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１　発行部数

上記　全国高体連ボクシング専門部までお願いいたします

 200部（専門部役員、加盟校、ボクシング関係団体などに配布）

全国高体連ボクシング専門部ホームページでも閲覧できます。　

Ａ４版　１００ページ　単色刷り（表紙カラー刷り）

全ページ（裏表紙・表表紙裏・裏表紙裏）　　　50,000円

全ページ　　　　   　　　　　　　　　　   　　　   　30,000円

半ページ（１／２）　　　　   　　          　　　  　15,000円



部長あいさつ 

 

（公益財団法人）全国高等学校体育連盟ボクシング専門部 

  部長 小瀧 和人（群馬県立新田暁高等学校 校長） 

 

 日ごろから高校生に対するボクシング競技の指導をとおして競技力の向上に加え、生徒

の生きる力を養い心豊かな人間を育成することに努めておられます全国加盟校の先生方を

はじめ、多くの指導者の皆様など関係各位に深く御礼申し上げます。今年度から全国高体

連ボクシング専門部の部長を拝命いたしました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 さて、昨年度はコロナ禍にあって全国高校総体が史上初の中止という、とても残念な事

態となりました。各都道府県においても代替大会等を模索しご対応いただく一方、本専門

部でも生徒たちを励ますべく、先生方のご尽力によりオンラインエール授業の実施・記念

Ｔシャツの配布・先輩たちからのメッセージ配信などを行いました。これらの取組へご理

解とご協力を賜り誠にありがとうございました。3月末の全国選抜については 2年連続の中

止は何としても避けたいとの強い思いから「特別大会」というかたちで開催させていただ

きました。開催地、徳島県を中心とした関係者の皆様、特別協賛や共催でお力添えいただ

いた日本ボクシング連盟ならびに全国高等学校体育連盟の皆様にはあらためて感謝申し上

げます。また、出場が叶わなかったブロックの選手・指導者の皆様には心よりお詫び申し

上げます。 

 今年度はコロナ感染の第４波が押し寄せるなか、原則無観客の方針ではあるものの北信

越総体が実施できる運びとなり、胸をなで下ろしております。この機関誌が発刊される８

月に福井での全国総体が無事実施されていることを切に願うばかりです。このような状況

下でも、令和 6 年度の北部九州総体からは３階級で女子競技がスタートするなど、高校ボ

クシング界にとって明るい話題がありますことが何よりの救いだと思っております。 

 私事になって恐縮ですが、私自身 20 代後半から 40 代前半にかけて指導者としての経験

があり、ボクシング競技の指導をとおして教員としてのありようを学び、育てていただき

ました。その経験のなかで、ボクシング競技のすばらしさと全国の指導者の皆様の熱意を

肌で感じることができ、貴重な経験をさせていただきました。この経験を一つでも多く専

門部の活動に生かし、先生方の熱意に報いることができればと思っております。 

 ところで、その当時の「辛夷」はホチキス留めの手作り冊子でした。全国専門部、各都

道府県専門部および全国加盟校の情報がまとめられ、全国の横のつながりをひろげるため

に役立ちました。現在ではそれに加えて前年度のあらゆる大会結果、階級別ランキング、

タイムリーな特集記事、スポーツ科学の観点からのトレーニング方法や指導法など、広報

委員会のご尽力により内容がとても充実し、本専門部の機関誌としての役割をしっかり果

たしていると感じております。２０１１年からの特集記事の内容は本専門部のＨＰでも閲

覧できるようになっておりますので、是非ご覧いただきたいと思います。 

 結びに、本専門部の発展のためにご尽力いただいております関係者の皆様に衷心より感

謝申し上げ、巻頭のあいさつといたします。 



２０２１年度（公財）全国高体連ボクシング専門部　役員名簿

210405

役 職 ブロック（都道府県名） 郵便番号 住　　　所 学校名 名前

顧 問 九州(沖縄県) 901ー2424 沖縄県中頭郡中城村字南上原1005ー3 知名 朝次

顧 問 北海道（北海道） 078-8804 北海道旭川市緑が丘東４条1-1-1 北海道旭川工業高等学校 猪股 康行

学識経験者 北信越(石川県) 神保 俊弘

学識経験者 北海道(北海道) 060-0820 北海道札幌市北区北20条西13丁目 北海道札幌工業高等学校 佐藤 秀行

部 長 関東（群馬県） 370-0347 群馬県太田市新田大根町999 群馬県立新田暁高等学校 小瀧 和人

副部長(北) 北海道（北海道） 060-0820 北海道札幌市北区北20条西13丁目 北海道札幌工業高等学校 太田 潤一

副部長(中) 東北(福島県) 961-0822 福島県白河市瀬戸原6-1 福島県立白河実業高等学校 富樫 実

副部長(南) 四国（愛媛県） 790-0021 愛媛県松山市真砂町１ 愛媛県立松山工業高等学校 西岡 誠

委員長 東北（福島県） 965-0802 福島県会津若松市徒之町1-37 会津第二高校気付 福島県立会津第二高等学校 篠原 宏和

副委員長 兼 事務局長 近畿（大阪府） 592-0005 大阪府高石市千代田6-12-1 大阪府立高石高等学校 北岡 直樹

事務局次長(事務) 近畿（兵庫県） 652-0863 兵庫県神戸市兵庫区和田宮通2-1-63 神戸工業高校気付 兵庫県立神戸工業高等学校 原 光二

事務局次長(会計) 四国（愛媛県） 790-0021 愛媛県松山市真砂町１ 愛媛県立松山工業高等学校 藤﨑 昭典

強化委員長 四国（香川県） 760-0017 香川県高松市番町2-9-30 香川県立高松工芸高等学校 梅下 悟

普及委員長 北信越（新潟県） 957-0056 新潟県新発田市大栄町6-4-23 新潟県立新発田農業高等学校 櫻井 修

調査･研究委員長 東北（岩手県） 020-0833 岩手県盛岡市西見前20-113-1 岩手県立盛岡南高等学校 小池 彰

広報委員長 東海（三重県） 514-1138 三重県津市戸木町3569-1 三重県立久居高等学校 片山 太一郎

常任委員 北海道（北海道） 060-0820 北海道札幌市北区北20条西13丁目 北海道札幌工業高等学校 山本 悦徳

常任委員 東北（秋田県） 010-0126 秋田県秋田市金足追分海老穴102-4 秋田県立金足農業高等学校 渡會 諭

常任委員 東北（山形県） 990-0034 山形県山形市4-6-16 山形県立山形南高等学校 折原 一朗

常任委員 関東（千葉県） 292-8568 千葉県木更津市桜井1403 拓殖大学紅陵高等学校 中台 康彦

常任委員 関東（栃木県） 326-0054 栃木県足利市伊勢南町3-2 白鴎大学足利高等学校 北村 員也

常任委員 北信越（福井県） 918-8114 福井県福井市羽水1-302 福井県立羽水高等学校 岸田 憲彦

常任委員 東海（三重県） 517-0703 三重県志摩市志摩町和具2578 三重県立水産高等学校 佐々木 智史

常任委員 近畿（兵庫県） 662-0943 兵庫県西宮市建石町7-43 兵庫県立西宮香風高等学校 友野 総一

常任委員
（会計監査）

中国（岡山県） 700-0013 岡山県岡山市北区伊福町4-3-92 岡山県立岡山工業高等学校 鴨頭 知男

常任委員 中国（山口県） 754-0001 山口県山口市小郡上郷980-1 山口県立山口農業高等学校 平田 直己

常任委員 九州（福岡県） 819-1117 福岡県糸島市前原西3-2-1 福岡県立糸島農業高校 吉住 康史

常任委員 九州（佐賀県） 849-2101 佐賀県杵島群大町町大字大町2039 佐賀県立白石高等学校 森田 隆宏



学校番号 県名番号 学　校　名 住　　所

210101 北海道‐1 札幌工業（全日制） 〒 060-0820 札幌市北区北20条西13丁目

210102 北海道‐2 札幌工業（定時制） 〒 060-0823 札幌市北区北20条西13丁目

210103 北海道‐3 札幌東陵 〒 007-8585 札幌市東区東苗穂10条1丁目2-21

210104 北海道‐4 札幌真栄 〒 004-0839 札幌市清田区真栄236-1

210105 北海道‐5 札幌平岡 〒 004-0874 札幌市清田区平岡4条6丁目13-1

210106 北海道‐6 千歳北陽 〒 066-8611 千歳市北陽2丁目10-53

210107 北海道‐7 恵庭南 〒 061-1412 恵庭市白樺町4丁目1-1

210108 北海道‐8 札幌創成 〒 001-8501 札幌市北区北29条西2丁目1-1

210109 北海道‐9 札幌山の手 〒 063-0002 札幌市西区山の手2条8丁目5-12

210110 北海道‐10 酪大学付属とわの森三愛 〒 069-8533 江別市文京台緑町569

210111 北海道‐11 函館西 〒 040-0054 函館市元町7-17

210112 北海道‐12 函館市立函館 〒 040-0002 函館市柳町11-5

210113 北海道‐13 室蘭工業 〒 050-0073 室蘭市宮の森町3丁目1-1

210114 北海道‐14 岩見沢農業 〒 068-0818 岩見沢市並木町1-5

210115 北海道‐15 旭川工業 〒 078-8804 旭川市緑が丘東4条1丁目1-1

210116 北海道‐16 旭川龍谷 〒 078-3235 旭川市豊岡5条4丁目

210117 北海道‐17 枝　幸 〒 098-5822 枝幸郡枝幸町北幸町529-2

210118 北海道‐18 北見工業 〒 099-0878 北見市東相内町602

210119 北海道‐19 深川西 〒 074-0012 深川市西町7-31

210201 青森-1 青森北 〒 038-0058 青森市羽白字富田80-7

210202 青森-2 青森工業 〒 039-3507 青森市馬屋尻清水流204-1

210203 青森-3 八戸工業大学第一 〒 031-0822 八戸市白銀町右岩淵通7-10

210204 青森-4 七　戸 〒 039-2516 七戸町舘野47-31

210205 青森-5 五所川原工業 〒 037-0035 五所川原市湊字船越192

210206 青森-6 弘前工業 〒 036-8585 弘前市馬屋町6-2

210207 青森-7 弘前東 〒 036-8103 弘前市川先4-4-1

210208 青森-8 東奥義塾 〒 036-8124 弘前市石川字長者森61-1

210209 青森-9 青森山田 〒 030-0846 青森市青葉3-13-40

210210 青森-10 柏木農業 〒 036-0112 平川市荒田上駒田130

210301 岩手‐1 江南義塾盛岡 〒 020-0127 盛岡市前九年三丁目8-20

210302 岩手‐2 盛岡南 〒 020-0833 盛岡市西見前20-113-1

210303 岩手‐3 花巻農業 〒 025-0004 花巻市葛1-68

210304 岩手‐4 黒沢尻工業 〒 024-8518 北上市村崎野24-19

210305 岩手‐5 水沢工業 〒 023-0003 奥州市水沢佐倉河字道下100-1

210306 岩手‐6 水沢農業 〒 023-0402 奥州市胆沢小山字笹森1番地

210307 岩手‐7 釜　石 〒 026-0055 釜石市甲子町10-614-1

210308 岩手‐8 宮古水産 〒 027-0024 宮古市磯鶏3-9-1

210309 岩手‐9 岩　泉 〒 027-0501 下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋4

210310 岩手‐10 千　厩 〒 029-0855 一関市千厩町千厩字石堂45-2

210401 宮城-1 宮城県柴田農林 〒 989-1233 柴田郡大河原町字上川原7-2

210402 宮城-2 宮城県農業 〒 981-1242 名取市高舘吉田字吉合66

210403 宮城-3 宮城県仙台三桜 〒 982-0845 仙台市太白区門前町9-2

210404 宮城-4 仙台城南 〒 982-0836 仙台市太白区八木山松波町5-1

210501 秋田-1 金足農業 〒 010-0126 秋田市金足追分字海老穴102番地4

210502 秋田-2 西　目 〒 018-0604 由利本荘市西目町沼田新道下2-142

210503 秋田-3 秋田工業 〒 010-0902 秋田市保戸野金砂町3の1

210504 秋田-4 秋田商業 〒 010-1603 秋田市新屋勝平台1番1号

210505 秋田-5 秋田中央 〒 011-0943 秋田市土崎港南三丁目2番78号

210506 秋田-6 秋田令和 〒 010-0877 秋田市千秋矢留町4番17号

210507 秋田-7 学校法人 敬愛学園　国学館 〒 010-0875 秋田市千秋明徳町3番31号

210601 山形-1 日本大学山形 〒 990-2433 山形市鳥居ケ丘4番55号

210602 山形-2 山形県立山形南 〒 990-0034 山形市東原町4丁目6番16号

210603 山形-3 新庄神室産業 〒 996-0051 新庄市松本370

210604 山形-4 新庄東 〒 996-0051 新庄市松本596

210605 山形-5 酒田光稜 〒 998-0015 酒田市北千日堂前字松境7-3

210606 山形-6 山形明正 〒 990-2332 山形市飯田一丁目1番8号

210701 福島-1 会津工業 〒 965-0802 会津若松市徒之町1-37

210702 福島-2 福島明成 〒 960-1192 福島市永井川字北原田1番地

210703 福島-3 相馬農業 〒 975-0012 南相馬市原町区三島町一丁目65

210704 福島-4 福島北 〒 960-0201 福島市飯坂町字後畑1番地

210705 福島-5 福島南 〒 960-8141 福島市渡利七社宮17

210706 福島-6 福島工業（定時制） 〒 960-8003 福島市森合字小松原1
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210707 福島-7 平工業 〒 970-8032 いわき市平下荒川字中剃1番地の3

