
名選手・名指導者に迫る 
 

 

1996 年アトランタ五輪代表 

鹿児島工業高校 出身 

本 博国 氏 
1970 年 3月 9 日 

鹿児島県鹿児島市生まれ 

 

「ウズベク体操」を持ち込んだ 

アジア・ボクシング界の人気指導者 

 

――特に中央アジアですとボクシング関係者から、

合言葉のように「モト！モト！」と声をかけられ

ます。あのゲンナディ・ゴロフキン（カザフスタ

ン＝2004年アテネ五輪・銀）も例外ではないと伺

いました。 

「彼は私の名前まで憶えていたかは分かりません

が、海外の空港でたまたま会ったときに、向こう

から呼び止めてくれて、せっかくだからと言って

持っていたものを色々プレゼントしてくれました」 

――印象深かったのが、世界選手権 2 階級制覇者

のアボス・アトエフ（ウズベキスタン）を村田諒

太が大番狂わせで破って、ロンドン五輪の金メダ

リストになったとき、ウズベキスタンのコーチが

泣いていたんです。理由を聞いてみると「俺たち

のモトが金メダリストを育てた」と…。 

「謙遜ではなく、村田の快挙は自分自身の努力が

大きかったと思います。アトエフとの第 1 戦、さ

すがに村田有利までは思えませんでしたが、アト

エフの技術は洗練されておらず、極端なパワー任

せでしたから。強打への恐怖心さえ克服できれば、

粗探しをしやすいとは思いました」 

――現在、日本ボクシング界ではソ連式のウォー

ミングアップ合同練習が“ウズベク体操”と呼ば

れて浸透していますが、この名付け親は本さん？ 

「自衛隊で毎日のメニューに取り入れましたし、

ナショナルチームの強化合宿でも取り入れました。

その後、公認コーチ講習会などで紹介するうちに

広まったとは感じましたが、私は名づけていない

です。気が付いたらそう呼ばれていました」 

――ボクシングを始めたきっかけは？ 

「高校から始められるスポーツとして、実はアー

チェリー部を見学しようと思ったんです。でもそ

の途中にボクシング部があって、つかまってしま

いました（笑）」 

――高校卒業後の進路に自衛隊体育学校を選んだ

理由は？ 

「それも予定通りではなかったんですが、インタ

ーハイのライトミドル級で 3 位になったあと、自

体校を防衛大学のような大学だと勘違いしてしま

ったんです」 

――進路の決断にハプニングが多いですね（笑）。 

「学校と聞いて、自衛隊体育大学と間違えました。

所属後に全日本選手権でライトミドル級優勝が 1

回、ミドル級では 5回です。1996年アトランタ五

輪の出場はアジア 2次予選で決めました」 

――その後、ウズベキスタンに行くことになった

ご経緯を教えてください。 

「アトランタ五輪後に選手を引退して、指導者の

道を選びました。日本連盟の川島五郎会長（当時）

から“1 年間、外国に行って勉強して来い”と言

われたんです。事前に JOC（日本五輪委員会）在

外研修で、ウズベキスタンかモンゴルに派遣され

るとは聞いていましたが、予想外にも“どこに行

きたいか”と希望を聞かれたので、アメリカと答



えたら首を横に振られて、イギリスでも“知人は

いない”となった。それで“ウラジミール・シン

のところに行って来い”となったんです。ある程

度、最初から決めてあったのかなと思いました」 

 

 

（アトランタ五輪で初戦突破。奥が故・川島会長） 

 

