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今回の今回の今回の今回のテーマテーマテーマテーマはははは「創意工夫」「創意工夫」「創意工夫」「創意工夫」    

 東欧・ウクライナには、南部のオデッサから車で 2時間半移動したところに、ビルホロドドニストロフ

シキーという街があって、『アッカーマン』というボクシングクラブがある。旧ソ連圏ではトップ選手た

ちが懐の深さを重んじることが多い。だがこのクラブの選手たちは、その懐に潜り込むファイタースタイ

ルを得意としている。 

そのルーツをインターネットの動画だけではなく、どうしても生で見たかったのは、このクラブがワシ

ル・ロマチェンコという近年では世界最高と評されるボクサーを輩出し、そのユニークな練習方法で、一

躍、世界的な注目を集めたからだ。低年齢層の練習を見てみると、彼らは潜り込んでいるようで、相手の

前進を横へ回避していることも多いし、フットワークは、むしろ日本のアウトボクサーよりもダイナミッ

クだった。 

ただ、ロマチェンコほどのマスターは皆無だし、ロマチェンコ自身、この教えを鵜呑みにしただけでは

ないだろう。彼は自分の感覚でカウンターを放ち、自分の経験則から、コーチや尊敬する父から学んだス

タイルを崩してきたのではないか。 

 先日、アテネ五輪のライト級代表候補だった現 WBA 世界スーパーフェザー級王者・内山高志に、「勝

つための工夫」を尋ねると、こんなことを口にした。「万人向けの技術に疑問を持たなければ、自分の才

能を最大限には活かせない」。 

 創意工夫。この向上心がなければ、たとえ幼少期からボクシングを始めても、行き詰まり、あとから始

めた選手の追随を許してしまうのではないだろうか。今回も、ボクシング界の名将たちが、そのとき、そ

のターニングポイントで、どんな創意工夫を試みたのかを探っていきたい。 

 

（格闘技＆紀行ライター・善理俊哉） 



 

束になって戦う。束になって戦う。束になって戦う。束になって戦う。佐渡合宿佐渡合宿佐渡合宿佐渡合宿ははははそのそのそのその象徴象徴象徴象徴ですですですです    

鶴木鶴木鶴木鶴木    良夫良夫良夫良夫    氏氏氏氏    

 

 私が生まれた当時の新潟は、絵に描いたような

田舎町でした。中 3のときに大地震があって、そ

れで全国的にも話題になったというくらいです。 

 その年、新潟では国体がありました。そこでボ

クシング競技の存在を知ります。ただ、実際には

ボクシングがない県ですから、終わった時点で選

手は解散。そのあとにボクシングの文化は残りま

せんでした。 

 私は新潟南高校に入ってからボクシングを始

めました。顧問をやっと見つけたものの、異動に

なってしまい、結局、ひとりでやっていました。

「フリー級」と呼ばれていた時代のライトフライ

級で準優勝をして、法政大学では主将も務めてい

ます。メキシコ五輪の候補選手にも選ばれました。 

 対戦相手で特に強かったのは、メキシコ五輪で

ベスト 8だった中村哲明さん（明治大学）です。

私はスピードだけは日本一を自負していたので

すが、中村さんには負けたと思いました。あんな

目にも止まらないシャドーはいまだに他に類を

見ないです。 

 大学卒業後、新潟に帰ったら廃部寸前の部が母

校に残っていました。なんとかしようと思って、

指導を始め、“チャンピオンくらいすぐできるだ

ろう”と思っていたら、とんでもない。北信越で

富山県や石川県に負けてばかり。全国では 2ラウ

ンドまで持たないので、うがいもさせられずじま

いでした。指導のセンスがないんだなと思わされ

ますよね。でも悩んでいるうちに、この競技にハ

マってしまったんです。自分なりに一生懸命教え

ていたので、ミットでもサンドバッグでも、動き

は悪くない。ただ、実戦経験が致命的に少ないと

気づきました。ここを解決するには学校内で頑張

ってもたかが知れている。新潟全体の開拓が必要

だと思い、指導者をつくり始めました。 

 ただ当時は、ボクシングの存在への反発が大き

かった。それにこっちも反発して頑張って来たと



ころがあります。どうしてボクシングだけダメな

んだ、って感じです。 

 指導に初めて脈を感じたのは、84 年のインタ

ーハイです。佐藤吉法（新潟南高校）が期待の山

田渉（駿台学園高校）からダウンを奪って、あと

一歩まで追いつめました。山田はカウント 5まで、

意識がなかったと言っているそうです。結局、負

けたんですが、試合後、“新潟にも本格的な指導

者がいるんだな”って声があった時は、人生観が

変わるような喜びでした。 

 とはいえ新潟には私立校も名門校もありませ

ん。私は新潟の指導者に「手の内を隠し合わずに

束になって戦おう」を口癖にしています。その象

徴が今もインターハイ前の恒例になっている佐

渡合宿です。ここには 150人ほどが集まります。

出身大学の派閥も一切消してオール新潟として

ひとつになる。この姿勢を理解してもらえたこと

が、新潟の躍進につながりました。 

 88 年にモスキート級の佐々木忠広（巻農業高

校）とバンタム級の岩橋徹也（新潟南高校）が、

そろって県初のインターハイ王者になりました。

以後は毎年、新潟勢が決勝、準決勝まで残るよう

になっています。佐々木はバルセロナ五輪にも出

場しました。 

 そして、私の考えとはまったく別のところで、

2人のせがれもボクシングを始めました。長男が

巻総合高校、次男が新潟向陽高校に入り、そこで

教え子がボクシング部の顧問をしていたという

のがきっかけですね。ただ、長男は高 1でネフロ

ーゼ症候群にかかります。3年目の国体で矢代家

康（花咲徳栄高校）に雪辱を果たして優勝しまし

たが、キャリアは 1年程度でした。弟の優も、幼

少期から手塩にかけたどころか、中 1まで川崎病

の後遺症を危険視され、運動自体が禁止でした。 

 子供には指導をしたことがないんです。胃が痛

くて、早くやめてもらいたいとばかり思っていま

した。97 年の大阪国体で兄弟そろって優勝をし

たときに、「小さい頃から教えればあれくらいに

なりますよ」と言われましたが、実際は上述のと

おりです。ただ、試合を観に来ていたんです。そ

れがよかったのかも知れないですね。 

 ふたりとも大学 4 年のリーグ戦が終わったと

ころで引退を勧めました。正直、ホッとした。自

分がこんな感じだったからこそ、お母さんが子供

をボクシングジムに連れてくる現代は、嬉しいし

ありがたいですね。 

 新潟からは興農館高校の仁多見史隆、息子の優、

巻総合高校の戸田健樹の 3人が選抜、インターハ

イ、国体を制しています。また、今の県内には

12、13 の高校にボクシング部があります。ジム

もポツポツとあって、新潟市のボクシング教室は、

仁多見と私で運営しています。新潟の子は、特別

に粘り強いとは思いませんが、目標に対して一途

なところは感じます。 

 ひたすら追ってきたボクシング――単純な殴

り合いに見えて、まだ分からない。そんな存在で

すかね。たかがボクシング、されどボクシング。

だからもっと多くの人から認知され、楽しんで頂

きたいです。 

 

（写真：97 年の大阪国体で兄・聡が成年の部ラ

イトフライ級、弟・優が少年の部フライ級を制し

たときのもの） 

 

[PROFILE][PROFILE][PROFILE][PROFILE]    

つるき・よしお◎1949 年 10 月 14 日新潟県

新潟市生まれ。新潟南高校時代にインターハイ・

準優勝の結果を残し、法政大学に進学。卒業した

75 年から同高校で監督を務め、今年で 40 周年

になる。新潟南高校では岩橋徹也と大湊亮がイン

ターハイ王者に。現在は日本ボクシング連盟幹

事。新潟県理事長。市が運営するボクシングジム

教室でもジェネラル・マネージャーとして指導に

携わっている。 

 



 

農業とボクシング、意外な共通農業とボクシング、意外な共通農業とボクシング、意外な共通農業とボクシング、意外な共通点点点点とは？とは？とは？とは？    

仁多見史隆仁多見史隆仁多見史隆仁多見史隆    氏氏氏氏    

 

