青山学院大学陸上競技部

創部90周年史によせて

青山学院理事長

青山学院大学体育会陸上競技部創部90周年、おめでと
うございます。

建

伝優勝の立役者となった 1 年生の選手は、皆さんの記憶に
も新しいと思います。素人の私が申し上げるのは僭越では

今日まで陸上競技部を存続・発展させてこられた歴代の

ありますが、わが青山学院の陸上競技部にも、是非そのよ

部長、監督、コーチ、OB会長、多くのOB・OGの方々、そ

うな逸材を見出していただきたい。そのための受け皿とし

して現役部員の皆さん、関係者すべての方々のお働きに心

て、大学における入試制度改革の中で、スポーツ推薦入学

から敬意を表し、感謝を申し上げます。

制度については、強化指定部の枠の増加を決定するなど、

青山学院は1874年創立で今年135周年を迎え、1894年に

陸上競技部関係者の皆様方には、まだ物足りない制度であ

「東京英和学校」から「青山学院」という名称となっており

るかも知れませんが、学院全体としての取り組みとして、さ

ますが、陸上競技部は創部90周年、1918年大正 7 年創部

らに大学との間で教育との整合性を取りながら、受入体制

で「青山学院」の名とともに歴史と伝統を繋いでこられた

作りを進めたいと考えております。

ということになります。

スポーツを通して得た多くの経験が、心と身体を実り豊

陸上競技とは、すべてのスポーツの基本となる、走る、跳

かなものとしてくれます。日々積み重ねられる厳しい練習と

ぶ、投げる、歩くなど、いわゆる、基本的な体力などを地

仲間との親しい交わりによって、競技者として素晴らしい成

上で記録を競うスポーツ、だから陸上競技。走る種目の大

績を収めるだけでなく、人間的にも大きく成長していただく

半はトラックを使って行われ、跳躍や投擲などのフィールド

こと、これこそがスクール・モットーである、
「地の塩、世

種目は、トラックの内側にあるフィールドで行われるからで

の光」として人と社会とに仕えることのできる人間になって

しょうか、陸上競技は英語で‘track and field’当たり前

いただけるもと信じております。また、全国の校友たちの愛

なのかもしれませんが、私にはなぜか納得してしまう言葉

校心を高め、活力と喜びを与えますし、一般学生にとって

です。

も、選手の皆さんの活躍する姿を見て、その選手達を学生

私の知る限り陸上競技はスポーツの花形でしたが、今で
はどうなのでしょう？
オリンピックですぐ思い浮かぶのは「陸上競技」という人

が一丸となって応援する事は、学生生活のよき思い出とな
り、より充実した大学 4 年間となります。
陸上競技部には、2003年の相模原キャンパス開学時に、

は多いと思います。100m・200m…そして日本が一番期待

綱島グラウンド売却に伴い陸上競技場を手放し、今現在、

するマラソンと今思い返してみても印象深いのは、日本人選

練習の基盤となる陸上競技場が無い状況であることは承

手が活躍した種目もさることながら、結局陸上競技のよう

知しており、400メートルトラックを確保できる陸上競技場

な気がします。

設置に向け、現在検討中であります。ただ、練習場確保が

東京マラソンに代表されるように、趣味や愉しみの延長

難しいというこの逆行にめげず、厳しい練習の成果を試合

として走るランナー、仕事帰りや、地方の方は東京出張の

で十二分に発揮して、箱根駅伝においては、 2 年・3 年連

仕事の合間に、皇居の回りを走るのを一つのステイタスとし

続出場と言わず、常に箱根路を賑せ、先頭争いをするよう

ているようなランナー。こうした方々を含めれば、今陸上競

な強豪チームとなり、その他の種目‘track and field’に

技人口はどこまで広がって行くのでしょう。また、ここ10数

おいても、
「陸上界に青山学院大学あり」という成績を収め

年来の駅伝ブームもあり、マスコミへの取り上げられ方、も

て下さる事を期待しております。

てはやされ方を見ると、観戦者としての人口も相当な数とな

OB・OGの方々には、先輩として様々な形があると思いま

るでしょう。マラソン、駅伝と、どこまでを競技者として含

すが、現役部員の活動を今後とも見守り、支え、指導して

めるかは別として、その競技人口は相当な広がりを見せて

くださいますようお願いいたします。そして、現役部員たち

おり、やはり陸上競技はスポーツの花形でしょうか。

が陸上競技を通して心身を鍛え、豊かな人間性を育み、
「青

駅伝と言えば、我が青山学院も、今年のお正月は箱根

山学院建学の精神」
を身につけた人間に成長できるよう、
こ

駅伝への33年ぶり出場という久々の朗報に、陸上部競技部

の90周年を機にさらに陸上競技部を、また母校青山学院を

の関係者に限らず、学院関係者はもちろん、校友26万人に

力強くお支えくださいますよう、重ねてお願い申し上げます。

大きな感動を与えてくれました。また来年のお正月も忙しい
お正月となりますように願っております。
ところで、他大学のことではありますが、今年の箱根駅
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松澤

結びといたしまして、青山学院大学陸上競技部の今後ま
すますの発展、そして、OB・OG会の皆様のご健康とご活
躍を、心からお祈り申し上げます。

陸上競技部90周年に寄せて

青山学院院長代行・常務理事

半田

正夫

わたしと本学陸上競技部の係わり合いは、法学部の小

わたしが取った方法は、これまでのスポーツ推薦制度

林孝輔教授が定年退職をするにあたって、それまで長い

とは別に特別強化部指定制度を設け、すべての校友がひ

期間陸上競技部の名部長として多くの学生や校友から

としくその活躍を望んでいる運動部いくつかを指定し、

慕われていたその職を退くことになり、わたしがその後

それを強化するというものであった。そして、とりあえ

を引き継ぐことになってからである。今から18年前のこ

ず陸上競技部、硬式野球部、ラグビー部の 3 つを指定し、

とである。運動神経が鈍く、運動会が大嫌いであったわ

各学部 5 名程度の定員枠を学長に提供していただきた

たしが引き受けたのは、当時、小林先生とは歳こそ違え、

いと要請したのである。しかし、この提案は法学部と国

森泉教授を含めて親しく接しており、先生と酒を酌み交

際政経学部の同意を得て計 8 名の提供があったものの、

わしたり、安房鴨川の別荘マンションの同じフロアの部

他学部の同意を得るにいたらなかった。8 名を上記 3 つ

屋を共に買って家族ともども先生ご夫妻と交遊したり

の部に分散してはその効果が期待できないと思われる

した縁から、先生に懇望されたことによる。

ところから、当分の間は全員を陸上競技部（中長距離部

その当時の陸上競技部は岩崎省三監督の懸命な努力

門）に割り当て、箱根駅伝出場を目指そうと図った。当

にもかかわらず箱根駅伝への出場は雲の上の存在で、到

時の部長である伊藤文雄教授の斡旋で原晋氏を監督と

底適わない夢のようなものでしかなかった。黒岩軍三先

して招聘し、すべてを一新した形で、部の強化がはじ

輩や茨木與市先輩などが折々わたしのところを訪れ、な

まったのである。原監督は部の建て直しのため大変な苦

んとかしてほしいと懇願されても、法学部の 1 教員に過

労をされたようであるが、先輩たちの熱い協力のもと、

ぎない身のうえではいかんともすることができず、期待

着実に力をつけ、2009年 1 月の箱根駅伝出場を果たすと

されることが重荷に感ぜられるような状況が続いた。

いう快挙につながったことは、きっかけを作った一人と

転機が訪れたのはわたしが学長に就任してからであ

して大変に嬉しく感じているしだいである。

る。学長として、地方の校友会支部総会に招かれること

いまなお鮮やかに思い出すのは、2008年10月18日午前

が多く、その際、決まったように箱根駅伝のことが話題

11時、雲ひとつないほどに晴れ上がった立川の国営昭和

となった。過去の華やかな時代のことを語る者もいれば、

記念公園である。本戦出場を決める最後の枠に入ったと

最近の低迷振りを嘆く者もいるが、日ごろ疎遠の間柄に

きの感動はそこに居合わせた者でなければ味あうこと

なっている校友同士の共通の話題といえばまさにこれ

のできない激しい熱狂的なものであった。この感動をそ

に限られていた。硬式野球が東都大学で活躍しようと、

のまま今年 1 月2,3日の本戦に持ち込み、東海道をひた

バレー部やバスケット部が全国優勝しようと、箱根駅伝

すら笑顔で走る選手に対し、「青学ここにあり」とばか

の話題の前では霞んでしまうほどであった。そこで全国

りに青い幟を林立させて懸命に応援してくれた校友諸

の校友を奮起させ、青学に対する愛校心を高めるために

氏に感謝したい。そしてこのような感動を与えてくれて、

は陸上競技部の強化以外にはないと痛感するにいたっ

創部90周年のお祝いに華を添えてくれた選手諸君に心

たのである。

から敬意を表したいと思う。
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陸上競技部のいっそうの発展を祈って

