
 

もりわき・ゆいと◎１９９６年８月８日、東京・足立区生まれ。小学校５年生から中学３年まで西

新井道場で極真空手を学ぶ。駿台学園高校でボクシングを始めて、在籍中の法政大学で昨年に全日

本選手権ミドル級優勝。その後の国際大会で２大会連続の表彰台入りをはたしている。 

 

――今年は２月に初の国際大会出場で、アジア

競技大会テストイベント（インドネシア・ジャ

カルタ開催）でいきなり金メダル。その後、５

月のコンスタンチン・コロトコフ追悼大会（ロ

シア・ハバロフスク開催）では銅メダルでした

が『大会技能賞』に選ばれる高評価を受けまし

た。勢いに乗った感がありますが、自身ではど

う思っていますか？ 

「ビギナーズラックで活躍できたので、いつか

勝てなくなると思っていたんです。それを乗り

越えてこその安定的な選手かなと。けど、スラ

ンプがもう来ているんですよ。関東大学リーグ

戦で２部の試合に出ていても守る立場に慣れて

いない」 

――というのは？ 

「今までは常にチャレンジャーだったわけじゃ

ないですか。全力で格上相手に頑張っていれば

良かったんですけど、曲がりなりにも全日本チ

ャンピオンになりましたから。そうすると悪い

内容を見せちゃいけないっていう意識が働くん

です。それで、ジャブの距離感が崩れてきた。

プレッシャーをかけているけど手を出していな

い。右で倒そうと思っているうちに、相手と噛

み合えないまま終わってしまうっていうのは、

キャリア初期にしかなかった空回りです。僕、

考えすぎる性格なんですよ。しかもマイナス思

考で、試合前日から悪い状況をずっと想像して

しまう」 

――ボクシングの前に習っていた空手の時代に

も悩みが多かったとか。 

「空手では区の大会で１回戦負けとかでした。

本気で取り組んでいなかった上に、身長が高い

のでよく顔を当ててしまったんです。最初は相

手も苦笑いで許されるんですけど、何度もやっ



てしまううちに、本気でデクの棒扱いされる自

分に悩んでいました」 

――それで「顔を打ってもいい競技」としてボ

クシングを選んだ？ 

「それはありますし、元々、ボクシングやキッ

クボクシングには興味がありました」 

――名門ボクシング部のある駿台学園高校に入

りました。定時制を選んだ理由は？ 

「全日制の高校に落ちまくったからです（苦

笑）。でもボクシングだけは真面目に取り組も

うと思って、入学前から練習に参加して、しば

らくしてから、チームメイトだった鈴木雅弘・

稔弘の兄弟が通っているワールドスポーツボク

シングジムにも入りました」 

――インターハイでは準決勝で原田健太（安芸

南高校）に負けて３位でした。駿台学園高校自

体はこの年、史上初の団体優勝を遂げています。 

「ただ、全日制と定時制は、団体としては別の

学校扱いなので、僕だけ部員でその喜びを分か

ち合えなかったんです。一応、記念の集合写真

にも加わったんですけど変な気分で…（笑）。

ただ、準々決勝で神崎敦志（日章学園高校）に

勝ったのは、駿台学園高校・全日制が日章学園

高校に競り勝つ決め手にもなったので、ライト

フライ級で優勝した福井勝也（駿台学園高校）

から、数日後に学校でありがとうって言われま

した（笑）」 

――森脇選手の学年は、鈴木稔弘が世界ユース

選手権で銅メダル、南京ユースオリンピックで

銀メダルを獲得した以外にも、村田昴（貴志川

高校）や保坂剛（東福岡高校）もそれらの大会

で活躍しました。 

「自分はそれを“指をくわえて見ている”とい

うレベルでもありませんでしたからね。選抜で

は１回戦で押川幸輝（日章学園高校）に負けて、

国体では１回戦で梅村錬（江南義塾盛岡高校）

に負けました。卒業後、法政大学に入って、関

東大学リーグの入れ替え戦で中央大学と試合を

して、最後に自分が勝って大学が１部残留を決

めたとき“これが喜びを分かち合うってことな

んだ”ってようやく学べました（笑）」 

――大学進学後は鬼倉龍大（当時・駒澤大学）

が壁になってきました。 

「鬼倉さんには最初、関東大学リーグ戦で、１

－２で負けました。２年生のリーグ戦ではお互

いが全勝で最終週に戦って、ダウンを１度取ら

れてポイント負け。大学３年生の国体予選でま

た負けています」 

――特に悔しかったのはいつですか？ 

「２回目です。１部リーグの階級賞と、チーム

の勝利を逃して、結果的に法政大学が２部に落

ちるきっかけにもなりました。鬼倉さんは国際

大会に出ましたし、すべてを持っていかれるっ

てこういう感じかなって思いました。４回目の

