
 

今年の夏はロンドン・オリンピック！――ということで今回は、ボクシング部の名顧問だけではなく、日本ボクシ

ング史上 40年ぶりのメダル獲得に期待のかかった村田諒太選手にも、技術から精神までボクシング論を伺いました。 

（スポーツライター・善理俊哉） 

 

INTERVIEW 

 

「負けたら俺が悪い」で己を磨く 

坂巻義男 顧問（沼南高校） 

 

「負けを引きずると必ず悪影響する」ｋ  

木下英雄 顧問（駿台学園）ｋ               

 

「強い日本」の基盤に高校ボクシング部を 

川島八郎 前顧問（作新学院高校） 

 

「日本に足りないのは“足”」ｋ 

村田諒太 選手（東洋大学＝南京都高校出身）ｋ 

 



  

 

 今年の 3 月まで 10 年間、習志野高校に赴任した中

で、2007年と 2008年には、インターハイの連続総合

優勝を収めることができました。これが私の指導歴で

は、最高の成績になります。学校には、それぞれカラ

ーがあり、習志野高校には、各部活動が優勝を目指す

一生懸命さがあります。ボクシング部もその中に交ざ

っていたので、波に乗ることができました。素質を持

った選手が多いことと、波に乗るか乗らないかは別問

題です。面子がよいのに、勢いに乗れなかったことも

あります。それは、こちらの責任だと思います。「勝

ったら選手が頑張った。学校や環境に恵まれた。負け

たら俺が悪い」。この姿勢をいつも自分に言い聞かせ

て、私自身も磨いてきたつもりです。 

 

 私は指導において「生活に厳しくボクシングに自由」

という方針を取っています。昔は、型にはめる技術指

導が最適だと思いました。それで、失敗したことも成

功したこともあります。しかし、負けることは結局、

たくさんありました。そのたびに悩んだ結果、負ける

にも、やりたいことをやらせ、選手に納得してもらお

うと考えました。 

 私は選手の長所を尊重します。しかし、様々な練習

を試す中で、目指す方向が見えてきたら、そこからは

ある程度、形を固めます。そうしないと、選手が迷う

からです。大きく分ければファイター、アウトボクサ

ー、ブルファイター…。これに、選手の個性でも、ま

た道が分かれます。近年の林田太郎・翔太を例に挙げ

ますと、兄の太郎は手が短く、背が低い。でもパンチ

力と気持ちの強さが最初からありました。これを活か

す方法を考え、ガードを高くして打ち合ったら、光る

ものが出てこないかと思っていたら、幸運にも結果が

出ました（高 3 で国体優勝。以後、全日本選手権を 3

連覇）。弟の翔太は、手が長くて“間”がよかったの

ですが、ハートが弱かったので、結果につなげられま

せんでした。ハートが強くなったなと思う最近に、い

い結果が出てきました（大学 1 年で国体優勝）。これ

がいいなと思ったら、その形を推し進めますが、「自

由」は残します。岩佐亮佑がそうだったように、距離

感さえよければ、ガードを下げても注意はしません。 

 どれだけ指導が変わっても、精神力の強化は必要で

す。しかし精神論に乗らない子供がいます。そのため

に、私はいくつかの「逃げ道」を作っています。幹は

一つでも、枝葉はの多いほうが、緑が多く育つと思う

からです。 

 

 また、近年の高校ボクシング界では、小中学校時代

から、試合経験を積んだ選手が、力を発揮するように

なりました。これは経済的にゆとりのある子供が、投

資をされることで、優位に立つ時代でもあると思いま

す。野球やサッカーほど金のかからないスポーツだと

しても、ボクシングもそれなりの費用と労力がかかり

ます。 

 技術面を見ますと、ジムでの練習経験がある選手は、

ディフェンスから教えられることが多いです。そこに、



どうやってポイントを取る攻撃を学ばせるか。“間”

