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「唯⼀の KO負けが、ディフェンスを考える分岐点になりました」

菊池浩吉 先⽣
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「最初の１勝が特に重要でした」
私の教員⽣活が40年で、最初の17年間が流⼭⾼校でした。習志野⾼

校と千葉⼯業⾼校の⼆校が競り合う千葉県で、流⼭⾼校には勝てない
状況がありました。そこでようやく、ライトヘビー級の関⼝を勝たせたとき
のことは、⻑い指導経験の中でも、重要に感じています。
指導の質を上げる中で、私は「10個のサイン」を作るようになりまし

た。それに、はまって勝ったときは選⼿の信頼も強くなります。
流⼭から移動になって、今度は13年間、習志野⾼校の名門ボクシン

グ部に携わることになりました。育成に関わった選⼿には、史上初の⾼
校6冠をはたした粟⽣隆寛もいます。タカ（粟⽣）は、⼩学⽣の頃から、部
に顔を出していて、完成度も抜きん出ていましたので、これは取るなとい
う期待が、当初からありました。
その後、千葉⼯業⾼校へ移動しましたが、習志野⾼校は、流⼭時代

の教え⼦の坂巻義男が、受け継げたことを、うれしく思っています。最近
の1勝は、ホッとしたという感じです。3⼈で１⼈の選⼿を指導していた時期もありました。勝たせてあげるというこ
とは、指導者にとって、責任でもあると思います。
以前の⾼校ボクシング界には、今と違って、「殴って教える時代」がありました。まず、我々が若かったのと、⼦供
にも社会的にも当たり前だったというのがあります。不思議なもので、殴られる⼦はやめないんですね。ラーメン
をおごったことを忘れたのに、殴られたことは覚えている。そして、社会⼈になったら、「もうかしこまらなくていい」
と⾔うんですが、教え⼦が恩を大事にしてくれます。それに、朝から練習に付き合っていれば、⽣徒は、気持ちを
受け⽌めてくれるんです。
時代が変わる中で、⼦供たちのボクシングへの接し⽅も変わり、合宿で厳しくやると、やめることが多くなりまし

た。これには、正直、少し悩んだ時期もありますが、基本的にボクシングをやっている⼦は、⼀⽣懸命です。
強くなって欲しいことはもちろんですが、ちゃんとメシを⾷っていける⼈間になって欲しいというのが、私の指導

にあります。

「オリンピックより、そのために努⼒できるかどうかがが
目標に変わっていました」
政治的な事情で、⽇本がボイコットしたモスクワ・オリンピック（1980年）

の代表を、「幻」のオリンピック選⼿と呼ぶこともありますが、私はその「幻」
のボクシング・ライトフライ級代表でした。当時、その出場権を争うために
モスクワオリンピックベルト争奪戦なる企画があり、10回を超える所謂、プ
ロのタイトル戦のようなシステムで、ベルト保持者に挑戦者が挑むといった
形式で試合が⾏われました。私が大学１年の１⽉（1977年）に第１回が⾏
われ、最後の1980年４⽉までのベルト争奪戦全試合に関わったのは、確
か私だけでした。リーグ戦や国体、全⽇本選⼿権の合間を縫いながら、試
合は⾏われました。私は⼀度、ベルトを奪われましたが、それを再び取り
返し試合こそが、私の⼈⽣での、⼀番大きな試合だったと感じています。
⻘春時代のすべてをオリンピックに賭けていました。モスクワへ向けて

大学も１年、卒業を延期し、練習に専念出来たのは幸いでした。私は、ボ
クシングとは別に、国際情勢にも関⼼があり、モスクワ・オリンピックのボ
イコットは、多くの選⼿にとっては⻘天の霹靂のようでしたが、アフガニスタ

＜プロフィール＞
⼩林信次郎（こばやし・しんじろう）
1949年1⽉29⽇、神奈川県横浜市
⽣まれ。武相⾼校でボクシングを
始め、⽇体大へ進学。その後、千
葉県内の⾼校で、教員として指導
に携わり、多くの名選⼿を輩出。

