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鶴谷邦弘陸上競技部元監督
プロフィール
昭和 19 年 4 月 12 日、兵庫県
神戸市生まれ。報徳学園から日
本体育大学へ進学。高校、大学
時代は中長距離選手として活躍
した。卒業と同時に母校へ奉職。
陸上競技部監督に就任して高校
駅伝の全国大会優勝をめざして
試行錯誤を積み重ねながら昭和
56 年に初優勝へと導いた。同 60
年には全国高校駅伝史上初とな
る三連覇を達成、全国高校駅伝
出場は 16 回を数え、優勝 6 回、
準優勝 2回。強豪校西脇工業との死闘を繰り返し「兵庫を制
する者は全国を制する」との言葉も生んだ。報徳学園定年退
職後は、大阪経済大学の監督として全日本大学駅伝へ出場さ
せた。選手への愛情を忘れず、自主性を尊重した指導法や選
手起用法は時に「鶴谷マジック」と称され、全国の指導者か
ら高く評価された。平成 30 年 1月 30 日没。享年 73 歳。

報徳監督列伝　その❷

名将  鶴谷邦弘監督伝説

若かりし監督（前列右から 3人目）

学生時代 浅野幸彦前報徳陸上部監督と

日体大時代

（年末恒例の先生ご自宅での餅つき大会より）

鶴谷先生の座右の銘

結果より経過を大切にしろ
「練習は人より早く始めて一番最後までやれ」
「試合は前を走れ、先頭を走れ、後ろを見るな、
とにかく思い切って走れ、結果を考えるな」

「餅つきは1人では出来ない。
米を洗うやつ、せいろを運ぶやつ、
餅を丸めるやつ。すべての仕事が大事なんや。
分かったかこれは駅伝と一緒なんや。」

この言葉は報徳陸上部が駅伝や個人種目で好成績を収める
ことができた源である。

人では出来ない。

心をひとつ
に

年末恒例も
ちつき
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01
指導者としてのスタートはスパルタ
主義の信奉者

新米教師として着任早々、頭の中には計画が出来
ており、生徒を鍛えに鍛えて 3年目には全国大会
へ出場させる。それが自分の使命であり課せられた
義務であると信じて疑わなかった。授業が終わるや
いなや「さあ、やるぞ俺についてこい」と校庭で生
徒を待ち構える。そんな日々が始まった。練習を始
めて 1週間目の頃、朝から雨が降り続いていた。一
番に校庭に出て生徒を待ったが誰もでてこない。マ
ネージャーは「今日は雨だから練習は中止の連絡を
した。」「なにい。雨がどないした。練習はいつもの
通りやる。」「でも、こんな雨が降っていたら走れま
せん。こんな雨降りに外でやったことはないです。」
この言葉を聞いたとたんになんにもわからなくな
り、頭の中で何か爆発したようで自制心も何もなく
なった。「陸上の選手が雨が降って練習ができんだ
と。お前らは俺の気持ちがわかっとらんのか。腐っ
た精神たたき直してやる。」文字で書けばこういう
ことであったろう。気がつくとマネージャーが倒れ
ていた。恐怖心に満ちた目で自分を見上げている。
自分で何をしたのかよく分からなかったが両の拳
の痛みと彼の表情が全てを物語っていた。マネー
ジャーに罪はない。彼はいつものように室内練習を
指示したのだろう。それが報徳のやり方であり自分
がそれを知らなかっただけ。マネージャーはそれか
らすぐに陸上部を止めた。後日、家へ行き両親と本
人に頭を下げて謝ったけれど彼は戻ってこなかっ
た。この事件は自分にはそれほど影響を与えなかっ
た。「やめたいものはやめたらええ。そんなあやふ
やな気持ちのものは他の部員に悪影響がある。」と
思っていた。自分は全く未熟であったけれども世の
中の空気がそういう風だった。一事が万事このよう
な調子で大学時代に身につけた練習法を高校生の
体力差を考慮せずそのまま実践させた。「先生。も
う走れません」というのに「アホ、性根がすわって
ないからや」と棒を
持って追いかけた。
思えばマンガのよう
な光景だがそれが厳
しい指導だと本気で
信じていた。