がいいけど、それを活かすタイミングがあるだろ。そ

う言っているうちに、伸びたのが、林田・兄と同期の

三須寛幸でした。もう一人の同期だった岩佐は、上体

を振るスタイルを教えたら「あ、いいな」と思えまし

た。その後に、彼らが努力してくれたおかげで、連続

優勝の柱となる最初の総合優勝を収められました。 

 

 ルールが改正されることも、勝敗を大きく左右しま

す。最近でも、勝ちになるはずの試合で、採点方法の

改正から、勝敗が逆になってしまったことがありまし

た。そうすると、やはり、私の考え方を変えなければ、

前に進めません。「もらわずに当てればいい」という

根本は同じでも、活かすためのやり方は、常に考えな

ければいけないと思います。 

 

 そして、人間的に伸びなければ、ボクシングは伸び

ません。言い方を変えますと、人間的に伸びると、ボ

クシングにも伸びるチャンスが出ると思います。もち

ろん、チャンピオンになって欲しいですが、それで飯

を食えないよりも、ボクシングを通して人間的な豊か

さを勝ち取って欲しい。それが本音です。楽しく酒が

飲めるような大人になって欲しいです。そのためには、

何か一つのことをやり通さなければいけません。その

手段が、我々にとってボクシングだと考えております。 

 私自身、恩師の小林信次郎先生に、厳しい指導の中

で、人間として豊かに生きることも学びました。その

喜びを、私も教えることができれば、個人的には、チ

ャンピオンになるよりも喜ばしいです。 

 

 

DETA 

さかまき・よしお◎1958 年 9 月 17 日千葉県流山

市生まれ。流山高校でボクシングを始め、日体大へ進

学。千葉県の体育教師として松戸矢切高校、流山高校、

沼南高柳高校、習志野高校を経て、今年 4 月から沼南

高校へ。 

 

 

2007年、習志野高校で収めたインターハイの総合優勝時 

 

 



 