＜プロフィール＞
中村司（なかむら・つかさ）
1957年5⽉7⽇⽣まれ。中大付属
⾼校から中央大学へ進学。選⼿
引退後は、群⾺県の教員とし
て、⽇本のトップ選⼿も多く育
成。現在に⾄る。



ンへ旧ソ連が軍事介⼊した際、こうしたことが起こるかもしれないと、覚悟はできていました。
ボイコットの正式決定を聞いたのは、1980年の6⽉に、ギリシャへ遠征中でした。その際、どこかに達成感が芽

⽣えたのを覚えています。私の胸中では、最大の目標が「五輪出場」ではなく、そのために、自分が最⾼の努⼒
をできるかどうかに転じていたのだと思います。
精神的にも、現役続⾏には限界を感じていたものの、モスクワ・オリンピックの後、ボイコットした⻄側諸国で、

改めて代わりの大会が開かれるという話があり、それを目
指して練習を続けていました。しかし、それも⽩紙になり、
寂しい反⾯、強い安堵感に⾒まわれたのも記憶に残って
います。
今、⾼校では20⼈ほどの部員を抱えております。正直、

指導内容は「少し⽢いかな」と思うこともありますが、部活
動の楽しさだけは失わないようにとの指導を⼼がけていま
す。
授業では、社会科を担当しています。ボクシングの遠征で
は、北朝鮮の平壌へも⾏きました。当然、試合に全⼒投球
でしたので、今、教員⽣活を送りながら振り返ると、もっと
ボクシング以外の事も学ぶ余裕あればよかったと、少々残
念に思っています。

「唯⼀のKO負けが、ディフェンスを考える分岐点になりました」
最も記憶に残る試合となりますと、⾼３になったばかりの海外遠征でしょう
か。パキスタンで開かれた国際大会に出場したんですが、のちにIBF世界王
者になる⾦知元選⼿（韓国）にKO負けをしました。私の約150戦のキャリア
で、KO負けはこの１回のみで、以降、ディフェンスを真剣に考える分岐点と
なりました。
1982年アジア大会（ニューデリー大会）の⽂成吉選⼿（韓国）との試合も印
象深いです。のちに世界選⼿権や、プロで世界王座を制す頃を知っている
⽅はご存知かと思いますが、とにかく⼿数が多く、私の判定負けでした。
韓国以外では、ルーマニアに縁を感じています。同国の「ゴールデンベルト
大会」に３度出て、銀、銅、銀でしたが、まぶたを切ったりして、⼀度も決勝
戦に出場できずに終わりました。それを当時、川島五郎先⽣が、評価してく
ださっていたらしく、関⻄の⼈間としては、数少ないオリンピック代表（1984
年＝ロス大会）になることができました。
国体との兼ね合いもあり、王⼦⼯業で樋⼭茂先⽣と⼀緒に指導をしなが

ら、30近くまで現役を続けました。ソウル五輪の予選で、⿊岩守（⽇大）と試
合をした頃から、相⼿の攻撃に、目をつむるようになったんです。それで、
「もうやめろってことか？」と感じたのを覚えています。
引退後も、今までとは違う角度からボクシングを学ぶため、関東の試合から

プロの試合まで、よく観戦しました。また、「ゴールデンベルト大会」は、のちに改名されましたが、そこで、教え⼦
の辻本和正が優勝したときは、念願を達成した思いでした。
オリンピックは他⼈の２倍、３倍の努⼒をしても、⾒えてくるか分からない舞台だと思っていました。私には無縁

だと思っていたので、それを体験することができて、ボクシングには、本当に感謝しています。
また、私の主戦場だったフライ級やバンタム級で、今も須佐勝明選⼿が活躍しています。彼にはオリンピック出

