初めての応援にワクワク！

吉川愛美さん

選手のスピードに衝撃!!

村上彩夏さん

（国際学部国際学科2年）

（商学部国際ビジネス学科1年）
私は１区の応援に六郷橋で待機。いつくる
のだろう？ 今どのくらいの順位なんだろう？
手足がカチコチになりながら選手たちが通
過するのをひたすら待った。
それは一瞬の
出来事。
あまりのスピードに衝撃を受けた。
馬場選手が来た！ 名前を叫ぶより早く走り
去っていったけれど、
この気持ちが少しでも
伝わってくれたらいいな。応援した時間より
待機している方が長かった。でも走ってい
る瞬間に同じ場所いた感動は忘れない。

中継所は目の前！
懸命に走る姿に感動!!

吉田愛望さん

（政経学部経済学科2年）

10

10月の壮 行 会で選 手たちの意 気 込みを
聞いてから、本 番をとても楽しみにしてい
た。私が当日応援していた場所は2区鶴見
中継所まであと100メートルという場所。
タ
スキを待つ2区ランナーを見ながら、最後
の 力を振り絞って懸 命に走る姿に感 動！
さん
毎年テレビの前で応援していたが、実際に
（商学部経営学科 3年）
沿道で応援すると選手の表情や迫力を感
とても良い経験になった。
選 手の勇姿は、在 学 生 、卒 業 生のみなら じることができ、
ず、
日本中に元気と希望を与える。拓大の
学生だからこそ、箱根駅伝をより身近に感
じながら、
その時を待った。
１区 六 郷 橋の
上は、冷たい風が吹き荒れていた。馬場選
手が目の前に現れて去って行くまでほんの
数 秒間。駅 伝 走 者の実 力に身震いした。
日々自分と闘い、拓 殖 大 学という看 板を
背負って奮 闘する選 手 達を見て、同じ大
学生であっても、見える世界も、感じるもの
も全く違うと思った。自分も負けていられな
い。本気で戦う人はかっこいい！

本気で戦う選手は
かっこよかった!

相良瑞穂

区間5位／総合5位

総合順位

赤﨑 暁選手

1
2
3
4
5
6
7

（商学部経営学科２年）
区間10位／総合5位

頑張る全ての
選手に声援を！

内橋雄一郎さん

（拓殖大学職員）

6人の応援学生と権太坂の応援ポイント
を確保し、幟を立てて選手たちがやってく
るのをじっと待つ。幟を見つけて集まってく
れた卒業生と話をしていると、歓声を受け
て選手たちが駆けてきた！ 青山、東洋、神
大、早稲田、
山梨学院、拓大デレセ！ 山梨
学院のニャイロ選手と競り合いながら目の
前を一瞬で駆け抜けていった。順位は13
位から一気に6位
（結果5位）
! 遠ざかるデ
レセ選手の背中が見えなくなるまで応援
者全員でエールを送った。ガンバレ! !

3区の平塚市は天候に恵まれた。沿道には選手の
走りを一目見ようと多くの人が詰め掛け、選手が通
過する度に大歓声に包まれた。
どの大学も自分の
大学だけでなく、すべての選 手に声 援を送ってい
た姿が印象的だった。本 気の走りを見れば、学 校
や年代といった垣根を超えて声援を送ることができ
る、
そう実感できた１コマだった。

!!

!!

西 智也主将

（商学部経営学科４年）
区間6位／総合4位

山田佳奈さん

（外国語学部英米語学科2年）
今年こそシード権が取れるよう
応援を頑張ろうと決めていた。
昨年は応援旗を２本しか配れ
なかったが、今年は１日目でな
くなってしまうほど多くの人に
手渡せ、応援してもらえた。抜
かされても必 死についていこ
うとする姿、監督に声をかけら
れながら懸命に走る姿。
そんな
頑張る選手たちの姿を見ると、
どの 大 学 であるかは 関 係 な
い。大きな声ですべての選手
に声援を送った。

