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１.大会概要 
 

①①①① もうもうもうもう一一一一つのつのつのつの箱根駅伝箱根駅伝箱根駅伝箱根駅伝とはとはとはとは…………    

1990 年代後半に神奈川大学アドベンチャークラブによって行われたウォーキング活

動「もう一つの箱根駅伝」。当時は当部員によってのみで行われたが、2006 年に復活

した現「もう一つの箱根駅伝」は、複数大学間の親睦を深めると同時に本番直後によ

って行うことにより、発生したゴミ及び潜在的するゴミの収拾、地域の環境美化を積極

的に行う社会的活動を目指した。本番さながらの競技性も重視し、タスキリレーや、収

集したゴミの量によって順位を決すると言った独自のルールを設けた。 

時間、場所など単発的なゴミ拾いではなくコースを決めて、点と点を線で結ぶことに

よりイベントの一体性を保つ。2006 年当初は、冒険部や探検部をはじめとしたアウトド

ア活動を行う団体が、環境問題に対してどういった活動が出来るのかを模索していくこ

とが目的の活動であったが、近年は、この活動に共感を持つ大学のゼミや、ボランティ

アサークルも参加者として加わってきている。ゆえに、冒険部や探検部の制限を越え、

学生という視点から現代の環境問題にどういった対応をしていくべきか模索する活動

へと変化しつつある。若さを生かし社会貢献をしようという、学生たちのさわやかであり

ながら、泥臭い新春のイベントである。 

  

②②②② 会実施日会実施日会実施日会実施日・・・・日程日程日程日程    

平成 21 年１月４日（日）～1 月 5 日（月） 

４日（土）  ８：３０ 集合（読売新聞東京本社前） 

       ９：００ 開会式 

       ９：２０ スタート     

      ２３：００ 交流会（平塚市・湘南海岸公園） 

      ２４：００ 平塚到着リミット（今回、該当チームはおらず） 

就寝 

 

５日（日）  ９：００ スタート 
１９：００ 強制終了リミット（全チーム）、閉会式・表彰式 

２０：００ 解散 
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③③③③参加参加参加参加チームチームチームチーム    

麻布大学                           二年ぶり三回目 

亜細亜大学                          三年連続三回目 

神奈川大学                          四年連続四回目 

慶応義塾大学                         四年連続四回目 

東海大学                           二年連続二回目 

東京学芸大学                           初出場 

東洋大学                           二年連続二回目 

中央大学                             初出場 

帝京大学                             初出場 

日本大学                           四年連続四回目 

明治学院大学                         二年連続二回目 

立正大学                           二年連続三回目 

 

 

＊神奈川大学、日本大学は、A、B の２チーム、亜細亜大学は A、B、C の３チームの出

場のため、全部で１６チームでの開催となった。なお、東京学芸大学チームについて

は、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスチームとの合同チームである。 

 

④④④④大会大会大会大会ルールルールルールルール    

●コース 

 

箱根駅伝本番コースの往路をほぼ同様に５区間に分け、1 日目に 1 区（大手町）～

3 区（平塚）まで進み、平塚市内の湘南海岸公園でビバーク（野営）する。二日目は一

日目に到着した時間による時間差スタートはせず、二日目も全チーム一斉スタートとす

る。 

 

●ポイント制 

 

本大会は、前年度から用いているポイント制を引き続き採用し、ゴミ１袋につき１０ポ

イントと、１日目と２日目の順位によるポイントを基本とした総合ポイント制にて勝敗を

決する。ポイント制の詳細については大会結果の項にて参照。 

 

 



5 
Copyright (C) The Another Hakone 2009 Official Staff, 2009.All rights reserved. 

 

●人数 

 

１チームあたりの参加人数は、原則として区間ごとにタスキリレーを行うほか、効率

面、タイムを考慮したら５人が望ましい。しかし、過去１人で 107km を歩き通した強者

もおり、また思うようにメンバーが集まらないこともありえるので５人以下で挑戦するこ

とも可能である。但し、５人以上は違反とする。 

人数が５人に満たない場合は不足人数一人につき２５Ｐのハンデをもうける。 

   

●備品 

 

ゴミを収集する袋とトングは実行委員会がある程度は用意するが、袋が足りなくなっ

た場合は、各チームごと用意する。袋の大きさは配布されたものの大きさ(４５リットル)

を基準とする。襷リレーで必要な襷とゼッケンは実行委員会 

 

●ゴミ 

 

収集したゴミを回収する地点は特に設けないが、平塚到着時点で実行委員会が回

収する。サポーターは、回収したゴミが走者に支障をきたすほどの量になった場合に回

収することが出来るが、袋にチーム名と番号を記入することとする。大会を円滑に進行

する上でもサポーター（車があると尚良い）は必要だが、各チーム協力し合うことも望ま

れる。 

 

●時間制限 

 

1 日目平塚到着時間の限度を２４時とする。それを超えた場合にはペナルティとして、

その日に拾ったゴミの袋数をポイントの対象外とする。２日目は１９時を限度とする。そ

れに間に合わなかった場合は、リタイアとみなし、サポート車にて強制で芦ノ湖まで搬送

する。 

 

●大会理念 

 

