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――堤選手に限らず最近活躍した選手には環

境の高い充実度を感じます。 

「たしかに自分はボクシングを始めた当初か

ら家族一丸となって取り組めたのは大きかっ

たと思います。あとはライバルにも恵まれま

した」 

――ボクシング以外の格闘技全般を見ても、

98 年と 99 年生まれは“当たり年”といわれて

いるんですね。 

「そうなんです。自分は最初に兄の影響で空

手を始めて、キックでの実戦経験も経て、ボ

クシングに専念していますが、空手を始めた

時点で那須川天心が身近にいました」 

――“当たり年”の中心人物です。たしか空

手で彼の妹に負けた？ 

「保育園のときですけどね（笑）。小学校の

ときに勝ちました。天心の格闘技に取り組む

姿勢は、今の自分にも大きく影響していま

す。ひとつの動きを何千回、何万回と練習し

て何センチという単位で的確性を高めていく

んです。それを本番でいきなり使うので天才

だと思われますが、裏では高い目標を設定し

た努力があるんだなと感じました」 

――その影響は、今年の選抜大会で 2 年連続

のジュニアオリンピックカップを狙う意識に

も感じました。 

「ライトウェルター級の（荒本）一成がこの

阻止を狙っていましたからね。国際大会で勝

つにはリードブローと、これを活かすための

遠いポジショニングが鍵でしたが、今年の選

抜大会でインパクトを残すには接近戦だと思

いました」 

――言ってみれば欲を出したわけですよね。

凡人なら、空回りすると思いますが、堤選手

は結果的に、接近戦でも高い完成度を持って

いることを証明しました。 

「倒そうとしすぎて、というかバンタム級に

慣れていなかったので、ボディを打つときに

上体が起きてはいました。それは改善点で

す。目標は毎回、何かしら設定しています。

その前の国体では、全試合を RSC で勝とうと

思いましたが、向かう途中で倒れて、救急車



騒ぎを起こしてしまいました」 

――あの原因は何だったんでしょう？ 

「脱水症状は少なくともあったと思います。

フライ級での減量は限界でした。結局、自分

の目標は一成が達成しました」 

――その前のインターハイでの目標は？ 

「（松本）圭佑に勝つことです」 

――松本選手のことをどう思ってますか？ 

「たとえばキューバやウズベキスタンの選手

は世界の強豪で、松本選手は長年のライバル

です。どちらも別の危険性のある相手です

ね」 

――松本選手は堤選手について「明らかに上

回られたこと」と認めた 1 つがルール適応力

でした。 

「自分もプロボクサーとのスパーリングはよ

くやりますが、4 ラウンド以上の長丁場で勝つ

スタイルなので感覚が異なります。僕が目指

しているのは東京五輪の金メダルなので、大

学生に重点を置いて感覚を磨いています。今

年、一番意識しているのは全日本選手権優勝

です」 

――最も得意なリードブローですが、この磨

きあげは世界を制しただけあって文字通り天

下一品です。 

「少し重心を前に倒してリードに重みをつけ

るのが特徴です。 重心が無意識に真ん中に来

ているときは、ボクシングの組み立てがうま

くいかないことが多く、父に応援席からそれ

を言ってもらうようにしています。あと、コ

ツは力を抜いて、スッと出すことですね」 

――日本人が海外で必要勝つために、ここだ

けは意識しておきたいというものはあります

か？ 

「やっぱり足ですかね。ファイターでもボク

サーでも停めたらいけないと思います。海外

の選手は基本的に遠い位置でボクシングを組

み立てますし、常に足を動かしているので、

足を止めながら打とうと思ってもまず当たら

ない。相手の思うツボになってしまうので、

打って動くの繰り返しのボクシングですね」 

――フェイントにはどんな意識を持っていま

すか？ 

「相手に伝わる最低限の“微弱”です。世界

レベルになってくると、大きなフェイントだ

と読まれてしまう。キューバの選手なら全部

合わせてくるので、最低限のやり取りが必要

に感じました」 

――高校の部活動で、いいところは何だと思

いますか？ 

「練習でだらけそうになったときに、仲間が

頑張っていると刺激をもらって、自分の未熟

さを再確認できることですかね」 

――ほかの選手を見てもっとこうやったほう

がいいのにという思う点は？ 

「勝ちたい気持ちが大きすぎて、力んでいる

選手が多い気がしています。絶対勝とうと思

っていると絶対に力むので、自分でやってき

たことを全部出しきるという意識で試合に取

り組んだほうがいいと思います。アジア・ジ

ュニア、世界ジュニアのときに、1 回戦負けだ

ったのは気持ちの持ちかたを間違えたなと思

いました」 

――中学 3 年の弟・麗斗選手も高い評価を得

ています。 

「自分が 1 回戦負けだったアジア・ジュニア

選手権や世界ジュニア選手権で優勝して欲し

い気持ちがあるので、アドバイスを求められ

ると答えるようにしています。その一方で少

なくとも空手で麗斗のほうが成績がよかった

ので、負けられないという気持ちを最も身近

で思わせる存在でもあります」 

――優秀なライバルとの切磋琢磨が堤選手に

とって最も「恵まれた環境」みたいですね。 

「自分でもそう思っています。戦ってくれる

人のおかげで自分も強くなれる。高校生活こ

そが世界ユース選手権で優勝するための貴重

な時間でした」 
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――教職歴はどれくらいになられましたか？ 