 我が家は江戸時代から代々受け継がれる農家

です。私で 9代目。いわゆる「豪農」と呼ばれる

ほどの土地を明治時代までは持っていましたが、

農地改革で地主制度がなくなり、今はずいぶん小

さくなりました。 

 父の代までは、勉強が優秀でも早く農作業を手

伝いなさいというのが常識でした。しかし稲作に

限界が来たこともあって、私の代では農業高校も

激減しています。 「農業に見切りをつけてサラ

リーマンになれ」という風潮のなかで育ちました

し、私自身、継ぐつもりは幼少期からありません

でした。 

 ただ、ウチの父は「できれば農業高校に行きな

さい」という考えでした。私は野球の強豪校に行

きたかったので、ここでかなり衝突します。結局、

その強豪校を受験をしたものの、残念ながら落ち

てしまいました（笑）。 

 興農館高校でも最初は野球部に入ります。でも、

甲子園を目指していた私の意識とは異なる「楽し

くスポーツ」という部活動で、波長が合いません

でした。そんなときに、麻布獣医大学でボクシン

グをやっていた先生が、新任教諭として、興農館

高校に赴任してきました。のちに多くのチャンピ

オンを育て、今は獣医になっている星野範雄先生

のおかげで、7月にボクシング同好会が発足。ボ

クシングなら自分次第だと思った私も入りまし

た。冷静に考えれば、身長 173cm程度で野球を

やっても、大した可能性はなかったと思います。

この出会いは本当にラッキーでした。時代として

は、辰吉丈一郎さんの世界王座最短奪取で国民的

ヒーローになった頃（1991 年 9 月 19 日）で、

それにも触発されました。 

 ところが、練習の予想以上の単調さ、キツさで

4か月間に 3度、退部を申し出ました。とにかく



基礎ばかりなんですが「失敗と成功は半分ずつが

モチベーションの維持にベスト」など、そういっ

た基本には、まったくもって逆行していました

（笑）。毎朝 5km競争、夕方の練習前に 5km競

争。夕方、マトを書いた紙を 100 枚ほど並べて

順にジャブを打っていくとか、「グローブはいつ

に握らせてくれるんだ」と常々思っていました。

ただその成果で、試合に出始めてから、ラクに勝

てるようになっていたことは確かです。タイヤの

上でのシャドーボクシングをし続け、試合でも下

半身の安定感は、最初からまったく問題ありませ

んでした。 

 高校時代は通算で 2敗。3年目に 3冠を制しま

した。 

 それでも父の方針は根強いものがあります。プ

ロのジムからの誘いが来ても「農業」。大学も「農

大だけ」。進学を許してやるんだからっていう最

後の意地です。ただ、父自身がそうやって選択肢

を削られたのを知っているので、私も納得はいっ

ていました。そして東京農業大学の農学部、農学

科へ……。 

 大学では 2 年目にライトウェルター級の全日

本王者になりました。プロで王者になった選手で

は、石田順裕さん（元WBA世界スーパーウェル

ター級暫定王者）、クレイジー・キムさん（金山

俊治＝OPBF 東洋太平洋ライトヘビー級王者な

ど）に勝っています。 

 当時としては副島保彦さん（中央大学）以来、

2 人目だった関東大学リーグ戦の「20 戦全勝」

は、意識的に目指したことはありませんでした。

というのも、全日本選手権で優勝してから、年下

に素質のある選手が出てきても、明らかに踏みこ

みが甘くなっていて、負ける気がしなくなってい

たんです。ボクシングはメンタル面が技術に大き

く左右するものだと再確認しました。 

 さらなる高みを目指す上では、大学で 1つ上だ

った八重樫剛先輩の存在が大きかったです。先輩

とはリーグ戦が近くなると 2 日に 1 回はスパー

リングをやっていて、それ以外の自由練習でも、

マスを 8ラウンド近くやっていました。大学生活

を共にした 3年間で、会話の時間より肌をくっつ

け合った時間のほうが圧倒的に多い。そんな人間

関係、滅多にないですよね（笑）。 

日本ボクシング界にとってアジア大会最後の

金メダリストである先輩の最大の強さは、芯でも

らわないことだと思いました。私は好調なとき、

相手のアゴでも腹でも、打ちぬくべき箇所がラン

プが点灯するようにひらめきました。で、先輩と

は何百ラウンドもスパーリングをして、何千発も

パンチをかわし合って、そういう瞬間が何度もあ

ったんですけど、アゴの先端に行ったと思った次

の瞬間、頬に当たっているとか、ディフェンス技

術がピカ一でした。ハプニングのようなノックア

ウト負けが起こらない人ですね。 

 

 

（写真：選手時代の八重樫剛と仁多見史隆） 

 

 この切磋琢磨がなかったら、オリンピックには

出られなかったと思います。私は、大学 3年でア

トランタ五輪の予選を兼ねたタイ国王杯で勝利。

先輩は、本戦でベスト 8まで行ったポンシット・

ウィアンセット（タイ）に同点で敗れました。 

 鶴木良夫さんの「プロの世界王者より価値があ

る」という教えで、オリンピックは 18歳からの

夢の舞台でした。 神聖な舞台という考えもあり

ますが、実際に現実社会からかけ離れた場である

ことは間違いないです。 

 私は 1回戦でエデュアルド・ザハロフ（ロシア）

と対戦し、6 対 21で負けました。同じ強豪国で

もキューバの選手はダイナミックなパンチも果

敢に放ってきます。対照的にロシアの選手は堅実

で冷静。バランスを崩すほどのオーバーリアクシ

ョンをあまりしません。初回に手応えのあるパン

チを当てましたが、顔色を少しも変えず……。ザ



ハロフがどこまで勝ち進めるのかと、自分が負け

たあとも観ていましたが、準々決勝で優勝するヘ

クトル・ビネント（キューバ）に負けました。 

 ボクシング競技全体ではフェザー級のフロイ

ド・メイウェザー・ジュニア（アメリカ）に観客

が大きな期待をかけていましたが、準決勝で敗れ、

ソムラック・カムシンがタイ・スポーツ史上初の

五輪メダリストになりました。 

オリンピックで学んだこと……、色々あります

ね（笑）。対戦相手に間合いを極められると何も

できないことでしょうか。ウズベキスタンの 1

次予選に行ったときに、子供が少ない娯楽からボ

クシングを選んで、サンドバッグを綺麗に打って

いる環境を見て、彼らはもう間合いを磨きはじめ

ているんだろうなと劣等感を覚えました。 

 

 

（写真：アトランタ五輪で夢への挑戦も、百戦錬

磨のザハロフに敗れた。右が仁多見氏） 

 

 大学卒業後、新潟市の会社に勤め始めてからも、

2年間、選手を続けたのは、成年の重い階級がい

ない県への恩返しでした。だから国体しか出てい

ない。最後に松橋拓二（拓殖大学）に負けたとき、

鶴木さんから「いつまで続けるか？」と聞かれま

した。辞めますと答えたら、翌年から国体の監督

に起用してくれました。 

 ただ、学校の教員ほどの指導が行えないという

わだかまりが募っていきました。それが限界にな

ったのが 2巡目の新潟国体（2009年）です。会

社を辞め、国体に専念するために、自由な時間を

つくる。そうした目的で農業を選びました。ちな

みに私が「家業を継ぐ」と言ったら、父が言った

のは「農家はやめておけ」。いつの間にか考えが

逆転し、思わず笑ってしまいました。 

 サラリーマン生活で気づいたのは、ボクシング

はよくも悪くも偏りがあることです。世間の常識

の範囲では収まらない考えをしないと成り立た

ない。それが私にとって、オリンピックを目指す

という行為でした。それに 100％だったので、気

持ちの面でも生活の面でも次への準備をしづら

い。サラリーマンの協調性とは、一芸に秀でる姿

勢とは大きく異なります。もちろん、頑張れば評

価されるシステムはボクシングと一緒でありま

す。 

一方で農業は、個人経営なのでボクシングに近

いです。段取りから自分の尺で決められる。頑張

ったら頑張った分だけ返ってくる。 

私が農業を始める十年以上前までに父たちが

様々な野菜を試し、回転がよくてつくりやすいも

のに小松菜を見出していました。コストがかから

ないし、日持ちをしないので外国産が需要を脅か

さない。地産池消が自然にできるんです。稲作は

今年から委託しました。 

 今、日々の喜びには通年、小松菜を収穫できる

こともあります。優しく収穫して、砂を水洗いし

て袋に詰める。目の前にあるものを壊していく戦

いからずいぶん一変したなと思います。 

 それと、今年から開志学園高校のボクシング部

顧問を任されました。勝てない選手には、昨日の

自分に勝つことから始めさせます。敵に勝ちたい

ときは、家庭環境までふまえながら、さじ加減を

する。自分が勝つほうがよっぽど簡単ですね（笑）。 

 

 

[PROFILE][PROFILE][PROFILE][PROFILE]    

にたみ・ふみたか◎1974 年 12 月 27 日新潟

県新潟市生まれ。興農館高校でボクシングを始

め、3 年目に 3 冠を制覇。東京農業大学時代に、

リーグ戦の「20 戦全勝」をはたし、アトランタ

五輪にも出場した。通算戦績は 152 戦 141 勝

11 敗。05 年に結婚。現在は新潟県ボクシング

連盟副理事長、新潟市ボクシング協会強化委員

長、日本オリンピック委員会強化スタッフも務め

る。 

 



 

「伝説の「伝説の「伝説の「伝説の 5555部練」部練」部練」部練」はははは張り合い張り合い張り合い張り合いあってあってあってあってこそこそこそこそ    

堀内堀内堀内堀内    敬三敬三敬三敬三    氏氏氏氏    

 