210708 福島-8 勿来工業 〒 974-8261 いわき市植田町堂ノ作10

210801 茨城-1 高萩清松 〒 318-0001 高萩市赤浜1864

210802 茨城-2 総和工業 〒 306-0211 古河市葛生1004-1

210803 茨城-3 八千代 〒 300-3561 結城郡八千代町平塚4824番地2

210804 茨城-4 水戸桜ノ牧高等学校常北校 〒 311-4306 東茨城郡城里町春園1634

210805 茨城-5 水戸桜ノ牧 〒 310-0914 水戸市小吹町2070

210806 茨城-6 翔洋学園 〒 319-1221 茨城県日立市大みか町4-1-3

210901 栃木-1 白鷗大学足利 〒 326-0054 足利市伊勢南町3－2

210902 栃木-2 作新学院 〒 320-8525 宇都宮市一の沢1－1－41

210903 栃木-3 小山 〒 323-0028 小山市若木町2－8－51

211001 群馬-1 伊勢崎工業 〒 372-0042 伊勢崎市中央町3-8

211002 群馬-2 前橋育英 〒 371-0832 前橋市朝日が丘町13

211003 群馬-3 館林女子 〒 374-0019 館林市尾曳町6-1

211004 群馬-4 明和県央 〒 370-3511 高崎市金古町28

211005 群馬-5 高崎工業 〒 370-0046 高崎市江木町700

211006 群馬-6 渋川工業 〒 377-0008 渋川市渋川8-1

211007 群馬-7 太田東 〒 373-0801 太田市台之郷町448

211101 埼玉-1 花咲徳栄 〒 347-8502 加須市花崎519

211102 埼玉-2 秀明英光 〒 362-0058 上尾市上野1012

211201 千葉-1 習志野 〒 275-0001 習志野市東習志野1-2-1

211202 千葉-2 拓殖大学紅陵 〒 292-8568 木更津市桜井1403

211203 千葉-3 西武台千葉 〒 270-0235 野田市尾崎2241-2

211204 千葉-4 流山 〒 270ｰ0114 流山市東初石2-98

211205 千葉-5 沼南 〒 270-1445 柏市岩井678-3

211206 千葉-6 千葉経済大学附属 〒 263-8585 千葉市稲毛区轟町4-3-30

211301 東京-1 駿台学園 全日制 〒 114-0002 北区王子6-1-10

211302 東京-2 駿台学園 定時制 〒 114-0002 北区王子6-1-10

211303 東京-3 目黒日本大学 全日制 〒 153-0063 目黒区目黒1-6-15

211304 東京-4 目黒日本大学 通信制 〒 153-0063 目黒区目黒1-6-15

211305 東京-5 日本体育大学桜華 〒 189-0024 東村山市富士見町2-5-1

211306 東京-6 都立府中東 〒 183-0012 府中市押立町4-21

211401 神奈川-1 武相 〒 222-0023 横浜市港北区仲手原2－34－1

211402 神奈川-2 浅野 〒 221-0012 横浜市神奈川区子安台1-3-1

211403 神奈川-3 横浜総合 〒 232-0061 横浜市南区大岡2-29-1

211404 神奈川-4 県立有馬 〒 243-0424 海老名市社家240

211405 神奈川-5 慶應義塾 〒 223-8524 横浜市港北区日吉4－1－2

211406 神奈川-6 みなと総合 〒 231-0023 横浜市中区山下町231

211407 神奈川-7 向上 〒 259-1185 伊勢原市見附島411

211408 神奈川-8 平塚工科 〒 254-0821 平塚市黒部丘12-7

211409 神奈川-9 荏田 〒 224-0007 都筑区荏田南3-9-1

211410 神奈川-10 鎌倉学園 〒 247-0062 鎌倉市山ノ内110

211411 神奈川-11 私立星槎国際 〒 259-0111 大磯町国府本郷1805-2

211501 山梨-1 甲府工業 〒 400-0026 甲府市塩部2-7-1

211502 山梨-2 甲府昭和 〒 409-3866 中巨摩郡昭和町西条3000

211503 山梨-3 日本航空 〒 400-0108 甲斐市宇津谷445

211504 山梨-4 日本航空 通信制 〒 400-0108 甲斐市宇津谷445

211601 新潟-1 新潟向陽 〒 950-0121 新潟市江南区亀田向陽4-3-1

211602 新潟-2 新潟南 〒 950-0994 新潟市中央区上所1-3-1

211603 新潟-3 新潟北 〒 950-0804 新潟市東区本所847-1

211604 新潟-4 開志学園 〒 950-0925 新潟市中央区弁天橋通1‐4‐1

211605 新潟-5 新潟工業 〒 950-2024 新潟市西区小新西1-5-1

211606 新潟-6 巻総合 〒 953-0041 新潟市西蒲区巻甲4295-1

211607 新潟-7 新潟青陵 〒 951-8121 新潟市中央区水道町1－5932

211608 新潟-8 海洋 〒 949-1352 糸魚川市大字能生3040

211701 長野-1 丸子修学館 〒 386-0405 上田市中丸子810－2

211702 長野-2 佐久平総合 〒 384-0301 佐久市臼田751

211703 長野-3 下伊那農業 〒 395-0804 飯田氏鼎名古熊2366‐4

211801 富山‐1 上市 〒 930-0424 中新川郡上市町斉神新444

211802 富山‐2 雄峰 〒 930-0009 富山市神通町2-12-20

211803 富山‐3 富山工業 〒 930-0887 富山市五福2238

211804 富山‐4 富山西 〒 939-2706 富山市婦中町速星926　

211805 富山‐5 富山国際大学付属 〒 930-0175 富山市願海寺水口444

211806 富山‐6 高岡第一 〒 933-8508 高岡市本郷2-1-1
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211901 石川-1 金沢北陵 〒 920-3114 金沢市吉原町　ワ　21番地

211902 石川-2 石川県立工業 〒 920-0964 金沢市本多町　2-3-6

211903 石川-3 加　賀 〒 920-0331 加賀市動橋町　ム　53番地

211904 石川-4 遊学館 〒 920-0964 金沢市本多町　2-2-3

211905 石川-5 金沢学院大学附属 〒 920-1393 金沢市末町　10

211906 石川-6 星　稜 〒 920-0811 金沢市小坂町南　206番地

211907 石川-7 寺　井 〒 923-1123 能美市吉光町　ト　90番地

211908 石川-8 小松市立 〒 923-0833 小松市八幡ト1番地

211909 石川-9 金沢龍谷 〒 920-0374 金沢市上安原町169番地の1

212001 福井-1 羽　水 〒 918-8114 福井市羽水1-302

212002 福井-2 武生商工 〒 915-0841 越前市文京1-14-16

212101 静岡-1 浜松工業 〒 433-8567 浜松市北区初生町1150

212102 静岡-2 飛龍 〒 410-0022 沼津市東熊堂491

212103 静岡-3 伊東商業 〒 414-0055 伊東市岡入の道1229-3

212104 静岡-4 静岡聖光学院 〒 422-8021 静岡市駿河区小鹿1440

212105 静岡-5 知徳 〒 411-0944 駿東郡長泉町竹原354

212106 静岡-6 藤枝北 〒 426-0016 藤枝市郡970

212107 静岡-7 キラリ 〒 420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目11-11

212201 岐阜-1 岐阜工業 〒 501-6083 羽島郡笠松町常盤町1700

212202 岐阜-2 中　京 〒 509-6101 瑞浪市土岐町7074-1

212203 岐阜-3 多治見工業 〒 507-8605 多治見市陶元町207

212204 岐阜-4 多治見北 〒 507-0022 多治見市上山町2-49

212301 愛知-1 蒲郡 〒 443-0058 蒲郡市上本町8-9

212302 愛知-2 三好 〒 470-0224 みよし市三好町東山110番地1

212303 愛知-3 名古屋工学院専門学校高等課程 〒 456-0034 名古屋市熱田区伝馬町2-24-14

212304 愛知-4 享栄 〒 463-0003 名古屋市瑞穂区汐路町1-26

212305 愛知-5 愛産大三河 〒 444-0005 岡崎市岡町原山12-10

212306 愛知-6 名古屋工業 〒 466-0054 名古屋市昭和区円上町22-38

212307 愛知-7 菊華 〒 463-0011 名古屋市守山区小幡5-8-13

212308 愛知-8 向陽 〒 466-0042 名古屋市昭和区広池町47

212309 愛知-9 稲沢東 〒 492-8214 稲沢市大塚南六丁目33番地

212310 愛知-10 常滑 〒 479-003 常滑市金山字四池10番地

212311 愛知-11 阿久比 〒 470-2213 知多郡阿久比町阿久比尾社2-1

212312 愛知-12 名古屋 〒 461-8676 名古屋市東区砂田橋2-1-58

212401 三重-1 久居農林 〒 514-1136 津市久居東鷹跡町105

212402 三重-2 久居 〒 514-1138 津市戸木町3569-1

212403 三重-3 明野 〒 519-0501 伊勢市小俣町明野1481

212404 三重-4 水産 〒 517-0703 志摩市志摩町和具2578

212405 三重-5 四日市工業 定時制 〒 510-0886 四日市市日永東3丁目4-63

212406 三重-6 四日市工業 〒 510-0886 四日市市日永東3丁目4-63

212407 三重-7 桑名工業 〒 511-0944 桑名市芳ヶ崎1330-1

212408 三重-8 みえ夢学園 〒 514-0803 津市柳山津興1239

212409 三重-9 海星 〒 510-0882 四日市市追分1-9-34

212410 三重-10 暁 〒 512-8045 四日市市萱生町238

212501 滋賀‐1 能登川（全日制） 〒 521-1235 滋賀県東近江市伊庭13

212502 滋賀‐2 能登川（定時制） 〒 521-1235 滋賀県東近江市伊庭13

212601 京都‐1 京都廣学館 〒 619-0245 京都府相楽郡精華町下狛中垣内48

212602 京都‐2 京都府立朱雀 〒 604-8384 京都市中京区西ノ京式部町1

212603 京都‐3 莵　道 〒 611-0011 京都府宇治市五ヶ庄五雲峰4-1

212604 京都‐4 京都すばる 〒 612-8156 京都府京都市伏見区向島西定請120

212605 京都‐5 京都先端科学大学附属 〒 616-8036 京都府京都市右京区花園寺ノ中町8番地

212701 大阪‐1 西寝屋川 〒 572-0075 大阪府寝屋川市葛原2-19-1

212702 大阪‐2 大阪体育大学浪商 〒 590-0459 泉南郡熊取町朝代台1-1

212703 大阪‐3 私立追手門学院大手前 〒 540-0008 大阪市中央区大手前1-3-20

212704 大阪‐4 浪　速 〒 558-0023 大阪市住吉区山之内2-13-57

212705 大阪‐5 堺工科 〒 590-0801 堺市堺区大仙中町12-1

212706 大阪‐6 大阪商業大学 〒 577-8505 東大阪市御厨栄町4-1-10

212707 大阪‐7 賢明学院 〒 590-0812 堺市堺区霞ヶ丘町4丁3-30

212708 大阪‐8 興　國 〒 543-0045 大阪市天王寺区寺田町1-4-26

212709 大阪‐9 箕面東 〒 562-0025 箕面市粟生外院5-4-63

212710 大阪-10 クラ-ク記念国際 〒 530-0003 大阪市北区堂島2-3-29

212801 兵庫-1 西宮香風 〒 662-0943 西宮市建石町7-43

212802 兵庫-2 神戸市立科学技術 〒 651-0072 神戸市中央区脇浜町1-4-70

212803 兵庫-3 飾磨工業（全日制） 〒 672-8064 姫路市飾磨区細江319
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212804 兵庫-4 飾磨工業(定時制:多部制) 〒 672-8064 姫路市飾磨区細江319

