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おっとりとした性格に秘められた
非凡な勝負根性

――オグリキャップの活躍について振り返りたい
と思います。まず、安藤騎手と瀬戸口さんがはじ
めてオグリキャップに出会ったときの印象をお聞
かせください

安 藤　初めてオグリキャ
ップにまたがったのは
笠松の秋風ジュニアの
直前。２回ほど騎乗し
たのですが、「フットワ
ークが低く、前脚が地を
這うようなストライド

　の馬だな」と感じたこと覚えています。
瀬 戸口　私は「とてもスマートで、柔らかい」とい
う印象でしたね。体のバランスもいいし、「これ
はいいぞ！」と思いました
岡 　当時のことをよく覚えているというのは、そ
れだけ印象深い馬だったということなのでしょ
うね。お二人とも、第一印象でこの馬は大物だ
と感じたのでしょうか？
安 藤　いや、初めて見たときは正直、チンケな馬
だなと思ったんですよ（笑）。馬体重も450キロ
くらいしかなかったですから。でも、実際はも

　 のすごくタフな馬でしたね。使
うたびに体重が増えていき、見
た目にも成長していく様子が
はっきりと分かりました。
幅 田　使うたびに馬体重が減る
という話はよくありますが、
増えるというのはあまり聞い
たことがありません。これは、
どういうことなのでしょう
か？
瀬 戸口　体が完成されていなか
った、ということでしょう。

　 私の厩舎にも、引退するまでに30 ～ 40キロく
らい成長する馬がいましたよ。
山 上　オグリキャップといえば、勝負根性がすご
いイメージがありますが、普段はどんな性格の
馬だったのですか？
安 藤　一言で表現すれば「おっとり」していまし
た。ゲートなんかも、決して遅いわけではない
んですが、ゆったりと出るタイプでした。
瀬 戸口　目つきの良い素直な子で、厩舎でもとて
も利口でした。調教でも大人しい馬で、とにか
く楽。個人的には、しゃくれ顔で、私の好きな
タイプの顔でしたよ。
岡 　そのギャップが人気の要因だったのかもしれ
ませんね。レースではとにかく一生懸命に走る
印象が強いのですが、実際に携わっていたお二
人はどう感じていましたか？
安 藤　皆さんが思われているように、ものすごい
勝負根性がありました。レースでは他馬が来る
と、耳をキュッと絞って顎を突き出し、首を伸
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　2010 年７月３日、多くのファンから愛
された「オグリキャップ」が星となりま
した。一時代を画した優駿として、社会
的に関心を集めた名馬でした。
　今回はオグリキャップの笠松時代の主
戦騎手を務めた安藤勝己氏と、中央で同
馬を管理した瀬戸口勉元調教師をゲスト
に招き、当時のオグリキャップのお話を
うかがいながら、競馬界が活気に満ちて
いた時代を振り返りたいと思います。
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芦毛対決にファンはわいた。
第33回有馬記念（1988年12月25日）
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ばすようにして走っていましたね。
瀬 戸口　首の位置を低くして走るので、えらく騎
手が高いところに乗っているな、と見えるんで
すよ。
安 藤　重心が低い上に、後脚のバネがすごく、フ
ットワークも前へ前へと進むので、笠松の凸凹
の馬場だと、前に振り落とされてしまうんじゃ
ないかと思いましたね。
幅田　他の馬と違う姿勢で走るということで、怪
我の心配をされたことは？

瀬 戸口　走り方で怪我を
心配することはなかっ
たです。マラソン選手
でも疲れてくると顎が
あがってくるので、オグ
　 リキャップのように頭
を下げて走ることは、良

　いことだと考えていました。

芦毛対決、GⅠ連闘…
日本中を熱狂させた舞台裏

――笠松でトップジョッキーとして活躍されてい
た安藤ジョッキーは、オグリキャップとともに地
方で７戦７勝の成績を収めました。オグリキャッ
プの中央移籍を聞いたときはいかがでしたか？