「23 歳で教員の世界に足を突っ込んで、来月 45

歳になります。20 年以上経っても予想外ばかり

で慣れないですね。環境や世代によって生徒の気

質は変わりますから、その都度、接しかたを考え

ています」 

――ご出身は秋田で学校は山形、福島には国体が

きっかけで移住されたんですか？ 

「大学卒業後の 1 年目、国体の競技開催地だった

保原町の役場に勤めながら、保原高校に籍を置い

て、選手をやりました。2 年目にはすぐにボクシ

ング部のある高校にってことで、相馬農業高校に

転勤してそこで 7 年。その後に会津工業高校で

12 年。12 年で転勤しなければいけなかったんで

すけど、インターハイがあるなら、会津若松市に

はいなきゃいけないってことで、会津工業高校の

中にある定時制の会津第二高校に転勤して 3 年目

です」 

――指導者になった動機は？ 

「私は高校にもろくに入れなそうな 10 代だった

んですが、ボクシングを一生懸命やったら大学に

進めた。このありがたみを次世代でも切り開けた

らいいなと思いました」 

――ではボクシングを始めた理由は何でしょう

か？ 

「高校時代、生徒指導部長をしていた鈴木徹先生

がボクシング部の顧問で、謹慎中に指導部長に連

れて行かれたんです（苦笑）。どこかでこのまま

じゃいけないと思っていたときにボクシングを勧

められたんですけど、これなら頑張れそうな気が

しました。鈴木先生のボクシング指導は技術的な

ものが少なく、“ボクシングの練習はスパーリン

グなんだ”が持論でした。ミット、サンドバッ

グ、走る、筋トレは“練習の練習”なので、自分

でやるものだと。ですから先生が見るのは毎日 6

ラウンドのスパーリングだけなんです」 

――かなりハードですね。 

「口癖は“日本一になりたかったら日本一の練習

をしろ”でしたから。日本一の練習は日本一量が

多いとは限らない。それが何かは、自分で考えろ



ということらしいです。最初は先輩も怖いからや

ってられないと思ったんですけど、先生がコイツ

をしっかり面倒見ろよなんていうふうにして、通

学の電車から逃さない状況にしたんです。50 代

で亡くなってしまったんですが、今は大恩を感じ

ています」 

――練習、もしくは練習の練習が実って高校 3 年

でインターハイ優勝。以後、引退までライトフラ

イ級でした。 

「東福岡高校の菅昌憲君に決勝で勝って優勝しま

したが、国体と選抜は菅君が取っています。彼と

はそれから計 8 回試合をしてるんですけど、ほと

んど口を聞いたことがなかったですね。一応は 5

回勝たせてもらってますが、いつもいっぱいいっ

ぱいでした」 

――最大のライバルですか？ 

「宿敵の印象があるなら、2 歳下の辻本和正君で

すかね。大学 3、4 年の全日本選手権でも決勝を

含めて計 4度負けました」 

――辻本選手はアトランタとシドニーで 2 回オリ

ンピックに出ました。 

「辻本君は強い選手という印象が大きい人が多い

ようですが、実際はすごく巧い選手でした。ガン

ガン前に進む中でももらわないし、何より相手に

相手のボクシングをさせないという一番重要なこ

とをできるファイターでしたね」 

――2011 年の東日本大震災では福島も多くの被

害を受けました。ボクシング界への影響はありま

したか？ 

「あれで、いろんな人たちの職が変わってしまい

ました。たとえばボクシング連盟の事務局は、海

の近くにあって、避難を余儀なくされたとか。そ

れで事務局をやる人がいなくなって、今は連盟事

務局、強化委員長、高体連の専門委員長の全部を

僕がやっている状況です」 

――原発問題の影響は？ 

「組織や商業の流れでみると、大きな影響を感じ

ます。ただ、ボクシングの充実度低下をこのせい

にするのは違うと思う。このインターハイを乗り

越えることができたら、仲間と一緒に仕事をまた

分担して、“強い福島”をつくっていけたらいい

なと期待しています。たとえば相馬農業高校は原

