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旧高第 21回 (824年)

丹 沢 章 浩

小 沢 貞 一 郎

高橋和夫

津田淳

平 子良

村瀬泰

中井陽作

福田龍一

新井倫夫

村瀬友三郎

司会 本日は、ど多忙の中、多数の方K、な集ま b

いただきまして、あ bがとうどざいます。今回は、

旧制高校出身の方を中心K、終戦直後、全国優勝を

はたしたという、輝かしい当時の話を含めまして、

左っかしいクラブ活動のな話を聞かせていただけれ

ばと、思ってお‘ bます。

村瀬{友)あれは、たしか中井陽作さんと山田寿ーさ

んが、三年で、パシャ(新井倫夫〉が、 1年の時か

在 o

祖国 昭和 21年でしたかね。京都で行左われた、

競泳のインターハイで、優勝したのは。京都・三高

のプーノレだったか左 o
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旧高第 23回 (824修)

旧高第23回 (824修}

岡田良 元

村瀬 功

新高第 3回 (826卒}

新高第 3回 (826卒)

新高第 3回 (826卒)

明

洋

樹

正

義

直

田

原

因

寺

上

石

司会 新高 第27回 (850卒)西山和年

記録新高第33回 (850卒)中尾容子

記録新大マネージャー 大村 由美

村瀬(奉} 夜行か左 Kかで、 12 "'-' 1 3時聞かけて、

京都まで行きましたね。

平子 あの時の東部予選では、たしか東高Kつぐ二

位の成績だったと思うけど。

中井 三百米の、メドレーリレーで優勝したなぼえ

ばあるよ。

福田 陽作とカプ(村瀬泰一)と僕の三人のメンバ

ーだったか左。

中井 龍三は、二百米の平泳ぎも優勝したよね。そ

れと、カプが、百米のフリーで優勝したような記憶

もあるけれど。



村瀬(奉} フリーではたしか、平子が八百米で 2位

じゃ左かったか左o それと、三位K在った八百米の

リレ-~、平子もいたね。

平子 愚猿(田中義昭)と寿一(山田寿一)もたし

か、あの時のメンバーだと思ったけれど。と Kかく

競泳で、成城が全国大会で優勝したのは、後Kも先

Kも、あれ一度だけと聞いています。あの物資の左

い時代K、運が良かったとはいえ、みん左よく頑張

bました。

寺田 僕らの代は、 24年K、水球で、全国大会K

準優勝したと思った左。

上原 ああ、あれだろO 関東予選では、慶応、K勝っ

て、一位でいったんだけど、決勝でまた慶応とあた

って、 4対 3で負けたという。

寺田 そうそう。あの甲子園プールで、くやしい思

いをしたなo キャプテンが、岡田良元さんの時かま。

上原 監督がパシャきんで、ツト(村瀬功)さんと、

テラポン(寺田正明)が、パックスだと思ったけど。

村瀬{友} 門田がキーパーで、 ドカタ(上原義洋)

と良元がフォワードで、市毛と森洋がハーフでは左

い治込な。

上原 良元先輩のパックシュートが左 Kせす どく て

ね。まさ K、優勝のキーポイントでしたよ。

岡田{良) いや、あの時代昭和 24年は、あま TK

も水球のラフプレーが目立って、水泳連盟が、南米

ルールを採用した時代左んですよ。その南米ルール

というのが、極端KフォワードK有利左ルールでね。

今のよう K、ポールを持っている人Kアタックして

はいけなかった。だから、パスやシュートも相手の

身体K触れ左いで、カットしなければなら左いんで

すね。逆K言うと、パックシュートが楽Kできまし

た。

福田 それと、 4mライン内Kは、ドリプル以外は

進入でき左いと思った在。

村瀬{友}あの時だよ。ツト(村瀬功さん)が、ゴー

ル中 K入って、キーパーの門田といっしょ K、ディ

フェンスをしたのは。

上原 それで、市毛と森洋が、中盤で、ピストンを

したんだよ。

司会 当時、全国大会K出場した学校数は、どのく

らい左んですか。

福田 全国で 30校くらいか左。ただあの大会は、

新制 Kかわってからの試合ですから。

丹沢 旧制のポロも数が少左かったようです。ナン

パースクール(1から 8まである)のないととろ K

官制の高校があってねo それと、成城のよう在、七
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左より 丹沢小沢高橋村瀬{豪) 平子{良}