場ではなく、オリンピックでメダルを狙える逸材として、自信を持って欲しいと思っております。

＜プロフィール＞
⾼⾒公明（たかみ・ひろあき）
1960年8⽉7⽇⽣まれ。大阪体
育大浪商⾼時代にインターハイ
を2連覇。大阪体育大を卒業
後、王寺⼯業⾼の教員となって
も選⼿を続け、ロス五輪では3
回戦（1回戦は不戦）に進出し
た。教え⼦には全⽇本選⼿権1
0連覇の辻本和正や、元世界王
者の名城信男らがいる。

世界チャンピオンチャレンジマッチにて
キューバのラファエル・サインス選⼿との対戦



「“⽇本⼀にこだわること”
だけは変えずにやっています」

中学時代、⽔泳の自由形で、県の５位でしたが、私の体格が⼩さいため、
この上を狙うことに少し限界を感じていました。そんな⾼１の頃、先輩の赤城
武幸さんがボクシングで活躍し、学校にも同好会から、部へ発展させていく
流れになりました。
ご存知のとおり、ボクシングには階級があります。これは好機だと思って

⼊部しましたが、ここでも体のサイズはひとつの課題になりました。体が⼩さ
ければ、「打たれてもいいから、⼿数を増やせ」となります。しかし、もっと安
全な体の使い⽅はないかなと考えていました。
そして大学進学後、それまで、具体的な指⽰をしてくださらなかった宇土

監督（故⼈）が、ある⽇、「⾜を真横にして左右のフックを連打してみろ」とお
っしゃりました。ずいぶん無茶苦茶だと思ったんですが、やってみると、パン
チを打つなかで、重要な重⼼移動が⾒えたんです。
私は、この打ち⽅をさらに研究することに努めました。その中で、忘れられ

ないのは、⿊岩守さんとの3試合です。⾼校時代、これといった実績のなかっ
た私にとって、⿊岩さんは、雲の上の存在でした。対戦は、⼀年に⼀度のペ
ースであり、結果的に、すべて負けてしまいましたが、毎回、成⻑を確認できるものでした。
私は、選⼿時代の感覚を、指導者になってからは、理論化することを模索しました。スポーツ科学的にいうと、

「⼆軸」ですが、これは、ストレート以外の攻撃だけではなく、防御まで⼀体化させることができるんです。もっとい
えば、ダメージを緩めるためにも、これは大きな効果を発揮します。

⽇本のトップ選⼿でも、国際大会に⾏き始めてからの川内将嗣選⼿な
ど、この打ち⽅をする選⼿は多くいます。しかし、それは本⼈が直感的
に体得しているだけで、理論として普及をしないのが、⻭がゆく感じる
こともあります――。
現在は、部⻑という⽴場を取らせて頂いております。授業では物理、

化学、⽣物を教えてきました。ボクシングの指導でも、「動きにブレーキ
をかけないように」など、物理学的に教えることがあります。最近の⼦
は真⾯目で、教師にとっての「いい⼦」が増えました。⼀⽅で、苦労を
乗り越えた先の感動を知ってもらうことが、難しくなったのを感じます。
大切なのは、結果より過程です。ただ、求める結果を簡単にしてしまう

と、過程も薄くなるんですね。だから「⽇本⼀にこだわれ」という指導だけは、変えずに続けてきました。そして、そ
れに失敗しても、過程に深みが出たときに、「本当に大事なのは結果じゃない」と励ますことにしています。

「ボクシングの苦しみから、⼈の苦しみを知ってもらえば」
私が学⽣時代に没頭したのはラグビーで、ボクシ
ングは未経験でした。そのため、武相⾼校就任
後、ボクシング部に携わることになった当初は、
正直、かなり神経質になっていたのを自覚してい
ます。当時の神奈川県では、ウチ（武相⾼校）と
横浜⾼校が「⼆強」の状態で、野球部に並ぶ名門
を、引き継げるかという重圧がありました。
そんな中で、当時の宿舎が、ビジネスホテルで

＜プロフィール＞
菊池浩吉（きくち・ひろよし）
1964年１⽉１⽇⽣まれ。宮崎県
延岡市出⾝。⾼２でインターハ
イに出場するも、捻挫などの怪
我に悩む。東農大を卒業後、⺟
校、⽇章学園で教員に。⾼校の
全国大会である選抜、総体、国
体で計22回の優勝者を輩出。
宮崎県アマチュアボクシング連
盟の理事⻑も務める。