発から近かったので、生徒数が減りましたが、在

学中の村上治輝は今年、東北大会でも優勝してい

ます」 

――会津工業高校時代に指導した須佐勝明選手は

ロンドン五輪出場。現在は自衛隊体育学校で女子

を指導しています。 

「須佐君の指導には、頭の中にある完成形からポ

イントをしぼって、手取り足取りみたいな方針が

あります。これが女子にはしっくりきそうです

ね。あくまで教員の感覚かもしれないですけど、

授業でも女子と男子で教えかたにだいぶ違うもの

があります。男子は自分のイメージとか、自分の

目標とするところに向かってやっていきますけ

ど、女子には今をしっかり教えられてやっていけ

るかどうかかなと」 

――須佐さんは直の教え子ではないですか？ 

「須佐君が高校生だった前後の時代は、当時、磐

城第二高校だった藍原浩先生、法政大学 OB で県

の都市公園緑化協会に勤めていた野宮正城さん、

それに私と 3 人で学校の垣根を取って教えていた

んです。週末に県内の選手を集めてボクシングを

教えている中に、須佐君や同級生の遠藤広大君が

いました」 

――遠藤選手の高校時代は須佐さんより好成績で

した。 

「彼らの通った会津工業高校では、当時の顧問が

ボクシング未経験で、校務の大変な先生だったん

です。でも彼らの天才の芽を摘んではいけない

と、顧問の先生に僕らで言って、3 人で面倒を見

ました。須佐君は無冠でしたが、遠藤君はインタ

ーハイと国体で優勝。今、プロで活躍している細

野悟君とかもいましたし、福島が強くなったとき

の走りですね。また弱くなってきたので、去年か

ら週 1 での合同練習を始めたんですけど、ここに

指導者が増えるまで、一人でじっとこらえたいと

思っています」 

――今は他の先生はどうされてるんですか？ 

「藍原先生の学校は、中高一貫校になったのを機

にボクシング部がなくなってしまって、いわき市

内でボクシング教室をやっています。先生は学校

内でも主要ポストになっていたりとか、中高の教

務部長を兼任してたりとかで、すごく忙しそうで

す。野宮さんは、独立してジムをやるようになっ

て、会長自らトレーナーに勤しんでいます」 

―― 小中学生の育成はいかがですか？ 

「福島が東北で一番遅れているかも知れないの

は、ボクシングの事務局や強化委員長をやってい

る私が、アンダーに手をつけていないのが一因で

すね。高校の教員ですし、うちのボクシング部に

入ってくる子をしっかり面倒見たいっていう使命



もあるので。例えば私がアンダーからやってい

て、高校から始めた子が私の部に入ってきたとき

に“俺たちはどうせ勝てないんだろう”とか“ア

ンダーばっかり面倒見てりゃいいじゃん”とかっ

ていう気持ちになるんじゃないのかなと。決して

高校の 3 年間で追い越せないことはないって頑張

ることが僕は好きで、かなわない相手に向かって

行くというのにも意味を感じるんです。ボクシン

グは社会での実力を高める手段だと思っていま

す」 

――ボクシングを通じて悟ったことなどがあった

らお教えください。 

「相手を傷つけ合うスポーツである分、人の痛み

が分かったりとか、やればやるほど己の小ささを

思い知りますよね。だなら一生懸命携われば、優

しい人間になれる。ボクシング以外でも、好きな

ことなら、一番きついことまでできると思うんで

す。嫌なこともやんなきゃいけないのに言い訳が

できない。それをやり通せたときには、頑張る力

がついていて、勉強も頑張れるようになっている

んじゃないのかなと。だから好きならひたすら取

り組んでみろと言っています。須佐君も、高校に

入った頃は赤点ばっかりでしたけど、最終的には

そんなこともなくなって、今のような成熟した思

考力がありますから（笑）」 

 

 

 
▲須佐勝明コーチと遠藤広大選手（2016 年 12 月） 
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――今も毎日、ボクシングの現場に携わってい

