
株式会社スパイク様よりご提供賞品
・PlayStation2用ソフト：キングオブコロシアムⅡ
・キングオブコロシアムⅡ ポスター
格信犯より
・kaxin-hangオリジナルTシャツ(カラー：黒 / サイズ：L)
以上の3点をそれぞれ1名の合計3名様にプレゼントいたします。

宛　　先：info@kaxin-hang.com
記入内容：住所・氏名・電話番号・ご感想
応募締切：2004年11月30日
※賞品の指定はできません。
※携帯からでもメール可能です。
※当選者の発表は厳選なる抽選の上、格信犯ウェブ内で発表し発送いたします。
※応募頂いた方の個人情報は第3者に開示・提供されることはありません。

RTR　　「あ、あの、は、はじめまして。」　  　　　　　　　　　　　　　
サク　　「はじめまして。」　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
RTR　　「あ、あの、6月の試合に向けて開発中の必殺わら、いや必殺技など、　
　　　　  もしありましたら僕にかけてみてもらいたいのですが…」　　　　
サク　　「？？？？」（困った様子のサク）　　　　　　　　　　　　　　　
サク　　「開発中？ないないない。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　
RTR　　「あの、では完成しているものは？」　　　　　　　　　　　　　　
サク　　「ないない。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
RTR　　「あ、そうですか…わかりました。」　　　　　　　　　　　　　　
司会者　「技をかけるのはちょっとね、もしケガをして訴訟問題にでもなった
　　　　  ら大変ですからね。じゃ、次の方…」　　　　　　　　　　　　　

　これが、桜庭選手と話をしたい！という僕の夢が実現した瞬間の一部始終で
す。実現はしましたが、達成感は全くなく、なんとも複雑な心境です。訳のわか
らない質問をして大好きなサクを困らせ、そっけなくあしらわれた自分、極度
の緊張からろれつが回らず、しどろもどろになった自分に腹が立ち、素直に喜
べませんでした。しかしこの気持ち、遥か昔味わったことのある甘酸っぱくも
ほろにがい感覚。そう、まるで恋する乙女が失恋恋する乙女が失恋した時のよな。そこで、今回の
discoveRYOは女性たちが見たプライド女性たちが見たプライドを妙に理解でき気がしたRTRというこ
とで締めさせて頂きます。　　　　　　　　　　　　　

　この模様の写真は格信犯ウェブ(http://www.kaxin-hang.com/)にて掲載
していますので、ご覧ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (2004.06.04up@格信犯ウェブ)

　そして、このオリンピック代表を決める大会で、智和はこれ以上ないサポー
ト役を果たしてしまった。康生と同じ100キロ級に出場し、準決勝で弟の最大
のライバルである鈴木を破ってしまったのである。　　　　　　　　　

　この大会の前に明さんは井上兄弟それぞれに手紙をあてたという。康生には
「１００キロ級の王者はお前。誇りをかけて戦え。天国の母さんも努力を見てい
るし、負けるわけはない」と勇気づけた。そしてこれまで鈴木に全敗していた智
和には「意地を出せ。出さないと親子の縁を切る。康生を王者にしたいなら、命
を懸けろ」と勘当すらちらつかせて奮起を促したという。父の手紙がなければ
このドラマが生まれることはなかったかもしれない。この結果、康生のオリン
ピック代表は確実なものとなった。　　　　　　　　　

　井上智和。彼もオリンピックを狙える逸材であったには違いない。それだけ
の実力も十分に持ち得ているはずだ。が、しかし、彼が不幸だったのは弟とい
う自分の知る一番近い人間が最強であったということだ。私は知りたい。この
井上智和という男のことを。なぜ恵まれた才能を持ちながらも、ここまで献身
的に弟を王者に弟を王者にという気持ちを持てるのか。鈴木を破ってもなお弟の陰に隠
れてしまっている兄智和。彼の心の奥底にいったいどんな
感情がうずまいているのだろうか。男として、兄として、
そして柔道家として。　　

(2004.04.09up@格信犯ウェブ)

