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ローマクルー急成長の要因分析 

 

2010 年 6 月、「ローマクルーはなぜ急に強くなったのか」について当時のメンバーが討議し、 

『ローマクルーの泡あと』として報告書をまとめた。その過程で様々な要因が提起された。             

いずれも因果関係のあるものではあるが相互に関連していること、およびその貢献度合いの捉

え方には各人に相違があることから、堀内監督から各要因の寄与の度合いを順位付けするとと

もに、コメントを付記することが提案された。その結果をまとめたのが本資料である。 

素より数項目に集約できるものではないので、コメントと併せて艇速への有効性を読み取っ

て頂きたい。 

 

１ 堀内監督作成の貢献度順位表 

NO    要因          内容 順位 

 1 超ロングレンジ漕法 膝を割って上体のフォワードを極度に大きく出し、

引き終わりも高く一杯まで引いた。また 7 に示す引

っ掛かりの速さを磨いた。 

 

 2 泡開け S,7,6 番で泡の開きを判定しながら 50 本から 300 本

までの｢泡開け｣を続けた。まず短漕で泡を確認、80％

でスタート。1 分 30 秒/500m で漕ぎ続ける自信を育

てた。 

 

 3 ストローク 3 人の 

連携プレー 

S,7,6番の低い声の会話や暗黙の了解で非常に良いコ

ミュニケーションが取れ、作戦を練り発信する上で

効率が良かった。 

 

 4 戸田でのタイム計測 

100m 毎のタイム計測

と彼我の艇速カーブの

比較 

100ｍ毎のラップタイムでピッチ、泡の開き具合、艇

速の関係を掴んだ。またタイムカーブを作って艇速

の変化や敵との比較でレースの成り行きを事前に知

り得た。 

 

 5 新人 3 人の資質とペン

習字型練習環境 

新人 3 人の負けん気の強さと若いクルーが良い練習

環境で自信を持った時の勢いがクルーの力になっ

た。 

 

 6 スクラッチレースと 

やり直し付きタイムト

ライアル 

‘60/1/10 戸田で東大、一橋、北大と並べて編制間もな

い東北が最強の一橋に勝って自信を付けた。4/1 には

1500m を 4 分 25 秒で漕いで 6 分を切る力のあること

を確信、心を一つにして目標を達成する練習である。 

 

 7 片舷漕ぎ、ペア漕ぎで 

水の引っ掛かりをクル

ー内で競漕 

一人漕ぎかペア漕ぎのキャッチを他のクルーが注視

して批判、助言することでクルー全員が協力して早

く強い引っ掛かりのイメージを育てた。 
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 8 長期に亘り監督がクル

ーと合宿生活 

   ‘59/12/14〜’60/5/8 

監督が早朝練習を指導され、荒川放水路の平井でコ

ーチボートを降りて通勤された。夜はクルーと情報

交換、分析、課題とメニュー指示などが出来た。 

 

 9 ハイスピードビデオ撮

影とコマ撮り写真作成 

早朝インターバルのパドルを一人づつビデオで撮

り、晩見るポイントを決めて全員で見て議論した。

また 4 人のコマ撮りを作成、細部の動きを調べた。 

 

10 ﾛﾝｸﾞﾚﾝｼﾞﾊｰﾓﾆｰ 

クルータイミング 

ユニフォーミティー 

上記 2，6，7 が貢献したのではないか？  

 

２、クルー全員による貢献度順位記入の結果 

NO 

 

三沢 

 

佐藤 

 

斉藤 

(宏) 

田崎 

 

斉藤 

(直) 

広瀬 

 

千葉 

 

田村 

 

 

 合計／順位 

   1   2   1   1   1   1   2   2   3 13/1 

   2   3   3   2   4   2   7   2   3 26/4 

   3   2   5   1   3   4   6   3   3 27/5 

   4   1   4   4   5   2   5   4   3 28/6 

   5   2   5   3   3   3   9   3   4 32/7 

   6   3   4   5   6   2   8   3   4 35/8 

   7   3   3   6   7   5 10   4   4 42/10 

   8   1   2   2   1   3   1   1   2 13/1 

   9   1   3   3   6   1   3   2   2 21/3 

10   4   4   3   3   6 11   4   4 39/9 

11     1       

12        4    1  

13 
         1  

 

  

上の表で No11 の（要因）は「艇速アップに対するクルー全員の意志統一」、（内容）は「スタ

ートダッシュからコンスタントピッチまでのクルータイミングやユニフォーミティに対する

感度が向上した」（斉藤宏氏のコメント参照） 

No12 の(要因)は「6 分を切るという目標タイムの設定」、(内容)は「目標設定に基づく明確な練

習スケジュールおよび日々の練習メニューが可能となり、合理的・段階的練習が出来て目標に

向かってのステップアップが実感できた」(広瀬氏および田村氏の回答から) 
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３ 順位付けに対する斉藤宏氏のコメント 

 東北大学クルーが強くなった要因として 1～10 までの項目が上がっておりますが、これらは

基礎的漕力の向上には欠かす事の出来ないものと思っております。 

 ボート競技は 9 人で行うチーム競技です。基礎的体力、漕力が向上すれば徐々に強くなると

は必ずしも云えないのではないでしょうか。 

 そこで必要なのは、クルー全員の意志の統一が出来るか否かが大きなポイントになると思い

ます。我々クルーのその意志の統一がいつ、どのようにして出来上がったかと云えば、1959 年

12 月に隅田川上流でスタートダッシュの練習を行っていた時、クルー全員の意志の統一が自然

と行われて、力が一つになり艇がスムーズに走り、堀内監督が常に云われていたヤカンの蓋を

スムーズに廻す感触をクルー全員が体得した時でした。 

 その感触はそれ以降の練習に生かされ、コンスタントピッチになっても全員の力が一つにな

っているかずれているかを判断することが出来るようになり、毎日の練習の際にその点を特に

注意しておりました。 

 これらの練習の結果が 1960 年 1 月 10 日の 1000m スクラッチレースで一橋大クルーを破り、

その後の 2000m トライアルで 6 分を切る事に繋がっているものと思っています。その時のクル

ー全員との一体感は忘れることが出来ません。 

 二番目に大きな要因としては、ストローク３人の連携プレーが適時出来た事ではないかと思

います。それが可能であったのは上級生の千葉さん、田村さんの二人が練習中や合宿中、まし

てや試合中も細々した事を云わずストロークの 3 人に任してくれた事ではないでしょうか。 

 ローマオリンピックは半世紀前の事で記憶が薄れていますが、上記の 2 項目は今でもはっき

りと記憶に残っています。(2010/6/6  斉藤宏) 

 注）：6/26､斉藤宏氏にも貢献度順位表に順位を付けていただきました。 

 

４ 田村滋美氏のコメント 

 「なぜ速くなったか」について、これからの人達に参考になる話として私が考えるには、漕

法や練習方法も勿論大切ですがある種の漕法や練習方法を全員で実行したのは何故かが役立

つ話ではないかと思います。 

 「勿論、監督・コーチングスタッフは日本一」、クルーも周りも我々の監督・コーチを絶対

と思っていました。 

 しかし、やはりあの時のクルーは色々な個性の集まり（注 1）の中で、監督・コーチにリー

ドされるだけでなく、コックス以下の選手が主体的・自発的に 6 分を切るという明確な最終目

標に向かって皆で話し合い（注 2）ながら練習したこと、また話し合いながら練習したことに

より漕法・練習の目的や監督・コーチの意図等が全員によく理解されていた事がポイントだっ

たのではないかと考えています。 

 とにかく、限られた制約の中、例えば限られた時間や人や資金の中で競争している訳ですか

ら、練習も効率的で有効でなければなりません。そのためには監督・コーチの意図するところ

をクルーが深く理解することが大切です。 

 脳科学的に、理解することとはどういう事か考えて下さい。話して解るならこんなに易しい
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ことはありません。 

 監督・コーチの意図することを深く理解する方法として、同じレベルのクルーの間でその意

図するところについて、又それを実現することについて話し合いが持たれるとクルー一人一人

の理解レベルが高まるのです。 

 50 年前のクルーは、たまたまかなりよい感じで話し合いがもたれました。その結果、半年で

日本一のスピードが得られたのではないでしょうか。 

 練習中・レース中のストロークスリーの話し合い・艇速の評価、ミドルのエンジンとしての

頑張り、上級生下級生を問わないストロークの強さに関する明らかな相互評価や切磋琢磨、ク

ルー全体でリズムや艇速の評価等練習に関する諸々の話し合いが出来たのも色々な良質な個

性の集まり、そのハーモニーによる所が多いと思います。 

（注 1）：色々な個性の集まり 

 色々な個性の集まりとは、包容力のコックス、怜悧・冷静な整調、協調力と強い意志の持ち

主の宏、忠誠心・馬力・包容力の洋、頑張り・負けん気一杯の鉄、素直・ぶれない意志の持ち

主・周囲の空気の読める直、リーダーとして全員を代表出来る・目立ちたがり屋でもある建、 

常に非力を感じていた・独立愚連隊の滋。 

 これらの人達の個性と個性のぶつかり合いが前へ前へと進む原動力になったと考えます。 

（注 2）：話し合いの重要性につて 

 私は東京電力での経営の経験からも、企業の中で或る種の目的を達成しようとしたとき、当

事者同士が目指す目的に従ってどう行動すればよいかについての話し合いをして気持ちを通

わす事が大変役立つ事を実感しています。外国の人たちがよく集団の力を結集するとき「化学 

反応を起こす必要がある」と云いますが、この様な事だと思います。 

最近のスポーツの話題でも、「サッカーW 杯でスイスのチームは選手だけのミ−ティングの結果

いろいろな前進があってよい結果が得られた」、また、今年の全国高校野球大会で優勝した沖

縄興南高校も練習風景を TV で見ると、「選手自体にどうすればよいかを常に話し合わせ    

て練習をしている」等々今の人達は昔より指示待ち族になっていますので、自ら主体的にどう

すればよいかを考え、皆でフランクに話し合う事が大事になっています。 

 これまで常識的でなかったロングレンジ漕法も、200 本 300 本パドルのロングを毎日やるの

も、何がそうさせたかを考えないと役に立たないのではないでしょうか。 

 更に、コックス以下 9 人の中の話し合いで最終ゴールに向かっての各ステップ毎の達成すべ

き目標を決めて進む事が大変重要であると思います。 

 結論的に云えば、私はクルーの中に監督・コーチの示す理想に近づく意志がどうすれば生ま

れるかを考える事が大切であると考えています。それは良い話し合いに尽きると思います。ど

うすれば良い話し合いがクルーの中に生まれるかを考える事が必要でしょう。 

  