「指導者が負けを引きずると、必ず選手に影響します」 
 

 駿台学園には部員が現在、25人おります。高

校からボクシングを始めたのは 6 人で、他はそ

れ以前から経験のある生徒です。いわゆる「キ

ッズ（小中学生）」の大会に出ていた選手が多く

なりました。Ｕ－１５や幼年の大会は、男子も

女子もレベルが高く、すばらしい文化だと感じ

ています。 

 女子では、選手として初めて、山田渉 OB の

次女・夏冴が入りました。初の親子部員にもな

ります。女子ボクシングには校長の理解度も高

く、この文化を、これからも育んでいきたいと

思っております。 

 最近のここ（ジムナジウム）は、以前のよう

に、試合会場としての役割も増えました。東京

都の試合は、高校生に関しては、すべてここで

行います。 

 東京という「地の利」も生かそうという意識

を、以前から持っていました。例えば地方の高

校では、卒業生が関東大学リーグ戦に出ると、

応援に来ることがあります。できれば、ここで

練習をしたいと言う学校もあります。関東大会

などと、重ならなければ、受け入れていますし、

経験を豊かにするために、こちらからも出かけ

ます。 

 私は高校時代に、ボクシング経験がありませ

んでした。1969年に国語教師として駿台学園に

採用されてから、陸上などの顧問をしておりま

した。亡くなった副校長が、熱心なボクシング

ファンで「本気でやるならいい」と認めてくれ、

リングができたのは 1979年になります。ここか

らが本格始動で、1981年には、今も防衛大や法

政大学で指導に携わっている穎川徳夫が、イン

ターハイ３位に入賞しました。 

 指導方針では、「反復練習の大切さを忘れない」

という根本は、当初から一貫しております。そ

の結果、アドバイスは「毎日しっかり練習をや

ってみなさい」になるんです。光るものが見え

てくれば、内容を濃くする。それをずっとやっ

て参りました。 

 昔は「しばらく左ストレートだけ打ってろ」

などの指導をした覚えはありますが、今、キッ

ズ出身が増える中で、それはどうなんだろうと

見直すようになりました。もう一つ、私の特徴

として、ディフェンスを、ほとんど教えたこと



がありません。「打つばかりじゃダメだ」と言う

だけでしたが、ディフェンスをできる選手が多

かった。ディフェンスは、感覚で身につけてい

くのがベストだというのが持論なんです。 

 部員に当たる態度は年々、ゆるくなってきま

した。その反面、ラウンドごとの細かい動きに

は、厳しくなりました。毎日、「難しい」と感じ

るのが指導です。一人一人が体格だけではなく、

気質も違います。同じメニューを課せても、中

身までは統一できません。ただ、高校チャンピ

オンになった連中は、取り組み方がそれぞれ一

線を画していました。 

 今も変わらずにあるのは、勝った瞬間の喜び

です。練習の成果を発揮できたときは、今でも

心底からうれしくなれます。負けると、あいか

わらず悔しいです。でも、それを引きずると、

選手の成長にも、必ず悪影響するので、すぐに

「明日」を見ようと心がけています。今の子も、

ボクシングを頑張っていますよ。 

 

 

 

DETA 

きのした・ひでお◎1941 年 3月 24 日東

京都北区生まれ。都立向丘高校から法政大

学へ一般入学。卒業後は国語の教師として

駿台学園に採用され、現在に至る。 

 

 

左から山田夏冴、木下監督、今年の選抜でライト級で 

準優勝だった鈴木雅弘               

 

学校のジムナジウムに掲げられた十二則 

 



 

高校ボクシング界を「強い日本」の基盤にしたい 

 

 栃木は「日本ボクシング界の父」と名高い渡辺勇次

郎氏の出身地であり、「拳聖・ピストン堀口」として、

一世を風靡した堀口恒男氏も、この地で同氏に弟子入

りし、ボクシングを始めました。私はこうした伝統に

も誇りを持ち、指導に情熱を注いできたつもりです。 

 

 1959年、私は作新学院に入学当初、卓球部へ入ろう

としました。しかし、隣で活動していたボクシング部

の勇猛さに引き込まれ、入部先をこちらに決めました。

大学時代には、東京五輪の予選会にも出場しました。

途中敗退したものの、私の階級で本戦に出場した桜井

孝雄さん（バンタム級＝今年 1 月に逝去）が、金メダ

ルを取ったので、貴重な思い出となっております。 

 

 同年の国体では、栃木がチームを組んでいなかった

ため、私は石川県から出場しました。その際、少年の

部に出場していた母校の面倒見を頼まれたのが、指導

人生の始まりとなりました。これをきっかけ 1966 年、

作新学院に教員として奉職。コーチを始めた半年後に

は、小平正行がインターハイで優勝しました。自分で

育てたわけでもないのに、私はこれで過信してしまっ

たのです。そのため、次に柿沼一彦が優勝するまで、

しばらくスランプに陥りました。私は指導方針を見直

し続けました。例えば、高校ボクシングは 2 分 3R で

すから、練習も集中的に行ったほうがいいのではない

かと思い、練習時間をこれまでよりも少ない 1 日 1 時

間に絞りました。 

 それから現在まで指導歴は 47 年。年齢は来年で 70

になります。個人チャンピオンは小平を入れずに 18人

で、学校対抗優勝は 6回をはたしました。多い時には、

新入部員が 200 人を超えたこともあります。そんな中

でも、日本大学進学後まで、全勝記録を 61まで伸ばし

た古口哲の才能が別格でした。カンがよく、走れば長

距離も短距離も申し分ないですし、積極的に練習した

ことを覚えています。 

 