青山学院大学学長

定良

青山学院大学体育会陸上競技部は、徒歩部を母体とし

後、オリュンピア競技を復活させる形で近代オリンピックが

て、1918年（大正 7 年）に創部されました。陸上競技部は、

開かれるようになりますと、スポーツとしての陸上競技はそ

青山学院の諸部のなかでももっとも長い歴史を刻んできた

の中心競技としての位置を不動のものとします。しかし、
「競

部の一つでしょう。今年で91周年を迎えるにあたり、心か

技」としての陸上が私たちにとって魅力的であるのは、そ

らお祝い申し上げます。今日に至るまでの諸先輩や現役の

れが「走る」
「跳ぶ」
「投げる」という基本的な身体能力を

皆さん、学校や陸上競技部関係者の皆さんの並々ならぬ努

最大限引き出し、競わせてその限界に挑戦することにある

力と熱意に深甚なる敬意を表します。

のではないでしょうか。

創部当時の青山学院は専門学校であり、
中学部は日本の

私の育った戦後日本はまだ貧しく、小学校時代は野球や

中学界における陸上競技の名門としてその名を天下にとど

卓球に明け暮れるとともに、走ることも遊びの一つであっ

ろかせ、やがて高等学部の陣容が整備されるに及んで、何

たようです。家の隣の中学校のグラウンドは誰でも使えまし

人もの名選手を輩出するに至ったということです。彼ら名選

たし、近所の友達とグラウンドをただただ走ったという記憶

手のうち、坂入寅四郎氏は1922年（大正11年）の日本陸上

があります。そのせいか、走ること自体が好きで、中学・

競技選手権大会において800メートルに優勝し、中学・高

高校時代は長距離走を得意にしていました。いつの頃か

等学部時代の青学を代表する存在となっています。また、
そ

はっきりはしませんが、箱根駅伝にも早くから関心を寄せ

の 2 年後の1924年には、高木正征氏が100メートルで日本

ていたように思います。

選手権を獲得するなど、輝かしい成果を上げています。こ

青山学院大学が予選会から勝ち上がり、22年ぶりに箱

のような成績の陰には、学院関係者の物心両面に渡る支援

根駅伝に出場を果たしたのは、第41回大会の1965年正月

があったのであり、森田俊彦氏の指導、とりわけE.T.アイグ

のことです。そして、陸上競技部部長の小林孝輔先生の下

ルハート氏の援助を忘れるわけにはいきません。アイグル

で連続出場を続けた後、あの悪夢の第52回大会1976年の

ハート氏は、休暇でアメリカに帰国されたとき、はじめて陸

正月を迎えます。ラストランナーがゴール手前150メートのと

上のスパイクを日本に持ち帰り、その普及に努めたことで

ころで意識を失い、それ以来タスキが途絶えることになる

も、日本陸上競技史上に名前を残しています。戦前には陸

という悲劇です。私にとって、青学の箱根駅伝はすべてこ

上競技部の専用グラウンドはありませんでしたが、キャンパ

れに集約されています。テレビで繰り返し放映されるなか

ス構内での練習や駒場東大農学部グラウンドの借用などと

で、青学は箱根駅伝の悲劇を体現するものとなってしまい

いう草創期の話は、先人の苦労と意気を物語るものとして

ました。悲劇は繰り返されてはなりません。当時の選手や

感動的です。

後輩たちの無念を思いますと、今年の33年ぶりの復活はす

戦前でその他に特筆すべきは、東北学院との定期戦が
1928年（昭和 3 年）に始まっていることです。現在まで続
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伊藤