５  順位付けの理由及びコメント 

（1）佐藤哲夫 

「急に強くなった」のうち、 

「強くなった」要因は No1 を除いては考えられない。他に代替の効かない絶対的要因である。 
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「急に」の方は No8 があったればこそ。短期間に非常に効率良く目標「6 分を切る」が達成さ

れた。 

第 3 位に No2、No7 及び No9 を選んだのは「練習メニュー及びクルー内検討手段として現役ク

ルーに即参考になりそうな要因」という観点からである。 

第 4 位に No4、No6 及び No10 を選んだのは「どのクルーにも適用出来そうな汎用性のある要

因」のためである。 

No3 及び No5 を第 5 位にしたのは「他クルーへの適用は出来ないローマクルー特有の特殊要因」

だったためである。 

 

（2）田崎洋佑 

貢献度 1 の要因は No1，8 

① 要因 1、8 は堀内さんの全パワー（湧き出る漕法イメージ力、尽きせぬボートへの愛･･･）

が内在している要因なので、ほかとの貢献度比較を問われると流れが止まってしまう。 

② No1 の理由：あのとき圧倒的パワーを発生する漕法をあたえられたこと。 

② No8 の理由：常時、クルーの目的、練習課題・メニュー・その実行方法等のすべてに的確

な指示を出されていた。 

貢献度 2 の要因は、1・8 以外との落差をとるために置かない。 

貢献度 3 の要因は No3，5，10 

① No3 の理由：コックスを含めた連携はレースや漕ぎ途中の判断、リズム・タイミングの

判断、メニュー途中の評価などを正当に行いクルー指標の役を演じた。 

② No5 の理由：クルー漕力のエンジンとなった新人成長に適ったリズムとブレードフォー

ムを旧人が提供したと思う。 

③ No10 の理由：適正なクルータイミングを感じ取り維持することが重要。 

 このことに関してストロークスリーは発信同調増幅機能を自在に行えるように成長した。 

貢献度 4 の要因は No2 

① No2 の理由：漕力を伸ばすメニューのナンバーワンに相当。 

貢献度 5 の要因は No4 

① No4 の理由：タイム計測は獲得した漕力の絶対評価である。計測付きトライアルも No4

に入る。 

貢献度 6 の要因は No6 

① No6 の理由：スクラッチレースは興奮度 100％の漕力評価である。スクラッチは勝つ場合

と負ける場合があるので、クルーの評価方法としてよいが、用い方には計算が必要。 

貢献度 7 の要因は No7 

① No7 の理由：ブレードフォームのイメージを焼き付けたり見直したりする有効手段。 

② ただしクルーの全力漕でそのイメージの何％が表現できるかの関心が必要である。 

③ クルーリズム・クルータイミングとイメージ漕メニューとの関連付けが重要である。 

④ 軽く漕イメージと全力漕イメージを用いるインターバル漕メニューと似ている。 
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（3）斉藤直 

貢献度１位の No1 は、体力的にかなわない日本人が、世界と戦える漕法であることを体感出来

た「技術論」でした。 

貢献度 1 位の No9 は、「超ロングレンジ漕法もどき」との「見分け」を可能にした「技術」で

した。 

貢献度 2 位の No2 は、一本、一本の漕力を目視して確認しながらの練習方法で、集中力を高め

た練習を引き出した。 

貢献度 2 位の No6 は、「敵を知り、己を知らば、百戦戦うとも危うからず」― 孫子の兵法より 

貢献度 3 位の No5 は、「6 番田崎さんのオールの軌跡と泡あと」と「５番斎君の背中にぶつけ

ない」、この 2 点が新人の成長を加速。 

貢献度 3 位の No8 は、このような「環境」の下でボートを漕ぐことができ、「監督」の「ボー

トに対する熱き思い」に触発されたと思う。 

貢献度 4 位の No3 は、全てのスポーツには「最適リズム」がある。この 3 人はクルーを「最適

リズム」でリードしてくれた。 

貢献度 5 位の No7 は、「ブレードの入水」と「脚蹴り」のタイミングの把握に貢献。 

 

（4）広瀬鉄蔵 

貢献度 1 位の No8 は、「練習しておけ」というのではなく、舳先に立って指導していただき、

各上達レベルで何をやればいいのかがはっきりしていた。 

貢献度 2 位の No1 は、フォワードの深いところでの流れに直角に近い方向でのキャッチが有用

だった。 

貢献度 3 位の No9 は、時分の動きが可視化され、問題点が説得的であった。また、自分の漕ぎ

に納得も得られた。 

貢献度 4 位の No12（新要因）は、多い練習量をこなそうと全力で当たれた。新人は、その時

点のクルーの課題に併せ、自主課題も長時間の実際の漕ぎの練習の中で密かに解決が図れた。 

貢献度 5 位の No4 は、定量的データが説得力を持った。頑張る目標がはっきりした。 

貢献度 6 位の No3 は、プラスというかそれ以上にコックスの練習メニューの適宜な采配。この

裏返しが機械的シートチェンジによる敗北。 

貢献度 7 位の No2 は、練習に勝負性が出て、頑張れた。 

貢献度 8 位の No6 は、一橋大に勝った時は相手が手を抜いたとばかり思い、腹を立てていた。 

貢献度 9 位の No5 は、前年までに強いクルーが出来上がっていた。新人がその空席を夢中で埋

めた。 

貢献度 10 位の No7 は、キャッチは日中の数多い実際のオール漕ぎと、練習の間の休み時間の

イメージトレーニングの繰り返しで悟得。 

 

6  貢献度要因別のクルー各位コメント（上記 3･4･5 各項目からの引用） 

No.1：超ロングレンジ漕法 

☆「強くなった」要因として「超ロングレンジ漕法」の導入を除いては考えられない。これ
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が無ければ、「6 分を切る」という目標は達成されなかったであろうし、他に代替の効かな

い絶対的要因である（佐藤）。 

☆ 要因 No．8 と共に堀内さんの全パワー（湧き出る漕法イメージ力、尽きせボートへの愛･･･）

が内在している要因なので、ほかとの貢献度比較を問われると流れが止まってしまう。 

圧倒的パワーを発生する漕法を与えられた（田崎）。 

☆ 体力的にかなわない日本人が、世界と戦える漕法であることを体感来た「技術論」でした

（斉藤直）。 

☆ フォワードの深いところでの流れに直角に近い方向でのキャッチが有用だった（広瀬）。 

 

No2：泡開け 

☆ レース後半の落ちを最小限にするのに最も効果のあった練習メニューだったと思う。 

（佐藤） 

☆ 漕力を伸ばすメニューのナンバーワンに相当（田崎）。 

☆ 一本、一本の漕力を目視して確認しながらの練習方法で、集中力を高めた練習を引き出し

た（斉藤直）。 

☆ 練習に勝負性が出て、頑張れた（広瀬）。 

 

No.3：ストローク 3 人の連携プレー 

☆ たまたま同学年 3 人がストロークスリーに並び、3 人の暗黙の了解や忌憚の無い意見交換

が練習効率の向上、適切なレース状況判断に役立った（佐藤）。 

☆ コックスを含めた連携はレースや漕ぎ途中の判断、リズム・タイミグの判断、メニュー途

中の評価などを正当に行いクルー指標の役を演じた（田崎）。 

☆ 全てのスポーツには「最適リズム」がある。この３人はクルーを「最適リズム」でリード

してくれた（斉藤直）。 

☆ プラスというかそれ以上にコックスの練習メニューの適宜な采配。この裏返しが代表決定

後の機械的シートチェンジによる敗北（広瀬）。 

 

No.4：戸田でのタイム計測 

☆ 良いリズムという主観的感触とタイムという客観的指標とを同一化するのに役立った。 

（佐藤） 

☆ タイム計測は獲得した漕力の絶対評価である。計測付きトライアルも No．4 に入る。（田崎） 

☆ 定量的データが説得力を持った。頑張る目標がはっきりした。（広瀬） 

 

No.5：新人 3 人の資質とペン習字型練習環境 

☆ 旧人 5 人の漕力に追い付くのに比例してタイムが向上し、クルー一体となって当時の世界

レベルに近づいて行った（佐藤）。 

☆ クルー漕力のエンジンとなった新人の成長に適ったリズムとブレードフォームを旧人が提

供したと思う（田崎）。 
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☆「6 番田崎さんのオールの軌跡と泡あと」と「5 番斎君の背中にぶつけない」、この 2 点が新