212805 兵庫-5 神戸工業(定時制) 〒 652-0863 神戸市兵庫区和田宮通2-1-63　

212806 兵庫-6 神戸第一 〒 651-0058 神戸市中央区葺合町寺ケ谷1

212807 兵庫-7 芦屋学園 〒 659-0011 芦屋市六麓荘町16番18号

212808 兵庫-8 神戸朝鮮高級 〒 655-0017 神戸市垂水区上高丸1-5-1

212809 兵庫-9 相生学院 〒 675-0031 加古川市加古川町北在家2723センタービル(加古川校)

212810 兵庫-10 姫路西 〒 670-0877 姫路市北八代2-1-33

212901 奈良-1 奈良朱雀 〒 630-8031 奈良市柏木町248番地

212902 奈良-2 王寺工業 〒 636-0012 北葛城郡王寺町本町3丁目6-1

212903 奈良-3 奈良情報商業 〒 633-0051 桜井市河西770番地

213001 和歌山‐1 和歌山工業 〒 641-0036 和歌山市西浜3丁目6番1号

213002 和歌山‐2 海南 〒 642-0022 海南市大野中651

213101 鳥取-1 境港総合技術 〒 684-0043 境港市竹内町925番地

213102 鳥取-2 翔英学園　米子北 〒 683-0804 米子市米原6-14-1

213103 鳥取-3 鳥取城北 〒 680-0811 鳥取市西品治848

213104 鳥取-4 米子松蔭 〒 689-3541 米子市二本木316番地1

213105 鳥取-5 米　子 〒 683-0023 米子市橋本30-1

213106 鳥取-6 倉吉東 〒 682-0812 倉吉市田中町801

213107 鳥取-7 松柏学院　倉吉北 〒 682-0018 倉吉市福庭町1丁目180

213201 島根-1 大 田 〒 694-0064 大田市大田町大田イ568

213202 島根-2 出雲西 〒 693-0032 出雲市下古志町1163

213301 岡山-1 岡山工業 〒 700-0013 岡山市北区伊福町4-3-92

213302 岡山-2 関　西 〒 700-0056 岡山市北区西崎本町16-1

213303 岡山-3 倉敷工業 〒 710-0826 倉敷市老松町4-9-1

213401 広島-1 崇徳 〒 733-8511 広島市西区楠木町4-15-13

213402 広島-2 広陵 〒 731-3164 広島市安佐南区伴東3-14-1

213403 広島-3 山陽 〒 733-8551 広島市西区観音新町4-12-5

213404 広島-4 広島皆実 〒 734-0001 広島市南区出汐2-4-76

213501 山口-1 山口農業 〒 754-0001 山口市小郡上郷980-1

213502 山口-2 柳井学園 〒 742-0032 柳井市古開作410

213503 山口-3 西京 〒 753-0851 山口市黒川2580番地1

213601 徳島-1 吉野川 〒 776-0005 吉野川市鴨島町喜来681-9

213602 徳島-2 小松島 〒 773-0010 小松島市日開野町字髙須47-1

213603 徳島-3 徳島科学技術 〒 770-0006 徳島市北矢三町2-1-1

213701 香川‐1 高松工芸　全日制 〒 760-0017 高松市番町二丁目9番30号

213702 香川‐2 高松工芸　定時制 〒 760-0017 高松市番町二丁目9番30号

213703 香川‐3 多度津 〒 764-0011 仲多度郡多度津町栄町一丁目1番82号

213704 香川‐4 鹿島朝日 〒 760-0054 高松市常磐町1-3-1

213705 香川‐5 観音寺第一 〒 768-0069 観音寺市茂木町四丁目2番38号

213706 香川‐6 観音寺総合 〒 768-0068 観音寺市天神前町一丁目1番15号

213707 香川‐7 笠田 〒 769-1503 三豊市豊中町笠田竹田251番地

213708 香川‐8 国立香川高等専門学校 〒 769-1192 三豊市詫間町香田551番地

213801 愛媛-1 新　田 〒 791-8604 松山市山西町663

213802 愛媛-2 松山工業 〒 790-0021 松山市真砂町1番地

213803 愛媛-3 松山学院 〒 790-8550 松山市北久米町815

213804 愛媛-4 三　島 〒 799-0405 四国中央市三島中央5丁目11番30号

213805 愛媛-5 新居浜工業 〒 792-0004 新居浜市北新町8番1号

213806 愛媛-6 新居浜南 〒 792-0836 新居浜市篠場町1番32号

213807 愛媛-7 松山聖陵 〒 791-8016 松山市久万ノ台1112

213901 高知‐1 岡　豊 〒 783-0049 南国市岡豊町中島511-1

213902 高知‐2 高知西 〒 780-8052 高知市鴨部2丁目5-70

213903 高知‐3 高知工業 〒 781-8010 高知市桟橋通二丁目11番6号

213904 高知‐4 高知商業 〒 780-0947 高知市大谷6番地

213905 高知‐5 高知中央 〒 781‐5103 高知市大津乙324

214001 福岡-1 糸島農業 〒 819-1117 糸島市前原西3-2-1

214002 福岡-2 東福岡 〒 812-0007 福岡市博多区東比恵2-24-1

214003 福岡-3 太宰府 〒 818-0122 太宰府市高雄3丁目4114

214004 福岡-4 私立豊国学園 〒 800-0025 北九州市門司区柳町4-5-1

214005 福岡-5 大牟田北 〒 837-0904 大牟田市吉野555

214006 福岡-6 香椎工業 〒 813-0012 福岡市東区香椎東2-23-1

214007 福岡-7 福岡第一 〒 815-0037 福岡市南区玉川町22-1

214008 福岡-8 県立水産 〒 811-3304 福津市津屋崎4丁目46-14 

214009 福岡-9 東鷹 〒 825-0002 田川市大字伊田2362番3

214010 福岡-10 福岡 〒 812-0043 福岡市博多区堅粕1-29-1
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214011 福岡-11 九州産業大学付属九州 〒 813-0012 福岡市東区香椎駅東2丁目22－1

214012 福岡-12 沖学園 〒 812-0895 福岡市博多区竹下2丁目1-33

214101 佐賀-1 白石 〒 849-1101 杵島郡大町町大字大町2039

214102 佐賀-2 高志館 〒 840-0201 佐賀市大和町尼寺1698

214201 長崎-1 長崎鶴洋 〒 850-0991 長崎市末石町157番地1

214202 長崎-2 瓊　浦 〒 850-0802 長崎市伊良林2丁目13-4

214203 長崎-3 佐世保工業 〒 857-0134 佐世保市瀬戸越3-3-30

214204 長崎-4 佐世保実業 〒 858-8588 佐世保市母ヶ浦町888-1

214205 長崎-5 鎮西学院 〒 854-0082 諫早市西栄田町1212-1

214206 長崎-6 海　星 〒 850-8586 長崎市東山手町5-3

214207 長崎-7 創成館 〒 854-0063 諫早市貝津町621番地

214301 熊本-1 城　北 〒 861-0598 山鹿市志々岐798

214302 熊本-2 菊　池 〒 861-1331 菊池市隈府1332-1

214303 熊本-3 熊本工業 〒 862-0953 熊本市中央区上京塚町5番1号

214304 熊本-4 熊本農業 〒 861-4105 熊本市南区元三町5-1-1

214305 熊本-5 阿蘇中央 〒 869-2612 阿蘇市一の宮町宮地2460

214306 熊本-6 九州学院 〒 862-8672 熊本市中央区大江5-2-1

214307 熊本-7 東海大学付属熊本星翔 〒 862-0970 熊本市東区渡鹿9-1-1

214308 熊本-8 開　新 〒 862-8677 熊本市中央区大江6-1-33

214309 熊本-9 秀岳館 〒 866-0881 八代市興国町1-5

214310 熊本-10 天草工業 〒 863-0043 天草市亀場町亀川38-36

214401 大分‐1 鶴崎工業 〒 870-0133 大分市大字葛木509番地

214402 大分‐2 大分工業 〒 870-0948 大分県大分市芳河原台12番1号

214403 大分‐3 津久見 〒 879-2421 大分県津久見市大字津久見3485番地1

214501 宮崎‐1 日章学園 〒 880-0125 宮崎市広原836番地

214601 鹿児島-1 鹿児島工業 〒 890-0014 鹿児島市草牟田2丁目57番1号

214602 鹿児島-2 鹿屋工業 〒 893-0032 鹿屋市川西町4490番地

214603 鹿児島-3 鹿児島商業 〒 892-0863 鹿児島市西坂元町58番1号

214604 鹿児島-4 出水工業 〒 899-0214 出水市五万石町358

214605 鹿児島-5 鹿児島城西 〒 899-2593 日置市伊集院町清藤1938番地

214606 鹿児島-6 鹿児島 〒 899-0042 鹿児島市薬師一丁目21番9号

214701 沖縄-1 名護商工 〒 905-0019 名護市大北4-1-23

214702 沖縄-2 石川 〒 904-1115 うるま市石川伊波861

214703 沖縄-3 中部農林 〒 904-2213 うるま市田場1570番地

214704 沖縄-4 北谷 〒 904-0103 北谷町字桑江414

214705 沖縄-5 中部商業 〒 901-2214 宜野湾市我如古2-2-1

214706 沖縄-6 浦添商業 〒 901-2132 浦添市伊祖3-11-1

214707 沖縄-7 陽明 〒 901-2113 浦添市字大平488

214708 沖縄-8 浦添 〒 901-2121 浦添市内間3-26-1

214709 沖縄-9 那覇工業 〒 901-2122 浦添市勢理客4-22-1

214710 沖縄-10 那覇西 〒 901-0155 那覇市金城3－5－1

214711 沖縄-11 豊見城 〒 901-0201 豊見城市字真玉橋217

214712 沖縄-12 沖縄水産 〒 901-0305 糸満市西崎1-1-1

214713 沖縄-13 宮古工業 〒 906-0007 宮古島市平良字東仲宗根968-4

214714 沖縄-14 未来 〒 900-0034 那覇市東町23-1

214715 沖縄-15 沖縄工業 〒 902-0062 那覇市松川3-20-1
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応援メッセージ 

～これまでの努力は決して無駄にならない～ 

 

全国高体連ボクシング専門部 

部長 富 樫  実    

  

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、今夏に岩手県釜石 

市で開催される全国高校総体ボクシング競技大会が中止となりま 

した。その知らせを受け私も残念でなりませんでした。なぜなら 

晴れ舞台の大会に向け、日々練習を重ね精進してきた生徒や顧問 

の先生方の努力が実ることなく終わってしまうからです。特に 3 

年生にとっては最後の舞台。その大会が実施されないことによる 

喪失感や絶望感はかなり大きいと思ったからです。 

さらに本大会の開催に向け、着々とご準備をしておられた岩手県 

高体連や連盟、釜石市実行委員会の皆様にとっても辛い知らせだ 

ったからです。 

しかし、私たちはこの現実を受け止めなければなりません。乗り 

越えなければなりません。ボクシングという競技を通じて共に汗 

を流した仲間から学んだこと、ご指導して頂いた先生方から教授 

して頂いたことは、今後の人生の糧となるでしょう。ボクシング 

から学んだことを改めて考えると、生徒の皆さんにとってこれま 

での歩みは決して無駄ではなかったと思うはずです。 

『日々是新』な気持ちで、明日からの一歩を踏み出してほしい。 
  ※日々是新(ひびこれあらたなり)うれしいことがあった日も、嫌なことがあった日も、 

二度と繰り返すことのない大切な日々。今日という日を大切に、新鮮な気持ちで迎え 

ることで、毎日を充実した日にする。 

◆ おすすめ本 

現在、本校の図書館から借りた本を読んでいます。その一冊が著者

百田尚樹の「ＢＯＸボックス」です。すでに既読した生徒や先生方

は多くいらっしゃるとは存じますが、改めてボクシングの奥深さが

わかる内容です。 

また、この本の執筆には大阪府内にある高等学校ボクシング部監督

の先生方や同連盟からのご協力があった旨記載がありました。多く

の関係者方々の熱い思いが込められた本です。まだ読まれていない

皆さんは、是非読んでほしいと思います。 



たとえインターハイが無くなっても、君たちの 

青春を捧げた時間の価値は永遠である 

 

東京ベイ・浦安市川医療センター  

循環器内科 仲間達也 

 