前年度と変わらず、大学間の親睦を深めると共に社会貢献に寄与することを基本理

念とする。大学対抗競争を銘うっているが、あくまでゴミ拾いを通して環境問題を考え

る行動自体に重点を置くため、競技性を第一に置くことを避けるよう求める。 
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⑤⑤⑤⑤区間区間区間区間についてについてについてについて    

■第 1 区（21.4 ㎞） 大手町読売新聞東京本社前～鶴見中継所（武井産婦人科）  

スタート（大手町読売新聞東京本社前）  鶴見中継所（武井産婦人科） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第 2 区（23.2 ㎞） 鶴見～戸塚中継所（古谷商事前） 

戸塚中継所（古谷商事前） 

 

 ※横浜新道沿いの広い駐車場 

  

 

 

 

 

 

 

 

■第 3 区（20.5 ㎞） 戸塚～平塚中継所（平塚湘南海岸公園）  

平塚中継所（湘南海岸公園） 

 ※134 号の歩道橋を右折 
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■第 4 区（19.5 ㎞） 平塚～小田原中継所（ういろう駐車場） 

小田原中継所（ういろう駐車場） 

 

 ※曲がる 1 号線に注意 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第 5 区（23.4 ㎞） 小田原～箱根町芦ノ湖駐車場入口      

ゴール（芦ノ湖駐車場入り口） 

 

   

 

 

 

 

 

 

＊本年度は、交通障害を起こす恐れがある関係から、少々わかりにくいものの箱根駅

伝本番のゴール地点であるとする門より 100ｍほど離れた、芦ノ湖湖畔の道路と駐車

場をつなぐ通路をゴール地点とした。 

 

 

ういろう 
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⑥実行委員会メンバー 

 

実行委員長 

立正大学４年 

斉藤 達成   Tatsunari  Saito 

 卒業間近に迫ったこの季節、もう一つの箱根

駅伝の実行委員をやりたいです！といったのが

運の尽き。成り行きで実行委員長になってしま

い戸惑う毎日、果たして大会を無事終わらせ

ることができるのか、はたまた無事に卒業でき

るのか？？ 

 
雑務 

日本大学３年 

木村 拓也  Takuya  Kimura 

かの有名な SMAP 木村拓也と同姓同名。そ

のキムタクとは対照的な、まじめで大人しい性

格。就活で忙しいなか、実行委員を務めてくれ

た。スーツでミーティングに参加する姿はとても

印象的。彼もまた J-BOY だった…。 

 

 

副実行委員長 

神奈川大学３年 

小泉 聡  Satoshi  Koizumi 

 神奈川大学アドベンチャークラブが生んだス

ーパー男児。彼の驚異的な肉体から繰り出さ

れる行動力と、酒の呑みっぷりに周りはいつも

驚かされる。急遽、本大会に選手としても参加

し、三区を２時間で走るという大会最速タイム

を叩き出した。 

 
渉外・書記 

神奈川大学２年 

斉藤 葵  Aoi  Saito 

 一人で海外活動を行おうとするほどアクティ

ブな彼女。ミーティングでたまに着てくる着物が

良く似合う。また、とてもしっかり者であり、彼

女の意見は周りをうなずかせるほど説得力が

ある。なぜか持っていた読売新聞社の人脈に

も大変驚かされる。 



9 
Copyright (C) The Another Hakone 2009 Official Staff, 2009.All rights reserved. 

 

 

会計 

神奈川大学３年 

島 雅和  Masakazu  Shima 

 神大だから、激しいぜ！！というイメージに

あまり当てはまらない彼。実行委員として与え

られた仕事はきちんとこなす。彼にカラオケ屋

で歌わせる桃太郎は天下一品。会計表の作成

はエクセルではなくワードでやる主義らしい…。 

 

 

補佐 

神奈川大学 OB 

市川 真也  Shinya  Ichikawa 

 社会人になってからも、もう一つの箱根駅伝

に関わり続ける重要なキーマン。一度は無くな

ったもう一つの箱根駅伝を、現在のような社会

貢献につながるものへと復活させた。話術で周

囲を引き付ける力があり、イベント運営がもの

すごくうまい。見習いたいところである。 

 

補佐 

日本大学 OB 

林 泰博  Yasuhiro  hayashi 

 日本大学探検部が誇るキリスト。そして大学

探検部にいる幾人かの小天使の頂点に立つ

初代大天使。実行委員にピンチがあると必ず

築地市場から駆けつけてくれる。まさに思いた

ったら即行動。その行動力に頭が上がらない。

別名 EXILE の ATSUSHI さん。 

 

当日スタッフ 

神奈川大学３年 

相原 政志  Masashi  Aihara 

 実行委員のムードメーカー。大会当日は、サ

ポーターの一人として動いてくれた。彼も一度

酒を手渡すと激しい呑みっぷりを見せてくれる

一人である。流石は神大であるとうなずかされ

る。島との会話のやりとりが意外に面白い。 
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当日スタッフ 

神奈川大学３年 

谷島 麻理奈 Marina  Tanishima 

 ほのぼのとしたイメージのある彼女。なぜか

牛のかぶり物がとってもよく似合っていた。大

会当日は神大ヴォクシーを巧みに運転してくれ

た。彼女の安全運転なくして大会成功はなかっ

ただろう。 

 