人の成長を加速（斉藤直）。 

☆ 前年までに強いクルーが出来上がっていた。新人がその空席を夢中で埋めた（広瀬）。 

 

No.6：スクラッチレースとやり直し付きタイムトライアル 

☆ 気持ちに活を入れ、全力を出し切る事に慣れ、レースに出来る限り平常心で臨む事を可能

にした（佐藤）。 

☆ スクラッチレースは興奮度 100％の漕力評価である。スクラッチは勝つ場合と負ける場合が

あるので、クルーの評価方法としてよいが、用い方には計算が必要（田崎）。 

☆「敵を知り、己を知らば、百戦戦うとも危うからず」― 孫子の兵法より（斉藤直）。 

☆ 一橋大に勝った時は相手が手を抜いたとばかり思い、腹を立てていた（広瀬）。 

 

No.7：片舷漕ぎ、ペア漕ぎで水の引っ掛かりをクルー内で競漕 

☆ 超ロングレンジ漕法で最も重要な要素である、他のクルーに引けを取らないオールの水中

速度を得るための効果的な練習メニューであった（佐藤）。 

☆ ① ブレードフォームのイメージを焼き付けたり見直したりする有効手段。 

② ただしクルーの全力漕でそのイメージの何％が表現できるかの関心が必要である。 

③ クルーリズム・クルータイミングとイメージ漕メニューとの関連付けが重要である。 

④ 軽く漕イメージと全力漕イメージを用いるインターバル漕メニューと類似している 

（田崎）。 

☆「ブレードの入水」と「脚蹴り」のタイミングの把握に貢献（斉藤直）。 

☆ キャッチは日中の数多い実際のオール漕ぎと、練習の間の休み時間のイメージトレーニン

グの繰り返しで悟得（広瀬）。 

 

No.8：長期に亘り監督がクルーと合宿生活 

☆ 超ロングレンジ漕法を取り入れた 1960/1/1 より 5 分 55 秒／2000m を達成した 4/末まで実質

70 日弱の堀内監督との合宿生活があった。急に強くなり、非常に効率良く目標「6 分を切

る」が達成されたのはこの様な合宿生活があったればこそであり、コーチとのトータルコ

ンタクト時間が如何に重要かを示していると思う（佐藤）。 

☆ 要因 No．１と共に堀内さんの全パワー（湧き出る漕法イメージ力、尽きせボートへの愛･･･）

が内在している要因なので、ほかとの貢献度比較を問われると流れが止まってしまう。 

常時、クルーの目的、練習課題・メニュー・その実行方等のすべてに的確な指示を出され

ていた（田崎）。 

☆ このような「環境」の下でボートを漕ぐことができ、「監督」の「ボートに対する熱き思い」

に触発されたと思う（斉藤直）。 

☆「練習しておけ」というのではなく、舳先に立って指導していただき、各上達レベルで何を

やればいいのかがはっきりしていた（広瀬）。 
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No.9：ハイスピードビデオ撮影とコマ撮り写真作成 

☆目視による自分の動きや他人との比較等客観的観察が可能となり、各人納得して自分の動 

きの修正点を見出す事が出来た（佐藤）。 

☆「超ロングレンジ漕法もどき」との「見分け」を可能にした「技術」でした。（斉藤直） 

☆ 時分の動きが可視化され、問題点が説得的であった。また、自分の漕ぎに納得も得られた。

（広瀬） 

 

No.10：ロングレンジハーモニー・クルータイミング・ユニフォーミティー 

☆ クルーの良いリズムを保つ上で必要なものであり、艇速の向上やレース後半の持続力に 

必須なものである（佐藤）。 

☆ 適正なクルータイミングを感じ、作り、維持することが重要。 

 このことに関してストロークスリーは発信同調増幅機能を自在に行えるように成長した。

（田崎） 

  

No.11 以下の 3 項はクルー内から提起された要因 

No.11：艇速アップに対するクルー全員の意志統一 

☆ スタートダッシュからコンスタントピッチまでのクルータイミングやユニフォーミティに

対する感度が向上した（斉藤宏）。 

 

No.12：「6 分を切る」という目標タイムの設定 

☆ 多い練習量をこなそうと全力で当たれた。新人は、その時点のクルーの課題に併せ、自主

課題も長時間の実際の漕ぎの練習の中で密かに解決が図れた（広瀬）。 

☆ 目標達成に向かったクルー全員のミーティングが有効であった（田村）。 

 

No.13：コーチ及びスタッフの連携プレー 

☆ コーチに対する強力な支援（田村） 

以上 
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北大 初優勝成る                   

朝日新聞：高橋記者 

 北大は、破天荒な偉業をやってのけた。おそらく他の競技でも 2 年目という新進が 50 年・60

年の伝統を誇る古豪を破って勝ったという例は少ないだろう。東京の各クルーは、全く顔色なし

であった。 

北大の漕ぎ方は決して珍しいものではなく、フェアバン漕法に基調を置いたものだが、腕･脚･

上体の三力が合理的に調和されて、矢張り随一の強い引きを見せていた。選手の個々を見ると未

だ荒削りの点はあるが、水しぶきを立てずにブレード一杯に水を掴むうまい漕ぎ入れ、掴んだ水

をスリップさせずにフィニッシュへ一気に引いて、しかも引き終わってから折角の艇速を殺さぬ

よう細心の注意が払われた漕ぎ方だ。このため、断続的に出る艇速ではなくて、淀みなく艇が進

むところに他を圧する力があった。 

非力な日本人のクルーにマッチした小艇を乗りこなしていた。と言っても無論その陰には同ク

ルーの堀内壽郎コーチ(北大教授)の細密な科学的根拠が土台になっていた。例えば一定不変の艇

速を出すため、艇に自記加速度計をつけて絶えず漕ぎ方やピッチの問題を修正したり、艇の形を

決めるにも一々同コーチの計算で科学的に裏付けた。 

 茨戸の平水コースという地の利もあろうが、こうした科学的なやり方と、もう一つ激しい鍛錬

があった。冬の間は専らスキーとバスケットで、全身ことに腰の下の鍛錬を怠らなかった。さら

に同形の小艇を二つ新造し、練習用と上京してからのレース用とに使い分けていたが、現在艇を

一つ作るのに 30万円かかる。今年コーチ用モーターボートが手に入って、同コーチが徹底的に指

導することが出来たのも、大きな勝因の一つであった。つまり選手･コーチのほかに、先輩達の大

きな協力のあったことが、2年目の新進をして優勝に導く力となったことを見落とせない。 

 予選で北大が出した６分９秒９の記録は、順風下とはいえ世界的レベルから見ても立派なもの

である。ボートの記録は風向･風速に影響されるので、タイムだけの比較は大ざっぱ過ぎるが、ヘ

ルシンキ大会でもベルリン大会でも、アメリカやヨーロッパ各国のベストレコードは６分６～10 

秒である。だから北大も東大･早大両校も、世界的水準に大幅に近づいたことは認められる。 

来日したケンブリッジ大を破ろうと、北大以下真剣な練習振りであったことを思えば、今度のレ

ガッタで日本のボート界は、一躍 10年の進歩を遂げたといっても過言ではない。(1954.9.13) 

 

艇速の確保が勝因 

                                  堀内壽郎コーチ談 

 選手はよく漕いでくれた。優勝は予定通りだったが、矢張り実現すると嬉しい。コーチ用のモ

ーターボートがあったことは実に有難かった。昨年の選手が５人も残っていたのが強みだったが、

昨年の体格で設計した練習艇が、何しろ発育盛りなので、艇が沈み過ぎるのにはあわてた。 

 レースに使った艇は、各選手のシートを１インチずつ詰めて水線を理想どおりにしたり、リガ

ーを軽金属にしたり細かい工夫もしてみたが、何より一定の艇速を確保できたことが、優勝への

最大要因と思う。この意味で学校や先輩の人たちに感謝している。 
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大学とスポーツ 

元 第二高等学校長 

元 御茶ノ水女子大学長 

野口 明 

 

 スポーツで全国優勝を為しえたら、大学のためにも選手諸君個人のためにも、素晴らしいこと

だと思います。 

 大学は学問の蘊奥
うんのう

(奥義、極意)を極めるところ、スポーツの鍛錬場ではない、従って優勝の意

味はないというのは偏見です。大学にはもう一つの使命があります。それは人を作ることです。 

スポーツへの精進は、人を作る方法として、唯一ではないが最も効果的なものです。 

 一体学問は、大学だけでするものではない。学に志した以上一生為すべきで、大学はその基礎

を作るところでしょう。一生を学問に関係し、その効果を大ならしめる為には、努力、継続、協

力、運用等の内面的･外面的の行為が必要です。スポーツ殊に団体競技は、これら学問に伴う諸徳

を修得させましょう。スポーツ活動を好まない大学は、単に知識の供給と蓄積とを以って足れり

とし、社会を背景としての学問、別の言葉で言うと学問の人生および社会における価値と効用と

を忘れた大学でしょう。 

私は理想の大学生の姿を、学問とスポーツとを両立させる学徒に見るものです。従ってまた理

想の大学は、学問とスポーツとに活気のある大学であると信じます。学生の数のみ多くて、スポ

ーツの振るわない大学ぐらい面白くないものはありません。 

 

