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試合前に立ちはだかる壁

――私たちが「プロボクサー」と聞くと、まず思い当た

るのが減量です。過酷だといわれる減量についてお

聞かせ願いますか

長谷川 人それぞれ体質が違うので、減量の方法
はさまざまですが、大体どのボクサーも徐々に食事
を減らしていき、最後は水分も取らないようにしま
すね。筋力を落とさないように減量しなくてはいけ
ませんので、サプリメントを摂りながら行っています。

岡 どれくらい減量をする
かは異なると思いますが、
お二人はどれくらいの期間
をかけて減量するのです
か。
名城 僕は試合までに7～
8キロの減量を、できるだ
け長い時間をかけて行う

ようにしています。というのも、最後の水分カットの
時間がとても苦しいので、その時間を少しでも短
くしたい。そのために早くから食事制限を行うよう
にしているんです。
長谷川 僕の場合は少し変っていて3週間で10～
11キロの減量を行います。
岡 3週間で10キロも！？　なぜ、そんな短期間で
行うのです？
長谷川 減量は長くゆっくりと苦しむか、短く一気
に苦しむかだと思います。僕は後者のタイプなん
ですよ。本当は名城君のように時間をかける方が
体にいいんですけどね。
幅田 ボクサーの減量とは異なるものかもしれま
せんが、競馬ではジョッキーも体重管理をしていま
す。食事を制限したりする過酷な状況は、私たち
には想像もつかない世界です。
長谷川 騎手の皆さんは毎週の競馬に向けて行っ
ていますので、僕たちとは違った苦しみがあると
思います。以前、武豊さんから騎手は月曜から水

曜までは普通に食事をして、木曜、金曜で体重を
減らすと聞きました。それを参考にして、僕も週に
1日だけ食事をする日を作るようにしました。ずっと
食べられないのはストレスが溜まりますから。

王者の軌跡

――お二人がボクシングを始めたきっかけを教えてく

ださい

長谷川 父親がプロボクサーだった影響ですね。
名城 僕は子どものころに、父親にボクシングの試
合に連れて行ってもらって、「すごいな」と感動した
ことがきっかけです。
岡 これまでにボクシングをやめようと思ったこと
はありますか。
長谷川 子どものころに、父親から無理やり教えら
れていたころは毎日思っていましたね。プロになっ
てからは、世界タイトルを獲ったときかな。世界チ
ャンピオンになるのが夢だったので、実現したら
「何もしたくない」となってしまって。でも新しい目
標を持てばいいと考えました。
幅田 目標にしていた選手はいるのですか。
名城 中学生のころは辰吉丈一郎さんの試合ばか
り見ていました。
長谷川 僕はかの有名な丹波次郎ですね。ご存知
ですよね。
一同 えっと…。
長谷川 うちの親父の現役時代のリングネームです
（笑）。もちろん親父は尊敬していましたが、ほかに
も元WBC世界スーパーフライ級王者の川島郭志さ
んを手本にしていました。川島さんのディフェンス
はすごくて、パンチを避けることでお客さんを沸か
せることができるんですよ。僕もパンチをもらうの
は嫌なんで。
長谷川 生まれ持った反射神経や動体視力、相手
のパンチを読む洞察力などが大切ですね。
林 反射神経を鍛えるようなことを以前からしてい
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行われたものです。現在の目から見れば内容的に齟齬

そ　ご

が生じているところもござい
ますが、取材時の状況を勘案し、そのまま掲載いたしました。ご了承ください。
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ばれています。リングに上がるのは僕一人ですが、
そこに行き着くにはみんなの協力あってこそです。
名城 僕も周囲の支えがあってこそのボクサーだ
と思います。僕一人では試合も組めません。自分
の後ろには家族やジムの関係者、そしてファンの方
がいると思えるから戦えるんです。
長谷川 誰か一人欠けても不安になるくらい、チー
ムは大切な存在ですね。
幅田 競馬も馬だけではレースはできません。馬
主、競走馬、調教師、騎手が一つのチームとして機
能しないとね。そういったところに共通点を感じま
すね。
長谷川 友人の父親が調教師でして、その仕事ぶ
りを見たことがあるんです。
林 ほう。
長谷川 そこでは僕たちのスタッフと同じで、少し
でも手を抜いたら能力があっても勝てないんだ、

という静かな情熱のよ
うなものを感じました。
個々の能力が結集する
ことが競馬も、そしてボ
クシングにも大切だと
思いました。
岡 長谷川さんと名城
さんは、自分の体を張
って勝利を掴むわけで、
私たち馬主とはスポー
ツの関わり方が違うか
もしれませんが、勝利
を目指す思いは同じだ
と思うんです。
幅田 競馬とボクシン
グはつねに危険と隣り
合わせという点でも共
通点があるように思い
ます。お二人は試合で
恐怖を感じることはあり
ませんか。
長谷川 殴られること