――ウズベキスタン生活はどんなふうに始まりま

したか？ 

「何も話せないまま首都のタシケントに行って、

今のように SNSが進んでいないから、日本語を話

すこともなく、自分一人で行動できない。当時の

ウズベキスタンは首都でも道路が舗装されてない

昭和中期のようでしたから不自由さが大変でした」 

――今では旧ソ連圏の関係者たちとロシア語でコ

ミュニケーションを取っています。 

「とりあえずコーチがよく話す言葉を書き留めて、

ウズベキスタン・ボクシング連盟に行った時に“こ

れはどういう意味ですか”と英訳してもらってい

ました。買い物での“いくら？”はすぐ覚えまし

たけど、値段（数値）を聞き取れないと高くなっ

たりするので、まずは１から 100 までのロシア語

を紙に書いてトイレに貼って、１度トイレに行っ

たら１から 100 まで数えてからお尻を拭くとか

（笑）、自分なりのルールを作りました」 

――“インドネシア語も話せる”という噂は？ 

「インドネシアには選手時代から、毎年のように

行っていたので、会話集を持ってしゃべっている

うちに、少しずつ覚えました。“ひらがな読み”で

すむので覚えやすかったです」 

――現地の人たちとのやり取りで記憶に残ってい

るエピソードはありますか？ 

「ウズベキスタンでは旧日本軍捕虜の勤勉性が、

教育の模範として語り継がれています。私も 3 か

月に 1度、JOCに報告書を提出するときに、日本

人墓地を参拝していました。ヒッチハイクで車を

止めたら、ある時、いつもより高く言ってきた運

転手がいたんです。交渉しても安くならなかった

ので断ったら、運転手が折れて安値になりました。

その道中、“日本人墓地には親戚でもいるのか？”

と聞かれて、“いないけど、犠牲になった方々のご

尽力を日本人として感謝している”と答えたら、

運転手が“俺も一緒に行っていいか？” となりま

した。感慨深かったみたいで“今日のことを帰っ

て孫に話す。お金はいらない”と言われました」 

――ぼったくりからまさかの無料に？ 

「私は“お孫さんにチョコ代にしてほしい”と言

って、最初に吹っかけてきた金額プラス復路分を

渡しました」 

――ウズベキスタンの練習で印象深かったのは？ 

「トレーニングが古典的だったことですね。今で

も日本のスポーツ指導でとっくに危険視されたう

さぎ跳びを当たり前のようにやらせます。体力強

化のメニューには 6 時間から 8 時間の山歩きがあ

りました。歩くだけですけど、昼食はなく、水分

摂取が湧き水っていうこともあってかなりきつい

んですよ。オフシーズンには世界選手権やオリン

ピックでメダリスト・クラスが、ワンパンチ、ワ

ンステップなど、徹底的に基本練習を繰り返して

いたのも印象的でした」 

――選手・監督で五輪を経験して感じたことは？ 

「私がオリンピアンになるために、特別な才能は

なかったと思っています。ただ、出たい気持ちは

ひと一倍強かった。全日本の監督も経験して、能

力の高い選手が必ずしもオリンピアンになれるわ

けじゃないし、人はいつチャンスが巡ってくるか

わからないのは、村田の突然の快進撃が最たる例

だと思います。ですからチャンスをつかむための

研究心と、チャンスを逃さない準備をする心構え

が大切だと思います」 



 

2019 年アジア選手権・銀メダリスト 

日本大学山形高校 出身 

岡澤セオン 選手 
1995 年 12月 21日 

山形県山形市八日町生まれ 

 

日本人離れの長距離戦術で 

「ボクシング界のサニブラウン」は突っ走る 

 

――今年のアジア選手権では 1983 年の沖縄大会

以来の日本代表の決勝進出をはたし、銀メダルを

獲得しました。 

「初めての国際大会だったので、まずは楽しんで

戦おうと思いました。決勝ではそれができなくて、

日本人にはないテンポとフィジカルに押しきられ

てしまいましたけど、事前のアメリカや静岡での

外国との合同合宿が生きたとは思っています」 

――この選手権では“岡澤・セオンレッツ・クイ

ンシーメンサ”と選手名が表記されました。 

「それが本名です。テレビゲームみたいな話です

けど、ボクシングで選手登録をするときに本名が

全部入りきらなかったので（笑）。“岡澤セオン”