 日本の官立の綜合大学が、学問に熱心で、そこに社会の信用を得ていることは認めます。しか

しそれは他の多くの大学が余りにも学問への責任感が薄いことに対する反射作用が主ではないで

しょうか。私をして言わしむれば、官立大学でも大学教育は就職教育の域を余り出ていない。大

学生の多くは、滔々として就職までの修学意識を脱していないようです。学問もスポーツも就職

の具にしている大学や大学生の多いことは、日本人の人間観の浅薄さを物語るものではないでし

ょうか。 

 「大学よ、もっと学問に厳しく、もっとスポーツに活気あれ」と叫びたくなります。各大学は

もっと自主的にもっと目標を高く持ってほしいと思います。日本の官立大学が、一様に角帽に旧

帝大の徽章を附して得々としているのもおかしな現象です。学都仙台を郷国にもつ東北大学が、

学問とスポーツに活気を加え、真の大学の理想を実現し、従って権威と自主性を強くし、独自の

徽章を制定する日を見たいものです。 

 漕艇部が東北大学の先頭に立って、新しい歴史の開拓者になって欲しいと切に望みます。 

(昭和 33 年「会報 第６号」) 

 

 

 



 - 177 -

チームワークとメンバーシップ 

元 日本代表チーム監督    長沼 健 

 

クラマー氏との出会い 

1964 年の東京オリンピックを控えて、レベルの低い日本のサッカーを如何にして強化するかを

検討した結果、外国からコーチを招こうということになった。世界中でサッカーをやっている国

は約 150 ケ国にも及び、しかもメジャースポーツとして盛んな国が多いことから、日本は全く歯

が立たない。こういったレベルの大きな差を短期間で詰めるには、今までのやり方の延長では到

底太刀打ちできない、との認識に立っていたわけである。 

つてを頼って外国のサッカー協会に対し「オリンピックの開催国として恥ずかしくないチーム

を作りたい。ついては第一級のコーチを招聘したい」との依頼を行ったが、殆どの国からは「残

念ながら適任者がいない」との返事が返ってくる中で、西ドイツから「本人の承諾を取ったわけ

ではないが、第一級の技術を持つ適任者がいる。この男は、日本人の精神力について強い関心を

持っている。交渉してみてはどうか」との返事が返ってきた。 

 

早速日本サッカー協会会長が西ドイツに赴き本人と会った結果、わずか 10分で承諾を得た。 

それがデットマール・クラマーという男であった。彼は「日本からサッカー協会の会長が、自分

の技術を見込んでわざわざ会いに来られたことは、感激であり光栄である。オリンピック主催国

である日本のサッカーチームのレベルアップのためにお手伝いが出来ることは、サッカーの技術

屋としてのキャリアの中で、将来も含めてそう何回もある機会ではない。やってみたい、全力を

尽くす」と述べた後、「私がこの任務を引き受けた理由はもう一つある。私は、日本人には他の民

族にはない、特別な精神力があると聞いている。それがどこから発してどうやって育っていくの

か、かねて知りたいと思っていた。『大和魂』というそうだが、私はそれに触れたい。日本のサッ

カーの中から、それが滲み出てくることを期待する」とのことであった。 

やがて来日した彼は、新聞記者たちにもこのようなことを話し煙に巻いた。 

 

日本チームの基本的課題 

 彼は、極めて常識的で温厚な男であった。 

全日本チームの試合を幾つか観戦した後ミーティングを行い、彼はチームの状況を評して、「諸君

の試合を見て、私は意を強くした。スピードに優れた選手がいる、技術的に高い選手がいる、俊

敏性があり小回りの利く選手がいる、闘争心旺盛な選手がいる。そのどれをとってみても、サッ

カーという競技にとってなくてはならぬ素質だ。諸君の一人ひとりに、確実に優れた何かがある。

これらをさらに高めて、チームワークという糸で結び合わせていけば、ヨーロッパや南米のチー

ムと互角に戦える。それは私が保証する。諸君のレベルは高いところにあり、ヨーロッパや南米

諸国と比較して、絶望的な差はない」と述べた。今まで日本のコーチから、さんざん欠点の指摘

とその強化ばかり言われ続けてきた選手たちは、戸惑う反面気分を良くし、「絶望的な差はない」
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を「差はない」と取り違えるものも多かった。 

 しかし彼は続けて言った。 

「諸君のサッカーを見ていて、非常に気になることがある。諸君のサッカーは、余りにも効率が

悪いということだ。持てる能力の殆どが、戦場で活かされていない。戦場で活きている能力はせ

いぜい 5％だ。95％は無駄に捨てられている。能力がないのなら、私は諦めてドイツに帰る。能

力がありながら、それが活かされていないのは何とも情けないことだ。 

 効率を阻害している要因は二つある。 

 その第一は、根をつめた仕事が全く出来ていないということだ。注意力は散漫であり全くチャ

ランポランだ。キックオフからタイムアップまでの間は、サッカー以外のことは一切考えないで

ほしい。 

 その第二は、仲間に対する思いやりがカケラも見られないことだ。これが、力は互角ないしは

上位にありながら、負けている最たる原因なのだ」 

 

 選手たちは選ばれた全日本チームのメンバーであり、当然のことながらグランドでは一生懸命

走りまくっているし、チームワークにしても非常に良いと思っていたことから、「それはどういう

ことなのか？」と明らかに不満の声が上がった。彼は、 

 「スポーツマンにとって最も大切なものは、集中力である。諸君のプレーには集中力があまり

にも乏しく、ゼロに近い。これは大問題だ。諸君がプレーに集中していると思っているのは全く

の錯覚だ。 

 諸君のプレーを見て言えることは、試合中ボールを挟んで敵と対決している選手の眼の輝きや

顔つきは、間違いなく第一級のサッカー選手である。90分の試合中、ボールに接している時間は

せいぜい 3分だ。残りの 87分が諸君にとって大問題がある。 

ボールから 5m離れてところにいる選手はまだ良い。30m 離れたところにいる選手の顔の表情は皆

一様にトロンとしており、“春の海”だ。さらに遠く離れたところにいる選手は眠っており、これ

は許せない。眠るのならグランドで横になって寝ろ。立って眠られると、立っているだけに他の

選手が当てにするのでチームが迷惑する。 

 またチームワークというのは、ただ仲が良いということを意味するのではなく、仲間に対する

『思いやり』である。ボールを蹴るにしても、パスを受けた選手が次のプレーをしやすいように、

心をこめて蹴れ。諸君は、ただ漫然とボールを蹴っているだけで、仲間に対する『思いやり』は

全く感じられない」 

と真髄を突いたボロクソの評価に一変し徹底的にやっつけられ、反論の余地は全くなかった。 

 

チームの指導ポイント 

 いくら素質がありパワーがあったとしても、それを活かすソフトウェアがなければ何にもなら

ない。そのソフトウェアこそ『集中力』なのだ。90分の試合時間中、全神経をボールに対しゲー

ムの展開に対し敵の弱点に対して集中することが出来れば、自ずと動きにムダがなくなり、攻撃
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力は倍増し防御力は鉄壁となる。 

 散漫な練習は練習ではない。パスの練習をするにしても、ただ相手の方向に蹴るのではなく、

パスすべき相手の右足とか胸とか目標を定めて、注意力を集中し根を詰めて正確に蹴れ。これが

練習なのだ。 

 クラマー氏がグランドで怒鳴り続けたことは、Look！ Think！ Pass and Go！ 三つであった。 

 Look！         ･････ 状況をつかみ、ゲームの動きをよく見ろ 

                ボールの位置、敵味方の布陣と強弱点等 

 Think！         ･････ 自分はどのように動くべきか、よく考えよ 

 Pass and Go！ ･････ ボールをパスしたなら、速やかに次のプレーに向かって行動しろ 

             現在は Pass and Stop で休憩時間ばかりだ 

             プレーが一つひとつブツ切れで、つながっていない 

 

 彼の指導は単なる技術指導ではなく、11人のそ

れぞれの役割を考えさせ認識させることによっ

て、一人ひとりのムダな動きをなくし、常に攻撃･

防御に持てるパワーを使うことにあった。彼は練

習中に眠っている選手を激しく怒鳴りつけ、11

人が一体となった組織的なプレーを徹底的に叩

き込んだ。一方彼は、選手一人ひとりの長所を褒

め上げることを忘れなかった。 

「君のスピードは、南米でも通用する。そのスピードをもっと活かすようなタイミングでスター

トを切れ。走るコースを研究しろ。そうすれば君のスピードは、敵にとって恐怖の対象となる」 

釜本選手に対しては、「君の破壊力は本当に魅力的だ。粗削りだが可能性を感ずる。左の角度から

のシュート力をもっと増やせ。空中戦の能力を 20％強化させれば、君はアジアで最も恐れられる

エース･ストライカーになれる。このオレが保証する」 

 このように、彼は選手の長所を褒め上げつつ課題を与え、選手のやる気をうまく引き出し、効

果を上げていった。 

 

大和魂 

 東京オリンピック大会では、クラマー氏の指導のお陰で、優勝候補のアルゼンチンを破りベス

ト 8 まで進出した。その後彼は日本を去ったが、4 年後のメキシコ・オリンピック大会を迎え、

日本はアジア地域で韓国を紙一重のところで破り、オリンピック大会への出場権を獲得した。 

 日本チームは、クラマー氏の指導を受けて以来、集中力がメキメキと上がってきた。集中力が

上がってきたことから戦場で捨てるパワーが減少し、その分だけそれぞれの選手の能力が活きる

ようになってきたのである。 

 オリンピックは、各地域の代表 16チームで覇を競うこととなり、日本は一回戦を勝てれば上出
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来だろうと見られていた。しかし一回戦の難関を突破した日本は、準々決勝も勝ち進み、遂にベ