安 藤　地方ではもったいない馬と思っていました
から、早く中央へ行ってほしい気持ちでした。
それと正直に言いますと、僕は当時、地方の実
力馬のほとんどに乗っていたので、オグリキャ
ップが移籍しても困らなかった。次に強い馬が
回ってくるので（笑）。でも、もし移籍しなけれ
ば全てのレースに勝っていたでしょうね。
幅 田　地方はダート戦が主体ですが、中央の芝が
どうか、という心配はありましたか？

安 藤　中京で芝のレースを勝っていたので、問題
ないと思っていました。それに、地方競馬ではレ
ース前の追い切りが少なく、レースを調教代わ

りにして仕上げていくのですが、オグリキャップ
はどのレースでも強かった。能力が桁違いでし
たね。
瀬 戸口　私はダートよりも芝適性の方が高いと思
っていました。あれだけの馬ですし、笠松では
鷲
す み

見調教師が見事に仕上げてくれていましたか
ら、安心して芝のレースに送り出しました。
山 上　中央に移籍後は、重賞６連勝を達成して天
皇賞（秋）を迎えました。私たちファンはタマモ
クロスとの「芦毛対決」で盛り上がったことを
記憶しています。
安 藤　当時は芦毛って走るイメージがなかったの
で、珍しいなと思っていました。
瀬 戸口　ファンの方は盛り上がりますが、管理し
　 ている調教師の立場からすれば、ライバルはい
ない方がいいです。タマモクロスも強い馬でし
たからね。

岡 　天皇賞（秋）ではタマ
モクロスの２着となり、
　 ジャパンカップでも後
塵を拝しました。有馬
記念はどんな思いで臨
まれたのですか？
瀬戸口　もう２回負けて

　 いたので、最後に一つくらいは、と考えていま
した。ファン投票でも多くの支持を得ていまし
たから。
山 上　その有馬記念では、河内洋さんから岡部幸
雄さんに乗り替わりました。よくジョッキーと
の相性の良し悪しが言われますが。
瀬 戸口　騎手は調子の良い馬に乗らないと勝てな
いですよ。ちなみにオグリキャップの戦績を振
り返ってみると、一番調子が悪かったのは、最
後の年の天皇賞（秋）とジャパンカップ。その２
戦で騎乗した増沢君は運が悪かったということ
です。
岡 　安藤さんは、瀬戸口先生のお考えについてど
う思いますか？
安 藤　その通りだと思いますよ。僕たち騎手も、

騎乗した馬の調子が悪ければ、運がなかったと
思うしかないです。
幅 田　オグリキャップは人気馬だったので、マス
コミから多くの取材があったかと思います。そ
の辺で気を使った部分も大きかったのでは？
瀬 戸口　最後はオーナーや厩舎の馬というより
も、日本中の皆さんの馬になってしまいました
から、大変なこともありました。
山 上　確かにマスコミやファンは、騎乗やローテ
ーションについて言いたい放題でしたよね。４

歳時にマイルチャンピオンシップとジャパンカ
ップを連闘したときも、大変な騒ぎでした。

瀬 戸口　あのころは、馬主が変更になったりとい
ろいろな事情もありました。GⅠを連闘するなん
て、今では考えられないことかもしれませんが、
マイルチャンピオンシップが終わって、京都か
ら栗東に寄らずに東京へ向かったことを覚えて
います。
岡 　馬のことを考え、長いパフォーマンスを期待
するなら、無理な使い方は避けるべきですよね。