 4 年前に退職し、退職金は合宿所の創設に当てまし

た。それから、農作業をひと通り終えてから、部に通

う日々は続けております。無報酬であっても、指導に

は毎日幸せを感じられることを確認できました。私に

とって高校ボクシングは、「恩返し」と「命そのもの」

です。 

 ある日、私に高額の遺産を寄付してくれた OB がい

ました。それは部のキューバ遠征に当てました。当時

のキューバは世界でも群を抜いており、「国内選手権で

優勝するほうが、世界選手権で優勝するより難しい」

と評判でした。そこへ対抗戦も組み込んで、計 21人で

遠征しました。キューバ人には、何よりパワーの差を

感じました。また、ビアガーデンや食堂に行くと「○

○オリンピック金メダリスト」という人間がいて、金

メダリストが珍しい存在ではないことに、大きなカル

チャーショックを覚えたものです。 

 

近年はルール変更が激しく、全国大会に出て、それ

を初めて知る現状があります。攻勢を評価してもらう

はずが、実際にはクリーンヒットが評価される採点に

変わっていたりで、私も、苦い思いをしたことがあり

ます。作新では、顧問の手塚紀夫が国際審判員になり

ましたので、国際ルールの流れ、いち早く取り入れよ

うと話し合っています。取り入れるのは、作新学院に

ではありません。「強い日本」に向け、世界の流れが円

滑に、全国の指導者に広まってほしいというのが、私

の切なる願いであります。高校ボクシング界が「強い

日本」の基盤になれれば最高なんです。 

 

 ボクシングの過酷さは、熾烈を極めます。他のスポ

ーツで失格、退場となる行為をルール化した厳しいス

ポーツであり、「紳士のスポーツ」でもあると考えてい

ます。ですから、これを頑張れたら、世の中のどんな

ルールも守れる好青年になれるぞと、今も教育をして

おります。頑張るほど人を魅了できるスポーツに、私

は心底から感謝しております。 

 余談になりますが、個人的な今の目標は、健康と体

力維持に務め、「最年長のミット持ち」になることです。

逆に、ミットを持てなくなったときは、一切の講釈を

やめるときです。 

 

DETA 

かわしま・はちろう◎1943 年 4月 21 日栃木県小山

市生まれ。インターハイでバンタム級 3位。法大時代

には主将も務めた。現・栃木県連理事長。ちなみ、作

新学院自体が輩出したインターハイ王者は通産 26

人、学校対抗の優勝は通算 7 回で共に日本一。 

 

 

 

息子の弘行氏（左）も現在、作新学院で指導中。栃木が 

生んだ女子のエース、箕輪綾子（右）の才能も開花させた 

 

 



 

「心の逃げは禁物。でも、“逃げ足”は日本に必要です」 

 

 大学の学生生活課に勤務しているものの、私の立場

は教員と異なります。それと関係あるかどうかは分か

りませんが、少し素行が悪くても、ボクシングに一本

筋の通った「硬派」な選手が好きです。逆に「いい子」

でも、やたらマイナス思考な生徒には、少し苦手意識

があります。 

 