は言ってみればリングネームです」 

――お父さんがアフリカのガーナ出身。お母さん

が日本出身とは、日本陸上界期待の短距離走者サ

ニブラウン・アブデル・ハキーム選手と同じです。 

「サニブラウン選手には“日本に住むハーフ”と

して共鳴みたいなものを感じます。僕たちは見た

目から一般的な日本人とは違って、周りは意識的

にでも無意識にでも、自分の精神面を“半分外国

人”と認識していると感じるんです。 一般的な日

本人よりも日本人の常識に縛られづらい。その積

み重ねがスポーツのパフォーマンスにも影響して

くるかなと。説明は難しいですけど、日本人の限

界を超えられる可能性があるっていうか（笑）、そ

ういうエネルギーを持っています」 

――岡澤選手のボクシングは“超長距離”に徹底

しています。この距離を磨くコツは？ 

「少し前に剣道の間合いを大切にしていた川内将

嗣さん（2007年世界選手権・銅）もそうだったと

思いますけど、自分の経験則を大事にしていくこ

とですね。今の採点基準には有効打が最優先にあ

ります。その次に“主導権”とか“支配感”とか

があって、僕は有効打より、そうしたものを意識

すると自分のリズムを組み立てやすいです。極端

に言うとこちらが 1 発も出さないけど、相手を空

振りさせ続けて、そのラウンドを制す。そう考え

ていても結局手は出すというのは、経験則に則っ

ています」 

――後手後手にならないですか？ 

「確かにカウンターを狙いすぎないことも気を付

けています。カウンターを打つと“ごちゃっ”と

なりやすいので、大胆に逃げ回って空振りさせた

ほうが印象がいいときもありますね」 

――セオン選手がボクシングを始めたのは高校入

学後でした。 

「叔父の影響で自分も小 1 からレスリングをやっ

ていたので、始める前から他の格闘技にも関心が

ありました」 

――ボクシング推薦での大学進学は考えていなか

ったとか？ 

「国立大学の筆記入試路線だったんですけど、中

央大学から話があった時に、叔父がこの大学の法

学部でしたので、興味を持ちました。でも 3 年生

のインターハイでメダルを取ったら、そこで辞め

ようと思ったんですけど、 準々決勝で保坂剛（世

界ユース選手権・銅）にスプリット判定で負けた

ら未練が出て、競技を続けることにしました」 

――大学でボクシング部の主将を務めたのちに鹿



児島に行った経緯は？ 

「企業の内定も頂いて、今度こそ引退しようと思

っていたんですけど、また未練が…（笑）。モヤモ

ヤしていた時に大学の後輩たちが“先輩にボクシ

ング続けて欲しい”と言ってくれて、後輩の一人

が鹿児島出身だった縁で、鹿児島国体に向けて移

住しました」 

――大学卒業後に全日本王者になりました。 

「今のところ高校の全国大会をすべて制覇してい

る荒竹一真（鹿屋工業高校）のお父さん（荒竹俊

也会長）のジムで肉体改造を多く取り入れて、力

強いパフォーマンスができるようになったとは感

じています。あとは、仕事としてボクシングを教

える身にもなって、教え子に強い背中を見せたい

責任感が出たことも大きいですね。鹿児島は地元

のみなさんが穫れた野菜を分けてくださったり、

心温かい環境で過ごせています」 

――改めて目標を教えてください。 

「はい、来年の東京五輪です。国内にも強い選手

が多くて、気は抜けないですが、1964年の東京五

輪では大学の先輩に優勝の実績があります（バン

タム級・桜井孝雄）。伝統を引き継ぐ意味も込めて

金メダルを獲得したいと思っています」 

 

 

「鹿児島は住み心地もいいです」（岡澤選手） 

 

 

 

＊ ＊ ＊ ＊ 

 
1982 年世界選手権・銅メダリスト 

元・アジアボクシング連盟副会長 

ウラジミール・シン氏 
1954 年 8月 19 日 

ソビエト連邦・現在のチェチェン共和国生まれ 

ＪＯＣ専任コーチ 

 

日本のメダル獲得を任された 

旧ソ連のスポーツマスター 

 