 私は父の経営する『浜松堀内ボクシングジム』

の 2階で育ちました。物心がついた頃には、下の

階にあるパンチングボールを遊び道具にしてい

たんです。 

 ただ、当時は小中学生の本格的な大会はありま

せんでしたから、それよりステップアップした練

習はほとんどしていません。教員時代にも、ボク

シングの小中学生の未開拓には、大きな課題を感

じていました。ただ、育成期間が少ないからとい

って、その場しのぎの奇策で勝つというのは、個

人的には好みではありませんでした。インターハ

イで優勝できなくても、大学で伸びるかもしれな

いといって、じっくり地力を付けさせました。 

 75 年、僕が沼津学園（のちの飛龍高校）の教

員になった 2 学期目にボクシング部ができまし

た。翌年のインターハイで森光博が決勝まで行っ

たんです。井俊範選手（東海第二高）に負けたん

ですが、これが指導生活の本当の意味でのスター

トだと思いました。2年後に全国優勝。上り調子

でいったんで、88 年の渡辺雄二（元・東洋太平

洋フェザー級、ライト級王者ほか）の代まで持続

的に 3位以内に入賞する選手を輩出できました。

で、もう 1度総合優勝を狙ったんですけど、これ

が難しかったですね。結局、準優勝が最高でした。 

 ちなみに森は最初で最高の傑作でした。僕も教

員になったばかりだったのと、あの子も僕もサウ

スポーだったので波長が合ったんだと思います。

ルーマニアの国際大会にコーチで同行した時も、

才能は健在で、カウンターの勘とスピードはしっ

かり光っていました。 

 また、定年退職になる数年前の教え子には、高

校 3 冠と台湾のジュニアトーナメントを制した

原隆二（現・東洋太平洋ミニマム級王者）もいま

す。彼は県内の伊豆ジムでボクシングをやってい

たので、入学後、「せっかくなんだからボクシン

グやれよ」と勧めたら、本人もやる気になってく

れました。小柄なので、どうなるもんかと思って

いたし、いまだに光るものがピンと来ない。ただ、



本当にボクシングが好きでした。小さいからこそ

ショートをよく練習しろと言いました。それが活

きたのが、選抜での青木貞頼（崇徳高）戦です。

原はモスキート級のオーソドックススタイルで、

青木はライトフライ級のサウスポー。まともにや

ったら当たらないから入り込んだストレートで

勝負しなさいと指示しました。実際に当てたパン

チの多くがショートでした。 

 渡辺と今岡紀行（広陵高）のインターハイでの

一騎打ちは有名です。2人とも決勝まで倒しまく

って勝ち上がった。決勝で倒されたのは渡辺でし

た。それから、泣きじゃくっていたので、国体ま

で自宅に預かりました。実の息子とほぼ同じ生活

をして、千本松原を走らせて……。最初に預かっ

たときからパンチは重かったですが、とにかく振

り回すだけでした。ストレートを覚えさせたら、

強打が活きてきたし、右拳を試合中に傷めたとき

に左だけで練習をしたら左フックが磨きがかか

りました。彼は男の中の男。他の部員もみんな本

当にいい子でした。 

 「全国大会で実績を収めて帰ってくる」、「先輩

の代に負けない」。私の教員生活はこの目的を選

手と共有した 38年間だったと思います。それが

張り合いとなって、練習に緊張感が出ました。僕

も若かったから、朝から 4部練習、5部練習とい

う時代もありました。それも子供たちに張り合い

があったからこそですし、ご父兄と OBの協力も

ありました。この連携の文化は、現監督の下水流

怜先生にも引き継いで欲しいと伝えました。 

 昨年 3月に定年退職し、父から引き継いだジム

をリニューアルしてから、「原点回帰」で頑張っ

ています。共働きのご両親を持つ子を朝から預か

って勉強から見ています。教育者として、原点か

ら子供たちと接してみたかったんです。 

 また、第 1日曜日は「いい汗流そう会」を無料

でオープンしています。ボクシングって敷居が高

い競技じゃないですか。でもこのハードルを越え

てきてくれた仲間を大事にしたいんですよ。2月、

6月、9月には教え子が開いたジムの選手を集め

て一門会としてスパーリング大会をやっていま

す。60 人から 80 人ほど集まりますね。70 過ぎ

のおじいちゃんが参加を希望した時はエアボク

シングとしてやっています。あとは縄跳びの耐久

時間をはかったり。なかなかやらないスポーツで

すから、勝ち負けだけではなく、楽しみかたも広

げていきたいですね。 

 

 

[PROFILE][PROFILE][PROFILE][PROFILE]    

ほりうち・けいぞう◎1952 年 7 月 28 日静岡

県浜松市生まれ。浜松日体高校から日本体育大学

に進学。卒業後、新卒で沼津学園高校の教員とな

った。多くの高校王者を育てて、昨年に定年退職。

現在は、浜松堀内ボクシングジムの会長を務める

ほか、日体大の OB 会長でもある。 

 



 

おなじみのおなじみのおなじみのおなじみの二軸理論、二軸理論、二軸理論、二軸理論、忠実には忠実には忠実には忠実には““““三軸三軸三軸三軸””””ですですですです    

菊池菊池菊池菊池    浩吉浩吉浩吉浩吉    氏氏氏氏    

 

――長く「二軸理論」を提唱されてきた菊池先生

ですが、実際には三軸だともおっしゃっていまし

た。まず、科学的な根拠はございますか？ 

「あります。ナショナルトレーニングセンターで

の指導者講習会で、大学のアスレチックトレーナ

ーがこう言ったんです。“私はボクシングに無知

ですが、コンピュータに入力したときに、理論的

にはこう打つのがベストなんです”。私は逆にス

ポーツ科学にうとかったですが、直前にほかの指

導者に話していた打ちかたと合致しました」 

――それが三軸だったと。 

「それ以外に私は、物理学論も指導に用います。

右ストレートを打つ際に、左膝が外を向いたら、

力が逃げる。だから骨盤は柱をひねらせるようで

はなく“たたむように打て”とかですね。これが

国際大会でも通用する理論か調べたくて、当時の

アジア最強だったウズベキスタンへ合宿に行っ

たこともありました。それでも、これでいいと思

ったし、ロシア人コーチに“ナイスコーチング”

とウォッカを飲まされたこともあります（笑）」 

――「二軸理論」が説明される場合、歩行を例に

挙げられることがあります。手足の動きが左右対

称になるのが一軸。二軸はその一般的な歩きかた

とは異なり、右足を前に出したとき、右手が前に

出る。 

「二軸は緊張をしている人がやりがちな歩きか

たですね。テニスでも以前は片足を前に出してラ

ケットを振っていました。でも、左右どちらにボ

ールが来ても、すぐに対応できるように、前を向

いたまま打つのが主流に変わった。これも一軸か

ら二軸への改善であり、裏付けはスポーツ科学で

した」 

――ボクシングでも、特にアウトボクサーが二軸

で打っていたケースは、以前からしばしば見かけ

ました。 

「そういう選手は“センスがいい”と言われませ

んか？辰吉丈一郎さん（元ＷＢＣ世界バンタム級

王者）は股関節の使い方が柔らかかった。旧来の



理論に逆らっているので、使っている選手は“指

導者に改善も指示された”と言うこともあるんで

す。定説を覆すにはこれを納得の理論にすること

からだと思いました」 

 

 

 

 

 

 

 

[[[[一軸の考え方一軸の考え方一軸の考え方一軸の考え方]]]]右を打つときに左足、左を打つと

きに右足に体重が乗る。頑丈さを追求しやすくな

る反面、不器用にもなりやすい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[[[[二軸の考え方二軸の考え方二軸の考え方二軸の考え方]]]]体重の乗り方は一軸とは逆にな

り、パンチの軌道は、一軸よりも外になる。踏み

込む際に両足で飛び込まず、片足のみを入れるな

どの安全な発想が生まれる。 



 

[[[[三軸の考え方三軸の考え方三軸の考え方三軸の考え方]]]]二軸を柱状ではなく球状にとら

えたこれが「菊池式」。発想的にも文中の「骨盤

をたたむ」などの柔軟さが生まれやすい。ただビ

ギナーは「こんがらがる」の短所以外に、重心が

浮きやすくなる一面があるそうで、指導の技量も

重要になる。 

 

