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 今回の編集中に、中央アジアのウズベキスタンから吉報が入った。1999年と 2000年生まれを

対象に行なわれていたアジア・ジュニア選手権で、15歳の中垣龍汰朗（写真＝日章学園高校）が

52kg級優勝をはたしたのだ。2年前の前回大会でも、日本は銅メダル 5個を獲得していることを

ふまえれば、今回の金 1･銀 2･銅 1という成長を期待できたかも知れない。ただ、日本は前回、ひ

とつも攻略できなかった「ジュニア育成におけるアジア 2 強」のカザフスタンとウズベキスタン

を、ひとつ攻略できたことをどうとらえるべきか。他階級で“ウズベク＆カザフ”が優勝した階

級はひとつだけ。それがウズベキスタン代表を中垣が破った 52kg 級だった。中垣は小中学校時

代に 13勝（11KO）2敗。重岡優大と田中湧也に 1度ずつしか敗れていない優等生だが、今大会

前、特別に注目されていたわけではなく、本人も部活で先輩に勝てないと語る。昨年には世界ユ

ース選手権でも、保坂剛（東福岡高校）と鈴木稔弘（駿台学園高校）が銅メダルを獲得。彼らも

直前の高校選抜で優勝を逃したとなれば、「抜群」とまでは表現しがたかっただろう。それでも、

日本の快進撃がジュニアとユースで連続している。新潟県連理事長の鶴木良夫氏は、以前に国際

大会へ派遣された日本の高校生たちについて、「誰かが 1勝すればよく頑張ったと帰国できた」と

回顧した。今大会中、前半にコーチ陣に加わっていた東京農業大学監督の山本浩二氏は「場馴れ

の面で劣った感こそあったが、すでに日本は（ウズベキスタンやカザフスタンに）技術的な引け

を取っていない」と認識した。日本で「抜群」ではない選手が活躍する。これは日本全体のレベ

ルが高まっている証である。また、中垣はこの快挙をきっかけに「抜群」へ成長する機運もつか

んだ。もちろん、途中で敗退した選手も、代表に選ばれなかった選手も、悔しさは無駄にならな

い。大切なのは意識をすることではないだろうか。 

＜取材・編集 善理俊哉＞ 
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――高校時代に同級生だった山下泰裕さん（のちの

ロス五輪・柔道金メダリスト）とは、柔道で戦った

ことがございますか。 

木庭 いえいえ。中学まで一緒に練習していました

が、体格に大差がありましたから。熊本県内の同じ

勝ち抜き戦にエントリーして、私は 19 連勝をして、

20 人目で引き分けましたが、最多勝利でした。勝ち

抜き戦は体重の軽い方から始まって、山下さんは大

柄でしたので、勝ち抜きようがなかったんですね。 

――山下さんは柔の道を極めますが、木庭監督は中

３からボクシングに移って高校２年、３年でインタ

ーハイを連覇。１年生のインターハイでも決勝に進

出しています。 

木庭 具志堅用高さんに負けました。巧みな出入り

とスピードに恵まれていましたね。 

――この翌年に具志堅氏はプロへ転向。ＷＢＡ世界

ライトフライ級王座を 13度防衛しますが、木庭監督

は進学した日本大学時代に山下さんと同様、モスク

ワ五輪のボイコットを体験します。 

木庭 代表権は「ベルト争奪戦」という形で試合が

組まれ続け、最後にベルトを持っていた王者に出す

というルールでした。大学を留年させてまで争奪戦

を勝ち抜いた末の不参加でしたので、選手としての

気持ちが途切れてしまいました。 

――その後、九州学院高校のコーチに就かれますが、

同校は 80年代、東海第二高校の「右利きサウスポー

軍団」に苦戦する時代を迎えます。 

木庭 私は当時、審判がメインで、指導にはまだ携

わっていなかったのですが、対策をするには大変な

強敵ぞろいでした。全国大会に連れて行く選手が全

員優勝する。あの伝説が大きく影響して、高校生に

は今も右利きサウスポーが多いんだと思います。 

――この指導者だった本田憲哉氏の指導は、選手を

家に住み込ませ、他校との交流を禁止し、剃りこみ



を入れさせ…。「このフックを見ておけ」と試合映像

を見せるといったものだったそうです。 

木庭 イメージングは重要ですよ。私も選手に大会

で優勝するまでをイメージさせます。逆に勝たない

といけない試合なら、勝ちを意識しすぎるなと言い

ます。 

――自信を持てない選手にはどうされますか？ 

木庭 始まったら逆にワンツーを思いきり打ってみ

なさいとよく言っています。 

――吹っ切れさせるためですか？ 

木庭 相手がどう反応するかで技術力が見えやすい

からです。私は後手に回ってカウンターを合わせる

タイプでしたが、高校２年のとき、こうした「先手

の利点」に気づけたことで、先手を磨けました。 

――後手で合わせるものでは、九州学院の選手が使

う技として、後ろの手のストレートを出しながら下

がって、相手がパンチを出した瞬間に前の手のフッ

クを合わせるものがあります。 

木庭 最初のストレートは戦いの心理を利用したお

とりです。試合では攻撃のチャンスを逃してはいけ

ないという意識があります。だから、もしおとりだ

と気づいても打たないといけないと思ってしまう。

ここに合わせるのが外れたとしても、次の攻撃につ

なげればいいわけです。 

――究極のサウスポーの１人、ギレルモ・リゴンド

ウ（キューバ）もそれを使いますね。リゴンドウの

防御は、最も得意なバックステップ以外に、頭の位

置をずらす連続でも絶品なものを披露します。 

木庭 サウスポーはよく頭を左にずらして攻撃を外

しますが、反対側にずらすことも効果的です。ここ

で必要なのはタイミング以上に勇気かな。でもコツ

をつかめば相手の攻撃エリアから完全に回避できる

わけですし、そこから攻撃も可能です。 

――九州学院高校にはサウスポーが多い印象です。 

木庭 でも強制はしていないんです。本人が「構え

やすい」と言ったらサウスポーにさせますが、しっ

くり来なかったら早めに戻させます。柔道では私が

やっていた頃は、右利きなら右足が前。ボクシング

のオーソドックス型のように左足を前に出す右利き

はほとんどいませんでした。利き手を前に出すと勇

気が出ますよね。逆に武器にしないといけない左の

習得には苦労する。そういった特徴をふまえていれ

ば、右利きでもサウスポー型に構えていいと思いま

す。 

――そんな方針の印象を部のＯＢ数名が「自由」と

表現していました。 

木庭 私自身にスパルタ教育がしっくり来ませんで

した。骨格や運動能力が千差万別であることを考え

ると、自分に合わせた分だけ、自発的に練習するの

がいいと思います。 

――それは「ゆとり教育の成功パターン」とも言え

ますか？ 

木庭 やる気は「伸びるタイミング」ではこみあげ

てきます。これを容易に引き出せるものかどうかは

難しいところですが、そのからくりは何かを理解し

たタイミングですよね。習得したいと夢中になる。

言い方を変えれば理解できない練習は面白くない。 

――以前に「九学は入部してしばらく構えしか教え

ない」と伺って、いかにも名門校のイメージに合っ

た厳しさを持っていると思いました。 

木庭 構えにだけは時間をかけたかったんです。中

途半端でパンチを覚えて、スパーリングに入ったら

崩れたまま成長していきますから。 

――どんな構えならパンチの段階に行けるのでしょ

うか。 

木庭 「かっこいい」と自分で思えたときです。構

えだけではなく表情も。 

――実は OB が「自由」の次に挙げた特徴が「天才肌」

でした。ピンポイントの指導でトータルの理想を思

い描かせるというか…。 

木庭 「口すっぱく」よりも、たまに言うほうが、

有効なときがあります。私は「ベルト争奪戦」の時

代にエディ・タウンゼントさん（故人）の指導を受

けていました。多くを説明しない方でしたが、信じ

れば間違いないと思わせる指示が巧いんです。イン

ターバル中、「コバ、今日の相手はこう。２回くらい

ダウンを取らないとおかしい」というと、信用する

から余計にそういう結果になってしまう。エディさ

んに感化された影響が大きいかも知れないです。 

――具体的に、何かひとつサウスポーへの基本対策



技術を挙げて頂けますか？ 

木庭 外してアッパーがひとつですかね。打ったあ

とも重要で、以前のコンピュータ採点なら打ったら

横に逃げるでもよかったのですが、今のルールでは、

これを突破口に少し深追いしないといけない。 

――今の採点はプロボクシングと類似しています。 

木庭 パンチを当てられなくても好印象に結び付け

られる展開もあります。ジャッジの「好み」もあり

ますので、対戦相手と向かい合っているものの、審

判との戦いだとも言っています。 

――監督ご自身、審判の視点もお持ちです。 

木庭 ジャッジはどちらがより多い山場をつくるか

計算しています。実力が拮抗して山場がない場合、

自分の採点方法を正当化するために、当たらなくて

もアクションを起こしてほしいと思う。経験豊富な

選手は、ここで仕掛けることを知っていますね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――最後に、サウスポーが苦手なオーソドックス選

