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大塚海渡

ている。また、司法に委ねられた以上
はその成り行きを見守るというスタン
スなのだが、ひとつ気になるのはネッ
ト上における人々の反応だ。
多くの方が暴力・パワハラ＝ＮＧと
いう時勢に即した尺度で判断されてい

して急速に自浄作用を強めている。
年７月には、日本相撲協会が中川部屋
を閉鎖、中川親方を一番下の階級まで
降格させる処分を行なったのだが、そ
の原因は中川親方による弟子３人への
暴行を含むパワハラ行為だった。これ
までこうした事案を黙殺してきた競馬
界も変わらなければいけない時期だ。
そしてそれ以外の部分に関しては、
メディアの報道が不十分であると言わ
ざるを得ない。とはいえ、本誌も大塚
騎手サイドが内容証明を送ったことや、
訴訟に発展する可能性が高いことを把

ぜ、事件から被害届の提出や提訴まで
時間が掛かったのか。

公になった以上、本人たちの口から
直接、話を聞いてみたいところだ。
そこで、まずは被害者であり訴訟の
原告である大塚騎手サイドに取材依頼
を行なったところ、了承を得た次第で
ある。本誌の持つ情報の真偽を確認す
るため、そして競馬ファンのみなさん
の疑問を解消するため、事件の真相を
大塚騎手本人にお聞きした。
＊
大塚騎手は２０１９年に受けた２件
の暴行を主として警察に被害届を提出、
今年１月５日に現場検証を済ませ受理
されている。あわせて、民事裁判にお
いても損害賠償請求を行なったが、な

野中香良 ＆

握していたため、当事者たちから話を
聞くことは控えていた。ならば、事が
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年３月中旬までの話である。

写真 武田明彦

取材・構成◉
競馬の天才！編集部

（20）

変に素直には信用できないと思ったそ

︑

騎手

界が、 年の力士暴行死事件を発端と

にさせてほしい」と相談したという。
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暴行パワハラの発覚と
訴訟に至るまでの過程

今回の暴行・パワハラ事件の報道に
際して、本誌は慎重に裏取りを進め、
確証が得られたことのみ先行報道して

る一方で、まるで大塚騎手側に問題が
あるかのような書き込みも少なからず

25

ある。また、会見に大塚騎手本人が出
なかったことを、ご両親ともども叱責
する意見も。さらに、民事裁判におい
て損害賠償請求をしていることを指し
て「どうせ辞めるんだろうから自爆テ
ロか」
「暴行を受けた時期からすると
提訴が遅すぎるし金目当てか」といっ
た不見識にも違和感を覚えた次第だ。
まず大前提だが、どのような状況下
においても暴力を振るうのは犯罪だ。
特にコンプライアンスが叫ばれる昨今
は、どんな組織であれ、暴行を働いた
者に対して厳しく対処している。例え
ば同じアスリートという意味では、長
年にわたって暴力が横行していた相撲

暴行
パワハラ事件
を激白︒

１月 日︑
競馬界に衝撃が走った︒
今年デビュー３年目を迎える大塚海渡騎手の父・哲郎氏が︑
代理人の
鈴木和憲弁護士と高倉太郎弁護士を伴ってリモートで会見を行ない︑
同騎手が所属厩舎の木村哲也調教師からの
度重なるパワーハラスメントで精神的苦痛を負ったとして︑
８５０万円余りの損害賠償を求める
訴訟を水戸地裁土浦支部に起こしたことを明らかにしたのだ︒
本誌は昨秋から
﹁悪魔の壁穴﹂で取り上げてきたが︑
果たして事件の
真相は ――
︒
大塚騎手本人に話を訊いた︒

Ｑ
龍明

きた。事件が公になったことで、僭越
ながら、一定の役割を果たせたと考え

うが、被害届の２件のうち 年 月
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「もともとは訴訟を起こすつもりはあ
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誰がそんなことを……とお思いだろ

時間が掛かったのか。

ることに深くお詫び申し上げます」
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聞くことは控えていた。ならば、事が
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界が、 年の力士暴行死事件を発端と