西暦 日付 レース名 コース 距離 馬場 着順 騎手

1987年

５月１９日 新馬 笠松 ダート800m 良 2着 青木達彦

6月2日 サラ系3歳 笠松 ダート800m 良 1着 加藤一成

6月15日 サラ系3歳 笠松 ダート800m 重 1着 青木達彦

7月26日 サラ系3歳 笠松 ダート800m 良 2着 加藤一成

8月12日 サラ系3歳 笠松 ダート800m 良 1着 加藤一成

8月30日 秋風ジュニア 笠松 ダート1400m 良 1着 安藤勝己

10月4日 ジュニアクラウン 笠松 ダート1400m 良 1着 安藤勝己

10月14日 中京盆 中京 芝1200m 良 1着 安藤勝己

11月4日 中日スポーツ杯 名古屋 ダート1400m 不良 1着 安藤勝己

12月7日 師走特別B2 笠松 ダート1600m 良 1着 安藤勝己

12月29日 ジュニアGP 笠松 ダート1600m 良 1着 安藤勝己

1988年

1月10日 ゴールドジュニア 笠松 ダート1600m 不良 1着 安藤勝己

3月6日 ペガサスS（GⅢ） 阪神 芝1600m 良 1着 河内　洋

3月27日 毎日杯（GⅢ） 阪神 芝2000m 重 1着 河内　洋

5月8日 毎日放送京都4歳特別（GⅢ） 京都 芝2000m 稍重 1着 南井克巳

6月5日 NZT4歳S（GⅡ） 東京 芝1600m 良 1着 河内　洋

7月10日 高松宮杯（GⅡ） 中京 芝2000m 良 1着 河内　洋

10月9日 毎日王冠（GⅡ） 東京 芝1800m 稍重 1着 河内　洋

10月30日 天皇賞（秋）（GⅠ） 東京 芝2000m 良 2着 河内　洋

11月27日 ジャパンC（GⅠ） 東京 芝2400m 良 3着 河内　洋

12月25日 有馬記念（GⅠ） 中山 芝2500m 良 1着 岡部幸雄

1989年

9月17日 産経賞オールカマー（GⅢ） 中山 芝2200m 良 1着 南井克巳

10月8日 毎日王冠（GⅡ） 東京 芝1800m 稍重 1着 南井克巳

10月29日 天皇賞（秋）（GⅠ） 東京 芝2000m 良 2着 南井克巳

11月19日 マイルチャンピオンシップ（GⅠ） 京都 芝1600m 良 1着 南井克巳

11月26日 ジャパンC（GⅠ） 東京 芝2400m 良 2着 南井克巳

12月24日 有馬記念（GⅠ） 中山 芝2500m 良 5着 南井克巳

1990年

5月13日 安田記念（GⅠ） 東京 芝1600m 良 1着 武　　豊

6月10日 宝塚記念（GⅠ） 阪神 芝2200m 良 2着 岡潤一郎

10月28日 天皇賞（GⅠ） 東京 芝2000m 良 6着 増沢末夫

11月25日 ジャパンC（GⅠ） 東京 芝2400m 良 11着 増沢末夫

12月23日 有馬記念（GⅠ） 中山 芝2500m 良 1着 武　豊

オグリキャップの全成績

座談会
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やはり、GⅠを連闘すれば馬体重も相当落ちた
のではないですか？
瀬 戸口　それが、オグリキャップは体重変動が少
ない馬でして。連闘中も歯切れの良い音をさせ
て、飼い葉をもりもり食べていました。

幅 田　本当にタフな馬で
すね。ところで、安藤さ
んはオグリキャップが中
央に移籍してからも、気
になっていたのですか？
安 藤　はい、いつも応援し
ていました。

岡 　自分ならこう乗るのに、と思ったりしません
でしたか？
安 藤　いえいえ、そんなことはありません。ただ、
オグリキャップは力んで走ったりしませんし、
騎手のいうことをきく馬でしたが、ダンシング
キャップの仔なので距離の心配をしていまし
た。個人的にはマイルくらいが一番強かったと
思いますが、最終的に2500mでも勝つんだか
ら、他の馬とは能力が違ったのでしょうね。
瀬 戸口　ただ、４歳の天皇賞でスーパークリーク
に負けたときは、器用さゆえに負けたと思って
います。というのも、馬主さんが「いつも外を回
しているので、今回は内に行っても良いんだぞ」
という話を南井君にしたのですが、彼がまた真