拓大の応援旗を
手に声援を！

私たちチアリーディング部は５区で応援。やはりテレビで見るよりも実際に走っ
ている選手をみるとたくさんの勇気と感動がもらえる。選手一人一人の想いが伝
わってきました。苦しい時は仲間同士で励ましあい、良い結果が出たときはみん
なで喜び合う。仲間がいなければ味わえないこと。一人で戦っているわけではな
い。改めて仲間の大切さを実感した。来年は走っている選手の姿をテレビ、ラジ
オではなく、もっと多くの拓大の学生と沿道で一緒に応援したいと思いました。
たくさんの感動をありがとう！

来年はもっと多くの
拓大生と 一緒に
応援したい

水野かれんさん

（国際学部国際学科３年）

4区
往路過去最高の４位でゴール

戸部凌佑選手

（商学部経営学科３年）
区間11位／総合4位

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OP

（商学部経営学科2年）

6人の応援学生と一緒に応援!!

青山学院大学
東洋大学
早稲田大学
日本体育大学
東海大学
法政大学
城西大学

8 拓殖大学

嶋 遥さん

5区

写真／AFLO SPORTS

3区

（国際学部国際学科３年）

!

!

帝京大学

中央学院大学
順天堂大学
駒澤大学
神奈川大学
國學院大學
中央大学
大東文化大学
東京国際大学
山梨学院大学
国士舘大学
上武大学
関東学生連合

10時間57分39秒
11時間02分32秒
11時間09分09秒
11時間09分28秒
11時間10分09秒
11時間10分20秒
11時間12分12秒

11時間12分32秒
11時間13分26秒
11時間14分25秒
11時間14分39秒
11時間15分13秒
11時間17分08秒
11時間18分06秒
11時間19分26秒
11時間22分58秒
11時間22分59秒
11時間23分24秒
11時間26分42秒
11時間32分42秒
11時間40分02秒（参考）

主将の重責を背負
い
区間新記録の快走
！

選手が
８人抜きのデレセテンに！
新チームのキャプ

2区

ワークナー・デレセ選手

！

94

シード権獲得

初めて沿道から応援。
どんな風に応援する
のかもわからないけれど、選手を精一杯応
援したいというワクワクした気持ちでいっぱ
いだった。警察車両、中継車が見えると
「い
よいよ来る！」
と気持ちがたかぶる。ついに
馬場選手が来た！ と思ったらあっという間
に走り去った。選手の走る速さにびっくり！

第 回箱根駅伝 陸上競技部

区間13位／総合13位

発行：拓殖大学
2020 TAKUSHOKU NEW ORANGE PROJECT
編集：TDS
〒 112-8585 東京都文京区小日向 3-4-14
http://nop.takushoku-u.ac.jp/

応援ありがとうございました

タスキと共に応援学
生
の
声
援
も
区
間
を
完走

1区

2018（ 平成30）年2月1日

馬場祐輔選手

（商学部経営学科３年）

声援を力に、
粘りの走り
感動のゴ ールへ

6区

硴野魁星選手

（商学部経営学科３年）
区間7位／総合6位

OBもチアも全力応援!!

7区

石川佳樹選手

（商学部経営学科１年）

傳 晴美さん

（商学部国際ビジネス学科2年）
往 路 4 位という過 去 最 高の結 果
に、復 路 の 応 援にも気 合が 入っ
た。沿道での拓大OBの方々の応
援も迫力があり、例年より活気が
あるように感じた。私たちチアは拓
大カラーのオレンジ色を身にまと
い元 気いっぱいの声と笑 顔で応
援した。往路スタートは緊張が走り
静かな時間が流れていたことを今
でも覚えている。東 洋 、青 学と選
手が通り過ぎて行き4番目硴野選
手が来ると分かった瞬間から硴野
コールが始まった。何としても声を
選手の励みにしたいと思う気持ち
があったので、選 手が通り過ぎた
後も、
しばらく硴野コールや頑張れ
という声がやむことはなかった。

