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印刷版 「漕艇譜５」(Rowing Manual 5 /2020） を，お届けします 
改訂 20210218 20221127 

小沢哲史   http://ozawa-rowing.com 

このたびは，漕艇譜５を購読いただき，大変ありがとうございます． 

印刷・製本～梱包上，気になる汚損，落丁などありましたら，ご連絡ください． 

着払いでご返送いただき，問題を確認後，代替品をお送りいたします． 

（なお，品切れとなりました節は，返金での対応となりますこと，ご了解ください．） 

 

連絡先 ： 小沢 哲史 

電子メール ： ozwrow@ba2.so-net.ne.jp 
※ジャンクメール防護のため上記アドレスを掲載しています． ご存知

の方は，別の個人アドレス（tetsushi@…）への連絡も歓迎です． 

電話 ： ０９０－３３７２－８４６１ 

住所 ： 520-0235 大津市真野大野１-１５-３９ 

 
※本書は，個人の漕艇ボランティア活動として，またその資金確保と経済的リスクを自己責任とするために，小

沢個人が刊行しているものです． 桑野造船やボート協会とは関係ありませんので，誤解なきようお願いします． 

 

正誤表 および 発行（校了）以降の更新情報 

改訂 20220912 20221127 
誤字脱字，誤記など見つけられたら，ぜひご連絡ください． 随時，本表を更新させていただきます． 
 

ペ ー

ジ 

章-項 左/右 小題 行 誤・旧情報 訂正・更新情報  

       