は覚悟しているので、そういった意味での恐怖は、
試合中ではないですね。ただ、負けてしまったとき
に、それまで応援してくれた人たちが僕から去って
しまうことを考えると怖いですね。
名城 僕も自分の力を発揮できずに負けてしまう
ことが怖いです。何カ月も前から減量や練習をして
きて、それが試合で生かされないのは辛いです。
岡 観ているファンは選手がパンチをもらうと「怖い
な」と感じますが、選手は意外と冷静なのですね。
林 お二人にとってファンはどんな存在ですか。
長谷川 試合会場でファンの声援を聞くと、何より
も力になります。ただ、ファンの皆さんにも試合内
容や結果などを求められますので、それに応えるこ
とができれば最高です。逆にダメだったときには厳
しいことを言われたりもしますが、その声は大切に
しなくてはと思います。
名城 多くの方の世話になって試合に臨むので、

てたのは世界戦で勝つまでなかったですね。ボク
サーの中には、ある試合をきっかけに急に強くなっ
た選手がいたりしますが、競馬の世界はどうですか。
幅田 競走馬でもデビューして勝ち続ける馬もい
れば、10着や8着を繰り返していた馬が急に強くな
ってGⅠ馬になったという例があります。
林 芝で結果が出なかった馬がダートや障害戦で
勝ったりと、何かのきっかけで変ることもありますね。

チームの絆、勝利の喜び

――ボクサーと競馬。ともにスタッフの存在が大切だ

と思いますが、チャンピオンのお二人にとってはいか

がでしょうか

長谷川 会長やトレーナー、家族とは強い絆で結

たのですか。
長谷川 僕は中学時代
に卓球をしていました
が、それがいい経験で
した。というのも、ジム
に入門して3日目にスパ
ーリングさせられたので
すが、避けるのが上手
いと褒められまして。卓
球で反射神経が鍛えら
れていたんだと思いま
す。
名城 僕は昔から球技
がダメで、動体視力も自
信がありません。バッ
ティングセンターに行っ
ても1球も当たりません
し。
林 ボクサーといえば
運動神経抜群というイ
メージがありますが。
名城 そんなこともな
いですよ。試合が終わって2、3週間休んだらパン
チが見えなくなります。僕の場合は練習を積み重
ねることで、徐々に目を慣らしていく。避けるときも
予測で避ける。だから長谷川さんをはじめ、いろ
んな方にスパーリングしてもらって、パンチの角度
を経験しておくようにしています。練習で作ってい
くタイプなんです。
岡 デビューしてチャンピオンになるまで、何試合
もしてこられましたが、自分が強くなっていく感覚
はありますか。
長谷川 自分より上のランキングの人に勝ったとき
なんかは、強くなったと感じます。でも、次の試合
でいい試合ができないと自信をなくす。その繰り
返しですね。
名城 僕はアマチュア時代にあまり良い結果が残
せなかったので、プロになって勝ち続けていける
ことが正直自分で不思議でした。自分に自信を持
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精一杯に戦って勝つ
ことが最大の恩返しと
考えています。だから
こそ、勝ったときの達
成感は格別ですよ。

長谷川 名城君の言うように、勝利を収めたときの
開放感、達成感は、一度体験したら忘れられませ
ん。試合に勝った日から3日間くらいは、「世界は自
分のために回っている」と思うくらい気持ちいいで
すから。
林 私たち馬主も愛馬がレースに勝つことはステ
ータスになり、本当に嬉しいのですが、お二人の場
合は自分自身が過酷な減量や練習を乗り越えての
もの。すばらしい体験なのでしょうね。お二人は現
在チャンピオンという立場ですが、その立場につい
てどうお考えですか。
長谷川 僕はある時代からある時代までの最強者
だと考えています。つまり自分より強い相手と試
合をするまでの1番なのかなと。そう思うと、チャン
ピオンというのも意味がありそうで、ないようなも
のです。
名城 難しい質問ですよね。長谷川さんの話は勉
強になります。僕は1度チャンピオンから陥落して
いるのですが、負けたときに失ったものの大きさを
感じましたね。
岡 名城さんはその後、再び王者に返り咲きまし
たが、負けた経験は糧になりましたか。
名城 そうですね。とにかく、あの敗戦はすごく悔
しくて…。でもその経験のおかげで、精神的に強
くなれたと思います。

