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3.11当日

――3月11日、戦後最大の国難とも言われる東
日本大震災が起こりました。震災当時、皆様はど
こにおられましたか

岡　その日、僕は会社にいましたが、かなりの揺
れを感じました。社員は「わー」と叫んでいます

し、このままだったら危ない…と最悪の事態が
頭をよぎりました。それくらい強い揺れだった
ので、震源地があんな遠方とは思いもしません
でした。
戸山　地震発生後、津波の映像が流れてきました

よね。今まで見たこともない恐ろしい光景に、
「大変なことになった」と思いました。あの日は
競馬開催の前日でしたが、調教師や騎手の皆さ
んもいろいろと不安を感じられたのではないで

　1万 5千人以上の方々が亡くなり、今なお 7千人以上もの方々の行方が分
からないなど、甚大な被害をもたらした東日本大震災。
　中央競馬も競馬開催中止、東日本の競馬場・ウインズで勝馬投票券が発売
中止に追い込まれるなど、大きな影響を受けました。
　しかし一方で、被災地で復旧をめざし、立ち上がっておられる人々の姿を
前にして、競馬サークルでもさまざまな支援の取り組みがはじまっています。

「これから、競馬にできること」は何か――。

　被災地に向けて「いま、そしてこれから競馬にできること」について語っ
ていただきました。
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すか。
大久保　私はアメリカのセリに出るために自宅で

準備をしているときに揺れを感じました。最初
はめまいかと思ったのですが、妻も同じことを
言うので、地震だと気づきました。新幹線が止
まっており、何とか伊丹空港へ行きましたが、
飛行機も飛ばない。その日は伊丹空港に泊ま
り、翌日まで粘ったのですが、結局セリに参加
できませんでした。
松永　テレビから凄まじい映像が映し出されたの

でビックリしました。急いで知り合いに電話し
ましたが、つながりませんでしたね。
武　私も東北の友達に電話しましたがダメでし

た。京都の自宅にいたんですが、強さより揺れ
ている時間が長いことに驚きました。翌日は阪
神競馬場での騎乗を予定していたので、とりあ
えず調整ルームに行く用意をしていると、JRA
から「いつでも連絡がとれるようにしておいて
くれ」と電話がありました。

當山　家の周りは日常と
変わりなかったですし、競
馬は阪神・淡路大震災の
ときでも中止にならなか
った。だから、私はきっと
今回も開催すると思って
いましたが、武さんはどう

でしたか?
武　そうですね。あのような大津波が来るとも思

っていませんでしたので、「もしかしたら」とは
思いましたが、競馬は行われると思っていまし
た。祐一はあの週、小倉での騎乗だったっけ?
福永　そうです。地震が起きたときは小倉行きの

新幹線に乗っていました。地震のことは全然知
らなかったんですよ。駅に着いたときテレビの
前に大勢の人が集まっていて、それで知りまし
た。
幅田　私も海外にいましたので、後で知りました。

開催中止を聞かれたのは、いつごろだったので
すか?
武　19時くらいだったと記憶しています。被害に

ついてはよく分かっていなかったので、明日の
レースは代替になるのか、番組編成はどうなる
んだろうなどと考えていました。
大久保　武君の言うように、調教師の立場からも

次の開催はどうなるのか心配でした。
福永　でも、結果的に中止は正解だったと思いま

す。判断も早かったですし。
大久保　そうですね。あのような状況での競馬開

催は無理がありますし、地震発生が金曜日だっ
たことからもJRAがすぐに判断したことはと
ても良かった。でも、開催日程が発表になるま
では、預かっている馬たちを次はどこで使うの
か、どう仕上げていくのか分からず、調教に関
してはお手上げ状態でした。
松永　予定は組めないし、馬の移動もできない。

馬あっての仕事なので、辛かったです。
岡　馬主としても、翌週の
開催も分からないから登
録はどうなるのか、など考
えました。ただ、やはり僕
は社員のことを一番に考
えていました。
當山　私も仙台や盛岡に

営業所があるので、従業員のことが心配でした。
みんな無事だと聞いたとき、ほっとしましたね。
岡　翌週からの開催にしても、こんな状況で競馬

をして良いのかどうかいろいろと考えました
ね。開催しなければ、競馬に関わっている人達
も大変なことになりますし…。何が正しい判断
なのか、本当に難しいですよ。

競馬関係者がひとつになった
復旧への試み

――震災後、全国的に自粛ムードが流れましたが、
経済活動を止めるわけにもいきません。そのよう

な中、3月19日に競馬が再開されました。
武　ジョッキー仲間の意見としては、「まだ開催

は早いんじゃないの」というのが大半でした。
でもJRAから開催決定の連絡を受けると、全員
が「マイナス思考は忘れて頑張ろう」となりま
した。美浦の騎手はとてもナーバスになってい
ましたが、私は騎手仲間の団結力を感じました。

福永　こちらは日常生活
に支障がなかったですが、
美浦の関係者は被災して
いる状態でした。競馬開
催に対する思いについて、
東西の温度差はあったと
思います。それでも、「や

ると決めたからには、騎手会も同じ方向性で行
くべき」というのが騎手会会長の豊さんの意見
でしたし、私たちもその考えに同感でした。
幅田　競馬界が一致団結した、という感触は私も

感じましたよ。それでも、生産者や調教師の皆
さんは、震災の影響を直接受けて大変だったの
ではないですか?

