
この写真の中にはある格闘家の呪縛霊が写り込んでいます。
その格闘家とは誰？

　我らがヒーロー、サクこと桜庭選手がPRIDE.23にて久々に僕らの期待に応えてくれ
ました。高田選手引退に向けたはなむけの思いの下、目と足のケガを押しての出場!（こ
れだけでもチョチョギレ寸前）さらに、見事に復帰線を勝利!（僕の心は桜の花びら大回転）

　ということで、今回はサクの復活を祝して、「気が付けば結構持っていたマイサクグッ
ズ・コレクション」をお披露目させてもらいました。

　毎年開場前からグッズ売り場にファンが連なり、会場には熱気と緊迫感が漂う
年末恒例の修斗NKホール大会。ミドル級のエース・マッハの復帰戦、ライト級・ミ
ドル級の各チャンピョンシップがマッチメイクされたにも関わらず客入りはイマ
イチのようである。やはり、圧倒的な強さを持った日本人のカリスマ不在が原因な
のだろうか…。

　今大会の目玉のひとつとして出場したマッハは、1R前半迄の猛ラッシュで『秒
殺勝利』を期待させたものの肝心なところで極めきれず、フルラウンド闘って明ら
かに格下の相手に判定負け。ライト級タイトルマッチは前回ペケーニョをKOした
阿部兄イが試合をリードし善戦したものの、一瞬のスキをつかれ敗戦。
　この2試合により会場には勝てない日本人に対するフラストレーションが溜り
渦巻いてしまった。そんな中、全身から気迫が溢れ王者として負けられない試合へ
向けての闘志をみなぎらせた五味の入場に会場はどよめき、観客のやり場のない
フラストレーションは一気に期待感へと変わってしまった。一方の挑戦者三島は
開会式では涙を流し、試合前の国歌斉唱時にも涙目に…。昨年の8月に流れたこの
対戦をむかえる迄に、両者とも負ける事無く結果を残してきたのである。全てがこ
の日の為の序章であり、精神的にも肉体的にも万全の状態で最高の試合をして欲
しかった。

　開始早々、スタンドでのKO決着しか考えてないような打撃での猛ラッシュをか
ける五味に対し、気後れして後退する三島。三島は全くもって闘う男の顔ではない。
五味の気迫の裏には三島のグランドテクニックへの恐れがあったはずである。そ
れ故の五味の打撃猛ラッシュに、三島の覇気の無い顔が、更に五味に自信と力を持
たせてしまったのではなかろうか。三島は1R後半に得意のグランドに持ち込み生
気を取り戻したように見えたものの、2R早々不用意に貰ったカウンターパンチに
より壮絶なるKO負け。修斗の基本概念である「打・投・極」の全てにおいて三島が勝
っていると思われたが、五味の最大の持ち味である「気」に全てが打ち負かされ、技
よりも心で負けてしまった。最強の挑戦者三島の完敗で2002年のNK大会は幕を
閉じた。

　闘う度に強くなっている王者五味。しかし、極めの力が弱いのは否めない。五味
が修斗のカリスマに成りきれない理由のひとつであろう。圧倒的な強さを持った
日本人のカリスマが必要とされる現在の修斗において、今大会の勝利でその重責
を五味ひとりで背負う形になってしまった。今後そのプレッシャーに負けない「心・
技・体」を見せる闘い、「打・投・極」で観客を魅せる勝ち方をすれば、修斗に新たなカ
リスマが誕生するであろう。

SHOOTO DO
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　僕は高田延彦が大好きである。がそれ故に、死に場所を求め彷徨い続ける最近の
姿は実に哀しかった。
　挑み、負け、まだなお、挑み続ける高田。試合終了後、毎回のように裏切られるが、
また試合が決定しリングに上がる高田の姿をみると、過去の栄光を知る僕らは「高
田なら！」と期待してしまう。その「次こそは！」との期待は膨れあがり、失望を大
きくする。もう既に花は咲き果て、枯れ落ちていっていたのかも知れないと言う思
いに変わりつつあった。

　そんな中決まった引退試合。忘れ物：小川直也との試合を予想していた僕には意
外な田村潔司の名。過去の因縁もありプロレスライクな試合になるのではないか？
過ぎ去る老兵を労うような花持たせの試合はいらない。ましてや絶頂期を過ぎ引
退する男：高田と、ヴァーリトゥード自体を否定する男：田村の戦いをPRIDEのリ
ングで行う意味があるのか？と試合前に多くの疑問符を感じずにはいられなかっ
た。