当日スタッフ 

明治学院大学 4 年 

橋本 友里  Yuri  Hashimoto 

当初は、実行委員としてメンバーに加わって

いたものの、都合により断念。しかし当日サポ

ーターには加わってくれ、戸塚の片山さんととも

に大会運営を助けてくれた。



 

   ２．大会までの道のり 
  

今年で、第４回大会を迎えるこの大会。まだまだ、生まれたばかりともいえるこの企

画がスタートしたのは、昨年の 10 月半ばであった。しかし、特にマニュアルがあるわけ

でもなく、大会に固定化した協賛企業、支援団体があるわけでもない。よって、協賛企

業、支援団体を募集しつつ、大会計画を進行していく、まさに手探り状態の運営となっ

た。そのような中であったが、本年度は前年度委員長の働きかけもあり、多数のメディ

アからの注目を受け、大会にとって知名度の向上、拡大へとつながった大きな飛躍の

年となったのは間違いないであろう。ここではそんな本大会の運営経緯を紹介する。 

 

2008 年 

［］は参加したメンバー 

10 月 18 日（土）  第一回ミーティング 戸塚にて 

・ 片山氏に挨拶［斉藤(達)・小泉・市川］ 

 

10 月 27 日（月）  第二回ミーティング 品川にて（メンバーの都合により中止） 

11 月 10 日（月）  第三回ミーティング 渋谷にて 

・ 役職の引継ぎ  

・ 神奈川大学から専用車ヴォクシーを無料で貸していただけることになる

［小泉］。 

 

11 月 28 日（金）  第四回ミーティング 渋谷にて（現メンバーが初めて顔合わせ） 

・ 協賛企業獲得のために動き始める。 

・ 警視庁・神奈川県庁にて道路使用許可申請［斉藤(達)・小泉］ 

・ 国土交通省横浜国道事務所にて協力要請［斉藤(達)］ 

 

※道路使用許可については、東京・神奈川ともに特に必要が無いということで、各警

察署に断ることを条件に許可が下りた。しかし、今後、更なる大会規模の拡大を考慮

すると、正式な許可が必要になってくる時期がやってくるであろうと考える。この件につ

いては規模に似合った対応が求められる。国土交通省横浜国道事務所については、

協力要請が遅すぎて対応できないということで本年度は協力が得られず、次年度以降

に持ち越しとなった。 
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12 月６日（土）  関東学生探検連盟後期総会にてプレゼン［斉藤(達)・小泉・島・木

村］ 

 

※本年度も、関東学生探検連盟後期総会(関東の探検部・冒険部が一堂に会する集

まり)にてプレゼンテーションと参加呼びかけを行った。小泉の作成したプロモーションビ

デオが好評で、参加したいという団体が続々と名乗りを上げた。初出場や、昨年は不

参加であった団体の参加も少なくなく、更なる探検部(冒険部)員の環境に対する意識

の向上が感じられた。 

 

12 月 10 日（水）  第五回ミーティング 渋谷にて 

・ メンバーの名刺が完成。 

・ 日本大学に支援金を出していただけることに決定［木村］。 

12 月 13 日（土）  横浜市資源循環局神奈川事務所に協力要請［小泉・市川］。読売

新聞取材［斉藤(達)・斉藤(葵)・市川・林］ 

 

※横浜市資源循環局からは、トング本と、ゴミ袋多数、ポケットティッシュダンボール１ 

箱、絆創膏１箱をいただく。 

 

12 月 20 日（土）  東海道五十三次出席［斉藤(達)・小泉・島・木村・市川・林］ 

 

・ 湯川氏から東神奈川給水ポイントに、おにぎりをもってきていただけること

に決定。 

・ 旧東海道品川宿周辺まちづくり協議会さんが、品川給水ポイントを設置し

ていただけることに決定。 

 

12 月 21 日（日）  箱根町にて協賛願い［全員］ 

・ 箱根富士屋ホテル 

・ かっぱ天国 

・ 吉田屋 

・ 村上 

・ 折々(本年度初) 

・ 風知草(本年度初) 

 

12 月 27 日（土）  もう一つの箱根駅伝代表者会議［全員］ 

          麻布大学・神奈川大学・慶応義塾大学・東海大学・東京学芸大学・ 

東洋大学・中央大学・帝京大学・明治学院大学・立正大学が参加。 
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・ 箱根町のホテル岡田さんが協賛決定。 

・ NPO 法人かわさき歴史ガイド協会さんに、川崎給水ポイントを設置してい

ただけることに決定。 

・ 小田原市老舗ういろうさんに、小田原給水ポイント兼中継所を設置してい

ただけることに決定。 

2009 年 

 

1 月２日（金）  襷完成！！［市川］ 

1 月３日（土）  手作りでゼッケン作成［斉藤(達)］ 

1 月４日（日）  もう一つの箱根駅伝実施  １日目 

1 月５日（月）  もう一つの箱根駅伝実施  ２日目 

 

 

 

３．大会当日 
 

 

１月４日（日）   晴れ 

・第一区(スタートから鶴見中継所まで) 