手にワンポイントの助言をお願いいたします。 

木庭 一概には言えないですから難しいですね。前

の手の差し合いで劣る場合、右ストレートをジャブ

のように使う。そんな打開策も覚えながら、前の手

の差し合いも磨くことじゃないでしょうか。 

PROFILEPROFILEPROFILEPROFILE    

こば・こういち◎1958年 3月 10日熊本県生まれ。

小 3から中 2まで柔道に励み、中 3から始めたボク

シングで九州学院高校時代にインターハイを 2 連

覇。日本大学時代に全日本選手権で 2度優勝した。

モスクワ五輪の代表権もフライ級で獲得。1996年か

ら九州学院高校の監督に就き、多くの名選手を輩出

してきた。現・熊本県ボクシング連盟理事長。実弟

の浩介氏は、花咲徳栄高校、平成国際大学で監督を

務める。 
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――過去 2度以上のご登場が他にまだない中で、菊

池先生（写真右）には 3度目のお願いとなりました。 

「ご縁があるのか（笑）、恐れいります」 

――前回の三軸理論を簡単におさらいしますと「真

ん中に柱が一本ある」というだけの重心概念では不

十分で不器用になってしまう。上半身には確かに大

きな柱があるものの、首は別物だし、下半身の軸は

骨盤で左右に球状にあるという考えです。 

「大まかにはそうですね。被弾したときのダメージ

が一気に和らぐことが大きなメリットにあること

もおさらいさせてください」 

――今回のサウスポー攻略法にも三軸理論は関係

しますか？ 

「というより、サウスポーへの一般的な攻撃に、三

軸は入っているんです。サウスポーが左を打ってき

たところに、オーソドックスが右にスリップして、

右を打ちこむカウンターがありますよね。これを打

てるようになったときに、選手は三軸の重心移動を

一つ習得しているんです。一軸ではバランスを崩し

てしまいますから」 

――構えが半身でも打ちかたが左右対称なのが三

軸理論だと仰っていました。 

「でももちろん、強烈なのは後ろ側の手です。だか

ら後ろのパンチを殺せば“長所を殺された”と思わ

せることができます。よく右構え対左構えでは、後

ろの手のパンチが見えないとか言いますよね。特に



スイングとか。第一に外回りをするからなんです。

だったら内回り。サウスポーに対して右にも回りた

いですね」 

――定説とは逆です。 

「利点として前の手のパンチをもらわなくなりま

す。外に回っていれば前の手のフックは危険です。

しかし内回りでは、前の手は剣道のつばぜり合い程

度の役目になって、後ろの手の勝負になる。後ろの

手は、戻りが遅いからバランスを崩したりタイミン

グがズレたりして、お互いに隙ができやすい。内回

りをした場合、右対左は基本的にはここでの勝負に

なるんです。ここで最初に挙げたカウンターばかり

を打つと、相手は構える向きを少し変えてくるんで

す。そのときは、逆に左にスリップする。そして相

手の左ストレートに噛み合わせるような右ストレ

ート」 

――ということは、先生の場合は、基本が内回りと

いうことでしょうか。 

「どっちも絶対じゃないですけどね。だからこそ、

選手が感覚的に内回りを覚えたとき、“サウスポー

には外足だ！”と否定するのはもったいないですよ」 

――九州ではサウスポーの代表的な選手に、佐賀の

龍谷高校出身で、剣道を活かすために左構えにした

北京五輪代表の川内将嗣がいます。 

「彼は一軸のまま選抜・国体・インターハイの３冠

を制した素晴らしい高校生でした。剣道の間合いは

ボクシングより遠く、ここを強引に埋めようとする

選手は恰好の餌食になってきました。加えて彼は、

色んな技術を盗もうとするどん欲さと、そこから自

分に合うものだけをいい形で吸収していく天才で

す。身体の使いかたが柔らかくなってから、国内で

は手の付けられない強さになりましたね。ウチの部

員にも“動きに遊びをつけろ”って言っています。

それで重心移動の有効性も学べるから」 

――サウスポーは日常的にオーソドックス対策を

します。オーソドックスにとってサウスポーは本来、

非日常的。この劣等感とどう向かい合うべきだと思

いますか。 

「コツさえつかめばサウスポーとの試合はありが

たいって思えますよ。サウスポーから来るパンチっ

て、コースの数が少ないんですよ。慣れてくると、

下手でアウトコースから攻めてくるほうが怖いね」 

――誤解を恐れずに言えば、その点でマニー・パッ

キャオはある種の下手？ 

「うん、ただ彼はオーソドックスの右に自分の左を

合わせる勘が素晴らしい。それにまぎれもない三軸

ですよ」 

――パッキャオの攻撃ではいきなり後ろの手で飛

びこんでくるものがあります。 

「予測外のパンチが重要であることを物語ってい

ますね。当て勘がいいってことは、相手の予測を裏

切れるということです。セオリーを外したパンチを

盛りこんで、相手の動きを追える選手です」 

――接近戦で有効なコンビネーションは、どんなも

のですか？ 

「後ろの手のパンチを外してから返すことは接近

戦でも一緒。右対右、右対左でも一緒だと思います。

心理的にも強いパンチを出したら強いパンチが返

って来たっていうのは嫌じゃないですか。ただ、右

利きのサウスポー構えには、左の攻撃に自信を持っ

ていない選手も結構いるんですよ」 

――キャリアの浅い高校生ならなおさらですね。 

「そういう場合は、たいてい右フックに自信を持っ

ています。だったら右フックを殺すことを考える。

どちらが得意なパンチかを選手が気づかなかった

ら、セコンドからそれをインターバル中に教えてい

ます」 

――根本的な質問として、外回りの利点は何でしょ

うか？ 

「前の手を外側から突いてさばいていきやすいこ

と。そこから後ろの手を打ち抜きやすいことだと思

います。これも正解です。ただ、まずは逆に回らせ

てから、変則として外を取るタイミングを探らせま

す。そのほうが外回りにも持ち込みやすい」 

――前の手をはたき合ったり、後ろの手を絞りこん

で発射する。右対左で起こるそんな駆け引きのなか

で、サウスポーの手の位置に工夫はありますか？ 

「これもケースバイケースですが、オーソドックス

で言うと、相手よりも左手を外側、右手を顎の下に

絞り込むようにさせています。足の位置取りは特定



せずに、自由に動く。わざと真ん中に立っておびき

寄せたりという感じですね」 

――２分３Ｒ、３分３Ｒ、２分４Ｒという短期決戦

で、同じ実力で右ファイターと左ボクサーがゲーム

をしたら、高い確率で後者がさばききれるのではな

いですか？ 

「前者もリングの四角を意識して、適確に追いかけ

て行けば捕まえやすくなります。安直についていけ

ば分が悪いですよ。いかにあの四角が有効かです。

四角のどこかに追いこんで、相手にパンチを出さな

いといけないような状況にする。出たパンチに相打

ち気味のパンチを当てる。そうしたら長身サウスポ

ーの足は停まります。私は長身サウスポーが得意で

ラクだとも思っていました。右回りや正面から入っ

ていきながら、相手が手を出すのを誘っていく。そ

のときにバックステップで外せる距離だけは、必ず

覚えていました。それに、私は長身だから距離を取

れとは言わないです。絶対にそうとは限らないから」 

――逆にサウスポーの視点から考えて、相手の踏み

込みが速くて大きい場合は、どうすべきでしょう

か？ 

「先読みする力を磨くことですね。川内君の武器は

間合いだけではなく、その力を相手に感じさせるこ

とにもあります。基本的には相手が踏みこんでくる

瞬間に下がって待つことです」 

――相手の踏みこみ以上に大きく下がられれば、相

手は怖いですよね。 

「そこを狙って当てるのが理想的。結局は攻撃のと

きに隙ができるんです。長身サウスポーがそのコツ

をつかんでいたら、こっち（右ファイター）はいか

にそのタイミングをズラすか。このいたちごっこが

右ファイター対左ボクサーの本質ではないかと考

えています。だからどっちが有利、不利はない。右

ファイターと左ボクサーでどちらが有利かと聞か

れたら、私は運動能力が高いほうだと答えますよ」 

――永遠のライバル校と語った熊本の名門、九州学

院ではサウスポーが多いです。 

「私も部員の半数近くをサウスポーにしていまし

た。オーソドックスが６、サウスポーが４かな。サ

ッカーの蹴る足と一緒で、しっくり来るほうの足が

あると思うんですよ。もちろん、手が右利きなら脳

の構造から考えても右足でしょうけど、全員じゃな

い。３回変えたこともあります。結果的にスイッチ

をできるようになってよかった（笑）」 

――プロで世界王者として活躍する八重樫東はア

マ時代、サウスポーが極端に苦手で、九州学院の本

田裕人にも完封されました。 

「本田君は怖がりだけど勘が抜群だった。対照的に

八重樫選手は勇敢で持久力もありますが、アマでは

不完全燃焼になりがちでしたでしょうね」 

――そんななかでアマ時代に４戦４敗だった五十

嵐俊幸と世界戦、つまり 12Ｒで戦いました。ここで

勝てたのは、荒々しいコリアンファイタースタイル

がしっくり来たそうです。 

「八重樫君は、肉を切らして骨を断つができます。

左のボディで相手の外回りを遮る。自分が下がって

相手を前に出させたところで攻めるという作戦か

ら活路を見出した。打ち勝てるパワーを持っている

からこそ、下がって前に出させる。自然な発想です

よ」 

――最後は再度、三軸理論について伺わせてくださ

い。この理論は他の格闘技にも通じますか？ 

「寸止め空手は、一軸どころか手打ちだったりする

んです。でも空手の先生で、“私独自の指導”とし

て、教えている背中の使い方というのが三軸だった

んです。うちの部員で私が何度三軸だと言っても覚

えられなかった生徒に、その先生がその先生流の説

明をしたら、あっさりできたことがあった。こうい

う結果も重宝したいです」 
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■■■■サウスポー対策サウスポー対策サウスポー対策サウスポー対策    File.3File.3File.3File.3    