スト 4 へと進出した。準決勝はハンガリーに一蹴され、金・銀メダルの夢は断たれたものの、銅

メダルをかけてメキシコと戦うこととなった。 

 メキシコとの戦いは、気候条件も観客も審判も日本にとって圧倒的に不利な状況下にあったが、

ツキが大いに味方してリードを奪った。加えて、メキシコが攻め込み日本のゴールキーパーと１

対１になったにも拘らず、ミスキックによって得点機を失ったことから、激怒した観客は、今ま

でのメキシコ応援から一転して日本の応援の大合唱に変わり、日本は遂にメキシコを倒して銅メ

ダルを奪取したのであった。タイムアップのホイッスルが鳴っても、日本の選手はただ呆然とし

てあたかも夢遊病者のようで、ある者はグランドにうずくまり荒い息を吐くばかりであった。 

 

 宿舎に戻ってから私は、祝勝の小宴を 30分後に行うことを告げて缶ビールを用意させたが、選

手の朦朧とした意識は回復せず、もう 30分延ばすことにした。そしてふとベッドに倒れている選

手の手足が小刻みに震えているのを見つけ、とっさに脱水症の疑いを持ちチームドクターを呼ん

だ。ドクターは「間違いなく脱水症を起こしているが、命には別状ない。長年チームドクターを

やっているが、ここまでやったのは見たことがない」と感激していた。 

私も「よくやってくれた」と感激すると同時に、選手に「済まん」と言う気持ちで一杯だった。 

 丁度その時ドアーが開いて、国際サッカー連盟の委員で技術評を担当されているクラマー氏が

お祝いに来てくれた。彼は「よかった。素晴らしかった。しかし長かった」と言って私の手を握

り締めてくれた。そして彼は、介抱を受けている選手を見るや全てを理解した。彼の握り締めて

いた手が小刻みに震え、しきりに何かに耐えていたが、やがて感涙が彼の頬を伝わった。 

 彼は、居合わせた新聞記者を呼び寄せて語った。 

「私が全日本チームのコーチにやってきたとき、技術指導のほかに『大和魂』との出会いを期待

していることを述べたことは、諸君も記憶にあろう。私はやっと『大和魂』に遭遇することが出

来た。あなた方も今それを見ることができる。ここに倒れている選手が、正に『大和魂』なのだ」  

 選手たちは、自分と闘い自分に克った。いま師匠から太鼓判を押してもらった。素晴らしいこ

とだ。私もこの場にいて感動し、熱いものが込み上げてくるのを抑えることができなかった。 

 

ペレとチームワーク 

 数年前、ニューヨーク･コスモスというサッカーチームが来日し、国立競技場を埋め尽くした大

観衆の中で、「サッカーの神様」と言われるペレのサヨナラ試合が行われた。この時、私はチーム

の主軸選手アルベルト(ブラジルが世界一になったときの主将)に会い、いろいろと話しあった。 

私は「アメリカのサッカーチームとはいえ、アメリカ人はほんの 2～3 人で、13 ケ国の選手から

なる混成チームなので、チームワークを図るのは非常に難しいのではないか？」と質問した。 

 これに対して彼は答えた。 

「我々は皆ペレが好きで尊敬している。彼がパスしてくるボールには“キーパーは油断している。

右 45度の敵ゴールに向かってシュートを撃て”とのメッセージが付いてくるのである。敵の弱点
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を見事に読んで、パスを受けた選手が何の躊躇いもなく攻撃を行い得点できるように、送られて

くるボールからメッセージが聞こえてくるのだ。 

このような『思いやり』のこもったボールをパスしてくれる彼に対して、他のメンバーはいい加

減なボールは返せない。だから彼の示す『思いやり』への返礼の意味をこめて、少しでも彼が動

きやすいように、自分の持つ技術の全てをかけてパスしているのだ。混成チームだからといって、

チームワークがとりにくいということはない」 

なぜ彼らが強いのかを如実に物語る返事であった。 

 

スポーツの基本 - チームワークとメンバーシップ 

  私は長年サッカーを指導してきて、朝夕の挨拶とか便所の履物の乱れとかについて、人一倍う

るさく注意してきた。私は、このような簡単なことがチームとしてできないうちは、高度なチー

ムプレーなど出来る筈はないと思う。すなわち相手の気持ちや、自分の次に履物を使う人のため

に気を配れないようでは、いくら技術を教え込んでも勝てる訳がないのである。 

 私は「先ず自分が持てる力を全て出し切り、仲間に対して最善を尽くせ。然る後に仲間の協力

を期待せよ」と指導してきた。いくら下手でも一生懸命やっている者には仲間の理解が得られ、

自然にサポートが入るものである。そのためには、自分の意思を行動で示すことが大切である。 

 「自分がチームに理解されること、相手を自分が理解すること」― これがコミュニケーション

の基本であり、『思いやり』の原点である。ニューヨーク・コスモスは混成チームであるが、強い

チームに共通した「基本」がしっかりとしたチームであった。すなわち、ペレというスーパース

ターに頼ることなく、それぞれがペレのパワーを最大限に発揮させるため、「自分は何をなすべき

か」を認識して行動する、チームワークがしっかりとできているチームであった。 

 

 スポーツであれ仕事であれ、それぞれが自分の果たすべき役割をキチンと認識してベストを尽

くし、仲間に対する『思いやり』をもって行動する時、初めて素晴らしいチームワークが形成さ

れるのである。このようなチームワークによって充実した試合を戦い、また仕事において高い成

果を挙げ、チームの仲間とともに感動できるということは、本当に素晴らしいことだと思う。 

 クラマー氏にしごかれ叩かれながらも、歯を食いしばってこれに挑戦し遂に勝った選手たちは、

ひと回りも二まわりも人間が大きくなったと思う。サッカーを通じて一人ひとりの能力を引き出

し、これに磨きをかけ人間性を追求したクラマー氏は、誠に偉大な指導者であったと思う。 

 自分が仲間に理解され、また自分が仲間を理解しながら切磋琢磨していく中で、チームワーク

とメンバーシップという基本を身に付けていくと、どのような組織にあっても、チームを引っ張

ってゆける人材が育っていくのではないかと思う。 

（本稿は、1981 年に長沼健氏が行った講演から起稿したものである) 

 

デットマール クラマー (Dettmar Cramer) 

  1925 年 4月 4日生、ドイツ・ドルトムント出身、FIFA 公認コーチ 
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クラマー・コーチと大和魂 

 

「私は、このように全員が持てる力を全て出し尽くしたのを見たことがない」 

1968 年 10 月 24 日、国際サッカー連盟(FIFA)から派遣されメキシコ・オリンピックを観察したデ

ットマール・クラマー氏は、地元メキシコを破って銅メダルを獲得した日本の教え子たちに胸を

熱くした。ピッチでは歓喜に躍動した選手たちだったが、宿舎に戻ると全員がベッドに倒れ込ん

で動けない。水さえ飲めないまま寝入った。戦い抜いた姿にクラマー氏は涙した。 

 遡ること 8 年。東京オリンピックを 4 年後に控えた 1960 年

10 月 29 日、クラマー氏はドイツから来日し、日本代表コーチ

に就任する。当時の日本は、インド･香港･フィリピンにも勝て

ず、アジアでも下から数えたほうが早いサッカー弱小国だった。

リフティングも満足に出来ない選手たちに、クラマーコーチは

基本を叩き込む。だがそれだけではなかった。 

「ドイツには“ゲルマン魂”がある。君たち日本人にも素晴らしい“大和魂”があるではないか。

私に君たちの大和魂を見せてくれ」― 少しずつ成長した選手たちは、晴れの東京オリンピックで

8強まで勝ち上る｡特に初戦で南米のアルゼンチンを3-2の逆転で破った試合は選手たちに自信を

与えた。東京オリンピック後、クラマーコーチはドイツに帰ったが、選手たちは「クラマーのた

めに戦う」と 4 年後のメキシコ大会に目を向け強化を続けた。メキシコ・オリンピック代表 18

人のうち 14人が東京オリンピック代表、つまり殆どが「クラマーコーチの教え子」だった。 

 日本は強くなっていた。しかしメキシコには、オリンピック直前の強化試合で 0-4 と敗れてい

る。アステカ･スタジアムで始まった 3位決定戦は、序盤からメキシコペース。それでも、じっく

り守ってカウンターという作戦を立てた日本は慌てず､前半17分と39分に杉山隆一から釜本邦茂

へと渡る黄金のホットラインから 2点を奪う。残る時間、日本は全員で守り抜いた。GK横山謙三

は、後半早々の PKさえ止めている。 

 大会後、報告書を作成した代表コーチの岡野俊一郎氏(日本サッカー協会名誉会長)は、参加 16

ヶ国の実力を評し、「個人技」で日本を最低の 75 点とした。「まだまだ差をつけられている」、だ

が「精神力」は優勝したハンガリーと並ぶ 100 点。「宿舎に帰った選手たちは、口を聞くことさえ

出来なかった」と岡野コーチも振り返っている。 

 クラマー氏は、日本人の見せた大和魂に胸を熱くした。約束を守り抜いた選手たちの心に泣い

たのである。7 年後の 1975 年、ドイツの強豪バイエルン･ミュンヘン監督として欧州チャンピオ

ンズカップ(現欧州チャンピオンズリーグ)を制したクラマー監督は、「今が人生最高の瞬間ではな

いですか」と記者に聞かれ「いいえ」と答えた。「最高の瞬間は、日本がメキシコ･オリンピック

で銅メダルを獲得した時です。私はあれほど死力を尽くして戦った選手たちを見たことがない」。 

 FIFA は、メキシコ･オリンピックからフェアプレー･トロフィーを設置し、最もフェアな敢闘精

神を発揮したチームを称えるようになった。第一回の受賞は日本代表。そしてクラマー･コーチは、

「日本サッカーの父」と呼ばれるようになった。(日本トップリーグ連携機構) 
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オリンピック･タイムとわが国の力  