　いざ試合が始まり、田村のローをくらい足を紫に腫れ上がらせ立つことさえも
ままならず、挙げ句には金的をくらい、5万人の前でかつての友：和田レフェリーに
腰を抱え上げられる。そんな姿をさらしてまで伝えたい事があったのか？残した
いモノがあったのか？この時点でも、僕はまだ高田の真意がわからずにいた。

　試合前にTV番組すぽるとで「リングに上がる前に負ける事を考えるヤツはいな
いでしょ？出るからには勝ちにいきます。しかし、PRIDEのリングはこれから引退
しようとする選手が勝てる程、甘くないと言うのは僕が一番わかっています。」と
言っていた。敗れることを、ましてや無様な姿を晒す事なんて望んでいたとは思え
ない。しかし、ガードポジション下から高田が殴ると言うよりコツンコツンと軽く
当て続けたパンチを見た時。「田村よ、どうした？遠慮するなよ！」と訴えかけてい
た様に受け取ったのは僕だけだろうか？スタンディングバウトになり、その訴え
かけに応じたのか、それとも反射的に体が動いたのか、田村のカウンターはアゴを
とらえ高田は崩れ墜ちた。その刹那、船木のヒクソンに締めおとされた時の目を思
い出した。田村はダウンした高田を見た瞬間、許しを乞うようにマットにひざまづ
いた。意識を取り戻した高田は「嫌な役を引き受けてくれてお前は男だ！ありがと
う！」と言った。戦う事で過去の因縁を精算し、田村のUWF時代からの切望に答え
るだけではなく、呪縛を浄化し解放したように思えた。そして、リングを降りる前
に「まだ今日は終ってません。最後は桜庭が締めます。ガッツリ応援してください！」
と迷える次代のエースにはっぱをかける。これもまた高田流の桜庭の育て方であ
り思いやりなのかも知れないと思った。

　枯れたと思われた花は最後に乱れ散った。そして自らの骸を肥やしとし、二つの
花を咲かせた高田。彼の最盛期と格闘技ブームの波の時期がずれ、彼はPRIDEのマ
ットでは大きく花を咲かせる事はできなかったも知れない。しかし、これからの未
来の種を多く残し、大きな糧となり道を耕し切り開いた。最後にやっと高田の伝え
たかったモノ、そして残したかったモノを僕は感じ取る事ができたように思える。

活字格闘記
高田延彦の残したモノNas

　田村が高田に「僕と真剣勝負をしてください。」といった時。俺、そんな試合より
田村、新日のリングに上がって暴れてくれって思っちゃったんです実際。UWFも
好きだったけどプロレスの派生系として見てたんですね。田村好きッすよ。編集長
もご存知のとおり、田村中量級最強説唱えてたくらいですから。

　直前に「グローブを厚くしてくれ。あんなグローブで高田さんの顔を殴れない。」
って言った時。青臭い発言に顔をゆがめてしまったね。男の発言としてダメだと思
ったね。けど気づいた。俺、まちがってました。真剣勝負の嘆願。あれはただ子供が
親にたてついただけなんだよね、直前のコメント。あれは、やっぱり子を親が殴る
事は出来ませんてことなんだなーと。そんなノスタルジーとセンチメンタルを引
きづったまま試合に臨む。これこそがプロレスなんです。奴等はプロレスラーです。
そして試合（リアルタイムでキャッチできない俺）勝敗はご存知の通り。試合後の
２人を見てどうでしたか。泣けませんでしたか？ドラマがありませんでしたか？
プロレスです。皆さんプロレスラーですよあの２人は。

　総合格闘技の勝敗、強さ、技術のシンプルさ、わかりやすさには興奮や関心させ
られる事が多々あります。けどドラマ性とそれによる感動はプロレスにしかない
ものだと俺、勝手に思ってます。どこかで線を引く事はしたくないですけどね。逆
にプロレスだけ外によけないで下さいね。

　後日，田村がUWFルールの新団体つくるような事言ってましたね。うれしかっ
たです。UWFのドラマはまだ終わっていなかった。あの試合が何らかの影響を与
えたと思いたいです。