 

““““走って追いかけろ走って追いかけろ走って追いかけろ走って追いかけろ””””とも言とも言とも言とも言っていますっていますっていますっています    

ゴールデンボーイズボクシングクラブゴールデンボーイズボクシングクラブゴールデンボーイズボクシングクラブゴールデンボーイズボクシングクラブ    

松隈圭造松隈圭造松隈圭造松隈圭造    会長会長会長会長    

 

――松隈会長（写真右）のボクシング論は攻めのバ

リエーションに富んでいるように思えます。 

松隈 基本はシンプルですけどね。相手の視界から

消えて攻撃する。相手が当てられない場所から攻撃

する。相手が戸惑っているうちに攻撃する。この３

パターンだけなんです。たとえば私たちが今、スッ

としゃがんで消えたらビックリするでしょ？ そ

こでパンチが飛んできたらもらうし、効くじゃない

ですか。 

――輪島功一のカエル跳びの理論ですね。 

松隈 輪島さんは“あっち向いてホイ作戦”も含め

て天才的に心理を把握していたと思います。それを

実行できる勝負度胸もあった。最近でも内藤大助さ

ん（元ＷＢＣ世界フライ級王者）は頭を相手の視界

から消して、フックを打つ接近戦が巧みでした。頭

を振れば、的を絞りづらくもなります。相手の意識

は“パンチを当てよう”以前の“相手をとらえよう”