らっしゃるそうですね。 

「夕方に中学生を鹿児島工業高校で教えていま

すが、さすがにミットを持つと関節が痛むよう

になりました（笑）。それでもボディミットは

思いきり打たせています。大病を患ったことが

ないんです。風邪を引いてもじっとしておけ

ば、2日で治りますから病院には行かないです」 

――元気でいられる秘訣は何でしょう？ 

「元来、体が丈夫にできているんでしょうが、

新しいことに取り組む姿勢は活力になります。

4、5 年前からスポーツ吹き矢をやっています

が、県代表として、2 年連続で全国大会に出まし

た。スポーツに限らず、体を動かすことが好き

なんです。家内が逝ってから、掃除、洗濯、食

事、全部一人でやっています」 

――昭和 63 年に高校の教員を定年退職されまし

た。 

「それから第一工業大学の助教授を勤め、ボク

シング部を 13 年間見ました。部には監督とし

て、回数は減りましたが今も顔を出していま

す」 

――ボクシングを始めたのは戦後ですが、ちな

みに第二次大戦には？ 

「富山で飛行機を造る工場におったんですけ

ど、学徒動員で行くことは決まっていました。

行く前に戦争が終わったんです。もろもろ運が

よかったといえばそうなんですけどね。当時を

知っている連中は、私のことを"焼夷弾も機銃掃

射もボクシングのようによく避けた”と振り返

りました。鹿児島育ちで戦時中は弁当もさつま

いもばかり食べていましたから、これが元気の

源だったと思ってください（笑）」 

――“昔の人は食事が粗食でも体が丈夫だっ

た”と言われますが、現代的には体幹トレーニ

ングが日常的にできていたともいえます。 

「私もいつも畑でクワを持ってトレーニングを

していたわけですからね。こうしたことはボク

シングを始めても、例えばダウンをしたあと、

最終回まで踏ん張る力になる。あとは精神面も

無意識に鍛えられていた時代です。日本全体が

貧しかったから、いわゆるハングリーですね。

汗だくになって生きていると、ボクシングでも"

