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WELCOME to my web site: OZAWA ROWING INFORMATION 

2018-1-3 revised 

小沢哲史（桑野造船・代表 /（広島）太田川BC，広島皆実高・支援）のあくまで「個人的な」サイトです． 当サイトは，基本的・定番的

な漕艇情報の整理・蓄積・提供を目指しています． より詳細でディープな（マニアックな）漕艇情報を必要とされる方は，「デジタル

漕艇譜４(2018)」をお求めください． 日々の新鮮で不安定な，私的な関心事は FaceBook （ www.facebook.com/tetsushi.ozawa.14 ）

で発信しています． なお，LINE は多用しており，どなたでも歓迎です． ツイッター，その他の SNS は利用していません． 
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当ホームページのご案内  
------------------------------------------------- 

 

１ 構造 

当サイトは，基本的に３層（トップページ￥インデックス（リスト）

￥各ページ）以内の構造となっています． 

 

２ ファイルタイプ 

HTML 形式のほか，ＰＤＦファイルを多用しています． ＰＤＦの

表示が可能な端末でご利用ください． 

 

３ リンク 

あなたのページに，当サイト（Ozawa Rowing Information）のホ

ームページまたは各ページへの直接のリンクを貼ることは自

由です． 事前の連絡・承諾等は必要ありません． 「リンクを貼

って良いですか」のご連絡は不要です． 「リンクを貼りました」

の通知を歓迎します． 

 

４ プライバシーの考え方 

当サイト内では，実在の団体，個人名が掲載されている場合

があります． それらは新聞・漕艇誌等で既に報道され衆知の

情報を超えないことを前提としています． しかし，問題がある

とご教示いただいた場合には，掲載内容を見直し善処いたし

ます． 

 

５ 転載・引用 

各ページの転載，加工・再編集しての利用などは，基本的に自

由で，連絡も不要です． ただし以下の制限・注意を守ってくだ

さい． 

 

5.1 制限 

各ページ上で制限を明記しているページ（例：他から著作権者

の承諾を得て掲載または転載したようなページ）は転載できま

せん． 

 

 

5.2 再利用での遵守事項 

再利用にあたり，以下の事項を遵守ねがいます． 

(1) 出典・加工の有無を明示． 

(2) 再利用に伴い第三者に損害を与えた場合等の事態解決

の労力および責任は再利用者自身が負うものとする． 

(4) プライバシーや肖像権の保護に配慮し，それらを侵害しな

いよう充分に注意すること． 

 

６ お問い合わせ 

不明の点は，以下にお問い合わせください． 

小沢 哲史 （おざわ てつし） 

ozwrow@ba2.so-net.ne.jp 
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Introduction to read and use this site 
------------------------------------------------- 

 

1 Structure 

This site has 3 layers basically; Top page – Index page for each 

category – Each page. 

 

2 File type 

It is HTML or PDF file, basically. Please read by PDF viewable 

device. 

 

3 Link FREE 

You can link or refer the home page either each page in this 

website from your website either SNS without any permission. It 

is not necessary to ask me "May I link …?" But, it is my pleasure 

that you report me "I made a link…" :-) 

 

 

4 Privacy policies 

In this site, there are some names of real persons or groups, for 

example, as information to show the real rowing accidents. But 

those were already noticed by media; newspaper, TV, rowing 

magazine, etc. But if you notice me some problem, I will re-edit 

for more good and happy communications. 

 

5 Reproduction or Quotation 

Reproduction and/or Quotation of any information in this site is 

basically "free". But following restriction and rules are necessary. 

 

 

5.1 Restriction 

If there is any restrictions or ｌimitations on the top of each page, 

you can not use the page for reproduction. For example; ｔhe 

page already uploaded from another source under the permission 

of the original copyright holder. 

 

5.2 Rule of Reproduction 

Please keep following rules to reproduce the information. 

(1) To display the original and/or COPIED or PROCESSED 

clearly. 

(2)  You must have the responsibility on your site or any 

publications using information in this site for the others. 

(4) To keep the privacy of any persons and/or groups. 

 

6 Further Questions and/or requests are… 

Please give e-mail to following address 

Tetsushi Ozawa (Japanese, Male) 

ozwrow@ba2.so-net.ne.jp 

 