年制高校をたしても、たいした数Kまbません。関

東のポロでは、東京高校と、成援が強かったと思い

ますね。

石田 インターカレッジ(学生選手権大会)も高校

と大学がいっしょだったよう K記憶しています。

村瀬{友)旧制はリーグ戦も、高校と大学が同じリー

グで、成城高校は、たしか三部で、良元が高校Kい

る時K、三部で優勝して、モタカン(備さん)が大

学三年か四年の時、 2部で優勝して、一部へ上がっ

たんじゃ左いか左。

岡田{良)僕が大学 1年の時ですよ。既成校でリーグ

を作って、成城が三部K入って、春のリーグで優勝

したのは。昭和 25年でしたか。

村瀬(友}あの最初の試合、まだ憶えているよ。日大

のヒモンヤのプールで部員が足り左くて、 7人い左

いと試合が始められ左いんです。そ ζ で見学者を 1

人入れましてね。その人全然、泳げ左くてね。途中

で「足がつった」というとと・であがってもらって、

6人で試合したんです。それでも勝ちました。

寺田 そん左とともあ bました。そういえば、私が

高 校 3年の時、今は、亡く左られたタツさん(村瀬

竜也)さんが監督で来られましてo 当時、 1年だっ

たゴン(山本健さん。慶応大学を経てゴールキーパ

ーとしてローマオリンピックへ出場)を特訓するん

だというととで、タオルの上から、熱湯を浴びせた

よう在ととカ2あbました。

上原 あれは、たまげたねo あの人は、と Kかく、

すどい。常識では考えられないととを、平気でや

らせましたから。なかげで、強力左チームができ

上がりましたが。

石田 あの当時は、 10月から翌年の 4月までの

シーズンオフ K、みん左いろん左ととを、かけ持
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ちでやっていましたね。タツ公も、たしか、ラクピ