 今年も 8 時 30 分読売新聞社前集合。予定通りメディアの取材を受け、順調に進ん

でいたかに思われていましたが、痛恨ミス。トングの数が足りず。仕方なしに少々遅れ

てきたチームには手でゴミを拾ってもらうことにしました。 

開会式は少々早めに終わった関係で、少々早めの 9 時 20 分一斉スタート！！ 

  

トップは、麻布大学！続いて、亜細亜の３チームの順番！先頭集団は、例年にない

速さです！品川に設置の給水ポイントが、今年はトップ集団通過時点に間に合わずで

した 
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一方、後方集団は和気藹々としています。楽しそうですね！旧東海道品川宿まちづ

くり協議会のみなさまどうもありがとうございました！ 

 

  

11 時 50 分ごろ、トップの麻布大学は川崎を通過！写真は、川崎給水ポイントでボ

ランティアをしてくださったかわさきガイド協会の皆さんです！飲み物を出していただき

ました。冬晴れの中の競技だったのでみなさん喉がカラカラであったと思います。どうも

ありがとうございました！ 
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一区間だけでも今年はすごいゴミの量です！ふと車の中を見てみると、もうすでにト

ランクがゴミ袋で一杯でした！選手のみなさんが必死にがんばってくれている証拠で

す！ 

 

  

  

 東神奈川では、お昼のおにぎりを神奈川宿遊学セミナーの湯川さんにいただきまし

た！ 選手のみなさんは、朝からほとんど何も口にしていないのでおなかがペコペコで

す。 
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・第二区(鶴見中継所から戸塚中継所まで) 

  

 第二区スタート！今回は、明治学院大学のみなさん、戸塚のカフェ店を経営している

片山さんに戸塚のわかりにくいコースの選手誘導をしていただき、また、戸塚の給水ポ

イントを設置していただきました。どうもありがとうございました！ 

 

・第三区(戸塚中継所から平塚湘南海岸公園まで) 

  

 いよいよ、寒い、暗い、辛い、の三形容詞がそろった第三区のスタートです！真っ暗

の中でも選手の皆さんはひたすらゴールを目指して歩き続けます。 
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20 時 57 分、暗がりに人影が…。よく見るとトングを持っています！選手です！例年

にない速さです！そして、暗いにも関わらず、ちゃんとゴミも拾ってきてくれたようで、袋

の中もゴミで一杯になっていました！ 

見ての通り、ほら！テン場もゴミで一杯です！選手の皆さん、ホントに一日目お疲れ

様でした！！ 

 

・夜の宴 

 選手も無事全員ゴールし、２４時の門限によるぺナルティーのチームもありませんでし

た。ゴールで盛り上がっている中、次はお楽しみの夜の宴です！みんなで公園にテント

を張り、鍋をしました！そして、いよいよ、待ちに待った一日目の順位発表です！ 

 

  

 

一日目のトップは、中央大学！二番は麻布大学！三番は日本大学 A と帝京大学！ 

 

選手の皆さんには明日に向けての豊富を叫んでいただきました！ 
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１月５日（月） 晴れ時々にわか雨 

・第四区(スタートから小田原中継所まで) 

 朝８時半起床。９時に選手一斉スタート！トップに躍り出たのは立正大学です！１日

目に続き、２日目もいきなりハイペースでした！ 
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 小田原中継所は、今回、小田原老舗ういろうさんからテントと駐車場をお借りして給

水ポイントを設置していただきました！どうもありがとうございました！第五区走者は、

最後の給水を済ませ、箱根の坂に挑みます！ 

 

・小田原中継所から芦ノ湖ゴールまで 

 第五区走者は、道行く人々の声援を受けながら山道を登っていきます。がんばれ～、

ファイト～！！ 

  

  

 みんな、へとへとになりながらゴールです！ミスでゴールテープが間に合わず、一番に

間に合いませんでした！スイマセン！ 
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 順位は、１位日本大学 B、２位帝京大学、３位立正大学の順番です！ 

  

インタビューを受ける１位日本大学 B の藤田君 

 

健闘をたたえあう２位帝京大学チーム 

  

３位の立正大学、１年生です！        惜しくも４位の日本大学 A、女の子なのに

よく頑張った！ 
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・閉会式 

 １９時には、全チームゴール！皆さん本当にお疲れ様でした！いよいよもう一つの箱

根駅伝２００９も、クライマックス！！総合順位発表です！ 

第１位麻布大学 

 

 麻布大学は１人、人数が少ないにも関わらず、ゴミ袋の数もトップ！！文句なしの敢

闘賞です！！ 

第２位帝京大学 

 このチームも、人数が少ないのに頑張りました！！来年は是非優勝を！！ 

第３位日本大学 B 

 ２日目もトップのこのチームには、ある商品を贈呈。内容は秘密です。 

 

 その他、一日目トップの中央大学と特別賞に選ばれた人たちには商品が贈呈されま

した！おめでとうございます！！長かったもう一つの箱根駅伝２００９もこれにて終了

です！！みんなで、最後の記念撮影。そして１９時半解散。 

 

来年も是非、参加してくださいね！！お待ちしています！！ 
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４． 結果報告 
 

① ポイント換算 

 本大会は、２日間における襷リレーの結果と、拾ったゴミ一袋あたり１０ポイントとし、

その総量によりポイントが加算していき、最終的にポイントの高いチームから順位をつ

けていった。 

 