――日本での生活はいかがですか？ 

「基本的に便利な国だと感じます。しいて言えば

梅雨は湿気が多くて厄介ですね。ウズベキスタン

に雨季はありませんでしたから」 

――よくウズベキスタン出身と思われているシン

さんですが、正しくは現ロシア連邦内にあるチェ

チェン共和国の出身。ご両親は朝鮮からの移住者

でした。 

「ウズベキスタンには旧ソ連圏最大の朝鮮人コミ

ュニティがあって、2013年に他界したドミトリエ

ヴィチ・ツォイさんもそうでした。彼はソ連ボク

シング界で朝鮮民族最初のスポーツマスターとな

り、アングレンという都市に当時の中央アジアで

は最大のボクシング施設を建てました。私は兄の

影響でボクシングを始めました」 

――選手時代で最も思い出深い大会は？ 

「1979年にニューヨークで開催された第1回ワー

ルドカップです。各階級の強豪を 8 選手ずつ集め

て行われて、私は決勝でパク・ヨンキュ（韓国）



に勝って優勝しました。そのほかに私はインドネ

シアの大統領杯やタイ国王杯で優勝したことがあ

ります。選手引退後、アジア連盟の副会長やウズ

ベキスタンのチーム監督を経て、今にいたります」 

――ソ連選手権では何度優勝していますか？ 

「3 度。準優勝も 3 度でした。ソ連では実績に応

じてマンションや車、金銭の支給がありました。

選手引退後に返還しなさいという条件もない。私

もタシケント市内に一室をもらいました。今もウ

ズベキスタンでは五輪メダルを獲得すれば様々な

報奨があります」 

――スポーツマスターであったシンさんから見て、

日本代表の能力をどう感じますか？ 

「特別いいわけでもないですが、悪くもないと感

じました。彼らの多くはパンチを当てた後に追撃

する準備をよくできています。ただ、打ったあと

に動こうとしないのが、エリート（成年）の部で

なかなか勝てない一因に感じます」 

――システムとして、ここが足りないと思う点は

どこですか？ 

「ナショナルチームに関して言うと、今のメンバ

ーはウズベキスタンで考えれば 2024 年パリ五輪

のチームですね。引退の年齢が早い。ソ連の代表

はパフォーマンスの波を把握して、主要大会の前

にチームの中で強化委員が選んでいました」 

 

 

 

（後列左から 3 番目がシン氏のソ連チーム時代） 

 

 

――先日のアジア選手権のように、日本対ウズベ

キスタンの試合は今後もあると思います。 

「仕事は日本に任されていますので迷いはありま

せん。任務は五輪メダルを獲らせる準備ですから、

根幹から積極的に提言していきたいです」 

 

＊ ＊ ＊ ＊ 

 

 

1984 年ロス五輪日本代表 

笠間高校 出身 

荻原 千春 氏 

1957 年 2月 13 日 

茨城県岩瀬町（現・桜川市内）生まれ 

 

無類のボクシングフリークを虜
とりこ

にした 

アメリカの五輪代表争い 

 