区間9位／総合6位

同じ拓大生として誇りに思う
！

細沼昇太さん

（工学部電子システム工学科4年）
選手が走る姿を生で見ることができてとても感動
した。沿道で声援を送る光景を見て、箱根駅伝に
は色々な思いをもって応援している人がいることを
知った。出場できない部員や周りのサポートがあっ
てこそ、選 手は一 生 懸 命 走ることが出 来るのだと
思った。
だから選手はより一層輝くことができ、感動
を与えることができるのだ。陸上競技部のみなさん、
シード権獲得おめでとうございます。拓殖大学の一
員としてとても誇りに思います。

8区

（商学部経営学科４年）

８位を死守する走りで
最後の箱根を完走！

区間10位／総合8位

声援よ選手に届け！

吉川愛美さん

（国際学部国際学科2年）

アンカーは4年生苅田選手。向かい風と強風
で選 手にとってはとてもきつかったと思いま
す。先頭の青山学院大学が過ぎ、順々に他の
大学が通過。
「まだ来ない…。」
という焦りの気
持ちがふくらむ。
「 拓大が来た！」
という声が聞こ
えると、
「 拓大―！」
「ファイトー！」
と選手に声が
届くよう昨日以上の声で応援した。シード権獲
得おめでとう！ 来年も必ず応援に行きます！

ドキドキしながら待っていました！

伊藤絢子さん

平成30年

（商学部経営学科2年）
私は今 回 、初めて現 地で駅 伝を観 戦した
が、選手達の走りの逞しさには只々圧倒さ
れた。沿 道から歓 声が湧き上がったと思っ
たら、選手達は一瞬で目の前を走り去って
行った。選手達を見られたのはほんの一瞬
だったが、
これまでテレビ越しでしか観戦を
していなかった私にとって、生で見た彼 等
の力強い走りは、非常に印象に残るもので
あった。掲げていた目標には僅かに届かな
かったものの、
シード件獲得という悲願が達
成された。慰 労 会は非 常に和やか雰 囲 気
で、選手たちの安堵と達成感が入り交ざっ
た表 情が見えた。新チームの選 手 達が先
輩達の思いを引き継ぎ、来年またこの舞台
で飛躍する姿を楽しみに待ちたい。

9区

お知 らせ

日時 3月17日（土）13：00〜14：30（予定）
（12：30より受付開始）
拓殖大学 文京キャンパス Ｅ館 後藤新平・新渡戸稲造記念講堂
文京区小日向3-4-14 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅より徒歩３分

場所

演題 「命を輝かす人間」
定員

約300名（参加費無料／事前予約無／先着順）

後援

文京区、㈱ニューバランスジャパン、
拓殖大学陸上競技部ＯＢ会、拓殖大学陸上競技部支援会

事務局

2020 TAKUSHOKU NEW ORANGE PROJECT TDS
拓殖大学 広報室

問い合わせ

03（3947）7160／web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp

元陸上選手／陸上指導者
スポーツコメンテーター

10000mの選手としてアトラ
ンタ五輪5位入賞、世界選手
権で銅メダル
（日本女子トラッ
ク長距離種目初）
を獲得する
等国際舞台で活躍。第一線を
退いた後は、ゲストランナー
として全国のマラソン大会に
出演する他、
「 千葉真子BEST
SMILEランニングクラブ」
を立
ち上げ、市民ランナーの指導
や普及活動も積極的に行う。

区間7位／総合8位

祝!!

復 路は9 区で応 援 。沿 道に
は老 若 男 女さまざまな人が
いた。子どもたちは選 手を
見 つけるとすぐに大きな声
で応 援 。その姿がとても印
象に残った。大 人だけでは
なく、子どもも楽しめるのが
箱根駅伝の魅力の１つなん
だと感じた。我らが 拓 殖 大
学は無 事シード権を獲 得 。
選手たちのかっこいい姿を、
また来 年も見られることが
嬉しい。