○１日目着順 

一位 100 ポイント（中央）、二位 90 ポイント（麻布）、三位 80 ポイント（日大 A、帝京）、

五位 70 ポイント（亜細亜 A、亜細亜 B、亜細亜 C）、八位 60 ポイント（明治学院）、九

位50ポイント（神大B）、十位40ポイント（日大B、神大A）、十二位30ポイント（立正、

東洋、東海）、十五位 20 ポイント（学芸）、十六位 10 ポイント（慶応） 

※制限時間によるぺナルティ無し 

○２日目着順 

一位 200 ポイント（日大 B）、二位 160 ポイント（帝京）、三位 120 ポイント（立正）、四

位 80 ポイント（日大 A）、五位 70 ポイント（亜細亜 C）、六位 60 ポイント（麻布）、七位

50 ポイント（明治学院）、八位 40 ポイント（中央）、九位 30 ポイント（神大 B）、十位 20

ポイント（慶応）、十一位 10 ポイント（東洋）、以下 0 ポイント（東海、亜細亜 A、亜細亜

B、神大 A、学芸） 

※制限時間ぺナルティ無し。全チーム完走！！ 

○１日目ゴミ数 

日大 A：17 袋、麻布：22 袋、神大 A：10 袋、亜細亜 A：6 袋、亜細亜 B：4 袋、亜細亜

C：8 袋、帝京：9 袋、明治学院：14 袋、日大 B：9 袋、神大 B：16 袋、東洋：11 袋、慶

応：5 袋、中央：6 袋、東海：7 袋、学芸：3 袋、立正：10 袋 

○２日目ゴミ数 

日大 B：6 袋、帝京：5 袋、立正：6 袋、日大 A：1 袋、亜細亜 C：3 袋、麻布：8 袋、明治

学院：3 袋、中央：3 袋、神大 B：4 袋、慶応：3 袋、東洋：5 袋、東海：2 袋、亜細亜 A：

2 袋、亜細亜 B：1 袋、神大 A：1 袋、学芸：1 袋 

※ゴミ総袋数 211 袋！！ 

○その他 

・ 人数が少ないチームへのハンデ：25 ポイント 

（帝京×2、立正×１、麻布×１、中央×１、神大 B×１、東海×1、亜細亜 A×１、学

芸×1） 
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・ 一日目トングがなかったチームへの謝罪ポイント：10 ポイント 

（日大 A、麻布、亜細亜 A、亜細亜 B、学芸） 

・ 川崎特別ゴミ収集ポイント：5 ポイント 

（帝京、神大 B、東洋） 

② 総合順位 

一位   麻布大学   485 ポイント  30 袋 

二位   帝京大学   435 ポイント  14 袋 

三位   日本大学 A  390 ポイント  18 袋 

四位   日本大学 B  350 ポイント  15 袋 

五位   立正大学   335 ポイント  16 袋 

六位   神奈川大学 B 310 ポイント  20 袋 

七位   明治学院大学 280 ポイント  17 袋 

八位   中央大学   255 ポイント  9 袋 

九位   亜細亜大学 C 250 ポイント  11 袋 

十位   東洋大学   205 ポイント  16 袋 

十一位  亜細亜大学 A 185 ポイント  8 袋 

十二位  神奈川大学 A 150 ポイント  11 袋 

十三位  東海大学   145 ポイント  9 袋 

十四位  亜細亜大学 B 130 ポイント  5 袋 

十五位  慶応大学   120 ポイント  8 袋 

十六位  学芸大学 

     慶応大学合同 105 ポイント  4 袋 

 

③ 特別賞について 

 本大会は特別賞として、サポーター車を出してくれた団体、個人、そして、競技進行に

当たってサポートしてくれた団体を GOOD サポーター賞として表彰し、商品を贈呈した。

また、敢闘賞や、第四回大会特別賞を設けた。 

 

GOOD サポーター賞：立正大学、明治学院大学、慶応大学 

GOOD サポーター賞（個人）：栗原直矢（東洋）、藤田悠介（日大） 

敢闘賞：麻布大学（拾ったゴミ最多） 

第四回大会特別賞（第四位）：日本大学 B 
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     ５.協力・協賛(協賛品の使途) 
 