に引き戻されてしまう。 

――松隈会長の使った奇策では、ゴングと同時に正

面から走っていくというものが印象的でした。 

松隈 あくまで審判に注意されるリスクは覚悟で

す。奇襲は見方を変えれば“失礼”ですが、自分が

左ボクサーで相手が右ファイターの状況でも効果

的ですね。相手はビックリしたあとに、一気に迎え



撃つモードに切り替えようとする。ここでこっちが

引くと、状況を理解できなくて、かく乱のチャンス

が出る。意表を突くという意味では極めて基本に則

ってはいないでしょうか。 

――奇襲はハイリスクハイリターンです。 

松隈 だから、それまでの試合で何回か作戦を的中

させる中で、信頼度を高めていくんですよ。そうす

ると、本来なら躊躇する作戦をやりきれるようにな

る。それに奇をてらったことをする場合は、攻撃ば

かりが目的とは限りません。今日の試合で私はファ

イター型の教え子にアウトボクシングをさせまし

た。これはリーグ戦という団体戦に初めて挑む教え

子が前に出たら、彼の性格からして空回りすると思

ったからです。 

――技術的に落ち着かせるためですか。 

松隈 試合中に“落ち着け”といってもリラックス

は本当に難しいことだと思います。 

――村田諒太選手がロンドン五輪で金メダルを取

るまで、克服をあきらめた課題です。 

松隈 私は力む選手には、上体を振る動きを覚えさ

せます。硬くなっていたら上体は振れませんから。

本人が気づかないうちにリラックスに持ち込む。逆

に単刀直入な“緊張するな”は禁物。その言葉自体

に硬直してしまうんです。 

――話を本題に移しまして、サウスポー論です。松

隈さんの高校時代、熊本の東海第二高校が、インタ

ーハイ史に残る“サウスポー伝説”をつくりました。 

松隈 インターハイに連れて行った全員がチャン

ピオンになる黄金期ですね。最大のからくりは指導

をしていた本田憲哉さんの戦法が画期的だったこ

とだと思います。当時は稀だった右利きサウスポー

に全部員を矯正して、相手の前足を踏みつける脅し

でプレッシャーをかけていました。 

――まず注意される可能性のないファウルですね。 

松隈 ということは完全なテクニック。サッカーで

いうマリーシアです。このスタイルに凄みを出すた

めに、全部員が剃りこみを入れて、眉毛を剃って、

ロングでダボダボの服を着ていました。 

――威圧感があります…（苦笑）。 

松隈 それ、大事なんです。大切なのは距離感って

言いますけど、これって実際の距離だけではないと

思うんです。威圧感次第で、10㎝離れているものを

７㎝分に縮めることもできます。大学進学後は真面

目だった先輩も、東海第二高校時代はそんな風貌で

した。ここまでは全国的にも語り継がれている話で

すが、ほかに、他校との会話を禁止する掟もあった

んです。インターハイで同じ宿舎だったんですけど、

同じ熊本でも九州学院高校とは打ち解けました。で

も東海第二の選手は、トイレに行くとき以外、まっ

たく出て来なかったですね。それだけ指示を守れる

っていうのは、日頃から信頼を高めてきたからこそ

できると思います。 

――そして斬新な作戦が奇襲となった。 

松隈 奇襲は知られるほど新鮮味が落ち、効果が大

きいほど研究されます。そして多用される頃には、

その裏のセオリーも生まれていますね。 

――いまや日本のボクシング界、サウスポーだらけ

です。 

松隈 サウスポーのほうが勝率が高いという傾向

が高校ボクシング界で、明確になりました。一方で

本田コーチは自分で決めた目標を果たしたらあっ

さり辞めて、都内のジムでプロボクシングの指導者

になりました。 

――さらに伝説的ですね。 

松隈 しばらくして、私が母校の指導をすることに

なったときに、熊本の開新高校との交流スパーがあ

りました。これは私にとって絶対に負けられない勝

負だった。その部員は、帰郷した本田コーチの開い

た本田フィットネスジムで練習していたからです。 

――松隈さんにとってもリベンジだったわけです

か。 

松隈 本田コーチのすごさは、あの人の教え子に負

ける悔しさで痛感しました。だから奇策への奇策を

練ったんです。サウスポーに対して右を５連打。 

――オーソドックスの選手にやらせた？ 

松隈 本田コーチの教え子なら２連打までは、まず

対応できると思いました。３でも意表をつききれな

い。だから結局、４、さらに５。実戦的な練習をで

きなかったこともあって、選手も使うことに不安が

ありそうでしたけど、見事に的中しました。 



――ただ、後ろの手の連打は見栄えが地味です。 

松隈 これ自体はそうなんです。でも最低限、有効

な切り崩しにはなると思いましたから。奇襲で終わ

りじゃない。そのあとにバランスを崩さなければ、

優位な状態で攻勢に転じられます。 

――繊細かつ大胆ですね。こうした作戦を的中する

繰り返しで信頼を高めた教え子に、アテネ五輪の代

表候補だった正山照門がいました。正山は、会心の

左フックで相手を倒したとき、瞬時にひらめいたの

か、と聞いたら松隈 試合前から狙っていた。と語

ったことがあります。 

松隈 事前の練習を見たら、相手のパリーが絶対的

なセオリー化をされていたからだと思います。そう

いう相手にはたきやすそうな左ジャブを打ったら、

自信を持ってはたきにきますよね。それをフェイン

トにして、左フックを打てば当然当たります。 

――逆に正山はウォーミングアップをしていない

フリをよくしていました。 

松隈 大会では対戦相手の関係者が控え室で観察

することがあるんです。そういうときは、嘘でサウ

スポーに構えさせることもよくやりました。それに、

気になって観に来るというのは、相手がこちらを警

戒しているという信号にもなっている。そういうと

きにも言いますね。ゴングが鳴ったら、とりあえず

走って突っ込んでみろって。 

――逃げ足の速いサウスポーを追う場合、どうした

らよいでしょうか。 

松隈 私はステップを踏まず走って追いかけろと

も言いますね。走って追ったら、走って逃げるより

速い。当たり前の話です。エリートと呼ばれた名護

明彦の歯車を、雑草と呼ばれた戸高秀樹が完全に狂

わしたＷＢＡ世界スーパーフライ級タイトルマッ

チが一例だと思います。 

――メキシカンはスイッチしながら歩くように下

がりますね。 

松隈 左ボクサーが相手に与えたいのは、距離が遠

いという衝動です。遠いって言葉はやさしく聞こえ

て、大ピンチですよ。 

――向こうには攻撃の手段があって、こちらには何

もできない状況です。 

松隈 極端に言えば、遠いと思わせた時点で勝ちが

見えてくる。この先入観が入ると、踏み込む歩幅が

浅くなったりもします。先入観の付き合い方は気を

付けたほうがいいと思います。パンチが重いって言

われると、食らったときのショックも大きくなりま

すが、それを知らなかったら鈍感になりきれるかも

しれない。 

――ためらわずに行ったらビギナーズラックみた

いに倒せてしまうかもしれない。 

松隈 川内君のように長距離戦のスペシャリスト

で通ってしまった選手と戦う場合は、教え子にあく

まで人間と戦うことを意識させますね。そして、自

分が引くことも視野に入れる。川内君の迎え撃つ技

術が百点だとしても、前に出たときのオフェンスが

百点だとは限りません。 

――正山も繊細かつ大胆な名選手でした。特にボデ

ィ打ちを軸に攻撃を組み立てるのが新鮮でした。 

松隈 顔面は直感で当てることもありますが、ボデ

ィへ打ち込むためにはプロセスが問われます。例え

ば、顔を覆ったブロックの上に一度左フックを打っ

てから左ボディ。よくやる手ですが、軌道が２回と

も同じ大きさでは当たりづらい。最初のフックを小

さく打つことで相手の意識を内側にする。そうする

と上体がすくい上がって、次の大きな軌道のボディ

アッパーが当たりやすくなる。 

――強弱、緩急にも通じます。 

松隈 これを打ったままの体勢で、ガードをしない

で待ったら、相手は咄嗟の判断で左フックを出しま

す。それしかないポジションだから。だからこちら

もしゃがんでかわさない手はない。こういう心理を

私は考えます。もちろん人体的なことも。ボディを

警戒したら顔のガードは必ず甘くなる。だからボデ

ィ打ちを徹底して教えるんです。ボディが効いてい

るから、ボディを打っても警戒されて当たるわけが

ありません。 

――井岡一翔（世界王座２階級制覇）が大学１年の

全日本選手権で、大久保賢児（早稲田大）に敗れま

した。そのときの大久保の作戦が下がることでした。

ファイターの自分をさばく練習をしてきた反面、追

い足がないと踏んだ。 



松隈 井岡選手もちょっとしたポジションの移動

で主導権を握ることは一級品ですけどね。ただ、フ

ァイターが下がるのには、何か策がある。追ってい

るようで追わされている状態です。たとえばサウス

ポーを追わせますよね。いつ手を出してくるんだろ

うとじれったくなっている頃に、いきなり右をグッ

と伸ばすと、思わず反撃してしまうんです。それを

外してもう思いきりの右。当然、２発目の右が本物

です。 

――マインドコントロールに重点を置いた松隈さ

んにとって、指導の最終地点とは何でしょうか。 

松隈 指導者から選手が自立して戦うことです。リ

ングで実際に機能するのは選手の感性ですから。そ

のためには経済学の本まで、役に立つと思って読む

ことだと思います。ボクシング一筋で追いかけると、

逆にボクシングが遠ざかっていきます。 
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松本 大丈夫でしょうか？僕が出ても（笑） 

――多角的にボクシングを見るには、ぜひプロ関係

者からも、と思いました。それ以前に松本トレーナ

ーは、横浜高校 3年のとき、インターハイでフェザ

ー級準優勝を収めています。 

松本 1 回戦から緊張しながら勝ち上がったのを覚

えていますね。ただ、決勝で戦った高橋孝治（興南

高校）には、スパーリングで分がよかったので、気

が抜けていました。あとは相手陣営の金城（眞吉）

監督が名参謀だというのを甘く見ていましたね。こ

ちらのペースに引き込めないと思っている間に試

合が終わりました。 

――この年のインターハイ出場者では鬼塚勝也氏、

川島郭志氏、星野敬太郎氏が世界王座に就いたプロ

ボクシング界にとっての豊作期でした。葛西裕一氏、

ピューマ渡久地氏も同期として知られています。 

松本 僕にとってインターハイは悔しさしか思い

出せません。ボクシングには下馬評で有利な試合も

あれば不利な試合もあります。ただ、負けたたきに

後悔したくなければ、相手に負けないこと以上に、

自分自身に負けないことだと学びました。 

――今年は父の無念を晴らすべく？長男の圭佑選



手がインターハイに臨みます。松本トレーナーの経

験を叩き込んだ選手ですか？ 

松本 どちらかといえば、本人の感覚を大事にさせ

て来ました。高校からボクシングを始めた選手にそ

れを求めると、逆に迷っちゃいますけど、スタート

が小学校のときでしたから。最初からボクサーにす

るつもりだったら、サウスポーにしていたと思いま

すけど、圭祐のボクシングは小学校時代の夏休みに

習いごとのひとつでやらせただけだったんです。サ

ウスポーなら、何だかんだで、僕と比較しながらコ

ピーロボットようにしてしまったと思います。 

――プロで指導している八重樫東は、かつてサウス

ポーが苦手な右ファイターでした。 

松本 何パターンかサウスポー対策を教えたんで

すが、うまくいかなくて、最終的にコリアンスタイ

ルを学ばせることになりました。 

僕は３度挑んだ世界王座のうち、２つは韓国人選手

が持っているものでした。パク・ヨンギュンとチ

ェ・ヨンス。韓国人は根性任せって言われていたん

ですけどそんなことはない。無茶苦茶そうで理に適

っているんです。 

――具体的に解説して頂けますか。 

松本 フェイントをかけてランダムに入り込んで

いくのでタフネス以外に反射神経が求められます。

あとは踏み込みの鋭さ。やや頭を下げて飛び込んで

も手を出していれば、相手がのけぞりやすいパンチ

ングフォームになります。空振りしてもスイッチを

して捕まえに来る。アタックを防ごうとすると頭を

内側に持って来られて、クワガタみたいに打ってく

る。サウスポーにとって重要な逃げ道をコリアンフ

ァイターはことごとくねじ伏せに来ました。 

――韓国人選手が使う攻撃でよく見られるのが右

ストレートから右フック。これも荒々しいようでダ

ブルのコンビネーションです。 

松本 そうやって向かってくると、サウスポーって

体に接触されただけで内心イヤなんです。いつか捕

まる気がするから。だからコツは松本 他人の家に

土足で入っていく感覚」。家主を恐れず、どんどん

仲間で入っていけるかどうか。 

――家主（サウスポー）も下がってくれたら安心し

ている？ 

松本 しています。あとは先読み。初歩的なことで

は左ストレートからの右フックに慣れることです。 

――以前にジムから発売された教本的ＤＶＤで松

本 右対左では後ろの手はアゴの位置が基本」と説

明していました。後ろの手のストレート合戦で優位

にするためですね。 

松本 これもコリアンファイターのフック連打に

は通用しないですけどね。前の手はリードの刺し合

いで優位に立つために、外のほうへと言いました。 

――ラストファイトで拳を交えたフレディ・ノーウ

ッド（アメリカ）はいかにもアメリカ人らしいクラ

ウチング構えでした。 

松本 短距離走の「用意」に似た構えで、黒人の身

体能力もあって、そこから「ドン」とゼロからマッ

クスで飛び込んできました。それと、あの構えの時

点で、「サウスポーには外足を取る」の定説を守る

気がさらさらなかったと思います。日本でやっては

いけないことばかりで、今までの感覚が通用しなか

った。紛れもなく一番強い相手でした。 

――それでも、近づいて始まっていきなりビッグパ

ンチで牽制したのはなぜですか？ 

松本 あれはむしろ、向こうのお決まりのパターン

に自分が同じことをやってやろうと思ったんです。

ゴングが鳴ったら、予想通りに走ってきた。走って

きたのにスウェーでかわされた。 

――出鼻をくじくつもりが…。 

松本 僕がくじかれたんです。外されたことが理解

できなかった。殺されるかと思ったくらいに強かっ

たですけど、裏を返せばノーウッドにパクなら勝て

るかも。 

――実際にコリアンファイターは見直されるべき

ときに来ていると思います。 

松本 でもコリアンファイターにも有効な攻撃が

あります。ヨネクラジムではブロックした手で打ち

返す練習がありますが、すごく有効でした。たとえ

ばパクは接近戦でボディブローを打った手を引き

戻さない。こっちの逃げ道をロックしているんです。



だからこそ、内側からブロックした手で打つのは最

適でした。でも打てなかったんです。 

――日々、練習をしてきたのにですか？ 

松本 プロでは一撃必殺のパンチが重要だとは感

じていましたが、コツコツ後半に効かされるパンチ

の重要性には気づけていなかったんです。それに気

づいたきっかけがパク戦の負けで、会長に申し訳な

く思いました。チェ戦で僕が奇襲的に前に出た理由

はこれを使いたかったのが大きいです。判定負けで

したが、ドンピシャで使えたので勝ったかとも思え

ました。 

――さて、インターハイの前に圭佑選手はアジア・

ジュニア選手権を経験。本人は落ち着いているよう

でしたが、松本トレーナーは毎日ノイローゼ（？）

でした。 

松本 毎晩、本当に眠れませんでした。息子の試合

は自分の試合以上に緊張して、足が震えます。ただ、

勝ち進むなかで少しずつ吹っ切れて来ましたし、決

勝に進めなかったことが、だんだん悔しくなって来

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――もしかして、ボクシングを続けてほしくない？ 

松本 いや、ここまで来たら辞めたらきっとさみし

いと思います。ボクシングに憧れだけあるなら、一

丸となって取り組めると思うんです。でも自分が挫

折を繰り返した世界なので……。いやぁダメですね。

圭佑を通じて、父が強くなりたいと思います（笑）。 

PROFILEPROFILEPROFILEPROFILE    

まつもと・こうじ◎1969年 9月 27日、神奈川県生

まれ。横浜高校時代にインターハイ、国体少年の部

で準優勝。89年にプロ転向。日本王座に 2度、東洋

太平洋王座に 1度就き、世界王座にも 3度挑戦。通

算プロ戦績 26勝（15KO）6敗 1分。引退後、大橋

ジムの指導者となり、川嶋勝重、八重樫東、宮尾綾

香を世界王座に導いた。04年「エディ・タウンゼン

ト賞」受賞。 
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――山本先生は無類のマニアとしても知られてい