対戦は全日本選手権の関東予選で、自分がダウ

ンを２度取って初めて勝ちましたけど、そのあ

とに去年の国体本戦でまた負けています」 

――ここを打破するために何か改善したことは

ありますか。 

「２回目に負けた時からノートを付け始めたん

です。何時に起きて、何を食べたかと体重を書

いて、最初はそれだけで充実を感じてしまって

いたんですけど、少しずつ記録方法を変えてい

くと、シャドーボクシングから意識の仕方が変

わってきました。パンチを出すときに『相手・

距離・防御』を明確に意識するようになりまし

た。ただ、そのあともしばらく勝てませんでし

たから。本当に少しずつ変わったんだと思いま

す」 

――鬼倉選手に去年は、全日本選手権の決勝と

今年３月の山根杯で２連勝し、通算の対戦成績

が３勝４敗となりました。 

「他にもまだ勝ったことのない選手はいますけ

ど、同じ相手に２回以上負けたことはほかには



ないですからね。これからも負け越した存在と

いうコンプレックスを持つと思います」 

――このこだわりの一方で、日本代表として国

際舞台にも立ち始めました。 

「最初は外国人と戦うっていうこと自体が怖か

ったし、向き合った時も怖かった。外国で会う

はずのない人達と拳を交えるってことが僕の中

で非現実的でした。ただ、日本人が面食らうっ

ていう“遠さ”にはそこまで戸惑わなかったん

です」 

――コロトコフ追悼大会では１階級下で世界選

手権３位だったパルビズ・バギロフ（アゼルバ

イジャン）にも４－１でポイント勝ちしていま

す。 

「いま振り返っても、バギロフ選手は駆け引き

やカウンターが巧かったです。でも、ハンドス

ピードや足の踏み込む速度では、僕が上回って

いると感じました。この試合に関してなら気迫

も勝因だったと思います。バギロフ選手は、階

級を上げたことにまだ自信がなかったのかもし

れないです。僕のワンツーが力強く入ったとき

に、あまりに動揺したのでむしろビックリした

くらいでした。“世界の強豪”って何があって

も動じないと思っていたけど、やっぱり人間な

んだなと安心しました」 

――次の準決勝でアルメン・ダルチニヤン選手

（アルメニア）に２－３でポイント負けした試

合についてはどう思っていますか。 

「まあ負け惜しみになってしまいますけど、フ

ィジカルや技術力はバギロフ選手のほうが上だ

ったので、距離を取ってジャブを突いていれば、

勝てたかなって思っています。でも接近戦を選

んでしまって、パンチを結構もらいました。経

験不足です。ただ、これからも“くっついても

離れても強い選手”は目指していきたいです」 

――フィジカル面は改造を考えていますか。 

「くっついた時の押し相撲などで勝つために、

重いメディシンボールを投げたり、ハンマーを

タイヤに叩きつけたり、車を押したり、昔から

あるトレーニングで基礎体力を強化しています」 

――大学卒業後はどのようにボクシングを続け

ていきますか？ 

「決めていないというか、決まっていないです。

今と同じように、大学とジムでの練習を両立さ

せる生活スタイルもありますし、自衛隊なども

候補にあればもちろん光栄です。一応、２０２

４年のパリ・オリンピックも視野に入れていま

す」 

――目標は「オリンピック金メダルと世界選手

権優勝の世界２冠王」だと伺いました。 前者

は日本人に過去２人いますが、後者はまだ１人

もいません。 

「“国際大会で２回メダルを獲った”って言っ

ても、テストイベントとローカル大会でのメダ

ルだけです。まだまだだからこそ“オリンピッ

クに出たい”ではダメだと思うんです。出るこ

とは前提で、日本人ができていないものに目標

設定しています」 

――日本では小中学生のボクシング文化も発達

し“高校生でボクシングを始めるのは遅い”と

さえ言われるようになりました。そんな中で、

森脇選手の活躍は貴重な活力になると思います。

今の高校生にアドバイスするとしたら？ 

「謙遜でもなく、できないですよ。去年まで高

校生だった堤駿斗とか見て“すごいなぁ”って

思っているくらいですから（笑）。強いて言え

ば、弟の海人が駿台学園高校の２年なんですけ

ど、今回のインターハイには出られなかったん

です。コイツくらいになら“俺にもそういう時

代があったけど頑張れ”って言えますかね」 



 
はま・ともひろ◎１９３３年３月２４日、神奈川・横浜市生まれ。１９９７年１０月１０日から同

市内にアントムアマチュアボクシングジムを営む。 

 