――ボクシングを始めたごきっかけから…。 

「中学時代に大場政男、花形進、西城正三、柴田

国明、沼田義明、小林宏とプロボクシングに 5 人

の世界チャンピオンいましたから、それで魅了さ

れてボクシングに挑戦心を持ちました。ちょうど

町内会に週に 1 度のボクシング教室があって、3

年生の時に始めました」 

――当時から大柄だったんですか？ 

「高校時代はフェザー級でしたからそうでもない

ですね。インターハイで広陵高校の現・監督、山

本保義に 2 回戦で負けました。この競技のトップ



に立てたのは、東京農業大学を卒業して自衛隊に

入ってからです」 

――そして、ロス五輪では日本代表に選ばれます。 

「当時、予選はなく、日本には 7 枠が用意されて

いました。私の場合は前年に沖縄で開かれたアジ

ア選手権で優勝していましたから、それが評価さ

れた。他には黒岩守、瀬川正義、高見公明、東悟、

三浦国宏、平仲信明が選ばれました」 

――出場した感想は？  

「ロス五輪は商業的成功を収めた大会として今の

五輪ムーブメントにも大きく影響しています。実

際に華やかだったから、ラッキーな回に出場でき

たなと思いました。帰国後に知ったんですけど、

モハメド・アリ（1960年ローマ五輪・金）も私の

試合を観戦していたんです。1 回戦ではマリオ・

センテノ（ニカラグア）に初回 KO 勝ちできまし

たが、2 回戦ではロッド・ダグラス（英国）にポ

イントで負けました」 

――目指した五輪出場はロス大会だけですか？ 

「まず、1980年モスクワ五輪が自衛隊に入って 2

年目でした。この五輪では代表権を得るためのベ

ルト争奪戦があって、私もチャンピオンとして防

衛していたんですけど、途中で負けて補欠になり

ました。ロス五輪はモスクワ五輪のリベンジ挑戦

でした。そのためには犠牲も生じますから、辞め

るかどうか、ずいぶん悩みましたけどね」 

――ロス五輪後も 2 年間だけ選手を続けています。 

「2 年後にソウルで開かれたアジア競技大会が最

後です。決勝でリ・ヘジュン（韓国）に負けたと

き、衰えを感じて、これで世界は無理だなと。あ

のとき、優勝していたら 1988年ソウル五輪も目指

していました」 

――その後、JOCの指導者海外研修事業で渡米し

ます。 

「1987年の10月から翌年の10月までオレゴン州

に住みました。アメリカ・ボクシングの拠点はコ

ロラド州ですが、コロラドにはトータル 1 か月く

らい、2 回しか行っていないんです。当時は日米

のボクシング連盟に交流がなくて、今のようにイ

ンターネットで気軽に連絡を取り合える時代では

ありませんでしたから。保証人が必要で、オレゴ

ン工科大学の知人からコンタクトを取りました」 

――アメリカは五輪出場への道のりが長いそうで

すね。 

「1988 年ソウル五輪までの過程は現地で勉強し

ましたけど、あれを観察しているだけでも虜にな

りました。アメリカでは当時から 15歳以下の試合

も積極的に行われていて、10 歳～11 歳、12 歳～

13 歳、14 歳～15 歳と分けて、グローブの重さを

変えていました。選考ではボックス・オフ制度を

取り入れながら 8 人を選ぶんです。ミシシッピ川

から東と西に分けて、双方の選考会を突破した代

表と全米選手権の優勝者準優勝者、軍人選手権の

優勝者、準優勝者、ゴールデングローブ大会の優

勝者、あと 1 名は国際大会などで成果を上げてい

る選手。この 8 人でトーナメントをやるんですけ

ど、最後に敗者の中で一番強い選手ともう一度だ

け戦わせるんです」 

 

 

（全米ジュニア五輪でオスカー・デラホーヤも目撃した） 

 

――最初にトーナメントを制した選手がそこで負

けた場合は？ 

「最後のサドンデス戦が行われます。私の記憶の

限りでは、敗者から復活した五輪出場を果たした

選手はリディック・ボウ（ソウル五輪・銀）、ケネ

ディ・マッキニー（同五輪・金）、アンドリュー・

メイナード（同五輪・金）。この中でプロでも世界

チャンピオンになれなかったのはメイナードだけ

です。当時のアメリカは国内の充実から五輪レベ



ルに感じました。最も感情移入して見たのは、自

分と同じライトミドル級です。ジェラルド・マク

ラレン（元WBO・WBC世界ミドル級王者）らの

4 強状態にロイ・ジョーンズ・ジュニアが流星の

ように現れて代表権をさらったのがドラマチック

だった」 

――本戦の決勝ではロイの負けた判定が騒動にな

って、コンピュータ採点（有効打の数をボタンを

押して計算する方式）を導入するきっかけになり

ました。 

「ロス五輪でも全米のテレビ中継でヒット数を計

算して掲示していたんです。ロイが 86対 32 で上

回って 2 度ダウンまで奪っていた。これでマスコ

ミが集中的に批判したんですね。ただ、ロス五輪

から長期で観察していると、伏線が見えるんです。

ロス五輪では逆に韓国期待のキム・ドンイルがジ

ェリー・ページ（アメリカ）に不可解な判定で負

けて、アメリカの世論が大騒ぎしました。当時の

五輪は各国の政治がぶつかり合う擬似戦争の様相

が強かったですが、地元判定まで起こるべきかと。

この翌々日にイベンダー・ホリフィールド（アメ

リカ）が厳しく裁かれたこともその煽りだったと

思います」 

――無類のボクシングフリーク、健在ですね。さ

て今年、成松大介が全日本選手権で優勝したら通

算 9 度目。歴代 2 位だった荻原さんを上回ること

になります。 

「成松は農大、自衛隊の後輩ですから光栄ですね。

ただ、私は成松のように間のない 8 年連続優勝で

すので（笑）。これからも最愛の競技を楽しく観察

していきたいと思っています」 

 