ます。 

山本 昔から記録を見るのが好きでしたね。インタ

ーハイは過去 5年分を、頭にトーナメントが入って

いました。 

――まさか試合の観戦よりも記録に関心が？ 

山本 いえいえ（笑）。私が高校時代は、ちょうど

モハメド・アリがカムバックした頃でした。広島で

も頻繁にテレビ中継されていて、正座で釘付けにな

っていました。私自身は、シュガー・レイ・レナー

ドやウィルフレド・ゴメスと同い年です。 

――先生がボクシングを始めた頃、広島のレベルは

どれほどでしたか？ 

山本 全国大会でベスト 8に残ったらよく頑張った

というレベルでした。今とは交通事情が違うので、

練習試合のチャンスにも恵まれず、中国ブロック全

体のレベルが低かったです。九州の選手は遠征でも、

広島を素通りして関西に行っていました。 

――話をさらに太平洋戦争時代まで遡らせます。今

年は戦後 70 年。広島は原爆を経験した重要な街で

した。 

山本 私らの世代では、小学校の先生から毎日のよ

うに、原爆の実体験を聞きました。高校時代くらい

までは、家を建て直そうと思ったら白骨がいくつも

出てきたとか、そういう話も少なくなかったですね。

広島カープの活躍は県民に大きな励みとなったと

言われていますが、ボクシングは私の知る限り、復

興と関連性はなさそうですね。また、戦時にはいわ

ゆるアマチュアジムがなかったようです。当時は明

治大学OBで日本連盟の事務局長だった伊藤寿夫さ

んが広島に戻られて、早稲田大学に進む出原万三さ

んを育成。ボクシングの拠点は、福山地区のほうで、

広島市内は未開拓でした。田仲復治郎会長が、市内

で広島田仲ジムを起こして、基盤らしい文化が生ま

れたのが 1950 年代前半だと思います。それからし

ばらく、広島の選手はほぼ全員、そのジムで練習し



ていましたが、1968 年の広島インターハイのあと

は、田仲会長も還暦を過ぎ、規模が縮小する一方で

した。 

――しかし、やがては中国ブロックの誇る強豪県に

成長します。 

山本 ただ、いまだにボクシング文化があるのは広

島市内の半径 2、30kmほどなんですよ。呉、福山、

三次は不毛と言っても過言ではありません。一方で

山口県など、他県から広陵高校の寮に入ってくる選

手もいます。アテネ五輪の出場を期待された平田直

己もそのひとりですね。隣県では、同学年の熊本道

之も岡山を立て直して、のちにロンドン五輪で銅メ

ダルを獲得した清水聡の基礎を築きました。 

――近年は各校の部員数が減っているとの話も伺

いましたが、今季は選抜の時点で広島県勢が好調で

す。ここには広島が、早い時期から取り組んでいた

小中学生の「実戦教育」の成果も感じます。 

山本 NPO グロービーで育った崇徳高校の田村拓

実と安芸南高校の原田健太が優勝していることも

ある一方で、広陵高校でもロンドン・オリンピック

以降、部員が増加しています。一時は 5人ほどだっ

たのが最近は 15 人ほどを維持していますね。その

中で正木建伸は選抜大会で準優勝でした。 

――オリンピックのメダル獲得は重要な意味があ

りそうですね。 

山本 人数が多くなれば、コントロールに必要な労

力は増えます。でも、学校教育のなかでは、多いほ

うが活気がありますからやりやすいですね。スパー

リングのバリエーションも増えますし、数が増えれ

ばいい素材も増えます。 

――そもそも、ご指導にはどんな経緯で携わりまし

たか？ 

山本 1981年に大学を卒業して、地元に帰った頃、

坂本孝雄が野球部を辞めた頃で、彼の「ボクシング

をやりたい」という意欲に、OB として応えたのが

きっかけでした。 

――坂本選手といえばプロの日本王座を 14 度防衛

する吉野弘幸選手から、マイク・タイソン戦の前座

でタイトルを奪われた元日本王者です。アメリカ帰

りとして自身を売り込んだなどのエピソードでも

知られています。 

山本 大学を中退してアメリカに行ったんです。ボ

クシングもそれくらい強気だったらよかったです

けどね（笑）。他に広島では中卒で上京した竹原慎

二さん、すぐに山陽高校で退部してしまった坂田健

史さんがプロで世界王者になっています。 

――未開拓に近かった地元でのご指導は、苦しいス

タートでしたか？ 

山本 県内に指導者がいない時期でしたので、教え

始めたらすぐ成果を出せて、むしろ面白かったです。

あとから振り返れば、少し甘い気持ちになっていた

かもしれないですね。1983 年に、現在の広島国際

学院大学付属高校で正式に教え始めて、ベスト 8を

2 人出し、間もなく妹尾力という逸材に出会えまし

た。 

――バルセロナ五輪の予選出場選手です。 

山本 その 2学年下に今岡兄弟の兄・紀行、2つ下

に学校は違いますが弟・賢覚が登場します。いい選

手が 1人出ると、いい環境や他の逸材を生むんです。

シドニー五輪に出た塚本秀彦とプロで世界王座へ

の挑戦経験を持つ稲田千賢も広陵高校では同級生

でした。平田の代でも元木智之がインターハイで優

勝しています。 

――全国レベルでの元スター選手ばかりですが、中

でも最高の逸材は？ 

山本 妹尾（写真の左）でしょうね。私は 2年生の

ときから指導に関わりましたが、当時は線が細かっ

たので、手応えはありませんでした。ところが最終

的には大野哲也や平田とモノが違うと思いました。

交通事故で大学を中退して、しばらくボクシングを

辞めていたとは思えない復活劇でしたね。一見、い

きなり出したパンチが当たっているのですが、目や

パンチでフェイントをかけて追い詰めている。野球

でいえば、以前はどの球でもど真ん中のストレート

のように打ってしまうような、そんな抜群に光るカ

ウンターを打てていました。今の分厚いグローブで

したら、彼の天才を活かせないかも知れませんが、

劣勢でも最後の 1秒まで期待を持てましたね。通算

で 5 勝 2 敗の少ない国際大会キャリアでしたが、

1986 年にブルガリアで行なわれた国際大会トーナ

メントで優勝しています。 

――妹尾氏はおととしから広陵高校で正式にコー

チに就いたそうですね。 

山本 40を過ぎましたけど、パンチ力は部員たちが



驚いていました。練習も一生懸命やっていましたし

ね。大野は力強かったですが、荒かったので、自分

の距離に持ち込めないとパンチを当てられなかっ

た。平田は大野が自分の持っているのものを全部教

えたようなところがありました。上林巨人も同様で

す。 

――広島県連盟では県強化委員長も務められてい

ます。多くの名選手を輩出してきた広島で、どんな

状態を理想とされますか？ 

山本 今はボクシングをやるなら、広陵高校か崇徳

高校のどちらか選ぶ状態です。それをもっと幅広い

範囲で群雄割拠にするのが理想だと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILEPROFILEPROFILEPROFILE    

やまもと・やすよし◎1956 年 11 月 7 日広島県広

島市生まれ。広陵高校から法政大学に進み、4年生

で全日本選手権ライト級準優勝。リーグ戦では入

れ替え戦込みで 13勝 4敗。 
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ゴンドウが、ゴンドウが、ゴンドウが、ゴンドウが、WBAWBAWBAWBA・・・・WBOWBOWBOWBO世界スーパーバンタム級王者として日本でプロボクシング戦を行った。世界スーパーバンタム級王者として日本でプロボクシング戦を行った。世界スーパーバンタム級王者として日本でプロボクシング戦を行った。世界スーパーバンタム級王者として日本でプロボクシング戦を行った。2222点は無点は無点は無点は無

関係かも知れないが、日本はこの国を見直すチャンスに来ているのかも知れない。ボクシングにおいて、ア関係かも知れないが、日本はこの国を見直すチャンスに来ているのかも知れない。ボクシングにおいて、ア関係かも知れないが、日本はこの国を見直すチャンスに来ているのかも知れない。ボクシングにおいて、ア関係かも知れないが、日本はこの国を見直すチャンスに来ているのかも知れない。ボクシングにおいて、ア

ジア最強のカザフスタンと同様に、世界のトップブランドであるキューバは、人口だけ見れば日本のジア最強のカザフスタンと同様に、世界のトップブランドであるキューバは、人口だけ見れば日本のジア最強のカザフスタンと同様に、世界のトップブランドであるキューバは、人口だけ見れば日本のジア最強のカザフスタンと同様に、世界のトップブランドであるキューバは、人口だけ見れば日本の 10101010 分分分分

のののの 1111程度。にも関わらず、なぜ彼らはあまりに強いのか。そこにあるのは単なるハングリー精神でも、潜在程度。にも関わらず、なぜ彼らはあまりに強いのか。そこにあるのは単なるハングリー精神でも、潜在程度。にも関わらず、なぜ彼らはあまりに強いのか。そこにあるのは単なるハングリー精神でも、潜在程度。にも関わらず、なぜ彼らはあまりに強いのか。そこにあるのは単なるハングリー精神でも、潜在

能力の違いでもなさそうだ。計能力の違いでもなさそうだ。計能力の違いでもなさそうだ。計能力の違いでもなさそうだ。計 3333度の滞在経験を持つ川島弘行監督度の滞在経験を持つ川島弘行監督度の滞在経験を持つ川島弘行監督度の滞在経験を持つ川島弘行監督（写真左下）（写真左下）（写真左下）（写真左下）に話を聞いた。に話を聞いた。に話を聞いた。に話を聞いた。    