大久保　福島の牧場に預
けている馬がいたのです
が、「このまま預かること
はできないから移動させ
たい」という連絡がありま
した。馬主さんに確認し
て、すぐに移動しました。

松永　たまたまですが、うちの厩舎は直接的な影
響はあまりなかったんです。でも、美浦では水
も出ないという被害があったと聞き、他人事じ
ゃないと強く感じました。
戸山　再開はしましたが、それは西日本だけでし

た。関東圏では開催ができないため、重賞競走
の日程変更や、なくなったレースもありました。
大久保　高額賞金の馬はローテーションを変更す

れば良いのですが、問題は未勝利馬の扱いでし
た。レース数が減ったため、どの厩舎も例年よ
り多くの未勝利馬を抱えていると思います。

これから、競馬にできること座談会

競馬再開にあたり、競馬場にはJRAによる被災地支援の挨拶が掲示された

震災後、競馬開催前にパドックにおいて黙祷を行う関係者（3月19日）
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岡　確かに多くの馬が除外されていましたね
松永　未勝利馬が溜まってしまうと、2歳の入厩

もできないんですよ。
幅田　JRAは、今年のスーパー未勝利のやり方な

どについてもよく検討してほしいです。使いた
くても使えない馬が溢れてしまっていますか
ら。
當山　ところで再開したレースですが、騎手の皆

さんはどんな思いで騎乗したのですか
武　改めて競馬ができる
ことは、「ありがたいこと
なんだ」と感じました。す
ごく気持ちが引き締まっ
て、良いレースを見せたい
と思いました。
福永　競馬は娯楽ですか

ら、「やらせてもらっている」という気持ちを忘
れてはいけないと思いました。当時は競馬をす
ることで勇気を与える、なんて次元じゃなかっ
た。粛々とレースを一生懸命にやり、競馬をす
ることでお金を生み出して被災地に送る。それ
しかないと考えていました。
岡　義援金はJRAから1億円、被災地支援競走か

ら10億円、新設されたWIN5から11億円が生
み出され、日本馬主協会連合会からも7,760万

円が出されまし
たね。
當山　騎手の皆さ

んはレース後に
募金を募る活動
をされていまし
たね。
福永　ファンの方

には「これだけ
し か 渡 せ な く
て、ごめんなさい」と言ってくれる人もいまし
た。本当に人の温かみを直に感じることがで
き、ありがたかったです。
武　ジョッキーの中には、その日1鞍しか騎乗し

ないという人もいたのですが、募金のために最
後まで残ってくれました。
福永　東京開催のときは、募金に来てくれる人が

あまりに多く、途中で打ち切りになるくらいで
した。

競馬界の光と影

――明るい話題といえば、震災後に行われたドバ
イワールドカップで、日本馬が1・2フィニッシ

ュでした。
幅田　岡さんは現地に行かれていたそうですが、

いかがでしたか。
岡　競馬の祭典ですから、すごい雰囲気でした。日

本馬の活躍も嬉しかったですが、海外の方から
「日本は大丈夫ですか?」という心配と励ましの
言葉をいただいたことが、とても胸にしみまし
た。

戸山　向こうにいったスタ
ッフが「HOPE」と書かれ
たTシャツを着ていました
よね。私はあれが印象的で
した。
岡　1・2着という結果は
馬の頑張りあってこそで

すが、何か不思議で大きな力があったのかもし
れません。後から聞いた話では、モハメド殿下も
日本馬の活躍を喜んでくださったそうです。
當山　一方、そのモハメド殿下も来場した今年の

日本ダービーは、震災や当日の雨の影響もあっ
てか、入場者数は皐月賞と同じ8万人。売り上げ
も前年比20%減でした。
大久保　どのレースでも前年比減ばかりですから、

震災がなくてもマイナスだったと思いますが、こ
のような状況が続けば、厩舎制度の改革も必要
になってくるのでは、と感じています。
戸山　馬主になって35年になりますが、その間、

例えば新馬戦の賞金は270万円から700万円に
なっています。馬主の賞金を下げるという考え
方もありますが、賞金を削減すると厩舎の収入
も減ってしまいます。馬主を辞めていかれる人
もいますし、厳しい時代ではあります。

松永　戸山さんの言われ
ることに同感です。馬あっ
ての私たちなので、競馬界
を盛り上げる方策をみん
なで考えていかなくてはい
けませんね。
當山　ディープインパクト

のような馬がいれば、売り上げは上ると思うの
で、スターホースを育成していくことも大切です
よ。騎手の皆さんの現状はどうですか
武　実は騎手の数がすごく減っているんです。20