競馬との関わり

――お二人は競馬場へ足を運んだことはありますか

長谷川 ありますよ。両国国技館で世界挑戦者決
定戦という試合があったのですが、前日の計量の
後にうちの山下正人会長と行きました。会長は競

馬が大好きなもので。
岡 京都競馬場へは昨年の天皇賞にプレゼンター
として来られてましたね。
長谷川 はい。あの時はメーンレースが始まる前の
地鳴りのような歓声に驚いたことを覚えています。
名城 確かにすごい歓声ですよね。僕は菊花賞の
ときに行ったのですが、広い競馬場に大勢の人が
集まる競馬の持つパワーってすごいなと感じました。
幅田 馬券は購入されましたか。
名城 買いました。4，5番人気ぐらいの馬を選ん
だのですが外れました。
林 馬券を的中させることは難しいですよね。い
さぎよく単勝で1点勝負する方が諦めがつくかもし
れません。
長谷川 わかります。僕も単勝での勝負が性に合
ってます。3連単のような複雑な馬券は難しいです。
名城 僕は馬券をもっと色んなところで購入でき
ればいいな、と思うことがあります。僕の出身地の
奈良には発売所がありませんでした。
岡 開設には地方自治体などに交渉しなくてはな
りませんし、なかなか難しいようですね。
林 他にも、これはあったらいいのに、といったア
イデアはありますか？
長谷川 僕はレースの間にボクシングの試合をす
るとか、競馬とボクシングのコラボレーションをして
みたいですね。

幅田 なるほど。そのよう
な取り組みも興味深いで
すね。
長谷川 競馬が好きな人
は本当に好きですよね。う
ちの山下会長なんて、しょ
っちゅう携帯で競馬見てま
すから（笑）。

幅田 競馬をする人は、パドックを見たり、展開を
読んだりして、予想通りの結果になったときの達成
感が好きな方が多いと思います。
長谷川 逆にお聞きしたいのですが。馬券を購入
するファンとは違う、馬主の魅力って何ですか。

岡 そうですね、自ら牧場に行って購入した馬や、
セリで落とした馬が勝つ瞬間が最高に嬉しいこと
ですね。新馬戦なんて運動会に出る子どもの親の
心境になりますから。
長谷川 セリで購入する馬の金額はすごいのです
か。
幅田 いろいろですが、かつては5億円以上という
馬もいました。
名城 ローンで購入できるのですか。
岡 いえ、キャッシュです。当歳馬はセリが終わっ
て1週間以内に半額を、翌年3月までに残りの半分
を支払うことになっています。
長谷川 マネできないな（笑）。

これからの夢

――今後の目標などお願いします

名城 少しでも長くチャンピオンを守り抜くことで
す。
長谷川 僕は馬主になること！ ではなく（笑）、と
にかく勝ち続けることです。ボクシングが好きなの
で長く現役を続けたい。でも、ただ続けるのでは
なく、ずっとトップにいたいです。

林 勝ち続けるとおっしゃ
いましたが、具体的な目標
はあるのですか。
長谷川 今29歳なのです
が、35歳までやりたいと思
っています。具志堅用高さ
んが作った14回の防衛記
録を超えたら、階級を上げ

て3階級制覇。誰にも抜かれない記録を作りたい
ですね。
名城 僕はもう1戦1戦が必死で、生きるか死ぬか
です。とにかく1年間チャンピオンとして過ごしてい
きたい。あと、初めて世界王者になったマーティ
ン・カスティーリョ戦のような試合がしたいです。チ

ャンピオンになると守るものができてしまい、試合
でなかなか伸び伸びと動くことができていないん
です。
岡 それは周囲からの期待やプレッシャーもあるか
らでしょうか。
名城 そうですね。今の方が技術的にも体力的に
も強くなっているはずなんです。にも関わらず、挑
戦者として臨んだあのときのような動きができてい
ない。いつかは負ける日が来るかもしれませんが、
そのときまでベストを尽くしたいです。僕に勝った
相手を認め、その試合を誇れるような戦いをしたい
と思っています。
林 チャンピオンは全選手の目標ですし、研究もさ
れています。また、年齢を重ねていくことによる体
力的な衰えをどのようにリカバリーされていくので
しょうか。
長谷川 確かに年齢を重ねるとスピード、スタミナ
は落ちていきますので、テクニックとキャリアで補
えるようにしなくてはいけませんね。練習内容も疲
れを残さないように工夫するなどして、スタイルを
変化させていきます。
幅田 最近は格闘技でもショー的なものが人気の
ようですが、ボクシングはまさにガチンコ勝負の厳
しい世界です。長谷川さんや名城さんがさらに活
躍すれば、ボクシングファンはもっと増えていくと
思います。
名城 ありがとうございます。ぜひ勝ち続けて、競
馬ファンの皆さんに、よりボクシングに関心を持っ
てもらえるよう、がんばります。
長谷川 このような場に呼んでいただけることは、
ボクシングと競馬の接点を作ることにもなります。
もっと勝ち続けて、いつかは馬主になりますよ！
岡 競馬もボクシングも魅力あるスポーツであるこ
とをもっとPRしていきたいですね。そのためにも、
協力し合えるところを見出し、お互いに力を合わせ
てがんばりましょう。本日はありがとうございました。

司会　藤井志保

（平成22年2月15日収録）


