
 

昨年のロンドン五輪では、44 年間、メダルから遠ざかってきた日本ボクシング界がミドル級の金（村田諒太＝右）、バンタム

級の銅（清水聡＝左）を一気に獲得。この歴史的快挙を機に、かつて日本の期待を背負った“あの強豪”たちに迫りたい！ 

 

 

 

 

第 3 回「人に拳史あり！」 

半世紀の強豪たち 
 

 

 

 

 

by 善理俊哉  
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ローマ五輪フライ級銅メダリストローマ五輪フライ級銅メダリストローマ五輪フライ級銅メダリストローマ五輪フライ級銅メダリスト    田辺清田辺清田辺清田辺清氏氏氏氏    
 

初の国際大会初の国際大会初の国際大会初の国際大会で歴史的偉業で歴史的偉業で歴史的偉業で歴史的偉業 

――田辺さんがメダルを取ったのが大学 2年というこ

とは、ちょうどハタチのときですか？ 

「いや、19です。私の誕生日が体育の日ですからね。

夏にはまだ 19才でした」 

――年齢から考えて、ほとんど国際大会も経験せずに

行ったのでは……？ 

「ローマ・オリンピックが、記念すべき初の国際大会

でしたよ」 

――いきなりオリンピックですか！ 

「出る前の選考試合ってあるじゃないですか。私にと

っては、こっちのほうがハードに感じましたね。国際

大会なんてよく知りませんから、選考試合でフライ級

に 6人のエントリーがあって、総当たり戦を勝ち抜く

っていうのは大変だなと。これを勝ち抜いたら、オリ

ンピックのメダルくらい取れるだろうと思っていた

くらいでした」 

――実際に五輪本戦での田辺さんは、海外の専門家か

らも高く評価されていたそうですね。 

「準々決勝までの時点で、アメリカのリング誌で“田

辺は今まで見た中で、フライ級の威勢のいい選手、絶

対優勝する”って書かれていました」 

――実際に日本ボクシング史上初の表彰台入りを決

めました。 

「準決勝でソ連のセルゲイ・シフコに負けたんですけ

ど、この判定、すごくもめたんですよ。リング誌も田

辺のフルマーク勝ちだっていうんですよ。当時のボク

シング界ではアジア人は軽視されていたと思いまし

た。レフェリーもジャッジも、ほぼ全員がヨーロッパ

人でしたしね」 

――悔いが残りますね。 

「まあ、逆に私が最初からヨーロッパの有力候補に当

たったら、そこで負けていたかもしれませんからね。

ああ、ラッキーだったとも感じました」 

――かくして日本ボクシング史上初のメダリストが

誕生しました。帰国後はどんな出迎えでしたか？ 

「羽田空港で重量挙げの銅メダルだった三宅義信選

手と飛行機のタラップを降りたら、マスコミ関係者が

我々にばばばばーっと、フラッシュ焚いたんです。期

待のレスリングが全滅だったんですよ。まあ昔の話で

す」 

 



――その後の国際大会は？ 

「大学 3年のときに、欧州遠征で 5か国ほど回ったん

じゃないですかね。そんな頻繁に海外へ出る時代では

ありませんでした。4 年の時はジャカルタのアジア大

会に出て、バンタム級で優勝しています」 

 

無敵王者を狂わした無敵王者を狂わした無敵王者を狂わした無敵王者を狂わした名参謀名参謀名参謀名参謀の策の策の策の策    

――村田選手と田辺さんの共通点に、引退後、社会人

生活を経てから、プロ転向を選んだことが挙げられま

す。 

「私は大学卒業後に、プロになる気ゼロで新聞社に入

ったんですけれど、彼は必ずプロに行くと思っていま

した」 

――本人は何度も進路を悩んでいましたが、それでも

ですか？ 

「目の輝きとかぎらつきを見て、何かメダリスト同士

だからこその共鳴みたいなものを感じたんです。“考

える”とか“行かない”とかって言っていましたけど、

腹の中は、プロへ転向する最後のきっかけを待ってい

たんじゃないかな。とにかく、彼にはそれだけの自信

が残っていたんですよ」 

――田辺さんが転向した経緯は？ 

「新聞社に勤め始めてからどうにか戦評を書けるよ

うになった頃に、会社を辞めたんです。8 月ですね。

担当がボクシングの記者でしょう？日本王者クラス

の試合を観ていたら、自分のほうが上等なパフォーマ

ンスができると思えて、じれったさが抑えられない環

境でした。でも、記者になってから、酒とタバコにひ

たっていたので、10kg 太っていました。これを戻す

ことが、再始動でも最初のノルマでしたね」 

――所属先はどう選んだのですか？ 

「記者をやっていると、ジムの特徴が大まかに把握で

きてきますよね。そこで、後楽園が子会社でやってい

る田辺ボクシングクラブっていうところが、同姓とい

う意味でも気になるようになっていました。契約金も

もらいましたし、後楽園の社員として給料をもらう。

ファイトマネーももらえるという好待遇でした」 

――当時としても破格の待遇？ 

「まあまあじゃないしょうかね。ただ、お金をもらう

っていうのは、借金を背負うような一面がありますか

らね。テレビ局から金を借りることになるんです。そ

うすると、それだけの試合をしなきゃいけない。無理

やりなマッチメイクにも引き下がれないところがあ

ります。それに受けて立つみたいな心意気を持つ姿勢

もいいかもしれませんが、私としては契約金は、身の

回りを整理するくらいでいいと思っています」 

――プロへ転向した田辺さんは無敗のまま、ノンタイ

トルで世界王者のオラシオ・アカバロ選手（アルゼン

チン）と対戦し、田辺さんが完勝してしまいました。 

「挑戦する実力があるのか、小手調べでノンタイトル

をやったら、そんな結果だったので、再戦のタイトル

マッチは“日本ではなくアルゼンチンでやろう”に変

わりました」 

――相手のアカバロ選手はそれまでに 73勝 1敗 6分

の好成績で、元世界王者の海老原博幸さんもくだして

います。加えていえば、田辺さんが与えた黒星以降は

負けなかった。何か秘策でも？ 

「ありました。まず、粘りきれる精神力に自信を持て

たんです。技術的には、アカバロは、オーソドックス

からサウスポーに切りかえての左ストレートって流

れで、海老原や高山（勝義）を苦しめていたんですよ。

その変幻自在なスイッチが試合の後半に多い。これを

封じこめれば、リズムを崩せるんじゃないかってね」 

――セコンドには日本史に残る名トレーナーのエデ

ィ・タウンゼントさんが就きました。 

「エディさんから“左！”って声が飛んだら、すぐに

右手のガードをアゴの前に置くんです。適確な対策を

練っているというアピールだけでも、プレッシャーは

かけられるじゃないですか。エディさんと師弟タッグ

を組んだのは、たった 25 日間でしたけど、この対策

が勝敗の分かれ目だったと思っています。相手が変幻

自在でも、それを先回りしたら、こっちが変幻自在で

すからね」 

――田辺さんはボクサーファイターですが、基本的に

は好戦的で、ガムシャラに攻めるようにも見えました。 

「無策で戦う人間がプロキャリアを 22 戦無敗で終わ

らせられることはないですよ」 

 

網膜はく離と網膜はく離と網膜はく離と網膜はく離と当時の医学当時の医学当時の医学当時の医学    

――右目はもうまったく見えないのですか？ 

「視力ゼロ。医者にも見せずに 40 年ですからね。10

年くらいあとのデキゴトなら治ったそうですし、今は

レーザー光線で、ひょいっと治してしまうらしいです

けどね。今でもこと細かく覚えているんです。こっち



（右）の目の最後の記憶をね。3 月の下旬、藤猛（世

界王者）と一緒に伊豆のキャンプに行ったんです。彼

も 5月にタイトルマッチをやるから。その 1週間のキ

ャンプが終わって、帰り支度して待っていたときでし

た。ホテルのロビーに水槽があって熱帯魚…いや、淡

水魚だったな。それを見ていたら、右目にシャッター

がすっと降りたんです」 

――それが網膜はく離の瞬間だったと……。 

「そう。心臓がバクバク言い始めてね。で、手術をし

てから 45 日間、入院したけどダメでした。最初の頃

は 4分の 1くらいは見えましたけど。当時の網膜はく

離は、ボクサーにとって最悪の病気だったんです。壮

絶な手術が終わっても 16 日間は、頭を右斜めにして

ピクリとも動いちゃいけない。動いたら、せっかくく

っつけた網膜はがれちゃうんです。手術で麻酔が切れ

たときの痛みより、まったく動けないことが、本当に

辛かったですね」 

――目の前に世界の挑戦が見えていた状況から文字

どおりの暗転ですね。 

「もう引退以外の選択肢がないんですよ。その辛さを

察しているから、医者も退院するときもはっきり言わ

なかったですね。“田辺さんの目を田んぼのあぜ道だ

とすると、そこに滲出物がある状態です”って言うか

ら“取ってください”って言ったんです。そうしたら

“すみません、現代医学では…”って。現実を受け入

れられない頃に、私の代わりに海老原が挑戦して、あ

あ、終わりなんだなと思いました」 

――引退を決めて、何か解禁をなさりましたか？ 

「手術後の病院でタバコを買って、4 年ぶりに一服し

ましたね。そうしたら、激しくむせてね。右目から未

来まで真っ暗に見えました（苦笑）」 

――今も手術できないんですか？ 

「とっくに時期を逸しました。iPS細胞ってあります

よね？あれなら可能かもしれないですけど、そこまで

いくのにあと何十年かかかる。だからもういいやって

（笑）」 

――開き直ったわけですか。 

「この境地までに、30年かかりましたけどね」 

――田辺さんの引退後は？ 

「アカバロに勝ったのが 1967年の 2月。その年の誕

生日、10 月 10 日に嫁をもらい、子供が 2 人います。

結婚は 27 才ですね。それからボクシングクラブへ 2

年行って、金物問屋、ゴルフの会員権の売買、家具、

土木建築、最後に保険会社の代理店へ務め始めたのが

35 才でした。それを 3 年前に退職し、今は年金で暮

らしています」 

――アカバロ選手とは再会しましたか？ 

「あの試合っきりなんですよね。聞いた話では牧場か

なんかを経営して成功しているそうです。引退後にマ

ネージャーには後楽園ホールで会いました。私の目を

心配してくれていてね。“あんたはアンラッキーだっ

た”って言われて“サンキュー”って返して、これに

も決着がついたんでしょうかね」 

 

 

