


生年月日 昭和２９年（１９５４）２月１５日 生まれ ６７歳
神戸市立原田中学校→育英高校→大阪体育大学卒業
昭和５１年（１９７６）から令和４年（２０２２）高校でボクシングを指導
信楽高校→能登川高校→信楽高校→能登川高校 現在に至る
全国高体連ボクシング専門部事務局長を歴任

選手実績
近畿学生ボクシング１部リーグ 敢闘賞 受賞
第３回ボクシング東西対抗戦出場（フェザー級西軍代表）
１９７２年日米親善ボクシング対抗戦出場
（バンタム級関西選抜日本代表）

指導実績
昭和５９年全国高等学校総合体育大会（秋田）ミドル級 準優勝
平成7年全国高等学校選抜大会（大分）ライト級 第３位
平成２８年全国高等学校選抜大会（岐阜）ピン級 準優勝
昭和５２年青森国体、５５年栃木国体（5位入賞）、５６滋賀国体（５位
入賞）
昭和５７年島根国体、平成２０年大分国体の５回出場
全国高等学校総合体育大会４２回出場
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ボクシング競技は、激しさや強さや逞しさだけが優先するスポーツではありません。正しい練習をすれば
誰にでもできるスポーツです。ボクシングはスピードとタイミングの芸術であり、ボクサーはリングの賢者と呼
ばれてきました。
ボクシングの技術的基礎は、攻撃と防御のバランスで成り立っています。競技中は、自己の感情を理性で
コントロールする強い意志と決断が必要です。がむしゃらで感情的な動きは、冷静な勇気の動きにはかな
いません。ピンチに際しては自己統制力、高度の精神集中で耐え抜き、反撃に移ります。アマチュアボクシ
ングは「力よりも機敏な技」を、「激高することではなく冷静な判断力」を学びます。
能登川高校ボクシング部は、ボクシングだけを教えるのではなく、人間形成を目指して、立派な人間とし
て社会へ巣立っていける力を身に付けることに重きを置いています。人を育て上げるのは、人しかいません。
その成長の場が、能登川高校ボクシング部です。

生年月日：１９７９年１０月３０日 担当教科：理科
大阪府立泉陽高校→大阪市立大学
小学校から高校までは野球に打ち込み、大学時代にボクシングと
出会う。
大阪高体連ボクシング専門部委員長（２０１７～２０２０）
滋賀県高体連ボクシング専門部委員長（２０２１～現在）
指導実績
大阪府立堺工科高校
２０１８年度第１７回全日本女子ボクシング選手権大会 フライ級
優勝

生年月日１９５２年（昭和２７年）１２月５日生
滋賀県競技力向上委員会派遣外部コーチ
神戸国際大学附属高等学校（昭和４５年度卒）→大阪体育大学
（昭和４９年度卒）
・１９７０年（昭和４５年）神戸国際大学附属高等学校３年兵庫県総
体フライ級優勝（個人）団体優勝
・１９７１年（昭和４６年）～１９７４年（昭和４９年）大阪体育大学１年～
４年近畿学生ボクシングリーグ戦１部リーグ出場：１９７３年（最高成
績：昭和４８年第３位団体」） ・１９７１年（昭和４６年）近畿学生ボク
シングトーナメント戦優勝（団体）
・１９７２年（昭和４７年）大阪府ボクシング選手権大会兼ミュウヘン
オリンピック大阪府選考会バンタム級準優勝（個人）
・１９７３年（昭和４８年）兵庫県国体予選バンタム級優勝（個人）千
葉国体バンタム級兵庫代表第５位（団体）全日本大学ボクシング
東西対抗戦西軍代表バンタム級出場
・１９７４年（昭和４９年）兵庫県国体予選バンタム級準優勝（個人）
・１９７７年（昭和５２年）能登川高校教諭 全日本ボクシング選手権
大会フェザー級出場 青森国体フェザー級出場
・１９８０年（昭和５５年）～１９８２年（昭和５７年）少年の部監督 栃木
国体第５位、滋賀国体第５位、島根国体