にさせてほしい」と相談したという。
変に素直には信用できないと思ったそ
というのも、所属契約の解除には調教
うだが、所属騎手契約解除の書類への
師本人の押印が必要だからだ。
捺印が最大の目的だったため、暴行等
すると、木村師は高圧的な態度で「本
については今後の対応の様子をみると
人が来ないのは理解できない」と一蹴。 いうことで話し合いを終えた。
そこで仕方がなくご両親は「木村調教
ただ、やはりデビューして間もない
師による暴行が理由です」と告げざる
騎手が厩舎をフリーになったというの
をえなかった。
は悪いイメージしかない。ましてや、
「脳震盪を起こして安静にしていなけ
勝ち星を伸ばしている厩舎だけに、大
ればいけない時期に頭部を殴った過去
塚騎手に落ち度があったと思う人は少
がある以上、その当時より深刻な脳に
なからずいるはず。そこで「全力でサ
血が溜まっている状況で木村調教師の
ポートする」という言葉を信じた大塚
元へ出向くのはさすがに危険ですし、
騎手サイドは、後日、木村師と話し合
木村師からの報復を恐れていた海渡を
いを行ない「フリーになるにあたって
安心させるためにも、その判子だけは
は、自身による暴力が原因であるとい
どうしてももらわずには帰れなかった
うことを、木村厩舎のスタッフ及びエ
ですね」
（哲郎氏）
ージェント、馬主、牧場関係者に対し
ご両親に「暴行」という言葉を出さ
て説明すること」を求めた。
れると、木村師の態度は一変。
なかでもノーザンＦの関係者、ノー
「暴力をしたことは申し訳ありません
ザンＦ天栄の関係者には説明して欲し
でした。今後、大塚海渡君が痛めた心
い旨をお願いしたという。なぜなら、
大塚騎手は木村師の指示もあり、同牧
場の外厩である天栄ホースパークに１

年３月中旬までの話である。
大塚騎手サイドは木村師の言葉を待
っていたが夏になっても話はなし。
年６月に大塚騎手が復帰するという報
道が流れたが、
「復帰のための準備を
進めていたところ、検査で微小な出血
があったため」
（海渡騎手）取り止め
になった。その後も待てど暮らせど木
村師からの連絡はなく、 年８月に仕
方なく弁護士に相談。９月に内容証明
を送り、①謝罪、②事情説明、③競馬
会および調教師会による再発防止策の
対応に積極的に協力すること、以上の
３点を改めて要求した。つまりこの時
点では、大塚騎手サイドは損害賠償ま
では求めていなかったのである。
しかし、返答は「すべて拒否」
。殴
った事実は認めるも「騎手としての職
業の危険性を身を持って理解させるた
めの手段」という趣旨の回答だった。
そこでやむを得ず警察に被害届を提
出、民事事件としても提訴することに
なった、というのが取材時までの流れ
である。すでに１月 日には第１回口
頭弁論が水戸地裁土浦支部で行なわれ、
２月 日には第２回を予定している。
１月 日には弁護士を通じて訴状も公
開されたが、木村師への恐怖から、大
塚騎手が入院中、そして退院後も自殺
を企図したこと、摂取障害やうつ病を
発症したことなど、ショッキングな内

20

07

の傷を癒して、
騎手として復
帰できるよう全力でサポートします」
と回答。さらに「今回の暴力事件で
私が周りからどう言われようと構いま
せんので、なんでも協力します」とま
で言ったそうだ。哲郎氏はあまりの急

20

容だった。  （本稿、次号へ続く）
＊
紙幅の都合で概略のみとなったが、
以下、本人からのメッセージである。
「昨年１月５日の落馬事故で三浦騎手
やスズロザーナ号に怪我をさせたこと、
騎乗していたラッキーアドバンス号を
死なせてしまったことは本当に申し訳
なく思います。また、ファンや関係者
のみなさまにご迷惑をかけてしまった
こと、コロナ禍で競馬界全体が一丸と
ならなければいけないなか、新年早々
に競馬サークルを騒がしてしまってい

29 24

あるかのような書き込みも少なからず
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ながら、一定の役割を果たせたと考え