――８５歳の今も現役の指導者として、役員の

かたわら、試合会場などでミットを持っている

姿をお見かけします。 

「一応、１０年近く前に手首が痛くて、病院に

行ったことはあったんです。日野自動車ボクシ

ング部を創った雨宮晴彦監督が“ミットを持っ

ていたら手の骨がバラバラになっちゃって、腰

の骨を削って移植した”って言っていましたか

ら。“濱さんもミットは選手同士にやらせて、

見る側に回ったほうがいい”って。それでレン

トゲンを撮ったけど、骨に異常はなかったので、

私はもう少しやってみようかなと思ったまま、

今にいたります」 

――２０１４年に他界された雨宮監督より、濱

会長は年上です。 

「戦争も十分に物心がついた年齢で経験した世

代です。中学生になった頃、横浜大空襲で家族

が大火傷しながらも、奇跡的に全員生き残って、

石川県に疎開しました。間もなく終戦になった

ら、今の沼津東高校に転校して、神奈川大学に

進学したんです。そこで、サッカー部を復活さ

せたんですけど、昼休みにゴングの音が聞こえ

てきましてね。何だと思って行ってみたら、ボ

クシング部だったんです」 

――元々ボクシングにはご関心が？ 

「むしろ嫌いでした。血だらけで殴り合って、

どこがスポーツなんだっていうくらいの感覚し

かなかったです。でも、神奈川大学ボクシング

部は当時１部リーグだったこともあって、充実

した練習内容だった。先輩が後輩を教えている

のを見ていて、単なる殴り合いじゃないってこ

とはすぐに学べました。練習でスタミナをつけ

て、巧いほうが勝って、下手なほうが負ける。

非常にはっきりしたスポーツだって」 

――それですぐにやり始めたんですか？ 

「いや、サッカー部ではキャプテンだから、部



活をサボってやるわけにはいきませんでした。

だから大学にいる間はサッカーをやって、昼休

みにボクシングの練習を見学して、学校を卒業

してから“卒業生だけどやらせてください”っ

てお願いしました。何度か通ったけど、定時に

終わる仕事じゃないから、行けない日が多くて、

横浜市内の河合ボクシングジム（現・神奈川渥

美ボクシングジム）に通っていました」 

――役員になったごきっかけは？ 

「しばらくして会社の都合で滋賀に引っ越した

んですけど、大津市でボクシング教室をやるっ

ていうのを新聞で見かけましてね。そこで体を

動かそうと思って行ったら、滋賀国体（１９８

１年）に向けて、大阪で審判講習があるから行

ってくれないかって頼まれたんです。それで審

判資格を取って、近畿学生リーグ（現在の関西

学生リーグ）とかに携わっているうちに、滋賀

国体では理事長を仰せつかっちゃった」 

――これは大抜擢だったんですか？ 

「そうですよ。力量不足で叱られながらやった

記憶があるけど、その縁で終わったら“インド

ネシア大統領杯に監督として行きませんか”と

誘っていただきました。このときの選手メンバ

ーは横浜高校出身でモスクワ・オリンピック代

表の荒井幸人（中央大学）とかそうそうたる連

中ですから、私にとって非常に感動的だったん

です。後楽園ホールにも、女性なんて数えるほ

どしか来なかった時代に、大統領杯では、ご婦

人がたもきちっとした正装で来ていて、テレビ

中継も入っているし、お客がとにかく熱いんだ。

ヘビー級で優勝したイタリア人とは、いまだに

クリスマスカードのやりとりをしています。一

度、イタリアにも会いに行きましたよ。そうし

たら、私と同じように彼もアマチュアのジムを

オープンしていたのがうれしかった」 

――その後の役員としての経歴をお伺いさせて

ください。 

「大統領杯に行った頃、国際審判員だった野村

三郎さんに“濱さんいくつだ？”って聞かれて

“今４９ですけど今年３月で５０になります”

って言ったら、Ａ級審判は５０歳までしか受験

資格ないから“とにかく早く願書を出して”っ

てなったんです。それでインドネシアから帰っ

てきてすぐ申請した。でも、Ａ級審判は国体の

ときに試験がありましたから、結局、“１０月

だから年齢制限引っかかります”って返されち

ゃった。それはそれで仕方がないと思っていた

けど、この縁で“濱さん、後楽園に来てよ”っ

て誘われるようになって、関東大学リーグ戦で

も、よくリングに上らせてもらっていました」 

――審判としてのボクシングは面白いですか。 

「試合をケガのないように進ませるとか、神経

は使うけど、誰よりも間近ですごい試合を観ら

れたときは、幸せだなと感じます。いいボクサ

ーっていうのは生きる芸術だと思います」 

――３０歳を過ぎたボクサーは疲れとの向き合

いかたをよく考え直しますが、今のご年齢でボ

クシング指導と向き合う秘訣はございますか？ 

「力の抜きかたは無意識ですが、はっきり気を

つけているのは睡眠時間です。あと、なまじ家

に引き籠もらないで、軽くてもジョギングか何

かをやったほうが、経験的に体調にはいいみた

いです。精神的なストレスにもね。悩みが増え

ると内臓に来るんですよ。そういうときに軽く

走るだけでも、モヤモヤしたことを一時的に忘

れます。審判は大会時間が長ければ、ある意味

では最高にストレスを感じるけど、だからこそ、

もうボクシングに集中するしかなくなる。他の

いろいろな悩みを考えるっていう選択肢がなく

なるんです」 

――濱会長は生涯、ボクシングですね。 

「今も公園をジョギングしているとき、人がい

ないと芝の上で軽くシャドーボクシングをやっ

たり、ジムでも選手がいないときは、軽くサン

ドバッグを打っています。ボクシングは生涯楽

しめるスポーツですよ。若い選手が上達してい

くのをお手伝いできるだけでも刺激になります

からね。本当はマスボクシングとかもしたいと

思うこともあるんですけど、流れ弾みたいのに

当たったら“年寄りの冷や水で…”って言われ

るのがオチだから。それはミットだけで我慢し

ています」 



 
りゃん・はくちょる◎１９５９年１１月２８日、福岡・苅田町生まれ。神戸朝鮮高校卒業後、進学

した朝鮮大学校でボクシングを始め、１９８２年から国語（朝鮮語）教師として勤務した大阪朝鮮

高校でボクシング部の顧問を２５年間務める。退任後の２００７年から卒業生の有志で週１度のボ

クシング教室を開いた。小学校・校長として現在２校目に携わる。 

 