年前は300人近くいたのですが、現在は140人
ちょっと。
福永　厩舎人員の一人削減によって、騎手は大き

な打撃を受けています。引退後に調教助手とし
て厩舎に入りにくくなってしまいましたから。
武　今回の震災でしばらくの間、美浦の騎手は1

鞍、2鞍の騎乗数でも来ていました。デビュー間
もない騎手の中には、お金を借りて来た子もい
て…。8着以下だと騎乗手当てだけなので、手取
りが2万4000円くらい。赤字で帰る子が結構い
て、かわいそうでした。

これから、競馬にできること座談会

競馬が再開された3月19日から27日までの阪神競馬・小倉競馬は「東北関東大震災
被災地支援競馬」として施行、競馬サークル全体からは12億円余を義援金とした

競馬再開当日、施行された第25回ファルコンステークス（ＧⅢ）（3月19日）

騎手たちは腰に喪章をつけて、追悼の意
をあらわした

ドバイワールドカップで２着激走したトランセンド号

日本の競馬関係者は現地で被災地を思い、「HOPE」と書いたシャツを
着て活動した

©JRA ©JRA
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幅田　最近は外国からも
乗りに来る騎手もいます
し、騎手の二極化が進んで
いると感じます。
福永　騎手の数が減れば、
残った人にすれば騎乗数
が増えます。しかし、ジョ

ッキーがいないから登録ができないという問題
も起こりつつあります。
岡　競馬界には乗り越えていかなくてはいけない

課題がありますが、今回の震災でみんなが一致
団結できた印象もあります。この団結力でもっ
て、諸問題を乗り越えていきたいですね。

支援を継続することの大切さ

――被災地に向けて「これからの競馬にできるこ
と」について考えていきたいと思います。

岡　東北地方では、まだ多くの被災者の方がおら
れます。私たちは思いつきや勢いで何かをする
のではなく、彼らに配慮し、慎重に物事を進める
ことが大切です。また、支援にも順序があり、現
段階では馬主や調教師、騎手の皆が1レースごと
に積み立てた義援金を継続していきたい。そし
て福島競馬場で競馬開催が可能になった暁には、
また何かイベントを行うなどで支援していきた
いですね。
戸山　正直、競馬サークルにはまだまだ無駄な部

分もあると思います。しっかりと改革を進める
ことで生まれたお金を支援に回す、という発想
も大切にしなければなりません。
當山　義援金だけでなく、メディアを最大限に利

用して、私たちの思いをしっかりと伝えることも
していきたいですよね。
幅田　私は義援金は大切ですが、それが義務感に

なってはいけないと思います。いつまで行うの
かという見極めも必要。それと被災者の方々に

「元気出して」と
声をかけるだけ
でなく、競馬を
通じて何かを感
じてもらう仕掛
けがあればいい
ですね。なかな
かアイデアの部
分で難しいので
すが。
大久保　幅田さんのご意見に同感です。ただ、競馬

は特定的なところでしかメディアに出てこない
ので、もっと被災者が楽しめる競馬、子どもが憧
れるような競馬をうまくアピールすることで、元
気付けられたらいいですね。調教師としては、ス
ターホースがいれば売り上げアップにつながる
ので、強い馬を育成して貢献していきたいと思
います。
松永　以前、競走馬の誕生、デビュー、GⅠ、引退

をテーマにしたCMがありましたね。あのよう
に、もっと競馬自体の魅力を伝える宣伝を行っ
てほしいですね。
武　僕たち騎手は良いレースをして競馬を盛り上

げたい。それで多くのファンが来てくれれば、義
援金ももっと集められるでしょうし。また、競馬
サークルの中で、騎手はメッセージ性があると

思うので、被災者に対する思いやりを忘れては
いけないことを伝えていかなくてはいけないと
思います。
福永　JRAは一企業としては相応の義援金を出し

ていると思います。同時にイメージアップの為、
更なるPRも必要ではないでしょうか。個人的な
提案ですが、福島競馬が再開されれば被災され
た方々をご招待するというのもいいと思います。
例えば五千人招待するとしたら、50人乗りバス
100台でいけます。費用の方はJRAに頑張って
もらって捻出していただきたいですね。我々騎
手もその日は、東西トップ10騎手による日本版
ワールドスーパージョッキーズシリーズのよう
なことをしてみたい。競馬のPRにもなるし、何
より被災者の皆さまに楽しんでもらいたいです。
當山　確かに被災されて辛い思いをされている方

にとって、気分転換になるような娯楽を提供す

ることは良いことですね。皆さんの気持ちを大
らかにしてもらえるような存在。競馬にはそうい
う役割もあるのではないでしょうか。
幅田　福島競馬場でGⅠ競走を開催するといった

案もありますね。
岡　これからも、皆さんの意見を出し合い、魅力あ

る競馬を作ることで、被災地の復興につなげて
いきたいですね。そのためにも、今回得た一致団
結の心を忘れずに、取り
組んでいけることを願っ
ています。本日はありが
とうございました。

司会　芦谷有香

（平成23年6月10日収録）

これから、競馬にできること座談会

馬主協会主催被災地支援チャリティーオ
ークション

日本騎手クラブによる募金活動