エピソード

02 監督としての仕事は我慢だ

こんな無茶な練習も、やらないよりは効果があっ
た。陸上部を率いて 3年目、昭和 44 年の県大会で
準優勝する。その年は幸いにも 5年に一度の記念
大会。近畿代表として念願の全国大会出場権を得
た。24 歳の青年監督は大得意、「よし、全国大会で
も上位入賞を狙うぞ」となんと大会直前に学校の寮
で強化合宿をやった。体調を整える時期に、いつも
よりハードな練習をこなした。その結果は出場 57
チーム中の 55 位。自分のしてきたことはなんだっ
たのか。初めて自分の指導法に強い疑問を抱いた。
昭和 47 年春、川西中から岡本一彦（65 回卒 昭和
49 年茨城国体少年 5,000 ｍ 4 位 14 分 49 秒 6 兵庫
高校新―当時―）が入学。この後、体現される報
徳のチームカラーや、練習時の雰囲気―つまり「練
習は明るく、楽しく、自分のためにやる」という
ことを、身をもって示してくれたのが岡本である。
彼がいなかったらその後の報徳陸上部の躍進はな
かったであろう。それほど部の空気をガラッと変え
てしまった。この時期、他校と交流し合同練習や合
宿に目を向け始めた。監督とは我慢が八割の仕事だ
との思いに至る。選手一人ひとりが違う個性の持ち
主であり、画一的な練習は意味がないどころか、害
になることさえある、考えてみれば当然のこと。「こ
れからは選手一人ひとりをできるだけ観察して、そ
れぞれに何が適したやり方か考えよう。自分自身が
変わらなければダメだ」と決心、指導者として 10
年目の再出発だった。昭和 52 年の県大会では、そ
の後長きにわたりライバルとなる西脇工業が初優
勝、全国大会で 9位入賞した。翌年には、その “ラ
イバル ” をアンカー対決で破り昭和 42 年の就任以
来、監督生活 12 年目での初V、報徳としては実に
20 年ぶりの県大会優勝。その勢いをかって全国大
会では 12 位。その後の都大路では 5位、準優勝と
着実に順位を上げいく。そして昭和 56 年のシーズ
ン、歓喜の時を迎える。

岡本選手の力走（ゼッケン 332）選手のレースを見つめる監督
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03 とうとう登りつめた高校日本一

▶元日に須磨海岸で寒中水泳をする
昭和 55 年暮れの第 31 回大会は、中京商業に僅
か 5秒遅れの準優勝と好成績を皆で喜び合ったが、
生徒に大きなインパクトを与える何かをと考えた
のが全国大会 1週間後に寒中水泳をするというこ
とだった。生徒にしては寝耳に水、「先生は何をア
ホなこというとるんや」みんなそんな顔していた。
「死んでしまう」「先生は脂肪がぎょうさんついて
いるからええ。ぼくらはゼロですよ」さまざまな
抗議にも答えは無情。「やるといったらやる。いや
なものは退部届を持ってこい」これで騒ぎは収まっ
た。1981 年元日須磨海岸には 5ｍを超す強風が吹
き荒れていたが、先生以下、生徒全員は水泳パンツ
1枚でウオーッという叫び声とともにザブザブと海
中の中に駆け込んだ。あれほど不満たらたらだっ
た生徒も半分やけくそで水をかけあううちに寒さ
も忘れてはしゃぎ回った」先生は寒中水泳を始め
たことに対しこう述べている。「生徒にカゼを引か
せて冬季練習の予定が狂ったら、という不安はあっ
た。しかし生徒にガーンと衝撃を与えないと、もう
一段強くすることはできない。迷ったが決心した」
「あの寒中水泳から不思議に度胸がついた。なにが
あってもどんと来いという気分。先生はぼくたちの
精神力を強くするために、あれを言い出したんだ
なあと思った」初優勝時レースの命運を握る花の 1
区で終始先頭、トップに 2秒差の区間 3位と責任
を果たした北垣章（72 回卒）の述懐である。

須磨海水浴場での寒中水泳

▶ 強化合宿の深夜　生徒を突然たたき起こしてか
らさあもういっぺん寝ろ
春合宿、夏合宿普段出来ないことを実行した。疲
れてぐっすり眠りこけている生徒を夜中の 2時に
たたき起こす。草木も眠り軒先三寸下がるときと言
われているとおり誰にとっても一番眠い時間。自分
とて例外ではない。まして家にいれば一度寝入った

ら最後、サイレンが鳴ってもぐっすりという人が、
がばっと跳ね起きて「みんな起きろー」とどなる。
ねぼけまなこで集まった生徒たちに顔を洗わせ、目
が覚めたところで「さあもういっぺん寝ろ」「ええ
気持ちで寝ているところを起こされていったいな
んやと思ったら、今度は寝ろ。腹が立ってしょうが
ない時もあった」とは 4区で完全に独走態勢を固
めた渡瀬智康（72 回卒）。そのほかにも一晩中部屋
の電気をつけっぱなしにして「みんな上を向いて
寝ろ」との無理難題。「最初は眠れない。だけど寝
なかったら、昼の練習で体が持たない。何度もやっ
ているうちにすぐに眠れるようになった」と全員が
口をそろえる。
「今の子供にそんなことをさせてもムダ。監督が
バカにされるだけだという声もあった。しかし勝負
をする人間にいかに平常心を保たせ、力を発揮させ
るか。肝心なのはそこ。レース前夜興奮して寝つけ
ない生徒がいたらどうなるか。疲労はいうまでもな
いが寝られなかった不安感が生徒の心理バランス
を崩す。馬鹿げているように見えても、あの訓練で
生徒はいつでも寝られるようになった」生徒を強く
するためにはどん欲になんでもやってみる。成功し
て勝てたら生徒がよくやった。失敗したら監督がア
ホやったといえばよい。先生の勝負哲学である