 上がらなかった自分の右手。届かなかった日本一とい

う目標。歓喜する相手の選手。 

 この瞬間を、この景色を、僕はいつまでも鮮明に覚え

ているのだろうな。そう思いながら、競技生活最後のリ

ングを降りました。崩れ落ちた僕に、父がかけてくれた

「これからだ。これからだぞ」という言葉の真意は、17

歳の、若すぎる僕には届かず、「これから？これで終わり

だよ！」と、心ない返答をしました。20 年以上も前の、

夏のあの日の思い出です。 

 あの頃からは想像もつかない未来にいる自分が、今、

最も鮮明に思い出すのは、以外にもあの日のリングの記

憶ではありません。リングで見た景色は、17 歳だった僕

の予想と異なり、早々と色あせ、あの日の一部始終の詳

細を思い出すことは既に難しくなっています。今、色鮮

やかに思い出せるのは、ボクシングに青春を捧げ、友や

師と共に駆け抜けた日々そのものであり、あの日、父が

かけてくれた「これからだ」という言葉です。高校時代

に、競技スポーツに打ち込んだ時間の価値は、結果にあ

るのではない。積み重ねた時間そのものや、培った人間

関係にあるのだ。これは、その時間が終わり、「これから」

の人生において初めて感じることができるものなのだと 

いう事を、今なら、はっきりと理解することができます。 （写真撮影 2018 年 東京ベイ・浦安市川医療センター） 

 

 

 高校生の皆さん、こんにちは。私は、東京ベイ・浦安市川医療センター（千葉県浦安市）に循環器内科医と

して勤務する、仲間達也（なかまたつや）です。新型コロナウイルス感染拡大という、突然訪れた社会の未曾

有の危機により、皆さんが夢にまで見たインターハイという舞台が突然消えてしまい、本当に、辛い思いをさ

れたと思います。突然目標を奪われてしまった皆さんの気持ちを、少しでも汲み、これからの人生において前

を向いて歩き出すきっかけの一つになればと思い、私からメッセージを送らせて頂きます。 

 なぜ、医師である私からメッセージを？と疑問を感じるかもしれません。その理由は非常に単純です。22

年前、私も皆さんと同じく、高校生ボクサーとして夢を追いかけていたからです。その頃を思い返しながら、

少しお話をしたいと思います。 



 私がボクシングを始めたのは、中学 2 年の時です。父を説得して、ボクシングジムの扉を叩き、初めてサン

ドバッグを叩いた日の事を、はっきりと覚えています。ボクシングなんか続くわけがないと考えていた父の予

想を良い意味で裏切り、その魅力に取り憑かれ、高校生に

なると試合にも出場するようになりました。ボクシング部

がない高校でしたが、ジム通いと、他校のボクシング部で

の練習を続け、高校 3 年の沖縄県大会、宮崎県での九州大

会を制した後、全国制覇を目標として、香川県で行われた

インターハイに臨みました。しかしながら、冒頭で述べた

ように、残念ながら、私の夢は道半ばで破れ、ボクサーと

しての競技人生は、終わりを迎える事になります。 

 

（写真平成 10 年度全国高校大会） 

 インターハイ終了後は、リングドクターとしてボクシング競技に関わりたいと考えていた私は、国体ブロッ

ク予選を辞退し、受験勉強に専念。翌年の 4 月から、宮崎医科大学（現 宮崎大学医学部）にて、医師の卵と

しての第一歩を踏み出しました。九州大会を制した思い出の土地だからと選択した宮崎で大学生活を始めた際

に、高校時代に遠征先で知り合った、現、日本ボクシング連盟副会長の菊池浩吉先生（当時、日章学園高校ボ

クシング部監督）のご好意で、大学時代は日章学園高校で汗を流しました。 

 卒業後、リングドクターとして宮崎県や九州の競技大会に関わる事ができたこと、日本ボクシング連盟理事、

医事委員会副委員長として連盟の運営に関わる事ができているのも、高校の競技生活を全力で駆け抜けたこと、

たくさんの人たちとの出会いに恵まれたことが、全て繋がったのかな、と思

います。 

 

 17 歳の自分の夢が終わりを迎えた瞬間、大袈裟でなく、人生が終わったか

のように感じ、この日の事を一生、克明に記憶しているのだろう、と心の底

から思っていました。しかしながら、大学生活、社会人としての生活を通じ

て、競技生活を通じて培った、自分の礎のようなものを知ることで、当時、

夢をかなえることができなかった事そのものは、大きな問題ではないと感じ

るようになりました。ボクサーとして過ごした青春時代は、今の自分にとっ

て、とても素晴らしい時間であり、何よりもボクシングを通じて学んだこと

の価値が、培った人間関係が、結果そのものよりもとても大きく、貴重なも

のであり、その後の人生において大きな実りをもたらしているという事を、

身をもって感じる事ができたからでしょう。 

（写真 2018 年 3 月全国高校選抜大会） 

 

 競技スポーツという世界に身を投じる以上、試合に出ること、勝利を得ること、タイトルを取ることにはと

ても価値があります。しかしながら、高校時代に競技スポーツに身を投じることの真の価値は、そこではない

のだと思います。もし、勝利そのものにしか価値がないのであれば、頂点に立つことのできる一部の競技者だ

けしか、その価値を得ることができません努力を積み重ねたその時間こそが、今後の人生において大きな価値

を持ち、人生における礎となるでしょうし、築き上げた人間関係が、これからの人生に実りをもたらすのです。

そのことを、今になって理解することができます。父はきっと、17 歳の僕に、その事を伝えたかったのでし

ょう。半年前、突然他界した父を見送る日に、改めて、父の言葉の意味を反芻した事を、はっきりと覚えてい

ます。 



 皆さんの、戦わずしてその舞台を奪われた無念は、本当に計り知れないものがあります。しかしながら、そ

の舞台を奪われたからといって、皆さんが青春を費やした時間そのものの価値が失われる事は、決してありま

せん。目標を失い、ただ今は失意の日々を過ごしているかもしれませんが、皆さんが、競技生活を通じて蓄積

させた価値ある時間は、必ず、皆さんのこれからの人生の糧となり、これから訪れる未知なる困難を乗り越え

るときの力となります。ともに過ごしてきた仲間たちは、これからの人生の苦楽を分かち合う、良き人生の友

となるはずです。その事を、心の底から理解し、納得するには、まだまだ時間が必要だと思います。ただ、今

日ここで、私が皆さんに伝えた事。皆さんが過ごした時間の価値は、失われる事がないという事を、心のどこ

かで覚えておいて、皆さんの人生のどこかで、その事を感じてくれると、嬉しく思います。 

（写真平成 10 年度全国高校大会）        （写真撮影 2018 年 東京ベイ・浦安市川医療センター） 

        

 

仲間 達也（なかま たつや） 

              1980 年沖縄生まれ 

       東京ベイ・浦安市川医療センター 循環器内科 副部長 

       昭和薬科大学附属高校～宮崎大学医学部（旧 宮崎医科大学） 

       '98 年全九州高校大会 Fe 級優勝 

         大学受験に専念するため、10 月の国体出場を断念し医学の道を志す。 

         大学卒業後、宮崎市郡医師会病院循環器内科医長・血管造影室主任等を歴任し 

       '18 年 3 月まで勤務の後'18 年 4 月より現職 

         心臓・血管のカテーテル治療を専門に行い、全国を飛び回りながら国際学会 

       などにも活躍の場を広げている。 

 

         一般社団法人 日本ボクシング連盟 理事 

        医事委員会 副委員長、アンチ・ドーピング委員 

 

                                        写真提供オフィスタカオ 🄫高尾啓介（日本写真家協会会員） 

 

 



高 校 生 達 へ 激 励 文 

新本 亜也 

 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、皆さん

は令和元年度全国選抜大会、令和2年度全国総合体育

大会が中止、また令和２年度国民体育大会は本年度開

催が延期と全ての大会がなくなり大変悔しい思いを

されていることと思います。これらの大会に向けて

日々努力してきた皆さんの気持ちを考えると言葉に

なりません。しかし、私は数々の「運やタイミング」

が良くも悪くも人生を大きく左右するものだと思っています。 

 そこで、少しでも皆さんの励みになればと思い、自分の経験を少しお話したいと思います。 

  

 私は広島県の広陵高等学校 入学と同時にボクシングを始めました。昔から格闘技に興味があったわけでもな

く、チャンピオンになる夢や目標があったわけでもなく、「人と違うことがしてみたい」という興味本位だけでし

た。当時、女子ボクシングは競技人口は少なく、オリンピックの正式種目にもなっていませんでした。「女がボク

シングなんて…」という人も多く、好奇の目で見られることも度々ありま

した。笑われたり、バカにされたりすることなどもあり、私は全国大会に

出て日本一になり、そんな人達を見返してやりたいと強く思うようになり

ました。 

 私が競技を始めた平成 15 年に東京日野市にある日野自動車健保プラザ

で、全日本女子ボクシング選手権大会が開催されました。当時は競技開始

から1年未満では試合に出ることはできないうえに、女子は演技競技の部

に出場して C 級ライセンスを取得して初めて実戦競技に出られるという

ルールだったため、1年生の間は基本練習のみ。2年生で演技の部に出場。

3年生でやっと実戦競技に出られるというものでした。 



 女子の全国大会は年に1度で全日本女子ボクシング選手権大会のみでした。当時は3月に開催されていたこと

もあり、私が初めて実戦のリングに上がったのは、3月1日の高校卒業式を終えた後でした。 

 初めて出場した全国大会では優勝を目標にしていましたが準優勝に終わり、とても悔しかったことを覚えてい

ます。リベンジに燃えていましたが、大会は年に一度なので 1 年先までチャンスはありませんでした。その後、

平成国際大学へ進学し競技を続け 3 年連続で準優勝に終

わり悔しい思いをし続けました。それでも日本一になるん

だという強い信念を持って練習を続け、大学4年生で初め

て日本一になりその後は夢だった日の丸を背負い、日本代

表として国際大会に出場することができました。 

 時を同じくして、女子ボクシングがオリンピックとアジ

ア大会の正式種目になりました。私が日本一になる実力が

ついてきたところで、このような世界規模の大会が正式種目になったことは本当に運とタイミングが良かったの

だと思います。そして2010年に初めて開催されたアジア版オリンピックといわれる中国 広州アジア大会に日本

代表として出場し、日本人初メダルを獲得しました。「日本人初のメダリスト」という称号を手にできたのは、こ

のタイミングで正式種目になったからこそだと思います。 

 

 大学卒業後は、自衛隊体育学校に入りオリンピックに出るとい

う夢がありました。しかし、当時は女子の募集がなく入ることが

できなかったので、大学卒業後は仕事と競技を両立して取り組み

ました。今では女子も高校選抜やユース国際大会などもあり、多

くの大学や自衛隊体育学校、企業が女子を受け入れていて、「もう

少し早ければ自分も…」と思うことは多々ありました。 

 しかし、自分で操作できないのが「運やタイミング」です。こ

うした多くの運やタイミングに良くも悪くも左右されながら環

境のせいにすることなく全てを受け入れ、オリンピックでの金メ



ダルを目標に掲げ、与えられた環境で必死に練習した結果、国際大会でも何度かメダルを獲得することができま

した。 

 他の選手と比べれば決して良い環境とは言えな

かったけれど、限られた時間と環境で誰にも負け

ないくらいの練習をしました。しかし、ある時から

国内でなかなか勝てない辛く苦しい日々がやって

きました。頑張っても頑張っても勝てない日々は

長く続きましたが「それでもいつか必ず…」と信じ

て常に最善の努力をし、リングの上では最高のパ

フォーマンスを出し切りました。しかし、あと少しというところでオリンピック出場の夢は叶いませんでした。

オリンピックに出場できないことは本当に悔しかったですが、悔いは1つもありませんでした。 

 日々、妥協する事なく練習し、心技体全てを鍛え、自分は自分のやるべきこと、出来ることは全てやったとい

う自信があったからです。試合には負けたけど自分には一度も負けなかった。そう思えたからです。 さすがに

五輪出場の夢破れた直後は、「17年間も頑張ってきたのに努力は報われなかった。頑張るなんて無意味だ。」と投

げやりな思いが頭を駆け巡りました。しかし、多くの方々が声をかけてくださりこれまでの頑張りを認めてくだ

さいました。 

 気付けば私の周りには結果ではなく私の生き様を見てくれる人がたくさんいたのです。勝たなければ見られな

い景色があるし、勝たないと栄光はないけれど、金メダルが全てではありませんでした。 

 17年間のボクシング生活を通じて多くの方々に出逢い、応援して頂きました。また、先輩や後輩、仲間ができ

ました。仲間と頑張って乗り越えた辛い合宿も今では本当に良い思い出です。 

 夢破れ絶望している頃、共に日本代表で戦った私の尊敬する村田諒太先輩から教えて頂いた本に次のようなこ

とが書かれていました。 

「痛みだけではなく美しい人生の一部を手に入れたと思う事ができますように。 

 失敗ではなくチャレンジだったと思えますように。 

 夢を持っていたことを後悔しませんように。 

 美しい現在を笑って過ごせますように。」 



 私のボクシング人生は悔しいことの方が多かったけれど、ボクシングのお陰で心も体も強くなり数々の運とタ

イミングに左右されながらも素敵な縁でたくさんの人脈ができ美しい人生の一部を手に入れていたことに気付き

ました。考え方や捉え方一つでこんなにも違うのかと思いました。 

 新型コロナウイルスで大会が中止となり、輝く場所を奪われた皆さんの悔しさは到底計り知れません。 

 しかし、時に人生は運任せであり、それを受け入れていくことも必要なのかもしれません。皆さんの、これま

での頑張りは決して無駄ではありません。見てくれている人、理解してくれている人は必ずいます。 そしてボ

クシングで培った力と多くの仲間がいるはずです。運やタイミングは自分で操作できないけれど、こうなったか

らこそ得られるものや気付けることがあるはずです。 

 普通の日々の大切さや世界の平和な日々があり、その上で競技ができること。 

 良いことも悪いことも全てを自分の生きる糧にして皆さんも明るい未来を切り開いていってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  新本 亜也 （ しんもと あや ） 