●協力 

・横浜市資源循環局神奈川事務所 

→ゴミ袋(45ℓ)多数、トング本、ポケットティッシュ入りダンボール１箱、絆創膏 1 箱 

                  ・・・ゴミ袋、トングは選手の備品として使用 

                  ・・・ポケットティッシュ、絆創膏は参加賞として選手に贈呈 

・旧東海道品川宿周辺まちづくり協議会 

→新馬場駅前給水ポイント設置、飲み物の支援 

                  ・・・第一区選手の給水ポイントとして使用 

・NPO 法人かわさき歴史ガイド協会 

→川崎六郷橋給水ポイントの設置、飲み物の支援 

                  ・・・第一区選手の給水ポイントとして使用 

・大磯町商工会長 石井氏 

→支援金１封 

                 ・・・支援金は来年度以降の運営費として貯蓄 

・小田原市老舗ういろう 

→駐車場の使用許可、テント設営 

→小田原給水ポイント設置、飲み物、おにぎりの支援 

・・・第四区選手の給水ポイントとして使用        

・戸塚警察署 

→駐車場をゴミ置き場として使用許可 

                ・・・例年、一日目の拾ったゴミは多量で、どこかで資源循環

局に回収してもらわなくてはいけないほどであるが、今

年は、一日目が日曜日にあたったため、資源循環局に

回収してもらうことはできなかった。よって、戸塚警察

署駐車場に一晩ゴミを置かしてもらい、次の日の朝に

資源循環局に回収してもらうという形をとった。 

・戸塚駅前カフェ・モネ 片山氏 

→戸塚警察署駐車場の使用を要請。戸塚市資源循に環局ゴミ収集を要請。 

                 ・・・一日目に拾ったゴミの回収 

→戸塚給水ポイントを設置。飲み物の支援。 

                 ・・・第二区選手の給水ポイントとして使用 

→選手のコース誘導 

                 ・・・第三区選手が戸塚市内で迷わないように設置 
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→マップの提供、反射材、ライトの提供 

                 ・・・第三区、五区の安全対策として使用 

・神奈川宿遊学セミナー 湯川氏 

→東神奈川給水ポイントの設置、おにぎりの支援 

                 ・・・第一区選手の休憩ポイントとして使用 

 

・林泰博氏 

→築地市場で取れたマグロの頭１個 

                ・・・二日目トップでゴールした日本大学 B に林大天使賞とし             

                  て贈呈 

・神奈川大学 

→神奈川大学専用車ヴォクシー 

                ・・・サポート車の一台として使用 

・日本大学校友会 

→支援金１封 

                ・・・今年度の運営費として使用、余りは来年度の運営費とし

て貯蓄 

●協賛 

・キリンビバレッジ株式会社 

→飲み物多数 

・・・給水ポイントに出すのみものとして使用 

・湯本富士屋ホテル 

→温泉券 5 枚 

・・・第二位の商品として帝京大学に贈呈 

・湯本かっぱ天国 

→温泉券 15 枚 

                 ・・・第三位の商品として日本大学 B に、第四回特別賞とし

て日本大学 A に贈呈 

・折々 

→箸入れ 10 枚 

・・・GOOD サポータ賞として、明治学院大学、一日目トップ

でゴールした中央大学に贈呈 

・ギャラリー風知草 

→駒５個 

                 ・・・GOOD サポーター賞として立正大学に贈呈 

・株式会社村上二郎商店 
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→2 万 5 千円相当の梅干１壷 

                 ・・・第一位の商品として麻布大学に贈呈 

・箱根湯本駅前吉田本店 

→寄木細工の名刺入れ５個 

                 ・・・GOOD サポーター賞として慶応義塾大学に贈呈 

・箱根湯本温泉ホテルおかだ 

→温泉・昼食バイキング無料チケット５枚 

・・・第一位の商品として麻布大学に贈呈 

 

 

 

  ６．報道メディア 
 

 

・新聞→読売新聞、神奈川新聞、毎日新聞夕刊 

 

・テレビ→テレビ神奈川(ニュース)、TBS(ピンポン！)、日本テレビ(ズームイン！！

SUPER)、テレビ朝日(ワイドスクランブル) 

 

・ラジオ→FM 横浜、本番当日のラジオにて紹介あり 

 

・雑誌→環境会議、マイナビ進学、タウンニュース 

 

・WEB→カナコロ、YOMIURI ONLINE、YAHOO ニュース、Google ニュース、47 ニュー

ス、各種ブログ 

 

・各大学新聞→日本大学新聞、立正大学学園新聞、神奈川大学新聞 
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７.会計報告 
 

収入 

祝儀     130000 円 

(日本大学校友会様      100000 円) 

(日本大学文理学部長 島方 洸一教授 10000 円) 

(大磯宿 石井春夫様  10000 円) 

(小田原 桜井広利様  10000 円) 

参加費     31000 円 

 

合計 161000 円 

 

支出 

               名刺代     3000 円 

ポリ袋代    2664 円   

食費      22105 円 

               トング代      840 円 

               ガソリン代   8817 円 

      高速代     3450 円 

               ペン代      2877 円 

安全ピン代    294 円 

手袋代     550 円 

布代      2211 円 

ゴールテープ代 1200 円 

コピー代    2000 円 

交通費      16８１0 円 

事務費     2109 円 

その他経費   6730 円 

 

合計 75657 円 

 

収入  161000 円 

－支出  75657 円 

総計  85343 円 

(文責 島) 
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  ８.反省・改善点 
 

 

●大会実行前における反省・改善点 

 

・個々で、情報共有は心がけたが、やはり完全な情報共有はできていなかった。来年は

メーリングリスト作成をしたほうがいいだろう。 

・大会まで時間が無い、もう少し早く協力を要請して欲しいという要望を多数の協賛・

協力団体から受けた。大会までに時間が無いことを理由に協賛を断られたところもあ

る。これに対応するために更なる長期の準備期間が必要となってくるであろう。理想と

しては、半年前から実行委員を募り、10 月には実行委員として動ける体制ができてい

ることが望ましい。 

・更なるもう一つの箱根駅伝の知名度向上のために、当初は実行委員のジャンパー、

ロゴ入りのゼッケンを作成する予定であったが、発注が遅れたためできなかった。次年

度大会では、ロゴ入り上り旗作成と合わせて是非、実現させて欲しい。 

 