面目なものだから、その通り内を突きまして。
するとヤエノムテキが壁になり、一旦下げて追
い上げたが届かず…。まあ、天皇賞は縁がなか
ったのでしょう。
岡 　騎手の役割の部分に入り込み過ぎたのかもし
れませんね。私は馬主と調教師、騎手は三位一
体でなければいけないと思っています。馬主は
経済的なリスクがあり、調教師は馬が勝たなけ
れば厩舎経営ができない。騎手は命を張ってい
る。お互いのリスクとマネジメントについてよ
く考え、任せる部分は任せないといけませんね。
安 藤　私の場合はあまり「こういう風に乗ってき
てくれ」と指示を受けることはないので、いつ
も自分の感覚で乗っています。とにかく結果が
出なければ替えられて当然な世界なので、必死
ではありますが。

競馬界の礎を築いた
オグリキャップの功績

――オグリキャップが競馬界に残した功績につい
てお聞かせください

瀬 戸口　地方出身のオグリキャップはクラシック
競走に出走できませんでしたが、もし出ていれ
ば、ほとんど全てのレースを勝っていたでしょ
う。そのことは大きな話題になりました。このこ
とが現在の追加料を払えば出走できるというシ
ステムに繋がったと思うと、現在の中央競馬の
礎を築いたといっても過言ではないと思います。
安 藤　私が中央に移籍できたのも、オグリキャプ
のおかげだと思っています。笠松出身の馬が中
央で花開いたことで、GⅠ開放も進んでいった
わけですし、地方と中央の交流は彼の功績によ
るところが大きいですね。
岡 　初めて交流競走で中央に来られたとき、地方
と中央の違いを感じましたか？
安 藤　それはもう雰囲気から何まで全然違いまし
たよ。逆にお聞きしたいのですが、馬主も皆さ

んは、中央と地方の交流によって、何か変化を
感じられましたか？

山 上　昔は笠松などでも、
そこそこの賞金があっ
たので、馬主にとっては
必ずしもJRAじゃなく
ても良い、という考え方
がありました。しかし、
地方競馬は徐々にさび

　 しくなり、良い馬のほとんどがJRAに集中する
ようになってしまった。実際、今では交流競走
のほとんどをJRAの馬が勝ってしまいますし、
交流の意味合いが薄れていると感じます。
安 藤　僕も地方騎手時代にライデンリーダーやレ
ジェンドハンターといった馬で中央に参戦しま
したが、当時は５年間で１頭くらいの割合で強
い馬が出たイメージがあります。今はレベルの
差がありすぎて、難しくなっていると思います。
山 上　本当はジャパンカップなんかに、地方の強
豪馬が出走してほしいんですよね。

岡 　賞金面や競走馬のレベルについて、確かに地
方競馬は厳しい時代を迎えています。一方、交
流レースなどで地方の有力ジョッキーの活躍の
機会が増えたことは、とても良いことではない
でしょうか。個人的には、地方出身の騎手は「追
える！」というイメージを持っています。
山 上　地方の騎手は、バテた馬でも無理に走らせ
る腕力がないと、トップに登りつめられない。
だから最後のひと踏ん張りをさせてくれるので
はないでしょうか。
安 藤　まあ、地方では走らない馬でも「とにかく
動かせ、1周だけでも走って来い」なんて言われ
ることが多いんですよ。実際に中央に来ると、
折り合い方などの違いがありました。
幅 田　中央に移籍しても、安藤さんの勝率はすご
いのですが、何か日ごろから心がけておられる
のですか？
安 藤　とにかく馬の力を出せればいいな、という
ことだけです。競馬はいつも勝てるものでもな
いし、勝ちに焦らず、馬のリズムで走ることに
重点を置いています。
瀬 戸口　レースによってペースの速い、遅いがあ
り、状況によって位置取りも変わってきます。
その辺は騎手の判断力ですね。
岡 　経験も大切だと思うのですが。
安 藤　大きいレースで人気になっても、慌てるこ
とが減りました。そういう部分では経験も大き
いですね。でも、勝つのは馬の力です。騎手は
いかに失敗しないで乗るかですね。