  広島県出身在住 

  広陵学園 広陵高等学校 でボクシングを始める 平成国際大学 卒 現在（有）美づ葉 勤務 

  国内大会 結果 

   平成１７年－１９年 全日本女子ボクシング選手権大会 フライ級 準優勝 

   平成２０年 第６回 全日本女子ボクシング選手権大会 フライ級 優勝 

   平成２２年 第８回 全日本女子ボクシング選手権大会 フライ級 優勝 

   平成２６年 第１３回 全日本女子ボクシング選手権大会 バンタム級 優勝 

   平成２８年 第１５回 全日本女子ボクシング選手権大会 バンタム級 優勝 

  国際大会 結果 

   アジア選手権 フライ級 銅メダル・広州アジア大会 フライ級 銅メダル 

   アジア杯 フライ級 銀メダル・インドネシアプレジデントカップ フライ級 銀メダル 

   台北杯 フライ級 金メダル・インドネシア警察官長杯 フライ級 銅メダル 

   インドネシアプレジデントカップ バンタム級 銅メダル・AIBA世界選手権大会 バンタム級 5位  



（リ－グ戦後楽園飯店中洞監督） 

こんな時代だからこそ「今を生きる」 

中洞 三雄 

 

１９７７年（昭和５２年）８月７日、岡山県

立総社高校体育館とても熱い夏だった。 

岩手出身の私がそう感じたのだろうか？・・

いや、そうでは無い、確かに岡山は暑かった。 

第３１回全国高等学校ボクシング選手権大

会 決勝日・・・外の気温より熱い戦いが繰り

広げられた。ライトフライ級に出場した私は、

決勝で敗れたが、まさしく青春だった。 

ボクシングの魅力に取り付かれ大学に入学、

ボクシング中心の学生生活を送りながら、関東

大学ボクシングリーグ戦（後楽園ホール）・全日

本大学ボクシング王座決定戦に出場、国民体育

大会成年の部１０年連続出場、大学卒業後も、

（財）山梨県県民スポーツ事業団に勤務しなが、

２８歳までボクシング選手として活動した。 

引退後、現在に至るまで拓殖大学のコーチ、監

督として、ボクシングと関わってこられたことに心から感謝している。 

今となれば練習から試合まで全てが最高の思い出だ。若いときには、夢と希望を追いかけて突っ走

って来ましたが・・・・・いつ頃からだろう年齢を増すごとに、過去を振り返る日が増えてきたよう

な気がする。 

 

あれから 40 数年、まさかこんな事態が起こるとは思いもしなかった。 

この現実を受け止めなければならないのか「コロナウイルス感染症」しかし、それが現実なのだ。 

関東大学リーグ戦の中止、インターハイの中止、高校生ボクサーたちの「目標」「希望」「夢」を全て

奪い取った「コロナ」が憎い。 

全国の高校生達が同じ思いで悩み苦しんでいることと思うが、君たちは諦めてはだめだ。必ず闘え

る時がやってくる、それを信じて今、やれる全てのことをやろうではないか！生き抜けそしてもっと

強くなれ！ 

まだ、出会ったことの無い全国のライバル達、いや、全国の仲間達が同じ思いで目に見えぬ敵と戦

っているのだ、負けるな。 

 

 現実とは、今一瞬だけが現実であって、その一瞬・一瞬が積み重なって人生となっていくのだと思

う。過ぎ去った過去は、どんな人間でも取り返すことも変えることも出来ない。 

世界にたった一人の自分のために今一瞬を精一杯生きようではないか。 

そして、自分の世界を作ろう。過去に後悔という物を残さないように、未来に不安を抱かないため

にも「今を生きる」そして「夢」を諦めないこと、「夢」は、自分が諦めた時に消えていくものです。

全国の仲間達と共に「夢」を追い続けてほしい。 



大好きなボクサー達よ、ボクシング競技を通じてすばらしい思い出を作り、悔いの残らない人生を

送ってもらいたい。 

そして、人を思いやる心と優しさを持った人間に成長することを心から願っている。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中洞 三雄（なかほら みつお） 

経歴 

 １９５９年 岩手県宮古市生まれ 

 学校法人 拓殖大学 八王子学生生活課勤務 

 拓殖大学ボクシング部 監督 

主な戦歴 

 東北大会 LF 級優勝 

 インターハイ LF 級準優勝 

 関東大学リーグ戦 １７戦出場１５勝２敗（王座含む） 

 国民体育大会成年チームとして１０年連続出場（３回優勝） 

 日本代表として国際試合多数出場 

指導歴 

 モスクワ世界選手権大会・北京アジア大会・バルセロナオリンピック大会等日本代表コーチ 

  

 



『リターン・マッチ』
友 野 聡 一

2019年 11月 13日 1：40。ドバイで行われている世界パラ陸上100M T 52決勝の速
報が入ってきた。４位までに入賞すれば、東京パラリンピックの代表権を獲得するこ
とができる。先輩教師との L I N E のやり取りだ。
「ほんまに、あいつよく頑張りましたね。すごい奴になりましたね！」
「まさに、リターン・マッチですね！兄ちゃんも喜んでいるでしょうね。」
「お母さんも天国で泣いてはるでしょうね。３位より４位で、よかったと思います。
東京が楽しみですね！」
L I N E の相手は、私の前任中学校と隣接する小学校に勤務していた仲島正教先生。
「卒業したら終わりとちゃうで！」ということを学ばせていただいた、教師として尊
敬する先輩である。当時、仲島先生が中学生のあいつに勉強を教えている姿に惹かれ
知り合い、あいつの６年越しの高校卒業式にも来て下さった。
あいつとは、西宮香風高校在学時に担任をした卒業生の大矢勇気。彼は、前身の夜

間定時制高校であった西宮西高校に入学し、工事現場の８階から転落し、脊髄損傷。
下半身麻痺となり車イスでの生活となった。リハビリから学校生活を取り戻せるとこ
ろまで復帰したが、将来に夢や希望が持てる高校生活ではなかった。先が見えない不
安から生活のリズムが乱れると、体調を崩し救急車で運ばれることもあった。母親の
思いを受けて、あいつを叱る中で何度も衝突することがあった。
そんな彼が高校を卒業して数年後、車イス陸上をしているという報告を受けた。逞

しくなった腕の筋肉を見て、少し安心することができた。だが、競技用でない普通の
車イスで出場したレースで優勝し参加した全国大会デビュー戦は、最下位という惨憺
たる結果であったことを仲島先生から聞くことになる。
しかし、そこから彼は競技にのめり込んでいく。母親に頼み込んで、競技用車イス

を購入。競輪選手を目指した兄の指導を受け、練習を重ねて力をつけていった。彼を
転落事故に遭わせてしまったことへの兄や母の後悔の念は、彼の競技生活を支えてい
く力となっていった。そんな家族の支えを受けて記録を伸ばす彼に、幾多の試練が待
ち受けていた。
ロンドン五輪予選では、日々の練習に付き添ってくれた母が、末期の肺がんで入院。

余命いくばくもない母親のそばにいたいと出場を断念。リオ五輪予選時には、障がい
者スポーツをするアスリートの天敵である褥瘡（じょくそう）に悩まされた。床ずれ
で尻の皮膚が壊死（えし）し、発症から完治まで３年を要した。下半身の感覚が全く
無く、体温調整が困難な彼には、競技生活を続ける上で乗り越えないといけない多く
のハードルがあった。



「精一杯やってきたよね。仲島先生、これ以上は頑張れとは言えないでしょ！」と
判断した私たちの前に、レーサー（競技用車イス）に乗った彼が姿を見せた。「世界
を目指して頑張れ」と言った母の遺言に恩返しをするというのだ。職場の協力を得て
練習環境が向上、兄との二人三脚での練習によってタイムは飛躍的にアップ。アジア
記録を更新し、東京パラ代表権を獲得するまでに至った。
代表権獲得は、彼を取り巻く環境を大きく変えた。殺到する取材・後援会の立ち上

げ・代表選手の強化合宿・J A D A（日本アンチドーピング機構）のT P指定による居
場所情報提供…代表選手としての期待や責任、残す結果が今後の人生に及ぼす影響、
コロナ禍での五輪の延期。そういった今までに感じることのなかった大きな重圧に、
押し潰されそうになった時期もあった。
先日、ある取材に、「この競技の特性は30〜50代にかけて、歳を重ねるにつれて技

術が磨かれ強くなるのです！」と、彼は力強くコメントした。東京パラリンピックが
あってもなくても、彼が辿り着いた答えなのだと私は受けとめた。
彼の競技生活こそが、「人生のリターン・マッチ」なのだから、「大矢勇気のリタ

ーン・マッチに、終わりはない！」

「リターンマッチ」という言葉の意味を調べると、「ボクシングの試合における、
雪辱戦・汚名返上・名誉挽回…」と記されているが、ボクシングの試合で敗北を経験
した者でなければ、リターン・マッチを真に理解することはできないかもしれない。
「リターン・マッチ」は、かなり大きなリスクを背負った勝負である。ボクサーは、

なぜそのリングに上がろうとするのだろうか？なぜなら、「リターン・マッチ」は、
ボクサーとしての「名誉を取り戻す闘い」であり、ボクシングの魅力そのものだから
だと、私は思っている。

だれの人生の中にも「リターン・マッチ」のリングに上がらないといけない場面は
あるだろう。コロナ禍、今シーズン試合の機会に恵まれず卒業していった高校生ボク
サーたちが、どんな「リターン・マッチ」を果たすのだろう。ボクサーの道を歩み続
ける者、社会人となって働く者、様々な様相の中でのそれぞれのリングで「リター
ン・マッチ」を果たしてほしい。
そして、高校指導者たちの「リターン・マッチ」は、高校選抜徳島特別大会開催。

また、予選が実施できなかったブロックでは、代替ブロック大会実施。いずれも実施
できない状況のブロックもあるのだから、完全中止が適切だったかもしれない。どの
判断がベストな選択だったかはわからない。
でも、我々高校ボクシングと出会った仲間たちには、コロナ禍での「リターン・マ

ッチ」とは何なのかを模索し、それぞれのリングに堂々と上がってもらいたい。
それは、「人生のリターン・マッチ」の 1頁を刻むことになると私は信じている。
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Ⅰ 基礎集計結果 

１ アンケート回答者の属性 

 アンケート回答者の性別は、男性が 82%、女性が 17%であった。また、学年別では、１年生が 43%、2 年生

が 31%、3 年生が 26%となった。 

 

 

２ 競技開始時期 

 高校から競技を開始した選手が 72%と大多数を占め、次いで中学校からが 14％、小学校高学年（４～６年）

からが８％、小学校低学年（１～３年）からが６％と続き、小学校の時期から始めている選手が 14％いる結果と

なった。 

 

３ 競技実績 

 地区ブロック大会に出場経験のあるものが 17％、全国大会経験者が 16％と、上位大会への参加割合が高い反

面、試合出場経験がない割合が 50％あった。 

 

回答しない
1%

女性
17%

男性
82%

図表１ 性別

１年生
43%

２年生
31%

３年生
26%

図表２ 学年

高校から
72%

小学校高学年から

（４年生～６年

生）
8%

小学校低学年から

（１年生～３年

生）
6%

中学校から
14%

図表３ ボクシング競技を始めた時期

国際大会に出場
2%

試合出場の経験はなし
50%

全国大会に出場
16%

地区大会（関東、

近畿、東海など）

に出場
17%

都道府県大会

に出場
15%

図表４ 競技実績

「高校ボクシング部員の活動意識に関するアンケート調査」結果  
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４ 練習日数及び練習時間 