べてを払拭する快挙であり、最後までタスキをつないだの
は青学の未来を示しているようです。

いている対抗戦としてはもっとも古いものの一つでしょう

陸上競技部においては、箱根駅伝だけでなく、あらゆる

が、この伝統は大事にされなければなりません。技と知力

種目で過去の記録を塗り替え、陸上競技部の新しい姿を見

を振り絞り、正々堂々と勝敗を決するなかで、お互いを尊重

せていただきたいものです。そして、いうまでもなく、文武

するスポーツマンシップも生まれてくるにちがいありません。

両道を目指して、大学スポーツの手本として「青学ここにあ

さらに、今でも私たちを感動させる東京箱根間往復大学駅

り」の姿勢を是非示して下さい。しかし、スポーツはただ

伝競走には、第22回大会の1943年 1 月にやっと念願を果た

競技するだけがすべてではありません。陸上競技部のさま

して出場しています。この駅伝は、戦後に新しい歴史を刻

ざまな活動は大学生活の貴重な一部になっているでしょう。

むことになります。

そこで培われる協調と連帯に基づく友情は、各人の人間形

ところで、競技としての陸上競技は古代ギリシアの民族

成を促し、その後の社会生活において掛け替えのない財産

的祭典競技であるオリュンピア競技の徒競走に始まります。

となるはずです。私は、青山学院大学体育会陸上競技部

それに、やがてレスリングや戦車競争などとともに長距離

の伝統を築き上げてきたOBの皆さんや保護者、関係教職

レースも加えられていきます。このことは、
「走る」能力が

員の方々、そして現役の学生諸君に対して心から敬意を表

戦士として不可欠であったことを示すものでしょう。その

し、今後のいっそうの発展を願ってやみません。

箱根駅伝出場強化委員会の想い出

青山学院顧問

青山学院大学体育会陸上競技部が卒寿、90周年を迎え

案

伊藤

文雄

件：新監督の招聘について

られるとのこと、衷心よりお祝い申し上げます。陸上競
技部創設90周年を祝して箱根駅伝出場を復活させ全日

2 ．第 2 回強化委員会

本大学駅伝の出場を果たしたことは万感胸に迫るもの

日

時：2003年 5 月31日㈯

があります。

場

所：青学会館

私は学生時代に特に体育会活動をしていたわけでは

主席者：大 学－伊藤部長、岩崎監督、安藤コーチ、

ありませんが、なぜか体育会活動に関心があり、バス

OB会－飯多副会長、竹山事務局長、田村、

ケット部、野球部、そして陸上競技部の各部長を引き受

尾花、海老名、宮本

けてきました。その底流にある共通した心は、対抗試合

案

件：現監督および現副監督の身分異動について

の応援によって愛校心を増幅させていきたいという思
いが人一倍強かったのかもしれません。愛校心は試合に

3 ．第 3 回強化委員会

勝ってこそ生まれるものであるという信念で部長を引

日

時：2003年 6 月16日㈪

き受けてきましたから、バスケット部及び野球部を試合

場

所：青学会館

に勝てる部に育てるためにいろいろな苦労をしてきま

主席者：大 学－伊藤部長、岩崎監督、安藤コーチ、

した。特に、優勝させるための監督問題で計り知れない

OB会－中西会長、飯多副会長、竹山事務

辛苦を味わってきているだけに、二度と体育会の部長は

局長、宮本、三枝、根岸

しないという気持ちもあり、陸上競技部の安藤弘敏コー

案

件：監督候補者のリスト・アップ及びスカウト
選手の交渉経過について

チの再三の要請を断ってきました。しかし、安藤さんか
ら“箱根駅伝にどうしても出場したいのです”と、また
故黒岩軍三大先輩からも“先生、お願いしますよ”と言

4 ．第 4 回強化委員会

われると、100キロの沿道を青山の学生、父兄、交友で

日

時：2003年 6 月30日㈪

埋め尽くしたら壮観だなという考えも台頭し、結局はそ

場

所：青学会館

れを夢見て部長を引き受ける結果になりました。

主席者：大学－伊藤部長、安藤コーチ、小山コーチ、
OB会－中西会長、飯多副会長、竹山事務

箱根駅伝出場を目指して、中西英一OB会長と一体と

局長、瀬戸、宮本、三枝

なって陸上競技部強化委員会を立上げ、箱根駅伝出場の
実現を推進した第一歩の活動が下記の記録です。陸上競

案

件：監督候補者選考と強化選手のスカウトにつ
いて

技部強化委員会は監督問題を解決し、さらには陸上競技
部の寮の問題をも解決し、選手スカウトを軌道に乗せて
きたことがいずれも箱根駅伝出場の布石となり、その後

5 ．第 5 回強化委員会

の岩崎省三前監督と原晋新監督の良き指導で箱根駅伝

日

時：2003年 7 月 5 日㈯

出場が正夢となったことに感激し、当時の苦労が懐かし

場

所：新横浜グレイスホテル

く想い出されます。

主席者：大 学－伊藤部長、岩崎監督、安藤コーチ、
小山コーチ、OB会－中西会長、飯多副会
長、竹山事務局長、瀬戸、宮本、鈴木、根

記

岸

1 ．第 1 回強化委員会
日

時：2003年 5 月17日㈯

場

所：新横浜

主席者：大 学－伊藤部長、岩崎監督、安藤コーチ、

案

件：監督候補者原氏の指導方針のプレゼンと監
督就任条件について
陸上部の条件

OB会－中西会長、飯多副会長、竹山事務

1 ）大学嘱託職員として任用する。

局長、田村、尾花、海老名、瀬戸、宮本

2 ）任用期間は 3 年とする。
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西会長、飯多副会長、竹山事務局長、尾花

3 ）現在の収入は保証する。
原氏の要望

案

件： 1 ）学長回答について

1 ）前向きに検討する。

2 ）原氏就任要請について

2 ）3 年間の出向及び休職しての指導は、

3 ）選手スカウトの報告と推薦順位の決定
について

中国電力と青山学院大学との関係が
今までないので無理である。
3 ）従って、退職して就任するしか方法は
ない。
4 ）もし、3 年間で結果を出した場合、3
年後の身分の保証をしていただきた

11．部ミーティング
日

時：2003年 7 月19日㈯

場

所：大和スポーツ・センター

主席者：伊藤部長、岩崎監督、安藤コーチ、部員全
員

い。結果が出ない場合はその必要はい
らない。

案

件： 1 ）新監督選考結果について
2 ）新監督就任時期について

5 ）監督としての就任は11月 1 日、退職は
2004年 3 月31日とし、職員身分として
は2004年 4 月 1 日に就任したい。その

12．第 7 回強化委員会

間、選手のスカウト及び合宿に参加し

日

時：2003年 8 月 8 日㈮

たい。

場

所：青山キャンパス

主席者：大学－伊藤部長、内山副部長、安藤コーチ、
OB会－中西会長、飯多副会長、竹山事務

6 ．学長報告
日

局長、尾花、瀬戸

時：2003年 7 月 7 日㈪

列席者：原（次期監督）
7 ．金山常務理事報告
日

案件： 1 ）強化選手スカウト結果について
2 ）スカウト選手推薦順位について

時：2003年 7 月 7 日㈪

3 ）その他
8 ．学長回答
日

時：2003年 7 月 8 日㈫

9 ．新監督書類提出
日

時：2003年 7 月15日㈫

13．第 8 回強化委員会
日

時：2003年 8 月29日㈮

場

所：青山キャンパス

主席者：大学－伊藤部長、内山副部長、安藤コーチ、
OB会－中西会長、竹山事務局長、

10．第 6 回強化委員会

件： 1 ）強化選手スカウト結果について

時：2003年 7 月18日㈮

2 ）スカウト選手推薦順位について

場

所：青山キャンパス

3 ）その他

主席者：大学－伊藤部長、安藤コーチ、OB会－中
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案

日

以上

陸上競技部創部90周年に寄せて
応援団OB会会長
体育会OB連合会副会長
箱根駅伝を応援する会副会長（オール青山） 長谷川裕晃

創部90周年誠におめでとうございます。多くの諸先輩

半田先生はうっすらと目に涙を浮かべておりました

によって引き継がれ、紆余曲折色々な事があったと思い

がその喜びようは半端でなく大変興奮しておられまし

ますが、一世紀近くもの長きに亘り脈々としてその歴史

た。私もこの年になってあんなに感動した事はありませ

と伝統を守り、活動を続けてこられたことに敬意を表し

んでした。

衷心よりお慶び申し上げます。
記念すべき年に箱根駅伝出場という快挙を成し遂げ、

それからは応援に万全を期するため、他校応援団OB，
現役と打ち合わせを行う事数回、また青山にも何度も足

我々卒業生、在校生、全国の校友が同じ思いで一丸とな

を運び当日の応援に抜かりのないよう、大学関係者と綿

り、大いに盛り上がった正月を過ごすことができました

密な打ち合わせを行いました。

のは、現役学生の日々の厳しい鍛錬があったからこそと

箱根駅伝当日の組織だった応援は往路復路とも関東

今更ながら感謝申し上げている次第でございます。今年

学連が決めたスタート、ゴール地点での応援に限られ、

は33年ぶりの出場とあって、本選までテレビ、新聞で取

時間もスタート 1 時間前よりと限られていましたが、松

り上げられる機会も多くそれだけ青学大の 3 文字が露

澤理事長が全ての応援場所で先頭に立ち、仁王立ちに

出する機会が多かったので毎日が楽しみでした。

なって幟を持ってもっておられましたので、応援団、吹

思えば私にとりましての箱根駅伝は大学 4 年時、昭和

奏楽部、チアリーダー、バトントワラー、青山関係者一

40年 1 月、第41回大会（陸上部同期、岩崎省三キャプテ

丸の応援も熱が入り、いずれの場所でも他校を圧倒し優

ン）が初めての経験でしたので鮮明に覚えております。

勝でもしたのではないかと思えるような応援が展開で

当時の応援は現在とは違い、読売新聞社前（当時は有楽

き、選手の士気高揚に、そして又『青山学院大学ここに

町）でスタートする選手を送り出すやすぐ、応援団全員

あり』と名声を高める事に少なからず寄与させていただ

がスクールバスに乗り込み、選手を追い越すと途中のガ

いたものと確信致しております。また応援団箱根支部長

ソリンスタンドや、広場で選手を待ちそこで応援し、選

野崎OBのご好意によって、往路ゴール手前300メートル

手が通り過ぎれば又追い越して応援するという繰り返

のところにある、200坪の野崎さん所有の駐車場をお借

しの連続でした。テレビ中継はなくラジオ中継だけでし

りする事が出来ましたので、そこにテントを張らせてい

たので沿道で応援する人の数も少なかったので、そのよ

ただき、往路終了後陸上部の原監督、選手をお迎え致し、

うな応援が出来たのだと思います。特に印象的だったの

松澤理事長はじめ青山関係者とみんなでカレッジソン

は各校に 1 台、ジープの伴走車がついていた事です。監

グ、応援歌を歌い気勢を上げる事ができました。また応

督、コーチがイッチニ、イッチニと選手に激励を飛ばし

援に駆けつけてくださった皆様に、熱々の豚汁を振舞う

ながら、車体に各校の幟をくくりつけライトを照らして

事ができましたのは、地元の関係者のご協力があっての

やってくるジープと、きりりと鉢巻を締め襷をかけた選

ことと感謝致しております。ゴール地点に応援本部を設

手が一体となって迫ってくる光景は実に壮観でした。

けておりましたのは青山だけでしたので、さすが青山校

そんな箱根駅伝が見たく、ここ数年は予選会に行くの

友の底力を見た感じが致しました。全国校友が同じ思い

を恒例としておりましたが、昨年の予選会の成績発表で、

で一丸となり、感動に咽ぶ事ができましたのは、長き伝

最後の出場校が呼び上げられる時は、半分諦めと期待が

統に培われた陸上部のおかげと重ね重ね感謝申し上げ

入り混じった状況の中で、固唾を呑んでその瞬間を待ち

ます。どうぞ今年一年ということでなく、来年以降も常

ました。第13位…といった後しばらくの沈黙の時をおき

時出場の常連校として校友を楽しませていただく事を

『青山学院大学』という司会者の声が高く澄み切った青

衷心よりお願い申し上げ、90周年お慶びの言葉とさせて

空に響いた時は、思わず歓喜の雄たけびを上げ、そばに

いただきます。

おられた半田先生に抱きついてしまいました。
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箱根駅伝出場までの 5 年間

