてきた暖かな眼差しはチ
ームへの思いが込められているようだ。
箱根駅伝のゴールテープが胸に触れた瞬間にこの大会は完結する。

しかしアンカーの選手はもはやゴールテープにではなく、その先に待
ち受けるチームメイトの胸に飛び込もうとしている。
ゴールライン数歩先の、襷が帰るべき場所へ。
選ばれた10区間の選手に運ばれた襷は、次の大会に向けての日々を
送る場所へと帰ってきたのだ。
しかも、「ゴールラインを超えた瞬間に来年の大会に向けてのスター
トが切られている」としばしば語られるように、アンカーは来年への
第一歩を踏み出す選手ということになる。どのような一年にしなけれ
ばならないか、それは襷が一番わかっている。
その襷を待ち受ける二人の表情が今年のチームのそしてこれからの
チームのあるべき姿を示している。
監督が同乗する監察車はゴール手前数百メートルでコースから離れ
なければならないので、実際にゴールシーンを見ることが出来ない。
それが許されるのは優勝チームだけなのだ。

第84回箱根駅伝の
ゴール写真に寄せて



ゴールした瞬間から、翌年の大
会に向けた時間は始まっている。
途中棄権した強豪校もいたなかの
6位に、胸をなでおろしている時
間はない。
もちろん、シーズンのスケジュ
ールを左右する、シード権獲得と
いう成果は大きい。レース内容も、
これまでの真摯な取り組みがよく
表れていて、今後に向けても自信
を持つことができるものだった。
ただ、前回の取り組みが良かっ
たからと、それを見習い踏襲する
意識が強かった年は、成績を落と
すことがある。新チームテーマは、
「挑戦だ！！」。シード獲得の安堵
感を即座に打ち消し、踏襲よりさ
らなる前進への意志を、強く打ち
出した。やはり山梨学院は挑戦者
の姿勢が似合っている。
上田監督は、「どん底からはい
上がる努力と、一定の位置からも
っと上へ勝ち上がる努力には違う
面があります」と言う。一定の成
果を得た段階から、さらに上を目
指すのには、相応の難しさがある。
努力のなかにも、創造性や質が求
められるだろう。それらを遂行す
る、さらに強い意志が求められる
だろう。
新キャプテンに1区で好走した
松村康平を据え、チームは次の1
年を走り出した。松村は先日マラ
ソン五輪代表を決めたＯＢの大崎
悟史と同じ清風高校出身。出身校
だけでなくキャラクターも、同じ

くキャプテンを務めた大先輩を髣
髴させると上田監督は言う。「彼
が『こうしよう』と言ったことは、
だれもがすぐうなずける。みんな
彼の取り組みを見てきていますか
ら」。
入学時はまったく目立たず、走
法もスマートではなかった。けっ
して高くないレベルから、コツコ
ツと努力し、これだけの実力を身
につけた。スタート地点の水準に、
多くの選手が親近感を覚え、同時
に「すごい先輩だな」という暗黙
の尊敬がある。
1年生の時は、当時のキャプテ
ンである向井良人と同部屋。その
姿勢を至近距離から見てきた。伝
えるべきことははっきりと発言す
る。言葉にしない部分も、競技へ
の真摯な姿勢で示す。いつも下の
学年を気にかけ、声をかける。松
村が目指す理想のキャプテン像
だ。
「そのたいへんさもよく見てきた
ので、その当時はやりたくないな、
とも思っていました」と1年生の
頃を思い返す。選ばれたからには
「やるしかないか」と、覚悟を決
めた。新テーマにある「覚悟」の
文字がだぶる。
「自分たちの代でチームをダメに
はできません。前のチームが良か
っただけに。しかし前のチームに
習うのではなく、さらに良くして
いかないといけないと思っていま
す」

朝早く練習に向かう選手たちの
活きた表情。動き作りや補強への
丁寧な取り組み。食事の時間の明
るさと、準備や片付けの手際の良
さ……。これら1コマ1コマに、
代々の先輩たちがよく耕してきた
土壌の、良質さを感じさせる。
「このチームは、何かを言ったら、
すかさずだれかが反応して行動し
ます。その反応はよいのですが、
まだまだ言ってからでないと動い

てくれないですね。少し高い要求
かもしれませんが、できれば言わ
れる前に気付いて、動いてほしい
と思う面があります。これから先
は、そういうところもしっかりし
ていきたい」（松村）
そう、財産の上にもたれるだけ
でなく、新チームの気概をどう上
乗せしていくか。新たな挑戦が始
まった。
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挑戦だ！！挑戦だ！！

チャレンジ精神無き者にチャンスは訪れない。
逆境や苦難も創意と工夫で乗り切ることによって、
立ち向かう力を得ることができる。

何かを得るためには、何かを犠牲にしなくてはならない。
強くなるためには、今以上を求める意識がなくてはならない。
逞しくなるためには、互いの切磋琢磨がなければならない。

自分の弱さを知り、鍛えよ、そして自信に変えろ。
甘い考えは捨てろ、言い訳にすり替えるな。

自己改革

覚悟

闘志

山梨学院大学2008年度チームテーマ

『挑戦だ！！
』

～闘志を燃や
せ

覚悟を決めろ

勇気をもって
自己改革～

踏襲ではなく前進

2008年チームテーマの前で、篠原
・前キャプテン（右）から松村・新
キャプテンに襷が引き継がれた

写真提供／月刊陸上競技、山梨学院大学　編集・制作／オフィスT＆F
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