スパーリングだけ強いみたい”にはなりにくい

と思います。心身で甘えが許されない環境に慣

れているから」 

――先生は終戦の 1945 年、立命館大学時代にボ

クシングを始めています。 

「私の通った理工学部には練習場がなかったの

でジムで練習していました。当時は今と比べる



と、組織がまったく確立していなかった。プロ

の試合の前座にアマの試合があったり、プロか

アマかわからないような試合も多かったんで

す。でも習志野高校の山口久太先生を会長とし

て 1958 年に高体連が発足され、インターハイで

もボクシングが競われるようになりました。現

在のインターハイでは、個人戦の成績を得点化

して学校対抗の順位を決めていますが、たしか

15 回あたりまで団体戦が一緒にあったかな。各

県の団体戦と個人戦が、一緒に同じインターハ

イの期間中にありました」 

――過酷なスケジュールですね。 

「当時は 1 日 2 試合を組まれることもよくあり

ましたからね。団体戦がなくなってからは、個

人戦も南九州や北九州という分けかたから県ご

とに出られるようになりました」 

――一方で団体戦形式といえば、戦後の日本を

活気づけることを基本理念に始まった国民体育

大会があります。 

「私が初めて高校生を国体に連れて行ったの

が、1960 年の熊本大会でした。当時は団体戦で

したので出場選手は、前の日に倒されても、チ

ームが負けない限り次の日もリングに立つ。大

変でしたけど、毎回盛りあがりました」 

――現時点で鹿児島の全盛期はいつでしょう

か？ 

「うちの息子が 10 年連続出場して表彰されたの

が昭和の終わりごろ。ということは鹿児島が 10

年連続、九州から選ばれていたわけですし、本

戦でも上位の成績を収めていましたので、この

頃ですかね。県の強化費は国体の成績で決まっ

てきます。国体で強ければ増えて、弱ければ減

る。合宿して、練習して、強くなるわけです」 

――一番思い出深い試合は？ 

「1972 年の鹿児島国体で、優勝確実といわれた

のに、教え子の用皆政弘が腰痛で決勝に出られ

んかったんです。それで岩手に 3 対 2 で負けた

悔しさが一番ですかね。個人戦で勝つのは個人

が頑張った気がするんですが、団体戦で負けた

場合は監督の責任が大きく思えるんです。まず

は誰を代表にするか。その中で誰を出すかがま

た問題です。東北の袰岩秀勝監督が 3 人しか出

さずに優勝した例があるんですが、これは監督

が素晴らしかったと思います」 

――鹿児島にはどんな流れでボクシングが根づ

いたのでしょうか？ 

「私が大学を出て帰ったときに、早稲田と法政

と専修と合わせて計 4 人の OB がおったんで、

1956 年に県のボクシング連盟が設けられまし

た。1960 年に高校生がインターハイに出ていま

す。九州では最初、福岡、熊本から始まって、

長崎で、その次が鹿児島。宮崎、大分、佐賀は

国体を機にできていった感じですね。鹿児島も

鹿児島国体で強くなった。そのときのメンバー

が、のちにプロに行った用皆やモントリオール

五輪に行った内山昇です」 

――素質的に一番だったのはその二人のどちら

になりますか？ 

「用皆はプロになってもずっと連続 KO だったよ

うに、より光ってました。でも総合的には内山

でしょうかね。ボクシングを始めた頃はおとな

しかったですが、肉ばっかり食べているから、

強くなると思っていました。乳牛を 2、30 頭し

ている家の子で、乳搾りで朝早く親は起きなけ

ればいけないわけです。走らない日がないとい

うくらい 6 時頃から毎日走っていました。スタ

ミナがあってフットワークがいいのはそこじゃ

ないかな。そのなかで小さいけど相手が来た瞬

間にカウンターで倒す才能がありました」 

――ご指導で一番苦労したことは何でしょう

か。 

「やる気のある選手が両親に反対されることで

すかね。一度入ってくれば親も一生懸命やるん

です。始めたあとでは、何かトラブルがあった

とき、相手に自分から手を出すなというのが心

配になりました。いい選手が、それで潰れて出

れんようになるのが少なくなかったんです」 

――指導モットーはございますか？ 

「90 歳になる今も、故・山本五十六の方針を念

頭において指導しています。自分がやって見せ

る。納得させて、それを本人にさせてみて、ほ

める。そうすると人は動くし、言うことを聞き

ます。こちらがまず形をみせて納得させるとい

うのはボクシングに限らず、人生でも大事じゃ

ないかなと思っています」 

――今年は教え子の村中優選手の世界戦でロン

ドンにも行かれたそうですね。 

「それまでの試合を全部、後楽園ホールに観に



行きましたから、ロンドンでもリングサイドで

観ておったんです。うれしいことに、彼の試合

用トランクスは新しくなってもベルトに大きく

“京田”と描かれてあります」 

――約 60 年間携わったボクシングの醍醐味を最

後にお教えください。 

「結局、勝つことでしょうかね。絶対勝つと思

ったのが負けたときは悔しいですけど、勝った

ときは嬉しい。このなかでボクシングにのめり

込んで、抜けられなくなる。私が教えた連中

も、必ずどこへ行っても集まるのは、この競技

で通じ合っているからだと思いますね。指導

は、自分がこうしていれば、もっと強く…とい

う思いを、次の時代で活かすことや、せっかく

始めたのだから人間的に立派に育てようという

愛情が大事だと思っています」 

 

 

 

 
▲今年５月、ロンドンで元・教え子の村中優選手の世界戦を応援 
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――副島さんは現在、群馬県前橋市にお住まい