――梁先生が顧問になる前から大阪朝鮮高校に

はボクシング部がございましたか。 

「同校のボクシング文化は、同好会から始まっ

て、１９７４年に部ができたんですけど、当時

は日本の高校ボクシングについて知らない子た

ちが校内で活動をしているだけでした。私が大

学１年だった１９７８年に、朝鮮学校だけの大

会が初めて行われましたが、そこにスタッフと

して携わっていたのも顧問になったきっかけで

す」 

――日本の高校との交流はまったくなかったん

ですか？ 

「私の赴任前も日本の高校との練習試合はあり

ました。だから私もある名門高校にお願いしま

したが“とんでもない”と電話でお断りされた

んです。というのは、当時の交流ではまだ歯が

立たなかった以前に、朝高の生徒が学ランで肩

で風を切って歩いている時代でしたから。それ

で私が赴任して５年くらいはマナー指導を最優

先に行いました。これが納得のいくレベルまで

来たので“１度でいいから練習試合をしてくだ

さい”とお願いして、交流を続けるうちに“朝

高が変わった”という評判が広まったんです。

そして１９８７年、大会に出場する機会を得ま

した」 

――まだ朝鮮高校の生徒に全国大会への出場権

が認められていなかった時代ですか？ 

「そうです。国体予選をかねた大阪府民体育大

会が、朝鮮高校にとって日本の公式戦に初出場

した大会です。私たちは優勝しても、国体に参

加できない前提でしたが、初めての公式戦に意

義を感じました」 

――関東の東京朝鮮高校ボクシング部では李成

樹先生が手腕を発揮されました。 

「李先生は、朝鮮大学で私よりも１学年下で大

学を４部から３部に引き上げた主戦力でした。

私が先に大阪朝高、李先生が少し遅れて同じ東

京朝高に赴任して、どちらもボクシング部の顧

問。東京と大阪で切磋琢磨しながら、“インタ

ーハイでいずれ争おうじゃないか”と誓い合っ

たんです。李先生は関東を中心に、私は近畿を

中心に各朝鮮高校にボクシング部を設けること



も目標になりました」 

――日本の高校との実力差を埋めるためにどん

な強化をされましたか？ 

「練習試合への意識が重要だったかもしれない

ですね。“練習試合こそが本当の決戦やねんで”