 

米国ナショナルチーム・マネージャー 

マシュー・ジョンソン氏 
1988 年 1月 22 日 

米国コロラドスプリングス生まれ 

 

移民の国アメリカのボクシング界は 

世界一のプロボクシング市場と向き合い続ける 

 

――今回（昨年 11 月）、アメリカから視察に来て

いるのはボクシング関係者だけですか？ 

「ボクシング協会を含めたスポーツ 40 種目ほど

で集まって来ました。2020年東京五輪の説明会や

セキュリティの確認が主な目的でしたが、ちょう

ど全日本選手権を開催しているタイミングだった

ので観戦に来ました。今回はマネージャー、CEO

のみ。ボクサーは来ていません」 

――ボクサーのレベルとして、日本の現状はどう

ですか？ 

「すばらしい才能を持った選手が多くいると思い

ます。アメリカも近年、オリンピックでメダルを

獲得するのが難しくなりましたが、2015年にアイ

ルランドからビリー・ウォルシュ氏を指導者とし

て招き、成績が向上しています。以前のアメリカ

では国内だけで練習していたので、プロボクシン

グから過剰に影響されたスタイルになっていまし

た。アメリカには世界最大のプロボクシング市場

があります。世界中のボクサーがネバダ州のラス

ベガスを目指しますね。その影響にビリー氏がメ



スを入れた形。アマチュアスタイルに特化した外

国の強豪チームと合同練習をする繰り返しで、少

しずつですが、自然にボクシング・スタイルが修

正されてきました」 

――アメリカの選手と試合をした日本人は“クラ

ウチング・スタイルからの大きなフェイントが特

徴”だと感じていました。 

「その特徴は確かにあると思いますが、アメリカ

は移民の国ですから、メキシカン・スタイルなど

色々なものが混り続けてきたんですね。東海岸と

西海岸でもスタイルが分かれています」 

――プロボクシングの中心地と言っても過言では

ないアメリカですが、その中で選手に五輪の美徳

を重んじさせるのは可能ですか？ 

「実際に大半の選手がプロボクシングに憧れてい

ます。 “貧困層”と言えば語弊がありますが、ナ

ショナルチームでもスラム街出身の選手が少ない

わけではない。五輪の美徳は実利よりスピリチュ

アルな要素が強いですから、貪欲な彼らに理解さ

せるのが難しいのは確かです」 

――ナショナルチームには、国から給料をもらっ

て練習している強化選手はいますか？ 

「直接的な支給はゼロですが、ボクシング協会か

ら月々の生活費は出ています。あまり多くはあり

ませんが、スポンサーとかメンバーシップとか、

米国オリンピック会員からの援助が軸ですね」 

――アメリカが世界最強の金メダル量産国だった

時代と、現状を比較して何か感じますか？ 

「衰退は必ずしも国内の問題ではなくて、以前は

アメリカ、キューバ、ソ連しか確立していなかっ

た。ところが今はアジアでも様々な国がライバル

になりました。あと、シュガー・レイ・レナード

（1976年モントリオール五輪・金）がいた時代は、

今ほどすぐにプロに行く流れは強くなかった」 

――プロ・アマがピラミッド構造になることにリ

スクは感じないですか？ 

「できることなら 25 歳くらいまで選手を抱えて

おきたいのは本音です。2016年リオ五輪でメダル

を獲得したアメリカ代表のアスリートは平均 26

歳でした。ボクシングでも、男子はようやく銀メ

ダルと銅メダルを 1 つずつ獲得できるまで復調し

ましたが、平均年齢は 19歳。18歳より 25歳の方

がメダルを取りやすいでしょう。プロボクシング

に転向する文化が仮に絶対的だとしても、18歳か

らすぐに転向するより大きな国際大会で実績を残

した後の方が、契約条件はいいはずですし、キャ

リアとしてもよりよいと思います」 

 

 

（五輪 2 連覇の女子クラレッサ・シールズとリオ五輪・銀

の男子シャクル・スティーブンソンに囲まれて） 

 

  



 