です。 

「1983 年の群馬国体が縁で群馬県庁の職員に採

用されました。出場を逸したモスクワ五輪の 3

年後です」 

――モスクワ五輪のときはおいくつでしたか？ 

「私が大学 3 年のとき。21 歳です。出場予定だ

ったなかでは同い年の樋口伸二と、先輩の中村

司さんが群馬に来ています」 

――数々の名選手を輩出した横浜高校の名顧問

だった海藤晃先生は、史上最高の天才に副島さ

んを選んでいました。 

「そうなんですか。たしかにスポーツは何でも

得意でしたし、ボクシングでも飲み込みは早い

ほうだったとは思います。子供の頃の喧嘩も、

まあ強かったかな。余談までに、横浜高校は野

球の強豪校でも知られていますけど、私のいた 3

年間、神奈川では東海大相模高校の 1 学年上に

原辰徳がいたので甲子園には 1 度も行っていな

いんです。高校が野球で復調するのは、私の 3

学年下の愛甲猛とかになってからでした」 

――副島さんは、インターハイで 1 年のときに 3

位。2 年、3 年で優勝しました。高校選抜や国体

の個人戦が始まる前。インターハイ連覇も決し

て多くない時代です。 

「海藤先生のおかげですね。先生は基礎を徹底

して覚えさせたら、あとはセンスを磨けという

方針でした。数学でいえば１＋１をしっかりで

きないと次ができないから、ストレートができ

ない人間が次ができるわけない。でも打ってよ

けるの応用は自分で学べという教えです」 

――それをできたということは天才肌？ 

「どうでしょう。毎試合、相手の研究は怠らず

にしていましたけどね。打たれ強いほうではな

かったので、自分の研究も。リーグ戦は毎年、

他校の選手を少しずつ把握してくるじゃないで

すか。でも国際大会では知らない選手ばかりで

す。世界選手権で何位だったとか、アジアで何

位だったとか、その程度なんですよ。今はイン

ターネットでなんでも拾える時代ですよね。対

戦相手同士、情報を集めあう時代でしょう」 

――大学生になってから初期のキャリアでは誰



かに負けましたか？ 

「全日本選手権の決勝で負けたんですけれど

も、そのときが青森の人で一戸利彦さんかな。

モスクワ五輪の代表選考会も最終的にその人と

やったんですけど、そのときは倒して勝てまし

た」 

――関東大学リーグ戦では 1 人目の 4 年間全勝

達成者です。どんな記憶がありますか？ 

「正直、あまり辛かった覚えはないのと、記録

性はなかったと思うんですよ。しばらくしたあ

とに、仁多身史隆が第 2 号と報じられて、初め

て自分が第 1号なんだとわかりました」 

――同校の後輩で、プロボクシング界では「150

年に 1 人の天才」と売り込まれた大橋秀行さん

は、「高校時代に海藤先生から“小さい頃から

ボクシング始めたヤツでも副島みたいのがサラ

ブレッドっていうんだ。お前は駄馬だ”と言わ

れていたので自惚れずに済んだ」と言っていま

す。 

「聞いたことがあったかもな（笑）。たしかに

高校 1 年から全試合 RSC 、KO で勝って、当時か

ら目標は、オリンピックで金メダルを取ってプ

ロに行こうというものでした。小学校の卒業ア

ルバムにも書いています」 

――副島さんがボクシングを始めたのは小学校 6

年生のとき。当時では極端に早いスタートで

す。 

「10 歳のときに九州から神奈川に引っ越してき

たら、たまたま近所にボクシングジムがあった

んです。父が“お前にピッタリのスポーツだか

ら明日からあそこのジムに行け”と指示したん

です。無理やりやらされた代わりに、父は全面

バックアップです。僕の試合に関するビデオや

パンフレットはいまだにどれも保存してくれて

あります」 

――当時、小中学生がボクシングをする文化は

皆無でしたか？ 

「そうですね。40 年以上前ですから、地域的に

盛りあげるとか、学校で盛りあげるとか、そう

いった発想がなかったと思います。ジムに通っ

ている子供も私と弟くらいで、当時はただ自分

の未来をイメージして練習する。そんな感じで

した」 

――“ベビーボクシング”という名称も取って

付けたような…。 

「小 6 で身長が 160 ちょっとありましたから、

まず赤ん坊じゃないですよね。でも違和感なく

そう名づけられたということは、そういう印象

がたしかにあったということでしょう」 

――専門誌では現役世界王者・輪島功一とスパ

ーをするベビーボクサーがいるとも紹介されま

した。 

「中 1 のときですかね。通っていた協栄山神ジ

ムの会長と輪島さんの所属先だった三迫ジムの

仲がよかったので、日本タイトルマッチ前にい

わゆるエキシビション・スパーリングをやった

んです。輪島さんはいろんな意味で大きかった

ですけど、ある程度セーブしてやって頂きまし

た」 

――その後、輪島さんとご交流は？ 