■ 大会における反省・改善点 

 

・実行委員長による、開会式のルール説明が適当でなかった。そのため、競技中、混乱

をきたす原因になってしまった。進行プログラムを作成し、順序を追った開会式の進行

が求められる。 

・使用トング数が適当でなかった。大会前にきちんとした、使用道具の把握が必要であ

った。 

・先頭を行く選手が予想以上に早かったために、品川の給水ポイントの設置が間に合

わなかった。次年度はこのことを視野に入れた、品川給水ポイントの早めの設置が求め

られる。 

・１日目おける、サポートする先行車と後行車のフォーメーションが適切でなかった。とく

に今回、先行車と後行車とのいれ違いが生じ、どちらが先行車でどちらが後行車かわ

からなくなってしまった。また、一台のみが機能し、もう一台はまったく機能していなかっ

たという事態が起こった。一度決めたフォーメーションは絶対に崩さないようにすること

が大切である。また、実行委員長と副委員長は処理能力分散のため絶対に同じ車に

乗ってはいけない。 

・大会本番に流れてくる情報が実行委員長のみに集中してしまった、もっと情報の分散

化をはかったほうがいい。具体策としては本番前から名刺を渡す相手を分けたほうが

いい。例えば、協賛企業へ渡す名刺は実行委員長だけではなく副委員長も名刺を渡す、
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メディア関係には実行委員長でなく渉外が名刺を渡す、雑務は参加大学へ名刺を渡し、

その対応をすべて行うといった風にである。 

・ビバーク地点の使用許可を取ったほうがいい。今大会で、警察が公園まで来て事情

徴集をするという出来事が起こった。幸い、大事ではなかったが、来年以降はこのこと

にも対応する為、きちんとした対策を練ったほうがいいだろう。また、騒ぐことを重視す

るならば、公園ではなく別の場所の検討もしたほうがいいであろう。 

・二日目の拾ったゴミの置き場についてであるが、今大会でも、箱根町に対してゴミス

テーションの使用許可申請は特にしなかった。来年以降、大会自体がより大規模にな

ることが予想される為、来年度以降は使用許可をちゃんと取ったほうが無難であろう。 

 

 

９．最後に 
 

  

①実行委員より  

私は、大学４年生のこの時期に、学生最後を締めくくるものとして、もう一つの箱根

駅伝があり、また、その実行委員長を務められたことを大変うれしく思います。立正大

学は、毎年、箱根駅伝本番には参加しておらず、その関わりも全くありません。それに

も関わらず、大学の有志は、箱根駅伝の後始末を名目にはじまったこのもう一つの箱

根駅伝に参加しているということ、そして、私はその学生代表として、今回、実行委員

長を務めていたことは大変意味のあることであると感じています。 

大会における反省点はいろいろあるが、やはり、何からにも一番の原因は大会準備

不足であったといえるでしょう。やるべきことのイメージはあるものの、なかなか思うよう

に動けないことがありました。自分の中で何を最優先にすればよりよい大会へと近づけ

るのかがわかっていなかったのでしょう。そして、個人的なことでありますが、私はこの

時期、もう一つの学生最後の行事である卒業論文提出も控えていました。その関係も

あり、大会運営は後回しにしなければいけない時もありました。実行委員のみんなは、

そのような中、本当によく動いてくれたと思います。前年度に比べる大会の規模拡大、

そしてこのメディアへの広まりは、その成果であるといえます。また、この企画に賛同し、

支えてくださった地域の方々、企業の方々、各団体の方々など、本当にさまざまな人か

らお世話になりました。合わせて感謝の気持ちが絶えません。 

まだまだ、このもう一つの箱根駅伝は、拡大していくでしょう。毎年におけるゴミの量

の増大がそれを物語っています。ゴミのなくならない限り、この大会は終わりません。ま

た、ゴミの増える限りこの大会は拡大を続けていくのです。そう思うと、この大会の存在
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は、われわれ学生にとっては、社会貢献をしているということで注目を受ける絶好の機

会となりますが、地域、社会にとって決して望んではいけないものといえます。私は、こ

の大会がいつかなくなることを望みます。その願いを込め、先代から続いてきた襷を次

の代へと引き継ぎたいと考えております。 

 

 委員長  斉藤 達成 

 

今回で４回目のイベントととなり、また過去最大規模のものとなりました。今回はメデ

ィア、協賛企業集めに奔走する毎日で、良い社会勉強になりました。実行委員という立

場から、この“もう一つの箱根駅伝”を見てみて、率直に「爽やか」という言葉が頭の中

に残りました。「ゴミを拾って、走って、襷を繋ぐ」というのを見てそんな感情が芽生えま

した。まだまだ発展途上のこの大会も４回目にして、社会的認知度、競技性、などが確

立してきたと思います。これからも正月早々東海道をトングとゴミ袋を持って走る学生

が増えることを期待します 

 

                                       副委員長  小泉 聡 

 