 

――リゴンドウには、アメリカで「気難しい」、「取

り巻きが厄介」という評判があり、来日中も否定の

できない印象はありました。これまでに世界的に名

のあるトレーナーを次々と解雇しています。ただ、

「気難しい」というよりは「変わり者」。ボクシン

グばかりに夢中になっているようでした。 

川島 プロでビッグマネーを生まないので、プロモ

ーターと揉めやすいとは思いますが、おそらくリゴ

ンドウはキューバ人気質なのだと思います。物質的

な幸福よりも精神的な幸福を追う気質です。技術論

を聞けば、リップサービスとかを度外視して語りま

くる一面もあったと思います。 

――来日会見ではまさにそうでした。見方によって

は共産主義的で、ロシア人も通ずる気質を感じます。 

川島 それを、日本人が理解できないわけでもない

と思います。医療費や光熱費、年金の保証や終身雇



用制などは日本も理想とするところですし、物質的

な貧しさについても、私個人では「粗末で味がしな

い」と嫌がられるキューバ国内の料理も口に合って

いました。合わなくても次第に慣れてくると感じま

した。 

――「取り巻きが厄介」というのも、確かに彼のフ

ァイトマネーの大半を持って行くサポーターはい

るようですが、大前提にリゴンドウ自身が予想より

ずっとお金に無頓着で、周囲の人間が過敏に彼を守

りたがるのは、彼に対するキューバについての質問

でした。 

川島 基本的に亡命の話題はデリケートで、キュー

バ国民にとって「貧困からの脱却」でまとめられる

話ではなさそうです。悲しい裏切りだが理解をでき

るし、引き止められない現状もある。リゴンドウに

とっても触れてほしくないのが本音なのです。 

――亡命したボクサーがプロで必ずしも成功する

とは限りません。彼らはたとえ強くても、キューバ

系移民の多いマイアミさえ大きな市場をつくって

いるわけではなく、単にメキシコの売れっ子選手た

ちを完封するだけです。 

川島 食べていくのも難しい場合、キューバに戻す

ことも検討しているようです。キューバは亡命後の

入国を認めず、家も没収して来ましたが、アメリカ

を極端には拒絶していませんでした。文化の面では

憧れも強く、逆にアメリカ側の経済制裁のほうが徹

底されていました。アメリカの大会で賞金が生じて

も、キューバ人選手のものは差し押さえられていた

そうです。あくまでキューバ側の主張ですが。 

――2007 年からキューバではトップ選手が一気に

失踪する連続亡命が起こり、これが 2008 年の北京

オリンピックで、キューバ史上初の金メダル 0個に

つながりました。 

川島 ユリオルキス・ガンボアなど、その時に亡命

した選手たちは、約束の報酬がまったく得られず、

頭にきていたとは聞きました。ただ、現在では経済

が上向きになり、WSB も好調なので、過剰に亡命

を警戒されていないようです。 

――経済の復調はアメリカとの国交が正常化し始

めたからですか？ 

川島 キューバ人たちは、中国やブラジルとの連携

だと認識していました。首都ハバナに大きな港をつ

くって、それをさらに促進させたいそうですが、ア

メリカ向けではない。というのもアメリカとの国交

正常化に対するキューバ国民の関心度は決して高

くないようです。 

――それは国の情報コントロール、いわゆるプロパ

ガンダの影響ではなくですか？ 

川島 キューバではインターネット環境が悪いだ

けで規制までされていません。停電すれば規制みた

いなものですが、停電もほとんど起こらなくなりま

した。アメリカ側はインターネット環境の構築を約

束していますが、そもそもキューバ人たちはインタ

ーネットの利便性に味をしめていません。「その程

度の条件なら、ポリシーを貫く（復縁をしない）」

といった様子ですね。ハバナでは再開発が順調そう

でしたが、工事を見ていて驚いたのは、内装ばかり

に手を加えていることです。古びた外装はレトロと

して認識し、守っていくものと考えている。 

――何から何までクレバーですね。ひとまず、リゴ

ンドウに話を戻します。来日した時点で、彼はスー

パーバンタム級のリミットに1kgの余裕を持ってい

ました。練習後にはステーキハウスや焼肉屋ばかり

に行っていました。 

川島 基本的にキューバ人は、減量的な体重管理を

していないようでした。体重は維持です。しかも国

際大会では、宿舎でいつもより味付けの濃いご馳走

にありつけるので、そのために普段はあまり食べな

いようにしていました。 

――練習ではグルグルと旋回して、目を回らせてか

らシャドーをするなど、ソ連式のトレーニングも残

していました。ペレストロイカ時代に来日したユー

リ・アルバチャコフらと同じトレーニングです。本

人曰く、このおかげで、ダウンした際に三半規管が

すぐに回復したと。 

川島 こまめに脈拍を測る方針も、ソ連から取り入

れています。自分の行ったところでは 120を超える

練習をいわばノルマにしていました。ナショナルチ

ームは 160だとも聞いたことがあります。数値の上

がりが低ければ、有無を言わさずサボっているのを

指摘できる。これだけ徹底的に管理するので、選手

たちは手を抜くタイミングを模索しますね。 

――監督が最初にキューバへ行かれたのはいつで

すか？ 



川島 2001 年です。当時の部員だった選抜王者の

半田友章らを連れて行って親善試合をしたら、留学

的に 2年間勉強しないかと誘われました。帰って作

新に相談したら 1年だけ許された。それから、ハバ

ナの名門高校に通ったのが 2003年です。 

――2 度目の渡航前、逆にキューバからコーチを学

校に招いています。 

川島 2002 年にエルネスト・アローチェが来まし

た。コーチは外国出張で結果を出せば位が上がって

いくらしく、アローチェからは帰国前、「偉大な功

績を得られたという感謝状を書いてほしい」と頼ま

れました。当時は新人コーチでしたが、すでに国家

代表クラスの監督も任されていますね。 

――金メダリストはコーチになってからも、出世を

優遇されますか？ 

川島 アトランタ五輪で金、シドニー五輪で銅だっ

たマイクロ・ロメロと同じタイミングでコーチ講習

を受けましたが、彼自身は「まったくない」と言っ

ていました。意欲のない人間は簡単に昇格をできず、

世界選手権を連覇した選手が街のレストランでウ

ェイターをやっていることもありました。逆に選手

としての実績が少なくても、若いうちに博士号をも

らえるケースはあります 

――キューバの現代ボクシングは、ソ連から学んだ

基礎に、土着のラテン文化がブレンドされたもので

す。ソ連は技術以外に経済支援までしていましたが、

解体後のロシアはそれを大幅に縮小させました。こ

れが歯車を狂わす最大の要因となっています。 

川島 それでも育成面と国民的な関心度に日本と

は大きな差がありますね。オリンピックでメダルを

取った人間が何人もいる。何人もいるのに、ボクサ

ーは女の子から騒がれるスターなんです。 

――ハバナ開催の WSB 中継を観ても大反響ですね。 

川島 チケットが手に入らなくて、市民は大きなス

タジアムの外で応援しているくらいでした。また、

ボクシング連盟の会長も「WSB がボクシングの最

先端だ」と推奨しています。「世界で勝ちたいなら

WSB を見ろ。そこにいま勝てる技術がある」と。

一方でサッカー人気の向上もすごいですね。最初に

長期滞在をしたとき、草野球をやっていたはずの場

所で、子供たちはサッカーをやっていました。 

――日本とキューバのスタイルはステップの方法

から異なってきます。打ち方には肩や骨盤を柔らか

く使っているラテンのノリを感じますが、足運びは、

オーソドックスなら左ストレートに合わせて左足

だけを出し、右ストレートを追加するときに右足を

追わせます。ソ連式ですが、彼らが毎晩のように踊

るサルサのようでもあります。 

川島 WSB チーム名は『ドマドレス』ですが、こ

れは猛獣使いという意味です。他国のチームのマス

コットを見たら猛獣ばかりだった。だったら我々は

それをコントロールする人間になろうということ

だそうです。フットワークはラウンド中だけではな

く、練習始めのウォーミングアップから終わるまで、

止まらないような印象を受けました。 

――日本でのミット打ちを見ていると、基本的にコ

ンビネーションが単体でパッケージングされてい

るように見えます。一方でキューバを含めた強豪国

は、ラウンドでパッケージングされており、打った

後も必ず動き続けるので、打ち終わりに被弾しませ

ん。 

川島 セコンドに就いていてもフットワークの指

示は多かったですね。基礎固めでは、複雑なことを

やらずに反復練習という点は日本と同じでした。

「どうしてここまで同じメニューを繰り返すのか」

と聞いたら、コーチは 2年に 1度の周期で行われる

大会に向けての準備だと言っていました。ナショナ

ルチームは 4年に 1度のオリンピックに向けて計画

を立てる。2年周期と 4年周期のメニューがありま

した。 

――それが 3年目のインターハイで結果を出そうと

する日本の高校ボクシングに通ずるように見えて、

キューバン・スタイルをそのまま取り入れたら、作

新学院でしっくり来なかったそうですね。 

川島 アローチェが来た時の 1年生には、私も引き

継ぎしてキューバン・スタイルで教えました。そう

