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キャリア初期は２人で試行錯誤

新井田 入門当初は関光徳会長
（故人）がメインでトレーナーを
務め、サブトレーナー的な役割で
及川さんも必ず毎日練習を見てく
れました。
及川 新井田が来た時はジムがま
だできたばかりのころ（１９９６
年）でしょう。自分は関会長が光
ジムのできる前に開いていた関ジ
ムでトレーナーになって、まだ指
導歴は１年くらい。新井田を最初
に見た時は「これはモノが違う」
と思いましたよ。それくらいすご
いものはありました。
新井田 自分はアマチュアでちょ
っとやっていたくらいで、ほとん
どキャリアはなかったです。 歳
の時ですね。及川さんは 歳くら
いかな。
─そんな新井田さんをどのように
育てようと考えましたか？
及川 その当時はまだ、どういう
選手に育てようとか、考えられな
かったですね。人はそれぞれです
から。性格も、ボクシングのスタ
イルも違います。
新井田 自分が入ったころは、及
川さんもトレーナーとして経験を
そんなに積んでいなかった。もち
ろん自分も経験がなくて、どうい
うトレーニングがいいかとか、ど
ういうトレーナーが合っているか
も分からず、２人で試行錯誤しな
がらやっていた感じだったと思い
ます。ただ違和感なくトレーニン
グできたことは確かでした。
及川 自分が考えていたのは、ボ
クサーはただでさえきついことを
やっているので、選手には気持ち

よくやってもらおうということ。
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れてたから、その部分で及川さん

新井田 そうだね。まぁ欲を言え
ば、教えるべきところはしっかり

ですか。

には何か相談がありましたか？

て世界チャンピオンになった直後
に一度引退しています。及川さん

─新井田さんは２００１年に初め

なるのかなと思いますけど…。そ
れはトレーニング以外の事もね。
及川 指導に正解ってないと思う
んですよ。スパルタで強くなる人、
有無を言わさずガンガン叩いて強
くなる奴もいる。だから怒ったら
ダメだ、とも思わないです。
─選手の成長を見るのもトレーナ
ーの楽しみでは？
及川 それはすごく面白いです。
新井田もすごく変わりましたね。
１回引退してからですね。人間が
変わりました。
新井田 ある程度、自分の気質と
いうか性格のクセも分かっている
つもりですが、どうしても自分を
コントロールできない時がある。
そういうタイプの人間を、及川さ
んが扱えるんですよね。扱えると
いうか…。
及川 扱おうとはしてないよ。
新井田 そうか、理解があったと
いうのかな。それがすごくオレに
とっては感謝でもあるし、心地よ
く選手生活を終えられたわけです
よ。教える側になってそういうこ
とがすごく分かる。指導する側が
選手をコントロールしようとする
と伸びないんだよね。
及川 確かにコントロールしちゃ
うと伸びないね。だけど本当の馬
鹿はある程度はコントロールして
やらないとダメだよ（笑）。
新井田 メンタルまでロックしち
ゃうような指導は洗脳に近いモノ
を感じるので嫌ですね。やっぱり
精神的に健全な方がいろいろなこ
とを覚えらえると思います。
が怒られてたんじゃないかな。
及川 その通りだよ（笑）。