 週当たりの練習日は、「５～６日」が 76％と多数を占めたが、「毎日」が 22％あり、休養日のない活動が一定

数ある結果となった。平日の練習時間は、「2 時間まで」が 55％と多く、次いで「３時間まで」が 34％と、約 9

割が 3 時間以内の活動となっている。休日は、「3 時間まで」が 49％と 15 ポイント増加し、「２時間まで」が 32％

と 23％減少し、長時間練習が増える傾向にある。 

 

 

 

５ 主な練習場所 

 主な練習場所は、「学校が中心」が 88％と多数を占め、「学校とジムの両方」が９％、「ジムが中心」が３％あ

り、ジム関係が約１割強ある結果となった。 

 

2日以下
0% ３~４日

2%

５~６日
76%

毎日
22%

図表５ 週当たりの練習日数

１時間ま

で
1%

２時間ま

で
55%

３時間ま

で
34%

４時間ま

で
6%

４時間

以上
4%

図表６ 平日の練習時間

1時間まで
6%

２時間まで
32%３時間まで

49%

４時間まで
8%

４時間以上
5%

図表７ 休日（土・日）の練習時間

ジムが中心
3%

学校が中心
88%

学校とジムの両方
9%

図表８ 主な活動（練習）場所
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６ 練習に対する捉え方（厳しさ、難易度、ハードさ） 

 練習の厳しさをどう感じているかについては、「厳しい」が 16％、「やや厳しい」が 37％で、約 5 割強が厳し

いと感じている。また、練習の難しさをどう感じているかについては、「普通」が 46％と最も多く、「難しい」が

11％、「やや難しい」が 37％と難しい割合は４割台にとどまった。なお、練習のハードさについては、「ハード」

が 21％、「ややハード」が 46%と、ハードに感じている割合が 67%を占めた。練習に関する意識の中で、ハード

さは、最も高い数値となった。 

 

７ ボクシングを始めた動機 

 始めた動機は、「自分の意思」が最も多く 73%で、次いで「親の勧め」が 14%、「友達の勧め」が７％、「先輩

の勧め」が４％と続く。 

 

それほど厳し

くない
7%

まったく

厳しくな

い
1%

やや厳し

い
37%

厳しい
16%

普通
39%

図表９ 練習の厳しさについて

それほど

難しくな

い
5%

まったく

難しくな

い
1%

やや難し

い
37%

難しい
11%

普通
46%

図表10 練習の難易度について

それほど

ハードで

はない
4%

ハード
21% まったく

ハードで

はない
1%ややハー

ド
46%

普通
28%

図表11 練習の質（ハードさ）について

自分の意思でや

りたいと思った

から
73%

親に勧められか

ら
14%

先生に誘われた

から
2%

先輩に誘われた

から
4%

友達に勧められ

たから
7%

図表12 ボクシングを始めた動機
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８ 高校でボクシングをしようと思った理由 

 高校でボクシングをしようと思った理由は、「入学前からボクシング部の存在を知っていて」が最も多く 61％

を占め、次いで「たまたま学校にボクシング部があったから」が２7％で、このふたつで約 9 割を占める結果と

なった。 

 

 

９ ボクシングをする目的 

 ボクシングをする目的は、「大会目標の達成」が 192 ポイント、次いで「健康・体力づくり」が 167 ポイント、

「技術習得の楽しさや面白さ」が 131 ポイントという上位３項目となった。 

 
 

10 アマチュアボクシングの魅力 

 アマチュアボクシングの魅力をどう考えているかについては、「多彩なボクシングテクニックと戦術」という

回答（145 ポイント）が、他の項目を引き離して最多となった。 

 

たまたま学校にボクシング部があったから

高校から始めても活躍できる競技だから

中学からボクシングをしていたから

入学前からボクシング部の存在を知っていて入部を決めていた

部がなくても個人で活動（登録）できたから ２％

０％

６１％

１０％

131

35

167

110

192

79

0 50 100 150 200 250

技術習得の楽しさや面白さ

ストレスの発散

健康・体力づくり

精神力の向上

大会目標の達成

仲間との交流

図表14 ボクシングをする目的（複数回答可）

145

68

80

89

80

39

0 20 40 60 80 100 120 140 160

多彩なボクシングテクニックと戦術

コンタクトスポーツ（格技系）の醍醐味

体重別階級で競技できる公平性

全身運動による爽快感、充実感

筋力向上による身体のシェープアップ

限られた競技人口による上位大会進出の可能性

図表15 アマチュアボクシングの魅力（複数回答可）

２７％ 

図表 13 高校でボクシングをしようと思った理由 
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11 減量の実施状況 

 減量を行っている割合は、38％で、行っていない選手が多数（62％）を占めた。 

 減量を行っている選手の減量の量は、「2～３㎏」が 51％と多く、次いで「４～５㎏」が 30％となった。なお、

「10 ㎏以上」の減量も 10％見られた。 

 

 

12 重大な怪我につながる危険を感じたこととその場面 

 ボクシング活動中に重大な怪我につながる危険を感じたものの割合は、27％あった。このうち、どのような場

面であったかの回答は、「スパーリング練習中」が 66％、「マスボクシング中」が 21％で、このふたつの項目で

大多数を占めた。 

 

13 ボクシング活動への満足度 

 現在のボクシング活動への満足度は、「十分満足している」が 54％、「やや満足している」が 22％で、76％の

満足度があった。なお、「不満」とした内訳は、「練習内容」が 37％、「練習環境」が 26％、「指導方針」が 23％

というものであった。 

 

行ってい

ない
62%

行ってい

る
38%

図表16 大会に向けての減量実施

１ｋｇ未満
9%

２～３ｋ

ｇ
51%

４～５

ｋｇ
30%

６ｋｇ以上
10%

図表17 減量実施者の減量の量

感じたこ

とがある
27%

感じたこ

とはない
73%

図表18 重大な怪我につながる危険を感

じたことの有無

シャドー

ボクシン

グ中
4%

スパーリ

ング中
66%

マスボク

シング中
21%

ランニン

グ中
3%

試合中
6%

図表19 危険を感じた場面

練習環境
26%

練習内容
37%

指導方針
23%

指導者

（コー

チ）の不

在不足
14%

図表21 不満を感じる理由

やや満足し

ている
22%

十分満足

している
54%

少し不満
5%

不満
2%

普通
17%

図表20 ボクシング活動の満足度
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14 指導者の指導について 

 指導者の指導についてどう感じているかは、「十分満足している」が 73％、「やや満足している」が 15％で、

約 9 割の者が満足している結果となった。 

15 ボクシングで何が身に付いたこと 

 ボクシングで身に付いたことは、「精神力・忍耐力」が 30％と最も高く、次いで「礼儀・マナー」が 25％、「行

動力・積極性」が 21％となった。 

 

 

16 卒業後のボクシングの継続 

 卒業後にボクシングを継続するかは、「継続する予定」は 25％にとどまり、「継続しない予定」が 36％と上回

った。なお、「継続する予定」のものでは、「大学等進学後の部活動」が 70％と多く、残り 30%が「就職後にジム

で」となった。また、継続しない理由は、「続けたいと思わないから」が 49%と多く、次いで「続ける環境がな

いから」が 36%、「他のスポーツをやりたいから」が 15%という結果となった。 

 

 

どちらと

もいえな

い
8%

やや満足し

ている
15%

十分満足し

ている
73%

少し不満
2%

不満
2%

図表22 現在の指導者の指導について

行動力、積

極性
21%

精神力、忍

耐力
30%コミュニ

ケーション

力
8%

優しさ、思

いやり
8% 礼儀、

マナー
25%

社会性、協

調性
8%

図表23 ボクシングで身に付いたこと

（複数回答可）

どちらとも

いえない
39%継続しない

予定
36%

継続する

予定
25%

図表24 卒業後のボクシングの継続予定

就職後に

ジムで
30%

大学等進学

後の部活動
70%

図表25 継続の予定形態

続けたい

と思わな

いから
49%

続ける環境

がないから
36%

他のスポー

ツをやりた

いから
15%

図表26 継続しない理由



東京オリンピックイヤー特集（後編） 
 

今回は東京オリンピックやその予選で戦った男子日本代表全員にインタビュー！それぞれ現役高校生

へのメッセージもいただきました。女子日本代表を含む過去のインタビューも、全国高等学校体育連盟・

ボクシング専門部の公式ウェブサイトで、ぜひチェックしてください。 

 

 

「したいことを一生懸命すればいい」 

僕にはそれがオリンピックだった 
 

――母校の教壇では何を教えていますか？ 

田中 現代社会です。 

――ボクシングを始めたきっかけは？ 

田中 それ以前に恒成（弟＝プロ世界王座 3 階級

制覇）と空手をやっていたんですけど、弟が「ボ

クシングをやりたい」って言ったときに、空手の

突きも上達しそうだし、自分も習ってみるかと思

ったのがきっかけでした。 

――昔は兄弟でもライバル意識が強かったとか。 

田中 朝、反対方向に走っていました。 

――東京五輪の 1 年延期が決まった以降、恒成選

手と練習の連携が増えましたか？ 

田中 自分がこれまでフィジカル・トレーニング

をあまりしてこなかったので、この 1 年で頑張っ

て練習したいと思いました。弟がプロデビューし

た頃からお世話になっているフィジカル・トレー

ナーに、僕も週 2 回お世話になっています。弟の

強さは何より練習量が秘訣だと思いました。 

――高校時代最後の国民体育大会では兄弟優勝を

はたしています。 



田中 岐阜国体（写真）でもう 1回兄弟優勝して、

自分は国体でこれまで 4回優勝しています。 

――五輪はいつから目指してきましたか？ 

田中 目指していたのは昔からですが、出場を狙

ったのは 2016年のリオデジャネイロ五輪です。建

設中の会場であったテスト大会でも優勝して、予

選にも出ました。大陸予選では、本選で金メダル

を取ったシャホビディン・ゾイロフ選手（ウズベ

キスタン）に負けました。 

――ボクシングに限らず高校生に積んで欲しいキ

ャリアはありますか？ 

田中 したいことに一生懸命取り組むのが一番だ

と思います。兄弟やライバルがプロに行った中で

僕が五輪を目指してきた理由は、それがしたいこ

とで、それをできる環境があったから。それだけ

です。高校時代、アマチュアボクシングをもっと

続けたいと思ったから大学に進学しました。将来

のことは考えていなかったけど、せっかく大学に

行くんだから教職を取ろうと思った。自然な流れ

で就職先に母校の教員やボクシング部の顧問が見

えてきた。遠い未来のことまでは考えていなくて

も、したいことを一生懸命やっていると、選択肢

は生まれると思っています。 

――それでは、東京五輪で田中選手が「したいこ

と」とは？ 

田中 目立つこと！目立つような戦いをすること

がメダルにもつながると思っています。今まで相

手が踏み込んできたところを左ストレートで倒し

たことは何回もあるんですけど、東京五輪では自

分からしかけて倒したい。それ以上のことは考え

ずに一生懸命いいボクシングをしたいと思います。 

 

 

Profile 

たなか・りょうめい◎1993 年 10 月 13 日岐

阜県多治見市生まれ。駒沢大学・卒。身長 170cm

の左ボクサーファイター。 

 

 

 



 