ささささえないえないえないえない卓球部員から卓球部員から卓球部員から卓球部員から大転身大転身大転身大転身    

――田辺さんは高校時代を無敗で終えたのですか？ 

「10戦しかしていませんけどね。3年のときにインタ

ーハイをフライ級で取って大学 2 年の 39戦目で早稲

田の堤五郎に初めて負けました。高校で高 1の 3月ま

で卓球部にいたんですよ。中学から卓球少年でした」 

――卓球の成績は？ 

「補欠だし、出ても負け（笑）。そういうときに、ボ

クシング部が同じ体育館でロープを引いて練習して

いるんですよ。そこへピンポン玉が転がって行くと、

ボクシング部員に“邪魔だ！”って踏んづけられて…

…。だから私には馬鹿みたいな不良のやることだって

いうのが、ボクシングの初期のイメージでした」 

――しかしなぜその部へ？ 

「校内体育大会で異種格闘技戦があったんです。異種

っていうのは、卓球は卓球部以外、ボクシングはボク

シング部以外で競技を行うというルールです。そのと

きに私はボクシングを初めて経験したんですが、ボク

シング部員がレフェリーをやってくれて 2分 2ラウン

ド。柔道部と剣道部から 2連勝を収められました」 



――ボクシングのイメージ、変わりました？ 

「分岐点でしたね。ああ、いいもんだなって。しばら

くしてボクシング部に入りました。それから高校チャ

ンピオンになったけど、ほかは不良部員だから、業を

煮やした校長がついに頭に来て部をつぶしてしまっ

たんです」 

――大ピンチですね。 

「でも、“田辺は真面目にやっているから認めてやる”

って」 

 

永遠のライバル永遠のライバル永遠のライバル永遠のライバル・・・・桜井桜井桜井桜井とのとのとのとの呼吸呼吸呼吸呼吸    

――進路に選んだ中央大学では、2 学年下に、のちの

東京五輪でアジア・ボクシング史上初の金メダルを獲

得する桜井孝雄さんもいました。日ごろから切磋琢磨

するように練習を？ 

「桜井とは基本的に交流をしませんでした。スパーリ

ングも私からやろうと言ったことは一度もなかった

ですね」 

――その理由は？ 

「当たらないと思ったから。私のパンチがです。桜井

は打つ前に逃げるんじゃない。打たれる前にいなくな

っているんです。ああ、天才なんだなと思いました」 

――その代わりにプライベートでは親しく、という関

係でもないわけですか？ 

「おおざっぱに言えば、私が階級を上げたことで、ラ

イバルとして緊張感が生じたんです。試合をして決着

をつけるわけでもなく、私が国際大会の代表になりま

した。桜井としては私にフライ級で戦ってほしかった

はずです」 

――それでも不仲ではない？ 

「一度だけ、桜井に酒が入っていた日に、感情が爆発

しかけた日がありました。具体的には何も言わなかっ

たけど、我慢していたんだと分かった。翌朝には我に

返って深々と頭を下げたので、私も“気にしなくてい

い”って言いましたけどね。それからしばらくして、

桜井は道場からいなくなった」 

――それからしばらくして、リング上で対戦相手とし

て桜井さんと接点を持ちます。 

「私が 4年で、彼が 2年の岡山国体です。ローマ・オ

リンピックと東京オリンピックのちょうど真ん中ほ

どの時期ですね。当時の国体は、県対抗の 5人の団体

戦ですね。彼のいる千葉と私のいる青森が、決勝戦で

ぶつかりました」 

――そこで田辺さんがポイント勝ちを収めたことは

知られています。パンチを当てられないと思っていた

はずの後輩ですよね？ 

「桜井は直感でボクシングをやっていたんです。それ

も天才的なね。離れたらまず勝ち目はないですが、常

に相手のテリトリーに入り込み続ければ、彼はスタミ

ナがきれる。その読みが当たって 3ラウンドは一気に

攻勢に出られました」 

――このときも作戦勝ちですか。 

「作戦だけじゃない。総合力ですよ。いくら天才の持

ち主にも、頭を使えば、総合力で勝つことができるん

ですよ。桜井はプロの転向してから“無理に攻めない

安全運転”が定説になりましたが、私は安全運転では

なく、彼はスタミナ切れを隠しているんだと思いまし

た」 

――それが正しければ、桜井さんが“お前は引退後の

人生まで、面倒見きれるのか”と反論したことへの解

釈も変わってきます。 

「桜井は 3ラウンドでもガス欠に追いこもうと思えば

追いこめました。あの世界戦でも必死だったはずです

よ」 

――桜井さんとの試合を最後に、田辺さんはアマチュ

アボクシングの選手生活にピリオドを打っています。 

「桜井との対決をクリアして、青森にも恩返ししたら、

完全燃焼の気持ちでいっぱいになりました。それこそ、

ボクシングなんて二度とやるもんかくらいにね。それ

からプロのジムから熱心に誘ってくれる関係者もい

ましたけど、ボクシングと縁を切るつもりで、新聞記

者になりました」 

――桜井さんは昨年、1 月 10 日に食道ガンで亡くな

りました。皮肉にも日本に 2人目の金メダリストが現

れる年の正月早々……。 

「葬儀で“なんで早く死ぬんだ、バカ野郎”って言っ

てやりました。その前に中大の 80 周年記念で対談し

たときは、元気だったんだよなぁ。時々、一瞬だけ見

せる鋭い目つきとかが、大学時代のままでね。出会っ

たころから桜井には、天才がゆえの孤独さ、さみしさ

があったんですよ」 

――お二人の関係には、“最大のライバル＝最高の理

解者”を感じます。 

「私と桜井は独自の呼吸をしていました。彼の開いた



ワンツースポーツジムに顔を出すと、“先輩、いらっ

しゃいませ”って出迎えてくれて、“俺は記者という

取材する側だったし、君は取材される立場だったんだ

から、もう上下関係は気にしなくていい”と言っても、

桜井は姿勢を変えようとはしなかった。桜井には抜群

の勘があるし、ボクサーとしては天才的なもんで生ま

れた。そういう意味で、私は尊敬せざるを得ませんで

した」 

――ちなみに、田辺さんのメダルは？ 

「国立競技場に展示してあるんですけど、先日、久々

に観に行きました。選手時代を振り返って、運も実力

のうちなら、失明も実力の内だよなと思っていたら、

44 年ぶりにメダリストが 2 人も現れた。村田君が日

本人メダリスト初のプロ世界王者になることは、私の

夢の再開でもあるんです。村田君は自分自身のために

やっていてくれればいい。それを私が勝手に満足する。

そうさせてください」 

 

村田はマサカリのような性格村田はマサカリのような性格村田はマサカリのような性格村田はマサカリのような性格    

――村田選手の試合をご覧になりましたか？ 

「インファイトが巧いですね。右アッパーをよく使っ

ているけど、アゴに突き刺す鋭角がいい。よく磨きあ

げていると思いました。左のボディブローのドカーン

って感じもすばらしいです。コンビネーションの組み

立ても上手。アッパーで起こしてから結び付けるって

いうパターンと、こっちに結びつけてから起こすって

いう逆パターンもある。だからね、これからもっとス

ピードつけて、これを強くできれば……」 

――スピードの欠如は本人も認めています。 

「あとは足です。要するに黒人が持っているようなバ

ネを、村田君からはまだ感じないんです。ただ、たと

えアジアの黄色人種でも、世界一になったんですから。

日本人というよりも、金メダリストとして、いくらで

も克服できるって自信を持ってほしいですね」 

――同じ金メダリストで桜井さんと村田君は通ずる

ところがありますか？ 

「二人とも“厳しさ”を持っていますよ。桜井のほう

がシビアでカミソリみたいなものでした。村田君の場

合はマサカリのようで、ドスンとくる。パンチじゃな

くて精神面ですよ。金メダリストがプロに行くんだか

ら、いくつかの壁は生じて当たり前です。でも、簡単

なんです。正義は勝ち取れるんですよ。それをロンド

ン・オリンピックで優勝したときに、彼も再確認した

んじゃないかな」 

――銅メダリストの清水聡選手にはどういった印象

がございますか？ 

「いいボクサーですね。彼が村田君と対照的なのは、

ベストな結果を出せた達成感めいたなものを感じま

すね。刃物でたとえるなら、電気カミソリかな。ボク

サーとしての刃は残っているのに、他人と接触すると

きの優しさもある」 

――独特かつ的確な例えですね。 

「私もふくめて、ボクサーって必ず“ひねくれ”があ

るんです。ひねくれ、つまり賢いやつが、勝敗の最後

の鍵をつかみます。これは持論ですが、最初はコーチ

に従って、そのあとに指導に異論を抱いたころに初め

て、自分のボクシングができると思っています。いい

選手ってね、いいアドバイスだけをいい解釈で聞くん

ですよ」 

 

心臓を強くせよ心臓を強くせよ心臓を強くせよ心臓を強くせよ    

――今の選手にメッセージはございますか？ 

「せっかくボクシングをやるなら、自分をいじめてほ

しいですね。精神的に変わってくるのが、自分よりも

周りが分かる。過酷な競技だっていうけど、私は卓球

と違って階級があるんだから、恵まれた競技だとも思

いました。同じ体重の人間同士が戦うんだから、チャ

ンスが五分五分じゃないかって。そこで勝つにはどう

したらいか」 

――そのためにまずは？ 

「心臓を大きくすることが最初でしょう。手を出し続

けても耐えられる心肺機能、そして勇気。当たらなけ

れば意味がないですけどね（笑）。走ることのも私は

踏ん張りの利かない砂浜を、30メートルくらいダッシ

ュするのを 50 回くらいやっていました。学校に帰っ

て倒れたこともありましたけど、高校時代、ほとんど

試合で、倒れたのは私ではなく相手でした。私はスタ

ミナが切れたりしたことはない。一切ない」 

――男子成年の部では国体から今度ヘッドギアなく

なります。 

「私にとっては、ヘッドギアを取らないと見づらくて

イヤなくらいでした。相手の表情をみて、場の雰囲気

を見て、戦い方も変えていく。パンチをもらって辛か

ったら倒れればいいんだから。逆に倒れるのを拒んで、



試合前の検診でも、医者にしらを切って騙して、それ

でもし死ぬならいいじゃないかって。そんな気持ちが、

私のボクシングへの姿勢でした」 

――近年の新しい問題として、高校からボクシングを

始めた選手が、高校の全国大会で、小中学校時代から

試合経験を積んだ選手に苦戦を余儀なくされていま

す。 

「経験差は紛れもないでしょうけど、どうでしょう。

幼少時代から技術を磨いた選手が、それに大きなアド

バンテージを感じているとしたら、精神面が強化され

ていないことも多いと思いますけどね」 

――実際にスランプになると辞めやすいとも言われ

ています。 

「それなら、高校からボクシングを始めてもチャンス

は十分にあると思います。高校で勝てなくても、大学

で逆転できる可能性は十分にある。とにかく相手の精

神を揺さぶって叩きのめすんです。鳥刺しの名人って

鳥の前に竿をやらないじゃないですか。逃げる先に竿

をひょいっと出す。ボクシングも虚と実の競技ですよ。

アゴを打ち抜きたいときはアゴを狙っちゃいけない」 

――引退後、ボクサーに希望する人生は？ 

「結局、青春時代にボクシングキャリアが刻まれるわ

けですから、そこにはプライドを持つべきだと思いま

す。でもそれを、やたら表に出すようじゃダメ」 

――胸のうちに隠すんですか？ 

「それでひとりで居酒屋にでも行ったときに、俺はこ

うだったなとか思いにふけってればいいじゃない。自

分は未熟だということを、私は今の年齢でも忘れたく

ありません。会社を興すなら、時には強権をふるうく

らいのパワーが必要かもしれませんが、勤め人は己の

現状に謙虚であるべきだと思います。ボクシングには

そういう“上には上がいる”ってことを学ぶ場でもあ

るんじゃないですかね」 

――今日は田辺さんの闘争心というか、それに付随し

た若さに感銘を受けました。最後に、その秘訣ってな

んだと自負しておられますか？ 

「やはりいつまでも夢を失わないことじゃないです

かね。“自分はチャンピオンだ”と思って……幻ので

すけどね（笑）」 

――ご無礼な質問かもしれませんが、今、もし右目が

見えるようになったら、何をしますか？ 

「そりゃボクシングがしたいですよ。試合ができない

ならスパーリングでもいい。桜井でも」 

――桜井さんですか！？ 

「調子のいいことを言うようではなく、俺の心の中で

は死んでいない。こっち（右）の目でアイツは見えて

いるんです。彼はそれくらいの存在なんですよ」 

 