教えておいた方が選手のためにも

及川 あったね。
たとえば、トレーニングのその日
ンピオンになるくらいのころから
新井田 結構、強かったよね
のメニューなんかはすべて自分が
接し方が変わってきました。もう
（笑）。
決めていましたが、及川さんにこ
こちらに任せるというか、見守る
及川 最初のころはオレのほうが
れはダメだみたいな事は言われな
というか。それまで毎朝ロードワ
ほんのちょっと強かったかもね
かった。それが良かったかは分か
ークに付き合ってもらっていたけ
（笑）。
らないけど、及川さんは譲ってく
ど、ある時からロードワークは一
新井田 いろいろ経験していく中
れてたんでしょうね。
緒にやらなくなりました。自分の
で、トレーニングや調整方法が分
及川 特に意識してたわけじゃな
場合、ロードワークを毎日やると、
かるようになってくると、練習の
いけど。余計なことは言わないよ
コンディションを崩す原因になる
方は楽になりましたけどね。一方
うにしようとか、そういうふうに
ので、そういう意味では任せても
で試合は徐々に大きくなっていく
は思っていましたね。
らえてよかった。それも最初の厳
ので、ストレスとかプレッシャー
しい時期があったからこそだと思
感謝しかない関会長と宮川社長
を処理していくのは大変でした。
います。
そこを及川さんが上手くケアして
─関会長の存在はどうだったので
─オーナーの宮川和則社長（故
くれた。それが大きかったですね。 すか？
人）は？
新井田 及川さんとは対照的で本
新井田 社長はボクシングに対す
当に厳しかったですね。だけど関
る情熱がすごかったですね。今思
会長の厳しさは愛があるんですよ。 うと社長には色々と許されて今の
責任感というか、選手を育てるの
自分があるのだとつくづく思いま
にあそこまで真剣な方はいません
すね。何というか、生かされてた
でした。会長は立場もありました
というか…。
から、及川さんのようにはできま
及川 宮川さんの話をしたら止ま
せんから。締める人がいてトレー
らなくなる。本当に関会長も宮川
ナーが役割を果たすわけですから
社長も感謝しかないですね。
ね。
及川「怒らなくても伝えられる」
及川 関会長は普通の人にはとて
もできないようなことをやってい
─及川さんが新井田さんを怒ると
たと思いますね。
いうことはありましたか？
新井田 関会長の指導は厳しく怒
及川 それはないですね。新井田
鳴られることもありましたが、素
だけじゃなく、自分はほかの選手
直に聞けちゃうんですよね。あの
にも怒ったことはないですよ。思
緊張感と及川さんのフォローで最
うに、怒って言わなくても同じこ
高の練習環境が作られていたと思
とを伝えられるんじゃないか、と
います。
いうことですかね。怒って伝える
及川 自分も関会長には怒られま
のではなく、怒らないで伝える。
したけど…。
怒られて嫌だと思ったことがたく
新井田 オレ以上に怒られていた
さんあったので。自分が嫌だった
んじゃない（笑）。俺が甘やかさ
ことを人にやりたくないじゃない

新井田 関会長も自分が日本チャ
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自由っていうと違うかもしれない
けど、息抜きはできるようにした
いな、と思ってました。少なくと
も選手が何でも相談できる関係に
はしておきたかった。何も言えず
に不満を溜め込むのは良くないと
思いましてね。そうやって選手と
コミュニケーションを取っていく
と、トレーナーとして必要なヒン
トを話してもらえるんです。だか
ら話をしてくれる選手は逆にあり
がたかったです。
新井田 最初のころは及川さんと
スパーリングすることもありまし
たね。

吉

写真上はチャンピオン時代の新井田氏と及川トレーナー。関会長（右）とのチームで世界の頂点をつかんだ。
下は最終戦となった2008年9月15日、ローマン・ゴンサレスとの試合前。２人並んで国歌を聞いた。
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及川 新井田が日本チャンピオン
になる前かな、何試合か前から
「辞めたい」みたいなことを言い
出したんだよね。
新井田 覚えてます。
及川 それで世界チャンピオンに
なって本当に行動に出たのでびっ

再々

了

くりはしましたけど、でもあの当
時、新井田はそれくらい自分自身
を追い込んでましたね。
新井田 まぁ、そうなのでしょう
ね…。
及川 自分もそばにいて限界だな
というのも分かったし。少し休め
ばという人もいるかもしれないけ
ど、あの時は引退という形でしか
休めなかったから引退だったと思
います。（２年後に）またやるっ
て聞いた時はびっくりしましたよ。
絶対戻ってこないと思ってました
から。

「作戦は選手」が新井田流
トレーナーは精神面をサポート
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と。ここは取られた、ここでいか
ないと負けるぞとか。