28ん

　高田の引退が囁かれた２年前、僕はその会場となった大阪城ホールにいた。相手
は当時PRIDEでは敵なしと謳われたボブチャンチン、もちろん高田自身が指名し
てのこと。結果はご存知のとおり、決して潔い・・・いやあれは男の負け方とは思え
なかった！僕は高田が大好きだし毎回応援する、完全不利といわれても勝つと信
じている！それらをふまえても失望としか思えない幕切れ。

　それから１年後、プロレスラー藤田に完全勝利したミルコの対戦相手に自ら名
乗りを上げる！やはり高田は男だ！僕も昨年の失望を忘れ無我夢中で応援する。
しかし結果はまたも不完全燃焼・・・ケガ等は抜きにしても、男の戦い方とは思えな
かった！年末のベルナルド戦も同じく。それでも高田が強豪との戦いに名乗りを
上げるたびに、彼の男を感じ応援する、いやせずにいられないのだ！しかし最近で
はその闘いを見るたびに失望させられる・・・。

　そして、ついに11.25。この日、高田のラストマッチを自分の目に焼き付けようと、
東京ドームに５万人を超える観衆があつまった、僕もその一人。今回は今までとは
違う、高田自身が最後と決めてのリング、覚悟を決めて上がったであろう。その２
２年間の格闘家、いやプロレスラー人生にピリオドを打つ。対戦相手に田村を選ん
だと聞いて、Uインター時代の時代錯誤なプロレステイストな試合になるのでは
ないかと思ったファンも多かったはずだが、僕にはそんなことはどうでもよかった。
とにかく快くリングを降りられる最後を飾ってほしい！もちろん勝つと信じて応
援していたが、やはり全盛期のキレがあるはずもなく、正直勝つ絵がうかばなかっ
た・・・ましてや中途半端に避けようとしたキックを金的に受けて大観衆の前で、四
つんばいになって悶絶する姿まで晒した。それでもカッコよかった。恐らくそれは、
高田が持てるすべてを出し尽くそうとしてることが伝わってきたから。確実に過
去３試合とは違う！膨らむ期待、しかし2ラウンド、高田がワンツーで突っ込んだ
その瞬間、田村のカウンターが見事に決まり、リング上にはバッタリ倒れる高田の
姿が・・・。

　僕の時間が止まった、僕だけではない東京ドーム中の時間が一瞬止まったよう
に思えた。完敗・・・。しかし美しすぎる！これが男の負け方ではないか！もちろん
高田が勝つことを信じていたが、おそらく勝っていたとしてもあれだけのインパ
クト、そして感動を呼べる幕切れはなかったであろう！猪木、前田らの引退試合と
比べても格段に素晴らしい最後だと感じた！

　試合後、高田は田村に一言、「このリングによく上がってきたお前は男だ」と、そ
してこの重大な興行の最後を締めた桜庭に対しても「おまえは男だ」と言った。し
かし、真の男は引退という誰もが美しく飾りたい最後の試合で、あれだけ美しい負
け姿を披露した高田延彦だ！みなさん見つけられましたか？

そうです、サクに「不運」という名の呪いをかけた男、ヴァンダレイ・シウバでした。
今年こそシウバにリベンジを果たし本当の意味での復活を遂げてもらいたいものです。
注) シウバの事を心霊扱いしていますが、僕はシウバが結構スキです。
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活活字挌闘記
プロレスバカより愛をこめて・・・ 
プロレスびいきのプロレス定義

ビデオ格闘道バカ一代会報　2003.2月号 第五号
～強さに憧れ、強さに見せられ、そして強くなりたい～

 

格闘技を信じその道を自ら犯した者達

　高田引退試合を見て執筆せずにはいらなくなり、Me-jiとtKに話を持ち掛けた昨年
11月末。新聞としての格信犯は終わりだと感じていた。が、webではな紙媒体にて見て
ほしいと言うアツイ思いで皆の協力もありこの度発刊にやっとこぎ着けた。
　前号まではデザイン・文字校正と言う編集過程の全てを実質一人で行っていたのが、
デザイン部との仕事の分割により、本来の仕事である文字校正にすべての力を注ぐこ
とができ、全体的な文面のクオリティの向上に繋がりよりデザイン性も高いモノとな
った。僕の厳しい校正依頼に耐えて下さったライター、時間的無理に耐えて下さったデ
ザイン部のみなさんにここでお礼を言いたい。
　この場を借りて言いたいことがあと三つ。一つは長谷川京子への僕の想いを綴った
「京子の今日この頃」はスペースの関係で今回休載。現在フジテレビ月9に出演中であり、
これからの更なる人気上昇を祈っています。
　もう一つは貴花田の引退。幼い頃から周囲の過大な期待、義務づけられた常勝、家族
崩壊、マスコミからのバッシング、それらに耐え抜いた彼の相撲人生は実に見事でした。
長い間本当にお疲れ様でした。
　最後にもう一つ。1月11日PRIDEを支えて来たDSE森下社長が自殺した。生前の彼
の功績が無ければ今のPRIDEの発展は無かった。ここに格信犯編集部一同森下社長の
ご冥福をお祈りします。 