「三迫会長は、私が高校卒業する時に輪島さん

と 2 人で私の家に来まして、プロに来ないか誘

っていただきました。迷いましたけど当時、海

藤先生の方針はモスクワ五輪路線ひとつでした

から、大学に進みました」 

――モスクワ五輪の代表選考には、その 4 年前

から、代表権を意味するベルトの争奪戦があっ

たそうですね。 

「全日本選手権の成績ではなく、最後にそのベ

ルトを守っていた選手をオリンピックの代表に

しようというシステムがつくられたんです。私

にとって高 3 のときに始まって、最後は横須賀

で勝ちました」 

――ところが待っていたのは有名な出場ボイコ

ット。以後は「幻の五輪代表」と呼ばれるよう

になります。 

「まぎれもなく人生最大のショックでした。今

日まで生きてきて、あの埋め合わせはさすがに

できていない」 

――知らせはどこからあったされたんですか？ 

「テレビのニュースで知ったんですよ。ただ、

アメリカが先にボイコットしたので、日本もそ

の方針に従うんじゃないかなという兆候はあり

ましたね。表向きは頑張っていましたが、ボク

シングへの情熱はあそこで途切れたんです。私

がボイコット前の余韻の感覚で続けているの

は、樋口や中村さんが誰より気づいていたと思

います」 

――4 年後のロスオリンピックを改めて目指そう

というのはありませんでしたか？ 

「モスクワ五輪後にアジア大会の代表権も得た

んですが、行きませんと。逆に私がボイコット

しました（笑）。ちなみに当時の国際大会は自

己負担が当たり前のようにあったんです。景気



は今よりいいはずなんだけど、スポーツがそこ

までの認知度をまだ得ていなかった。情熱がな

いのに自腹は切れませんでした。いま思えば生

意気ですよね。ボクシング自体は 12 歳からやっ

ていますから、ボクシングは 10 年で人よりも長

いわけです」 

――社会人で 2 度目のオリンピック挑戦という

文化自体もあまりありませんでしたか？ 

「樋口はロスのときも目指して、最後に東悟に

負けました。東はロス、ソウルと 2 大会連続で

オリンピックに行きましたね」 

――最近の選手はご覧になっていますか？ 

「先日、みんなが噂する堤駿斗君を観てみまし

た。率直な印象として、あまりピンと来なかっ

たんですよ。私たちの時代はスパンと倒すよう

な勝ちかたが美とされていましたし、それをで

きる選手が当時は結構多かったので。2、3 歳下

がると、瀬川正義とか高見公明とか。グローブ

の質からルール、美学までずいぶん変わったん

だなというのが彼を観たときの感想でした」 

――モスクワ五輪後、ライトウェルター級の時

代は、副島保彦から三浦国広に遷っていきま

す。 

「三浦とは最初に私が２連勝。そのあとに２連

敗です。新しい時代が来たというより、もうこ

のレベルの選手と戦うだけの気合を持てないん

だなと思いました。三浦と何度も戦った平仲信

明は私の 3 つ下で、私が全日本 4 連覇目を狙っ

た決勝の相手です。それで私が目を切って初回

で負けちゃった 24 の時かな。25 歳のときにあっ

た奈良国体が 10 回目の出場だったのでこれを区

切りに辞めました。ちょうどロス五輪の年です

ね」 

――選手引退後はどういった経緯で今に至って

いるんですか？ 

「そのまま群馬県職員として、現在、群馬県ス

ポーツ振興センターに勤務しており、今年は国

体の関東ブロック大会が群馬県で行われます。

その開催事務も担当しています」 

――オリンピックはご覧になってましたか？ 

「ロス、ソウル、バルセロナも観る気になれま

せんでしたが、アトランタの開会式で、“モハ

メド・アリが出てきた”って耳にして、ボクシ

ングの金メダリストですから、観たらうれしく

なりました」 

――ちなみにプロ路線と五輪路線で悩んでいた

ときに後者を選ばせた海藤先生とその後は？ 

「今もお酒に酔うと電話をかけて来ます。

時々、"あのときは悪かったなあ”とは言われる

んですけど、“あの時があったから今の生活が

あります”と答えています。それに、ボクシン

グに熱心な教育パパだった父が、82 歳の今も元

気にパラグライダーをやっているのも幸せで

す」 

――ボクシングで学んだことで一番よかったと

思うことは何ですか？ 

「対戦相手を慕い、対戦相手を敬う競技です

ね。いくら弱い先輩だろうが先輩は先輩、強く

ても後輩は後輩だ。樋口や中村さんと同じ夢を

追いかけたのは人生の中でたった 3 年、4 年なん

ですけど、なぜか同じ職場で 20 年、30 年いるよ

りも血が濃いんです。モスクワを目指した財産

なんですかね」 
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――ご主人は社会人になってからボクシングを