という教えで師弟が団結した時代が１９８４年

から９４年。我々の赴任後からインターハイ出

場が認められるまでの約１０年間です。“全国

チャンピオンとスパーをしても勝ったぞ”とか

“朝鮮高校の大会レベルがインターハイの決勝

戦のレベルになるくらいみんな頑張らないとい

けない”というのが子供たちを奮起させるひと

つのモチベーションでした。その中で、日本の

強豪校とも優勢に試合ができるケースが出てき

たんです。日本の高校にとっては全国大会の１

ヶ月前に朝高と合宿をやっても、メリットは少

ないわけです。インターハイで対戦するわけじ

ゃないから。でも朝高が強くなったから、合同

練習することで自分たちの強化にもつながる。

それだけで日本の理解のある先生方、強豪校の

先生方は連携してくださりました。関東では東

京選抜との親善試合、こちらは近畿選抜とか兵

庫県選抜とか広島県選抜とかを開催しています」 

――インターハイの出場権は１９９４年に得ま

した。 

「その４年前に手続きミスで大阪朝鮮高校の女

子バレーボール部がインターハイの予選に出た

んです。２次予選まで進んだのにミスに気づい

た高体連から“すみません。規約上、以降の大

会には出られません”と出されてしまった。そ

れが社会で大きく世論化されて署名運動から高

体連に直訴になって、１９９１年に初めて、大

阪の高校総体秋季大会で朝鮮高校の出場が認め

られたんです。これが全国に広がって、１９９

４年に富山で開かれたインターハイから朝鮮高

校も予選を通過した種目ではどんどんインター

ハイに出てもいいという形になりました。ボク

シング予選で、大阪は３階級は取ったはず。東

京が６階級で、神戸も２階級。競技団体主催の

全国高校選抜大会は２年後の１９９６年から、

日本（アマチュア）ボクシング連盟から許可が

降りました。国民体育大会の出場は２００６年

の兵庫から認められています」 

――北朝鮮でも国体（人民体育大会）に出場し

ています。 

「ちょうど２０年前からですね。在日コリアン

で初の全国チャンピオンになった選抜優勝の白

永鉄（大阪朝鮮高校）を、この年のバンコク・

アジア競技大会に朝鮮代表で出すかどうか、人

民体育大会の結果で決めようとなったんです。

そうしたら白永鉄は大会で３位になった。それ

でアジア大会にはフェザー級の代表で選ばれま

した。人民体育大会には朝鮮大学の現・教員で

ある任成壎や現プロボクサーの帝里木下（朴泰

一）も出場しているはずです。それと、かつて

の平壌国際トーナメントには日本も熱心に参加

していました」 

――朝鮮ではいつから合宿を行っていますか？ 

「１９９０年に初めて李先生と平壌に行って、

指導者講習会に参加しました。社会主義が崩壊

している最中でも、当時の朝鮮は強かった。キ

ューバとかルーマニア、旧ソ連とか強い社会主

義国と多くの大会をしてたので、その時の朝鮮

の練習方法を体験して、李先生とこれやなと。

今は日本の学校でも浸透したウォーミングアッ

プ体操も我々は先に取り入れられたんです」 

――ソ連などの大国と、小国ともいえる北朝鮮

が五輪の舞台で張り合っていました。 

「個人競技にかける子供たちがたくさんいまし

たから。幼い頃からサッカー、卓球、レスリン

グ、ボクシングの各クラブチームで大会優勝し

たら地区代表。地区で優勝したら今度は専門体

育団や専門体育大学に入って、田舎にいる家族

も平壌の専門体育団に入る。その中で国家代表

チームを選抜されて、金メダルを取れば生活も

保障されるという明確な育成システムが大きい

と思います」 

――女子ボクシングでは今も日本が北朝鮮に勝

ったことがありません。 

「最初に平壌に合宿に行ったときから、女子の

国内大会をしていたんですけど、人数も多かっ

たし、運営のレベルやコンピュータ採点への技

術研究が未熟でも本当に強かったですよ。朝鮮

が女子競技で活躍することは少なくないんです

が、ある程度、そのスポーツが世界的に普及す

ると壁につき当たるんです。もちろん重量挙げ、

サッカー、柔道のように今もトップを競い合っ

ている競技もあります」 

――２００７年、ご同志の李先生が急逝されま

した。 

「技術的な交流を続ける中で、李先生は最も身

近な目標でした。指導方法に対しても独特の生

徒観、ボクシング観を持っていましたね。先生

にとってインターハイ・チャンピオンを育てら

れなかったことだけは悔いが残ったと思います。

李先生と平壌で合宿したときも、“いつかイン



ターハイの決勝を朝鮮高校同士でやりましょう

ね”と誓い合ったんです。全国の朝鮮高校にと

って大きな財産をなくしたと思いました」 

――ボクシングの全国大会で大阪朝鮮高校対東

京朝鮮高校は実現していないですか？ 

「１回戦で当たったことは２度あります。お互

いに期待した選手同士だったから嘆きました。

その勝者の１人である周太慶（大阪朝鮮高校）

はそのまま優勝しています」 

――２００６年までＷＢＣ世界スーパーフライ

級の安定王者として活躍した徳山昌守（洪昌守）

さんは、娘さんが梁先生が校長を務める小学校

に通っているそうですね。 

「今、２年生です。洪昌守が世界チャンピオン

になったときは自然とボクシング部に入る子供

たちが多かったですよ。今、大阪朝鮮高校で監

督をしている宋世博とかの時代で、部員も４０

人近くいました。まさに一時代のスターでした」 

――ご指導の中で一番光った教え子をあえて挙

げると誰ですか？ 

「ほとんど高校からボクシングを始めた子でし

たが、素質的に一番よかったと言えるのは李健

太ですかね。部の監督を引退してボクシング教

室で一から教えた選手でした」 

――高校時代に６２戦全勝の公式記録を残しま

した。 

「中１のときに私のボクシング教室に来て、朝

高に入ってから高校タイトルを６度制しました。

李健太のキャリア初期はボタンを押して点数が

入るコンピュータ採点で、今の採点以上に向い

ていたと思います。安定的に活躍できたし、相

手に応じて教わったことをきちんと実践できる。

その能力に秀でていました。それと大学に進ん

でから特に頑張ったのは、朴忠南でしょうね。

高校時代にも選抜とインターハイで優勝してい

ますが、同志社大学時代に国体でも優勝できた

のは“負けないボクシング”を確立できたから

だと思います」 

――ここまで挙げた教え子の大半はサウスポー

型ですが、朝鮮大学卒業後、ＷＢＡ世界スーパ

ーバンタム級王者になった李冽理らは右ファイ

ター型でした。 

「高校時代がもっと手を止めないブルファイタ

ーだったんですよ。相手が困惑するくらいしつ

こく手を出すタイプを、オーソドックス型の生

徒にはよく教えました。対象的にサウスポー型

には距離を取らせて、朝鮮で指導されていたテ

ンポを学ばせることが多かったですね」 

―――１９８２年からのご指導キャリアでハイ

ライトといえるタイミングはいつでしょうか。 

「２００１年のインターハイでミドル級の崔日

領（大阪朝鮮高校）が朝鮮高校初のチャンピオ

ンになったときですね。我々がインターハイの

出場権を得たあとも、本当に色々あったから。

悔しかったことも助けられたことも一気に思い

出して、人目をはばからず泣きました」 

――梁先生のボクシング教室では、日本の子供

たちも習っているそうですね。 

「あの子たちが将来、“朝鮮学校の校長先生に

教えてもらった”と思い出のひとつとして記憶

してくれればうれしいと思いながらやっていま

す。ちなみに私は“日本人に負けるな”と教え

たことは一度もないんです。“左の拳には朝鮮

民族の魂を込めて、右の拳には朝鮮高校生とし

ての自覚と誇りを持て”というのは、私だけで

はなく李先生も生涯していましたけど、スポー

ツの大会に出たら、日本の学校のみなさんとも

同じ部屋で寝泊まりします。同じ高校生として

汗を流して一緒に笑い、一緒に涙する。対戦相

手も尊重することが絶対に大切なんだと教えて

きました。今は朝鮮高校の生徒数が減っていま

すから、切磋琢磨して強くなるために、日本の

子供たちも指導を仰いでくれれば幸いです」 

――ボクシングを通じて、どんな教育を考えて

いきたいですか。 

「在日コリアンも今は３世、４世の時代です。

バラックの校舎で貧しい時代を生きた在日１世

の思いは大事にしていかなあかんという思いは

変わりませんし、インターハイに出られなかっ

た先輩たちの思いを受け継いで、必ず全国制覇

するんやでという指導はしてきました。けど、

時代は変わりますから未来も夢見ていきたい。

尊重し合えるグローバルな社会へのひとつのき

っかけとして、ボクシング文化を守れたらなと

思っています」 



 
いとかわ・やすじろう◎１９４３年１１月２０日、茨城・鹿島郡（現・神栖市）生まれ。銚子水産

高校卒業後、社会人生活を経て中央大学に入学。１９６８年４月から岐阜県の公立高校教員として

３６年間、ボクシング部の顧問を務めながら、多治見北高校定時制・全日制、多治見工業高校に赴

任する。 

 