2003.2.14　編集長 Nas 
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　今回のPRIDE.23。私が密かな期待を寄せていた男がいた。それは引退を迎える高田でも
なく、膝の怪我を抱えながらも、師匠の去り際に花を添えるべく強行出場を決めた桜庭でも
ない。ましてやドンをデビュー2戦目の対戦相手として指名できるという、とんでもない厚
遇を受けている吉田秀彦でもない。私が今回の全カード決定の報を受けて期待した男の名
は、誰であろう金原弘光（いまの漢字はむずかしくてわかりません！）なのである。PRIDEデ
ビュー戦の相手が、なんとあのヴァンダレイ・シウバ。しかも、ミドル級のタイトルマッチだ
っていうじゃありませんかっ！いままでヴァンダレイと戦った日本人のなかでは、「打撃で
もやりあえるでしょ～」と唯一思わせる男でしょ、彼は。ムエタイに精通している金原なら、
シウバとは必ずいい試合になるはずだと思っていたのである。思ってたんだよなぁ～、ほん
とに。でもね、ダメでしたね。「あり？」ってカンジ。1R3分31秒TKO負け。確かにね、金原本
人からすればタオルが早かったかもしれないよ。でもね、投げるよね、「プロが見れば」あの
体勢では。セコンドのTK（高坂剛）は攻められないでしょ。

　『プロが見れば。。。』この言葉を使ったのには、理由があるんですね～。
1995年10月9日東京ドーム。新日本プロレス対UWFインターの全面戦争第1弾の第1試合
として、新日本の石澤常光＆永田裕志組と対戦したのが、桜庭和志＆金原弘光組なのである。
試合内容は、Uスタイルのキック主体の攻撃を展開するUインター勢に対し、それをきっち
り見切ってテイクダウンを奪い、終始、上のポジションを取り続けた新日勢。最後は石澤が
桜庭を三角締めで敗っているのである。（いま思えば、すごいかも。。。）この試合では、トラン
クスに素足という完全ムエタイスタイルで新日のリングにあがってきた金原に、非常に強
い違和感を覚えた記憶がある。で、この試合後のインタビューで敗れた金原はこんなことを
言っていたのである。『全然蹴ってきてくれなかった。もっと蹴ってきてほしかったなぁ～』
『力は強かったですよ。Uインターに入ってれば、いい選手になったんじゃないですかねぇ』
あげくのはてには、『下にいる時間が長かったですが、プロが見れば全然危ないポジション
じゃなかった』当時、新日よりで試合を見ていた私はとても憤りを感じたのである。金原て
めぇ～、ふざけんなである。当時はね。この試合を今になって見直すと、確かにプロじゃなく
ても危ないポジションでないことは一目瞭然である。ガードポジションなんて言葉が現在
のように認知されてなかったしね、当時は。今となっては、金原のあの言葉を聞きなおすと、
うなずけるところがないわけではない。

　さて、話を現在に戻そう。今回、タオル投入でTKO負けを喫した金原であったが、試合直後
の表情はまったく納得の行かない表情であったように思えたし、私の目にもまだやれたの
では？とも思えなくもない。やはり試合後のコメントでも『パンチは効いてなかった』『タオ
ル投入が早かった』などの言葉を並べていた。しかし金原よ、今回タオルを投げたセコンド
は共にRINGSで戦っていたTKや横井なんだよ。
彼らはお前の言う『プロ』ではないのかい？金原よ、私はお前の実力は認めている。真剣にム
エタイに取り組み、自分の信じた道を突き進んで来た態度は共感すら覚える。ただしかし金
原よ、お前のコメントだけは昔からどうしても素直に頷けないんだよなぁ～。ヴァンダレイ
との再戦を望んでいるらしいが、そこへたどり着くまではかなり険しい道が待ってるはず。
金原弘光。ほんとに期待してるんだよ、私は。