陸上競技部部長

義英

1918年の創部から90年目の2008年10月、
箱根駅伝予選会

話だったように私は記憶しています。原監督もその点は大

で悲願の本選出場を決め、翌2009年正月に青山学院大学

変苦労したようです。まず監督は「自分たちは箱根に出場

の選手が箱根路を颯爽と走った姿は、
皆様の記憶にも鮮や

できるのだ」という意識改革から入り、そして伊藤先生のア

かに残っていることでしょう。私も 2 日間応援しながら、選

ドバイスもあり、寮付近の清掃奉仕などを行い、選手とし

手たちの笑顔の襷リレー、またいたるところで見られた、

てだけでなく、将来社会人としても活躍できるような人材を

OB・校友の皆様の厚い応援に深い感動を覚えました。

目指しての指導が始まりました。

しかし今回は同時に、どんなことがあってもスタートから

「急がば回れ」という諺の通りでしょうか、3 年が過ぎる

ゴールまで十人の選手が走り抜くことが選手に求められてい

ころからこうした原監督の指導がチーム内に浸透してきた

ました。33 年前、ゴール直前で力尽き倒れ、襷をゴールに

ように思います。選手たちの実力は、予選会を突破して本

もたらすことができなかった先輩方の無念を晴らすため、ま

戦に出場できるレベルに達していることが、陸上素人の私

た陸上競技部強化のために支援して頂いている大学に対し

にも分かりました。

て結果を出さねば、という思いがあったからです。それだけ

しかし、強化指定部になって 3 年目にあたる2006年10月

に、10人の襷がつながって大手町にゴールできたときは、嬉

の予選会では、前年よりも成績が落ちて16位と振るわず、厳

しさや感動よりもホッとした、
というのが私の正直な感想です。

しい批判に晒されました。もともとチーム層が薄いところに

近年は、その宣伝効果も莫大なだけに、箱根駅伝出場の

主力選手の故障が重なったためでしたが、結果がすべて、

ために組織的にその体制を作っている大学がいくつもあり、

といわれるスポーツの世界では許されないことでしょう。3

競争は一層激しくなっています。こうした状況の中、
1976年
（昭

年で箱根出場を果たせなかった陸上競技部に対し、大学

和51年）の第52回大会以来、箱根駅伝から遠ざかっていた

は強化指定部の枠を 1 名にまで減らしましたが、強化体制

青山学院大学では、かつて陸上競技部長を務められ、箱根

は維持してくれました。大学は教育的な効果も配慮して下

駅伝出場の夢を持っておられた半田正夫先生
（現在青山学

さったのだと思います。

院院長代行、常務理事）が大学長であられた2003年、体育

こうした経緯があったために、チームとして箱根駅伝に

会に強化指定部入試制度を導入して下さいました。その第 1

出場し、大学や関係者の方々の期待に応えなければ、とい

陣として陸上競技部の中長距離部門が強化指定部に決定さ

うある種のプレッシャーを監督やコーチ、
そして私は感じて

れ、2004年度から 8 名の選手を獲得できるようになりました。

いました。そして強化体制が始まって 5 年目の2008年10月、

また当時陸上競技部長をされていた伊藤文雄先生
（現在
青山学院顧問）は、中国電力の原晋氏を監督として招聘し、

ようやく箱根出場の切符を手にすることができたのです。
それにしても、大学の強化体制がスタートしてからのこの

さらに部員たちがアパート等で自炊生活をしている状況を

5 年間、箱根駅伝に向け選手たちはただひたすらに頑張っ

改善すべく、大学と大変難しい交渉をして下さり、現在の

てきました。一般の大学生ならアルバイトをしたり、あるい

町田寮の購入が決定しました。

は旅行に行くであろう長期休暇でも、彼らはいつも練習し、

原晋監督は、2003年11月から陸上競技部の中長距離部

そして厳しい合宿を乗り越えてきました。また大学生として

門を指導することになりましたが、 3 年で箱根駅伝出場を

学業にも精を出し、まさに「文武両道」を体現してきたの

果たすという使命を負わされていました。当時の大学内に

です。何故これほどまでに頑張れるのか。彼らの頑張りに

は、強化指定部制度を導入し、さらに寮も購入して陸上競

敬意を表しつつ、
私自身はどこまで努力をしてきたのであろ

技部を特別に優遇しているのだから、 3 年で結果を出して

うか、と自分自身を反省せずにはおられませんでした。

くれよ、という雰囲気があったのです。半田先生、伊藤先

つい先日のことです。箱根路を走った選手の一人は、
「やは

生の多大なご尽力により、陸上競技部強化の体制は作られ

り自分は走ることが好きなんだ、
と改めて実感しました。
」と私

たのですが、大学としては投資に見合う効果はあるのかど

に話してくれました。
「走ることが好き。
」これこそが、彼らの

うか、半信半疑のような気持ちだったのかもしれません。

超人的な頑張りを支える原点であり、そして青山学院大学陸

ただ、30年以上も出場できずにいると、箱根駅伝がどの
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内山