 

モントリオールモントリオールモントリオールモントリオール・・・・プレプレプレプレ五輪優勝五輪優勝五輪優勝五輪優勝        阿部義文阿部義文阿部義文阿部義文（旧姓・関）（旧姓・関）（旧姓・関）（旧姓・関）氏氏氏氏    

 

完全決着を完全決着を完全決着を完全決着を逸した逸した逸した逸したライバルライバルライバルライバル 

――阿部監督はモントリオール五輪の世代にあたり

ます。この前年、“必殺”とも呼ぶべき右のショート

で強豪を沈め、プレ五輪で優勝しました。 

「プレオリンピックでは戦いませんでしたが、私にと

って、韓国のキム・チュソクが、最も印象深い“世界

の強豪”でしたね。“勘がいい、顔もいい、スピード

がある”の三拍子そろった選手でしてね。大抵の選手

は、全部そろっているようで、バックステップがやや

遅かったりとか、パンチがなかったりとか、突破口が

試合中に見えるんですよ。キムは 3戦して、最後まで

見えませんでした。 

――キム選手と初めて戦ったのは？ 

「74年のアジア大会決勝でしたけど、私は準決勝で右

拳を折っていました。それを 2ラウンド目には見抜か

れて完敗。翌年に横浜で開かれたアジア選手権では、

私もベストコンディションで戦い、勝ちはしたものの、

中盤にカウンターをもらって、大苦戦しました。その

翌年のモントリオール五輪が最後の対決になったん

ですが、あのとき、キムは後ろ重心の構えに変えてき

たんですね」 

――それにはどういった意図が？ 

「私とまったく同じ構えに変えたんですよ。コイツっ

て思った瞬間から探り合いです」 

――結果を見れば、阿部監督が反則勝ちとなっていま

す。 

「2 ラウンドにダウンを奪った後に、私の目尻が切れ

ました。てっきり RSC 負けかと思ったら、バッティ

ングによる反則勝ち。まあ、私も次の試合で負けてし

まいましたけどね」 

――阿部監督は、その負けた試合でもダウンを奪って、

微妙な採点に泣かされていますが、以降、選手として

リングに上がることのないまま、今日にいたってます。 

「私やキムが手にすることをできなかった金メダル

をモントリオール・オリンピックで勝ち取ったのは、

ヨハン・バックフェルト（西ドイツ）でした。東なら

まだしも無名の西ドイツ人。勝負の世界は分からない

もんだと思いながら、私は自分の選手続行に、限界を



感じました」 

――当時 23 才。今回は引退を決断した理由もお伺い

できれば光栄です。 

「ありがとうございます。ただ、私はボクシング自体

から距離を置いてもう長いですから。お手柔らかによ

ろしくお願いします」 

 

戦う基礎を築いた大自然戦う基礎を築いた大自然戦う基礎を築いた大自然戦う基礎を築いた大自然    

――幼少時代は山や川に恵まれた生活だったそうで

すね。 

「そうなんです。私の地元では札幌へ行くことが、今

で考えると東京に行くような感覚でした。“中央大学

へ進む”といったときも“中央ということは札幌か”

と誤解されたくらいです。ボクシングの練習場も、山

の中腹にありましたし、スキーが生活の一部でしたか

ら。日常的に足腰を鍛えられていました。感性もです

ね」 

――当時から運動能力に恵まれ、スキーや相撲の地区

大会でも優勝したと伺いました。 

「スピードスキー（回転）に没頭していたのですが、

私はスキーヤーとしては、柔軟さに欠くと感じるよう

になったんです。そんなときに出会ったのがボクシン

グでした」 

――以前に専門誌で読んだところでは、のちの全日本

王者である福田哲さんに強引な勧誘をされて、それに

負けたとか……？ 

「ええ、しかも、福田先輩には、高校時代に負けてお

りますから（笑）。同志であり、ある種の宿敵ですね」 

――当時のルールをおさらいさせてください。 

「高校時代はヘッドギアありの 12 オンスでしたが、

高 2から一般の試合に出ると、ギアなしの 8オンスを

経験するようになりました。高 3の全日本選手権では

慣れていましたね」 

――現代の日本でも、男子の成年では再びヘッドギア

がなくなります。どういった違いをふまえるべきだと

思われますか？ 

「まずカットによる出血は増えるでしょう。ただ、ス

パーリングでは、みんさんギアなしを経験しているん

じゃないですか？」 

――今の選手は、スパーリングでもほぼ未経験だと思

います。 

「そうですか。恐怖心が高まることでバックとサイド

のステップ系統が速くならざると思います。ギアに遮

られない分、視界が広がることにも抵抗があると思い

ますが、まあ 5戦もすれば慣れるでしょう」 

――既存のプロボクシング採点に類似した 10 点法に

ついてはいかがでしょう？ 

「ヘッドギアがなくなることとトータルで考えれば、

目などのしぐさが分かりやすくなることも採点に影

響して、それで攻防が変化すると思います」 

 

日常生活に天才的な特訓があふれた日常生活に天才的な特訓があふれた日常生活に天才的な特訓があふれた日常生活に天才的な特訓があふれた    

――大学進学後は関東大学リーグで活躍し、国際舞台

でも輝かしい活躍を収め始めました。五輪中継の実況

でも“阿部は 10年に 1人の逸材といわれています”