　今巷では、アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ（以下ミノタウロ）の「最強説」を唱えるファン
が多いと聞きますが、実は僕も「彼が最強の格闘家なのでは？」と思っている一人です。彼は
まさにミノタウロの名に相応しいと思っています。大きな身体から繰り出される巧みな攻
撃や身体能力の高さ。ヘビ－級の王者になった今も勝利に貪欲であり、決して諦めない精神
的な強さなどがその要因です。そんな僕が少し前のPRIDE.16大阪大会のビデオを見ていて
ふとあることに気が付きました。メインのコ－ルマン終了後、ミノタウロがマイクを握り、
リング上からアリーナ最前列に座る格闘家でもない男にペコペコ頭を下げているではあり
ませんかっ！！なぜ？と思いつつ見ていると、「モモセサ～ン　ド～モ　アリガト　ゴザイ
マ～ス。」ズッコケてしまいました。

・・・・・・・と冗談はさておき。
最強と呼ばれるミノタウロの快進撃がもしもストップするなら、以下の4つのケースに絞ら
れるのではないでしょうか？
1.ミルコ系打撃選手が急所をクリーンヒットさせ、悶絶または失神KO。
（打撃系選手による強烈な攻撃に懸かるとさすがのミノタウロもやばいかも）
2.高坂系寝技選手がねちねちグラウンドを展開し僅差の判定勝利。
（案外こういう選手にイライラを隠しきれないミノタウロ）
3.アンドレ系巨体選手が技術もないのに上からのしかかるだけで圧殺。
（これはボブサップで実証済み？）
4.IWGP王者系選手が猪木と新日本の策略によってピンフォール。
（新日本＆猪木信者の方ごめんなさい。）
僕はこのうちの4番は2003年中にも実現しそうな気がします。皆さんはどうですか！？あ
りえないとも言い切れない筈です。

　あともう一つ気になるのが最強はどれぐらい客を呼べるのか？格闘技ファンというのは、
大半の人が「強いヤツをこの目で見たい！」と思い会場に足を運ぶと思います。ここでいう
強いヤツをミノタウロとすると以前主戦場としていたリングスでは、招待客を含めても大
阪府立体育館を満員にする事すら出来なかったと聞いています。一方PRIDEではリングス
でミノタウロをメインにしたカードでアリーナやドームなどを満員にしています。この差
はなんでしょうか。ミノタウロがPRIDEで急に強くなったからなのでしょうか。それとも、
単純にファンの深層心理ではノゲイラは最強と認めていなかったからではないでしょうか。
やっぱり、最強はどこに行っても客を呼べなくてはならない筈です。ならば、PRIDEにあっ
てリングスにないものはなんでしょう？

　そう、やはり、「モモセサ～ン　ド～モ　アリガト　ゴザイマ～ス。」ではないでしょうか。

Hero's Eye
～プロの目とは？～ 金原弘光  Hero

tac
猪突猛進
本当の最強とは

　昨年12月、10年目を迎えたK-1GPを振り返ってみたいと思います。恐縮ではありますが、
試合後のレポートをさせていただきます。今大会はボブ・サップという野獣の参戦の影響か、
波乱の幕開けとなりました。こんなに壮絶なK-1GPが今まであったでしょうか!? 優勝候補
にはマーク・ハント、ジェロム・レ・バンナ、そしてボブ・サップの名が挙げられていた中、優
勝したのはなんとアーネスト・ホースト！彼の４度目のこの勝利を誰が予想できただろうか？
ホーストは確かに強い。天才的に強い。実力は言うまでもないが、実力だけなら、ホーストと
互角、それ以上の選手は他にもいるはず。しかし、今回の彼は異様なまでの強運の持ち主で
したね。

　10月のGP開幕戦でサップの前に倒れた彼は、本来ならその時点でGP敗退である。しかし、
ホースト自身はこの時の負けを認めていない。確かに、負けは負けであるが、ホーストのよ
うな精密機械と呼ばれる高等技術を持つ格闘家が、サップのようなテクニックなんてまる
でないパワーだけの低レベルな戦いに敗れたことに対しては僕自身も悔しくて仕方がなか
った。僕はサップは嫌いではないが、やはり10年間愛したK-1を想うとホーストのあの負け
は信じられない。いつの日か必ずリベンジしてくれるだろうと信じていた。