　今回のdiscoveRYOは2004.5.1〜5.9まで渋谷で行われていたPRIDE7周年記
念イベント WOMAN MEET PRIDE〜女性たちが見たプライド展〜〜女性たちが見たプライド展〜 について
です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　会場に足を踏み入れると、PRIDEファンにとっては興奮せずにはいられない
ものばかり。試合で使用されたグローブ、衣装、チャンピオンベルトなどが展示
され、試合会場では豆粒ほどにしか見えないものが間近で見られるのです。そ
の他にも女性写真家による撮り下し作品や過去の名勝負VTRなど、そこはまさ
にPRIDEパラダイス。そして何より興奮したのは、4.25ヘビー級GP開幕戦に使
用されたリングが設置されていて、おまけにそのリングに上がることができる
！という贅沢さ。実際、立ってみると「数日前、このあたりでミルコはダウンし
たのか〜、小川はこのあたりでハッスルしてたのか〜」など感慨深いものがあ
りました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　その日、会場に足を運んだ1番の目的は僕が最も敬愛する格闘家、桜庭和志
選手のトークショーを見るためでした。ドキドキしながら登場を待っていたの
ですが、開始時刻になってもいっこうに現れる気配はありません。司会者から
桜庭選手は渋滞のため遅れるという報告があり、到着までのつなぎとして
PRIDEガールズの紹介、DSEの榊原社長のトークなどがあり、1時間遅れでやっ
とこさ登場。「すいません、渋滞をナメてました…。」という言葉から始まり、6
月の試合相手について、息子との遊び方は？（答：逆さにして振り回す）、 PRIDE
ガールズでは誰が好み？（答：話してみないとわからない）などをテレながら答
えてくれていたと思うのですが、興奮状態だったため、あまり覚えていません。
。。トークショーも終盤に差しかかったころ、100人程のお客さんとの質疑応答
が始まり、僕も勇気を振り絞って桜庭選手に質問してみました。その模様をお
伝えします。

　4月4日に行われた全日本柔道体重別選手権。世間は100キロ級での井上康
生と鈴木桂治のオリンピック代表の座をかけた一騎討ちに注目していたのだ
が、ここで思いもよらぬドラマが生まれた。　　　　　　　　　　　　　　

　シドニーオリンピックと昨年の世界選手権ではオール一本勝ちし、世界に最
強の名を轟かせた井上康生、そして昨年の体重別選手権でその井上に土をつけ
、世界選手権無差別級を制した鈴木桂治。今回の大会でも順当に両者が勝ちあ
がれば決勝でこのカードが実現するはずであった。しかし、この黄金カードは
思わぬ伏兵の出現で消滅したのである。その伏兵の名は井上智和。なにを隠そ
う井上康生の実の兄である。　　　　　　　　　　　　　　　　

　井上康生といえば父親の明さんは有名であるが、この井上智和の名をどれだ
けの人間が認知していたのだろうか。ただ、弟康生のオリンピック優勝、そして
世界選手権2連覇の栄光を陰で支えてきたのは、頻繁にブラウン管に登場する
父親の明さんではなくこの智和だったのだ。あるときは康生の練習相手をつと
め伝家の宝刀である内股を磨かせ、そしてあるときは試合前の康生を入念にマ
ッサージする役割すらこなし、徹底して弟をサポートしてきたのだ。

我々は格闘技に魅せられ、2000年より格信犯というフリーペーパーを創刊し、2004年より格信犯ウェブというウェブサイトを開設しました。そしてこの度、フ
リーペーパーとは別コンセプトのインスタントモバイルペーパーとして格信犯プレスを創刊いたしました。基本的には格信犯ウェブで執筆したコラムを加筆・修
正し掲載しております。電車での移動時間に、カフェでの待ち合わせの時間潰しにでも気軽に読んで頂ければと幸いです。感想・ご意見などありましたら、メール
か格信犯ウェブに書き込んでください。

http://www.kaxin-hang.com
mailto:info@kaxin-hang.com
http://www.kaxin-hang.com
http://www.kaxin-hang.com
http://www.yojirock.com
http://www.spike.co.jp/kc2/
http://www.spike.co.jp/kc2/


　2004年8月22日。この日、世界は五輪女子レスリング予選で盛り上がる中、
山本聖子は24歳の誕生日を迎えた。その場所はアテネの代表のマットの上で
はなく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ミュンヘン五輪に出場した父：郁栄から五輪の聖火に因んで名付けられた聖
子。五輪という檜舞台に立つことなく、幕を引いた姉：美憂。そんな美憂のエス
ペランサであった聖子もまた今回、五輪出場を逃してしまった。　　