――糸川先生は高校卒業後から大学進学までの

２年間、社会人生活を送られています。 

「私はもともと漁師の息子で、水産高校を出ま

したから、その流れで自然に築地にいました。

でもやはり大学に行ったほうがいいということ

になって、中央大学を受けたんです。８人兄弟

の四男でしたが、三男で砲丸投げの日本記録保

持者だった兄・照雄が学校を卒業した入れ替わ

りになりました。照雄は卒業後、１９６４年の

東京オリンピックにも出ています」 

――東京オリンピックといえば、アジア史上初

のボクシング金メダルをバンタム級で獲得した

桜井孝雄さんとも在籍期間が重なりました。 

「１年間ね。桜井さんはキャプテンでした。も

ともと兄と桜井さんに面識があって、兄が桜井

さんに“弟が大学に入ったら面倒を見てくれ”

と言って“じゃあ１週間後に合宿所に入れよ”

ってなったんです。それで急きょ仕事を辞めて

合宿所に入りました。桜井さんにはマッサージ

をよく頼まれました。兄にもやっていたんです

けど、どちらの筋肉も太いのにペタペタしてい

る。なるほど、こういう筋肉がスピードを高め

やすいんだなと思いました。砲丸もスピードが

ないと飛ばないらしいんです」 

――桜井さんとのコミュニケーションで、他に

思い出に残っていることはありますか？ 

「私が全日本チャンピオンになったときに、ふ

いに“能ある鷹は爪を隠すようにしろよ”って

言われたことですね。キャリア１年半で日本一

になったから、部の上下関係とかで、足らない

部分があったんだと思います。それで心を入れ

替えました」 



――岐阜に移ったのは卒業後ですか？ 

「それより前、１９６５年に岐阜で国体があっ

たのが縁です。今は厳重化されましたが、当時

は籍さえ移せば１年経っていなくても、その県

の代表で出られたから。大学２年から岐阜代表

になったら、すぐあとの全日本選手権でチャン

ピオンになれたのもプラスになって、卒業後も

岐阜で勤めないかと提案されました」 

――それにしても、キャリア１年半での全日本

王者とは非凡ですね。 

「階級はライトウェルターでした。それまでの

スポーツ経験はバスケットボールと水泳でした

けど、それより築地での仕事で自然に鍛えられ

ていたんだと思います。パンチの重さには自信

がありました」 

――それで教員に採用して頂いた。 

「ただ、教員になるための過程が必要で、校内

の教員免許の資格試験がいつも全日本選手権と

かぶっていたんです。教授にタイミングをずら

して欲しいと頼んでも認められなかったので、

全日本選手権はもうあきらめていました」 

――当時の岐阜のボクシング事情は？ 

「あまり実力のある選手が育たない時代でした。

多治見市内の２校にボクシング部があったけど、

私の再興させた多治見北高校は偏差値７０前後

の進学校だから、結局、勉学のほうが忙しい。

多治見工業高校のボクシング部を見ながら多治

見北高校にも携わって、定時制を含めたら３校

を毎日見ていたので、ボクシングに明け暮れて

ばっかりでしたね。岐阜工業高校、岐阜第一高

校の枯渇しそうなボクシング文化も守ろうと、

１人でもいいから代表選手を出し続けていまし

た。今は部がなくてもボクシングジムでやって

いれば出られる時代ですけど、昔は安全性の理

解度が低くて許されなかった。でも岐阜を強く

するには、ボクシング部のない学校にいるボク

シングジムに通っている高校生も出すことから

だと思いましてね。規約改正に上ともよく話し

合いました。最初は“ボクシングは危険だから

ダメ”って言われたけど“どんなスポーツでも

危険ですが、ボクシングほど合理的に危険と向

き合う競技はない。そもそも体重で階級を分け

ています”とかね。自分は結構、上に食らいつ

く性格なんです。今、中京高校の顧問をしてい

る石原英康先生は、大垣日本大学高校の生徒で

したが松田ボクシングジムに通っていました」 

――昔はボクシングを認めてもらうのに苦労し

た話は全国的に多いです。 

「ただ、岐阜のボクシング文化は遅れていたわ

けではないんです。戦績書を見ると１９５０年

前後にはボクシング部のある高校が存在してい

たどころか、８から１０くらいあった。東海４

県でも一番早いはずで、全国大会で優勝してい

る選手や、その後にアジア大会に派遣された選

手もいたんです。それでも基本的に低迷してい

た一因に、協力性に欠けた特性を感じた。だか

らまとめることでも強化しようと思いました」 

――高体連でも様々な役職に就かれ、教員退職

後、多治見市内にボクシングジム・イトカワを

開かれました。 

「卒業生から遊び場をつくってほしいと頼まれ

たのがきっかけですね。女性向けのエクササイ

ズコースやキッズコースもつくったから、そこ

で卒業生に手伝ってもらいました。彼らからは

月謝を取っていないんです。指導しながら練習

する分にはタダでいいっていうスタッフが、今

は５人くらいいます。誰かが忙しくても埋め合

わせができる人数ですね」 

――このジムでは、亮明・恒成の「田中兄弟」

がボクシングを始めました。 

「彼らは空手をやっていたけど、パンチのスピ

ードをつけたいという目的で弟の恒成が小５、

兄の亮明が中１でボクシングをやり始めました。

そのままボクシングにのめり込んで、３年目か



らお父さんがトレーナーになって、研究熱心だ

ったので指導もどんどん上達しました。恒成は

出入りのスピードが別格でした。ミットを持っ

ていても見えないくらい速いんですよ。スタミ

ナもあるし、５０年間ボクシング教えたけど、