           戦後のオリンピック･ベストタイムの推移  

 

 

 

 

 

 

 

日本クルーの戦績  

開催年  開催地  ﾚｰｽ  第１位  第 2 位  第 3 位  第 4 位  第 5 位  第 6 位  

1956 ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ  予選  ﾁｪｺ 6.09.03 日本 6.11.08 ﾌﾗﾝｽ 6.13.00     ―      ―      ―  

準決  USA 6.55.06 AUS 6.55.06 ソ連 7.18.03 日本 7.24.05     ―      ―  

1960 ローマ  予選  西独 6.03.34 ﾌﾗﾝｽ 6.07.31 英国 6.10.33 日本 6.11.86 ｽｲｽ   6 .17.00     ―  

敗復  ｲﾀﾘｱ 6.23.83 日本 6.24.41 ｽｲｽ   6 .30.26 AUS 6.31.15     ―      ―  

1964 東京  予選  ﾁｪｺ   6 .03.88 ｶﾅﾀﾞ 6.07.19 日本 6.16.67 NZ  6.20.63 CUB 6.31.76     ―  

敗復  USA 6.01.47 日本 6.10.15 韓国 6.36.24     ―      ―      ―  

順位  ﾌﾗﾝｽ 5.58.57 AUS 6.02.21 ｶﾅﾀﾞ 6.02.69 日本 6.05.14 NZ  6.07.59 韓国 6.31.80 

1968 ﾒｷｼｺ  予選  西独 6.04.22 AUS 6.06.87 ﾁｪｺ   6 .13.30 ｶﾅﾀﾞ 6.21.22 ﾒｷｼｺ 6.32.66 日本 6.34.79 

敗復  AUS 6.10.80 ソ連 6.12.12 NED 6.12.90 ﾒｷｼｺ 6.43.13 日本 6.44.37   ―  

順位  東独 6.11.69 NED 6.14.18 ｶﾅﾀﾞ  6 .18.65 英国 6.29.23 ﾒｷｼｺ 6.41.62 日本 6.52.02 

1976 ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ  予選  AUS 5.39.07 NZ  5.40.00 USA 5.42.05 CUB 5.44.30 ｶﾅﾀﾞ  6 .04.83 日本 6.08.11 

敗復  NZ  5.37.08 西独  5 .37.76 ソ連  5 .40.65 CUB 5.47.33 日本  6 .11.06     ―  

順位  ソ連 6.05.88 ｶﾅﾀﾞ  6 .09.03 USA 6.11.07 CUB 6.14.86 日本  6 .33.33     ―  

1988 ソウル  予選  西独 5.32.36 AUS 5.33.94 USA 5.39.26 BUL 5.48.25 日本  5 .57.11   ―  

敗復  USA 5.35.63 ｶﾅﾀﾞ 5.37.06 ｲﾀﾘｱ 5.39.86 日本  5 .54.16   ―    ―  

順位  ｲﾀﾘｱ 5.41.15 BUL 5.49.99 日本 5.55.52 韓国 6.16.73   ―    ―  

1992 ﾊﾞﾙｾﾛﾅ  予選  ｶﾅﾀﾞ 5.32.59 英国 5.36.01 RSA 5.37.83 ﾁｪｺ   5 .41.85 日本 5.42.97   ―  

敗復  ｲﾀﾘｱ 5.42.51 中国 5.43.55 ﾁｪｺ   5 .48.18 日本 5.51.53 ESP 5.53.50   ―  

      (注 ) AUS：ｵｰｽﾄﾗﾘｱ NZ：ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ NED：ｵﾗﾝﾀﾞ CUB：ｷｭｰﾊﾞ BUL：ﾌﾞﾙｶﾞﾘﾔ ESP：ｽﾍﾟｲﾝ  

      順位戦は７位からの順位を示す              わが国の最高タイムの推移    

                                                          

  優勝国とわが国との時間差  

                                                      

開催年  開催地       クルー名  最高計時 最終順位  優秀計時  

1948   ﾛﾝﾄﾞﾝ  ｱﾒﾘｶ  5 .56.70  優勝   

1964 東京  西ﾄﾞｲﾂ  5 .54.02 第 2 位  ｱﾒﾘｶが前回記録を更新  

1976 ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ  東ﾄﾞｲﾂ  5 .32.17 優勝  ｲｷﾞﾘｽ他 6 ｸﾙｰが 5.30 台  

1992 ﾊﾞﾙｾﾛﾅ  ｶﾅﾀﾞ  5 .29.53 優勝  ﾙｰﾏﾆｱ 0.14 及ばず第 2 位  

2004 ｱﾃﾈ  ｱﾒﾘｶ  5 .19.85 優勝  ｶﾅﾀﾞ他 3 ｸﾙｰが 5.20～ 5.27 

年次  クルー名  タイム  大会  

1954 北海道大  6 .09.09 全日本選手権  

1956 慶応大  6 .03.00 五輪代表決定戦  

1960 東北大  5 .59.06 五輪代表決定戦  

1982 早稲田大  5 .56.92 全日本大学選手権  

1987 東京大  5 .51.08 全日本大学選手権  

1992 NTT 5.49.16 全日本選手権  

1997 中央大  5 .48.30 全日本選手権  

2000 NTT 5.44.91 全日本選手権  

2003 明治生命  5 .44.07 全日本選手権  

2010 日本大  5 .42.51 全日本大学選手権  

開催  開催地  ｸﾙｰ  優勝国  時間  代表決定計時  

1956 ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ  10 USA6.55.10 29.04 慶応大 6.03.00 

1960 ローマ  14 西独 6.03.34 08.52 東北大 5.59.06 

1964 東京  14 USA6.14.70 8.68 選抜 6.03.75 

1968 ﾒｷｼｺ  12 西独 6.04.22 30.57 同志社 6.01.04 

1976 ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ  11 東独 5.32.17 35.94 選抜     ―  

1988 ソウル  10 西独 5.32.36 24.75 選抜     ―  

1992 ﾊﾞﾙｾﾛﾅ  14 ｶﾅﾀﾞ 5.32.59 10.38 選抜     ―  
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全日本選手権・全日本大学選手権レガッタ 戦績表      (1950～1986) 

開催年 レース 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 

(ｴｲﾄ) 

 

1950 

 

(昭 25) 

 

(ﾌｫｱ) 

 

準決勝 

慶応大    (6’56”4) 日本大       (‐)     ―     ―     ― 

一橋大    (7’04”5) 大阪大       (‐)        ―     ―    ― 

東京大    (6’17”8) 東経大       (‐)        ―     ―    ― 

決 勝 東京大    (6’56”0) 慶応大       (2/3) 一橋大       (1)        ―    ― 

 

準決勝 

慶応大    (8’05”0) 東工大       (‐)          ―        ―    ― 

名古屋大  (8’01”5) 龍谷大       (‐)         ―        ―    ― 

東北大    (7’58”8) 商船大       (‐)  早稲田大    (‐)          ―    ― 

決 勝 東北大    (8’10”7) 慶応大     (2-1/2) 名古屋大   (失格)     ―    ― 

(ｴｲﾄ) 

 

1951 

 

(昭 26) 

 

(ﾌｫｱ) 

 

準決勝 

慶応大    (6’47”8) 早稲田大   (1-1/3) 東経大       (‐)        ―    ― 

一橋大    (7’07”0) 京都大       (3/4)        ―        ―    ― 

東京大    (6’57”7) 東外大     (4-1/2)        ―        ―    ― 

決 勝 慶応大    (6’39”5) 東京大       (1/3) 一橋大     (3-1/2)     ―    ― 

 

準決勝 

東北大    (7’47”0) 名古屋大   (1-1/4) 日医大       (‐)      ―    ― 

東北 RC  (7’57”0) 慶応大        (2) 早稲田大     (‐)      ―    ― 

一橋大    (7’51”0) 東工大      (‐)        ―     ―    ― 

決 勝 一橋大    (7’43”0) 東北大        (1) 東北 RC     (1/2)     ―    ― 

1952 

(昭 27) 

 

準決勝 

早稲田大  (6’39”2) 日本大     (2-1/2) 立教大       (‐)     ―    ― 

東京大    (6’37”4) ？会          (2) 東北大       (‐)     ―    ― 

一橋大    (6’27”4) 慶応大        (1) 同志社大     (‐)      ―    ― 

決 勝 東京大    (6’19.0) 早稲田大  (6’23”0) 一橋大    (6’27”0)     ―    ― 

1953 

 

(昭 28) 

 

 

準決勝 

 

北海道大  (6’21”0) 京都大        (1) 東京大   (ｶﾝﾊﾞｽ)     ―    ― 

早稲田会  (6’19”5) 明治大        (2) 東北大        (4)     ―        ― 

一橋大    (6’20”0) 慶応大     (1-1/3) 一橋 RC     (6)     ―        ― 

決 勝 早稲田大  (6’23”0) 北海道大   (2/3) 一橋大     (3 尺)     ―    ― 

 