　2003年9月の世界選手権で59kg級として出場した聖子は優勝したにも関
わらず「自分の階級じゃないので悔しい」と言った。本来55kg級であった聖子
は吉田沙保里に55kg級代表の座を奪われ、アテネ五輪では実施されないアテネ五輪では実施されない59kg
級への階級変更を協会より通告されたのであった。その翌年の2月の五輪最終
選考会：クイーンズカップで、本来の55kgに戻し再び吉田沙保里に挑み、そし
て敗れ、五輪出場の夢は破れた。　　　　　　　　　　　　　　　

　勝った吉田は会見で「死ぬ気で戦いました。五輪代表になれなかった父の分
までがんばろうって思ってたから」と言った。　　　　　　　　　　　　
　一方、敗れた聖子は「父をもう一度、五輪に連れて行ってあげたかった。
私は親不孝者です私は親不孝者です」と涙を流した。そして「（吉田）沙保里は自分のレスリングと
人間の幅を広げてくれた存在。金メダルをとってきてほしい」とライバルにエ
ールを送った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　約束を守り吉田はアテネで金を獲った。おそらく聖子が吉田の代わりに出場
していても間違いなく金を獲っただろう。しかし五輪が48、55、63、72kg級の
4階級のみで実施され続ける以上、これからも実質、金メダル決定戦と言われる
国内代表選考会で吉田から代表の座を勝ち獲るほかない。二度と親不孝者とな
らないために。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　                                   (2004.09.24up@格信犯ウェブ)

　僕の中で今年一番の衝撃的な試合だったのが、4.25 PRIDE GP 2004開幕戦 
第6試合のミルコ・クロコップ×ケビン・ランデルマン戦でした。　　　　　
　
　オフィシャルサイトでのこの一戦の勝利予想投票は、ミルコが勝利すると予
想した者が93％に比べ、ランデルマンはわずか7％でした。僕も含め、格信犯ス
タッフ全員がミルコの勝利を予想していましたが・・。確かにランデルマンは危
険人物として挙げられていました。3強と呼ばれる、ヒョードル、ノゲイラ、ミル
コの対戦相手の中で、ミルコには最も過酷な試練を与えるためにランデルマン
を抜擢したそうです。が、それでも僕はランデルマンのタックルを巧みに交わ
してのカウンター左ハイキックで決着が着くと予想していました。格闘技の試
合はそんなに単純なものではありませんよね・・・。安易な考えに反省しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　この試合は、どちらが強いとか、そういう次元ではありませんでした。おそら
く、もっと早い時期にこの両者が対戦していれば、ミルコが勝っていたと思い
ますが、僕が上記で述べている様にミルコの今までの試合はどれもある意味ワ
ンパターンでした。そろそろあの戦い方は総合では通用しなくなってきていま
す。ミルコの首を狙う者が多い中、皆、研究し、作戦をねっています。その研究の
成果をうまく出せたのが、ランデルマンでした。ノゲイラ戦を見てもわかると
おり、ミルコはグラウンドで下になった状態ではほぼなにもできません。ヒー
リング戦においても、グラウンドの攻防には付き合わず、何度も起き上がらせ
ていたのは、やはりミルコはスタンド状態でしか勝負できないからです。しか
し、それも今回ランデルマンがやっていたように、右ガードを固めていれば、ミ
ルコの左ハイによる致命的なダメージは防ぐことができます。本当に見事でし
たね。僕はかなりミルコが好きなのですが、今回ばかりはランデルマンを賞賛
したいと思います。　　　　　　　　

　格闘技の世界は残酷なまでに世代交代のサイクルが早く、ミルコの時代は早
くも危ぶまれています。今までのイメージは一切すてて、ゼロからやり直す気
持ちで這い上がってきてほしいです。　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　     (2004.05.14up@格信犯ウェブ)

　女子レスリング生中継番組で解説していた山本美憂は全階級メダル獲得に「
みんなよくやってくれました。ほんとにありがとう」と泣いた。自らの悲願であ
る五輪出場の夢を奪った彼女たちに対して。　　　　　　　　　　　

　エンセン井上の妻にして山本KID徳郁、山本聖子の姉。ミュンヘン五輪に出場
した父：郁栄からミュンヘンに因んで美憂（みゆう）と名付けられ、父のもと指
導のもと、91年に17歳で世界選手権を制し、その後も各大会の優勝を総ナメす
る。その後、彼女は三度の引退を経験する。そして三度目の引退から2年、アテネ
五輪での女子レスリング正式種目化が決定し、悲願である五輪出場の夢を叶え
るために2002年秋復帰。しかし、2004年2月の五輪代表選考大会であるクィ
ーンズカップで惜しくも3位に終わり、結局、五輪出場の夢叶わぬまま4度目に
して本当に最後の引退をしてしまった。　　　　　　　　