ｐ１６ Ⅱ-５ 緊急時… 左 １ 艇は壊し… Ｌ１０ 重症 重傷 誤記 

ｐ２３ Ⅱ-１４ ラフ・ウ… 左 ２．２ … Ｌ１ ２．２（項番号） １．３ 誤記 

ｐ２４ Ⅱ-１５ 雷 左 ３ 雷の性質… L1 ３ （項番号） ４ 誤記 

  右 ４ 雷から… L1 ４ （項番号），4.1… ５ ※以下同\5.1… 誤記 

  右 ５ 被害者の… L1 ５ （項番号） ６ 誤記 

ｐ２９ Ⅱ-２３ 海上衝突 左 １ 船の種類と… Ｌ２ 海上衝突予報法 海上衝突予防法 誤記 

ｐ３１ Ⅱ-２５ 艇への 右 ３．３ 低水温の… Ｌ５ 英国だの 英国での 誤記 

ｐ４２ Ⅱ-３９ 環境の… 右 ２．３ 寄生虫や… Ｌ１５ 間接痛 関節痛 誤記 

ｐ４２ Ⅱ-４０ 環境リスク 左 １．２ 侮らず Ｌ１ （不要な項題行） 削除 誤記 

ｐ４５ Ⅲ-１ 艇の収納… 右 ３ 出し入れの… Ｌ７ 下の艇のハに 下の艇のハルに 脱字 

ｐ５２ Ⅲ-１０ 帰艇～ 左 ３ 洗艇 Ｌ５ そのあたり，あ そのあたりは 誤記 

ｐ５３ Ⅲ-１１ 艇の洗浄 右 (２) 艇の汚損… Ｌ４ 凍結（傍聴） 凍結（膨張） 誤記 

ｐ５６ Ⅲ-１７ 潤滑剤 右 ３ パーツクリーナ Ｌ1 

Ｌ３ 

３ パーツ… 

塾どうしてほしい 

５ パーツクリーナ 

熟読してほしい 

誤記 

誤記 

ｐ５７ Ⅲ-１９ ロープ・… 左  Ｌ１ 必須技術も言える 必須技術と言える 誤記 

ｐ５７ Ⅲ-２１ 工具箱 左 Ｌ２ 手工具やや 手工具や 誤記 

ｐ６５ Ⅲ-３５ ホイール… 左 3.1 ホイールの 段落 ※Ⅲ-３６ ２と重複 削除 重複 

ｐ７４ Ⅲ-４８ コックスと 左 １ スターンコックス Ｌ１１ 細いワイラー・ライン 細いワイヤー・ライン 誤記 

ｐ７６ Ⅲ-５０ フィン 右 ３ ※最終段落 段落 ※同項内で記述重複 削除 重複 

ｐ８０ Ⅲ-５６ オール： 左 １ シャフトの Ｌ９ 円柱だ， 円柱で， 誤記 

ｐ８１ Ⅲ-５７ オール： 左 ３ カラー Ｌ７ スリーブのタイプ カラーのタイプ 誤記 

ｐ８７ Ⅲ-６４ パラ・… 右 ３ ハンドル形状 Ｌ７ ブレードの表側 グリップの前面 校正 

ｐ９１ Ⅲ-６８ 艇の搬送 左 １ 小艇のルーフ… 

左 ２ ボートトレーラー 

Ｌ３ 

Ｌ３ 

１０％ 

１０％ 

※2022.5 道交法改訂，

前後各 10%(計２20%)ま

で許可不要 

更新 
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なお，全幅についても

同様に緩和された 

ｐ９９ Ⅳ-１２ 各種付属 左 １ ※最終段落 段落 ※Ⅳ-１と記述重複 削除 重複 

ｐ９５ Ⅳ-５ ＦＲＰによる 左 ２ レジン… Ｌ３ 歩数なので 補修なので 誤記 

  右 ３ 硬化剤 Ｌ１２ なるとは激しく なると激しく 誤記 

ｐ１０１ Ⅳ-１５ シューズ 右 ４ 皿の頭を Ｌ２ 皿アタマを 皿の頭を 誤記 

ｐ１０１ Ⅳ-１６ オールの 左 １ ブレード Ｌ５ Ⅳ-１９で詳述 Ⅳ-１７で詳述 誤記 

ｐ１０４ Ⅳ-１９ エルゴメー 左 １ 不具合の Ｌ２ モデルＣ モデルＣ，Ｄ 追記 

ｐ１１６ Ⅴ-１５ ブレード・ 左 １ ピンのピッチ Ｌ５ 外傾￥前傾 外傾と前傾 誤記 

ｐ１２０ Ⅴ-２０ オールの 左 ２ 重心 Ｌ２ 同じオールの オールの 校正 

ｐ１２４ Ⅴ-２５ ハンドル 右 ３ ブレード・ピッチ L1-4 

L13- 

ワーク高を… 

数値自体は… 

削除（重複） 

削除 p126 に詳述あり 

重複等 

ｐ１３４ Ⅴ-３６ 体格差と 右 ２ 体重差と Ｌ２３ 携行で 傾向で 誤記 

ｐ１４２ Ⅵ-８ 方向転換 右 ２ 補足と注意 Ｌ２３ 艇速時には 低速時には 誤記 

ｐ１４８ Ⅵ-１５ スタート… 左 ２ スタート位置 Ｌ１ ２ 項番号 １ 項番号訂正 誤記 