――ただ、“一本の柱が軸”という説明は、初心

者にとってシンプルで分かりやすい気もします。 

「そこでひとまず、認知され始めた『二軸理論』

という名で、間接的に三軸を提案しました。二軸

で考えても要点は理解される。使える人間の割合

は増えます」 

――三軸の最大の長所は攻撃の伸びに思えます。 

「川内も才能が開花した後は三軸で打っていま

した。井岡一翔は高校時代の試合前、手打ちの細

かい連打ばかりをウォーミングアップで打って

いたので、これなら崩せると思ったのですが、試

合では、そこに豪快なパンチを織り交ぜてきた。

三軸なら遠くへパンチを伸ばしても、膝の曲がり

が残るんです。一軸ではつんのめってしまいます。

ただ、すべてに大きな重心移動を用いたら、当然

動きは遅くなります」 

――そうなると短所は連打の回転力ではないで

しょうか？ 

「いいえ。小さな動きを練習すれば、三軸でもコ

ンパクトに打てます。一般的な連打方法は電車が

前に行って、それにブレーキをかけて戻ってくる

ようです。でもそれより弧を描いたほうがスムー

スに疲れず、しかも早く遠くへ打てます」 

――旧来の一軸は、気持ちのぶつかり合うような

乱打戦では強くないですか？ 

「確かに強いですが、打たれたときのショック吸

収力は少ない。首から上体までがひとセットで柱

になっていますから。それを、首でつながった別

物ととらえれば、ちょっとした骨盤の傾きなどで

ショックを吸収できるんです。私は指導の立場に

回って、練習をやめても、ガツンともらわないこ

とができた。予測と異なるパンチが来ても対処で

きるフォームだったし、打ってから戻りの動きに

よって相手の攻撃をかわしながら、次のパンチを

打てる」 

――ここへ目を付けたのは、大学時代と伺いまし

た。 

「東京農業大学の故・宇土元二監督に左右にフッ

クを思いきり振れと言われたんです。“お前がも

っと重心を移動して打ったら面白いのにな”って

いう表現をしたんですね。本音は私のパンチが弱

いって意味だったんだと思いますけどね。それま

で、私は黒岩守さん（日本大学）が打つシャープ

なパンチに憧れていました。でも私は身長１５８

cmで、相手はたいてい１６０cm以上あります。

リーチも長くない。こういう選手は結局、ダメー

ジを拒まずに根性で手を出し続けるブルファイ

ターになりやすい。でも宇土監督の指示の応用に、

限界ではなく可能性を感じたんです。フックをス

トレートに変えてもしっくり来たし、アッパーで

も問題なかった。そして１週間後の大学リーグ戦

でも効果覿面でした」 

――三軸理論は 明が難しくないですか？ 

「まずは私がやっているところを見せます。そし

てできるようになった生徒が出たら、その選手を

見させます。まだ中学１、２年はさっぱりできて

いないんですけど、優秀な選手はできるんですよ。



巧い選手の真似は大事。私は“天才の真似を凡人

がしてはいけない”とは思いません」 

――軸の解説に限らず、教えの中での細かい表現

に惹かれます。二軸で片足のみを前に入れて出す

ジャブは、重心が前に行かず、力が入りづらい。

ですから二軸は高校生には筋力不足とも考えら

れたりしますが、先生は“前足のつま先にグリッ

プをしっかりつくれ”と言っていました。 

「あとは上体を振るときに頭まで傾けてしまう

選手に、これはパントマイムだと言います。クロ

スカウンターはひっかけろよりも“つるを巻くよ

うにからめろ”のほうが私は好きですね」 

――教え子の最高傑作は誰ですか？ 

「青野巴哉ですね。教えたらすぐに覚える。パン

チが重い。大きなダイヤの原石だったけど、四六

時中管理しないといけないからウチに住ませて

いました」 

――以前に “目標が小さければ、過程の中身も

薄くなる”とおっしゃっていました。 

「ウチは時代が変わっても、日本一という目標を

欠くわけにはいかない。欠いたら廃部していいと

思っています」 

――上を狙うのが難しいと感じた子にも、目標・

日本一は絶対でしょうか。 

「昔、小さいのに 70kgある子が、何を思ったの

か部に入ったときがあります。厳しい練習に加わ

って、ついていけないのに逃げない。逃げられな

かったのかもしれないけど、それも含めて才能だ

と思うんです。走るのが遅いから“おいコラ！”

って言ったら“はい、すいません！”って言って

走るのを見ていたら、かわいいなって思いました

ね。きつい時は“はい”もはっきり言えない部員

が多いんですよ。でも、彼は“すいません”まで

大声で言いきった」 

――どんな練習メニューでしたか？ 

「３００ｍを１分以内で走る。最初の３週くらい

はラクにできる。でも 10周以上やると、どんど

んできなくなってくる。現監督の長嶺秀昭の年だ

けが毎日できたことでした。だから全国優勝に大

きな手ごたえを感じたんです。以降はやりながら

微調整をしていました」 

――それにも専門知識に基づいていたのですか。 

「実家の近くにある旭化成で宗監督に伺いまし

た。ボクシングの運動はこういう時間帯で、こう

いう練習してこういう競技です。高校生は２分３

ラウンド。これに勝つためにどんな走り方をした

らいいですかって。監督の見解では“心肺機能と

持久力の両方を上げるためにインタバールのダ

ッシュをやらないとダメ”。３００ｍトラックで

あれば、１分 13 秒。５周以上からきつくなる。

10 周やれば絶対に上がる。でも１分以内で帰っ

て来させるように指示してくださいと言われま

した。それを徹底したのは無茶苦茶きつかったと

思うけど、長嶺監督が３年生のインターハイで日

章学園は団体優勝を収めました」 

――日章学園の創設は１９５０年。創部年はいつ

になりますか？ 

「赤木武幸さん（元プロ日本スーパーフェザー級

王者＝リングネームは赤城武幸）が県内のジムで

やっていて、インターハイ優勝の脈が出てきた１

９８１年に同好会ができました。その翌年に部へ

昇格しています」 

――宮崎の土地柄自体、格闘技に向いています

か？ 

「私は向いていないと思っています。九州は南に

行くほど温厚になるというのが一般論です。集合

時間に遅れる生徒が多いこともよく叱るんです

けどね。精神的に弱いです。だけど逆に考えれば、

指導者が強く出ると、それに従ってくれるという

のを感じました。日章学園の選手は強気に戦うっ

て言われる。まったくそんなことはない。指示を

待っているし、いつもと違うことがあると一斉に

慌てる。ただ、指示されたことを守る能力がある

から。行けと言ったら行けるだけです」 

――試合より怖い指導者がいるというのは武器

でもありますね。 

「いま攻めていかないと勝てないっていうとき

に、攻めていけないケースがある。でも、怖い指

導者がいたら行きます。やっぱり指導者が就かな

いと弱気になる。ただ、ジョークで和らげるのは

リラックスにもなる。練習前は熱い話をする。終

わるときはできるだけ短い話をして笑いをつく

る“明日も頑張るぞ！神前に礼”で終わる」 

――“ボクシングに絶対的な方法はない”とおっ



しゃいましたが、一方で“自分の指導に絶対的な

自信を見せなければ、生徒が迷う”ともおっしゃ

っていました。 

「私は一軸を貫いてもいいし、三軸理論を一部だ

け取り入れてもいいと思っています。イチローは

三軸で打っている。でも松井秀喜は最後まで一軸

で打っていた。私は、自分が習得したものを下に

教えるだけです。学ぶのは本人。ただ、その言い

かたが弱気であると、経験の浅い選手は迷うんで

す。逆に、昔の教えかたを“大先輩の技術を受け

継いでいくんだ”と説明したら、まず飲みこもう

としない。今はスポーツ科学もボクシングと関係

を深めているわけですから。求められるのは理論

による強さです」 

――根本的な質問になりますが、ボクシングは学

校教育に必要だと思いますか？ 

「絶対に大きな価値がある。ボクシングで怖い思

いをすると謙虚になることは、現代社会にも効果

を持つと思います。威張り散らしていた喧嘩自慢

のヤツが“俺、大したことなかったわ”ってね。

あとは、有り余っていたエネルギーをボクシング

に費やすようになる。鑑別所に入った子にも“は

い！”の姿勢が出てくるんですよ。ボクシングの

長所でしょ。いくら腕に覚えがあっても、スパー

リングで負けたことのないチャンピオンなんて

１人もいない。負けを与えることも教育だと思い

ます」 

――ボクシングは「殴る」という反社会的なこと

を合法化した競技ともとらえることができます。

そこに教育が組み込まれるというのは興味深い

です。 

「殴ることが許される一方で、蹴ってはいけない

ことを守るじゃないですか。ルールを守ることを

学べるのですから、ボクシングに教育は組み込め

ます。これで育った子供がいっぱいいる。我々に

とってボクシングは武道だった。練習場を道場っ

て言うのは、全国でウチだけじゃないでしょ。道

場とは礼儀や志を教えるところです。力関係を感

じて、自分のほうが弱かったら歩み寄ることも必

要ではないでしょうか」 

――ボクシングは、いじめられっ子といじめっ子

が惹かれやすいとも言われています。 

「そうですね。でも面白いことに道場内では地位

が同等なんです。そして目標・日本一の同志にな

る。どうしても運動能力が低ければ県大会優勝を

目指させる。勝つという結果だけがすべてじゃな

い。絶対に優勝しなければいけないのではなく、

本人次第です」 

――指導者の育成論もありますか。 

「まずは長嶺監督がトップのイメージをもっと

確固たるものにしたい。練習場に行くと年上だか

ら、彼は私に気を使った姿勢を示す。それも邪魔

になっているんじゃないかなと思います。遠征に

行っているときに、残留しているメンバーを教え

るのがベストかな。今回のインターハイも、優勝

を狙える。必要なことがあったらミットを持ちに

行きますけど、チーム長嶺を邪魔してはいけない。

監督の手柄には関わりたくないですね」 

 

 

 

（写真：中央が長嶺・現監督。就任前には料理人

のキャリアもある） 

 

 

 

 

 

[PROFILE][PROFILE][PROFILE][PROFILE]    