活動方針



◆選手
岡本 陽和太 17歳
戦績：10戦7勝3敗
最高戦績：近畿3位
階級：バンタム級
スタイル：左アウトボクサー
得意パンチ：左ストレート
趣味：身体を動かすこと
目標：
選抜大会で結果を残して三年
のインターハイで優勝することです。
チームの目標は、近畿大会で
能登川高校が団体1位になること。

◆マネージャー
川島 凌子 16歳
趣味：お菓子をつくること
目標：
選手を支えられるマネージャー
になる。

◆マネージャー
谷口 優奈 17歳
趣味：音楽を聞くこと
目標：選手を支えることです。

◆マネージャー
大町 菜結 16歳
趣味：模写
目標：選手を支えられる

マネージャーになりたいです。

◆マネージャー
岸田 玲奈 16歳
趣味：音楽を聴くこと
目標：
選手のみんなを

サポートすることです。

◆マネージャー
新牛込 光香 17歳
趣味：音楽を聴くこと
目標：
選手が練習に集中して
取り組めるようサポートして
いくことです。

◆選手
西原 叶希 16歳
戦績：8戦5勝3敗
最高戦績：近畿3位
階級：ピン級
スタイル：右アウトボクサー
得意パンチ：右ストレート
趣味：漫画を読むこと
目標：
近畿大会優勝して三年のイン
ターハイで好成績を残すことです
能登川高校を有名にすることです。

◆選手
阿部 菜々美 16歳
戦績：2戦0勝2敗
階級：ライトフライ級
スタイル：オーソドックス
得意パンチ：ボディストレート
趣味：YouTubeを見ること
目標：
近畿大会優勝することです。

◆選手
奥井 凛太郎 16歳
階級：ライトフライ級
スタイル：オーソドックス
得意パンチ：左フック
趣味：ゲーム 野食
目標：
先輩帯に追いついて強い
選手利なりたいです

◆選手
杉山 迅 16歳
戦績：5戦3勝2敗
最高戦績：近畿大会出場
階級：フライ級
スタイル：右ボクサーファイター
得意パンチ：右ストレート
趣味：映画鑑賞
目標：
近畿大会優勝して
全国大会も優勝すること
チームとして大きな大会で団体優勝

◆選手
村林 賢太郎 15歳
階級：ライト級
スタイル：右アウトボクサー
得意パンチ：右フック
趣味：映画鑑賞
目標：
私が最初に目標としているのは
近畿大会で一勝することです
次に高校二年を就業するまで
には近畿大会で優勝すること、
そして三年のインターハイで
優勝することが目標です。
チームとしては国体で力を合わ
せて有償する事が目標です。

◆選手
堀口 真那 16歳
階級：ライトフライ級
趣味：音楽を聞くこと
目標：
近畿大会に出てぼろ負けせずに
しっかり戦えるまでの体力と技術を
つけることです。

◆選手
松本 唯愛 16歳
階級：ピン級
スタイル：オーソドックス
得意パンチ：右ストレート
趣味：漫画、アニメ
目標：
とりあえず3年間続けることです。
そして大会では一勝できるよう
に技術とスピードをつけることで
す。