 感想はと聞かれたら率直に言うと自分の準備不足を痛感させられた企画だった。も

うひとつの箱根駅伝という箱根駅伝を終えた後に行われるこのゴミ拾いの企画は参加

選手の競争と言う要素を加えた特殊なゴミ拾いだ。特殊な要素が加わった特別な企画

だからこそ、その運営には特別に力が加わったものでなければならない。しかしその前

年に選手として自分が参加したときの気楽な気持ちそのままを運営活動向けてしまっ

たがために、当日に噴出した数多の問題も思うように対処できなかった。 

準備不足である。大会を主催するものと大会に参加するもののモチベーションの違

い、また大会を主催するからこそ参加する選手以上の知識・情報力・予見性は絶対で

ある、それを痛感させられた企画だった。 

だがそれでも今回の企画によって自分の弱点・反省すべき点を発見できたこと、また

企画を通じて得た知識や得た仲間を考えれば、今回実行委員として運営に参加できた

ことは幸いであったと思っている。 

 

会計 島 雅和 

 

今回もうひとつの箱根駅伝の実行委員会に参加して思ったことは、大きく２つありま

した。 

１つは、環境の大切さです。実際に拾われたゴミを見て、その多さに驚きました。また

自分の身の周りのゴミに、自分が無関心だったなと思いました。最近環境について騒が
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れていますが、何をしたらいいか分かりませんでした。しかしこれからは、身の回りに落ち

ているゴミに注意することから始めたいと思います。 

 ２つめは、大学生同士の連携の大切さです。今回委員会も含め、様々な大学の生徒

と交流出来ました。お互いにいろいろな話をし、とても勉強になりました。また学生で活

動することの楽しさ、また意義が分かったと思います。今回はとてもいい経験になりまし

た。また今回ご支援下さったみなさま、参加した方、委員会の皆さん、ありがとうござい

ました。 

 

渉外・書記  斎藤 葵 

 

「もう一つの箱根駅伝」には、昨年、一昨年と過去 2 回は選手として出場して、今年

度は実行委員というかたちで関わった。最初に実行委員の仕事の流れを聞いた限りで

は自分が想像していた以上に大変そうで正直やる気が起きなかった。企業などに協賛

依頼の電話をした際にも、不景気の影響か、立続けに NG だったり、「ボランティアが清

掃しているので余計なことはしなくても良い」という声もあり、やってみてもかなりキツイ

部分が多かった。 

 結果的には、今回の第 4 回大会は、昨年以上に多くの団体、メディアの協力により、

過去最大規模となった。大会当日はサポーターカーの不足など、うまく流れなかったこ

となど反省点も多かったが、無事に終えることが出来て、結果的に大成功だったのでな

いかと思う。 

 来年以降はどのような展開になっていくかは分からないが、より大規模化され、環境

問題に関心をもつ人が増え、参加団体の増加に繋がってくれることを望む。実行委員

として関わることができて結果的に良い経験になったと思う。自分自身が社会人になっ

てからも何らかのかたちで「もう一つの箱根駅伝」に関わっていきたい。最後に、協力し

ていただいた団体、メディアの方々、応援してくれた方々を含め、本当に有難う御座い

ました。 

雑務  木村 拓也 

 

②OB より 

襷は繋がった 

 

2005 年暮れ。とある早稲田の居酒屋にてポッと出て沸いた企画があった。そ

の企画は過去の先輩が行なった活動を基礎とし、その当時のコネクションをフ

ル活用し、時代に見合った新しいタイプの活動を模索しながら形作られていっ

た。 
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５大学がどうにか集まったものの内２大学は一人での参加。歩き終わったら電

車での移動、テントは自分たちで持って歩き、箱根では雪も降った。なんとゴ

ール地点も把握しておらず、本物のゴールにたどり着いたのはラストランナー

のみだった。 

 

時は過ぎ、2009 年。その活動は参加者、サポーター、関係者合わせて二日間

で 100 人を超す規模のイベントとなった。世間の注目度もにわかに高まってき

た。おそらく今後も規模は拡大し、世の注目度も増すことだろう。 

 

「学生の学生による社会活動」を謳ってきたため、今回からは陰ながら支える

ＯＢという立場だった。最初は不安だらけだった実行委員が次第に大会を形作

っていき、当日のも奮闘している姿を見ると実行委員会という襷は繋がったの

だと感じた。実行委員に限らず、この大会の理念を参加者が感じ取り、各種メ

ディアを通して知った人たちが少しでも行動に移してくれたらならその襷は一

体どれほどの重さになるのだろうか。 

 

 この襷が今後も繋がっていくことを願い、舞台袖からそっと見守っていこう。 

 

 

おまけ 

 

冒険部出身者の意見としては、数ある活動のジャンルに、この選択肢を一つ足

すことが出来たとすれば、それは大きな一歩である。今、やらなければいけな

いことは確実にあって、特に自然を相手に挑戦し続けるこの業界においては、

その活動のフィールドが持続的に存在するために何かアクションを起こさなけ

ればならない。 

重要なのは人を引き寄せることのできる余地がこの活動にはまだまだあると

いうこと。ポッと出て沸いた企画がこれから大きなうねりとなり、世の中を１m

m でも動かすことが出来たら、これはとてもスバラシく、オモシロイことである。 

  

元実行委員長・補佐 市川 真也 
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