元「最強の高校生」のオリンピック出場かなわず 

弟・堤麗斗の提案した新たな目標とは？ 
――今年、弟の堤麗斗選手が世界ユース選手権で

60kg級の金メダルを獲得しました。世界ユース選

手権における日本人の金メダル獲得は、史上 2 人

目。1人目が堤駿斗選手です。 

堤 懐かしいですね。自分は体重を 52kgまで落と

すのに限界を感じていて、欠場も考えていました。

優勝はまったく意識できず、家族からも体重計に

乗って試合をできればいいからって送り出されま

した。実際、トーナメントが後半に行くほど、持

久力が落ちたのを覚えています。 

――今回の麗斗選手は「最強国家」のイメージが

強いキューバ代表との試合前に、兄から届いたア

ドバイスが自信になったと言っています。 

堤 「長距離でカウンターを合わせるのは巧いけ

ど、接近戦が得意じゃない。なのに接近戦に応じ

る傾向がある」って伝えました。僕のキューバ戦

は決勝戦でしたけど、何回戦で立ちはだかっても、

それを最大の難関だと感じたと思います。そうい

う経験に基づいてアドバイスしました。 

――堤選手が世界ユース選手権で優勝した頃、中

学生だった麗斗選手は「お兄ちゃんは技術を教え

てくれない」と渋っていましたが…？（笑） 

堤 麗斗は、僕の優勝できなかった世界ジュニア

選手権でも優勝したいと言っていたので、ライバ

ル意識だと思われるかも知れないですけど、単に

口下手だっただけです。当時は取材でもリードブ

ローを当てるコツを聞かれて「感覚です」って表

現しかできなかった。ただ、ボクシングを始める

前の空手では嫉妬していましたよ。成績で圧倒的

に劣っていたんで。今回はコロナ禍で弟が僕を超

えるチャンスも全部消えてしまっていましたから、

「弟の実力はこんなもんじゃない」っていう歯が

ゆさが強くありました。 

――堤兄弟がユースで活躍できたコツは？ 

堤 早い時期から国際大会、外国人と戦う想定を

していたことが大事だったと思います。具体的に

は距離感を磨くことがカギでした。 

――フィジカル面では？ 



堤 自分のリズムを守るために、アウター（骨の

外側）ではなくインナー（骨の内側）の筋肉をい

かに鍛えたことが重要だったと思います。ユース

くらいの年齢になると、外国の代表にはゴツい選

手もいますけど、実は大体、体幹が未熟なので、

そこでインナーの筋肉を鍛えていたら、安定感に

差を付けられます。 

――国内の高校ボクシング界で勝つコツは？ 

堤 「左を制すものは世界を制す」の格言通りに

左を徹底的に鍛えることでした。左でも相手の顔

を突き上げれば有効打になる。僕の左はジャブじ

ゃなくてストレートに近いです。でも「殴る」と

いうより、ふと「突き上げる」という感じです。 

――エリートで通用しなくなった技術は？ 

堤 この左を身体の頑丈さで潰せるファイターが

出てきました。一番信頼した武器を殺されるわけ

ですから、やっぱり焦ります。 

――東京五輪アジア・オセアニア予選の敗退後の

課題は何でしたか？ 

堤 こうしたファイターが相手でも距離を維持す

ることの向上でした。技術を生かすためのフィジ

カル改善。あとはこれまでのスタイル全体の自分

のレベルアップですね。 

――新型コロナの影響で世界最終予選が中止にな

ったことを、どう受け止めましたか？ 

堤 最初、ウェブニュースで知りました。ショッ

クというより、確定なのか、そうではないのか詳

しく知りたいと思いました。 

――その後、麗斗選手が記者会見で「日本人が誰

も取ったことのない世界選手権の金メダルを、兄

と一緒に獲りたい」という目標を掲げました。 

堤 自分も東京五輪への努力をこの世界選手権で

試したいというか、ケジメを付けたいです。 

――現役高校生にメッセージをお願いします。 

堤 そうですね。コロナ禍でも 1日 1日を大切に！ 

 

 

Profile 

つつみ・はやと◎1999 年 7 月 12 日千葉県千

葉市生まれ。身長 171cm の右ボクサーファイ

ター。 

 

 



 

日本ボクシング史上最年長の五輪代表 

「ケガはキャリアに深みをもたらす」 
 

――前回は2016年のリオデジャネイロ五輪の直前

インタビューでした。改めてボクシングを始めた

きっかけから教えてください。 

成松 中学時代にブームだった MMA（総合格闘技）

の影響です。ケビン・ランデルマンっていうマッ

チョなファイターがいたんですけど、そのパワフ

ルな戦い方に憧れているとき、進学先の高校にボ

クシング部があったので入りました。 

――高校時代には国体で優勝しました。 

成松 インターハイでは優勝していないので高校

チャンピオンではない。ちなみに東京五輪の日本

代表で、実は女子の並木月海選手（花咲徳栄高校・

卒）以外、インターハイ優勝者はいないんです。

高校でトップに立てなくても、将来は逆転できる

ことがあるっていう顕著な例だと思います。 

――男子ミドル級で出場の森脇選手が「開催国枠

で選ばれたのは本位ではない」と発言した帰り道、

成松選手から励まされたと聞きました（森脇選手

のインタビュー参照）。 

成松 僕は前回のリオ五輪を大陸予選通過で決め

たので、自信を持ちやすかったのかも知れないで

すけど、森脇選手は初出場が開催国の優遇ですか

ら。複雑な気持ちを拭えないように見えたので

「堂々と五輪を見よう」と伝えました。条件を満

たしたから選ばれたわけで、その点では、大陸予

選通過と同じです。 

――今回、成松選手は 30代としては史上初のボク

シング日本代表になりました。 

成松 2012年のロンドン五輪予選で敗退して、リ

オ五輪には森坂嵐選手（東京農業大学）と出場し

た時点で、世代は僕より下が中心になっていまし

た。今のメンバーも森坂選手の世代に近いですね。 

――ケガが多い印象がありますが？ 

成松 事実です。去年も五輪予選前後からの右の

足底腱膜炎がひどく、それが治っていく間に、な

ぜかどんどん走れなくなりました。知らず知らず



のうちに、色んなところが少しずつ弱っていた。

ギックリ腰、右肩の関節唇損傷。五輪本番を想定

したテストマッチで左手の親指、中手骨を折りま

した。手術が終わった後に意気込んでいたんです

けど、腸脛靭帯炎と半月板損傷による出血が併発

していたので走ることもできない…。 

――「一難去ってまた一難」ですね。 

成松 ただ、大きなケガは3月の骨折だけですし、

今はいいコンディションです。練習の強度を慎重

に上げて五輪に臨みます。 

――いつもケガとはどのように向き合いますか？ 

成松 キャリアを生かしたダマシダマシで戦って

きました。ボクシング・スタイルもリオ五輪では 1

ラウンドにプレッシャーをかけ続けて、スタミナ

を削ったところで 2、3ラウンドを取るっていうス

タイルを確立させていましたが、今回はインファ

イトを捨てています。 

――「ケガの功名」と思えることは？ 

成松 実戦練習の集中力が常に落ちないことです

ね。いつもより少ない武器で戦うわけですけど、

それをどう生かすかを考える中でキャリアが生か

されて、さらにキャリアが深まります。ケガとは

別のアクシデントですけど、1度、大事なスパーリ

ングでマウスピースを忘れて、仕方なくそのまま

やったんです。そのときも集中していたから顔に

パンチを受けませんでした。 

――実は外国の選手にもマウスピースがないまま

スパーリングをしている選手が結構います。 

成松 2020年のカザフスタン合宿では、キューバ

から世界選手権や五輪の金メダリストが招かれて

いましたけど、マウスピースを付けずにカザフス

タンの代表とスパーリングしていました。それで

も本当にパンチをもらわないですからね。 

――その合宿ではキューバの選手を熱心にチェッ

クしていました。 

成松 さり気なくですよ（笑）。食事のビュッフェ

でどれを選ぶのかくらいの勢いで観察していまし

た。例えば、ふくらはぎの筋肉など、一見して違

いがわかります。我々が鍛えたのとは異なる発達

をしているので、かわしてからすぐ打ち返すよう

な切り替えの速さでは、生まれ持った能力で差が

出そうだと思いました。 

――東京五輪の同じ階級では世界選手権の金メダ

リスト、アンディ・クルス選手（キューバ）も出

場権を得ました。 

成松 キューバ史上 1、2を争うベストボクサーだ

と思います。クルス選手が得意なのは少しだけ遠

い距離。合宿で 2 回、マスボクシングをやったと

き、自分からその距離に行って勝負してみたんで

す。こちらが様子見で出したジャブに右を合わせ

てきたんですけど、それだけで「勝てない」と思

わせる別次元を感じました。 

――そんな「怪物選手」が同じトーナメントにい

ることにどう思いますか？ 

成松 戦う可能性がある以上、自分が勝つと信じ

て臨みます。先天的に優れたものもあるかもしれ

ませんが、人間ですから。僕のほうが優れた点が

何か 1 つはあるはずなんです。その 1 つを見つけ

ることができて、それを押しきることができたら

勝てると思っています。 

――最後に高校生へのメッセージをお願いします。 

成松 去年、高校生の全国大会が 1 つもなかった

中、僕らは五輪のおかげで特別待遇で合宿させて

いただきました。その立場からエールは送れない

というのが率直な気持ちです。でももし、僕がが

んばる姿を見て、少しでも前向きになる人がいた

なら光栄です。 

 

 

Profile 

なりまつ・だいすけ◎1989 年 12 月 24 日熊

本県熊本市生まれ。東京農業大学・卒。身長

172cm の左ボクサーファイター。 

 



 

「世界中の誰もが凡人スタート！」 

高校から始めたボクシングで“雲の上”を目指す 

 
――2019年版以外の高校時代を教えてください。 

岡澤 筋トレを全然しなかったってことですかね

（笑）。面倒くさかったわけじゃないんですけど、

「ボクシングは考えないと勝てない」っていうの

を、「考える力だけ鍛えるのがカッコいい」と極端

な解釈をしていたっていうか。変な美学を持って

尖っていました。 

――もし筋力アップを経てボクシングをしていた

ら今ごろはどうなっていたと思いますか？ 

岡澤 接近戦で誰にも勝てなくて、長距離戦や正

攻法ではないごまかし方をたくさん覚えたので、

もしもっと馬力があったら今の自分のスタイルは

ないと思います。結果的には僕の美学は正しかっ

たってことですけど、今はフィジカル・トレーニ

ングを一生懸命やっています。 

――その理由は？ 

岡澤 もう一つ上の次元に行くために必要だと実

感したからです。消極的なボクシングの中でも攻

撃にはパワーがなければ、はっきりとした有効打

を奪えない。 

――独特な段階を経て、レベルアップしていく岡

澤選手は、高校時代、校内試験の成績が常に 3 位

以内だったとも聞きました。 

岡澤 それがボクシングを続けることに両親が出

した条件でした。1度でも 6位以下になったら、そ

こで退部。結局約束は 1 回だけ守れませんでした

けど、社会人の今でも、ボクシングを続けていま

す。 

――高校時代のボクシングの成績は？ 

岡澤 全国大会に行ったのは 3 年生のインターハ

イ 1回だけで、ベスト 8でした。 

――このとき、日本史上最高の 62連勝記録を持つ

李健太選手（大阪朝鮮高校）がライバルにいまし

た。 



岡澤 ライバルというか、絶対王者だったのでフ

ァンでした。インターハイ前にも高校の佐藤祐平

顧問にも「お前のレベルが十分上がった。長距離

戦に持ち込めば、李と鈴木雅弘（駿台学園高校）

以外には勝てる」と保証されました。実際には保

坂剛（東福岡高校）に負けましたけど。 

――大会終了後、李選手と一緒に写真を撮ったと

聞いたことがあります。 

岡澤 そこでボクシングを辞めるつもりだったん

で「将来活躍する同期と記念に！」ってお願いし

ました。そのとき李選手から「何級で出ているの？」

って聞かれたのを覚えています。同じトーナメン

トだったのに認識されていないくらいの差があり

ました。 

――しかし大学でボクシングを継続し、翌年の全

日本選手権で李選手に勝っています。 

岡澤 当時は小中学校時代からボクシングやって

いる選手が増えて、高校から始めたら追いつくの

は大変な時代でしたけど、大学進学後の長期で考

えれば、実は大して不利じゃないって思っていま

した。キッズからやっている選手は、李選手は違

いますけど、ボクシングが固まった選手も多いん

です。だったらこっちは差を埋めるだけではなく、

他の経験を活かして、もっとフラットな考え方で

取り組める。早く始めても探求心がなければ、成

長は早く止まります。 

――「憧れの選手に勝つ」という点では、東京五

輪のアジア・オセアニア予選でマスク・ウッティ

チャイ選手（タイ）にも勝っています。 

岡澤 ずっとキャリアを積んでいると「雲の上」

って結構見えてくるんだと思います。みんなにチ

ャンスがあるっていうか。僕、ルックスとボクシ

ングが独特なんで、ポテンシャルが優れているっ

て思われがちなんですけど、昔を知っている人で

「才能がある」っていう人、あまりいないですよ。

きっと世界中の誰もが凡人スタートなんです。段

階を経て雲の上に行く。行けないなって思ったら

雲の上には行けないって思います。 

――国民体育大会をきっかけに住んできた鹿児島

を今後も拠点にすることを選びました。 

岡澤 記録的な豪雨で練習場所が壊滅したり、五

輪の次は国体も延期になったり、色々大変なこと

が続きましたけど、スポンサー募集を呼び掛けて

みて、ありがたいことに最低 1 年間、アスリート

生活を継続できます。その分、重圧も増えました。

サポートされ続けるには結局、五輪のメダルがな

いとなって感じているところです。これからも応

援したいと思ってもらえるような活躍をめざしま

す。 

――最後に高校生にメッセージをお願いします。 

岡澤 「雲の上」の景色を見るためにも、前向き、

楽観的にボクシングを続けてみようぜ！ですかね。 

 

Profile 

おかざわ・せおん◎1995 年 12 月 21 日山形

県山形市八日町生まれ。中央大学・卒。本名は岡

澤・セオンレッツ・クインシーメンサで父親はガ

ーナ出身。身長 178cm の左ボクサー。 

 

 

 



 