 半年前の全日本合宿中、テレビでニューヨークのテ

ロ事件（2001年）特集を見かけて、高 1の合宿中にこ

のニュースで、目を丸くしたことを思い出しました。

それを近くにいた井上尚弥（当時・相模原青陵高校）

に話したら、「自分は 7 歳でした」と言われました。7

歳……。今の高校生は、それより年下ですからね。私

がベテランといわれるのも頷けます。 

 昨年の世界選手権（日本史上初の銀メダル）以来、

帰国先の成田空港から、多くの取材を受けてきました。

大半で聞かれたのは、2010年に他界した恩師、武元前

川への思いです。私は、大阪のボクシングジムで、プ

ロの元日本王者だった桑田弘さんから「俺の恩師に教

われば間違いないから」といわれ、武元先生がボクシ

ング部の顧問を務める南京都高校への進学しました。 

 当時に、忘れられない失敗があります。南京都高校

のクラブ紹介では、ボクシング部員が「私に勝てると

思う人、手を挙げてください」と呼びかけるのが、恒

例でした。ここで、私は 100kg 超えの空手経験者とム

キになり、乱闘騒ぎを起こしたんです。 

 全校生徒の前でしたが、たまたま武元先生がいない

だったので、あとで報告…というより、殴られると覚

悟して会いに行きました。事情を聞かれ、「ボクシング

部がナメられたくなかった」と答えると、先生は「お

前が一般人を殴ることがどういうことか分かったか」

と言い、意外にもそれだけで帰されました。私は、こ

の意味が、長年、分かりませんでした。 

 しかし今、高校生活をふりかえると、先生に叱られ

たのは、私の心が逃げに入るときでした。先生は、自

分の可能性にチャレンジしなければ尻を叩きますが、

守りたいプライドがあるなら、その道で、可能性を信

じて頑張れという人でした。 



 ボクサーにとって、心の逃げは禁物です。たとえば

足をケガした。じゃあ、どうにかして練習できひんか

なとか。なんぼでも手があるのに、逃げに入ると、言

い訳がいくつも浮かびます。でも、ボクシングでたく

ましくなければ、社会に出ても同じ逃げをするはずで

す。オリンピックを目指しきれなかったら、プロに行

っても世界の一流になれそうにない。それがアマにこ

だわった理由の一つでした。 

 私が精神的には強くなれたかどうかは、自分でも分

かりません。ただ、自分なりに心理学を研究した結果、

精神的な安定感は手に入れました。試合中に笑うのも、

その手段です。理論は言い訳にではなく、そうした弱

点カバーに使うべきです。 

 ルールについても、私なりの経験談を述べさせて頂

きます。旧友の川内将嗣（北京五輪Ｌ・ウェルター級

日本代表）が、「今のルールでは、タッチゲームにもブ

ロックゲームにもならない。古典的なボクシングに戻

った」と言っていましたが、まさにそうだと思います。

戦い方に幅があるルール。自分の持ち味を生かすべき

だと思いました。たとえば「日本人のパンチは伸びな

い」と言っても、リーチのない川内でもパンチを伸ば

せます。成松大介（自衛隊体育学校）も本来より上の

階級で試合をしても、アウトボクシングができます。

逆に清水聡（同）はリーチが長いのに、インファイト

ができます。そんな長所を、定説にとらわれずに磨き

あげるべきです。これを、中途半端な情熱で取り組ん

でも、中途半端なものしか見えて来ないと思います。 

 また、国際ルールへの適応力を高める日本でも、「足」

を磨く文化は、今も足りていないと思います。その証

拠に、足運びで世界に通用する選手がいません。技術

的な「逃げ」は必要です。逃げながらカウンターを合

わせて、ポイントを守りながら走ることは、日本人に

は、今もできず、海外にはできる選手が多い。これは

文化として、研究していくべきだと思います。 

 最近でも、成績のいい選手は、色々な技術を自発的

に学ぼうとします。それを後押しするようなボクシン

グ界なら、日本人メダリストは、また現れると信じて

います。 

 

 この記事を読んで頂ける頃、私はオリンピックのリ

ングに上がり、結果が出ていると思います。オンの時

間はもちろん練習し、オフの時間もインターネットの

動画で、同じ階級の出場選手の動画を、徹底的に研究

してきました。あとは自分の実力をだしきって、次の

世代にバトンを渡せればなと思っています。 

 

DETA 

むらた・りょうた◎1986 年 1 月 12 日奈良県奈良市

生まれ。南京都高校時代に 5 冠。その後、東洋大学に

進学し、現在は当校に職員として勤務している。2011

年世界選手権バクー大会で日本史上初の銀メダルを獲

得。「日本人には攻略不可能」と言われた重量級（75kg

級）での快挙は、様々な意味で偉業だった。 

 

」 

北京五輪出場はカザフスタンの最終予選でも決められなかった。 

奥の列の右から 2番目が村田。一番左が故・武元氏 

 



[あとがきコラム] 

ブルース・リーはいかにして「高校チャンピオン」を倒したか？ 

 