一番の逸材ではあるかな。同学年の井上拓真

（綾瀬西高校）に３勝２敗ですけど、負けたと

きに“相手はインファイトが上手いから、お前

には出入り以外に選択肢がない。やむを得ない

接近戦の場合のためだけに細かいパンチも準備

しておけばいいから”と伝えました。あの子は

プロの世界チャンピオンになった今も出入りが

武器ですよ。亮明のほうは中３の終わり頃から

サウスポーに変えたけど、手数が少ないからそ

こが課題でしたね。どちらもジムではとても好

かれていました」 

――田中兄弟は中京高校卒業後、恒成が畑中ボ

クシングジムからプロボクサーになり、世界王

座の２階級制覇に成功しています。亮明は駒澤

大学を経て、中京高校教員の立場でオリンピッ

ク出場を目指しています。 

「弟は小学校時代からプロに行きたいと言って

いて、兄もずっと学校の先生になると言ってい

ましたから、初志貫徹ですね。そうそう。畑中

ジムといえば、畑中清司会長も隣県の享栄高校

時代、よく多治見工業高校までスパーリングに

来ていました。将来の世界チャンピオンで言え

ば薬師寺保栄も。畑中は世界王者になったとき

に決め手だった左のボディーブローが当時から

巧かった。２学年下の薬師寺は、気持ちの弱さ

が少しずつなくなって、ストレートの冴える綺

麗なボクシングができるようになりました」 

――ボクシングと携わって最も感動した試合は

どれでしょうか。 

「それは、東京オリンピックで桜井さんが金メ

ダルを獲得するシーンになるはずだったと思う

んですけど、私は観られなかった。練習会場の

明治大学の体育館で学生責任者だったんです。

そこに８つくらいリングが組まれていて、試合

を観る暇がなかったんですよ。８ミリ・テープ

に撮り残してあとで観て、さすが桜井さんだと

思いました。本音を言うと生で観ておきたかっ

たな（笑）。あの東京オリンピック、開催前は

桜井さんよりフェザー級の高山将孝（早稲田大

学）やライト級の白鳥金丸（同）のほうが期待

されていたんです。この両者に私は計３回負け

ているんですけど、私はプラスだったと思って

います。その次の年は一度も負けませんでした

から。圧倒的に優れたオリンピック代表に、頑

張って立ち向かえば負けても自信につながるん

だと学べました」 

――ご指導に携わってちょうど半世紀です。そ

の間、変わらなかった大切なことはあります

か？ 

「まあいろんなことが変わったのかもしれませ

んけど、挨拶を指導することだけは５０年間変

わっていないですよね。今、幼い子の指導は１

０数人を頼まれていますけど、親御さんが託そ

うとする条件にあいさつを教える方針があると

思っています。これは今後の半世紀も守ってい

きたい文化ですよ」 



 

ふるさわ・かずとし◎１９５１年７月７日、神奈川・横浜市生まれ。高校時代に陸上部で五種競技

と投擲、国士舘大学でレスリングに励む。社会人になってからボクシングを始め、全日本選手権６

連覇、社会人選手権８度優勝。その他、アジア選手権を始めタイ国王杯、インドネシア大統領杯な

どの国際大会も多く経験した。私立高校の教員を経て３２歳から横浜市の教員となり、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創設してきた。 

 

――先生はご夫婦でセコンドをされることが多

く、昨年度では奥さんの古澤順子先生（写真右）

にご登場いただきました。 

「妻がボクシング部に携わったきっかけは、私

が定年退職したタイミングで、私の抜ける横浜

総合高校に異動になったことでした。ボクシン

グ部の顧問になっています」 

――ちなみにご結婚のきっかけは…？ 

「私が横浜の教員になって１年目に、学校のス

キー教室でケガをしたことです。貸しスキーか

ら無理やり足を抜こうとして痛めたときに、一

緒にいてくれた一人が妻です。その４ヶ月後に

は婚姻届を出しました」 

――ケガが生んだ“スピード婚”ですね！ 

「私、昔からどこか痛めることがとにかく多か

ったから、それが人生の分岐点になることも多

かったです。よく言えばケガの功名ですよね。

高校時代には椎間板ヘルニアをやって、大学時

代はレスリングで肘が逆に入っちゃったり。当

時は腎臓や肝臓を痛めて入院もしました」 

――まさか、社会人になってボクシングを始め

たのもケガがきっかけですか？ 

「それは違って――横浜高校でレスリング部の

指導をしていたときでした。大学４年の教育実

習がきっかけで、準コーチをしていたんですけ

ど、隣でやっていたボクシング部の指導時間が

微妙にズレていたんで見学できたんです。それ

で、サンドバッグを打たせてもらっていたら、

ボクシング部顧問の海藤晃先生が“古澤君、い

いねぇ。試合にも挑戦してみなよ”って。“い

いですね、いつですか？”って聞いたら“今度

の土日”って言うんです」 



――海藤先生は古澤先生のフィジカルの強さに

期待したのでは？ 

「まあ、それでも当時ならではですよね。先生

はもっと長く練習していたと記憶しているらし

いですけど、私はこの試合で初めてバンデージ

を触ったから、巻きかたが分からなくて役員に

お願いしたくらいです」 

――結果はいかがでしたか。 

「勝った。ただ、階級が１つ違うので点数をつ

けただけで、戦績には残りませんでした。私の

ほうが重かった。レスリング時代の体重は７４

キロや８２キロでボクシングでは最初、８５、

６キロ。ライトヘビー級とヘビー級でやってい

ました」 

――当時のグローブは日本製の“効くグローブ”

