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史上初 箱根駅伝3連覇と
大学駅伝3冠の同時達成の快挙
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　1月2日（月・祝）・3日（火）に行われた第93回箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）において、
大学陸上競技部（長距離ブロック）は3年連続の優勝を果たし、10月の出雲駅伝での優勝、11月の全日
本大学駅伝での初優勝とあわせ、本大学初となる“大学駅伝3冠”を達成。1990年度の大東文化大学、
2000年度の順天堂大学、2010年度の早稲田大学に続き、史上4校目の3冠達成校として、大学駅伝
の歴史に名を刻みました。3年連続、往路・復路とも制しての完全優勝による3連覇は、日本大学が80
年前に達成して以来の快挙となりました。さらには、箱根駅伝3連覇と大学駅伝3冠の同時達成は、史
上初の記録となります。
　新たな歴史を刻み、見る者に感動を与え魅了してくれた選手たち、その選手たちを育て上げた原晋監
督やコーチに感謝したいと思います。
　沿道やテレビの前で応援してくださった多くの青山学院関係者の皆さまに、心より御礼申し上げます。
第93回箱根駅伝　区間結果
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区　間 走　者

復路総合記録（箱根・芦ノ湖～大手町） 5時間30分25秒

総合記録　11時間04分 10秒　 1位

区間記録 区間順位 総合記録 総合順位

梶谷 瑠哉（教育人間科学部 教育学科2年）

一色 恭志（経営学部 経営学科4年）

秋山 雄飛（国際政治経済学部 国際経済学科4年）

森田 歩希（社会情報学部 社会情報学科2年）
貞永 隆佑（文学部 史学科3年）

往路総合記録（大手町～箱根・芦ノ湖）

小野田 勇次（経営学部 経営学科2年）

田村 和希（経営学部 経営学科3年）

下田 裕太（教育人間科学部 教育学科3年）

池田 生成（社会情報学部 社会情報学科4年）
安藤 悠哉（教育人間科学部 教育学科4年）
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　駅伝初出場だったの
で、自分の仕事は先頭
から離されないことが
一番だと思って走り、４
秒差でタスキをつなぐ
ことができて、しっかり
仕事を果たせました。
声援がとても力になり
ました。

1区

　3年連続2区を走り、
一番遅い記録となりま
したが、67分台という
最低限の走りはできま
した。優勝できたこと
に感動しています。チー
ムで勝ち取った勝利。
支えてくれた4年生に
感謝しています。

2区

　途中で前が見えてき
たので、一気に抜いて
やろうと思って走りまし
た。沿道の応援や監督
の言葉でさらに頑張れ
ました。直前まで調子
が上がらず、励ましてく
れたチームメイトに感
謝です。

3区

　はじめての箱根駅伝
でしたが、1位でつない
でくれたタスキを、区間
賞を取って少しでも差
を広げたいという気持
ちで走りました。本当
にきついときにたくさ
んの声援をもらい、頑
張れました。

4区

　後半、自分の体が思
うように動かなくなり、
33秒差まで詰められて
しまいましたが、何と
か往路優勝のテープを
切ることができてうれ
しく思います。沿道の
応援のすごさに感動し
ました。

5区

梶谷 瑠哉

一色 恭志

秋山 雄飛

森田 歩希

貞永 隆佑

区間賞

“33秒差”は結構、プ
レッシャーがかかりまし
た。はじめはいい調子か
な、と走っていました。
7km付近から腹痛があ
りリズムに乗れず、タイ
ムは満足していません
が、復路の流れはしっか
りつくれたと思います。

6区

　仲間のために絶対こ
こでタスキを途切れさ
せてはいけないという
気持ちで、最後は本当
に気持ちだけで走りま
した。来年は最上級生
として後輩たちを引っ
張り、４連覇できるよう
に頑張ります。

7区

　区間新をねらい、前
半少し早いペースで入
っていきましたが、途
中向かい風が長く続き、
昨年と同タイムでした。
田村の粘り強さに感謝
です。来年はどの区間
でも任せられる選手に
なりたいです。

8区

　初舞台ということで
あがってしまい、最初飛
ばしすぎてアップアッ
プの状態でした。沿道
の方々の応援に励まさ
れたり、監督の声のお
かげで、なんとかタス
キをつなぐことができ
ました。

9区

　4年生全員で作って
きたチームという思い
があるので、うれしさも
前回以上です。はじめ
てプレッシャーを感じ
たなか、支えてくれたチ
ームメイトに感謝です。
来年はもっと上を目指
してほしいです。

10区

小野田 勇次

田村 和希

下田 裕太

池田 生成

安藤 悠哉

区間賞


