
往路ゴール（神野選手） 復路ゴール（安藤選手）

〔1〕
「あなたと青山学院」第17号　2015年2月14日発行
［発行］青山学院校友会　TEL 03-3409-6645　FAX 03-5485-3616　　学校法人青山学院　TEL 03-3409-6578　FAX 03-3486-4712　　〒150-8366　東京都渋谷区渋谷4-4-25

地の塩、世の光
The Salt of  the Earth, The Light of the World

青山学院スクール・モットー

33万人の卒業生と母校をつなぐ「絆」

February 2015 No.17

第91回箱根駅伝、歓喜の初優勝
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　たくさんのご声援あ
りがとうございました。
目標の総合優勝をする
ことができて、とてもう
れしいです。個人的には
１秒でもリードしていい
流れを作りたかったの
ですが、果たせず悔し
いです。来年は区間賞
を取りたいです。

1区

　花の2区を自分のペ
ースで楽しく走ること
ができました。役割を
果たせ、納得のいくレ
ースができました。今後
は大学駅伝3冠と、個
人的にはマラソンを走
り切る体づくりを目指
して、また1年間、頑張
っていきます。

2区

　初めての箱根駅伝で
3区を走り、プレッシャ
ーも大きかったのです
が、2分差以内ならなん
とかしてくれるメンバー
が控えていたし、沿道
の応援もあって楽しく
走れました。来年は、記
録を塗りかえることを
課題にして頑張ります。

3区

　走るからには区間賞
をと考えてレースに臨
みました。区間新記録
でそれを達成できて、
とてもうれしいです。今
後は主要大会で結果を
残し、青学のエースの一
人になれるよう真面目
にコツコツと取り組ん
でいきます。

4区

　区間賞、区間新と最
高の走りができて正直、
自分が一番驚いていま
す。苦しいときもありま
したが、皆さまの応援
が足を前に進めてくれ
ました。これからは3冠
を目指し、キャプテンと
してチームを引っ張っ
ていきたいです。

5区

　初めての箱根駅伝で、
優勝テープを切ること
ができて、本当にうれし
いです。9人が作ってく
れた流れに乗って楽し
く走れました。これから
は、さらに上を目指して、
チームの中心選手にな
れるように頑張ってい
きたいと思います。

10区

　個人的にも初めての
区間賞を獲得し、4年で
最後の箱根が最高の大
会となりました。1年間
主将をしたこと、4年間
最高の仲間たちと陸上
ができたことは今後の
人生にも大きく役立つ
と思います。将来は東
京五輪を目指します。

9区

　チームを引っ張って
きた自負と覚悟で最高
の結果を出せました。2
年前はつらかった上り
坂も今年は楽しく走る
ことができ、2度目の区
間賞が取れました。僕
を成長させてくれた4
年間の一期一会に心か
ら感謝しています。

8区

　3度目の7区で区間賞
を取ることができまし
た。スタートからゴール
まで、ずっと楽しく走れ
て、まさに「ワクワク大
作戦」でした。来年の
箱根連覇へ向けて、4
年生としてチームを引
っ張っていきたいと思
います。

7区

　僕自身も昨年の区間
18位から2位とリベン
ジを果たせました。多
くの方のご支援と応援
のおかげで「箱根の借
りは箱根で、山下りの
借りは山下りで」返すこ
とができました。来年
は区間賞を取れるよう
に頑張ります。

6区

　2015年1月2日（金）、3日（土）、第91回箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）が開催され、本
学は往路・復路ともトップでゴールし、箱根駅伝出場20回目にして念願の総合優勝を成し遂げました
（往路：5時間23分58秒、復路：5時間25分29秒、総合：10時間49分27秒）。
　なお、本学チームが刻んだ往路・復路・総合記録および５区神野大地選手の区間記録は、今大会から
のコース変更によって参考記録扱いとなったこれまでの記録を上回る好記録でした。
　2日間にわたって沿道に出向いて応援してくださった皆さま、テレビやラジオの前で応援してくださっ
た皆さまに、心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。

第91回箱根駅伝　区間結果

学校法人　箱根駅伝初優勝 …………………………………………………………1

学校法人　青山学院創立140周年記念事業報告…………………………………3

学校法人　AOYAMA VISION・今号の聖句 ……………………………………4

学校法人　青学ニュース ……………………………………………………………5

校 友 会　支部ニュース ……………………………………………………………6

校 友 会　部会・同窓会ニュース …………………………………………………7

校 友 会　アイビーグループニュース ………………………………………………10

校 友 会　あのころ・そして・いま／小説家　堂場 瞬一さん……………………12

学校法人　Useful Information………………………………………………………13

学校法人　青学探訪「資料センター展示再開」……………………………………14

学校法人　青山学院からのお知らせとお願い ………………………………………15

校 友 会　校友会ニュース ／みんなで走った箱根駅伝……………………………16

久保田 和真
（教育人間科学部
教育学科3年）

一色 恭志
（経営学部 経営学科 2年）

渡邉 利典
（文学部 史学科 3年）

久保田 和真

一色 恭志

渡邉 利典

田村 和希

神野 大地

区間賞

区間賞

区間賞

区間賞

区間賞

安藤 悠哉

藤川 拓也

髙橋 宗司

小椋 裕介

村井 駿

区　間 氏名・所属学部

復路総合記録（箱根・芦ノ湖～大手町） 5時間25分29秒

総合記録　10時間 49 分 27 秒　 1位

区間記録 区間順位 総合記録 総合順位

区間新

［主将］

久保田 和真（教育人間科学部教育学科３年）

一色 恭志（経営学部経営学科２年）

渡邉 利典（文学部史学科３年）

田村 和希（経営学部経営学科１年）

神野 大地（総合文化政策学部総合文化政策学科３年）

往路総合記録（大手町～箱根・芦ノ湖）

村井 駿（理工学部情報テクノロジー学科３年）

小椋 裕介（社会情報学部社会情報学科３年）

髙橋 宗司（教育人間科学部教育学科４年）

藤川 拓也（国際政治経済学部国際経済学科４年）

安藤 悠哉（教育人間科学部教育学科２年）
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