きくち・ひろよし◎1964 年 1 月 1 日宮崎県延

岡市生まれ。母校の日章学園で 93 年に監督就任

後、全国大会優勝者の輩出を 20 回以上におよん

だ。4 年前に監督を退いたのちも、宮崎県ボクシ

ング連盟の理事長、九州連盟の副理事長を務め

る。 

 



 

2222度目の五輪度目の五輪度目の五輪度目の五輪はははは愛娘で愛娘で愛娘で愛娘で    

山田山田山田山田    渉渉渉渉    氏氏氏氏    

 

――昨年からコンピュータ採点からペーパー採

点に戻り、詳細はやや異なりますが、ソウル五輪

以前に近いルールになりました。 

「ただ、グローブの質が大きく異なりますね。私

の頃はヒモでぎっちり縛って引っ張って、壁に押

し付けたりとかして、拳の部分をカチカチにして

いたんです。だからバタッと倒れる。安全性はま

た別の話ですが、強い弱いがはっきりしました。

今のグローブではインサイドブローもあったも

んじゃないないですし、ボディブローが当たった

ときの音でも、しっかり入っていないのが分かり

ます」 

――この中で、どう戦うべきだと感じますか？ 

「自分がやったことがないので分からないです。

戦い方も昔とだいぶ違いますね。今ほどガードの

時間は長くありませんでした。私の時代は、国内

の試合ではインサイドブロー、オープンブローに

厳しかったので、二段ルールで戦っていました」 

――当時は「何冠」という考え方のない時代です。 

「選抜もないし、国体も 5人の団体戦制でしたの

で、高校時代は 3年のインターハイで優勝しただ

けです。全日本選手権はバンタム、フェザー、ラ

イトで 1回ずつ獲りました。個人戦になってから

の国体は……どうだっただろ。数えていないです」 

――高校時代の話では、のちにプロでスター選手

になる 1学年下の高橋直人（都立農業高校）と、

東京都予選で 2戦 2勝でした。 

「ナオトは 17歳でプロに行きましたが、いい選

手でした。2戦目は私がダウンをしているんです。

ボディを倒しに行ったら、先に左フックをもらっ

てしまいました。当時、練習先のジムでは亡くな

った大澤淑郎のほうが上だったそうです。大澤は



“大学 2年くらいから直人にかなわなくなった”

と言っていました」 

――最後の試合では三谷大和（早稲田大）に僅差

で敗れました。 

「引き際だなと思いました。納得のいくボクシン

グはもうできないなと」 

――戦績を覚えていますか？ 

「ピッタリなので覚えています。180 戦 160 勝

20敗。あ、RSCだけ覚えていないですね」 

――ライバルに差をつけたものは何でしたか？ 

「駿台学園の木下英雄先生も言っていましたけ

ど、練習をバカみたいにやったことです。負ける

くらいなら死んだほうがいいと思ってやってい

ました。それといつも全力で殴りに行きましたよ。

高校時代に私は 5回倒れているんです。そのまま

倒し返せなかったのはナオトだけですね」 

――お子さんは何人いますか？ 

「3人です。一番上が娘で、次が息子、夏冴（写

真右）は 3番目の次女です。ボクシングをやって

いるのは彼女だけです」 

――そのきっかけは？ 

「山下智久の大ファンだったんです。で、彼が『あ

したのジョー』の映画で主役になったときにしめ

しめと思いました（笑）。映画を一緒に観に行く

ことになっていたので、スペシャルシート席を買

ってみたら、ボクシングを始めてくれました」 

――娘が殴られることに心苦しさはないです

か？ 

「いや。自分のいたらない部分に気づけますから、

私は教育にボクシングが一番いいと思っていま

す。殴られる辛さだけではなく、殴る辛さも知り

ますからね」 

――国際大会はどれくらい出場しましたか？ 

「大きなものではソウル五輪とソウルのアジア

大会。世界選手権には行っていないですけど、

色々行きましたよ。中国やフランス、東ドイツの

ベルリン国際トーナメント、タイ・キングスカッ

プ……」 

――日本と海外ではボクシングに違いを感じま

したか？ 

「海外の選手は向かい合った距離が遠いことと、

あまりボクシングが洗練されていないことです

ね。実戦的というか、握っていようがいまいが殴

ればいいみたいな感じだと思います。フォームを

みっちり細かく言われた日本の真面目さが、ここ

でかみ合わないんですよ。技術不足もあって一気

に攻められて、気づいたら最終ゴングが鳴ってい

るような感じです」 

――特に強かった相手は誰ですか？ 

「世界選手権で優勝してアジア大会でも 2 連覇

している文成吉（韓国）ですね。プロでも世界王

者（WBCスーパーフライ級）になっていますけ

ど、アマ時代の 25歳くらいがピークだったんじ

ゃないかな。ロス五輪ではベスト 8でしたね」 

――山田さんにとってオリンピックとはどんな

存在でしょうか？ 

「1度経験をして、2度目を目指してかなわなか

った。そのままそんな存在です。だから娘で 2

度目。一代でかなわなかったら二代で、二代でか

なわなかったら三代。三代でかなわなかったら四

代って気持ちがあるんです。今年から異動になっ

た九州でも頑張りますよ！」 

 

[PROFILE][PROFILE][PROFILE][PROFILE]    

やまだ・わたる◎1966 年 12 月 10 日東京都

中野区生まれ。駿台学園高校入学後にボクシング

を始め、3 年生の時にインターハイ優勝。拓殖大

時代にフェザー級でソウル五輪に出場するなど、

多くの実績を残し、引退後は 98 年から 01 年ま

で、自衛隊体育学校の監督も務めた。弟の茂さん

も駿台学園で 5 年の 4 人の高校王者を育成して

いる。全国今年 3 月から久留米の陸上自衛隊幹

部候補生学校へ転勤。母校の駿台学園高に通って

いた次女の夏冴も佐賀女子高へ移っている。 

 



 