卒業後も応援よろしくお願いします！

「Bリーグ サンロッカーズ澁谷」に内定！
男子バスケ部

阿部 諒（政経学部経済学科）
「Bリーグ 信州ブレイブウォリアーズ」に内定！
男子バスケ部

飯田 遼（外国語学部英米語学科）
「Wリーグ シャンソン化粧品 」に内定！
女子バスケ部

ロー・ヤシン（政経学部経済学科）
「小森コーポレーション 陸上競技部」に内定！
陸上競技部

西 智也（商学部経営学科）
「社会人野球 矢場とんブースターズ」に内定！
野球部

加藤敦之（国際学部国際学科）
「社会人野球 東海理化硬式野球部」に内定！
野球部

池田大将（国際学部国際学科）
「自衛隊体育学校」に内定！
レスリング部

園田 平（国際学部国際学科）

拓大 Active!

「茨城レスリング協会」に内定！

指す
を目 が

年
ト
2020アスリー !
躍!!
拓大
大活

S ports
N ews

第43回内閣総理大臣杯
全日本大学レスリング選手権手権大会

レスリング部

レスリング部

浅井 翼（国際学部国際学科）
「大相撲 春日野部屋」に内定！

11月11・12日

相撲部

川本 颯（政経学部経済学科）

■福井県・おおいまち総合運動公園体育館

団体総合：優勝 拓殖大学

「日野自動車レッドドルフィンズ」に内定！

天皇杯 全日本レスリング選手権

ラグビー部

井越慎介（商学部経営学科）

12月20～23日

「社会人サッカーリーグ いわきFC」に内定！
サッカー部

菅 谷政博（商学部経営学科）
全日 本 大 学 バスケットボール
選手権大会３位。優秀選手にも
選ばれた阿部諒選手。

千葉真子さん

中井槙吾選手

（商学部経営学科２年）

山田佳奈さん

新キャプテンの
デレセ選手

ゲストは千葉真子さん

!

（外国語学部英米語学科2年）

来季の 大学３大駅伝に出場!!
目標は 集大成の箱根では３位内を狙う
！
スポーツフォーラム開催！

!!

来年も必ず応援に来ます！

拓大初 の「出雲」
「全日本」
「箱根」

TAKUSHOKU NEW ORANGE PROJECT

区間18位／総合10位

嶋 遥さん

（国際学部国際学科2年）

六郷土手駅近
くの橋にはラン
ナーを 待ち受
ける 人 々 で に
ぎわっていた。
この 時 拓 大 は
1 0 位 。携 帯 の
情 報 を 見 てド
キドキしながら刈田選手を待った。青山学院の
選手が圧倒的な速さで駆け抜けた。
それからし
ばらくして早 稲田、中 央 、法 政 ………、
そして
刈田選手が8位で通過。応援の前を風のよう
に走り去った。
その姿からは信念を感じた。4年
生の刈田選手は伝統のタスキを最高の形で
後輩に渡し、悔いのない走りで引退したいと、
心の底から思っている。
そんな走りだった。

白髪大輝選手

（工学部機械システム工学科３年）

来年はきっと過去最高順位！

10 区

苅田広野選手

（2018年1月15日現在）

■駒澤体育館

フリースタイル
準優勝 ７４㎏級 浅井 翼（４年国際・京都府 京都八幡高校）
準優勝 ９７㎏級 園田 平（４年国際・滋賀県 日野高校）
準優勝 １２５㎏級 山本泰輝（３年国際・静岡県 飛龍高校）
グレコローマン
５５㎏級 片桐大夢（１年経済・静岡県 飛龍高校）

3位

第69回全日本
大学バスケットボール選手権大会

女子バスケットボール部

2017年Ｕ-23世界選手権97kg
級日本代表として出場した園
田平選手。

試合のスケジュールや結果はコチラ! http://act.takushoku-u.ac.jp/

11月28日～12月3日

■仙台市体育館他

大会結果：準優勝 拓殖大学
個人賞
優秀選手賞・リバウンド王 ローヤシン（政経学部4年）
アシスト王 藤田 歩（政経学部1年）
敢闘賞 水野 妃奈乃（政経学部3年）