　しかし、その日は突然やってきた。GP決勝戦出場が決定していシュルトがPRIDE.23のノ
ゲイラ戦で受けた左肩腱板損傷の負傷により辞退。そこで代行出場の白羽の矢が立てられ
たのがアーネスト・ホーストであった。しかもGP決勝での相手はサップ。今、思えば、この時
点でホースト自身にはGP制覇が見えていたのかもしれない。屈辱のリベンジマッチ。僕は
ホーストが負けるわけがないと確信していた。予想どおり、ホーストはサップを研究し尽く
し、巧妙な試合運びであった。しかし…サップはホーストをKOした…。気がつけば、開幕戦
の時と同じ光景を目にしていた・・・信じられない光景だった。あのホーストが２度同じ相手
に同じ負け方をするなんて・・・。やはりパワーの前にはどんなテクニックも無効なのか！？

　しかし、ホーストは強運だったのだ。破壊されていたのはサップの方であり、右拳を骨折。
その為、サップに代わり、ホーストが準決勝進出。さすがと言うか・・やはり彼は恐ろしい選
手であった。誰がつけたか、「精密機械」「Mr.パーフェクト」の異名には納得。準決勝でのセフ
ォー戦はまさにパーフェクトな戦い。結果はセフォーの自爆的なKO負け。しかし、これも単
なる自爆ではない。セフォーのローキックを絶妙なタイミングでガードし、それによってセ
フォーは足を破壊された。まさに精密機械的な完璧なる「アーネスト・ホースト」を見せた試
合だった。そして決勝のバンナ戦。正直、僕はバンナの勝利だと思っていた。結局、K-1はパワ
ー型の選手が有利だと思ったからだ。…甘かった。ホーストのミドルキックがバンナのヒジ
を骨折。あのバンナまでもがホーストに破壊されてしまった。ホーストは単なる精密機械で
はなかった。スーパーコンピューターを兼ね備えた破壊兵器である。

　しかし、ホーストが今後優勝の繰り返す事は大会的に盛り上がりに欠けそうな気もする…。
今大会決勝戦の場合は、やはりバンナがガツンとホーストをKOしていた方が盛り上がって
いただろう。しかし、ホーストなら今後さらに何度か優勝する可能性は十分にある。おそる
べき37歳である。格闘の世界において、歳は関係ないのか？そう言えば、映画やゲームでお
じいちゃんファイターが強かったりしますね（笑）。しかし、ホーストの今後の優勝はできる
だけ避けてほしいものです。彼にはK-1王者の素質が十分にあるのはわかるが、これ以上の
優勝はK-1GPマンネリ化のおそれがある。K-1観戦歴10年の僕が本当に心から優勝してほ
しい選手はベルナルドなんですけどね。。無理な話でしょうか…？難しいとは思いますが、
可能性はまだまだ十分あるはずなんです。さらにわがままを言うならば、ピーター・アーツ
には、優勝とまではいいませんが全盛期の頃の勢いをもう一度見せてほしいです。個人的で
すけど、これがK-1に対する一番の望みかもしれません。なんだかんだで10年もK-1を見続
けているんですが、やはり、最初の頃は意味もわからずなんとなく見ていました。そんな僕
がK-1にドップリはまったきっかけは彼の暴れっぷりを見たからです。あの時の衝撃をもう
一度…！！

FIGHT FOR YOUR RIGHT
K-1 WORLD GP 2002 YOJI@RTTF

　2002年度、格闘技界の話題をかっさらってしまったボブサップ、文句なく強い。間違いな
く2002年格闘技界のMVPであろう。しかし、僕は彼の格闘偏差値はあまり高く考えていな
い。例えるなら、全盛期の曙太郎が、突っ張りオンリ－で優勝を重ね、「お前押してるだけやん」
って思った程のレベルである。

　しかし、お笑い偏差値と言う点でみると、彼は天才である。ネタをくっているようで、完璧
な天然野郎なのだ。注目すべきは、せっかくキャラに入っている途中にもかかわらず何事も
なかったかのように、突然、素に戻ってしまう、これはお笑い界において、かなりの高等技術
である。僕が知る限り、これが出来るのは、お笑いキャラ中の竹中直人ぐらいではなかろう
か?? しかし天然だけに何も考えてないやろうけど…まぁそこが面白いねんけどね。しかし、
僕が心配なのは、そんな彼が紳士で頭も良く、エンターテナーであるがゆえに、金の匂いに
すぐ飛びつく、日本のマスコミ及びテレビ業界者が、使うだけ使って、過去の遺物にしてし
まわないか？ということだ。事実、今の露出度のせいで、タレント化してきているのは否め
ない。