上競技部90年の歴史に流れる伝統だ、と改めて思いました。

ようなものか、想像もつかない世界になってしまうのかもし

大学が組織的に取り組まないと実現できない箱根駅伝

れません。強化指定部制のおかげで優秀な選手が入部して

ではありますが、それもこれも原点には「走ることが好き」

くれるようになり、寮で規則正しい生活ができるようになっ

な、
「文武両道」を体現する陸上競技部の部員たちがいて

ても、選手達にとって当初は、箱根は夢のまた夢のような

はじめてできることではないでしょうか。

陸上競技部

創部90周年を迎えて

陸上競技部OB会会長

この度、陸上競技部が創部90周年という記念すべき年

中西

英一

ではないでしょうか。

を迎えることになりました。これも偏に陸上競技部に対

話は変わって、我々が時々耳にする青学出身のOB・

して応援下さった歴代大学当局関係者の皆様、陸上競技

OGの母校に対する連帯意識が低く母校愛に乏しいとい

部を愛して下さる校友の方々、そして何よりも陸上競技

う声についてでありますが、実際、今年の箱根駅伝での

が好きで青春の大部分を競技に打ち込んでこられたOB

熱烈な応援、各校友会支部の積極的な組織的応援体制づ

会員の皆様の御支援、御協力の賜物と深く感謝申し上げ

くりと会員への呼び掛け等を通して実感出来たことは、

ます。

彼等彼女達の持つ強い母校愛と連帯意識でありました。

陸上競技部は90年前の1918年（大正 7 年）に現在の前

確かにある面クールな見方をする一方で、内に秘めた熱

身である徒歩部として創部されたのが始まりだと聞い

いものは決して他校に負けない強いものを感じること

ております。一口に90年と申しますが、大正ロマン時代

ができました。その熱意がどれだけ選手の力になったか

に生まれ、戦前、戦中、戦後そして今日という激動の時

分かりません。

代を生き続けた訳で、その節目節目には先輩諸氏の様々

私はスポーツの世界においても一つの歴史を創って

なご苦労があったからこそと改めて歴史の重みを感じ

いくことの意義は、単に年月を重ねていくのではなく、

ております。そして今後100周年、200周年と未来に向

絶えず何らかの目標があって、その目標達成のため全員

かって襷を繋いでいくことで継続を力に変えることが

が一つになって懸命に努力すること、そしてその実現の

我々に課せられた大切な任務であると認識しておりま

ために何をしてきたかという過程と結果そのものが歴

す。

史だと認識しております。陸上競技部が10年後の100周

さて、皆様ご承知の通り日本経済は昨年（2008年）秋

年を迎えるまでには駅伝等のロード競技だけではなく、

口から今迄経験したことのない急速な景気悪化に突入

トラック競技、フィールド競技の全てオールラウンドで

し、企業スポーツは大きな転換を迎えております。既に

学生スポーツのトップレベルでの闘いができる集団と

廃部を決めた企業もあって、今後大きな社会的問題に発

して成長して欲しいと願っており、OB会としての当面

展する可能性もあり大変不安定な状況にあります。その

の目標であります。

中にあってアマチュアスポーツの中心は益々学生ス

最後になりましたが、現在私共の最大の悩みは専用の

ポーツに移っていくものと思われます。学生スポーツが

グランドがないことであります。その為に学生達は毎日

愛される理由の一つは、何といってもその純粋さにあり、

の練習場所を求めてのジプシー生活を余儀なくされて

彼等がスポーツに対し、ひたむきな姿勢で取組むことで

おります。なんとかこの問題を解消することで、短距離、

あります。企業が不況に取組む一方で、学校も経済不況

中長距離、そしてフィールドの選手全員が一緒に練習の

と少子化という社会的問題を抱え、生き残りをかけて

できる環境の整備を大学はじめ関係の皆様方にお願い

闘っている厳しい状況の中、我々も母校に対しスポーツ

いたします。そして我々も学生達が皆様のご期待に応え

を通して何らかの貢献が微力であっても出来るはずで

られるようOB会として最善を尽くしてまいる所存であ

あります。この問題につきまして、単に陸上競技部とし

ります。

て考えるのではなく、他の体育会系のOB会各部とも連

どうか今後とも皆様方のご協力を心からお願いいた

携・協調し、学校とも真剣に話し合うことで学校とス

し、心身ともに強い青山学院陸上競技部に育って欲しい

ポーツの係わりがもっと深められれば、青山学院にとっ

という期待と実現に向け学生達をサポートしてまいり

ても、またそこで学ぶ学生、そして多くのOB・OGにと

ます。

りましても大変充実した幸せを感じることができるの
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箱根駅伝33年間の冬眠から目覚める 今年も連続出場を

OB会事務局長

18

尾花

実行

予選通過は33年ぶりの快挙だった。昨年の予選会を終

ありがとうございました。そして陸上部OB会・現役陸

わって感じたのは強い 4 年生が卒業した後の戦力を考

上競技部員その他多くの応援を頂いた皆様に感謝した

えると予選通過は難しいと思われた。夏休みの菅平合宿

いと思います。

でも故障者がおり完全復帰してもどこまで戦えるか？

私ごとではありますが、今年の年頭の挨拶に箱根駅伝

と思われた。号砲が鳴ってスタートからゴールまでは選

の話をしました。「明るく・しぶとく・チームワーク」

手達が総合何位の位置を走っているのかが分からな

が会社のモットーですが、まさしく青学の駅伝選手たち

かったが、15㎞を過ぎてラスト 5 ㎞は青学が一番速かっ

がその通りのことをやって夢を実現してくれたと。だか

た？と聞いてもしかしたら、それならばと思ったが、結

ら自分の目標とシナリオをきちんと描いて「根性」を

果発表ではなかなか名前を呼ばれず、最後の一校となっ

持って行動すれば目標は達成できるのだと話をしまし

た。名前を呼ばれていない学校はとあたりを見ると、未

た。「根性」の定義を土光敏夫が21世紀への遺産の中で

だ法政が残っていたのでまた今年も昨年と同じ結果か

次のように言っています。「仕事への欲の強度と持続力

と思っていたところ「第13位青山学院大学」と発表され

だ。仕事への欲は誰でも持っている。だが、人によって、

た。法政との差は 6 秒差で棒高跳びの入賞で滑り込んだ

強い弱いの差があり、人によって長続きするのか、線香

ようだ。有難う、短距離・フィールド陣。ばんざいそし

花火で終わってしまうのか差がある。ひとよりも強い欲、

て心からおめでとう。そしてありがとう。選手達の明る

長続きする欲を持つ人が、最後の勝利をかちとるのだ。

く元気に最後まで頑張った結果だった。原監督の顔も感

途中でへこたれず走り通すことだ。」と。

涙でクシャクシャ。監督ご夫婦には合宿所に一緒に住ん

今年の陸上競技部は短距離・長距離・フィールドとグ

で 1 年中選手と起居を共にし、頑張って選手を指導して

ランド種目に新しい時代が来る予感があり、その延長線

頂いてありがとうございました。またご支援を頂いた理

上で箱根駅伝常連校といずれ入賞という夢も近づいて

事会・学校関係者・校友会・ご父兄・OB連合会の皆様

おり益々の活躍を期待したいと思います。

90周年に寄せて

陸上競技部副部長・短距離ブロック監督

陸上競技部90周年を迎えるにあたり、歴史ある部の活動

安井

年文

1999年～現在

にささやかながらお手伝いをさせて頂いたことにつき関係

2 年間単身赴任で筑波大学に戻り、研究とコーチ業の

各位に御礼申し上げます。私事ではありますが、1991年～

研鑽に追われ、また縁あって本学に戻ってくることができ

1997年の間、短距離コーチとして、2 年間の筑波大学勤務

ました。1997年までの雰囲気があるかと思い、意気揚々と

の後、1999年から現在まで短距離監督して部に関わりを持

部の練習に参加しようと考えていたのですが、部員は男子

たせて頂いております。この紙面では私の関係してきた短

部員が 1 名、女子部員が 1 名の計 2 名で短距離ブロックの

距離
（フィールドを含め）を中心に活動などを皆様にお知り

練習を始めました。今でもこれが原点だと思っています。そ

おき頂ければと考えます。

の年、岩手インターハイに勧誘活動に行き、知り合いの伝
を使って100mHで 2 位の盛實鈴佳を勧誘しました。その後、

1991～1997年
私が最初に赴任したのは東京の世界陸上で盛り上がっ

松山まで行き、保護者の方、先生とお会いして最終的にス
ポーツ推薦を受験してもらいました。これを皮切りに徐々に

ているときであり、私自身もまだ、選手として世界陸上のB

スポーツ推薦の受験者も増やしながら今日に至っています。

標準記録を突破していたこともあり、学生を相手に練習し

この時 代 で 最初に関 東インカレで 優 勝したのは 女子

ながら指導を始めた憶えがあります。丁度、
期を同じくして

400mHで能登裕美であり、 4 年次で最後に結実した感が

女子の短距離でインターハイチャンピオン 2 名が入学し、男

ありました。またこの年は大学記録として残る 4 ×400mR

女共にインカレでの活躍を目指す気質がさらに高まりまし

で吉宮梨恵、能登裕美、中川紫乃、滝田皓美、
（ 3 ’46”