２０２１年度部員数
１年 男子 ３名 女子 ２名
２年 男子 ２名 女子 １名
３年 男子 １名 女子 ０名
マネージャー 4名

部員紹介



過去の実績

滋賀県高体連ボクシング専門部が設立されたのは昭和５２年２月に滋賀県高体連本部に専門部設立申請がな
され、３月の高体連評議員会において決議され、承認がなされました。ボクシング専門部の設立に際して、すで
に５６年第３６回びわこ国体のボクシング会場地市町村である能登川町に誘地が決まっており、会場についても
能登川町民体育館に決定いたしましたが、びわこ国体よりも２年前に行われるリハーサル大会的な意味を持つ５
４年第３３回全国高校総体を能登川高校が引き受けることとなり、近畿アマチュアボクシング連盟の支援を仰ぎ５
４年全国高校総体、５６年びわこ国体を契機に未普及競技のボクシング競技が誕生したことになります。
５６年びわこ国体競技運営リハーサル大会としての機運も高まりつつ５３年６月に日米親善ボクシング大会に篠
田陽一郎氏（信楽工高）馬場伸考氏（能登川高）の２氏が近畿アマチュアボクシング連盟の要請を受け、２氏とも
トレーナーを日本チームの一員として派遣されたのがボクシング競技の始まりになったのも過言ではないと思い
ます。 翌月の７月には日米親善滋賀大会を能登川中央公民会において実施をしてアメリカチームを
受け入れ、国際親善を行うことが出来ました。１１月には第１回近畿地区高校ボクシング大会（５４年高校総体リ
ハーサル大会として：能登川高校）をリハーサル大会として５４年高校総体（能登川高校）５５年第５０回全日本選
手権大会（びわこ国体リハーサル大会として：能登川町民体育館）５６年びわこ国体（能登川町民体育館）に向
けて運営準備に当時能登川町実行委員会も全面的に支援をして頂き、特殊な種目でありましたが日夜準備を
重ねて５４年高校総体では会場校である能登川高校の生徒・職員・町実行委員会関係者が一人一役ということ
ばを合い言葉に成功裡に５４年高校総体を終えて、能登川高校に歴史の１ページを残してくれました。４年連続
して５大会競技運営を終えることができました。国体の歴史としては昭和５２年の青森国体に少年の部、青年の
部の２チームが近畿国体予選に勝利して、２チームとも初出場を果たすことができました。少年の部においては
青森国体出場から３年後の５５年栃木、５６年滋賀（びわこ国体）、５７年島根の３年連続で国体に出場し、５５年５
６年は２年連続第５位（ベスト８）で好成績を収めることができました。平成に入り国体形式も団体から個人出場に
変わり団体出場も近畿出場枠もより厳しくなり、平成２０年大分国体において、個人フライ級南澤裕章選手（能登
川高３年）が５位入賞（ベスト８）を果たしています。 ５６年びわこ国体から４０年、２巡目びわこ国体は２０２５（令
和７年）国民スポーツ大会としてあと３年７ヶ月となり、少年・成年の選手強化に全力で取り組んで行きたいと思い
ます。

伝統

「肯定の繰り返しが信念につながる。
その信念が深い確信になると、物事が実現し始める。」

「人は『よしやるぞ』と決めた時、必ず、拳を握りしめる。
拳とは、人を殴るためにあるのではない。

人生の勝利は、人に勝つことではなく自分に負けないことである。
どんなに苦しい事、予期せぬ出来事があったとしても、

常に『よしやるぞ』と拳を握りしめがんばるのだ。」

活動内容
・栃木、滋賀国体 団体全国５位入賞
・大分国体 フライ級５位入賞
・平成７年全国選抜大会 ライト級３位
・平成２８年全国選抜大会 ピン級２位
・第２１回プレジデントカップ ライト級３位
・世界選手権出場

月～金曜日 7:00～8:00 ロードワーク
15:30～18:30 ジムワーク

土、日曜日 10:00～12:00
土日においてはUJ（小・中学生）と合同練習を行い、
また他府県へ遠征にも向かう。
また、春・夏・冬休み期間には遠方へ強化遠征を実施し、
技術力向上に努めている。

５月 春季高等学校総合体育大会
（全国総合体育大会予選）

６月 近畿高等学校選手権大会
７月 全国高等学校総合体育大会（インターハイ）
８月 県民体育大会

国民体育大会関西ブロック

主な大会
１０月 国民体育大会

秋季高等学校総合体育大会
（全国選抜大会予選）

１１月 近畿高等学校新人大会
３月 全国高等学校選抜大会

大会の合間を縫って、高知県・三重県・大阪府・京都府・奈良県・岐阜県・和歌山県・鳥取県・徳島県・香川県・福井県・静岡県
などの強化遠征合宿を実施しています。