辞めたらつかめた「客観視」辞めたらつかめた「客観視」辞めたらつかめた「客観視」辞めたらつかめた「客観視」    

    川内川内川内川内    将嗣将嗣将嗣将嗣    

――今秋に韓国・仁川で行われるアジア大会の代

表選考会は、勝敗をつけなかったものの、事実上、

久々の試合でした。 

「減量も 1年半ぶりだったので、早い時期からコ

ンディションを整えて、スパーリングでなるべく

感覚を養って、急ピッチで自分を選手に戻しまし

た」 

――大学進学後からもうずっと 64kgですが体重

は問題ないですか？ 

「余裕です。陸上自衛隊幹部候補生学校から帰っ

て来たときは、結構体重が上がっていたってだけ

で、専門のトレーナーと食事と練習のメニューを

調整したらラクに戻りました」 

――選考会でのボクシングには、動きにかつての

柔軟性が戻っているようでした。 

「ボクシングを 1度休む前は、強く打ちこまない

と、1点として認めてくれないルールの名残があ

って、どうしても足を停めたり、力んで打とうと

していました。でも平野義幸コーチから“フット

ワークと、しなるパンチ”を指示されて、自分も

そうだと思っていたんで、それができたんだと思

います。昔は練習を頑張るほど狭まっていた視野

が、辞めたらすっと力が抜けて簡単に広がった。

客観的な意見を聞いて、それも試してみる。次は

ほかのことも試してみる。自分の感覚も大事です

けど、採点するのは他人ですし。そこがロンドン

前とは違います」 

――今が一番強いと思いますか？ 

「さすがにまだですね。清水（聡＝ロンドン五輪

バンタム級銅メダリスト）は AIBAプロボクシン

グの路線を選びましたけど、自分は今後も 3ラウ

ンド制のスペシャリストを目指すつもりです」 

――ロンドン五輪の出場を逃してから、“もうボ

クシングに満足がいった”と語っていた時期もあ

りました。 

「幹部学校にいる頃、テレビで村田（諒太＝同五

輪ミドル級金メダリスト）のデビュー戦を観て、

福岡で九州大会や国体予選に行きました。それが



刺激になって、幹部学校の卒業が近づいてきたら

村橋監督に“もう一回やれないですか”と相談し

たんです。監督も“本腰を入れてやるならいいん

じゃないか”と言ってくれたんで、ロンドンで頑

張れなかった分だけ頑張ってみよう。そう思った

流れですね」 

――東京五輪が決まった影響もありますか？ 

「それは全然ですね。北京五輪が通過点、ロンド

ン五輪をゴールだと思ってやってきて、それが果

たせなかった後悔から延長戦をやっているだけ

なんで。まあ、今後の内容次第ですね。リオに行

ける、行けない云々のレベルだったら東京どころ

じゃない」 

――では目標はリオ五輪ですか？ 

「リオの表彰台入りです。ロンドンで、村田と清

水がメダルを獲ったので、快挙を起こすというよ

り現実的な目標になったと思います。あとに続き

たいという感じですね」 

――社会人のボクシング文化には川内選手の継

続している姿勢が大きいと村田選手が言ってい

ました。 

「確かに北京五輪が終わったときに、仲間が誰も

いなくなりました。ここで自分が続けたのは、こ

の競技を何とかしたいって気持ちもあったから

なんですけど、あとから復帰した村田や清水、須

佐さんがロンドンに行ってくれたじゃないです

か。自分は北京五輪以降、勝てていなかったんで、

納得はできました」 

――村田選手は川内選手について、“キャリア初

期は、重心を落とさずにそのままパンチを出して

いた。それを理論的に重心を落として打つように

なってからパンチがワンテンポ遅れて長所が少

し減った”と分析していました。 

「7 年前に世界選手権で銅メダルを獲ったとき

は、パンチに力をこめてないどころか、握ってい

ない選手も多かった。“鬼ごっこ”みたいなタッ

チゲームだったじゃないですか。自分も感覚的に

そういうボクシングをしていたんだと思います。

今でもあれをやっていいのか、一概にはいえない

気がします」 

――プロボクシングでもセルゲイ・コバレフ（ロ

シア＝WBO世界ライトヘビー級王者）が同じ打

ち方（腰を落とさないパンチ）をやっていますが。 

「とりあえず今の自分の敵は、“力み”です。か

なり抜けてきましたけど、まだ、強く打とうとし

て軌道が大きくなっています」 

――度重なるルール変動の影響ですね。高校時代

の恩師だった山口正一監督は、北京五輪からのル

ール改正を“刀を没収された侍のようだった”と

言っていました。 

「今までは長距離のストレートパンチで点を稼

いでいたのに、それが“力不足”として認めても

らえなくなりました。最初は、今までのスタイル

でなんとか切り崩していこうと思ったんですけ

ど、それがダメで、仕方なく距離を近づけて、足

を停めたブロッキング合戦をするしかなかった。

ロンドン五輪前にまたルールが変わって点が入

りやすくなったんですけど、変な癖から抜けきれ

なかったです」 

――高校時代は、相手が来たタイミングに、自分

も踏み込んで、距離をつぶしてさばくという戦法

で 3冠を制しました。 

「今は変えています。最近はガードの上を打って、

入ってきたところにゴツっと打つ。そうすると相

手は“入れない”と直感しやすいです。そこで焦

っている間にこっちが反撃するパターンを主に

考えていますね」 

――印象採点では積極性を問われます。川内選手

は、剣道で培った遠めの間合いを維持するため、

必然的に受け身になりがちでした。 

「それでも勝てるのが国内の試合で、それだと勝

てないのが国際大会でした。それに、今の採点で

はあとに当てたパンチが印象に残りづらいです

ね。ただ、乱打戦みたいになれば、最後に当てた

ほうが好印象が残ります。こうした印象をもっと

具体的に研究していくことが、紙一重の実力勝負

で差をつけると思います。今までは有効打の単純

な取り合いだったので、ガードの上を叩いても意

味がなかったですけど、今はガードの上を叩いて

も止めることができるし、崩すこともできる。ク

リーンヒットにつながらなくても打つべきです」 

――先手を取る中で変えたことはありますか？ 

「ネットで最新の世界選手権を動画で観て、プラ

スできる技術を探しています。今のルールでは、



ファイターもいるし、ボクサーもいる。昔はファ

イターばっかりだったし、その前はボクサーばっ

かりでした。色々な戦い方があるので、色々試し

ています」 

――現時点での日本は、ジュニアやエリート、女

子が未知数ですが、世界ユース選手権では 2大会

連続で、急成長を証明しています。 

「メダルの獲得ランキングも 1位は、衰退してい

たアメリカでした。10 点法の導入で、プロの色

が強い国が生き返った感じですよね。ただルール

が頻繁に変わるのがオリンピック種目なんで。分

からないですよ」 

――そう考えると、ヨーロッパは圧倒的に国際大

会の数が多く、試合で感覚を調整できます。 

「それはありますね。大会自体で１試合しかしな

くても、スパーリングは毎日できるし、色んな選

手の試合を生でいくつも観られます」 

――五輪種目のルールが頻繁に変わる中で、ひと

つコツがあるとすれば、村田選手がブロッキング

戦法を見出したように、あまり画期的な勝ち方を、

いち早く見出すことがあると思います。 

「あれも研究され始めたら、簡単には通用しなく

なると思います。それに、今のルールだと、１ラ

ウンド目をとられたらもう崖っぷちです。“打た

せずに打てば勝つ”という基本は、どれだけルー

ルが変わっても変わらないですけど、微調整は必

要ですね」 

――採点を研究するなかで、国際大会の採点は大

きくばらつくことをどうとらえていますか。 

「ブロックの上を打たせていることがどう影響

しているのか、映像を観ていても、分からなくて、

採点もスプリットだったり……。なおさら打ち合

いたくないって思いますね」 

――日本の選手は相手との遠い距離を強引に詰

めようとして、空回りと言っていました。 

「海外の選手は入りこむまで何もしないんです

よ。そのほうがこっちも合わせづらい。自分は入

りこまれたら対応しません。対応したら相手の思

うツボだから、ブレイクに持ち込みます。そのご

まかしを打ち合う練習以上に磨いていますね。佐

藤龍士（自体校）とスパーリングをやっているの

でファイター対策はばっちりです」 

――復帰して、ボクシングをできる喜びを感じま

すか？ 

「1度離れると、競技に専念できる環境がいかに

幸せなのかを痛感しました。そういえば幹部学校

では中学時代ぶりに剣道もやりました。どうして

も、ボクシングになっちゃいましたね（笑）。ボ

クシングでは剣道の間合いが役だったのに、逆は

役に立たないかも。もっと長くやってみたら分か

らないですけどね」 

――アジア大会の目標を教えてください。 

「とりあえずは、そのときのベストパフォーマン

スを目指して、今の自分がどれくらい通用するの

か試したいです」 

――94 年・広島大会での八重樫剛（東京農業大

＝ライト級）以来、日本はアジア大会の金メダル

から遠ざかっています。 

「自分も復帰したばかりで、目標は優勝とは言え

ないです。前回の 1回戦みたいな空回りで負けな

いようには気をつけます」 

――これからも強くなれると思いますか？ 

「そうですね。もっとああすればよかったってこ

とをいくつも感じたから戻って来たわけですし、

それをできるようになったら、また世界の頂点を

目指せるイメージをします。それに、いいパフォ

ーマンスをしなかったら、さすがに“いつまで続

けているんだ”って視線もありそうですからね。

気を引き締めて頑張ります」 

 

[PROFILE][PROFILE][PROFILE][PROFILE]    

かわち・まさつぐ◎1985 年 11 月 25 日佐賀

県鹿島市生まれ。龍谷高校時代にライト級で高校

3 冠を制覇。専修大学進学後は、1 年目の全日本

選手権・決勝で亀海喜寛（帝京大学）に敗れてか

らは国内無敗。07 年世界選手権で、日本人とし

ては 29 年ぶり、史上 2 人目の銅メダルを獲得

（1 人目は年のフライ級・石井幸喜）。北京五輪

への出場権を獲得したが、同五輪では初戦でマヌ

ス・ブンジュムノン（タイ）に敗れた。それ以前

から「ロンドン五輪がゴール」と宣言しており、

選手続行の姿勢に、村田諒太ら、多くの社会人が

触発された。 

 



 

コラム：コラム：コラム：コラム：ソ連の元トップソ連の元トップソ連の元トップソ連の元トップ指導者指導者指導者指導者を訪ねてを訪ねてを訪ねてを訪ねて    
 この崩壊数年前のソビエト連邦から招かれた