です。 

「しかも全階級８オンスだったんですよ。ヘッ

ドギアもないし。ノドを打たれたら口で呼吸が

しづらくなったけど、鼻から吸ったら入った。

これなら大丈夫だなと思いながら打ち合いまし

た。気が張っているから、痛いとか苦しいとは

思わなかった。この試合でボクシングに夢中に

なったものの、全日本選手権制覇には６年かか

りました」 

――全日本選手権は６連覇しています。 

「ひとつの壁になったのは中野好一（羽咋クラ

ブ）でした。彼には最初に社会人選手権で負け

て、全日本選手権では勝ちました。ボクシング

って対戦するたびに仲良くなるもんですよね。

全日本のときは泊まった旅館が一緒だったので、

中野の車で会場に行って試合したんです。帰り

も車で新幹線の駅まで送ってもらいました」 

――選手時代、３０歳前後で勝率が上がったと

伺いました。その秘訣は何だったのでしょう

か？ 

「その年齢になって、ようやく馬力任せを卒業

して技が増えたことですね。たとえば中野は１

８０センチくらいあるけど、私は１７０センチ

あるかないかじゃないですか。彼の左ストレー

トに右のクロスを合わせられるようになったん

です。初めて勝ったときは多分ダウンを奪いま

した。あとは、ここでもケガが重要でした。ヘ

ルニアで結局、腰のところで神経が止まっちゃ

って左足はしびれているんです。 だからオー

ソドックスに構えて前足に重心を置くと、カッ

クンって落ちちゃう。右足に重心を乗せてバレ

ないようにしていました。ところが、これで勝

ち出したんです。私にとっては追いかけること

も逃げることもできないことを必死に隠してい

たわけですけど、 この構えで相手に何らかの

心理作用があったんだろうなと思っています」 

――体は生まれつき弱かったんですか？ 

「逆ですよ。頑丈だからいつも追い込み過ぎた

んです」 

――選手引退の理由はケガではなく、当時の定

年だった満３５歳に達したことだと順子先生か

ら伺いました。 

「そのあと、同じオリンピック種目だからテコ

ンドーも少しやってみたんですけどね。こっち

では左足のしびれが致命的でした」 

――指導者の立場になって先生のような教え子

がいたらどうしますか？ 

「それは客観的な判断でセーブさせますよ

（笑）。時代というより、本人と責任者では思

考回路が違いますよね。それに私は、高校生で

はなく社会人でしたから」 

――ケガの経験は指導にどう活きていますか？ 

「今は練習には“強弱”があるって言うじゃな

いですか。私だけじゃなくて、昔は多くのスポ

ーツで“弱”を抜かして、全部“強”にすれば

強くなれると思われていたんです。だから捻挫

くらいならガマンするのが当たり前だったけど、

人間の身体は休めなきゃダメですよ。たとえば

走ったら筋肉が切れちゃうんじゃないかと思う



ときってありますよね。そういうときは何日間

か休ませなきゃダメ。追い込むときは追い込ん

でおいて、休ませるときはちゃんと休ませる」 

――横浜総合高校では最近は女子の全国大会上

位進出者が目立ちました。 

「去年は惜しかった。全日本選手権の決勝に３

人行って、３人とも準優勝。一番悔しい終わり

かたかな（笑）。今年卒業した小浦菜々美の

兄・翼は今、プロで東洋太平洋ミニマム級チャ

ンピオンです。菜々美は１年生のとき女の子１

人しかいなかったのでジムに行っていたんです

けど、２年から私のところでやっていました」 

――日本の女子エリートでは唯一、世界選手権

でメダルを獲得（２０１４年・ライトフライ級

銅メダル）している和田まどかも田奈高校時代

に来た。 

「和田は２年生のときに翼が呼んできたんです。

通学先にボクシング部がなくて、ファイティン

グ原田ジムに通っていたんじゃないかな。最初

から抜群に動きがよかった。パワーはないけど、

いい形で動ける。今は、弟の暉元が部にいます」 

――他にご指導のポイントをどこに感じていま

すか？ 

「常識的なことですけど、厳しいことをさせた

いときは、安全面もふまえてよく見張っていま

す。部のトレーニングは１ラウンドが２分半、

インターバルが３０秒です。試合よりも１ラウ

ンドが３０秒長くて、休みが半分しかないから、

厳しくしているようでも、手を抜こうとすれば

できるじゃないですか。だからスピードを２、

３割上げさせるようによく見張る。それだけで

も苦しいわけですよ。“スピード上げろ、上げ

ろ”って言ってますから。子供に限らず人間は

一生懸命やることによって、色々なことを学ぶ

と思うんです。言いかたを変えると、手を抜い

てやってたら何も学べない」 

――これまでボクシングのルールは頻繁に変わ

ってきました。生徒の気質も変わりますが、ど

ちらに苦労しますか？ 

「これは私の持論ですけど、ルールが変わった

というふうには思っていないんです。ルールの

解釈が少しずつ変わってきた。生徒の気質も１

０年前を思い出したら、そう言えばこうだった

とか思いますけど、ずっと現場にいると感じる

ことってそうそうないです。指導の半分は私が

生徒から習っているようなものです。Ａの道に

行かせたくてもＢの道に行ってしまうことがあ

るし、毎回、どう伝えたらいいのかとか考えさ

せられますよね」 

――指導キャリアが長くなる中で高めたい能力

はありますか。 

「そうだな。私にとっては、よく頑張って負け

たのか、何かが足りなくて負けたのかを判断す

る力ですね。こっちの選手が１００％実力を発

揮しても、向こうのほうが強い場合ってあるわ

けですよね。それは仕方ないわけだから。でも

自分の心の弱さで負けちゃったのかとか、そう

いうのは言います。責任を感じるのは選手が実

力を発揮できないときのほうですから」 