ーのフノレパックで、全国大会へ出たんじゃ左いかま。

上原 そうそう、裏番組でも、活躍していた奴が沢

山いたよ。タツ公は、陸上でもインターハイへ行っ

たんじゃないか左。

石田 陸上と言えば、今日来られている高橋さんは

マラソンで、大活掃されていましたね。

高橋 僕の場合は、もともと陸上競技をずっとやっ

でいたものですから、水泳部のほうは、むしろ訟手

伝いとして、一年間だけ、孝子世話 K左ったわけで。

村瀬{友}山田寿ーが、サッカーで、インターハイの

決勝あたタまでいって、 1対 Oで負けたと聞いてい

るけれど。

福田 プール乞食の富田は、演劇でもかな D、名が

通っていましたね。それから、学生時代K亡くなっ

た立花君、奴は、文学少年で、素晴らしい詩(P63 

に掲載)を書いていました。

村瀬功 彼とは、同期でした。彼が死んでから、生

前の作品を集めをして遺'稿集(P 6 2参照〉を出し

たんです。それK私も書きましてねo いい奴でした。

寺田 そう言えば、良元左んかと合宿をしている時

祖師谷の、線路際のあの警察の前の家の子供が、プ

ールで死んだでしょう。

岡田良 家から連絡があってね。 rプーノレK遊びK

白井誠 作品



いったはずですけれど、戻ってきません Jって。あ

わててみんなで捜したんですよ。

村瀬功 とけだらけで緑色の水でしたから、当然、底

左んか見えませんよ。

石田 「何か足Kぶつかるものがある」というんで、

あわてて引き上げたら、人だったんですね。

良国元 村本のなじさんを、呼んできて、急いで人

工呼吸をしたんですが、すでK手遅れでした。

寺田 かわいそうまととをしました。その日の晩、

何人かで、会通夜K行きました。

良国元 まだプールを、町の人達K一般公開してい

た頃ですよね。

寺田 そういえば、あの晩か、たしか次の晩、タツ

コーが、夕飯を食べた後、 「まだもう一人、沈んで

いるかもしれまい。泳どう。練習だ。」と言い出し

て、一人一人、コースどと K左って、夜中まで泳い

だ記憶があります。左 Kせ、彼の趣味で練習をやら

されているよう左と ζ ろがあタまして、メチャクテ

ャでしたね。

上原 でも、あの頃は、楽しかったよ。終戦直後で

ほんとう K、食べる物Kも相当、不自由していまし

たJji。

石田 食べ物と言えば、イモとかすいとんばかり。

村瀬(友)日大のプールK試合K行ったときか左。奴

らも、皆ん左糸をひいているよう左パンを平気で食

べていてね。

村瀬功食べ 盛タだから、 と Kかく、四六時中、腹

がへって、 ドカベン持ってくるんだけど、中味があ

んまタ入って左いから、左んとか、空腹を満たそう

と、水の飲みっとをしたんです。

石田 それで一番 飲んだのが新井さん。

意図 とKかく、食べるものがなくて、試合前Kピ

タミン Bを注射したのを覚えています。

上原そういえば、愚猿さんの庭で、慰労会か左 K

かを盛大Kゃったのは、いつでしたっけ。

福田競泳の全国大会で団体優勝した後ですよ。昭

和 21年か在。

村瀬(友)そうそう。左んKも左くてね。成城の町を

駆けまわって、酒をかき集めました。えたいの知れ

ない酒も随分、混じっていた-ょうで、ぶどう酒もあ

ったか在。酒がしまいKは左くなって、み bんまで

でてきたと思ったけれどo

平子 あの時生まれて初めて丹沢さんKぶどう酒を

飲まされました。

上原 食べるものが左いから、つまみ左しで、じゃ

んじゃん飲み始めたら、気持ち悪くなって、みん左

で、庭K穴を堀って、そと Kグーグーはいちまった。

寺田 酒左んか、普段は、手K入ら左いし、学生だ

から、飲み方知ら左いし、それ陀、当時、騒がれた

古橋や橋爪でさえ、グリンピースくらいしか食べら

れ左い程、食糧事情が悪かったんだから無理左いね。

村瀬{友)人伝て K聞くと、彼らは、世界記録をだす

と、先軍から焼鳥をたら腹、食べさせてもらえるん

で、釣られて頑張ったとか。今では考えられ左いこ

とですよ。

新井 当時、日大とも、ポロの試合をやりましたか

ら、私も古橋や、橋瓜のマーク Kつきました。

岡田{良}彼らは、ポロの練習をあまりしてい左かっ

たから、決して、うまくは左かったけれど、詠力で

は、格段の差があ bますからね。圧倒されました。

迫力が違いますよ。

司会 ととろで、当時の合宿の様子はいかがでしたo

丹沢 尋常科の最初の合宿は、たしか「千本木」の

よう K記憶していますが。「千本木」というのは下

宿屋の名前でね。

平子 プールの裏の道をのぼって、大通!Jvc出て、

2軒目ぐらいの所Kあ弘ました。

左側より 上原、福田、石田、小沢
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左 側 よ り 村 瀬 功 岡田良元

小沢 普通の下宿屋さんみたいま所で。夏は学生が

帰省するんで、合宿K使わしてもらったんですよ o

村瀬{泰)あの当時は、オフシーズンも、丹沢さんK

しぼられましてね。体操だけで、 3時間ぐらいぶっ

通しでや bました。

丹沢 いろいろメニューを決めてや bましたね。ダ

ッシュを m 激泳"と言っていた頃ですよ o

上原 僕らの最初の合宿は、昔の女学校の校舎でね。

机を並べて、ゴザをひいて、その上Kふとんをしい

て寝たんじゃ左いか左o 女の子K御飯とみそ汁を作

ってもらって、コロックのよう左揚げ物を買ってき

て食べたよう左気がするけれど。

石田 池の反対側の祖師谷の方K、小さ左寮みたい

在所で合宿しまかったっけ。きぬた屋の二階で合宿

したのはもう少し前ですか。

上原 僕の大学の頃は、成城のプーノレのすぐ横の小

さな建物で寝泊ま bしていたと思ったけれど。下が

な風呂で、二階で寝泊ま bしていたかな。

村瀬{友)僕が監督をしていたアー坊(山本勉)の世

代は、プール横の建物だったね。グチャ(安井昌平)

がめしを焚いて、よく練習したね。

福田 プールそうじもよくやタました。左 Kせ、今

のような浄化装置もありませんし、夏場だったら、

水をかえて、 1週間もたつと、コクで下のコースラ

インが見え左くなるんですから。

海田 僕らの終戦直後というのは、カルキも、ろく

Kあタませんでしたから。どとからか、石油かんで

もらってきて、パ安まきました。

寺田 カノレキと言えば、あれKさわっていると、指

紋がとれちゃうんですよ o

福田 でも、あれが左いと、コクがはえてどうしよ

うもあ bませんから。しかし、よくまあ、あ の汚左
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い水で、誰も病気をし左かったな。