＜プロフィール＞
梶⽥太郎（かじた・たろう）
昭和45年1⽉22⽇、東京都品川区出
⾝。国際武道大学までラグビーで進
み、選抜準優勝の⽥中啓、⾼校３冠
の漆原祥らを育成する。2年のサラリ
ーマン⽣活ののちに、体育の教員
へ。武相⾼校勤務は18年目となる。

教え⼦の中学⽣たちと



はなく、旅館が多かったのは、大きな財産となりました。そこでは横浜⾼校の海藤晃先⽣との交流が多く、全国で
も名をはせている指導者から、ボクシング論を多く学べたんです。⼀⽅で海藤先⽣は、ライバル校であったにも
関わらず、私を神奈川県のボクシング界へ溶け込めるよう、後押ししてくださりました。このことは、今でも本当に
感謝しております。
最初の頃は、⽣徒のほうがボクシングをよく知っていたので、それを学ぶために、スパーリングもこなしました。

ラグビーと柔道で過酷な状況を体験していたせいか、意外に耐えられた実感があります。
しばらくして、第２、第４土曜が休みだった頃、ボクササイズ講座を開いていました。そこでは、他の部の⽣徒で

も、気軽にボクシングを体験できる⽅針でしたが、野球部の中１だった漆原祥が、それを機に、ボクシングに目覚
めたんです。彼が⾼校２年のインターハイで、上川隆顕選⼿（熊本
・熊本⼯業⾼）に負けたときと、続く選抜で優勝したときのことは、
指導の集大成の⼀つになっています。
以前のボクシング部員は、肩で風をきるような⼦も多かったです
が、最近は、殻に閉じこもったような、真⾯目な⽣徒も多くなりまし
た。運動経験がないに等しく、スキップもできない。そんな⼦が、ボ
クシングを通じて、コンプレックスを拭おうとするケースが、少なくな
いようです。ボクシングをしていれば、減量の中で、イライラした状
態を経験します。先輩に⼋つ当たりをされることもあるかも知れま
せん。勝つことも大事ですが、苦境の中で、忍耐⼒や、協調性を⾒
いだしてもらえればと思っています。

「強国メキシコから⾒た
⽇本の⾼校ボクシング」

メキシコシティに住む今、福井での教員時代を振り返りますと、ボクシング
後進県で、アマチュアボクシングの普及と、その普及のための強化に賭け
ていた１８年だったと思います。
数年前、教え⼦の試合で、どうしても納得のできない判定があり、当時の私
が真⾯目すぎたのか、それが、世界に出て⾏こうと、破天荒な考えを遂⾏
する大きなきっかけとなりました。ほぼ裸⼀貫でメキシコへ向かい、世界王
者を多く⽣んだ名門『パンチョ・ロサレス・ジム』で、トレーナーをやって、今
に⾄ります。
メキシコには、質の⾼い技術論があります。そして酸素が薄く、常に⾼地ト
レーニングをしている状態です。「⾦持ち、喧嘩せず」という⾔葉があるよう
に、⽇本では、いじめも喧嘩も少なくなりましたが、メキシコでは、路上でご
婦⼈⼆⼈が、殴り合いの喧嘩をすることも、当たり前のように起こります。こ
の環境で育ったメキシカン・ファイターたちと、⽇本⼈が張り合うのなら、これ
までの苦戦は、当然かも知れません。
ただ、スポーツ科学の⾯などでも、⽇本のほうが進んでいる点もあります
し、私は、こちらに来て、⽇本が偉大だったと痛感していることがあります。
指導者が、「ボクシング指導＝⼈間教育」としてとらえている点です。⽇本の