　僕としては、お笑いサップが見たい!! だって、おもろいし・・・しかし、彼の格闘家としての
才能や、潜在能力に期待する人達（自分も含め・・どっちやねん・・）にとって、今の彼の置かれ
ている現状はあまり喜ばしいものではないだろう。話によると番組出演依頼殺到で、日本滞
在中は休みはなく、平均睡眠時間2時間、毎日番組出演に励みながらもジムワークも欠かさ
い・・・このままでは、野獣がネコになってしまわないか?! そんな心配をしていた矢先のK-1 
GP、結果はみなさんご承知の通り!! その上、猪木祭りにも強行出場!! （舐めてれば治るとの
ことで・・・）まぁ2002年もサップが締めてくれるでしょう!! そして2003年も?!

我想、現世最強・最面白的男
サップは野獣のままでいられるのか!? HORIU

　昨年度のK-1はなんといってもこの前のGPです。素晴らしく盛り上がったのですが、この
大会は運のある者と運のない者の差がでた大会だったと思います。決勝では、ホーストはサ
ップから運を貰って決勝に上がり、一方のバンナは決勝に行くにつれてハードな試合にな
るという双方全く逆の上がり方をしました。三度優勝をした男と、今まで一度もタイトルを
取ったことのない男の試合!僕の予感は的中。しかもあの結果ときたら、かなりショックで
した。ホントについてない男、バンナがタイトルを取る日はいつの日でしょうか?これから
は僕は彼のことを最凶の男と呼ぶことにしました。来年は絶対にがんばってください。僕は
あなたに一生ついていきます。

PS.余談ですけど一番凄かったのは小池・ホルスタイン・栄子の胸で僕は一発KOでした♂

男汁製造機(記)
昨年、一番燃えつきた日 Tacchi-na

　僕がPRIDE.23をわざわざ一人で東京まで行った理由は、高田の引退試合もそうですが、これがあ
ったからなんです! そう! 行ってきました。PRIDEボーリング大会!! 集合時間の５時までドキドキし
ながら漫画喫茶で選手分析（右表参照）。表上段の四人は確実に来ると思っていたんですが、実際いっ
てみると、ヒーリング、ドンの二人は昨日の負けが影響して、来ないとのこと・・・残念！結局来たのは、
ゲイリー、シュルト、スペーヒー、アレクの５人。全員のレーンに選手が一人ずつ入るとは限らないと
のこと、こうなれば標的はわが師と仰ぐ剛力ことグッドリッジ大先生がピンをブチ壊すところしか
ない! ドキドキしながら指定されたレーンに向かうと、なーーんんと

1．ゲイリー グッドリッジさん　　
2．メイジ タカシさん　　
3．○○ ○○さん

と記入されている!!! 超興奮! これはまさに運命! うわさを聞きつけた格信犯東京支部のRTRも柱の
影から様子をうかがう。そこに選手登場!! 影からこっそり見ているRTRも超興奮。僕は無我夢中でゲ
イリーとコミュニケーションをとる。（格信犯デザイン担当の）tKから教わった剛力英会話を巧に披露。
「ゲイリー ワッチ ア ストライク!」 「ゲイリー! ユーアー アルトゥラ パーフォ」 「ゲイリー!! ブレイク 
ア ピン トゥー ピーシーズ」など悲惨英会話連発! どうやらゲイリーの指が入るボールがなかったら
しく、彼は「My ball is......................」と全く英語のわからない僕に必死でアピール。僕も負けずに分か
ったふりで苦笑い。「マイボールがあれば、あんなピンぶち壊してやるぜ! 」といってるはず。と勝手に
理解! そんな時ゲイリーがストライクを出す。すかさず僕がゲイリーを迎えハイタッチ! その光景を
影から見ていたRTRは嫉妬! 

　最高に楽しかったけど２ゲーム目になると、僕の剛力英会話もさすがにネタがつき会話が途切れる。
ゲイリーも僕が勢いだけでコミュニケーションをとっていたことに気づいた模様。でもアレクといろ
いろ話できたし、スペーヒーにチョークを決めてもらったし、大満足でした! 
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特集
剛力スターボウリング Me-ji