初優勝で宙に舞う監督

エピソード

04 自然体で達成した３連覇

全国高校駅伝初優勝を果たした翌年、報徳は西脇
工業に県大会で敗れる。スタートから二強対決の
マッチレースの勝敗は 7区アンカーまでもつれ込
んだが 11 秒差の敗戦であった。この年西脇工業は
都大路を制し初優勝、県勢 2連覇となり再び優勝
旗は兵庫へ。しかしその優勝旗は新調されたもの
であった。昭和 56 年、報徳が全国初優勝した翌年
春、それまでの優勝旗は学校体育館の火災で焼けて
しまったのである。先生は一人で歴代優勝校の謝罪
へ。神奈川の相模原に始まり宮崎の小林まで、夜行
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列車で眠り、ほとんど着の身着のままの旅である。
先生は何としても、もう一度全国優勝し、本当の
お詫びをすることが自分に課せられた義務と考え、
色々なトレーニングが始まる。裸足ジョック、砂浜
ダッシュ、布マスクを着けての練習、ゴルフ場での
ランニング、練習後毎日腹式呼吸など。これらの練
習により各自自主性が芽生え、全国優勝に向けて手
を抜くことなどなく部員全員が一丸となった、と昭
和 59 年全国 2連覇時キャプテンの飯田幸裕（75 回
卒）は振り返る。話は前後するが、昭和 58 年県大
会で西脇工業から覇権を奪回、都大路では 1年生
で初優勝のテープを駆け抜けた平山征志（74 回卒 
現報徳陸上部監督）が3年生エースに成長していた。
花の 1区を区間賞の走りでその後一度もトップを
譲らない完全優勝で 2年ぶり 2回目の優勝。翌 59
年は谷間の年といわれながら、6区で逆転して 2連
覇。そして昭和 60 年、この年まで 35 回を数えた
全国高校駅伝の歴史の中で 3連覇はどこも成し得
ていない。“報徳の挑戦 ”は注目されていた。そん
な中で出した結論は自然体だった。1年間レンズに
追い掛け回されるのは、前人未踏の頂点に挑戦する
資格を与えられた者の宿命と割り切った。来るもの
拒まずテレビもラジオも新聞もなんでもかんでも
どんどん来い！でいく、覚悟しておけと選手に申し
渡した。岡川功（76 回卒 3 連覇時に 3年連続出場）
は振り返る。前年優勝したメンバー 7人中 5 人が
残っており、外部からは順風満帆に見えて当然の
チーム。しかし、前年 2年生ながらエース区間の 1
区を任され、2連覇の土台を築いた絶対的エース乗
松圭太（76 回卒）が春先から不調で全く走れなかっ
た。通常であれば、チーム全体が動揺し何かしら負
の影響を受けるものだが、誰一人としてエースの復
調を疑う者はおらず、その時が来たら彼は必ずやっ
てくれると信じていた。なぜチームがこの様な状態
でいられたかと考えると、先生が一度も不安な素振
りを見せることなく、一貫して「エースを信じてい
る」姿勢を貫いていたからだった。その頃の先生の
口癖は「圭太　顔、顔、鏡見てこい」だった。（※
いつも笑顔を意識させる）秋から冬を迎えるころに
は、エースの顔に笑顔が増えるようになり「その時」
がやってくる。チームのそして先生の信頼に応える
べく、1区をトップと 5秒差の区間 4位と絶好のス
タートを切り、その後もしっかり襷をつなぎ、アン
カー西尾康正はトラック勝負の激戦を制し、見事 3
連覇達成を成し遂げた。高校駅伝史上前人未到の偉
業は、まさに「自然体」と「信頼関係」で勝ち得た
ものであった。