た。実際、その関東インカレで未だに大学記録として残る

32）が 3 位となり表彰台に乗ることが出来、感慨深いもの

女子200mでは熊田恭子（敬称略）が優勝しました。それ

がありました。キャプテンとして皆を引っ張ってくれた私と

に引っぱられる様に男子も関東インカレでの入賞を皆で目

同郷（広島）の藤本宏美の功績も見逃せないと思います。

指し、優勝こそ無かったものの、今でも残る大学記録とし

その 後、 昨 年2008年 は久々の関 東インカレ 優 勝 を

て残っているものがあります。100mの諏訪達男（10”5 ）、

100mHの城下麗奈が飾り、川舩愛美、池田有希の入賞と

400Hの内山和夫（53”
19）
、 4 ×100mRの堀江隆之、大場

複数入賞することで緑色のユニフォームが目立った年とな

俊敬、北誠、大河原徹也、
（41”
59）
、 4 ×400mRの柳厚太

りました。

郎、山田俊一、内山和夫、大場俊敬、
（3’
15”
20）といっ

男子でも大学記録となっている加藤祐介（100m、10”69）、

た面々でした。他にも大学記録として残っていなくても活躍

大谷智哉（110mH、14”
56）
、上野慶貴（棒高跳、 4 m75）

してくれた選手が多くいました。この頃から部員全員が在

は一般受験での活躍という部分は特筆すべき点だと思い

学中に関東インカレに最低一回は出場するのがミニマムス

ます。

タンダードとなっていました。勿論この時代も参加標準記録
が設定されており、実際、この時代で出場していない者は
皆無でした。

今後の本学陸上競技部として
現在のスポーツ推薦入試は長距離で強化指定部として

女子でも大学記録として残っているのは800mで佐藤有

実施され、短距離は一般のスポーツ推薦で実施されていま

希子（ 2 ’11”57）、400mHで平野純子（58”
83）がいまし

す。これは新たな陸上競技部の歴史として多様性を持たせ

た。また大学記録は破られたものの100mHで日本インカレ

ながら発展している証でもあると考えます。昨年の箱根駅

を制した笹尾美代子（13”
99）
、
400mのインターハイ 2 連覇

伝出場には短距離の選手の関東インカレポイント加算も看

の久保田、800mの今村、400mの藤森等、強者が揃って

過することは出来ないと思います。あくまでも陸上競技部と

いたと思います。それ以外に今でも大学記録として残って

して100年、110年と発展していく上でこの体制で大きく前

いる円盤投の加瀬優子（42m 2 ）
、やり投げの塩谷真里代

進していることは見紛う余地はないと言えます。どうか、OB、

（51m82）も在籍しており、練習環境に苦心をしながらト

OGの皆様にご支援、ご協力を賜りながら、我々もモスグ

レーニングしていました。今はなき厚木キャンパスの砂埃の

リーンのユニフォームが席巻する競技場にしたいという夢

激しいグラウンドで投げていたのも懐かしい感があります。

に向かって微力ながら尽力していきたいと存じます。
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強化指定部 ５ 年間の軌跡

陸上競技部

中・長距離ブロック監督

晋

青山学院大学陸上競技部90周年の節目に箱根駅伝出

あります。ただこのことは遠回りかもしれませんが、
「良

場が出来たことを大変うれしく思っております。強化指

質な土壌に変えなければ、いくら良質な苗を植え付けて

定部として 5 年間を振り返ってみます。

も荒れ果てる」訳で、これから優秀な人材を確保し、部

2004年 3 月末で中国電力を退職し、4 月 1 日付けで青

の体制を箱根駅伝出場に向けてしっかりとした土壌に

山学院嘱託職員として町田寮副寮監の立場で監督を行

するため、避けて通れない時期だったと思います。とも

うことになりました。監督のお話を頂いたのは就任 1 年

に強化指定部創設期に改革に汗を流してくれ、現在の部

前頃だと記憶しております。監督を引き受けるにあたっ

の礎を築いた強化指定部初代主将佐藤良仁君、主務の益

て、大学からは 3 年で成果をあげてほしい、立場は 3 年

田岳志君、女子マネージャー、寮則の基礎を構築してく

間は嘱託職員として、合宿所には妻と一緒に入り学生の

れた初代寮長仲村一孝君達は強化指定部以前に入学し

生活管理もしてほしいというものでした。広島には、購

た学生であり、監督と学生の狭間に立ち様々な葛藤が

入したばかりの新築住宅があり、妻の仕事も楽しくやり

あったことだと思います。部の強化のために尽力してく

がいがあるもので、私自身も中国電力の新規事業の課長

れたことに改めて感謝したい気持ちです。

として充実した日々を送っていただけに、そのすべてを

しかし、強化指定部創設後最大の危機が監督就任 3 年

投げ出しチャレンジしたことは、今振り返れば危ない橋

目にやってきました。この年、短時間で結果（箱根駅伝

を渡ってきたものだと感じております。

の出場）を出すために高校生のスカウティングを記録重

引き受けたからには、青山学院に骨をうずめる覚悟で、

視で行った結果、学業との両立、規律と厳しい鍛練に順

そして長く陸上競技部を支え強化指定部制定にご尽力

応出来ない選手をスカウティングしてしまい、2 年間積

された当時の学長半田正夫先生（以下現在の敬称略）・

み上げてきたものが簡単に壊れてしまったのです。結局

当時の陸上競技部長伊藤文雄先生、採用・寮の購入にご

その年の予選会での結果は最悪でした。それに対しての

尽力頂いた当時の常務理事金山仁志郎先生、陸上競技部

各方面からの手厳しい批判と部内の意気消沈した険悪

OB会長中西英一様をはじめ私に監督の話を持ちかけて

なムード、あの悪夢は未だ頭から離れることはありませ

くれたOBの瀬戸昇君ほかOBの方々、26万人青山学院校

ん。この年のスカウトの反省により、今のスカウト活動

友の皆様の熱い期待を胸に、裏切れない気持ちと箱根駅

の方針（青山学院での人材のあり方はただ単に記録だけ

伝出場への強い使命感を持って取り組んでまいりまし

ではなく、学力、性格、私生活での自己管理が出来る生

た。

徒等）が確立されました。様々な問題を抱えながらの、

2004年 4 月正式に新体制がスタートし、念願の合宿所
にて30数名の部員とともに生活が始まりました。しかし、
合宿所において24時間体制で学生と生活をしてみると、
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原

試行錯誤の連続ではありましたが、必要な組織づくりは
確実に浸透してきました。
そんな中、強化指定部創設後最大危機を救った功労者

本気で箱根駅伝出場を目指す集団なのか、疑問に感じる

のひとり、強化指定部の 1 期生で入学した 4 代目主将檜

ような生活態度に驚かされました。朝練習では、雨が

山雄一郎君が、私を支え部を大きく改革してくれました。

降ったら休み、歩いたり、コンビニで立ち読みをしたり、

2 人 2 部屋制の導入。就寝時間を早めるために朝練習の

集団走なんか出来る状態ではない。茶髪がなんで悪いの。

集合時間・集合場所の変更。
（30分早くし 5 時30分。集

なんで選抜合宿にするの。全員一緒に食事なんて管理さ

合は玄関前から寮から800m先の市民球場に）何よりも

れたくない。何かにつけて飲み会を行い深夜帰り、麻雀

ポジティブで親分肌の気質で同輩・後輩からの絶大なる

等々。考えてみると、今まで 1 人暮らしで、楽しく自由

信頼を持った学生でした。この年の予選会は、ポイント

に生活し、学生中心で好きなように活動していた学生に

制度により逆転を許しましたが、前年度の大敗を払拭し

とっては、この合宿所の存在は有難迷惑なことだったの

自分達もやれば出来るのだと勇気づけられた大会でし

だと思いました。監督就任前からの選手と強化指定部以

た。ただ、当日の20㌔×10人の合計タイムでは箱根駅伝

降入学した選手が混在していた就任 3 年間は競技の指

通過ラインを越えていただけに、彼らの世代に箱根駅伝

導というよりは、私生活の指導ばかりをしていた記憶が

出場の夢を叶えさせることが出来なかったことが今で

も私自身の無念の気持ちです。
第85回箱根駅伝出場ばかりがクローズアップされて

（2009年

5 月末現在延べ人数）
【強化指定部後の成果として】

・青山学院大学記録更新者

7名

いますが、33年ぶりに出場出来たのは、こういった学生

・関東インカレ優勝者

6名

達の「自分たちの世代で青山学院大学を箱根駅伝に出場

・関東インカレ入賞者

18名（優勝者除く）

させるのだ」という強い志と使命感のおかげだと思いま

・日本インカレ入賞者

1名

す。今入部している学生達は、寮があるのが当たり前、

・箱根駅伝学連選抜出場者

4名

お風呂・食事の支度が出来ていて当たり前、入学して当

・第85回箱根駅伝出場者

10名

たり前といった風潮が少しばかり出始めています。私自

・町田寮卒業生

28名

身も日々感謝の気持ちを忘れないように、人に感動を与
えることのできる人間になれるように学生諸君への指

競技力で部に貢献した各部員ならびに 4 年間在籍し
た部員の努力に敬意を表したい。

導を行っていきたいと思います。青山学院大学陸上競技
部の挑戦はこれからも続きます。引き続きご理解・ご支
援のほどよろしくお願い申し上げます。
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我が恩師 小林孝輔先生の忘れ得ぬ【教え】と我らが【学び舎】