場合は、技術指導の前に、挨拶、⾔葉づかい、礼儀から始まります。ボクシング大国、メキシコを含めて⽶大陸
では、ボクシングによる貧困からの脱出に、根底があるので、こうした思想でボクシングを指導する例は、まずな
いでしょう。技術を教え、多少形になったら、まずアマチュアの試合に出して、トレーナーがこれはいけると考えれ
ば、すぐプロへ転向…というのが、メキシコの⼀般的な例です。
私は、あくまで⽇本⼈ですから、特に１０代前半の⼦供たちを教える場合、⼈間教育に重点を置いています。

恩師の海藤晃先⽣と

＜プロフィール＞
古川久俊（ふるかわ・ひさとし）
中央大学時代はキックボクシン
グ部に所属し、サラリーマン⽣
活を経て、地元・福井で教員に
転⾝。当時の教え⼦には、現・
プロボクサーの清⽔智信もい
る。数年前に⼀念発起し、単⾝
でメキシコへ渡る。メキシコ滞在
は、ボクシング修⾏の場でもあ
り、必ずしも“安住の地”ではな
いとも⾔う。



ラテンの世界では、これを煙たがられる場合も少なくありません。
⼈間教育を受けることなく世界チャンピオンになったボクサー、しかもグレートと呼ばれるような偉大なチャンピ

オンは、このボクシング大国には多数おります。ルーベン・オリバレス、カル
ロス・サラテ、アルフォンソ・サモラ…。彼らのほとんどは、現役中や引退後
から、アルコールや⿇薬、⼥に溺れ、⽇本円で⾔えば、億単位の⾦をほと
んど使い果たし、最悪の場合は住む家さえない…といった状況でした。
現在は、彼らの⼈⽣も多少は好転し、私の大切な友⼈たちでもあるので

すが、彼らが、⽇本のようにボクシング技術だけではなく、⼈間教育も受け
ていたら、さらに有意義な⼈⽣になったのでは…と思わずにはいられないの
です。
⼈間教育に主眼を置いている例は、世界的にも少ないと思います。⽇本

の部活動として⾏なわれているボクシング競技は、どうか世界に誇れると信
じてください。
最後になりますが、教員時代、全国の諸先⽣⽅に大変お世話になり、助け
ていただきましたこと、この紙⾯をお借りして、御礼申し上げます。海の向こ
うからではありますが、皆様⽅のご健康とご健勝を祈っております。

[取材後記]
取材では主に、その⼈物や環境の「⻑所」を探りますが、たとえ「短所」に感じる⼀⾯が⾒えても、私は特に指

導をしないことにしています。「⻑所と短所は表裏⼀体」ですとか、「⼝を挟むのは⽴場が違う」と思う⼀⽅で、選
⼿の放つ独特な個性に、とやかく⼝を挟まぬほうが、取材の収穫が膨らむかも知れない。そんな⽢えが、⼼のど
こかにあるのだと思います。対照的に、⾼校の先⽣⽅には、ボクシングを通じた教育理念があり、⽣徒の⼈間的
な成⻑も⾒ているように感じます。
それを第三者の⽴場から垣間⾒たとき、私は、尊敬の⼀⽅で、大きな劣等感も抱かされてきました。ボクシン

グとは癖のあるスポーツで、現代的に考えれば
「反社会的」なルールに基づき、それをリング上
のみで許すことで、芸術性が⽣まれるとも思って
います。しかしそんな舞台でさえ、「社会性」を学
ばせようとする先⽣⽅のキャリアを、わずかな時
間ではありますが、取材を通じて復習する機会を
得られました。
⼀介の社会⼈にもなりながら、貴重な部活動

を受けられたことを、⼼よりお礼申し上げます。

格闘技ライター
善理俊哉（せり・しゅんや）
1981年 11⽉ 2⽇埼⽟県⽣まれ。
専門誌「ボクシングマガジン」等を中⼼に、
様々な格闘技を取材中。テレビ局での仕
事経験もあり、趣味は映像編集。

メキシコで前・⼥⼦世界王者
アナベル・オルティスの家族と

７⽉、インドネシア大統領杯へ⾏ってきました。

総合優勝は⽇本チーム！