2 年ぶりの V2　岡川選手 連覇でV3　波越選手

アンカー決戦 3連覇成る
西尾選手

V2の胴上げ
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05 中長距離以外の指導術

駅伝で日本一になる一方で、中長距離以外の種目
に有望な新入生が門をたたいた。自分の専門は中長
距離で短距離、跳躍のことは分からない。でも報徳
に憧れ陸上部に入部した生徒たちの期待に応える
ためにはどうすればよいか考えた結論として、「自
分が教えなくても専門の人に頭を下げ、生徒たちが
自分で考えて練習できる環境を与えればよい」だっ
た。まず、当時神戸平野中学校で名をはせた池野先
生に短距離種目の練習メニューを相談し、さらに
京都の強豪、洛南高校とも年 2回の合同合宿を行っ
た。洛南高校の中島先生とは駅伝を通して旧知の
仲。他にも同じ近畿圏や九州、東海の名門校にも積
極的に選手を派遣し、そこから学んだことを持ち
帰り、キャプテンを中心に選手自身で練習メニュー
を組み上げるという方式を構築した。後にオリン
ピック選手となる伊東浩司（78 回卒）を始め短距
離、跳躍部員全員が、この方式でめきめき力を付け
ていき、その成果として国体個人種目連続優勝を始
めインターハイでのリレー入賞など好成績を収め
ることができた。また良いところは長距離にも積極
的に活用した。ある日、ハードルを活用した朝練習
を見て、「これはすごく良い」と翌日から長距離の
朝練習にも採用した。このメニューのおかげで 90
年代、3000m障害において全国インターハイ優勝、
入賞を始め、毎年全国大会で決勝まで進むことで、
3000 ｍ障害は報徳のお家芸とまで言われるように
なった。他にも駅伝メンバーを短距離リレーに出場
させる、逆に短距離選手を中長距離や跳躍に出場さ
せるなど、専門外種目にチャレンジさせることで
「陸上競技」は楽しみながら行うことを意識づけた。
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06 先生との思い出　感謝の言葉

〈平井正裕さん（第 63回卒）〉
昭和 46 年　その頃の陸上部の合宿は、淡路島の
鶴谷先生のお里でした。山の中腹にある鶴谷先生
の里まで約１キロの山頂の神社までの競走では 1
～３位までは、山頂にジュースが置いてありそれ
を飲めるので皆必死でした。鶴谷先生は「そら勝っ
たもんがええ目に合うんや」と笑っていました。食
事では、とにかくしっかり食べろと。毎回ニンニ
クを焼いたのと後輩のお父さんからの差し入れた
サラミをお腹いっぱい頂きました。練習はきつかっ
たですが楽しい思い出です。

合宿にて
〈坂本幸雄さん（第 66回卒）〉
鶴谷先生は、いつもでも笑い必ず冗談を言って相
手を笑わせていました。また、笑顔でビールを飲
んでいる姿が目に浮かぶ、また会いたい監督です。
選手の能力を引き出す魔法を持ち、優しく心の強い
監督でした。私の人生の中で最高の出会いでした。

〈安藤真人さん（第 88 回卒 47 回全国高校駅伝優
勝時アンカー）〉
私は当時 6人ほどいた先生のご自宅にお世話に
なる下宿生。楽しみの一つの食事は、主菜に加え副
菜が 1品 2 品 3 品…いつもテーブルにいっぱいで
した。鶴谷家に支えられ、1996 年には全国駅伝優
勝を果たせることができました。 宿敵西脇工業とのトラック勝負制すV5　村松選手

歓喜の初優勝
平山選手

圧倒的な強さでV6
安藤選手

先生ご指導ありがとうございました

  鶴谷監督　都大路　全成績  
鶴谷邦弘監督　全国高校駅伝全成績

16回出場　優勝6回　準優勝2回　3位2回
回 年 順　位 記　録
20 1969 55 2 時間 26 分 29 秒
29 1978 12 2 時間 14 分 34 秒
30 1979 5 2 時間 11 分 50 秒
31 1980 準優勝 2時間 10 分 12 秒
32 1981 優勝 2時間 10 分 23 秒
34 1983 優勝 2時間 07 分 04 秒 高校最高記録（当時）
35 1984 優勝 2時間 08 分 05 秒
36 1985 優勝 2時間 06 分 43 秒 高校最高記録（当時）
37 1986 準優勝 2時間 06 分 43 秒
38 1987 5 2 時間 07 分 10 秒
39 1988 3 2 時間 06 分 14 秒
40 1989 優勝 2時間 04 分 49 秒 高校最高記録（当時）
45 1994 3 2 時間 06 分 25 秒
47 1996 優勝 2時間 05 分 08 秒
50 1999 5 2 時間 06 分 39 秒
55 2004 4 2 時間 05 分 23 秒

先生のご葬儀には、多くのOBが駆け付けお見送
りしました。先生の遺志を引き継ぐべく、今日も報
徳ランナーは武庫川を駆け抜けています。

 編集協力　井上和夫（68 回卒）
 北垣　章（72 回卒）
 植田　茂（72 回卒）
 飯田幸裕（75 回卒）