シュガーボックスジム会長 

境港工業高校（現・境港総合高校） 出身 

伊田 武志 氏 
1965 年 10月 12日 

鳥取県境港市生まれ 

 

「やればできる」の証明は 

勝敗がすべてではない 

 

――伊田会長はボクシング指導以外でも教育関係

の会社を鳥取近郊の 4県で複数持たれています。 

「高校卒業後に運送事業会社で働いて、24歳で最

初に起業しました。ボクシングの『シュガーナッ

クルジム』は米子、鳥取、松江に店舗があって、

フィットネスジムや学習塾、介護関係を経営させ

て頂いています」 

――教育関係に重点を置かれた理由は？ 

「私の少年時代はあまり恵まれていなかったので、

悩み苦しんだ時期がありました。悪い人生観をい

い人生観に変えてくれたのは、人との出会いだけ

ではなくボクシングもそうでした。大人に心を開

けない教え子に“俺はこれだけ恵まれていないか

ら”と言われても、私は自分の過去を挙げて“お

前と比べてどうだ？”と聞けば、大体は“僕のほ

う恵まれています”と答える。そう教育できるの

が、今は私の強みです」 

――拠点は鳥取。時々、「日本一人口の少ない県」

とも着目されますが…。 

「ネタのようにそう認知されていますし（笑）、実

際に住んでいてもそれは感じます。だから、選手

層が薄い、練習相手が少ないと言っていたら何も

始まらないでしょう。以前、国内大手の信用調査

会社に会員の多いボクシングジムを調べてもらっ

たら、米子市にある我々のジムが日本一でした。

当時が約 220 人。今もフィットネス、キックボク

シングなしの 3店舗で、会員は約 500人います」 

――選手育成の実績でも近年は入江聖奈（米子西

高校）、木下鈴花（米子南高校）、小川達也（境港

総合高校）らが国内外で好成績を収めました。こ

れも会員数が増えた一つの成果ですか？ 

「いえ、スパーリングを希望する選手コースには、

500人中 15人だけなんです。私にとってボクシン

グ上達の基本はやみくもな実戦より、着実なパタ

ーン習得です。1度できたことを何度も繰り返すこ

とで積みあがる。実戦練習ももちろんしますよ」 

――試合前にもマスボクシングを指示しています。 

「ボクシングを教えていると、人は景色によって、

動きを変えると感じるんです。特に初心者ではシ

ャドーボクシング、ミット打ち、サンドバッグ打

ちでまったく動きが変わってしまう。一流選手は

この点から違うのかもしれませんけどね。試合前

のミット打ちは“ルーチン”としてはいいかも知

れないけど、実は実戦にはあまり反映されていな

いかもしれません。だからウォーミングアップで

はミット打ちでも、私はなるべく避けさせてから

打たせています」 

――ちなみに会員のうち 500人の大半は？ 

「健康目的です。仕事があるから顔を腫らすこと

も、減量もできない。だけどボクシングで汗水を

流したい。そこで 15年前に初めてマスボクシング

大会をやりました。和気あいあいとやっていたん

ですけど、他のジムも加わるまで発展すると、明

確にどっちが勝ったか答えられないのはよくない

となってきた。だから機械で冷静に判断しようと

思って、マスボクシングの『離隔攻撃判定装置』

を手掛けたのが 10年前です。経験上、顔から 1セ

ンチ以上、15センチ以内が有効打と判定するのに

適度と定めましたが、アスリート向けに 10センチ

以内にも設定できます。階級は、体重ではなく身



長で分けています」 

――改良は今も続けていますか？ 

「補助金にも支えられて毎年バージョンアップし

ています。パソコン製品のバージョンアップや電

波障害にも今は対応力が高いのです」 

――判定装置にはビジネス展開を求めています

か？ 

「もちろん国内特許は取りましたが、あまり増産

の意思はなくて、ビジネスより教育者としてのロ

マンを持っています。安全な生涯スポーツとして

取り組めるというボクシングのイメージアップ。

ボクシングが五輪種目で唯一パラリンピックで実

施できないことにも、解決策として提案できない

か考えています」 

――あくまで競技の底辺を広げるためですか？ 

「いえ、トップレベルの選手にも、この装置を改

良すれば、攻撃の癖が集計できますから、戦略を