うが、被害届の２件のうち 年 月
日の暴行事件は、実は大塚騎手が脳震
盪を起こした直後の出来事だった。
４日前の 日、大塚騎手は自転車で
転び、脳震盪を起こして病院に搬送、
２日間の入院を余儀なくされる。退院
はしたが、もしも落馬でもして再度、
脳にダメージが加わるとセカンドイン
パクト症候群（註…脳震盪から脳が回
復し切っていない短期間に再度、脳震
盪を起こすと脳が急速に膨張する。致
死率が高く非常に危険）の恐れもある
との理由で、年内の調教とレースの騎
乗を取りやめ、木村師の了承も得た。
「調教に乗れなくても、せめて自厩舎
の調教を見届けようと調教師スタンド
で座って見学していたところ、木村調
教師がやってきて誰もいない廊下に引
きずり出され、頭を殴られました」
ちなみに「調教師スタンド」という
名だがトラックマンや調教師への営業
に来る騎手などもいて、当然、空いて
いれば座って構わない場所である。
「頭部へのダメージが危険である
ことを理解していたにもかかわ
らず、ですから。このことだ
って、当時の海渡は言いませ
んでしたし……。落馬後に状
況が明るみになってからも、
海渡はとにかく木村調教師が
怖くて仕方がない。家だから
大丈夫だといっても、いつ報復
に来るかわからないと怯えてい
るんです。電話はもちろん、直接会
うなんてもってのほか、という状況で
したから……」
（哲郎氏）
そこでご両親が木村師のもとへ赴き、
暴行の件は持ち出さず「長引く治療で
厩舎に迷惑は掛けられないので、自分
のリハビリに集中するためにもフリー

年近くにわ
たって研修に行って
いたからだ。全休日を利
用しての天栄通い、しかも誰かに送っ
てもらうのも禁止され、自費でバスや
電車を乗り継ぎ、バスの時間が合わな
い際などは、タクシーを利用してまで
向かっていたというのだ。厩舎を辞め
たことでその努力が無駄にならぬよう、
きちんと説明してほしかったという。
これに対し、木村師も全面的に協力、
説明責任を果たすと約束した。ところ
が、行なわれたのは自厩舎のスタッフ
への説明だけだったという。これが
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落馬で意識が混濁するなか︑
譫言で発覚した日常的な暴力︑
暴言の数々︒
逃げ場のないトレセンの中で︑
一体なにが行なわれていたのか

「もともとは訴訟を起こすつもりはあ
りませんでした。競馬学校時代から暴
力やパワハラを受けていることを誰か
に相談したこともありませんし……。
僕は 年１月５日、中山７Ｒのラッキ
ーアドバンスで落馬し、重度の頭部外
傷を負って意識不明に。その状態は１
週間ほど続いたそうです。それから数
日後に意識が回復していくなかで、木
村調教師から暴行を受けたことを示唆
するようなうわ言を繰り返していたの
を両親が聞き、その事実に初めて気付
いたそうです」
（大塚海渡騎手）
この点については、取材に同席して
くれた大塚騎手の父・哲郎氏（勢司厩
舎助手）が話を補足してくれた。
「海渡が徐々に意識を回復していくな
かで、しっかり喋っていたかと思えば
突然、赤ちゃん言葉になったり、昔の
ことを言ったりすることがありました。
脳へのダメージが原因だったようです
が、そのなかで木村調教師から暴行や
暴言を浴びせられていることを聞き取
りました。また、そのことに酷く怯え
た様子も見受けられたんです。ただ、
この時期は意識が安定していなかった
ので、リハビリを進めつつ、意識がは
っきりしてきた 年２月下旬頃から少
しずつ問い質すことにしました。当時
は記憶を失っていた部分もあり、ひと
つひとつ話を丁寧に拾っていく形で。
そのため時間を要したんです」
２月下旬というのは、大塚騎手がリ
ハビリを専門とする病院に移って少し
ずつ容体が安定していった頃だという。
「３月上旬に退院しましたが（父の哲
郎氏によると７日）
、両親に木村調教
師から受けた暴行を話してしまったこ
とで、木村調教師から復讐されるんで
はないか、さらに酷いことをされるの
では、という怖い気持ちで一杯でした。
もちろん、いまも……」
（海渡騎手）
退院したとはいえ、頭には出血した
血が溜まっている状況。万が一、殴ら
20

れたりでもしたら命の危険すらある。
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本

「木村哲也先生、
これがパワハラでなく教育なのですか」