名指導者、ジミン・アレクサンドル氏（写真右。

左は奥さん）から、筆者も以前にご指導を――と

いうよりはお叱りを受けたことがあった。05 年

5 月 16 日の後楽園ホール、勝者会見後の控え室

でのことだ。ジミン氏は、ぎらついた青い目をこ

ちらへ向けると、“お手上げ”のポーズを取って

筆者に言った。 

「あきらめろ！キミがやろうとしていることは、

マフィアに 1人で乗り込むようなもんだ」 

 それは現地に何の伝手もなく、ロシアの格闘技

をして回りたいと申し出た 3度目だ。 

「ビッグ・プロブレム！」 

 「ノー・プロブレム」が口癖で知られた名参謀

のジミン氏がそう答えただけに、己の計画が、そ

の時点ではいかに無謀だったかを自覚した。 

この日のメインイベントでは、教え子のサーシ

ャ・バクティン（協栄）が、日本バンタム級王座

の７度目の防衛に成功していた。 

 ジミン氏が声を荒げたことで、帰り支度をして

いたサーシャも「どうしましたか」と耳を傾ける。

そして何度も「ダー」と相づちを打ちながら聞き

終えると、筆者の肩をたたいて「やめておけ」と

首を振った。 

 サーシャの眼も青かった。そしてバッグを担ご

うとする腕は槍のように長く、顔はあまりに小さ

い。ボクサーとして、反則級に恵まれたプロポー

ションで、18歳までに 134戦 130勝（60KO・

RSC）４敗。世界ユース（当時の名称はジュニア）

選手権 3位など、実績は申し分なかった。 

基礎知識までに「サーシャ」とはアレクサンダ

ーやアレクサンドルの愛称。たとえばアレクサン

ドル・カレリンやエメリヤーエンコ・アレクサン

ドルもサーシャと呼べる。ジミン氏もそうだが、

これはあくまで愛称であり、敬意を表す相手には

使わない。だからジミン氏はサーシャをサーシャ

と呼んでいたが、サーシャはジミン氏をサーシャ

とは呼ばなかった。 

 実際の身体だけではなく、サーシャは動きもミ

ステリアスな存在だった。グローブを付けずにサ

ンドバッグを殴ったり、拳でくるりと弧を描くフ

ェイントを駆使したり。練習着にポロシャツとい



うのも、日本人には新鮮で、その背面には"ＣＣ

ＣＰ"（ソビエト連邦の略称）と刺繍してあった。 

 このＣＣＣＰが 91年に解体される前から、ロ

シアからは多種競技のファイターが来日し、しば

しば背筋の凍るようなＫＯを見せてきた。。彼ら

のパフォーマンスはあまりに秀逸で、あまりに異

質だ。 

 筆者が控え室を出ずにいると、ジミン氏は再び

心を歩み寄らすように、技術論を口にした。 

「今日もサーシャの相手はヘッドバットで来た

だろ？ 法律を勉強している昔の金メダリスト

が言っていたよ。頭はクリスタルでできているよ

うなもんだ、攻撃に使うものじゃないって。でも、

我々の相手はいつも頭から突っ込んでくる。しか

し我々はまったく目を切らないし、青タンも作ら

ない。我々のボクシングは芸術なんだ」 

 長槍のようなサーシャのパンチで、異彩を放っ

ていた１つが、日本人にとって予期せぬ軌道で伸

びてくるフックだ。野球のシュートのように手を

ねじり込み、大きな軌道で遠くへ放つ。威力には

欠くものの、ストレートと同じ位置まで手が届く

ため、最長距離での攻撃にバリエーションをつく

ることができる。 

 こうした技術を指導し、選手からも信頼されて

きたのがジミン氏だった。以下は元日本＆ＯＰＢ

Ｆ東洋太平洋スーパーライト級王者の佐々木基

樹がネット上に記載したジミン氏の指導論だ。 

 

*************************** 

 風邪をひいたら「ゴー・ホーム！」。怪我をし

たら、その完治を優先させる。疲労がたまってい

るときはメニューを軽めにする。じゃあ楽なのか

というと、教え子に明らかに無理をさせている日

があった。聞いてみると「これはハートのトレー

ニングだ」。 

 １週間のサイクルでメニューが組まれていて、

今日は主にパワーをつける、今日は主にスタミナ

をつける、といった具合に、メリハリがある。肉

体を酷使したから翌日は頭のトレーニングをし

ようと言って、様々なパターンの動きを練習した

りする。 

 ジミン氏によると、ソ連では食事管理は当然の

こと。サンドバッグにはパンチ力測定器が内蔵さ

れていて、１ラウンドに何発パンチを放ったか、

そのパンチ力はどれほどの衝撃度だったのか、そ

の選手のそのラウンドの平均パンチ力はどのく

らいだったか、合計したパンチ力はどれくらいだ

ったか、さらにそれらのデータをコンピューター

で管理して、その選手のデータもできあがってし

まう。もちろんそのデータはあらゆる角度から刻

まれたデータであり、練習前の血液中と練習後の

血液中に含有される酸素量などから導きだされ

る心肺機能の能力なども含まれる。そんな国のナ

ショナルチームでヘッドコーチを頼まれていた

というのだからすごいはずだ。ハードトレーニン

グの日に手を抜いていると、心拍数でばれる。１

分後に計りなおして、心拍数の回復具合を診るか

ら、しっかりロードワークしているかどうかもす

ぐにわかる。 

****************************** 

 映画『ロッキー４』に登場するソ連の殺人鬼、

ドラゴを肉体改造したトレーニングは、根も葉も

ない幻想ではなかったのか。ただ、冷血漢のドラ

ゴとは異なり、ジミン氏には情熱がたゆまない。

その合理的メニューには人間的な「表情」があり、

クールどころか、温かみすら感じさせられる。 

 筆者は文頭の叱咤を冷静に受け止め、日本語を

話せる現地記者にガイドを頼み、秋のロシアへ足

を踏み入れた。12 月は極寒と呼ぶほど低い気温

ではなかったものの、ジーパンの下はしもやけの

ようにかゆくなった。ロシアを攻略できずに撤退

したナポレオンの人形が、小馬鹿にしたようにチ

ビっこく、街によく立っていたのを覚えている。 

 公営の体育館は練習環境にも競技人口にも恵

まれていて、民間の多目的ホールでは、様々なレ

ッスンが、時間によって部屋を共有していた。例

えば、18時からアマキックで 19時半から合気道

など。アマムエタイ、ボクシング、ダンスのあと

にはテーブルが運ばれてきて卓球が始まったり。

極真空手の時間には、フランシスコ・フィリオ（ブ

ラジル）が外国人として初めて世界一となった試

合を見て、翌日に大道塾から転向したという熱血

漢が、独りでサンドバッグを蹴り続けていた。 

 アマキックの世界王者からプロボクシングへ



転向し、連勝している男はこんなことを言った。 

「ボクシングでは使う技術が減ったけど、層が厚

いから苦労しているよ。層が厚いとは力ずくが通

用しないってことだ」 

 この国の格闘家たちは、妙に気の利いた哲学を

よく口にすると思った。 

 そもそも、格闘技をやっている人間を、格闘家

とくくること自体、俗称「おそロシア」では不適

当かもしれない。路上で２人の男が話していて、

途中でふざけてパンチを出した時も、自然に出た

のはロシアンフックだった。この打ち方が一般的

である上に、ロシアでは格闘技が、あまりに一般

に馴染んでいると、しばしば痛感させられた。 

 基本的にはどこも合同練習で、ウォーミングア

ップは部屋を大回りするようなサーキット形式

が多い。笛が吹かれるとその瞬間に指定されたパ

ンチを放つ。再び走る。 

 ガイドをしていた記者の携帯電話へ、筆者への

伝言が入った。 

「アレクサンドル・バクティンという男が今夜、

食事でもどうかだそうです」 

 

 

（写真：右から 2番目がサーシャで、彼の帰国を

祝っているのも格闘技経験抱負な友人たち） 

 

 休暇中のサーシャと再会したレストランは、

80 年モスクワ五輪のために建てた巨大ホテルの

中にあり、彼は３人の友人と一緒だった。１人は

引退した元選手で、１人はアマチュアボクシング

前・ロシア王者。もう１人はこの日、全ロシア・

サンボ選手権で優勝した帰りのサンビエストだ

った。 

「ロシア語を話せるガイドがいるなら、別に俺も

ジミンさんも反対しなかったさ」 

 そう言いながら、サーシャはソリャンカと呼ば

れるスープをすすった。そして人間的というより

も、日本人的な一面を見せる。 

「ラーメン屋の中本を知っているか？ とんで

もない辛さだな……」 

 格闘技についても初めて多く話した。 

「ロシア人の強みは幼少期から多くの大会に出

場できることだ。日本でも小さいころから競技に

取り組むことはある。でも、大会と賞与がないと、

完璧じゃないね」 

 そんな話は、のちに日本ボクシング界が小中学

生の大会を解禁し、改めて納得がいった。 

 協栄ジム・現会長の金平桂一郎氏がサーシャた

ちを日本へ招く約 11年前、前会長の金平正紀氏

はペレストロイ政策の一環で、ソ連のトップ選手

を数名招いた。通称「ペレストロイカ軍団」は一

斉に来日したのではない。「精密機械」の異名を

取ったユーリ・アルバチャコフによれば、最初に

スラフ・ヤノフスキーが契約し、スラフ・ヤコブ

レフ、オルズベック・ナザロフ、ユーリと続き、

それから重量級のルスラン・タラモフ、ラムザ

ン・セビエフ、ウスマン・アルサリエフ、アレク

サンドル・ミロシュニチェンコが加わったという。

以下は世界選手権 3 位の実績も持っていたナザ

ロフから聞いた出発前のエピソードだ。 

「ソ連のスポーツ界でも顔の利くアントニオ猪

木さんがやってきて、日本で成功しそうなメンバ

ーを選ぶオーディションがあったんだ。私が選ば

れたのはソ連選手権でコスタヤ・ジュー（元

WBA・WBC・IBF 世界スーパーライト級王者）

に負けた直後のことだったよ。盲腸のリハビリ中

だったんだけど、ジューには負けないと思ってい

た。私は幼少期からソ連のスポーツ委員会で才能

を評価され、サウスポー専門のコーチに指導を受

けてきたんだ」 

 サウスポースタイルのナザロフは、隙を見て連

打する拷問のような左ボディアッパーで、敵の多

くをキャンバスでのたうち回らせた。ただ、アマ

選手たちの間で、最も驚愕だったのはソウル五輪

の金メダリストであるヤノフスキーの技巧だ。の



ちに日本王座を 22度防衛するリック吉村（石川）

も軽くあしらっている彼は、誰でもアウトボック

スしきったが、そこにこそ、大きな難点があった。 

 ヤノフスキーは相手を追い詰めず、いたぶり続

けるように判定までペースを乱さない。試合の見

応えには大きく欠いた。また、少なからず、ビジ

ュアルも影響があったという声は少なくない。シ

ョールという少数民族のユーリはほぼ東洋人。

「ユーリ海老原」のリングネームから、筆者の父

は日系人だと勘違いしていたほどである。在キル

ギスのタジク人であるナザロフも、ジムの先輩で

ある具志堅用高に似ているから「グッシー」と呼

ばれただけあって、まだ日本人に近いが、ヤノフ

スキーはベラルーシの白人。感情移入をしづらか

ったのは確かだ。 

 そして、彼らの認知度に大きな差を生んだのが

92年 6月 23日。「世紀の大茶番」と酷評された

俳優ミッキー・ロークの前座で、ユーリがＷＢＣ

世界フライ級王者ムアンチャイ・キティカセム

（タイ）に、スペクタクル性あふれる激闘を繰り

広げたのだ。ダウン応酬の末、最後はユーリがク

ロスカウンターで８回ＫＯ勝ち。ソ連史上初のプ

ロボクシング世界王者に輝いた。 

 