立てる上で役立てる改良ができると思うんです。

AIの顔認証を使って本人に近いイメージと戦える

ような進化も思い描いています」 

――改めて、指導の基本理念をお教えください。 

「モットーは“やればできるの証明”です。教育

における“頑張った”は単純な結果主義ではなく、

既存の能力を結果から引いたのが努力だと思って

います。ここを評価することに教育を感じる。『健

康ボクシング大会』には悩んで元気のない子や 70

歳以上の練習生さんでも参加してきます。勝った

負けたではなく、まず、リングに立った。そうい

ったことにも光を当てていきたいですね」 

（健康ボクシング大会から生まれたマス判定装置） 

＊ ＊ ＊ ＊ 

 

（那覇西高校にて後列 1 番右が長濱先生） 

 

沖縄県連盟・副理事長 

浦添高校 出身 

長濱 志保 氏 
1966 年 7月 17 日 

沖縄県浦添市生まれ 

 

未経験の教師でも 

ボクシング界では頑張れると思いました 

 

――長濱先生は全国高体連ボクシング専門部で唯

一の女性委員長になります。 

「沖縄県の専門委員長をさせていただいてます。

1994年、初採用になった宜野湾高校に、専門部長

をなさっていた知名朝次先生がいて、2 年間、一

緒にボクシングの顧問をさせていただきました。

未経験のスポーツだったので、担当クラスにいた 4

人の部員と一緒に勉強しました」 

――ちなみにボクシング以外でスポーツ経験は？ 

「私の担当科目は理科で、スポーツ経験がほとん

どないんです。ただ、ずっと勉強ばかりでしたか

ら、スポーツの部活で顧問をしてみたくて、採用

される前の補充教員時代に、いくつか見学して、

ボクシングがピタッと合いました」 

――苦労はありましたか？ 

「当初から本当にみなさんに支えて頂いたなと感



じます。審判免許を取るときも、背中を押すよう

に色々教えていただいて、気がついたら早 20年以

上です」 

――携わってみてボクシングのイメージは変わり

ましたか？ 

「怖いイメージしかなかったんですけど、ストイ

ックな生徒の相談に乗りながら取り組んでいく中

で、ボクシングの専門的な技術指導ができなくて

も、体重コントロールなどの生活面や精神面をサ

ポートする指導者として、携われると思うように

なりました」 

――ボクシングの可能性をどこに感じますか？ 

「教育と連携できることですね。リングに上がっ

たら独りですけど、セコンドは必要ですし、勝つ

ためにはチームワークが重要です。だから選手た

ちも感謝や礼儀を覚えやすいと感じます」 

――長濱先生の役目はどこに感じますか？ 

「ボクシング王国と言われた沖縄ですが、以前ほ

ど強くないのが現実です。ただ、沖縄レベルの他

県では、5、6校にボクシング部があって、主に校

内で強化をしていると思うんです。沖縄はたしか

高体連の加盟校が 25 校くらいあってダントツで

多かったと思います。なぜかというと、民間のジ

ムで練習して、その地域でボクシング部のない学

校に入学してから大会出場を希望するケースが多

い。そうすると、学校側が顧問の手配をつけるか、

学級担任が引率で、大会に来ることになります。

そういう選手が半分以上です。そんな時、私が専

門委員長をしていることで、未経験の先生がたに

安心して頂けているかもしれないですね。“私も最

素人でしたから、生徒をみんなで支えていこうっ

て気持ちがあれば大丈夫ですよ”と声をかけてい

ます」 

――高校ボクシング界全体の今後にはどんな未来

を期待しますか？ 

「女性がもっと活躍できたらうれしいですね。沖

縄県も女子選手が少しいるので、この子たちから

指導者が現れる日も楽しみにしています」 

――近年、女性のセコンドが増えています。 

「最近は A 級の女性レフェリーも何人かいて頼も

しいなと思いますね。私が審判試験を受けた時に、

全国で 3 番目って言われた記憶があります。当時

から比べると、だいぶ女性もこの世界に入ってき

ましたし、このままどんどん増えてほしいです」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（構成：善理俊哉） 