寺田 家 K帰って頭を洗うと、水が緑色 K在るし、

藻はでて〈るわでo

福田 アオミドロが、水面いっぽい K在ると、とっ

ちも調子が出てきた bしてね。水が、在ま暖かいん

ですよ。一度、春先 K、水温が異常 K上がった時が

ありまして、オタマジャクシが、大発生したんですo

平泳ぎで水をかきわける時K、手K沢山つくんです。

さすがK気持ち悪〈左りまして、すく.K水をかえま

したけれど。

石田 しかし、あれだけ汚左くても、病気は左かっ

たんですから不思議です。赤痢や疫痢が日常茶飯の

時代でしたからねo 丈夫だったんでしょうか。そう

言えば、あの時の校医が、成城の生徒Kは、 「回虫

がほとんど左い」と感心していましたから、やは b

生活環境も良かったんでしょうか。

上原 でも、例外はある左。病気と言えるかどうか

わか bませんが、例の市毛の産婦人科事件。

寺田 ああ、あのインキンの一件ねo

福田 かかっていた人は多かったと思うけど、彼の

場合、重傷だと聞いてましたが。

上原 重傷Kは違い左いんだけど、タツ公が、 「へ

ソから下の病気は産婦人科でみてもらえ」左んて、

いい加減左とと言って、連れていったもんだから。

あの台Kのせられてね。合そらく男で経験できたの

は木下病院始まって以来、彼が最初で、最後だと思

うね。

石田 かわいそう K。部の語 b草 K在ってしまいま

した。僕の場合は、慢性結膜炎 Kかか bまして、と

れが直ら左〈て、苦労しましたo

小沢 まあしかし、広いプールですから、簡単Kは

そうじもできませんし、一度、水争被くと、モータ



新井倫夫 (パシャ)

ーを夜中までフノレ回転させて、入れ替え K丸三日か

かタましたから。

上原 夜中まで、動かし続けると、モーターが焼き

切れてしまうんで、泊り込みで、モーターを休ませ

る番をしました。

石田 デッキブラシも左くて、たしか竹のほうきで

そうじをしました。

上原 冬は、プーノレの中で、ソフトポーノレをし在か

ったっけ。

平子 そうですね。私も、小学校から水泳部K、台

世話 K左タまして、いろんな先輩K遊んでいただき

ました o

村瀬(泰)小学校から始まって、尋常科、高等科と上

下のつ在がりは、同じプーノレで練習する関係もあり

まして、非常 K密接です。ですから、水泳部全体が、

大家族みたいで私の所も、弟 3人共、水泳部Kシ世

話 K走りました。同期では、短距離の速かった愚猿、

長距離の平子(兄)。との二人は、尋常科から数え

て 7年聞いっしょでしたね。

小沢 私も、卒業してから何回も遊び K行きまして

昭和 21年の、全国大会で優勝した京都へも OBと

して参加しました。

福田 そうして、 OBVC在ってからも、後進の育成

K尽力を注いで下さる先輩が沢山いられるから、水

泳部も強〈左ったんですね。今日、来られている丹

沢さんもそうですね。

丹沢 私の後K、テー坊(小沢さん)台トン(山本

勝さん)パシャ(新井さん)タツ公(村瀬竜也さん)

と名監督が続きまして、特K亡く左られたタツ公が

監督の頃、 ドカタやテラポン、門田、市毛等が選手

として活揮して、第二期黄金時代を築きましたね。

石田 強いチームというと、すぐ“しどきぬという

イメージが沸いてきますが、成城の強い雰囲気とい

うのは、他校の よう左スパノレタ式の練習方法とは、

少々異在るんです。な Kせ、上下関係が全く違う。

下級生が上級生をあだ名で呼ぶんですから。他の学

校では、考えられませんよ。小学生K、あだ名で呼

ばれても、怒る人左ど一人もい左かった。小学生が

あだ名を呼びかけて、親しく寄ってきた。もちろん

からかうととはある Kせよ、陰湿左“下級生いじめ"

みたい左ものは左かった。第一、頭のいい先輩が多

かったから、やるととはスマートで科学的だった 円

上原 それK、もう一つ強い要因として、半分水泳

部で、半分違うよう左“プーノレ乞食"が沢山いまし

た。との層が厚くて、水泳部の豊富左選手層を形造

りました。会田のキヨちゃんとか、ガム(岡田良二

さん)とかね。

司会 ガムというあだ名は、どとからついたんです

か。

岡田良 ちょうど、ガムをかんで、ベッとはき出し

たような顔をしていたからだと思ったけれど。

上原 でも、乙うした“水泳部浪人ぬみたい左人が

台風呂たいたりして、めんどう見てくれてね。試合

でも、人数が足り左い時は、ヒンチヒッターとして、

いろいろと、協力してくれたし。

寺田 そう言えば、武富礼二も、岡田良二も、プー

ノレ乞食の仲間だ在。

石田 キヨちゃんは、口が大きくて、げんとつが、

口の中 K納まるんだから台かしかった。『フクちゃ

ん』というマンガ K出てくるキヨちゃんKそっく b

だから、そう命名されたと思うけど。

福田 白井先輩が、よくみん左の特徴をスクッチし

ていましたね。

上原 とKかく、何世代もの先輩を、あだ名で呼ん

で、気軽K話せる成城の良い雰囲気を、今の世代K

も受け継いでほしいですね。
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