と紹介されたそうですね。 

「何よりリーグ戦が私を成長させたんです。当時は、

今のプロボクシング以上にノックアウトを奪いやす

いルールでね。リーグ戦には戦国時代のいくさを彷彿

とさせる緊張感がありました」 

――“戦国リーグ”という別称があったとか。 

「そう。この緊張感に耐えうる精神力を持たなければ

なりませんからね。他大学の部員とはほどんど交流は

ほぼ皆無でした。閉じた社会での合宿所生活ですから、

色々な面で強くなるんですよ」 

――阿部監督の“不覚”として有名なのが、73年の日

本大学戦で、伊藤光昭さんに初回で倒された試合です。 

「アゴに強い衝撃を受けて、目の前が真っ暗になりま

した。それから下半身が思うように動かないなかで起

き上がろうとして……。後楽園ホールに漂う古い油に

ワセリンを混ぜたような独特な香りと、時計の針がち

ょうど 4時をさしていたのを覚えています」 

――ご記憶も繊細ですね。 

「それから寮で泣き崩れた私に、斎藤監督が“これか

らはウサギ一匹にも全力で戦うライオンになるよう

に”とアドバイスをくださいました。これが日本人に

喫した最後の黒星です」 

――リーグ戦には引退後、中央大学の監督としても 10

年間携わっています。 

「異色のリングですから、指導も当然、独特になりま

した。技術力以外に気持ちやパンチ力、コンディショ

ンを見ながら、対戦校とのかみ合わせを考える。そし

て母校愛がぶつかり合う……。私はオリンピックにも、

あの精神状態で臨みたかったですね」 



――指導者としての阿部監督は、練習場の音や色にも

注意を払っていたそうですね。 

「私は五感を研ぎ澄ませることがボクシングに役立

つと思っていました。ゴルフでも、イメージでスイン

グを組み立てるじゃないですか。ボクシングでも、ま

ずはイメージをつくりあげるんですよ。その作業をハ

イレベルにするために、音の聞き分けにも繊細になり

ました。たとえば笛を用いたステップワークの指導で

すね。ステップワーク、フットワークは、縦、横、斜

め、ここに幅まで入れると、ものすごいバリエーショ

ンになる。それに笛の音色が合うと思いました」 

――ご説明でステップワークとフットワークを分け

た時点で鋭い感性が垣間見えます。 

「あとは色ですね。白と赤と……もう一色は何だった

かな。旗とかカードとかを導入し、選手がどんな反応

をするのか、感じかたを見た時期もありました」 

――ご自身が選手時代から？ 

「ええ。私にとって、ボクシング自体の練習は 1時間

30分です。それ以外でどうやって差をつけるか。たと

えばピアノの演奏で強い音があった瞬間、カウンター

を取る練習もしていました」 

――渋谷で通行人の一人一人によけてカウンターの

タイミングを合わせていくというのがあったそうで

すね。 

「ものすごい数ですから絶えずサイド、サイドに行く

んです。カウンターは、電車の中で電柱が通り過ぎる

瞬間にも合わせました。電車でもバスでも乗ったとき

は必ずバランスを取りますよね。吊革を触らずね」 

――どれも凡人の理解を超えているようで、実はもの

すごく本質をとらえたトレーニングで、さらにいえば、

今でいう体幹トレーニングなどの原型にもなってい

ると思いました。まさしく天才……。 

「感性を磨いたら、次は集中力を高めるために、ロウ

ソク一本の明かりのなか、針の穴に糸を通す訓練をよ

くやりました」 

――その最たる成果として磨きあげたのが、世界の強

豪を倒しまくった右のショートでしょうか。 

「そうです。ショートは、腰の回転とスナップの速さ

が重要です。私は国際大会に出た時に、欧米人たちに

体力、腕力で差を感じました。そこで何ができるかを

考えたら、短い距離で最大の力を出すカウンターを覚

えれば、これは武器になるんじゃないかと考えたんで

す」 

――中大の教え子曰く、10個の缶でやったそうですね。 

「まずは 1 缶ね。これを 25cm でとらえるか、30cm

でとらえるか考えました。30cmかと思ったんですが、

拳の握ったところにスナッピングが入りますからと、

あと数㎝必要だと分かったんです」 

――当てる場所は拳のどこですか？ 

「中指、薬指、小指の付け根ですね。スナップで切っ

て、そこからすぐに戻す。戻さなければ脇が締まらな

いんですよ。これを缶やコップに向かって、倒れずに

揺れて元に戻る練習を徹底的にね。1 個ならすぐにで

きるようになるんですよ。だから 5缶を並べ、慣れて

きたら 10 缶。そうすると、必ず 1 缶は失敗します。

何千回では足りない。万単位でやらないと、必ず、当

たらなかったり、倒れてしまう」 

――どうして倒さずに引くんですか？ 

「倒れる力で打つと、深く入りすぎて効かないんです。

私は 35cmでしたが、教え子でも関博之は唯一、40cm

以上で打っていましたし、習得したのも一番早かった

ですね。ただ、早く覚えすぎると、頼りすぎてこれオ

ンリーになる危険性もありました」 

――ひとつの武器に自信を持ちすぎると、他の技術の

成長を妨げかねない。 

「そう。これはあくまで大きい選手への武器のひとつ

でしかありません。私は、右ショート以外にも、最低

限、左フックを武器だと自負していました」 

――缶、電柱、人ごみ以外には、どんなトレーニング

がございましたか？ 

「ハエが飛んでくるときに落とすというのもありま

した。ショートのスナップで切ると、ハエは脳震盪み

たいに、ポトッて落ちるんですよ。またすぐに飛んで

行っちゃうんですけど」 

――ツバメ返しの世界観ですね。 

「いろいろな競技に超人的なアスリートがいるじゃ

ないですか。自分もこうなりたい、こうありたい。そ

のために、彼らがいかにして頂点を極めたのか予想す

るんですね」 

――時代が異なるので収集できる情報量などに差が

ありますが、そこは村田選手にも通じます。 

「村田さんは、日記に自分がヒーローになる未来を先

に書いていたそうですね。この発想はどこから来たん

だと驚かされました」 



――具体的に、阿部監督は誰との差を埋めたかったの

ですか？ 

「国際大会へ出ると 1階級下のシュガー・レイ・レナ

ード（アメリカ＝モントリオール五輪・金）が、抜群

に輝いていましてね。カンがよくてスピードがあって、

技術があってスタミナもある。しかも“俺は強いん

だ！”という気持ちがテクニックからあふれ出ていま

した。一度でいいから拳を交えてみたかった。私はウ

ェルター級ですが、64kgで戦っていたんですよ」 

――当時のライトウェルター級は63.5kgが上限です。 

「1 階級落とすのがベストかと思うと、余計にレナー

ドと戦いたくてね。彼に勝つための戦略。戦略から戦

術。そこまで立てたら、頭のなかで己を戦わせていま

した。モハメド・アリ（ローマ五輪・金）やジョー・

フレージャー（東京五輪・金）にも、同じイメージン

グをしましたけどね」 

――ちなみにアリ、フレージャーとはどう戦います

か？ 

「当然、相手はヘビー級ですから足は使いますね」 

 

天才の見た努力家・村田天才の見た努力家・村田天才の見た努力家・村田天才の見た努力家・村田 

――となりますと、時空を超えての阿部義文対村田諒

太も想定されたのでは？  

「いえいえ。しかし村田さんのおかげで、久しぶりに

ボクシングを観るきっかけができました。オリンピッ

ク中継を観ようと思ったら、最初に登場したのが、イ

ギリスの選手だったんです」 

――地元期待のアンソニー・オゴゴ選手です。 

「スピードのあるいい選手でしたね。そのあとに村田

さんを観たら、イギリスと当たったら危ないんじゃな

いかと思いましたよ」 

――村田選手自身もオゴゴ選手のことは警戒してい

ました。事実上の 1 次予選だった 11 年世界選手権で

も、出場権を得られなかった選手ですが…。 

「私が村田さんと戦うならあの戦法でいくね。村田さ

んのブロックを固めるスタイルは、ヘッドギアの厚み

とグローブの厚みを利用して確立されたのだろうと

思いました。私の時代のルールなら、彼のブロックの

すき間に、ショートを打ち抜けるイメージが、一応は

できたんでね。それに、あの構えは、右手がこめかみ

の前ですから、カウンターを打つことをあきらめたよ

うなスタイルですね」 

――防御力こそ高いですが、カンを研ぎ澄ませづらい

と。 

「ただ、省エネはしやすい構えです。序盤に打たせて

おいて、後半に向けてボディを打っておく。カウンタ

ーを打ちにくい構えですけど、ボディを打ちやすいで

すからね」 

――いかに今のグローブが握りづらくても、ボディへ

パンチを追いこめば効きます。 

「アッパー気味のストレートが腹には一番効きます

ね。誰でも自分の型ってあるじゃないか。私の型は 3

つありました。ひとつは重心を後ろに持っていく型。

主に相手が長身のときですが、自由の利く右で恐怖を

与えます。ふたつ目は同じ身長の相手や身長が低い相

手への型。これは従来の真ん中の重心ね。もうひとつ

は逃げの型。さらに分ければ、前に出ながらカウンタ

ーを合わせるパターンと、逃げながらカウンターを合

わせるパターン。ラウンドによって微調整する選手は

いても、基本はひとつの型でやっている…」 

――村田選手も最終的にはひとつでした。ただ、器用

貧乏だったおかげで、迷わずに済んだと語っています。 

「あれは直感で戦うことにひとつのあきらめをつけ

たボクシングです。なるほど、こうして話していたら

見えてきましたよ。彼にはきちっとした型があったん

だ」 

――そうではないと思っていたのですか？ 

「実は、もしかしたら、村田選手は、何かたまたまの

かみ合わせで金メダルを取ったのかもしれないとも

思ったんです。しかし、まったくそうじゃない。磨こ

うとすれば、スピードも付きますよ。ただギアがなく

なったら、ブロック上でもこめかみにかなりのダメー

ジが大きくなりますからね。プロになったら、これま

でのボクシングは、大幅に改造しなければならない」 

――今後はヘッドギアなしの 10オンスになります。 

「スパーリングでスピードのある選手が相手にいた

らよかったでしょうね。スピードはヘビー級の選手よ

りミニマム級のほうが速い。私は、日ごろから軽量級

のスピードに対処することで、バンタムくらいのスピ

ードを持てていたと思います」 

――まとめとして村田選手を一言でいえば？ 

「考える力がものすごい。計算力から組み立てる力ね。

どうしたら勝てるんだろうかっていうことを絶えず

考えて、技術を一つ一つ習得していく。それを村田さ



んもやっていたんでしょうね」 

どう感じる、現代どう感じる、現代どう感じる、現代どう感じる、現代ボクシングボクシングボクシングボクシング    

――阿部監督の感性を、呼び起させて頂くために、今

日は現代の試合用グローブを持って参りました。 

「なつかしいなぁ。グローブの存在自体がなつかしい

です（笑）」 

――ちなみに、親指がしぼれないことに戸惑っている

選手が多いです。 

「親指がしぼれないなら、人さし指の外側に力を入れ

ればいいんじゃないでしょうか。手首が曲がらないと

思っていたけど、曲がるじゃない。これなら倒せるわ」 

――手応えありですか？ 

「これで本当にサミング（目潰し）の防止になってい

ますか？できちゃう気もしますけどね」 

――時代の変化といえば、近年は小中学生の実戦教育

が発展し、井上尚弥選手（ロンドン五輪・代表候補）

のようなかつてない技術力を持った高校生たちが増

加しています。今回は、そうした有望高校生の試合も、

いくつか観て頂きました。 

「バランスのいい子が増えましたね。時代を問わず、

勝つ子はバランスがいいですよ。井上君には過去の選

手にはない成長を感じます。ステップが速くて、下が

るときのスウェー、ステップもしっかりできている。

あれだけの技術力を持った高校生たちという天才的

に見えますね」 

――井上選手の身体能力は一部をのぞいてごく平凡

だそうです。要するに天才というよりも英才教育で育

っている。 

「うん、短所をいえば、井上選手に限らず、ステップ

の種類が少なく思えました。いつも幅が同じ。接近戦

のステップに困るのではないでしょうか」 

――距離を取るサウスポーへの苦手意識を克服でき

ていない選手が多いです。 

「自分の間合いでやることを求める選手は、サウスポ

ーとやると自分の距離感が分からなくなっちゃうこ

とが多いですね。苦手意識をなくすきっかけをつかむ

には何が足りないのか。そこに集中して頂きたい」 

――具体的には……？ 

「まず型を２つ以上にしたほうがいい。追っていくこ

とも必要なんでしょうけど、リングの使い方なんです

よ。前後だけではなく、丸く動くこと。丸く動いてい

ても、リングは四角形ですから、角にたどり着いたら

距離が縮まります。私はここで速いショート・ステッ

プでした。ショートでいいんです。コーナーのポケッ

トみたいなところに追いこんだら、右ダブル、トリプ

ルから入ったりと考えました。ステップワークやフッ

トワークの中で、少なくとも、相手ばかりを見てはい

けませんね」 

――日本の選手は、懐の深いタイ人や足の速い中国人

の“先行逃げきり”によく屈します。 

「コンピュータ採点で、逃げられたら日本人はつかま

えられないでしょうね。話が少し変わりますが、私が

驚いたのは、そんな映像を携帯電話で見せて頂いたこ

とです」 

――最近の選手は、スマートフォンで動画を熱心に観

ますね。 

「私の時代は情報はないわけだから、感性を磨くしか

なかった。まず相手が右なのか左なのか。癖は何か。

それを瞬時でインプットして戦略を立てていたわけ

ですよね。カナダのオーソドックスの選手とオリンピ

ックで再戦したら、サウスポーになって構えたんです。

いつになったら戻すんだと思っていたら、サウスポー

でも十分に戦えた。これだけの動画があればボクシン

グも変わったんだろうなぁ。こんなことができる時代

になっていたんですか」 

――村田選手は、同じ階級の五輪出場選手の動画をほ

とんどチェックしたそうです。さすがにアフリカは外

したそうですが。それと、自分の戦い方がインターネ

ット上に乗ることを、国際的に名を挙げる以前から嫌

がっていました。 

「オリンピックに行った時に私のビデオも全部置い

てありました。ああ、研究される身だったんだなと思

いました」 

 

ロマチェンコロマチェンコロマチェンコロマチェンコに脱帽に脱帽に脱帽に脱帽    

――最後に、現代のトップ選手の分析もお願いいたし

ます。まずは、中国ボクシング史上初の金メダリスト、

ゾウ・シミンはどうでしょう？先日、プロデビュー戦

でパンチの軽さを露呈しましたが……。 

「スタンスが一定に安定しないから力を入れられな

い。ポイント稼ぎを重視していくんでしょうね。ただ、

この選手に逃げられたら、日本人はどうしようもない」 

――現代の「現役最強」といわれるトップスター、ワ

シル・ロマチェンコ（ウクライナ）を観て頂けますか。 



「……」 

――いかがでしょう？ 

「生で観たいわ。とんでもない選手ですよ。スタンス

の歩幅がすごいし、アッパー系統がいいから、どうや

って戦ったらいいんだろうなと思っちゃう。サイド系

が見事だね。上半身では色んな角度から打っています

し、攻防で歩幅を分けていて、しかも状況によって変

えている。届かないとこに届いちゃうんだもの。本当

に脚力があるんでしょう」 

――キューバの至宝といわれたギジェルモ・リゴンド

ー・オルティス（キューバ）はいかがでしょうか。 

「これもスピードあるな。相手は怖くて入っていけな

いんだから、当然、パンチを放っても当たりませんよ。

10cm踏み込む速さで、50cm踏みこめば当たりますよ。

だって、この選手は 10cm下がるスピードで 50cm下

がっていますからね。しかも重心を後ろに置いている。

すごい選手が現れるようになったんですね」 

 