 

 

 

1954 

 

(昭 29) 

 

 

予 選 

北海道大  (6’09”9) 東京大        (1) 中央大     (4-1/2)     ―    ― 

早稲田大  (6’22”5) 東北大        (2) 明治大     (大差)     ―        ― 

京都大   (6’17”8) 慶応大        (1) 立教大        (3)     ―        ― 

一橋大    (6’30”9) 日本大        (3) 東経大    (1 尺)     ―        ― 

ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ  (6’40”0) 関西大        (1)     ―     ―        ― 

同志社大  (6’45”0) 大阪大       (1/3)     ―     ―        ― 

 

敗 復 

東京大    (6’50”8) 東北大        (4) 立教大     (1-1/3)     ―        ― 

東経大    (7’03”7) 大阪大     (1-1/3) 明治大     (4-1/2) 関西大    (2 尺)        ― 

慶応大       (‐) 日本大     (‐)    中央大       (‐)       ―     ― 

 

準決勝 

 

早稲田大  (6’32”5) 京都大       (1/3) 慶応大        (1)     ―     ― 

北海道大  (6’41”1) ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ   (2-1/2) 東経大      (3/4)        ―     ― 

東京大    (6’35”3) 一橋大        (2) 同志社大      (3)        ―     ― 

順位戦 慶応大    (6’56”9) 東経大        (4) 同志社大    (2/3)     ―     ― 

京都大    (6’55”2) 一橋大     (1-1/2) ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ     (2)        ―        ― 

決 勝 北海道大  (7’09”0) 東京大   (7’15”0) 早稲田大  (7’18”3)        ―    ― 

 

 

 

 

1955 

 

(昭 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予 選 

東京大    (6’39”6) 立教大       (6) 慶応大     (3 尺)        ―    ― 

大阪大    (6’58”6) 東北大        (1) 明治大     (大差)     ―    ― 

中央大    (6’46”7) 一橋大       (1/2) 東工大     (大差)     ―    ― 

北海道大  (6’48”6) 東経大      (6 尺) 名古屋大   (大差)     ―    ― 

京都大    (6’40”7) 早稲田大   (2-1/2) 外語大     (大差)     ―    ― 

商船大    (7’00”7) 日本大      (6 尺)     ―        ―    ― 

 

敗 復 

一橋大   (6’25”0) 立教大     (1-1/2) 明治大   (大差) 外語大    (大差)    ― 

東経大    (6’30”2) 慶応大     (2/3) 東北大      (2)     ―    ― 

早稲田大  (6’34”8) 日本大      (4) 名古屋大   (1-1/2) 東工大   (大差)    ― 

 

準決勝 

東京大    (6’18”9) 早稲田大     (6) 大阪大      (4)        ―    ― 

一橋大    (6’22”4) 中央大     (1-1/2) 北海道大      (1)        ―    ― 

京都大    (6’25”2) 東経大    (2-1/2) 商船大       (5)        ―    ― 

決 勝 東京大    (6’17”0) 一橋大    (6’19”8) 京都大    (6’28”8)        ―    ― 

 

1956 

 

(昭 31) 

 

 

予 選 

 

東経大    (6’10”1) 中央大Ａ   (1-1/2) 滋賀大     (大差)        ―    ― 

北海道大  (6’14”5) 早稲田大      (1) 札幌短大   (大差)     ―    ― 

慶応大    (6’17”1) 一橋大 B     (2) 東北大    (ｶﾝﾊﾞｽ)     ―    ― 

同志社大  (6’26”1) 明治大      (3) 名工大    (大差)        ―       ― 

大阪市大  (6’13”2) 立教大       (1/3) 関学大     (大差)        ―       ― 

東工大    (6’26”5) 甲南大       (2) 教育大       (4)        ―    ― 

商船大    (6’24”2) 日本大       (1) 中央大 B      (2)     ―    ― 
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開催年 レース 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 

 

 

 

 

1956 

 

(昭 31) 

 

 

敗 復 

中央大  (6’10”6) 札幌短大  (大差)     ―     ―     ― 

早稲田大  (6’20”8) 東北大     (2)     ―     ―     ― 

一橋大Ｂ (6’36”7) 名工大   (大差)     ―     ―     ― 

明治大  (6’30”0) 関学大     (3)     ―     ―     ― 

立教大  (6’30”2) 教育大     (4)     ―     ―     ― 

中央大Ｂ (6’32”7) 甲南大   (1-1/3)     ―     ―     ― 

日本大    (6’35”4) 滋賀大    (1/3)     ―     ―     ― 

 

 

準々決 

東経大    (6’16”2) 早稲田大    (1-1/2) 一橋 B  ( 大差)     ―     ― 

慶応大  (6’14”6) 北海道大    (5) 明治大    (3)     ―     ― 

中央大Ａ (6’18”7) 同志社大  (1-1/3) 大阪市大 (1-1/2)     ―     ― 

立教大  (6’27”7) 日本大     (3) 中央大Ｂ (3-1/2)     ―     ― 

東工大  (6’25”0) 商船大    (2 尺)     ―     ―     ― 

 

準決勝 

慶応大    (6’12”7) 中央大Ａ    (3) 立教大  (1-1/2)     ―     ― 

早稲田大 (6’16”4) 北海道大    (2) 日本大  (大差)     ―     ― 

東経大  (6’17”8) 同志社大  (1-1/4) 東工大    (4)     ―     ― 

決 勝 慶応大  (6’10”6) 早稲田大   (1-3/4) 東経大   (2/3)     ―     ― 

1956 

 

ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ 

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 

代表戦 

 

予 選 

京都大  (6’09”5) 一橋大  (逆ｶﾝﾊﾞｽ)     ―     ―     ― 

慶応大  (6’05”6) 東京大   (1-1/2)     ―     ―     ― 

慶応大  (6’05”8) 一橋大     (2)     ―     ―     ― 

京都大  (6’04”0) 東京大     (2)     ―     ―     ― 

順位戦 一橋大  (6’18”0) 東京大   (棄権)     ―     ―     ― 

決 勝 慶応大  (6’03”0) 京都大   (1 尺)     ―     ―     ― 

 

 

 

 

1957 

 

(昭 32) 

 

 

予 選 

東北大  (6’44”6) 学習院大    (2) 早稲田大   (4)     ―  ― 

慶応大  (6’27”8) 京都大    (1/2) 商船大  (大差)     ―     ― 

中央大  (6’39”7) 日本大    (1/2) 東京大医 (大差)     ―     ― 

一橋大  (6’27”5) 名工大   (大差) 札幌短大   (1)     ―     ― 

東工大  (6’35”2) 北海道大    (1) 明治大   (3-1/2)     ―     ― 

東経大  (6’47”4) 立教大     (1) 教育大  (大差)     ―     ― 

東京大  (6’40”3) 慶応大医    (3) 早稲田 B   (2)     ―     ― 

商船大Ａ (6’39”0) 大阪大     (2)     ―     ―     ― 

 

 

準々決 

中央大  (6’45”7) 学習院大    (3) 教育大    (5)     ―     ― 

一橋大  (6’25”3) 京都大   (1-1/2) 日本大    (3)     ―     ― 

東京大  (6’39”5) 大阪大     (2) 立教大    (1)     ―     ― 

慶応大  (6’34”2) 明治大      (1) 北海道大   (1)     ―     ― 

東北大  (6’37”0) 商船大Ａ  (2-1/2) 商船大Ｂ   (4)     ―     ― 

東工大  (6’44”2) 東経大     (2) 慶応大医 (大差)     ―     ― 

 

準決勝 

中央大  (6’34”3) 東工大    (3/4)     ―     ―     ― 

慶応大  (6’21”9) 一橋大    (3/4)     ―     ―     ― 

東京大  (6’32”4) 東北大   (1-1/2)     ―     ―     ― 

決 勝 慶応大  (6’06”2) 中央大    (1/2) 東京大   (1-1/3)     ―     ― 

 

 

 

 

1958 

 

(昭 33) 

 

 

 

予 選 

東京大  (6’21”4) 東経大  (6’34”9) 同志社大 (6’40”8)     ―     ― 

立教大  (6’32”0) 法政大  (6’32”9) 慶応大医 (6’36”5)     ―     ― 

京都大  (6’18”0) 明治大  (6’21”0) 名工大  (6’41”3)     ―     ― 

商船大  (6’30”4) 関学大  (6’45”3) 慶応大Ｂ (6’45”8)     ―     ― 

一橋大  (6’18”8) 東工大  (6’27”1) 名古屋大 (6’27”4)     ―     ― 

慶応大Ａ  (6’08”4) 東北大  (6’13”4) 北海道大 (6’28”7)     ―     ― 

早稲田大 (6’20”8) 日本大  (6’38”3) 教育大  (6’50”3)     ―     ― 

学習院大 (6’30”0) 大阪大  (6’34”1) 中央大  (6’41”0)     ―     ― 

 

 

 

準々決 

東北大  (6’49”5) 東京大  (6’51”4)       ―     ―     ― 

学習院大 (6’59”5) 立教大  (7’01”7)     ―     ―     ― 

商船大  (6’59”1) 大阪大  (7’01”1)     ―     ―     ― 

慶応大Ａ (6’44”3) 明治大  (7’03”1)     ―     ―     ― 

名古屋大 (6’57”9) 法政大  (6’59”2)     ―     ―     ― 

日本大  (7’19”8) 慶応大Ｂ (7’27”0)     ―     ―     ― 

一橋大  (6’55”1) 慶応大医 (7’15”4)     ―     ―     ― 

早稲田大 (6’49”2) 京都大  (6’51”8)     ―     ―     ― 

中央大  (7’00”2) 北海道大 (7’00”4)     ―     ―     ― 

 