陸上競技部

青山学院大學陸上競技部創部90周年の締めくくりに、

前監督

岩崎

省三

回って来て、前日は必ず徹夜を覚悟した。ペアーを組ん

復活】の晴れ姿をみた。2009年（平成21

でいる飯塚勝君（後に裁判官、現法科大学院教授）の自

年） 1 月 3 日、箱根駅伝の復路で我が青山学院の選手が

宅に押しかけ、専門書の提供を受けたり、ゼミの当日も

見事にゴールした！タスキが途切れてから本当に長

彼がしっかりと僕を助けてくれた。幸いだった。信州酒

かった。それは、実に33年ぶりの【箱根駅伝

造での先生を囲み陸上仲間との語らいは先生の機械体

【箱根駅伝

復活】の

快挙だった。これでやっと、今は亡き大恩ある小林先生

操自慢から始まるのが常だった。

に【タスキが繋がりました！】とご報告が出来る。
我が青山学院の陸上競技部が今日あるのも【箱根駅
伝】も小林先生を抜きには語れない。

3 ．【勧誘活動】
もう45年強の時が流れているのでとっくの昔に時効
だろう！？（今では考えられない事だが。） 2 月の入試

1 ．小林先生との【出会い】
私が浪人 2 年の時、カケッコの恩師：岡田英夫先生

時期になる体育会推薦の頃は深夜の戦いになった。教授
会のあるトイレの近くで陣を張った。マッチ箱の裏に、

（元800mの日本記録保持者：慶大OB）と青学・大先輩

××△△くんを是非頼みます。もう一押しして下さいと

の加藤愼藏氏と父との 4 人で、世田谷の小林先生のご自

勝手な事を書いた。後日、先生を訪問すると【文武両

宅を訪問させて頂き、お目にかかったのが初めてだった。

道】だ！、我々は【私学】なんだから当然！、が口癖

小林先生は【分かった！】とポツリとおっしゃられ、そ

だった。陸上部卒業の大半が、【人物本位】であったか

の 4 月に青山学院大學の入学が許された。入試を受け、

定かでないが、【文武両道】は今も輝いている。

その発表を待っていたその日、東京体育館では陸上初の
日本室内選手権があり、時のオリンピック制覇：ニュー

4 ．【東北学院戦】と、【関東インターカレッジ】

ジーランドのリデイアードの一行が来日、ピータースネ

授業やゼミ、それに学会、ドイツ留学など、超ご多忙

ルやハルバーグから、日本ナンバーワンの横溝選手や森

の中、先生はよく足を運んで下さった。それまで余り陸

本選手がその手ほどきを受けている最中だった。急遽帰

上には熱心でなかったがと、いつも振り返っておっしゃ

宅せよの知らせ！、我が家の酒屋の倉庫でお袋が【合格

られたのは東北学院戦で、我が校の選手が少なく、五條

通知】を握り締め僕に手渡し、【省三！よかったね！】

君が短距離やフィールドと何種目も掛け持ちでやって

と、これまで見た事もないような笑顔をみせてお袋が嬉

ヘトヘトになっている姿に心が動かされ、以来、力を注

しそうに待っていた。僕は熱いものを感じた。都立千歳

いだと言っておられた。太田徹君のラスト250m当たり

高校を卒業後、眼を患い入院し、失明するかも知れない、

からの加速に乗って他を大きく引き離す様は、こたえら

【大学なんてもってのほか！】と医師に宣告されていた。

れない！、と、当時、800m、1500mの両種目全日本チャ

その僕を小林先生が拾ってくれた。僕に救いの手を、そ

ンピオンの彼をよく飲みに誘っておられた。

の優しい愛の手を差し伸べて下さった。その時僕は【決
意】をした。先生の為に、否、青学の為に、一生を奉げ
ると、心で固く誓った。あれから遡る事もう47年前（1962
年：昭和37年）のことになる。

5 ．【箱根駅伝】
我々が戦後22年ぶりで【箱根駅伝】に初めて予選会か
ら勝ち上がり出場した時は大層お喜びになり、正月の 2
日には朝 5 時起きでスタート地点の有楽町の読売新聞

2 ．学生時代【陸上・ゼミ・アドグル】
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社前に大木院長と共にお見えになり、そのまま家には大

小林先生は憲法学者で怖い存在だが、陸上部の部長も

事なお客様を置き去りにしたまま、箱根の勝俣先輩のお

昭和50年頃から受けておられたと聞いて、先生の授業に

姉様が経営される【長楽荘】に泊まられ、加藤大先輩や

は欠かさず出席し、アドグルに入り、迂闊にも憲法ゼミ

茨木さんなどと杯を重ねられる事もしばしばあった。翌

にも加わった。単位取得が目的だったが甘くなかった。

3 日の復路の日もご自宅はオープンハウスで、アドグル

特に【小林憲法ゼミ】ではしごかれた。月一回の発表が

の皆さんが大勢おられるにも拘らず、会を途中で抜け出

され、今度はゴールとなる有楽町の読売新聞社前で選手

（現在ではその開発メリットも薄れ、やや不満も残るが

を迎えられた。（※：現在、読売新聞社は、大手町に移っ

未だ発展を続けている。）時を同じくして、青学の後輩

ているが、当時は、有楽町にあった。）振り返ると我々

の【太田徹君】が東京海上に入り、陸上の東日本実業団

の後、連続12年続けて箱根駅伝出場に繋がった事になり、

では総合 3 位に、全日本実業団では総合 7 位までになっ

極めて思い出深い。

た。青学からは僕を含め、総勢10名強になっている。
⑴ 話は前後するが、青学の【箱根駅伝の勢い】は隆

6 ．【卒業】

盛を極め、岩崎憲三、太田徹、服部和則らを軸に、

大学を卒業し、1966年（昭和41年） 4 月に僕は【東京

往路では 5 位、往路復路の通算総合順位では 7 位を

海上火災保険会社】に入社した。その年の 5 月に、関東

確保、極めて順調な勢いであった。東京海上に入社

インターカレッジが開催されたが、その開会式で僕が関

後の太田君には、東京海上の陸上部の主将を務めて

東学連から、第 2 回【学連賞】を受けることになった。

貰う傍ら、コーチとして青山学院の陸上部の面倒を

立教大学の柏倉先生が【文武両道】だと熱心に押された

見て貰っていた。青学の【箱根駅伝】もその勢いが

とか。東京オリンピックの名残が未だ漂う【国立競技

続いていた。太田は実に凄かった。人事部に勤務し

場】での表彰式は、それは、晴れがましい舞台だった。

仕事をこなしていたが、実家の牛乳屋さんの後継ぎ

参加66校、朋友、時の澤木選手、飯島選手らの見守る中、

の兄さんが飛込みの貰い事故で片足切断を余儀な

感慨深いものがあった。この時、両親は勿論だが、小林

くされた時、朝一の牛乳配達を復活し手伝い、800m

先生、岡田先生、加藤大先輩がことの外喜んで下さった。

では一度明け渡した座を取り返し、再び日本一に返

第 1 回は浜崎愼藏氏（5000m、10000mの日本インカレ

り咲くなど驚く程の努力がそこにあった。その上に、

覇者、箱根 5 区歴代新：立教大）だった。

青学の選手のコーチとして夜明け前の箱根の10区
のコースを鶴見から有楽町まで21.7kmを、母校の
現役の併走をし一緒に走ってから東京海上に出社
する事が度々あった。しかしながら、太田が我らサ
ラリーマンの悲しさで、浜松、そして、四国の松山
へと転勤になって、我が青学の【箱根駅伝】の連続
出場も、遂にタスキが途絶えてしまった。更には、
我々は予想だにしなかった偉大な太田徹の突然の
死に直面する事になった。
⑵ それからは、我が青山学院の陸上部の存続も危ぶ
まれる事態へと進む事になってしまった。太田に全
てを託し、既に僕も東京を離れ長崎に転勤になって
しまっていたところで手の打ちようも無かった。現
役は箱根駅伝のタスキが途切れたまま要の太田