0000になったになったになったになったはずのはずのはずのはずのモチベーションモチベーションモチベーションモチベーション    

――ボクシング自体から距離を置いてもう 10 数年で

すか。 

「村田さんがオリンピックでメダルの期待が高まる

まで、プロボクシングで誰がチャンピオンだとかも、

関心がなくなっていたんです。いきなりではありませ

んが、100％の関心から 0％と言いますか……」 

――そもそも選手引退には、周囲の惜しむ声も大きか

ったと伺います。そのときも同様にモチベーションが

枯渇したのでしょうか？ 

「まともに集中できれば、向こう 4年が全盛期になっ

たとも思います。一方で、あのとき辞めておいてよか

ったとか、プロへの誘いを承諾すべきだったとか。い

ろいろな見方ができるなかで、正解がまだ見えて来な

いですね。だから“なぜ引退するのか”の質問には、

一切の沈黙を続けてきたんです」 

――プロへ行こうと思えば行けたのですか？ 

「行けました。ただ、私は心の面で限界かと思ったん

です。365日、ボクシングでしたから。しかし引退後、

大学に指導で恩返しができた。私に限らず人生で何が

正しかったのか導きだすのは難しいと思いますよ」 

――村田選手は北京五輪の開催中も、自分の出られな

かった大会に目を向けず、情報を遮断していたそうで

す。北島康介選手の水泳の快挙くらいしか知らないと

かで……。 

「そうですか。そこから、よく再開しましたね」 

――諸事情で苦境に立った大学をなんとかしてあげ

たいという気持ちになったそうです。しかし、勝者コ

ールで手を挙げられたときに、“自分が復帰したい”

という気持ちを正当化していたんだなと思ったとも

語っています。 

「共感できますね。物事には必ずきっかけがあるんで

す。村田さんのきっかけが、私にはありませんでした。

その代わりに、百貨店のディスプレイで触った時に、

グローブとはまったく違う感触なのに、ファッション

への手ごたえを感じました。これを勉強したい！そう

いう会社に勤めたいっていう気持ちが湧きあがりま

した」 

――それでひとつのあきらめがつけられた？ 

「無からアパレルを始めたんですから、そうだと思い

ます。私は選手の頃からファッションが好きでね。練

習中に自分を燃え立たせる服も研究しました。黒のシ

ョートパンツ、上はランニング系で首に襟があるもの

にイニシャルを入れて練習すれば、いい形になるか。

この選びも大切だと思ったんですね。上下特注で編ん

でもらっていました。全身の姿勢を変える。スピード

を重視するウェアとはなんだ、相手を威圧する素材は

なんだ。自分が練習する中でかっこよくふるまえる服

装は何だろうって、当時からやっていました」 

――つくづく天才だと感服致します。そもそもスポー

ツ科学の重要性が増す昨今でも、天才の感性がそれよ

り先を歩んでいるそうです。 

「そうでしたか。ただ、時代が変わりましたし、それ

以前にこれは、あくまで私が私のために行ったトレー

ニングですからね。参考にしていただく程度であれば

ありがたいですね」 

――いつの間にか、話し始めてから 5時間も経ってい

ました（笑）。今日はありがとうございました。 

「こちらこそありがとうございます。やはり人間、ど

こかでずっと獲れなかったものを追い求めるんでし

ょうね。今もボクシングの感覚がどんどんよみがえっ

てきていますよ。もうしばらく、ロマチェンコと頭の

中で戦ってみます」 



 

東洋大学監督東洋大学監督東洋大学監督東洋大学監督    金城金城金城金城    眞吉眞吉眞吉眞吉氏氏氏氏    
 

米軍基地で米軍基地で米軍基地で米軍基地で見た見た見た見たボクシングドリームボクシングドリームボクシングドリームボクシングドリーム 

――金城監督の高校時代、沖縄はアメリカ領でした。 

「高体連にも加盟していませんでしたから、インター

ハイへ出場できない時代です。ただ日本国籍はあるの

で、1963 年の山口国体には、少年の部で参加しまし

た。荒削りな攻撃をして負けましたけどね」 

――日本屈指のボクシング県・沖縄の大成前ですね。 

「当時は県でもない、知事もいない島です。交通の便

も今とは雲泥の差で、大学4年間、私は東京と沖縄を、

船で 2泊 3日をかけて移動したんですよ。通貨も米ド

ルでしたし、パスポートもいりました」 

――東京と沖縄の生活を比較されて、いかがでしたか。 

「沖縄は、様々な面で格差のある場だと痛感させられ

る時代でした。経済や学業、スポーツ。野球で甲子園

に行っても歯が立たない。沖縄では、本土の方々をヤ

マトンチュ（大和人）というんですが、指導中に“ヤ

ンマトンチュに負けるな”と発破をかけていた頃もあ

ります。逆境をどうにかバネにしてほしかったんです」 

――生まれは終戦の 1年前ですが、太平洋戦争の影響

は？ 

「同い年が大勢亡くなっているんですよ。学校に行っ

ても、同学年が少ない。“親から生かしてもらった”

という感謝を強く抱きました。僕は 7人兄弟の 4番目

なんですが、熊本への学童疎開などで、全員が生きら

れたんです」 

――戦後の生活は？ 

「今でも米軍基地の 75％が沖縄にありますが、僕も高

校を卒業してから、ここで働きました。周りが、イモ

類やサトウキビばかり食べていた時代に、基地では、

軍人からの横流しみたいなもので、普段、口にできな

いものもよく食べていました」 

――ボクシングも米軍に混ざってやっていたそうで

すね。 

「基礎技術自体は、奥武山球場スタンドの下にオープ

ンした沖縄帝拳ボクシングジムで学びました。小さい

時からやんちゃだった僕に、ボクシングをやれと大学



生だった頃の兄貴が、月謝をアルバイト代から払って

くれたんです。明治生まれの父はボクシング自体に否

定的でしたけどね」 

――ちなみに米軍は強かったですか？ 

「強かったですよ。在留米軍だけではなく、本国のオ

リンピック選手とかも来ていたんです。だから、当然

憧れました。米軍は基地内に色んな部隊があるんです

けど、部隊対抗の公式試合に僕もオブザーバーで加え

て頂いたこともありました。それで、1963 年に米軍

選抜と東京オリンピックの強化選手で日米親善試合

をすることになったんです」 

――まさにドリームマッチですね。 

「ボクシングをやっていた高校生たちは、これに胸を

躍らせてね。那覇高校のグラウンドに、基地から鉄骨

を運んでリングをつくりました。ところが、試合が明

日っていうときに当時のアメリカ大統領だったジョ

ン・F・ケネディが暗殺された。米軍が来られなくな

ったんです」 

――歴史的なハプニングですね……。 

「しかし日本の強化選手は沖縄に来ていますから、急

きょ、国体少年の部のメンバーだった僕らが、相手を

することになりました。歯が立つわけがないじゃない

ですか(笑)。でも。ここはやっておくべきだと覚悟を

決めました。ボクシングでは、こういうことで、人間

として強くなれると思うんですよね。結局、全日本ラ

ンキング 4位の日大生に負けたんですが、引率で来て

いた日大の川島五郎監督から“キミは大学でボクシン

グをやらないのか”と声をかけて頂きました」 

――金城監督はハタチで日本大学へ進学しています。 

「大学進学なんて一切考えたことがなかったのに、そ

れ以来、米軍と練習をしていても、我慢できなくなっ

たんですよ。だから、金がなくてもアルバイトとかで

食っていくと言ったら、ボクシング嫌いだった父もつ

いに折れ、土地を売るから、それを資金にしようと言

ってくれました。さすがに断りましたけどね」 

――そして上京のためにパスポートをつくられた。 

「日大ではあまり活躍できなかったのですが、監督や

先輩に恵まれました。周りの手助けあっての東京生活

だったと思います」 

 

なめられてはなめられてはなめられてはなめられてはいい指導いい指導いい指導いい指導がががができないできないできないできない 

――卒業後、沖縄へ戻られました。 

「体育教師をするつもりでいたんですが、待たされた

んですね。その間に消防本部の試験があって、それに

受かって……何年かして、高校の採用も決まったんで

すが、消防を辞められずに断りました。ただ、ボクシ

ングの指導だけは引き受けたんです。消防が 24 時間

態勢ですから、やっぱり睡眠は足りませんでした。1

日おきの指導が限界でね」 

――とはいえそれから現時点で 45年ほどです。 

「僕どころか最初の教え子ももう還暦ですよ。上原晴

治（全日本フェザー級優勝＝フリッパー上原）が 1期

生で、具志堅用高（インターハイ・モスキート級優勝）

が 10期生ですか」 

――教え子にはどのくらいの高校チャンピオンいま

すか？ 

「あくまで自分の学校からなら、全国大会を制したの

は 30人くらいじゃないですか？ 」 

――沖縄全体から合宿所へ招くようになったのはど

ういった経緯からですか？ 

「志願する子が来たり、私の教え子からお願いされた

り。そうこうしているうちに、他県からのボクシング

留学の文化ができました」 

――その 30 年の歴史を育んだウィンナージムを来年

春には閉鎖する予定です。 

「食事などの管理を任していた妻が 3年前に逝ってか

ら、ここを続けるのに年齢的な限界を感じるようにな

りました」 

――ウィンナージムでも、のちにプロで世界王者にな

るような名選手も、多く輩出してきました。 

「取材を受けると、“何を教えたらチャンピオンにな

ったんですか”とよく聞かれるんですけど、僕はチャ

ンピオンになる方法までは教えていないんです。イン

ターハイ王者なら、マインドコントロールで作れるか

もしれないですけどね。それ以上のレベルは、指導だ

けではつくれないですよ。潜在的に恵まれた才能を持

った人間が、節々でのいい出会いに恵まれて、初めて

大きな功績が残されます。13回防衛した具志堅も、僕

じゃない人が教えていたら、16回防衛していたかもし

れないと言っています。何を教えたからじゃなくて、

私の指導とあなたの素材が組み合わさっただけだと

言っています」 

――素材として最も優秀だった教え子は具志堅さん

でしょうか？ 

「悩みますが、そうかもしれませんね。プロではフラ

イ級で何試合していたら、ジュニアフライ級（現・ラ



イトフライ）が新設されたので、これは具志堅のため

にあると思いました」 

――どういった才能が光っていましたか？ 

「先天的な才能と後天的な努力の両方が優秀でした。

彼の時代は、放課後の教室を使って指導していたんで

すが、ほかの人に注意しているのも、具志堅は必ず聞

き耳を立てていたんです。こっちにも指導をお願いし

ますみたいな顔をいつもしていた。模範になるために

も大成してほしかったです」 

――生活態度の面では劣等生ともいえるようなやん

ちゃ坊主を、一流のファイターに変貌させた教育でも、

監督は名をはせています。 

「渡久地隆人君（ピューマ渡久地）なんかがそうです

ね。喧嘩っ早い性格からボクシングに向いていました

し、ボクシングで人間的に成長していくのも感じまし

た。ただ、具志堅とは対照的に、遊び癖と、サボり癖

が直らなくてね。私はインターハイ前に“俺は必ず負

ける！お前に優勝されても困るぞ”と叱ったんですよ。

案の定、決勝で川島郭志君に負けてね。それ見ろと、

努力の差が出たじゃないかと。そうしたら川島君には、

プロで雪辱をはたしましたけどね」 

――金城監督にはつっかかったりしなかったんです

か？ 

「以前は私のほうも、今よりハードな指導方針でした

ので、そういう子は一人もいないんですよ。なめられ

るようなら強くできないと感じていたんです。渡久地

君は会うと、今でも僕を見るやいなや抱きついてきま

す」 

――野球部から転部してすぐにインターハイを取っ

た平仲信明さんは、プロ転向後に世界王者になる前に、

那覇のアジア選手権で優勝も収めています。 

「彼は幼いところから親の畑仕事を手伝っていて、自

然に筋力アップをしていたんです。スリリングなスタ

イルで、うまさがあったわけでもないけど、これなら

大学生でも倒れるなと思えました」 

――交通事故で若くして亡くなった弟の平仲信敏さ

んも 1年生から教えているのですか？ 

「南部農林高は僕の母校でもあるんです。兄貴が頑張

ってることに影響されていた印象が強いですね。彼ら

に限らず、田舎の子は一つのことに一生懸命になれま

すよ」 

――信敏さんの構えはサウスポーですが、右利きサウ

スポースタイルも多く育成しました。 

「違和感があるなら、無理して直す必要はない。でも

スタートしたばかりだから、どちらでもいいというの

があるじゃないですか。例えば、名護明彦君とか翁長

吾央君はどちらでもいいというから、サウスポーをや

ってみろと指示しました」 

――具志堅さんや平仲さんとは対照的に、ダメだと思

っていたのに、化けたという子はいますか？ 

「たくさんいますよ。逆に期待していたけど伸びなか

った子もたくさんいる。当たり外れは、情熱をかけて

ちょっとずつ見えてくるもんでね。以前に、重量級の

選手がいないか探してみたら、80kgで 160cmってい

う、ずんぐりむっくりが現れたんです。どうしようか

悩まされたんですけど、一生懸命やるもんだから体重

が減ってきましてね。でも“強くなるより痩せたいで

す！”というんですね」 

――拍子抜けしますね(笑) 