歓喜のラストラン、そして引退

――地方と中央を結びつけたオグリキャップです
が、安藤ジョッキーにとって最も印象深いレース
は何でしょうか

安 藤　やはりラストランとなった有馬記念です
ね。その前の天皇賞（秋）とジャパンカップを負

座談会
オグリキャップよ、永遠なれ！

オグリキャップ引退式で（京都競馬場） オグリキャップ引退式で（笠松競馬場）
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けて、限界説なんて報道もされていましたが、
そんな声を打ち消す大逆転劇。あれは本当にす
ごかったですね。
岡 　あの有馬記念は調教師として「勝てる」とい
う自信はあったのですか？
瀬 戸口　あの年は、夏に放牧から帰ってきたとき
から少し様子がおかしかったんですよ。調べて
みると橈骨のところに骨膜が出ていましてね。
その回復に時間がかかったため、ずっと調教が
足りていなかったんです。でも最後の有馬記念

が近づくにつれ、スポーツ心臓（※）の兆候が見
られてきたので、少し期待して送り出しました。
岡 　あのような感動的なレースを見ると、安藤さ
んも乗りたかったのではないですか。
安 藤　いや、そういうことが全然ダメな時代でし
たので、考えもしなかったです。
山 上　でも、引退式では久々に騎乗しましたね。
安 藤　はい。中央に移籍する前より身長が10セン
チくらい伸びていたので、「大きくなったなあ」
と感じました。引退式には、スタンドに入りきれ
ない人が出るなど、笠松競馬場始まって以来の
大勢のファンが集まってくれました。改めてオ
グリキャップの人気の高さを感じましたね。
瀬 戸口　京都、東京、笠松の３競馬場で引退式をし
たのは、少しでも多くのファンに現役最後の姿を

見せたいという馬主さんの意向だったんですよ。
幅 田　本当に競馬界を活気付けてくれたスーパー
ホースですね。有馬記念を勝った瞬間、多くの
ファンが涙していましたが、悲しい出来事では
なく、感動の涙が流れるというのは、あまりな
いことですよ。
瀬 戸口　17万人もの人がオグリコールをしてく
れました。本当に感動的な馬で、２度とめぐり
合えないような馬。そんな馬を預かることがで
き、幸せでした。
安 藤　もう20年になるんですね。オグリキャッ
プがいなければ、今のシステムもなかった。こ
れからも「走る馬」は出て来るでしょうが、これ
だけ人気になる馬はなかなか出ないでしょう。
幅 田　地方から這い上がってきて、中央で活躍す
る。まさに日本人の心を打つストーリーですよ
ね。こういう馬がいれば、私たち馬主も気合が

入りますし、出てきてほしいですね。
山 上　まさに、スターという星の元に生まれた馬。
このような馬は自分の馬でありながらも、ファ
ンの夢、ファンの馬ですから、みんなが納得す
る使い方をして、現役を終えさせるという責任
がありますが、私もいつかオグリキャップのよ
うな名馬を持ちたいですね。

岡 　今回はオグリキャップを偲んで、このような会
を開きましたが、皆さんのお話を聞くと本当にオ
グリキャップへの愛や、JRAやファンのことを考
えておられることが伝わりました。オグリキャッ
プがいた頃のような熱い時代を作れるよう、力を
合わせていきましょう。本日はありがとうござい
ました。

司会　越山深生

（平成22年11月11日収録）

※スポーツ心臓…主に長期間にわたって激しい運
動をした人の、心臓の肥大と徐脈（１分間あたりの
脈拍が少なくなること）を言う。マラソンや水泳な
ど持久力を求められる選手によく見られる。

　有終の美を飾った有馬記念を思い出します。
　最後の直線でメジロライアンに競り勝った姿、長い首を巧みに使い人馬
一体となってゴールするオグリキャップの勇姿は今でも忘れられません。

座談会
オグリキャップよ、永遠なれ！

オグリキャップのオグリキャップの

思思いい出広報委員　林　隆一
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