すると、馬力の面で足りないのと、パンチが届かな

いんですよ。結局、日本式の飛び込む踏み込みのほ

うが勝ちやすかったです。それと、アローチェは国

体会場で少年の部を観て、2 年半で即席栽培する技

術高度と絶賛していました。 

――結局、日本の高校ボクシングを最も研究してき

たのは日本の指導者です。短期間の詰め込み教育は

伸び悩みを生みますが、まずは結果を出さなければ



ならない。 

川島 伸びという点で、キューバの英才教育で目を

引いたのはマスボクシングでした。最初に条件マス

で、次は無条件のマス。最後に本当にフリーなマス

があるのですが、これが重要なんです。ガードを下

げていても一切文句を言わない。そのまま追い詰め

られても文句を言わない。楽しそうにふざけている

ようですが、その遊び心が、何よりフェイントの練

習になっていることを感じました。 

――私がキューバで練習に参加した時、リングがで

こぼこしていました。足をくじきそうだと思った一

方で、こうした不便の中で練習していれば、国際大

会でのハプニングなど何でもないのだろうと。 

川島 ナショナルチームに入っていなければ、道具

は粗末なものばかりです。たとえば鉄アレイの棒の

部分を半分に切り取って、そこを中指と薬指の間に

挟んで、アッパーに必要な筋トレをしてました。 

――夏休みの工作みたいですね（笑）。 

川島 筋トレもボクシング動作をしながら必要な

筋肉をつけていくといってました。やみくもに筋力

を高めても、不要なものは体重を増やすだけだと考

えていました。 

――ボクシングとは関係ないですが、街の少年たち

が VHS のカセットを分解して、テープを引き伸ば

してそこにビニール袋を縛って、凧にして楽しんで

いました。写真を撮らせてほしいというと、「いい

具合に撮らせる。だからチップをくれないか」と

（笑）。上半身が裸、裸足で交渉されるんですよね。 

川島 大人から子供まで、創意工夫の精神に溢れて

いるのは確かです。ボクサーに限らず、キューバ人

たちは不便を“超便利”に変えてしまいます。 

――ポーラ・ペタビーノとゲラリン・パイの共著『キ

ューバのスポーツ』では、ソ連スポーツの特徴を「科

学・ルーチンワーク・本格的組織化」と記してあり

ます。日本と比較すればキューバの特徴としてどれ

も当てはまりますが、キューバ・スポーツの特徴に

「新奇さ・創造性・実験」が挙げられていると、さ

らに納得できました。 

川島 まさしくですね。今年は、キューバ・スポー

ツ大学で特別指導を受けてきました。ボクシングを

始めて 3年間の指導方針や方法、理論を講義で確認

しました。午前中に講義で午後は実際に教えるサイ

クルです。 

――何が印象に残っていますか？ 

川島 メニューの組み立てが日本と同じように見

えて、詳細がだいぶ違いました。それが日本より細

かくて丁寧なんです。現代でもさすがだと思います

が、ずっと前から完成していたシステムだと思うと、

キューバの強さが垣間見えましたね。構えの次に足。

前、後ろ、次に左右を覚えて前の手。前の手は全部

の方向に打てるようにする。バックをしながらでも

手を出すことで、防御を踏まえることができます。

次第にどの方向へ移動しながらでも、様々な体勢で

打てるようになることが基本と考えられ、以降の戦

いかたは本人の経験に任せるんです。どう構えても

構わない。 

――それを安直に取り入れることができない。なら

ば日本が学ぶべき点は何でしょうか。 

川島 第一に考え方だと思いました。「これはやっ

てはいけない」が絶対的かを常に疑って、感覚的、

理論的に逆らうことです。自分の長所を引き出しな

がら、ボクシングをつくっていく。実際に、個性を

考えずにそのまま模倣することは、キューバの教え

に反しています。 

 

PROFILEPROFILEPROFILEPROFILE    

かわしま・ひろゆき◎1975 年 5 月 29日栃木県小

山市生まれ。作新学院高校 3 年のときにインター

ハイ・ライトミドル級 3 位。法政大学に進み、98

年から父・八郎氏が監督を務めていた母校に在職。

2011年以降、多数の国際大会へ派遣されている。 

 



川島川島川島川島氏氏氏氏の見たキューバの高校ボクシングの見たキューバの高校ボクシングの見たキューバの高校ボクシングの見たキューバの高校ボクシング    

 

 キューバでボクシングは野球とバレーボールと同様に国技であり、故チェ・ゲバラの盟友であり、

国の第一人者であるフィデル・カストロも愛してきた。テレビでは国内大会から国際大会、最近では

AIBA（国際ボクシング協会）発のプロ式リーグ戦である WSB（ワールド・シリーズ・オブ・ボクシン

グ）まで中継される。写真はユースのナショナルチームでトレーニングに励むエリートたち。 

 

１．１．１．１．キャリアキャリアキャリアキャリア    

キューバでは小学校の体育の時間に様々なス

ポーツを体験できる。ボクシングもその一つで、

ルールや簡単な動作などを学べる。様々なスポ

ーツを体験させ、本格的にやりたい種目を選び、

オリンピックを目標にするか、普通科に進むか

を選ばされる。ボクシングジムはどこの街にも

あり、国家資格を持ったコーチが小学生から大

人まで指導している。中学校では試合も行われ

るようになり、有望な選手には各州の高校から

スカウトマンがくる。高校ではジュニアやユー

スの世界選手権大会を目標にして、15 歳から 18

歳まで寮生活。たとえ 10代で国際的に活躍した

選手でも、エリート（成年）になった際、国内

で勝つことは容易ではない。活躍できなければ、

ナショナルチームに入れないので貪欲にボクシ

ングを研究する。ここでの脱落組には、バーな

どで安月給で働くしか、職のあてがない。ナシ

ョナルチームは別格の好待遇で、一般の人は見

学も認められないが、各級のランキング 4 位に

入れば、チームに入ることができる。 

 

２．試合２．試合２．試合２．試合    

 試合は年齢別にルールが異なる。13 歳以下は

1 分 2R、14 歳は 2 分 2R、15 歳は 2 分 3R で 16

歳からは国際ルールに則っている。 

 



３．コーチ３．コーチ３．コーチ３．コーチ    

 コーチはハバナ大学に入り、ボクシングのト

レーニング方法から選手の心理まで学んだ人間

が国家資格をもらうことができる。資格を得た

あとも、何度か試験があり、成績次第で階級が

上がる。そこに年功序列は存在しない。外国に

派遣されて実績を残すと地位が上がり、外国で

の給料は1年間で家が建てられるほどもらえる。

日本円に換算した場合、外国へ派遣されると月

給 9 万円。国内では高校の指導者が平均月給

1800 円（※ケタ数に誤りなし）なので比較にな

らない。1つの高校に約 10 人の指導者がいる。

その中にはメンタル面をサポートする係や怪我

を含めてフィジカルのケアをするコーチが含ま

れている。 

 

４．ジュニア４．ジュニア４．ジュニア４．ジュニア・・・・ユースユースユースユースの選手の選手の選手の選手    

 ジュニアの選手はほとんどが学校内で練習を

している。高校は事実上のスポーツ専門学校で、

オリンピック経験者を含めた多種のスポーツ選

手がいる。川島氏の通った高校は国内有数の名

門校で、ほとんどの選手が寮生活をしていた。6

畳ほどの部屋に 2段ベッドが 10 人分あり、天井

には蛍光灯が 1 つあるが、それも半数の部屋は

壊れていた。従って夜は明かりに恵まれない。

お湯が出ず、石鹸のないシャワールームには異

臭が漂っていた。月に 1 度の配給では、生活必

需品以外に、運動シューズ、Tシャツなどが手に

入るものの、質はよくない。試合である程度の

結果を出していくと、国家のジャージ、リング

シューズ、バッグなどが与えられる。国際大会

に出る際はその都度新品が支給される。常連に

は新品を使わず、遠征にきた外国の選手に売っ

て小遣い稼ぎをする選手も少なくない。これは

違反行為のため、人のいない場所で行われる。 

 同校では練習場にリング外でもマットが敷か

れ、リングの感覚でマスボクシングが可能だっ

た。これはナショナルチームでも同様で、キュ

ーバにとって一般的な練習環境と言える。名門

校でもゴングには使用後の酸素ボンベと金づち。

グローブやヘッドギアは遠征にきた外国のチー

ムに寄付されたもので、ボロボロだったが、チ

ャンピオンクラスは、マイ・グローブを持って

いた。 

 娯楽としては、毎週火曜に全指導者と生徒が

集まって、競技報告や激励会、各部ごとの出し

物で盛り上がっていた。勉学の授業は水曜にあ

るだけで、ほぼ毎日、トレーニングに専念して

いた。基本的に生徒たちは勉学を週１でさえサ

ボりがち。授業料は不要だが、代わりに建物の

修理や工事などの労働を政府から指示されるこ

とがある。試合があるとき以外は、土日が休み

になる。 

 

５．練習５．練習５．練習５．練習    

 ジュニアやユースの場合、2年に 1度行われる

ジュニアやユースの世界選手権に標準が合わせ

られ、技術と体力のトレーニング計画が立てら

れる。ナショナルチームは 4 年に 1 度のオリン

ピックに合わせて強化が行われる。毎年 1 月に

行われるキューバ選手権がオリンピックの模擬

試験的な役割を担い、コーチは 1 週間ごとのメ

ニューを組み立てる繰り返しになる。 

 