「そこで私は、じゃあ強くなるために、一生懸命やっ

てみろ。そうすればすぐに痩せられるといいました。

高校 2年生からのキャリアでしたが、最終的にはライ

トウェルター級で国体チャンピオンになりました。国

吉順治というんだけど、今はまた太っていますね（笑）」 

 

金メダリストが舌を巻いた格闘技論金メダリストが舌を巻いた格闘技論金メダリストが舌を巻いた格闘技論金メダリストが舌を巻いた格闘技論    

――長い間、沖縄の高校生を指導してきましたが、お

ととしから東洋大学の監督に大抜てきされました。 

「先にお話ししたような理由で、これまでの指導体制

に限界を感じていたときに、東洋大学の東郷総監督か

ら、声をかけて頂いたので、いまの僕に可能な範囲で、

ボクシングに携わっていこうと思いました。まあ、部

員は、ボクシングの素人ではなく、厳選されてこっち

へ来ていますから。僕は君たちをベテランだと思って

いる。君たちは逆に自分を未熟だと思ってほしいと言

っています。ガードは上げなくても、自分の考えがし

っかりしていればそれでいいという感じです」 

――村田諒太選手は、金城監督の格闘技論にも影響を

受けたと言っています。たとえば、“三人に囲まれた

ら路地に逃げろ”というのがあったそうですが……。 

「発想のヒントを与えたんです。ケンカと格闘技は似

ています。やらなきゃやられる。でも喧嘩にはルール

がない。そして、人間には後ろを見るための目はない。

だから、広いところで囲まれたら圧倒的に不利なので、

壁を背にしたほうがいい。前に集中できる。路地にひ

きこめば、対処ができるということをいいました」 



――今の選手はずるさが足りない？ 

「技術レベルの高い子は増えていますが、ちょっと素

直に感じますね。野球でストライクを投げるピッチャ

ーはいいピッチャーだけど、ストライクだけで通用し

ますか？変化球での駆け引きをするのがスポーツの

世界なんですよ。ワンツーの連打じゃ限界がある。今

の時代の豊かな子が、ずる賢くなるのは難しいのかも

しれない。それでも、一生懸命やるくらい誰でもでき

ると指導することが時々あります」 

――独特なご指導として、先日、井上尚弥選手と対戦

した佐野友樹選手が、左右でサイドステップを土手

1kmずつやっていたのですが、これも監督の指導だそ

うですね。 

「私は 200mトラックの 5周という形でやらせていま

した。攻撃は移動を伴わないとできませんからね。動

かないのも動きすぎるのもダメ。適量を磨いていくの

がフットワークだと思っています。時間がかかるんで

すけどね」 

――金城監督にとって指導は手間がかかりますか？ 

「人に教えるのはなかなか難しい。分かりましたとい

っているから、できているかと言ったらそうではない。

金メダリストのレベルでも、体で覚えるには反復練習

しかないんでしょうね」 

 

「お前「お前「お前「お前ににににはカウンターを打てない」はカウンターを打てない」はカウンターを打てない」はカウンターを打てない」    

――村田選手は、身近で見ていていかがでしたか？ 

「高校 5冠の結果を出していますし、体にも恵まれて

います。高校時代には気づかなかったんですが、ロン

ドン・オリンピック前の練習を見ていると、自主的に

努力する子ですね」 

――あくまで体格面では、日本人離れといっていいほ

ど恵まれています。 

「外国人に劣りませんよ。野球などのメジャースポー

ツならまだしも、あの大きさで正統派ってなかなかい

ないですからね」 

――しかし、村田選手は金城監督からあっさり弱点を

見抜かれたのが衝撃を受けたようで、“お前はカウン

ターをよけることができても、カウンターを打つこと

はできないだろ？”とおっしゃったそうですね。 

「僕はお世辞事がいえないタイプですからね。ただ、

メダルとった時点で、村田君に言ったのですが、“も

う教えることは何もなくなった。あとはずるさを磨い

てくれ”と伝えました」 

温故知新の指導方針温故知新の指導方針温故知新の指導方針温故知新の指導方針 

――最近でも、ボクシングのルールがまた変わりまし

た。この中で変わらないものとは何でしょうか？ 

「何もかもが変わっていますよ。変わらないと思って

いたら時代についていけなくなってしまう。特に変わ

ったのは、ボクシングではなく、子供の気質ですね。

沖縄も生活水準が他県に追いつく中で、子供にハード

なことが必要なくなってきました。昔は僕も指導中に

よく殴ったんですが、いまは誰もやらないですよね。

仮に子どもがその気持ちを受け入れても、第三者の誰

かが飛びついてきます」 

――そのあたりは難しいですか？ 

「今の子供に教える方法を考えたら、常に強く出るの

も適切ではないなと思いました。しかし、僕の指導を

一気にも変えられない。だから、僕が迷走しているよ

と OBから言われますね。酒を飲みながら“僕のよう

にぶん殴ってくださいよ”と言われたけど、そうはい

かない。最終的に、そう言う OBの子供に、今の子供

とどう接したらいいかを相談したこともありました」 

――沖縄の近況はいかがでしょうか？ 

「今では 25 校くらいにボクシング部があります。指

導の後継者はたくさんいますよ。だからバックアップ

したいんです」 

――ヤマトンチュとの差も埋まりましたか？ 

「野球でもすっかり甲子園で優勝を狙える県になり

ましたし、ボクシングもがんばっています。何より生

活面でも近づいた。これからもウチナンチュ（沖縄人）

に誇りを持ち、次世代にも持たせられたら最高ですね」 

    



 

バルセロナ五輪バルセロナ五輪バルセロナ五輪バルセロナ五輪・・・・ウェルター級代表候補ウェルター級代表候補ウェルター級代表候補ウェルター級代表候補    

関関関関    政明政明政明政明氏氏氏氏    

 

忘れられない忘れられない忘れられない忘れられない““““異端児トリオ異端児トリオ異端児トリオ異端児トリオ”””” 

 私には村田諒太君よりも、07年世界選手権で銅メダ

ルを獲った川内将嗣君の登場のほうが、センセーショ

ナルでした。おお、こういう選手が出てきたんだなっ

て目を見張りました。するとどうしても、村田君より、

川内君。川内君より、国体のために高知に呼んでいた

内山（高志＝アテネ五輪日本代表候補）のほうがよか

ったんじゃないかって、さかのぼってしまいます。そ

れも変な話なんですけどね。それが転じて、私自身の

学生時代に活躍した選手を振り返るきっかけにもな

りました。 

大学で同期だった三谷大和は、高校時代はガッチャ

マン（連打型）でしたけど、大学で技巧派に化けて、

新旧交代劇も演じていきました。私の中で誇りなのは、

専修大学の佐藤昭一さん、中央大学の伊丹雅人さんと

3 人同時に全日本チャンピオンになったときがうれし

かったですね。“埼玉の異端児トリオ”でしたから（笑）。 

 当時のグローブは、ウェルター級までが 8 オンス。

ヘッドギアはありましたけど、試合の迫力が今よりも

ありました。バターン……ピクピクみたいな（笑）。

一方で最近の選手は、距離で戦う巧さを覚えた気がし

ます。私も距離で戦うタイプでしたが、石丸ジムの石

丸哲三会長の指導で磨いたものでした。 

 

強すぎ強すぎ強すぎ強すぎたたたたソ連人ボクサーたちソ連人ボクサーたちソ連人ボクサーたちソ連人ボクサーたち    

 学生時代の思い出として、当時、ペレストロイカ政

策の一環で協栄ジムに来ていたソ連人ボクサーたち

とのスパーリングも不可欠です。世界選手権 3位だっ

たオルズベック・ナザロフさんは、とにかく容赦がな

くて、当時、日本のトップクラスの重量級選手が、滅

多打ちにされていました。私も縁があって手合わせす

ることになったのですが、“かませ犬がかましてみせ

る”という思いでその日を迎えたのを覚えています。

ナザロフさんはその日、1人 3ラウンドずつで複数の

選手とやることになって、まず、私と一緒に行った同

じ大学の団太郎がボディ打ちで倒されました。私は最

後に登場して、一番疲れているところに、逃げながら、

巧くいなしまくりました。ラスト 30 秒に思いきり攻

めまくって、終わった瞬間に、さっとマウスピース外

して“ありがとうございました！”って（笑）。ナザ

ロフさんもあと 1ラウンドやらせろみたいな顔をして

いたけど、2 度と戦うことはありませんでした。その

ため、その後に何度も手合わせしたスラフ・ヤノフス

キーさん（ソウル五輪・金）のほうが“強すぎる”と

いう印象があります。彼らは練習でもヘッドギアをし

ないんですよね。でも当たらないし、殴られる。だん

だんよけるのが面倒臭くなって、もう好きに打ってく

れってなっていました（笑）。風船のようで、まった

く歯が立ちませんでした。 

 

新旧交代の新旧交代の新旧交代の新旧交代の大大大大誤算誤算誤算誤算 

 「壁」という言葉には三浦国広さん（ロス、ソウル

五輪代表）が当てはまりますね。私は大学 4年間で 2

年生のときだけ、全日本選手権優勝を逃しましたが、

そのときの決勝の相手が三浦さんでした。三浦さんは

男前で、私の中学生時代からずっと日本のトップでし

たから、最初は雲の上の存在でした。“伝説の左フッ

ク”といわれただけあって、伝説に挑むような思いだ

ったのを記憶しています。 



試合をしたときのときは、私がハタチそこそこで、

三浦さんは 28 くらい。周りからは私の勢いが評価さ

れ、新旧交代の試合になるという意見が多かったよう

です。しかも三浦先輩、調子が悪くて 1回戦で倒れた

りしていたんですよ。私も合宿のスパーリングなどで

も、手ごたえを十分に感じていましたから、“俺と戦

うまで負けるなよ”くらいのおごりが出ていたのを覚

えています。 

 試合の序盤はペースを握りました。三浦先輩も次第

に、首をかしげることが増えていき、“もらった”と

思った直後くらいに、私は左フックをもらってダウン。

そのまま RSC 負けに追いこまれて、私は新旧交代を

逃しました。倒される少し前から、三浦さんは体ごと

ぶつかってくるようになって、なんだこりゃとこっち

も焦っていました。そのスキを突かれたというか…、

とにかくキャリアの差でした。 

試合後、石丸会長から「誰でも倒れるようなもらい

かたをしていたぞ。打たれもろいと思いすぎているか

ら、打たれたら効くんだ」といわれ、己の未熟さを再

認識しました。打たれ弱い一方で、回復が早い自信も

あったんだけど、致命傷をもらうこともありましたし、

やられたらやり返そうみたいな負けず嫌いなところ

もありました。要は子供だったんだと思っています。 

 この試合は、北京アジア大会の予選をかねていまし

たが、三浦さんが代表に。しかも三浦さん、銀メダル

を取りましたからね。まさに伝説です。 

 