ンサレスには勝てないですけどね

新井田 まぁどちらにしても、ゴ

及川 そういえば反復練習はたく
合になるとこっちも冷静じゃなく
さんやったね。
なるんだよね。
新井田 やっぱり及川さんに世話
新井田 セコンドの一言でグッと
になったのは精神的なところが大
気持ちが上がったり、意識が高ま
きいです。練習が終わったあとに
ったりすることはあるんですよ。
食事に行って、不安を聞いてもら
そこは会長がうまかった。うまい
ったりとか。及川さんはそういう
とかへたとかじゃなく、本気でグ
フォローをしてくれました。あれ
ッと言うからこっちもハートにビ
は救いになりましたね。
シビシくるという感じでした。
及川 そばにいると選手の不安は
及川 セコンドというわけじゃな
ものすごく感じますね。いくら口
いけど、試合の際、控え室では明
でうまいこと言っても、どうにも
るくするようにしてましたね。思
ならないんですよ。自分たちは見
い詰めている感じが嫌で。昔、試
てるだけ。ただへんな口出しはし
合前に散歩してたよね。
ない、邪魔しないことです。
新井田 控え室って自分も緊張は
─試合中、セコンドの役割はどう
するけど、周りもすごく緊張して
考えますか？
るんですよ。その雰囲気が嫌で試
及川 そこも選手が一番分かるこ
合直前まで外に出たり、会場の近
とだと思います。セコンドがよく
くで散歩したりしました。それに
「ガードを上げろ」とか言いま
及川さんがいつも付き合ってくれ
すけど、選手はそれどころじゃな
ました。
いんじゃないかな。無我夢中で聞
ロマゴン戦が最後でなければ…
こえてないと思うんだけど。
新井田 そんなことないよ（笑）。 ─ 年にのちの４階級制覇王者、
ローマン・ゴンサレスに負けて引
及川 いや、新井田はそうだった
退しましたが、その時はどんな話
かもしれないけど、他の選手たち
をしましたか？
はそれどころじゃないように見え
及川 新井田がまた何試合か前に
たけどな。
「辞めたい」と言い出したんです
新井田 オレはこのラウンドはこ
よ。今度は勝って辞めることはで
ういうことを言ってくれと、及川
きない。絶対負けて辞める。だか
さんに頼んでいました。ある程度
らローマン・ゴンサレスっていう
打ち合わせしてましたね。
無敗の挑戦者は最適の相手だと思
及川 それはあったね。ここで水
いましたね。実際に今まで見ただ
が飲みたいとか、ここで水をかけ
れよりも強かった。だから今でも
てくれとか。
思っているのは、あれがたとえば
新井田 けっこう細かく言ってい
初防衛だったら結果は違っていた
たんですよ。こうなった時に、こ
んじゃないか、ということです。
ういう言葉をかけてくれとか。特
あの時は辞める相手を探していた
にポイントははっきり言ってくれ
状態でしたから。
及川 それは言ってたね。でも試

─作戦は２人でどう立てていまし
たか？
及川 映像は見ますよ。新井田以
外の選手でも対戦相手の映像は必
ず見ました。でもそれで対策って
するんですか？
新井田 なんだかんだでやってま
したよ。ミット打ちで相手の攻撃
パターンを真似て打たせてみたり。
たとえば、左フックを打ったあと
に、右ストレートを打ってくる選
手に対して、それを外してパンチ
を打つとか。そういうことは当た
り前にやりましたよ。練習でも
「こういう練習がしたい」と及川
さんにお願いする。いずれにして
も全部トレーナー任せではダメだ

（笑）。
及川 だからあの試合で辞めると
いうのは話さなくても分かってい
た。
新井田 辞める時には及川さんに
話は特にしなかったですよね。
─及川さんは新井田さんが引退し

てしばらくしてトレーナーを辞め
ています。
及川 本当は新井田が引退した時
に自分も辞めたかったんですよ。
ただほかに何人か担当していた選
手がいましたから、すぐにという
わけにはいかなかった。自分の中
では新井田とともに 年間、十分
やったという気持ちがありました
ね。
新井田 楽しかったですね。
及川 今思うとね、楽しいことだ
らけだったね。辞めて最初のころ
はまた教えたいという気持ちには
ならなかった。でも面白いね、も
う１回やってみたいという気持ち
もあるね。まあ、やることはない
と思うけど（笑）。

17/07/24 12:20

126_128.indd 128

10

元世界王者の新井田氏が直接指導
問い合わせ先 045－482－5213
HP http://www.worldfamous7.com/

08

と思います。

BODY DESIGN 新井田式
完全プライベートレッスン
好評受付中！
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新井田豊（にいだ・ゆたか）
1978年10月2日生まれ、横 浜市出 身。96
年に横浜光ジムからプロデビュー。01年に日
本ミニマム級 王者となり、その年にWBA世
界同級タイトルを獲得した。いったんは引退
したのち、04年に王座返り咲きに成功する
と７度の防衛を成功させ08年に引退。現在
はフィットネスジム「BODY DESIGN 新井田
式」を経営。

及川秀文（おいかわ・ひでふみ）
1970年9月11日生まれ。横浜高ボクシング
部出身。プロ経験はなし。元横浜光ジム・トレー
ナー。新井田豊のプロデビューから引退まで
をサポート。現在はボクシングを離れ、建築
業を生業とする。
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