「僕はとにかくイジケやすい」 

でもオリンピックで“いいこと”があった？ 
 

――森脇選手には2018年度版で高校時代の競技キ

ャリアを深く伺ったので、今回はもっと日常的な

一面も教えてください。 

森脇 なんだろ…。高校から大学時代まで、とに

かくピザが好きで有名だったことですね（笑）。週

2 回くらいのペースで SNS に注文した宅配ピザを

載せていたので、少なくとも関東ではピザ・ボク

サーで知られていました。 

――ボクサーの「減量」のイメージとギャップが

ありますね。 

森脇 これ、本当によく思うんですけど、育ち盛

りの高校生が食事に極端な制限をかけて 5kg 以上

を落とすのに反対です。2kgくらいならともかく、

高校生は試合数が多くて試合間隔も短いので、僕

は減量をしない、させない派です。たくさん食べ

たから大きな体（身長 188cm）になったのかは分か

りませんが、減量が少なかった分、身体へのダメ

ージは蓄積していないと感じます。 

――ミドル級で戦ってきた森脇選手は、ロンドン

五輪でこの階級の金メダルを獲得した村田諒太氏

（当時・東洋大学職員）の「後継者」という期待

をされています。 

森脇 村田さんには佐藤幸治選手（日本大学 OB）

からダウンを奪って勝った試合内容を評価してい

ただきました。 

――佐藤選手は全日本選手権で過去無敗。2000年、

2004年の五輪を目指したいわゆるレジェンドでし

た。村田氏にも勝っています。 

森脇 佐藤選手はプロボクシングでもKO勝ちが多

かったですけど、左ジャブは実は痛くないんです。

ただ、まったくモーションがなくて見えない。1

ラウンド目が始まって、これをもらわないように

していると、自分のリズムを崩して他のパンチを

もらってしまうと思いました。それで 2 ラウンド

目から、ジャブを気にしないことにしたら、やり

にくさを感じなくなりました。 



――フィニッシュはクロスカウンターのような左

フックでした。 

森脇 僕は今後、2024年・パリ、2028年・ロサン

ゼルス、2032年・ブリスベンの五輪も狙っていく

つもりです。そのためにまず、佐藤選手のような

過去のチャンピオンを超えていきたい意識があり

ました。もちろん、村田さんも超えたい存在です。 

――それだけ選手生活を続けたいモチベーション

は何ですか？ 

森脇 24歳の自分に完成をまったく感じていない。

あとは体にダメージが蓄積していないってことで

すね。10年以上先の五輪を目指しているっていう

よりも「引退のタイミングを考えていない」って

いうほうが、今の気持ちに近いです。自衛隊では

選手引退後まで、生活が保障されているので、そ

の環境にも感謝しています。 

――精神的なスタミナを感じます。 

森脇 今回のコロナ禍で国内外で公式戦を経験で

きなかったのには、少し戸惑いましたけど、基本

的にはマイペースを守れました。 

――精神力には自信がありますか？ 

森脇 自分ではイジケやすいことを短所だと思っ

ていますけどね。練習で何かうまくいかないだけ

でも気分が暗くなります。高校生でも、とにかく

図太い選手っているじゃないですか。自分が KO負

けしても、すぐ応援席に向かって、チーム・メイ

トの応援をする選手とか。ああいうメンタルにい

つも憧れています。 

――東京五輪には開催国枠で出場権を得ました。 

森脇 選んでいただいた後の記者会見で“自力で

枠を取りたかった悔しさがあります”って言って

しまったんですけど、ああいうのがイジケです。

帰り道で成松さんから“今まで頑張ってきた努力

の結果だから、お互い自信を持って戦っていこう

ぜ”って励まされました。 

――五輪延期の 1 年で技術的に変えたことはあり

ますか？ 

森脇 基本的には変えず、相手を倒しにいく意識

を強くしました。スパーリングで空振りが増えま

したけど…、五輪延期の間、全日本強化合宿が 5、

6回くらいあったし、メンバーも大体一緒だったの

で、日本人はみんな俺に慣れちゃったんだって言

い聞かせています（笑）。 

――2018年度のインタビューでは“現役の高校生

にアドバイスできるほど、僕には高校時代に実績

がない”と言っていました。今回はどうでしょ

う？ 

森脇 正直に言うと、今でも五輪に出る実感があ

まりないんです。だから前回のインタビューから

精神面の変化が少ないかも知れません。ただ、1

つ天狗っぽいことを言えるなら「ボクシングを頑

張ってれば、お前らモテるかもよ」です。 

――低姿勢から急に大胆ですね（笑） 

森脇 この 2 年間、本当に多くの人から頑張って

ください！って励ましていただいたんですよ。そ

のためにボクシングをやってきたわけじゃないで

すけど、がんばろうと思える。人生が楽しくなっ

たんだから、それも貴重な財産だと思います。 

 

 

Profile 

もりわき・ゆいと◎1996 年 8月 8 日東京都足

立区生まれ。法政大学・卒。身長 188cm の右

ボクサーファイター。 

 

 



 

予選中止で確かめた周りの支え 

感謝の気持ちを勝利で表したい！ 
 

――大学卒業後の活動拠点はどちらですか？ 

梅村 所属は 1 年目が岩手県体育協会で、今年か

ら岩手連盟の山本武司会長が経営する会社に所属

して、ボクシングに専念させていただいています。

練習拠点はずっと拓殖大学です。 

――高校時代に獲得した全国タイトルの詳細を教

えてください。 

梅村 1年生の全国大会ではインターハイ、国体と

も高倉久生選手（作新学院高校）に負けて、2年生

からは、すべて優勝できました。ちょうど高校選

抜からミドル級ができたので、漏れなく、計 5 冠

を獲れました。 

――高校生が重量級で勝つコツは何でしたか？ 

梅村 馬力に自信があったので、相手との距離を

詰めることさえ達成できればあとは連打で勝てる

というパターンでした。スピードは特に優れてい

なかったと思いますが、パワー、回転力、ボディ

ブローの 3つをカギだと思っていました。 

――ボクシングを始めたきっかけは？ 

梅村 最初はダイエット目的でした。中 3 までは

プロボクサーになりたいと思っていたんですけど、

ロンドン五輪で、村田諒太さんが金メダルをミド

ル級で取ったときに、自分も五輪路線で行こうと

決めました。 

――五輪の魅力をどこに感じますか？ 

梅村 「負けたら 4 年後」っていう条件で県大会

から勝ちあがって、最後の最後にメダリストって

いう厳しさに憧れます。高くて険しい山ほど、登

りきってみたいという感じです。あと、ボクシン

グを通じてたくさんの人たちと関わりを持たせて

いただきました。海外の試合で勝って恩返しした

いという思いがあります。 

――海外で勝つ突破口をどこに感じますか？ 

梅村 まだ一度も勝てていませんが、東京五輪の

アジア・オセアニア予選もそうだったように、判

定が割れることはあります。少しずつ世界との差



は埋まっていっていると思って、今まで練習して

いなかった距離でも戦う練習を、日ごろから心が

けています。 

――コロナ禍ではどんな練習をしていましたか？ 

梅村 自分は10年前に東日本大震災も経験してい

ます。あのときも停電続きで、ボクシング教室に

通えず、全国大会も中止になりました。今回のコ

ロナ禍でも、普段やっている練習はできなくなり

ましたが、自分自身と向き合う点ではいつもより

充実した期間だったと考えています。許された環

境で何をできるか。それを考えていたら、ガムシ

ャラに練習しているときに見えなかったこともい

ろいろ見えました。 

――新型コロナウイルス問題の悪化で、東京五輪

のラストチャンスだった世界最終予選が中止にな

りました。 

梅村 しばらく立ち尽くしました。応援してくれ

た方々がたくさんいたので、気持ちの整理がつく

前から、お礼とお詫びをお伝えして回ったんです

けど、たくさんの方から“今までのがんばりだけ

で十分元気をもらった”とか、励ましていただい

て、今度こそ海外で勝って、恩返ししようと自分

に誓いました。 

――ミドル級からライトヘビー級へのパワーアッ

プのために食事には変化がありましたか？ 

梅村 脂質を計算してタンパク質を多めに摂ると

か、栄養バランスを考えて自炊しています。練習

の終わりが午後 5時ごろなので、3、4時間前にパ

スタやうどんで炭水化物を摂るのが基本です。も

し 1 時間前までに空腹を感じたら、バナナを半分

だけ食べて、練習が終わったら肉という感じです。 

――現在の技術的な課題は何でしょう？ 

梅村 前進するスタイルは今後も変わらないので、

同じスタイルで世界トップクラスにいる選手がど

んな戦いかたをしているのか、インターネットの

動画などで研究しています。巧い選手はサウスポ

ーを攻略する足運びがすごいと思いました。 

――現役高校生へのメッセージをお願いします。 

梅村 ボクシング部ってたくさんの人のおかげで

成り立っているんです。情熱を持った先生がいて、

学校の理解と協力があって、周りの人も支えてい

る。すべてが自分を成長させてくれると思って、

一つ一つに感謝を持って、競技力を向上させてほ

しいです。 

 

Profile 

うめむら・れん◎1997年 6 月 2 日岩手県盛岡

市生まれ。拓殖大学・卒。身長 188cm の右フ

ァイター。 

 



 

桜井大佑さん 

習志野高校出身 

 

1964年東京オリンピックで父が得た 

アジア初のボクシング金メダル 

 

――お父さんにはどんな印象がありますか？ 

桜井 本当によく聞かれるんですけど、難しいで

すよね。私の父は桜井孝雄だけですから何が普通

かも分からないですけど、面倒見のいい人だと思

っていました。ボクシングより、釣りやザリガニ

取りに行ったことのほうが記憶に残っています。 

――桜井さんがボクシングを始めたきっかけは？ 

桜井 中学時代に父がこのジムをつくったことで

す。学校の運動部と比べて選びました。父はボク

シングをやれともやるなとも言ったことがありま

せんが、他人との会話を聞いていると、時々、私

にもボクシングをやらせたいんだろうなって思う

ことが多々ありました。サッカーの話題でも、ふ

と“この横の動きはボクシングにも使えるぞ”と

か、熱弁したりするんです。そうしたことが、私

に無意識のうちにボクシングを選ばせるきっかけ

になっていたと思います。 

――ジム名がワンツースポーツクラブですが、最

初に習ったのは徹底してワン・ツー？ 

桜井 父は教え方が“天才的”なんです。理論的

より感覚を大事にさせる。僕にもあまり説明しな

かったので、先輩の練習生を見ながら、こんなふ

うにやるのかなみたいな感じでやっていたと思い

ます。でも、影響は必然的に受けていて、私がサ

ウスポー・スタイルを選んだのも、父がそうだっ

たからという理由です。 

――ジムを継いだ経緯を教えてください。 

桜井 将来的には継ぐ想定をして、大学卒業後も

就職せずにジムを手伝っていました。ただ、こん

なに早くそのときが来るとは思っていなかった。

父に余命 1年のガン宣告があったのは、私が 26歳

のときです。とはいえ「元々やるつもりだったん

だから」と決意を固めました。 

――前回の東京五輪でアジア初のボクシング金メ

ダリストとなったお父さんが他界し、来年で 10年

になります。 

桜井 金メダリストのこと、10歳くらいまで知り

ませんでした。自分がボクシングを始めて、高校、

大学で選手活動をしている中で、金メダリストっ

てすごいんだなって痛感しましたけど。自宅に金

メダルが飾られているのは、物心がつく前からな

ので、それが当たり前の風景でした。この当たり

前っていう感覚が今でも結構残っています。だか

ら私にとって桜井孝雄は、あくまで父親以上の存

在ではないのかもしれません。 

――2回目の東京五輪についてどう思いますか？ 

桜井 高校の後輩にあたる堤駿斗が出場を決めて

いたら、親近感をもっと持って応援できましたね。

物心がつく前から身近にあった1964年東京五輪の

世界観を今回も味わえるなら“親父はこういう中

で戦ったのか”って感じてみたいです。 

――プライベートでは五輪開幕前後に、2人目のお

子さんが生まれる予定です。 

桜井 長女が 3 歳。次も女の子らしいです。もし

ボクシングをやりたかったら、やっぱり「目標は

五輪」かな（笑）。そのときも強制的ではなく「自

然に」ですね。父が僕にそうしたので。 

 

Profile 

さくらい・だいすけ◎1985 年 7 月 17 日東

京都文京区生まれ。明治大学・卒。ワンツース

ポーツクラブ 2代目会長。 

 



 
 

ボクシング競技の 
   発展を応援します 

岩手県ボクシング連盟 
会長 山本 武司 

 

事務局 〒020-0833 岩手県盛岡市西見前 20-113-1 

盛岡南高等学校内 電話 019-638-9373 FAX 019-638-8584 

Mail ptf4-koike-akira@iwate-ed.jp 
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