始めましたが、年齢的にはモスクワ五輪世代で

す。 

「そうですね。次のロス五輪（1984 年）の年に

も全日本選手権で優勝していたので候補に挙が

っていたと思います」 

――古澤先生がボクシングに携わったきっかけ

も、ご主人の影響でしょうか。 

「それに尽きます。未経験でしたが、結婚前か

ら主人の大会には行っていましたし、家の周り

で走り込みを一緒にやっていました。しばらく

して主人は、当時の年齢規定である 35 歳に達し

て指導者になり、鶴見工業高校、横浜商業高

校・定時制、横浜総合高校と異動した先々でボ

クシング部をつくりました。部が強くなってく

ると、顧問は遠征が増えますから、当時の私は

“部活未亡人”でした」 

――“部活未亡人”を認めてくださる奥さんが

少ないと悩む先生方も少なくないですが（笑） 

「私の場合は試合のビデオ撮りを任される形で

巻き込まれたことも大きったですし、何より息

子が高校からボクシングをやる形で一丸となっ

て取り組めました。息子は、井上尚弥君を始

め、神奈川の他校に強い選手が多かった近年の

全盛期でしたがインターハイ、国体には出てい

ます」 

――その時期にまた少しズレて、横浜総合高校

では現在プロで好調な小浦翼が所属していまし

た。 

「彼はボクシングを始める前から身体能力は高

かったんですが、ライトフライ級で井上尚弥君

がいなくなっても、弟の拓真君がいたのでイン

ターハイになかなか出られなかったですね。フ

ライ級で出た 3 年目が、私が顧問になって最初

の年です。その 2012 年から、私は 5 年間顧問を

やりました」 

――顧問を務めたきっかけは？ 

「ようやく高校も強くなってきた頃に主人が定



年退職になったんです。以降は指導はできても

顧問がいなければ結局部が成立しないので、学

校が引き継ぎ手を探していたんだと思います。

夫婦で同じ学校になることはできませんが、教

員と部の指導員の形なら大丈夫ということで、

私が横総に異動したのではないでしょうか」 

――絶妙なアイデアですね。 

「でも私には不安が大きかったですよ。幸いだ

ったのは、インターハイにはそれ以前から、神

奈川開催の視察や息子の応援で行っていました

から、会場でお会いするみなさんも私が 1 年目

だと思わなかったんです。運営で重役を任され

ていた方々にも主人と同世代が多かったので、

加わることにだいぶアドバンテージがありまし

た」 

――ご夫婦でセコンドをするメリットは？ 

「私たちにとっては主人が私に言いたい放題言

えることでしょうか（笑）。 あの人は自分の試

合以上にセコンドで緊張するんです。試合前か

らトイレに行く回数が増えますし、“早くタオ

ルよこせ！”とか、結構試合中にやりあってい

るんですよ。そんなときに私が意外と冷静にい

られるので、緊張を和らげているのか、今のと

ころ、夫婦セコンドを続けられています」 

――部活ではご指導もされているんですか？ 

「主人の方針で、新入部員と基礎は一緒にやっ

てきました。部に下地ができていたので、上級

生の部員も教えてくれますし、私も 55 歳で始め

て、マスボクシングまではやれるようになった

んです。さすがにスパーリングはないですけ

ど、私は打つけど生徒は避けるだけという条件

ではやってみました。そうしたら殴られたわけ

じゃないのに、下の歯が一本折れちゃって…。

食いしばりすぎだそうです。それから実戦的な

練習は辞めました」 

――部を担当されて大変だと感じたことは？ 

「やっぱり勝つのは大変ですよね。片方は負け

て、片方は勝つんですけど。生徒によって集中

の仕方が違うのも理解しないとですし。大変と

いうか、この競技に携わって思い出深いのは神

奈川で開かれたインターハイです」 

――会場が茅ヶ崎で選手はサザンオールスター

ズの曲で入場したのが印象的でした。 

「あれも、みんなで色々知恵を出し合う過程

で、ぜひっていう声があったんです。開催県っ

て大変ですね。前々年度大会を視察して、本格

的にはそこから始動なんですが、もっと前から

準備は始まります。ボクシングの高体連役員は

20 名くらいですから、1 人がいろんなことをや

んなきゃいけない。外部からも多くのみなさん

に手伝ってもらって、それでインターハイがで

きていくんですね」 

――インターハイは準備も戦いであると。 

「寝ている時間以外は常に仕事してる感覚でし

た。でも、情熱が通い合うから、どんどん団結

が強まっていくんです。とにかく走り回ってい

たんですけど、それを見ていた主人が“楽しそ

うだね”って言ってきたんです。“あれ？そう

なのかな”と思って。小さなトラブルは色々あ

りましたけど、 閉幕したときにようやくやりき

った充実感がありました。部の豊嶋海優が 3 位

に入ったこともうれしかったです」 

――部は今後、どうなって欲しいとかあります

か？ 

「うちの学校、今回のインターハイでは、和田

まどかちゃんの弟が今 2 年生でいるんですけ

ど、松本圭佑君に負けちゃったので久々に誰も

出場できないんです。その一方で女子は強い。

小浦も妹の菜々美は選抜大会で優勝できました

し、名門校でなくても成績が伸びると、ここで

習いたいという子が現れてくれるんですね。い

ま通っている徳里実奈美も、東京在住ですが、

横浜のおばさんの所に住所を移して、そこから

来ています」 

――女子の普及で何かご意見はありますか？ 

「去年の全日本女子選手権には神奈川の監督と

して行きましたが、ここ何年かでも競技レベル

は着実に上がったと感じます。これからもそこ

に携わっていきたいので、去年、公認コーチを

主人と一緒に受けました」 

――今後も全国大会で正式に夫婦セコンドです

ね。 

「公認コーチの講習会でボクシングを改めて勉

強して、少しずつ頭ではわかってきたと思いま

す。主人が気がつけないことに気づけることが

大切だと思いますし、もっと根本的に、頑張っ

てる生徒や役員を見ると応援したくなる。エネ

ルギーをもらって私自身も充実した生活を送れ

れば幸いです」 