ライバルライバルライバルライバル兄弟兄弟兄弟兄弟現る現る現る現る    

 三浦さんの試練を経て、私には今岡兄弟との競い合

いの時期に戻りました。今岡・兄の紀行が同い年で、

弟の賢覚が 2つ下。紀行には高校時代に 1戦 1勝のみ

ですが、その後に賢覚が出てきたときは、新しい本格

派ホープが出てきたと思いました。3 年生（三浦さん

に倒された翌年）の全日本の決勝で、私が 1回勝って、

それから間もなく、広島でもう 1回、総当たりのリー

グ戦があって、その最後に賢覚に借りを返されました。 

 今岡兄弟は共通して打ち合いが強かった。三浦さん

とはまた違う壮絶な倒し方をしていました。この兄弟

に勝つには、足を停めたらダメだと思っていましたけ

ど、停めずにいれば、長所を殺せるとも思っていまし

た。 

 

村田は村田は村田は村田は““““ジャイアンジャイアンジャイアンジャイアン”を黙らせ”を黙らせ”を黙らせ”を黙らせたたたた 

 少なからずボクサーって「俺が、俺が」っていうジ

ャイアンみたいな気質があるじゃないですか。でも、

村田君は雲の上の栄光を、感動的につかんでしまった

から、何も言わせないところがあると思います。これ

って、すごい快挙ですよ。 

彼自身ではなく、周りでも追い風が吹いていたのも

確かだと思います。日本の方針、グローブ、ルールも

変わって、実力でシード権を取ったりですね。選手と

して彼が光らせているのは、体幹の強さだと思います。

あのぶれない力は、今までの日本人にない。欧米の選

手を相手にあのブロックは、普通できないですよ。ど

んどん押しこまれて、そのままダウンを取られそうだ

けど、彼は防ぐ力があったし、打ち勝っちゃいました

からね。決して器用ではないので、体を振るような柔

らかさは感じないんですけど、きちっともらっちゃい

けない芯を外しながら、ああいうことをされたら嫌だ

ろうなって思います。打ち方もうまい。急所を狙う研

究をしていますね。 

 私は 3年のときにあったバルセロナ五輪への出場を

ものにできず、高知で指導者になってから、村田君の

1 才下だった大久保賢児に、北京五輪への期待を賭け

ました。井岡一翔君を退けて、アジア予選でもあと一

歩まで行ったんですけど……やっぱりオリンピック

は超難関でしたね。 

 今の選手に比べますと、私は精神面から未熟でした。

国際舞台に勝てない先入観があり、行っただけで記念

に近いものがあったと思います。ですから、今の選手

を尊敬しています。それに、なんだかんだでボクシン

グがすごく好き。数年前に亡くなった石丸会長には、

ボクシングを通じて、教育の基礎を勉強させて頂きま

した。こうしたありがたみを、今の選手世代と共有で

きていたら、本当にこの上ない幸せですね。 



 

バルセロナ五輪バルセロナ五輪バルセロナ五輪バルセロナ五輪・ウェルター級・ウェルター級・ウェルター級・ウェルター級代表候補代表候補代表候補代表候補    

今岡今岡今岡今岡    賢覚賢覚賢覚賢覚氏氏氏氏    

 

選手生活選手生活選手生活選手生活は淡々？は淡々？は淡々？は淡々？    

改めて振り返ると、選手生活の明確な分岐点って

思い浮かばないんですよ。負けず嫌いと根気を持っ

て取り組んでいたことには、自信を持てるんですけ

ど、いま思えば淡々とやっとんたんですかね。しい

てあげると、大学 1 年のときに、2 週目の中大戦か

ら関東大学リーグ戦に出て、ここで全勝できたのは、

その後にとって大きかったですね。中大戦で中村勇

さんとの試合が始まったら、“この人、勝ちに来てる

…！”という恐怖を感じました。今までの相手とは

何もかもが違う。自分が小学生とかで、お父さんと

戦っているような気分でしたね。リーグ戦では、僕

がキャプテンになった年に、1 週目で天田広美（中

央大学）に負けました。それまでにも、ケガで出な

かったときもあると思います。 

当時のグローブはヒモ付きで、大学になったら 8

オンス。握ってみてワオ…って血の気が少しひきま

した（笑）。しかも、試合用は後楽園ホールの壁をた

たきまくって、ナックル部分がペッタンコですから

ね。いまのグローブって拳を痛めないのはありがた

いんですけど、相手に拳の感覚が伝わらないんです

よね。 

 

関政明関政明関政明関政明にににに悪循環をつくりたくなかった悪循環をつくりたくなかった悪循環をつくりたくなかった悪循環をつくりたくなかった    

ライバルは自分でした。カッコいいことを言って

いるつもりではなく、ひと一倍の練習をしない自分

との戦いだったかなとも思いました。高 1 から通っ

た県内のジムが、通って 1 年でなくなって、学校に

も部がないですし、当時は週に 1、2回、広陵高校で

練習する程度でした。試合に出られたのは、3 年生

になってからだったんですけど、一発勝負に賭ける

意欲はありましたよ。兄貴の時代に、国体も団体戦

から個人戦に変わって、兄貴がインターハイでライ

ト、国体でライトウェルターの 2 階級制覇をしまし

た。僕が 3 年の時から選抜も始まったので、それな

らライトウェルター、ウェルター、ライトミドルで

3 階級を目指そうと思ったんです。結果は、選抜の

ライトウェルター級決勝でいきなりこけたんですけ

どね（苦笑）。 

法政大学へ進んだ後も、関（政明）さんはライバ

ルっていうよりは、ひとつの試練でした。1 年生で

初めて戦ったら、関さんはやりづらいイメージ通り、

まずフットワークが速いんですよ。僕とやったとき

は、拳をほとんど握っていなかった。その分だけ、

パンチがちょっと遠くに飛んでくるのも嫌でしたね。

最初に負けてから、2 度目の対決に向けて、対策っ

てほどのことはしていなかったんですけど、向こう

はそんなに大きくは変えて来ないだろうと思ってい

ました。関さんを攻略しないと、“関さん＝捕まえき

れない”の流れが強まると思って、なりふり構わず

攻めて倒すイメージをしていました。3-2で勝ったん

ですけど、倒すことをめざしていたから、勝ったと

きもあまり納得できませんでした。 

 

兄貴兄貴兄貴兄貴    

兄の今岡紀行がボクシング部に入ったことが、僕

にとってのボクシング道の始まりでした。兄貴は部



活で覚えたことを、帰宅したら、僕で復習していた

んです（笑）。毎日、“何時には家にいろ”と指令が

ある。それだけだと、悪いお兄ちゃんに思われるか

もしれないですけど、小さい頃、僕をからかって、

泣かしていた大人に、兄貴が勇敢に立ち向かってい

ったこともありました。最初に戦った相手が兄貴で、

大学に入ってからもスパーリングをやっていました

けど、正直、私情が邪魔してやりにくかったですね。

ライバル意識などは持ったことがないです。まあ、

僕らが歩んだのは、己を磨くためのボクシング道だ

ったと認識しています。 

 

試合をしているのにお客さんだった試合をしているのにお客さんだった試合をしているのにお客さんだった試合をしているのにお客さんだった    

バルセロナ・オリンピックは、1 次予選に出まし

た。体調もベストではないなかで、1 位通過する韓

国人に負けて、そのあとに出た川上雅史さん（中央

大）が出場を決めました。未練がないといったらウ

ソになるかもしれないですけど……まあ“たられば”

の話をしても仕方ありませんからね。 

その思いが、教える立場からのオリンピックの夢

になっています。オリンピックではないですが、選

手生活の末期にプサンで開かれた東アジア大会で、

カザフスタンのイブライモフと戦えたのはよかった。

これは強すぎると思いました。それに、もう自分の

なかで戦う気持ちが、昔と違ったんですね。自分で

試合をしているのに、どこかでお客さんというか…

…。客観的に、こういう選手と毎日練習していたら

強くなるんだろうなと、戦いながら思ったのを覚え

ています。ロンドン・オリンピックの銅メダルを獲

った清水聡君は、広島と岡山で近いので、村田諒太

君よりも身近です。清水君は間合いがいいですね。

やっぱり今も昔も、強い人って間合いがいいじゃな

いですか。村田君は新本亜也の付き添いで、NTCに

行ったときに初めて話しました。“本（博国）さんは

強かったですか？”とか、いろいろ熱心に聞いてき

ましたね。世界選手権・銀メダルの時点で、残して

いる結果がすごいですからね。男前だし、モテる条

件を全部持っていると思います。強い！デカい！ 

 

“ボクシング道”の境地ボクシング道”の境地ボクシング道”の境地ボクシング道”の境地 

僕は努力よりも天才って言葉にひかれました。で

も実際は、才能がないと思って努力したやつがトッ

プクラスにいます。それに、ボクシングのありがた

みって、努力にも多くあると思うんですよ。それが

そのときに分からなくても、あとで振り返ったとき

に発見できればいいですね。選手の頃は、目標に向

かって走っているだけですから、どうこう思わなか

ったんですよ。でもそれが通り過ぎて、今こうある

のは、当時のおかげだなと思うようになりました。 



 