ｐ１４９ Ⅵ-１７ 艇の方向 左 第３段落 Ｌ１６ また，特にバウより… 記述の校正（冗長的） 重複 

ｐ１５１ Ⅶ-１ コックスの… 左 ３ 舵手の手段 L1 漕手が使える 舵手が使える 誤記 

  右 ３ 舵手の… Ｌ５ 漕手の使える 舵手の使える 誤記 

  右 ６ 舵手水準向上 Ｌ３ 漕手自身が 舵手自身が 誤記 

ｐ１５２ Ⅶ-２ 舵手の 左 ２ 体重の管理  ※競漕規則改訂 ※競漕規則参照 更新 

  右 ３ 基本の姿勢 Ｌ６ ※１の参照先がない 削除 誤記 

ｐ１５３ Ⅶ-３ コマンド/ 右 5.2 ストロークの… 段落 左４と一部重複 左４に統合，（削除） 重複 

ｐ１５６ Ⅶ-７ 余話 （全体）   圧縮または削除 改訂 

ｐ１６５ Ⅷ-１１ スカリング 左 1.2 オーバー Ｌ６ 艇尾側に バウ側（身体側）に 誤記 

ｐ１６８ Ⅷ-１７ シングル… 左 ２ 応用２ ②  Ｌ１ 「岸側」の 沖側の，または片手で 誤記 

ｐ１７３ Ⅷ-２１ クルー… （全体）  P203 との重複が多い P203 と再整理 重複 

ｐ１７９ Ⅷ-２７ リカバリー 左１ リカバリー L５ 相（ｇフェイズ） 相（フェイズ） 誤記 

ｐ１８０ Ⅷ-２８ リカバリー 左２ フォワードの… Ｌ６ 以降 いこう 誤記 

ｐ１８１ Ⅷ-２９，３０ （構成改訂）  補足１，２の順番 入れ替え（時間順に） 改訂 

ｐ１８３ Ⅷ-３２ ハンドルの 左 ２ フォワードでの Ｌ３ ブレードに オールに 誤記 

   Ｌ４ も同じ原理で 同じ原理で 誤記 

ｐ１９１ Ⅷ-４０ ボディ・ 右 2.4 補足３： Ｌ８ 開始するは 開始するとしても 誤記 

ｐ１９２ Ⅷ-４１ フォワード 左 1.3 正しい… Ｌ６ ならないである． ならない． 誤記 

ｐ１９４ Ⅷ-４３ スリップ 右 Step４ 4.3 Ｌ０ 項番号違い 4.3 4.2 誤記 

ｐ１９５ Ⅷ-４４ ブレード 左 1.1 症状と問題 Ｌ１０ ハンドルの降下 ブレードの降下 誤記 

  左 3.1 深さの評価 Ｌ５ ブレードが進行方向 シャフトが進行方向 誤記 

  右 3.3 修正方法 Ｌ１ ピボット スリーブ 校正 

ｐ１９７ Ⅷ-４６ ファイナル 左 １ フィニッシュの Ｌ２ レード周りに ブレード周りに 誤記 

ｐ２０２ Ⅷ-５１ チーム… 右 ３ （辛いこと…） Ｌ３ フイニ ふいに 誤記 

ｐ２０３ Ⅷ-５２ ユニフォ… （全体）  P173 との重複が多い P173 と再整理 重複 

ｐ２０４ Ⅷ-５３ 漕法の… 左 冒頭 L2 樹来 従来 誤記 

  項番号 ２，１  順番違い 項番号修正 １，２ 誤記 

ｐ２０６ Ⅸ-３ 乗艇トレ… 右 ２ 乗艇トレ… Ｌ１０ でなる． である． 誤記 

ｐ２０７ Ⅸ-５ 乗艇練習の 右 ２ 基本メニュー 全体 （）の位置の不備 ()の位置の最適化 校正 

※20221127 現在，上記までが，英語版作成編集の過程における読み直しで比較的詳細にチェックできているところです． 
※特に以降のページでも，誤記や不明な記述がありましたらぜひご教示ください． 
 

       

ｐ２４４ ～２５３ 競漕規則 － － ２０２１．４．１から競漕規則は改訂． 

改訂版は，ユーザーに電子ファイル配信を検討

中 

更新 

ｐ２４５ Ⅺ-６ｂ 第１１条 細則 右 ７  Ｌ１ 軽量時に 計量時に 誤記 

ｐ２５２ Ⅺ-６ｊ 第６３条 細則 右  Ｌ４ 対し適切な…(斜字) 対し適切な… （正字） 誤記 

ｐ２５２ Ⅺ-６ｊ 第７０条 ３   準拠し，をその 準拠し，その 誤記 

P３０７ ⅩⅣ-３d 漕艇水

域 

四国・愛媛県 大洲市 

宇和島市 

 鹿野川湖 空白 

宇和島湾 （２校） 

宇和島東，宇和島水産高 

※宇和島湾では現在活動

なし 

更新 

       

       

 

 