 

（写真：サンクトペテルブルクにいたユーリ氏。

時折、かなり忘れたという日本語も口にした） 

 

 以後、王座を９度防衛したプロセスをユーリは

こう振り返っている。 

「アマでは感動させなくても勝てばいい。リスク

を背負ってまで倒しにいくなと教育されていた

が、プロになったら、ジミンさんから倒すように

指示されるようになった。好戦的なスタイルにな

ったら、接近戦で苦戦をすることもあったけど、

距離を取ったらそれで済む話だった」 

 そんなユーリも後半は精神的な疲れが明らか

に見え、王座から陥落した１敗で引退。ヤノフス

キーは世界王座を取らぬまま引退、ナザロフはＷ

ＢＡ世界ライト級王座を取ったものの、強さに人

気が通わず、フランスへ移籍後、やや弱ったころ

で、同じプロモーターの契約選手に敗れ、網膜剥

離の治療が遅れて左目の視力を失った。ペレスト

ロイカ軍団で、最後に残った３選手は、いずれも

わずか１敗で退いている。 

 その後、桂一郎氏は「トップ選手ではなく、今

度は若い選手を」というリクエストをロシア側へ

出し、サーシャとマル・マトベイが選ばれた。日

本の選手たちとは一線を画した技術力を持って

いることも初期メンバーと変わらなかったが、

「親近感」という課題も変わりなかったかもしれ

ない。 

 そして、当時のバンタム級最強だった長谷川穂

積（真正）との対戦は実現することなく、近年、

ロシアを拠点に戦っていたサーシャだが、昨年４

月、メジャー団体の世界王座を取れぬまま（マイ

ナー団体の王座は獲得）、そして無敗のまま引退

した。 

 現在、協栄ジムには旧ソ連圏の選手は所属して

いない。ただ、彼らの住まいだった綾瀬のマンシ

ョンは、後援者のご好意で、安値でジミン氏に売

られた。 

昨年 11月、妻と共に、合理主義の天才とよば

れた指導者は、余暇を楽しみ東京を訪れた。 

 

――ジミンさんはロンドン五輪で日本人が再び

オリンピックで金メダルを取れると思っていま

したか？ 

「この国へ来て、日本人はロシア人よりも戦うこ

とに向いた精神を持っていると思いました。ただ、

打たれることを拒まないことには賛成できなか

った。ロシアではパンチをもらうなと言いますが、

日本人の多くはもらってもひるむなの戦法でし

たね」 

――日本自体の文化をどう思いましたか？ 



「極東の日出ずる国だというイメージはありま

したが、ほとんど何も知らない国でした。月謝を

払ってジムへ通うことから驚きでしたね。スポー

ツを専攻してきた私にとって、ソ連は“制限のな

い連邦”だったんです。スポーツをやるにもバレ

エをやるにも自由。総合体育館で様々なスポーツ

を行うことができ、コーチがお前はボクシングを

やったほうがいいとか、体操が向いているとか、

約 1年を費やして選んでいくんです。そうなると

目的意識も大きく異なりますね」 

――練習も旧西側と旧東側で大きく異なります。

たとえばロシアでは天井を指さして、クルクル回

ってからシャドーをするという練習を何度か見

かけました。 

「パンチを受けてもクラクラしても倒れない練

習です。“ダウンを免れろ！”だけではなく、ダ

ウンをした時の訓練もします。私はまず、日本の

練習を模倣してみることから始めました。でもい

まいちしっくり来なかった。日本に来てから、本

当に色々なことを試しました。それがよかったの

か、そうではないのかは、今でも分かりません。

ただ当時、ソ連からアメリカへ行ったチームもあ

りました。彼らはソ連スタイルのまま戦っていま

した。それでも、彼らの成績は伸びなかったので

分かったんです。我々は、独自の練習法を探さな

ければならない」 

――たとえばユーリ選手は有効打の数を競うア

マチュアボクシングの元エリートらしく、拳をあ

まり返さずにストレートを打っていました。これ

なら少ないモーションで、相手を驚かすように倒

すこともできます。 

「しかし伸びや威力には欠きます。だから日本で

戦う中で、独自にねじり込むストレートを開発し

ました」 

――その右ストレートを相手の左ストレートに

合わせて放つパンチは「ライトクロスカウンター」

として一世を風靡しました。リスクが大きいから、

漫画でも劇的に描きやすかったと思います。 

「ハイリスクでもノー・プロブレムでしたよ。そ

れだけ徹底的にあのカウンターを練習したのを

よく覚えています」 

――ロシアと比較しなくても、日本人の練習は攻

撃に特化していると思いませんか。 

「残念ですがそう思います。ボクシングはダンス

のようにと指導します。ボクシングで最も大事な

ものは防御。防御のために足があり、足のために

パンチがあると思います。日本人は位置取りを研

究すべきです」 

――旧ソ連でもカザフスタンやウズベキスタン

など、格闘技大国はありますが、ロシアがそれを

上回ることが多いです。 

「ソ連時代からロシアがイニシアチブを取って

いましたし、ボクシングやレスリングでは、国家

的な投資は今も続いています。やはりお金の集ま

るところに人材は集まりますね。昔はレーニング

ラードが最も強かったですが、今はモスクワに強

い選手が集まるようになりました」 

――ペレストロイカで最終的に残った３選手は

どんな性格でしたか？ 

「ユーリは目的意識が高く、すべてを身に付けよ

うと練習に励む男でした。ナザロフの気質も似て

いましたが、感受性の豊かな男でした。ヤノフス

キーは技術的にも性格でも多様性のある男でし

た。彼はみんなをまとめるキャプテンでもありま

したね」 

 

 

（写真：89 年のソ連選手権・決勝でナザロフは

コスタヤ・ジューに敗れた。この悔しさは日本を

舞台にプロでぶつけることになる） 

 

――ジミンさんは、彼らの性格を踏まえた指導を

行ったと。 

「でも指導では無理なこともある。ユーリは最後

は戦いに疲れはて、10 度目の防衛戦でリングへ

向かう前、私に言ったんです。“今日は勝たない



からね”って」 

――栄光と挫折を繰り返す中で、なぜ指導へなぜ

情熱を注ぎ続けられるのですか。 

「それがボクシングの魅力でしょう。私は芸術づ

くりに夢中なんです。それは記録上の数字と合致

するとも限らない。戦績や獲得タイトルなんか私

にとっては大してあてにならない。ソ連の判定は

政治で大きく左右された。だから目の前で少し動

かせればそっちのほうが一目瞭然です」 

――ペレストロイカ軍団が来日した際、ソ連の選

手たちの要望であなたは日本へ招かれました。こ

の任務を今、どうとらえていますか？ 

「成功したと認識しています。一番の幸いは先代

の会長があなたの好きなように教えてください

と言ってくれたことです」 

********* 

このインタビュー後、少しジミン氏が席を外し

ていた間に通訳がこんな話を口にした。 

「私はサーシャの試合をいつも、セコンドのすぐ

近くに見ていましたが、彼は徹底してジミンさん

の指示に従っていました。それを見ていたから予

想がつくのですが、新たにタッグを組んだアレク

サンデル・ポベトキン（アテネ五輪スーパーヘビ

ー級金メダリスト）とは意思の疎通は取れていな

いはず。ラフに距離を潰しに行くスタイルは、ジ

ミンさんの好みではないですから」 

 実際にポベトキンは、この後にジミン氏とのタ

ッグをあっさり解約した。選手との年齢差が広が

る中で、さすがのエリート指導者も、意思の疎通

に苦労し始めているのかも知れない。 

 ジミン氏がたびたび来日する理由は、氏自身の

「戦い疲れ」もあるのだろうか。食事さえ「戦い

の一環だ」と言っていたジミン氏に、帰り際、和

食は口に合いますかと尋ねると、その目がふいに

優しくなり、癒やしを求めるようにこう言った。 

「大好きです。世界一の健康食ですよ」 

 時代は確実に流れている。口を開けて見上げる

ほど、崇高に思えたサーシャの世界ユース選手権

3 位に、2014 年には日本の高校生が 2 人も到達

したのだ。 

 

（終） 