 一見、ボクシングとは無縁な分野を取材してい

ても、必ず、何らかの共通性が見えてきます。そ

の都度、ボクシングで得る教訓は、様々な社会で

応用できるものであり、社会経験もまた、ボクシ

ングに応用できると感じてきました。空手、相撲、

ムエタイなどの格闘技ならば、ボクシングとの共

通点はもちろん多く、相違点を通しても、ボクシ

ングを見つめ直すことができます。先日、あのブ

ルース・リー（神格化しているので“氏”を省き

ます）が創始した截拳道の指導者、中村頼永・師

父を取材した際も、それを改めて実感しました。 

 

 個人的な関心もあって、私は「ブルース・リー

が、ボクシングの高校王者を本当にノックアウト

したのですか」という質問から、中村氏へ切りだ

しました。リーは実際に、セントラル・ジョージ 5

世校の 3 年連続ボクシング王者を、多くの観戦者

がいる試合で倒しています。このエピソードは有

名ですが、具体的な技術展開は、あまり知られて

いません。それを中村氏に伺いました。 

「リー先生は幼少期から取り組んだ詠春拳で、い

きなり突進しての縦拳連打をしかけて KO したん

です。現実世界の先生は、ルールのない喧嘩を想

定する中で、“6 秒以内にしとめること”を理想だ

と見出していました。ですから、映画でよく見せ

たような、相手の攻撃を受けてから反撃するシチ

ュエーションは、見栄えをよくするための工夫だ

ったんです。サウスポー構えを取ったのも、先手

必勝のために、強い利き手を当てるためです」 

 リーはこの後に渡米し、そこで、一人の道場破

りに“てこずった”という証言があります。 

「この相手は、“アメリカ人に伝統武術を流出する

な”という脅しのために連れて来られただけで、

リー先生が戦いを受諾すると思っていなかった。

ここで例の“突進縦拳連打”をしかけたら、思わ

ず相手は逃げ回ったんです。苦戦はしていません。

ただ、勇敢に戦おうとする人間と、そうでない人

間が向かい合うというシチュエーションが、リー

先生にはカルチャーショックで、フットワークの

重要性を見つめ直させたのも確かです」 

 「空手家は空手一筋、ボクサーはボクシング一

本に専念するのが、最強への近道」と考えられて

いた時代にも、リーの取り組み方は自由でした。

様々な格闘技から長所を吸収し、ボクシングでは、

モハメド・アリの映像を鏡で反転させ、サウスポ

ーにして研究しました。これらは、その格闘技の

「実戦上の弱点」を知ることも、目的だったとい

われています。 

 

「ルール無用で通ずる不変な技術や思想を教える

から、そこからの実際に使うまでの過程は、自分

で昇華させていきなさいというのが截拳道です。

基本理念には、新しいものに肯定的な精神もあり

ます。リー先生のイメージは、死後 39年経っても

不変なのではなく、柔軟に変わり続けているんで

す。いかに自分が変わらなくても、他が変わり、

たとえばスポーツではルールがあります。不変を

守ろうとしたら、むしろマイナスになってしまう

んです」 

 そのために一日一歩前進できない日は、半歩進

んでおくことを中村氏も心がけていました。 

 

 改めて照らし合わせなくとも、ボクシングの指

導に通ずる教訓が見えてこないでしょうか。トー

ナメント戦は、言うまでもなく、優勝者以外に敗

北を味わわせます。しかもルールが頻繁に変わる

という、これまで培った理論を少なからず破壊す

る現状もあります。栄光よりも挫折のほうが多い

舞台です。その中でも、前進をしていくことに、「フ

ァイターの幸せ」は埋もれているのかも知れませ

ん。教え子の勝利で見せる指導者の笑顔からは、

そう感じさせられることが多々あります。そして、

戦う人間は、生涯、若くい続けられると信じてお

ります。 

 

（「人に拳史あり！」責任編集・善理俊哉） 