アトランタ五輪ライトウェルター級代表アトランタ五輪ライトウェルター級代表アトランタ五輪ライトウェルター級代表アトランタ五輪ライトウェルター級代表    

仁多見仁多見仁多見仁多見    史隆史隆史隆史隆氏氏氏氏    
 

新採点新採点新採点新採点ははははメリハリメリハリメリハリメリハリがががが決め手！決め手！決め手！決め手！    

 先日、小松菜の生産団体を新規に立ちあげました。

いまも栽培のマニュアル作っており、ただ、私が“幼

少時代からの農作業で強くなった”という説が誤り

であることだけは、断言させてください（笑）。そも

そも、私が子供の頃の農業は機械化が浸透しており、

体力的に何の役にも立たなかったはず。ついでに、

ほとんど手伝ったことがありません。農作業と筋力

の関係は、ぜひ八重樫剛先輩に聞いてください（笑）。 

 身長 173cmでライトウェルター級の私には、国際

舞台になると、体格負けを否めませんでした。ロン

ドン五輪の両メダリストは、そのコンプレックスを

感じさせないことと、大学を卒業しても、選手を続

けたことに優秀さを感じました。私の時代から日本

の選手は、海外の選手に、キャリアで劣っているこ

とを痛感はするものの、やはり大学を出てからボク

シングを続けるのは難しい。そんな中で、特に村田

君は、ボクシングに打ちこめる環境をつくりあげま

したね。ちなみに私のささやかなプライドとして、

そのほか、体力、スタミナ、パワーなど、彼らに大

差を感じていません(笑)。 

 彼らが大学時代に、ナショナルチームで合宿をし

ていたころ、個人的な勉強がてら、見学しに行った

のが初対面でした。中距離走で、村田君が先頭を走

る姿を見て、重量級のエネルギー効率から見ても、

すごいと感心したのを覚えています。金メダル獲得

には、正直、驚きました。国際大会では知名度、経

験、運、フィジカル面の順にすべてがそろわないと、

頂点に立てない世界だと思います。村田君はいつの

間にか、全要素を手にしていたし、チャンスを逃さ

ない離れ業には、とことん尊敬しています。 

 清水君は知名度がやや劣るものの、そのほかの要

素はかね備えていたことが銅メダルにつながったと

思いました。勝手な分析ですが、彼はロードワーク

でブレーキをかける癖があり、村田君ほどはクレイ

ジーに自分を追いこんでいない姿が目につきました。

この辺が村田君との結果の差ではないでしょうか。 

 私にとってオリンピックは、１に「夢のまた夢の

世界」、２に「世界は広い！」、３、競技生活でのゴ

ール地点」でした。 

 アトランタ五輪での最大のデキゴトは、バンタム

級の辻本（和正）が、初戦で相手をコーナーに詰め、

スタンディングカウントを取ったにも関わらず、得

点が入らずポイント負けをしたことでした。おそら

く外国人の審判から見て、あのスピードのないパン

チは想定外だったのでしょうね(笑)。 

 外国の選手では、フェザー級で優勝するソムラッ

ク・カムシン（タイ）と、同級アメリカ代表のフロ

イド・メイウェザー・ジュニアがひときわ輝いてい

るように見えました。 

 

今度の 10点法は、過去の 20点法とほぼ同じだと

思っています。印象採点は「先制・中押し・ダメ押

し」をしていれば負けないルール。よくいうラスト

30は、ダメ押しの部分ですね。僕は最初の 1分、先

制を大事に考えていました。そうすれば中盤は押さ

れても、大丈夫という余裕ができるます。これ、単

純に 3分間の 3等分じゃないですよ。どこかの数秒

だったり、十数秒だったり。 

 私は、観客やジャッジの視線で、攻撃を組み立て

るのには得意意識がありました。対戦相手とのやり

とりをする中で、この展開なら、このあたりで攻め

ておくかって。とにかく、メリハリが最重要課題で

す。ただ、ルールに関係なくいつの時代も、もっと

いえばボクシングとは大きく異なる野球みたいなス

ポーツでも、メリハリが勝敗を左右していると思い

ます。メリハリなく勝ち続けた選手は辻本くらいで

す(笑) 



 

アトランタアトランタアトランタアトランタ五輪五輪五輪五輪・ミドル・ミドル・ミドル・ミドル級級級級代表代表代表代表    

本本本本    博国博国博国博国氏氏氏氏 

 高校時代の村田諒太に圧倒的な実力差を見せつけ

た佐藤幸治（シドニー＆アテネ五輪代表候補）の代

から、私は全日本チームに携わっていますが、野球

の“清原と桑田”のように、幸治にはボクシングセ

ンスを感じ、村田には身体能力の高さを感じました。 

 自分が戦うと想定しても、村田はネチネチ攻める

からイヤですね。彼は本当にボクシングが大好き。

その思いの強さが、快挙をもたらしたと思います。

ただ、熱心さが裏目にも出て、村田は最後まで、肩

の力を抜くことをできずにいました。私のほうがも

っとリラックスして戦っていたのと、ずる賢さでは

……勝っていた気もします（笑）。 

 

 

ロサンゼルスロサンゼルスロサンゼルスロサンゼルス五輪五輪五輪五輪・ライトミドル・ライトミドル・ライトミドル・ライトミドル級級級級代表代表代表代表    

荻原荻原荻原荻原    千春千春千春千春氏氏氏氏    

ロンドン五輪後に発売された村田の著書をすぐに

読みました。どんなことを考えているのか知りたか

ったんでね。2007年の世界選手権で、村田は相手の

反則に抗議をして、その間にもらった痛恨の連打で、

逆転負けを喫しました。ミステイクです。でもロン

ドン五輪の決勝では、トラップをしかけるように、

相手のささいな動きから減点を奪いました。経験が

有効活用された一例ではないでしょうか。 

 次世代の日本人選手では、個人的な思い入れもこ

めて、アジア選手権の制覇に期待しています。私、

平仲信明（ロス五輪代表）、荒井幸人（モスクワ五輪

代表）が優勝した 83年の那覇大会以降、日本は優勝

から 30年間遠ざかっています。旧ソ連諸国が参戦し

てからさっぱりですが、この制覇を目指すのは、現

実的な目標としてもいいのではないかと思います。 

 

 

リノリノリノリノ世界選手権世界選手権世界選手権世界選手権ライト級ライト級ライト級ライト級 3333位位位位    

オルズベック・ナザロフオルズベック・ナザロフオルズベック・ナザロフオルズベック・ナザロフ氏氏氏氏    

 私は 90年代、ペレストロイカ政策の一環で日本へ

渡り、“グッシー”の名で戦いました。現在はアジア

連盟で副会長も務めており、本さんとも交流が深い

です。 

日本の情報には、今もアンテナを張っています。

研究熱心な村田選手は、他国の練習をよく理解して

いると感じました。彼も清水聡選手も、“やりとげる”、

“粘り強い”といったサムライ精神を、大舞台で存

分に発揮していましたね。競技を活性化させるには、

こうした看板選手がいることが重要です。日本には

いい流れがあります。私の選手時代には、日本人は

ソ連人の練習方法を取り入れても、意味までは学ば

ないと感じました。しかし、今の日本ボクシング界、

特にプロはアジア随一の隆盛ですから、練習の内容

も進化したと予想できます。ユーリ・アルバチャコ

フ（世界選手権優勝）やスラフ・ヤノフスキーさん

（ソウル五輪・金）もいた我々のチームも、少しは

いい刺激を与えられたのではないでしょうか？これ

はジョークです。 



あとがきあとがきあとがきあとがき    

 ただいまアジア選手権の取材で、中東ヨルダンへ来

ているものの、大会スポンサーの都合で会場での撮影

は NG。仕方ないので、私は、“クラブマガ”というス

ポーツ化のほとんど進んでいない格闘術を追い求め、

戦闘国家の一面も持つイスラエルへ向かっています。 

 ヨルダンの首都アンマンとイスラエルの聖地エル

サレムは、約 70kmとあまり離れてはいませんが、パ

レスチナとの紛争で、近隣諸国から総スカンをくらっ

ているイスラエルは、入国審査に長時間をかけます。

そのため、早朝にアンマンを出発しても、エルサレム

に着くころには、昼を過ぎるというのがお決まり。国

境の異様な混雑に苛立ちが高まり、今も私を挟んで、

乳母車を引いたお母さんと、老人男性が、「先に行か

せろ！」、「ふざけるな！」と強烈な口喧嘩をしていま

す。確かに、どちらが優先されるべきかは、日本でも

難しいところ……。ちなみに両者の目つきからは、殴

られても、心が折れないだけの精神力を感じます。 

彼らはなぜ戦うのか。その理由も垣間見たいと思い、

私はこの国へ渡航を決めました。国際的には認めても

らえないものの、イスラエル側にも主張はあります。 

 アジアでも、軍事政権下のミャンマーへ行く際は、

私は日本の知人たちに「命がけ」だといわれました。

私にとってのミャンマーは、居心地のよい国のひとつ

であり、日本のことがすべてイヤになったら、無一文

でもここへ逃避してしまおうと思っていたほどの国

でした。逆に、民主化した今のミャンマーには、それ

ほどの魅力を感じません。ミャンマーの軍事政権が本

当に「悪」であったのであれば、待望の民主化後は、

国民の解放が報じられるはず。しかし、いまや少数民

族たちが紛争を再発させ、実際に報道されるミャンマ

ー新時代は「アジア最後のフロンティアへの投資ラッ

シュが目覚ましい」ということばかりです。これが欧

米のいう「自由」だったのでしょうか。 

私は異国を歩いていて「正義とはなんだ？」と考え

ることが多々あります。 

 自衛隊体育学校・広報の佐野伸寿さんは「勝利とは

己の正義を相手に強要するもの」と認識していました。

この変形のようですが、私は、正義とは「反対の意見

を持つ者を降参させられるだけの力」であり、悪とは

「己のキャパを超えた改革を起こし、周囲に損をこう

むらせる行動」だと思っています。 

 五輪競技としてのボクシングでは、正義がかなりシ

ンプルです。真っ向勝負に美を感じる日本の選手たち

は、それに付き合う気のない中国の代表たちの「先行

逃げきり戦法」に、大劣勢をしいられてきました。勝

った中国は、めざましい成長を高く評価され、日本は

「精神力に頼りすぎず、もっと技術を磨くべきだ」と

否定されていました。いわば中国が正義なのです。 

 ロンドン五輪の両メダリストは、こうした法則を、

実体験から理解しているようでした。清水聡選手は北

京五輪の予選まで、国際大会での結果がオール RSC

負けだったため、その闘争心に欠く性格を評価されて

いませんでしたが、五輪出場を決めると、それまで否

定されていたものの多くを、肯定させてしまいました。 

 彼以上に、村田諒太選手は、勝利で己を正当化する

ノウハウを理解していました。そもそも、日本中を感

動の渦に巻きこんだロンドン五輪の決勝は、彼が同五

輪で行った全試合で、最低のパフォーマンスではなか

ったでしょうか。ミドル級・金メダル獲得という千載

一遇のチャンスであるにも関わらず、途中で集中力が

切れるという痛恨のミスを露呈しました。おそらく 1

発多く、有効打をもらっていたら、村田選手は半世紀

ぶりの快挙どころか、向こう 50 年、語り継がれたこ

とでしょう。しかし、あの試合を批判する声は皆無に

も等しいものです。 

「ボクシングでは勝者が肯定される」 

 そう悟っていたはずの村田選手が、帰国後、国民的

アイドルとして、フェアプレーを訴えているのを、何

度か見かけました。それが私には不自然に見えました

が、もしかしたら、彼自身はもっと大きな違和感を持

っていたから、自分がより自然体で生きられるプロボ

クシング界へ転向したのでは？とも思います。 

 ここに私が執筆の場を頂くのも今年で 3回目。私に

とっては、「教育」という未知と遭遇する唯一の場で

す。せっかくなので、教員の皆様とは、違う立場とし

ての意見を考えます。 

今回のメッセージとしては、“正義とは何か”。たと

え感覚だけであっても、ボクシングの勝ち負けを味わ

う選手には、これをじっくり考えて頂きたいですね。 

ちなみに私は海外渡航中、常々「ここで死んだら、

“軽はずみ”という評価を受ける」と思っています。

そうはいかないから、意地でも生きて帰るんです。 

 

（善理） 