7 ．【後輩の指導育成】
東京海上に入社後、早速、東京海上の【陸上競技部を
創設】した。純粋なアマチュアの集まりだ。その後の

コーチはこの世にはいない。見るも無残なすう勢の
分布図に陥ってしまって行った。
⑶ 僕が船橋に転勤が決まり、5 年振りに東京近辺に

【関東学連賞】の仲間が入り【文武両道の布陣】を組み、

戻り、その太田の死に遭遇する事になる。竹山君

組織は次第に大きくなって行った。僕は陸上の監督を務

（現OB会副会長）と【太田君を偲ぶ会】をやった

める傍ら、本業の保険の方では札幌冬季オリンピックや

が、本当に辛く、悲しい別れだった。そして、部員

国体にも関わった。日本体育協会にも通い、スポーツ振

が数人と、今にも消滅しそうな陸上部を見て、これ

興を背景に社会体育の育成にも関与。スポーツ傷害保障

は何とかしなければと、再び、竹山君と共に何はと

に関心を寄せる文部省とスポーツ傷害補償保険（スポ協

もあれ、先ずはOB会の建て直し等、夢の再建をこ

のスポーツ安全保険）の開発に取り組み、多くの関係者

ころみた。手始めに、陸上部OB会に【事務局】を

の協力があって、世に新保険の提供の創設の運びとなっ

設置し、初代事務局長に平林さんに就いて頂きまし

た。余談になるが、当初、10憶の収保を見込んでいた所、

た。兎に角、いろいろな事がありました。OB会活

今や、1010万人の加入者があり、収入保険料（掛け金）

性化の為、堅固な会長の座に就いて頂くため、無理

で年間90億円までに成長している。時の文部省の審議官

やり五十嵐さんにお願いしOB会の制定をして頂き、

に国家的な事業の開発とは言え、東京海上が知恵を絞っ

【俺の役目は果たした】とされた後、今度は、嫌が

たものなので、他損保各社（20社）にはシェアーするが、

る高等部ご出身、一期生の三浦さんに【陸上部の

幹事会社として、80％を貰うと、うそぶき了承を得た。

OB会長】をお願いしました。
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⑷ 小林先生の還暦のお祝いでは、アドグル、ゼミと

先生に誓った沈黙を守り、
【約束の 3 年間】が過ぎた。表

共に、陸上部としては、竹山さんのオリジナルエン

には出まいと沈黙を守り 6 年になる。武藤前学長先生に

ブレムが胸に光るブレザーコートを進呈させて頂

は、立場上、大変苦しい中、ことのほか頑張って頂いた。

きました。小林先生は、俺は憲法学者だと【日本学

本当に感謝しています。

術会議会員】を異例の11年間の長きに渡り続けられ、
ご定年で青山学院を退官されるまで、我々を見守っ
て下さった。小林先生の後任に半田先生へ競技部長

9 ．陸上競技場と【グランド】の変遷
⑴

創部

 特に定まった練習場はなく、駒場にある東大グラ

の就任のお願いをし、半田先生が学長に就任され、

ンドを借用することが多かった。

その後任に伊藤先生への競技部長就任のお願いを
致しました。

大正 7 年（1918年）陸上競技部

 昭和 5 年に初めて、多摩川沿いに400mのトラック
を取得する。

……数を数えると、切りが無いくらい、いろいろ、やっ

⑵

昭和25年（1950年）

てきました。これらは競技種目は違えと言えども、全て

 世田谷区桜新町に念願の日本陸上競技連盟公認

太田君の後を継いでくれた竹山君の功績のお蔭だと

の第 3 種トラックを取得。

思っています。とても大変感謝しています。今はその後

 青山から都電～玉電のリレーで通った。（今の住
宅

を若い今北くんが継いでくれています。
⑶
8 ．
【監督】から・【総監督】へ、【長く険しい日々】：

超一等地）
昭和36年（1961年）

 世田谷グランドの売却、そして、綱島総合グラン

【普及・育成・強化】

ドの取得と共に、日本陸上競技連盟第 3 種公認陸上

僕が監督を受けたのは平林前監督の突然の辞任騒ぎ

競技場の完成を見た。

により、監督の空白期間があった時だった。別表推移を

 そしてその成果は、

見る限り、それは【どん底】の時代だった。【箱根】を

① 関東学連（日本陸連）指定の公認競技会が多数
開催された。

なんとかしなければの一念で、先ずは部員数を確保しな
ければと、厚木キャンパスまで車を飛ばし、新入生のオ

② 当時の日本記録保持者であり、オリンピック選

リエンテーションの最中、陸上の現役部員達と一緒にビ

手でもあった、沢木（順天堂大）、飯島（早稲田

ラを配り旗を立て大声で勧誘を叫び一人一人【カケッ

大）らが好記録で快走した。
③ 青山学院大学の体育祭のメイン会場（或いは運

コ】は面白いよ！と口説きに回った。現役部員の熱心な

動会会場）として活用された。

働きがあって、新入部員が少しずつ増え始めた。関西淡

④ 東北学院戦の会場としての使用は、勿論のこと

路大震災（1995年）の直後、駅伝の高校No 1 名門【西

であった。

脇工業】の校庭に立っていた。渡辺監督に食い下がり、
ダメと分かると西脇を中心に数十校（千数百人）が合同

⑷

2000年（平成12年）10月 3 日㈫

で合宿する大山に追っかけをやり、渡辺先生に張り付い

 綱島総合グランドが売却され、他の部は相模原

た。また、伊藤先生にも神戸まで出向いて頂き、ライバ

キャンパスに併設する緑ヶ丘グランドに代替を得

ル校の駅伝名門の【報徳学園】の名将鶴谷先生にもご面

た。当初、400mの公認の陸上競技場がその地に出

談頂き、我が校への選手の派遣依頼をした。大牟田高校、

来る予定になっていたが、何故か、陸上競技部だけ

佐久長聖、仙台育英、小林、兎に角、上から順に強豪校

がグランドがないことになった。（後で分かった事

を訪ね歩いた。現役の東京海上の社員であることから、

だが、相模原市の緑地法に抵触するとかで、計画は

有給休暇を使い、旅費・接交費は、勿論、自腹だった。

頓挫したそうだ。）

この時代、それは17年にも及ぶ【長く、険しい日々】

 その後、北里大学（病院）の隣りの東京生命総合

だった。

グランド買収の話もまた頓挫し、無念なことに、陸

茨木大先輩や我々からの働きも手伝ってか、半田学長

上部はグランドを持たないまま、今日に至っている。

の大英断が下された。2003年 5 月に【強化指定部（特化

この問題は我々に取って、既得権を奪われただけで

部）】に陸上競技部が指定された。（他は、野球部とラブ

なく、総合大学として相応しくない。陸上競技部に

ビー部）【向こう 3 年間の約束】であった。2003年10月

グランドが無いのは、柔道部に畳敷きの道場がない

の【箱根予選会】の直後の11月 1 日から新監督の体制に

に等しく、困った問題である。

移行し、2004年度からは、☆【人】（選手の獲得・指導
者の厚遇）☆【もの】☆【金】などが約束され、保証さ
れた。僕は、そこまで見届けてから後任の現監督にバト
ンならぬ、タスキを渡す事になって、引き継いだ。伊藤
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10．終わりに、【15年計画の更なる推進と、その継続】
多くの大恩ある先生方への心の中にしまってあるご
恩返しが、僕の【夢】の一つだ。

⑴ 僕の恩師・岡田先生（慶應OB・元日本記録保持
者）が、僕に託した、東京オリンピック（僕がその
期待に応え切れなかった、僕がなし得なかった）へ

体制の確立をすることだ。
⑸ 具体的には、それが【15年計画】の推進の継続で
す。

の、やり残した夢の挑戦への引き継ぎだ。
⑵ オリンピックに、青学の後輩を送り、
【勝たせる】
こと。
⑶ その為に、【箱根駅伝】では、取り敢えず、日本
一にすること。
⑷ そして、世界に打って出て戦う為に、【高校】・
【大学】
・
【社会人】（実業団）、つまり、
【高】
・
【大】
・

亀の歩みのようだが、1 歩 1 歩着実に前進させる、夢
を描き続けている。そんな野望をもって、日々、臨んで
います。然しながら、今でも、小林先生の【教え】が
面々と生き続け、我々の大きな支えとなっています。
我々には【憲法学者】であり、【陸上競技部長】だった
小林先生が今でもついている！

【社】（実）の【一貫教育】のシステマティックな
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