　もし彼女が後10年産まれるのが遅ければ、もし女子レスの五輪正式種目化
がもっと早ければ。。。と考えてはいけないのかも知れないが、どうしてもそん
な事を考えてしまう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　女子レスリング界の五輪までの道を耕し、　女子レスリング界の五輪までの道を耕し、皆を導きながら、皆を導きながら、自らはとうとう自らはとうとう
五輪出場という夢を果たすことなく、五輪出場という夢を果たすことなく、最後には引導を渡される形で退いた彼女最後には引導を渡される形で退いた彼女
。山本美憂こそ女子レスリング界の牽引者であり、メダルラッシュの真の功労
者ではなかろうか。そんなことを考えながらふと確信した。　　　　

　彼女のTV中継で流した涙は自身の悔しさからくる涙ではなく、共に戦い五
輪へと導いた仲間達への感謝の涙だと。　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　             (2004.10.01up@格信犯ウェブ)

　チャンピオンベルト。それは強さの象徴であり、チャンピオンにとっての必
須のアイテムだった。チャンピオン＝最強チャンピオン＝最強であり、チャンピオンベルト＝最強チャンピオンベルト＝最強
の証の証だった。だからこそIWGP初代王者決定戦で猪木が屈辱的な惨敗を期した
時、私のようなプロレスファンが皆、本気で悔しい思いをしたのである。

　それがどうした事か、最近変わった傾向が生まれてきている。IWGP王者に輝
いた藤田がリングにベルトを置き去りにし、そしてまた世界タッグ王者に輝い
たケンドーカシンまでもが同じ行動をとった。IWGPタッグ王者の高山、鈴木も
ベルトを軽く扱い、ノアJr.においては他団体に流れたGHC Jr.ベルトを本気で
奪い返しにいっていない。ナンバー1、2の丸藤、金丸が名乗りを上げない始末
である。チャンピオンベルトにはもう権威も何もないのだろうか。今あげたす
べての選手はそろいもそろって皆、実力者ばかりだ。だからこそチャンピオン
ベルトに意味があるのかとやりきれない気持ちになってしまう。
　いや待て、チャンピオンベルトを光らせている男達がいた。まずU-30の棚橋
だ。チャンピオンベルトを巻く彼の姿は伊達で、実に堂々としIWGPにも負けな
いくらいの輝きを放っている。そして、Mr.プロレスこと小橋健太のGHC。崇高
なるチャンピオンとして、彼はベルトの地位も高めているではないか。よかっ
た。まだチャンピオンベルトは巻く人間によって光り輝く事ができるのだ。秋
山の巻くGHCだって、洒落であっても彼の風格が感じられるし、あれはあれで
プロレス的でいい。         　　　　　　　　　　　　　　　　　    
　ノアのJr.は別だが、ベルトを軽く扱う男達には一つの共通点がある。それは
皆、一度は総合格闘技に魅せられ、そのリングを経験しているという部分だ。や
はり試合の勝敗においてのみ強さを示してきた男達にとって、チャンピオンベ
ルトは飾りに過ぎないのであろうか。それほど魅力のないものなのか。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　みんなプロレスラーではないか。思い返してほしい。強さに憧れ、強さに憧れ、強さに魅せ強さに魅せ
られ、られ、そして強くなりたくてプロレスラーになった自分を。そして強くなりたくてプロレスラーになった自分を。こんな群雄割拠の
時代だからこそ、ベルトを商売の道具とするのではなく、最強の称号をうけら
れる者のみが身につける事のできる神器として高めてもらいたい。そして子供
達の憧れとなるチャンピオンとなってもらいたい。そしてチャンピオンベルト
こそが最強の証だと示してほしいと心から思う。一人のプロレスバカとして。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　      (2004.06.18up@格信犯ウェブ)

　近鉄のユニフォームで入場した三島選手。本人曰く「近鉄合併を反対するス
パイダーマンが、ラストサムライと“エセ”スパイダーマンに襲われるという、
壮大なスペクタクルショーだったんです」とのこと・・・。判定は2-1で割れるも
ダメージを奪った三島選手が強豪アウレリオを撃破。負けたら引退を考えてい
たとのことですが、まだまだそんなこと言わないで楽しい試合を見せて下さい
！3・2・1・レッドdeハッスル・ハッスル！！
　　　　　　