①筋トレ 

・主にロードワーク後、自由に行われて、コー

チもほとんど関与しない。 

・約 5kg のハンマーを両手で持って、半分埋め

込んだタイヤの両端をたたく。ハンマーは首の

後ろまで回して巻き割りのように打ち付ける。 

・砲丸を両手に持ち、アッパーを打つように脇

を絞って旋回させる。 

・鉄アレイの片方の球を取って、それを両手に

持ち、ストレートやフックを打つ。これも道具

の工夫である。 

・重りの付いていないバーベルを持ち、ストレ

ートを放つように素早く前に押し出し、元の位

置までひき戻す。 

・イスを２つ並べ、そこで棒を置いて、左右に

ジャンプする。 



・ボート漕ぎの器具も筋力アップに利用する。 

・腹筋・背筋の強化は練習後に全員が円状にな

って行う。 

・結論として原始的なものしか使っていない。 

②ジムワーク(※時期によって1Rの長さが違う) 

・ウォーミングアップ終了後、5分間、前の手だ

けでシャドーを行う。 

・次に 2 人向き合って前の手だけでシャドー。

2R 目から両手を使う。 

・基礎はフットワーク、構え、リードの順。コ

ンビネーションは 1 日 1 つずつ増やしていく。

長い時間をかけ、試合で使えるものを繰り返す。 

・全員グローブをいっせいにつけ、基礎で行っ

たものを 2 人 1 組で行う。スピードなどが時期

で異なる。フットワークは常に動かして止めな

い。基本的に 6R で、最後に 3R の自由なマスボ

クシングになる。 

・サンドバッグ。は試合のラウンド数に則って

打つ。揺れたサンドバックをフットワークを止

めずに打つ。左右に動き、強弱をつけていた。

20秒間打ち続け、10秒間足でバッグをかわして、

また打つ繰り返し。 

・最後に腹筋などの補強をする。 

・クールダウンでは最後に横になり、目を閉じ、

精神統一して終了する。必ず脈拍を測って記録

する。脈拍は節目ごとに数人測ってデータに残

す。 

③試合 1週間前の練習 

・ロードワークで 400m のグランドを 8 周走り、

縦にダッシュを 10本ほど行う。 

・その後、ジムに入ってリング中央で腰を落と

し、八方にダッシュし中央に戻ってくる。リン

グ外ではコーチがタオルなどを丸めたものを用

意し、その八方に投げて、それを拾わせて違う

方向にまた投げる。これを 20秒、次にでんぐり

返りを 20 秒、シャドーで連打を 20 秒 2 セット

で 2分行い、1分のインターバルで試合のラウン

ド数分を行う。 

・ジムワークはミット打ちだが、ミット打ちは

この時期に限っていた。1人 4R ほどして、あと

は自由練習。サンドバッグもほとんど打たない。 

 

 

 

６．基本６．基本６．基本６．基本    

 キューバは10歳前からスタートすることが多

く、11 歳から 12 歳くらいには、他国にとって

15 歳くらいの指導が行われている。 

①構え：しっかりできなければ後の指導がつい

てこない基本中の基本。 

②ステップ：簡単なステップから教える。前→

後→左→右 

①②がしっかりとできてから打ち方が指導され

る。 

③1年目はストレートのみ。※フック・アッパー

は 2年目から。 

2 年かけて 12のパンチを教える。 

顔・ボディの順に、初めは止まってやり、次に

前→後→左→右へ動きながら行う。正確さ→速

さ→最後に力強さを求める 

※打ち方を教えた際にセットで防御を教える。

防御からの攻撃も教える。反撃の重要性を踏ま

えての方針。 

④コンビネーション：ロング、ミドル、ショー

トと、距離に分けて条件マスなどで指導。 

※必ず動いて打つのが日本と異なる。（腕と脚の

コンビネーション） 

→動いて攻撃できれば、どんな相手にも対応で

きるという考えから。止まっていると動きの速

い選手には届かない。これはキューバに根付い

たダンスの文化にマッチしている。 



⑤3年目からは技術を教える。 

→環境よりも技術が大切。キューバのコーチは

町の公園でも一流選手を育てるだけの指導がで

きると自負する。 

戦略：サウスポーとどう戦うか？ファイターと

どう戦うか？ 

ファイター同士で、相手のほうがすぐれている

場合はどう対応するか？などの戦術を教え、実

戦で使えるようにする。 

⑥3年で基礎が完成し、試合などで活躍するとジ

ュニアやユースの 

ナショナルチームに呼ばれる。基礎ができてい

なければ、試合で 

勝ってもナショナルチームに呼ばれない場合が

ある。 

 

 

 

７．大学教授に質問７．大学教授に質問７．大学教授に質問７．大学教授に質問    

――インタビューを快諾してくださってありが

とうございます。 

「我々は言ってみれば教え魔であり、我々の育

成システムに自信があります。だからこそ、出

し惜しみをせず、どこの国でもすべてを教えて

いるのです。ナショナルチームの撮影は基本的

に禁止ですが。加えていえば、我々はキューバ

ン・ボクシングの弱点も把握しています。だか

らこそ、学んだことを真似をするのでなく、そ

の国の気質に合ったボクシングに変えて指導を

して頂きたいですね」 

――キューバは情報における閉鎖社会にも見え

ます。しかし、オリンピックで勝つには度重な

るルール改正に順応していかなければなりませ

ん。なぜ、キューバはルールに適応し続けられ

るのでしょうか。 

「国際大会でルール変更など、重要な動きがあ

った場合は、州の代表に連絡がいき、そこから

指導者に伝わる情報網が構築されています。指

導者は常に研究をしており、新しいルールや、

それに有効なボクシングスタイル、試合運びを

選手に伝えなけれなりません」 

――日本がキューバで練習をしたい場合はどの

ようにしたらよいか？ 

「基本的にはキューバ体育協会を通して行いま

す。7月に行われるヒラルド・コルドバ・カルデ

ィン大会なら参加も可能です」 

――今後も女子は「性別的にはボクシングに合

わない」として参加を拒否しますか？ 

「検討はするだろうし、もし始まったら男子と

同じような世界で勝てるシステムを研究しま

す」 

――何か亡命対策をしていますか？ 

「亡命の兆候を感じる選手は国際大会に選ばな

いようにしています。ただ、インターネットを

検閲することはしていないので、密かに計画を

立てていると分かりません」 

――アメリカとの国交正常化はプロへの参加に

つながりますか？ 

「世界のマスコミが大騒ぎしていますが、我々

にとって大きな関心ごとではありせん。アメリ

カと疎遠でも国家が成立しているを誇りに思っ

ているし、アメリカは今、キューバ以外のラテ

ンアメリカとの関係もこじらせています。それ

を考慮しても急速に歩み寄ることはないでしょ

う」 

――ということはプロボクシングへの参画はな

いと？ 

「我々は AIBA のバックアップを受けて、WSB や

APB に参戦しています。この関係がある以上、既

存のプロと関わることはありません」 

――ちなみに WSB では選手、それ以前に国家は



どれくらいのギャランティを受け取っています

か？ 

「キューバでは国内スポンサーがいないため、

遠征費などを出せません。今は、AIBA の招待に

よる参加になっているから経費もかかりません

が、報酬も発生していないんです。今後、もら

えるようになったら考えますが、一般的にスポ

ーツで報酬がある場合、選手が80％、コーチ15％、

事務局 5％です。ボクシングもそうなると思いま

す」 

――キューバの選手はなぜ金メダルを目指しま

すか？生活？名誉？それともお金ですか？ 

「1番は名誉です。今や金メダルとっても生活は

大して変わりません。しかし名誉は生涯残りま

す。指導者としても、議員になるにしても、知

名度や好感度が上がればなりやすいですから。

あとは、国民の代表という誇りでしょうね。テ

オフィロ・ステベンソンが亡命してモハメド・

アリとの対戦を持ちかけられたときの言葉は有

名です。“たかが 100 万ドルで 800 万のキューバ

人を裏切れというのか”」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※余談 

 シドニー五輪前、キューバ・チームはキュー

バ大使館と親交のある白井具志堅ジムと、日本

唯一の金メダリストだった桜井孝雄氏の開いた

ワンツー・スポーツジムで調整を行った。その

後、白井具志堅ジムの野木丈司トレーナーは、

桜井氏からの手紙を持ってキューバを訪れたと

ころ、同国ボクシング界の父ともいわれる指導

者、アルキデス・サガラ氏から特別に成年のナ

ショナルチームへ案内されている。そこでの練

習はスポーツ科学に精通した野木トレーナーも

関心するほど進んでいて、リゴンドウにキュー

バの強さについて尋ねると「カリブのボクサー

の特長はスピードを強化していることだ」と答

えたという。一般にスピードは努力よりも才能

が重要と言われ、モハメド・アリやロイ・ジョ

ーンズ・ジュニアのように「白人の血が混ざっ

た黒人」に恵まれていることが多いそうだ。リ

ゴンドウは生粋の黒人に見えるが、スペイン系

の混血がキューバの黒人に多いとすると、彼ら

は先天的にスピードの才能を持ちやすいとも考

えられる。なお、アメリカではこうした論述が

人種差別にあたるとしてタブーとされている。 

 

 

 