（期待度70　興奮度80　満足度60）

　一気に眠気を覚ます試合を見せてくれたのは、やっぱり火の玉ボーイ五味で
した！爽快なKO勝利後「新しい仲間を紹介させてください」と木口先生やレス
リング教室のこどもたちを紹介。「これからも、この凸凹コンビでやっていきま
す！」と発言。ええあんちゃんやなぁ、誰もが好きになってしまうタイプです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（期待度90　興奮度90　満足度100）

　メインに抜擢された中村選手ですが、終始スタンド勝負を挑み判定負け！同
じ柔道出身の師匠吉田秀彦ならそんな試合をしたでしょうか？もちろん殴ら
れたら殴り返す、でも最後は自分の得意分野できっちり極めにいくでしょう！
最高の師匠がいるんだから、いいところを吸収して真のメインイベンターにな
ってほしいものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（期待度50　興奮度30　満足度20）

　会場入り前、密かに杉浦選手の車をチェックしていた小僧。見事待ち伏せに
成功しサインをゲット！復帰戦を見事に作戦勝ちで飾りました！しかし、この
日の小僧の嗅覚は冴えてたなぁ。小倉トースト・マジックとでも名付けましょ
うか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（期待度70　興奮度80　嗅覚100）

　名古屋最後の晩餐は『ひつまぶし』。うな重と一緒やろ？と思っていたが、な
んとひつまぶしには三色の味があるとのこと！！一膳目はそのままで、二膳目
は薬味、三膳目はお茶漬け。すばらしいじゃないですか！格信犯一同その味に
KOされました。さらに銭金師匠Karpenは帰り際に、ひつまぶし用のお茶漬けダ
シのみをを大量購入という不可解な行動に出ていました。

（期待度60　満足度100　味覚90）

(2004.08.06up@格信犯ウェブ)

　今回のMen'sJudgeは格信犯恒例の観戦ツアー!ということで、Men's 
Journeyとさせて頂きます。一年ぶりの今回はPRIDE武士道其の四観戦記です
が、格信犯日記(スタッフによるブログ：http://blog.livedoor.jp/kaxin_hang/)
でmarc_nasがだいたいのことは書いていたので、旅行中に起こった印象的な
闘いをいくつか挙げてみました。

※この模様の写真は格信犯ウェブ(http://www.kaxin-hang.com/)にて掲載
していますので、ご覧ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　今回の名古屋旅行でまず一番最初に目の当たりにしたのは、この二人の戦
い。ラジオ内の話ですが・・・。出川結婚を素直に祝福できない岡村さんと、
それに対して「小僧！ 1 分でボッコボコにしてやる」と息巻く哲ちゃん。こ
の名言が今回の名古屋旅行のキーワードになったのは言うまでもない。
　　

（期待度50　興奮度60　笑い度100）

　さきほどの出川発言により自動的に格信犯の小僧を襲名したHeroの第一戦
は御在所の最終兵器Go-Hey-Mochi！武士道での五味選手ばりの秒殺KO予告
しての先制攻撃！しかし軟体五平餅相手にまさかの銀歯破損KO負け！ほろに
がいデビュー戦となりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（期待度60　興奮度80　笑い度100）

　名古屋一日目の夜『世界の山ちゃん』にてミラクル遭遇した、宇野薫選手ご一
行！さらにダブル・ミラクルで隣の席になり機会を伺うものの、なかなか近づ
けず不戦敗濃厚だったが、帰り際に写真を撮ってもらいKarpenもご満悦。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（期待度100　興奮度100　場の雰囲気40）

　昨日の不完燃焼を払拭するため、満を持してKarpenが挑戦試合に出陣！レ
インボーホール前で宇野選手の入り待ちをし二度目の接近！しかし興奮しす
ぎてセコンドに付くために会場入りした宇野選手に「宇野君がんばってくださ
い・・・って試合ないか！」と仰天発言！相手にされずあえなく惨敗。

（期待度80　興奮度80　笑い度100）

　名古屋二度目のミラクルは昼食の喫茶店での渡辺選手との遭遇！曙やニル
ソン・デ・カストロの話題などで、ほどほどに会話もはずみ、marc_nasの発言に
笑顔を見せる場面もあった！8.22の梅田ステラホールの興行は格信犯一同で
応援に行きます！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（期待度80　興奮度80　場の雰囲気60）

http://blog.livedoor.jp/kaxin_hang/
http://www.kaxin-hang.com
http://www.kaxin-hang.com
mailto:info@kaxin-hang.com
http://www.yojirock.com
http://www.yojirock.com