準決勝 

商船大  (6’24”1) 中央大  (6’27”1) 学習院大 (6’27”1)     ―     ― 

慶応大    (6’06”9) 東北大  (6’14”2) 日本大  (6’41”2)     ―     ― 

一橋大  (6’23”7) 早稲田大 (6’25”7) 名古屋大 (6’29”5)     ―     ― 

決 勝 慶応大  (6’23”8) 一橋大  (6’33”8) 商船大  (6’48”2)     ―     ― 
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開催年 レース 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1959 

 

(昭 34) 

 

 

予 選 

学習院大  (6’19”9) 立教大Ｂ        (4) 教育大         (3) 新潟大         (1) ―        

ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ (6’12”0) 明治大Ａ      (3/4) 法政大      (大差)        ―    ― 

立教大Ａ  (6’21”5) 大阪大        (3/4) 東北大       (3/4) 岡山大      (大差)    ― 

北海道大  (6’18”4) 東工大      (1-2/3) 中央大       (3/4) 東経大      (大差)    ― 

慶応大Ａ  (6’25”7) 関学大      (2-1/2) 商船大Ｂ   (1-1/2) 名工大         (2)    ― 

東京大Ａ  (6’31”2) 早稲田大     (大差) 慶応大Ｂ    (大差) 赤艇会         (2)    ― 

東京大Ｂ  (6’28”3) 商船大Ａ      (2/3) 早稲田Ａ       (2) 三田漕艇   (1-1/2)    ― 

一橋大    (6’19”4) 京都大          (2) 東経大Ａ       (4)        ―    ― 

早稲田Ｂ  (6’30”7) 名古屋大        (1) 明治大Ｂ     (1/2)        ―    ― 

 

 

敗復 1 

法政大    (6’38”3) 岡山大          (2) 教育大         (1)        ―    ― 

東北大    (6’30”0) 東経大Ｂ     (大差) 新潟大      (大差)        ―    ― 

中央大    (6’28”1) 名工大      (1-1/2) 慶応大Ｂ   (1-2/3)        ―    ― 

三田漕艇  (6’38”0) 商船大Ｂ    (2-1/2) 赤艇会         (1)        ―    ― 

東経大Ａ  (6’31”2) 早稲田Ａ      (1/3) 明治大Ｂ    (大差)        ―    ― 

 

 

二回戦 

ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ (6’26”0) 北海道大   (6’28”2) 慶応大    (6’31”9) 立教大 B  (6’54”9)    ― 

東京大Ａ  (6’30”7) 明治大     (6’36”3) 学習院大  (6’40”9) 早稲田 B  (6’48”2)    ― 

一橋大    (6’32”1) 東工大     (6’44”2) 立教大Ａ  (6’49”2) 関学大    (6’52”3)    ― 

東京大Ｂ  (6’42”4) 日本大     (6’42”5) 大阪大    (6’48”7)        ―    ― 

京都大    (6’40”1) 名古屋大   (6’45”0) 商船大Ａ  (6’51”1)        ―    ― 

 

敗復 2 

慶応大    (6’23”5) 東経大     (6’24”5) 立教大Ａ  (6’30”7) 大阪大    (6’38”8)    ― 

中央大    (6’26”9) 早稲田Ｂ   (6’32”5) 三田漕艇  (6’34”8) 名古屋大  (6’35”5)    ― 

日本大    (6’34”1) 関学大     (6’36”4) 法政大    (6’36”6) 立教大Ｂ  (6’49”0)    ― 

東北大    (6’13”1) 商船大     (6’17”4) 学習院大  (6’29”4)       ―    ― 

 

準決勝 

東京大Ａ  (6’31”6) 東工大     (6’37”7) 中央大    (6’38”1) 日本大    (6’46”1)    ― 

ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ (6’32”2) 京都大     (6’35”6) 東経大    (6’37”0) 早稲田大  (6’55”8)    ― 

一橋大    (6’38”0) 北海道大   (6’39”8) 明治大    (6’44”9) 商船大    (6’53”0)    ― 

東北大    (6’41”2) 慶応大     (6’41”2) 東京大Ｂ  (6’51”3) 関学大    (7’03”0)    ― 

決 勝 一橋大    (6’29”1) ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ  (6’29”2) 東北大    (6’30”8) 東京大    (6’34”5)    ― 

 

 

 

1960 

 

(昭 35) 

 

 

ローマ 

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 

代表戦 

 

 

予選 1 

京都大    (6’51”3) 明治大     (7’03”4) 学習院大    (棄権)       ―    ― 

東経大    (6’59”0) 東工大     (7’03”9) 関学大    (7’14”1)       ―    ― 

一橋大    (6’46”9) 早稲田大   (6’54”2) 名古屋大  (7’10”1)       ―    ― 

東京大    (6’40”1) 立教大     (6’55”1) 商船大    (7’04”4)       ―    ― 

東北大    (6’28”1) 慶応大     (6’31”4) 北海道大  (6’39”1)       ―    ― 

 

 

予選 2 

慶応大    (6’31”9) 京都大     (6’34”8)      ―       ―    ― 

明治大    (6’43”2) 東経大     (6’49”7)      ―       ―    ― 

一橋大    (6’42”9) 東工大     (6’55”6)      ―       ―    ― 

東京大    (6’42”8) 早稲田大   (7’00”5)      ―       ―    ― 

東北大    (6’34”6) 立教大     (6’58”9)      ―       ―    ― 

 

準決勝 

慶応大    (6’01”8) 一橋大     (6’02”1) 商船大    (6’30”2)       ―    ― 

東北大    (5’59”6) 明治大     (6’15”6) 早稲田大  (6’25”9)       ―    ― 

東京大    (6’04”5) 京都大     (6’08”2) 北海道大  (6’28”5)       ―    ― 

決 勝 東北大    (6’13”6) 東京大     (6’18”0) 慶応大    (6’19”9)       ―    ― 

 

 

 

 

 

 

1960 

 

(昭 35) 

 

 

予 選 

早稲田大  (6’35”1) 関西大     (6’39”2) 東経大    (6’50”0)       ―    ― 

東京大    (6’23”5) 北海道大   (6’30”6) 学習院大  (6’45”9)       ―    ― 

東北大    (6’36”8) 慶応大Ｂ   (6’38”5) 同志社大  (6’39”5)       ―    ― 

慶応大Ａ  (6’20”0) 明治大     (6’22”6) 立教大    (6’39”0)       ―    ― 

京都大    (6’22”5) 東工大     (6’25”5) 名工大    (6’50”0)       ―    ― 

一橋大    (6’29”9) 商船大     (6’51”6)      ―       ―    ― 

日本大    (6’36”0) 名古屋大   (6’39”0)      ―       ―    ― 

 

 

準々決 

東京大    (6’34”0) 早稲田大   (6’42”5) 慶応大Ｂ  (6’44”5)       ―    ― 

慶応大Ａ  (6’32”8) 東工大     (6’34”8) 北海道大  (6’46”5)       ―    ― 

明治大    (6’46”0) 関西大     (6’52”8) 東北大    (6’52”8)       ―    ― 

一橋大    (6’29”4) 学習院大   (6’53”8)      ―       ―    ― 

京都大    (6’29”0) 立教大     (6’49”8)      ―       ―    ― 

日本大    (6’36”0) 名古屋大   (6’38”0)      ―    ―    ― 

 

準決勝 

京都大    (6’23”8) 東工大     (6’28”8) 日本大    (6’34”2)    ―    ― 

東京大    (6’14”0) 一橋大     (6’15”0) 関西大    (6’39”2)    ―    ― 

慶応大    (6’13”0) 明治大     (6’19”0) 早稲田大  (6’34”1)    ―    ― 

決 勝 慶応大    (6’12”2) 京都大     (6’16”0) 東京大    (6’18”2)    ―    ― 

1961 予 選 立教大    (6’29”7) 立命館大        (1) 関学大     (30cm) 教育大      (大差)    ― 

明治大    (6’27”2) 中央大          (3) 東経大       (1/2) 専修大      (大差)    ―        .   
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開催年 レース 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 

 

 

1961 

 

(昭36) 

 

予 選 

大阪市大   (6’28”5) 一橋大         (1) 早稲田大   (1) 法政大   (大差)    ― 

東北大     (6’16”6) 京都大         (3) 学習院大      (2) 名工大      (大差)       ― 

東京大     (6’13”4) 慶応大       (2/3) 商船大        (2) 名古屋大      (2)    ― 

日本大     (6’24”8) 東工大         (3) 甲南大     (大差)    ―    ― 

 

準決勝 

東北大     (6’21”4) 慶応大    (6’23”6) 商船大    (6’27”8) 日本大    (6’33”0)    ― 

関学大     (6’30”5) 立命館大  (6’39”3) 立教大    (6’41”8) 大阪市大  (6’42”7)    ― 

東京大     (6’25”0) 教育大    (6’40”4) 明治大    (7’18”8)    ―    ― 

決 勝 東京大     (6’18”5) 東北大    (6’21”8) 関学大    (6’29”3)    ―    ― 

 

 

 

 

1962 

 

(昭37) 

 

 

予 選 

明治大     (6’36”0) 日本大    (6’37”2) 商船大    (6’46”9) 教育大    (7’01”8)    ― 

立教大     (6’36”5) 京都大    (6’41”0) 東京大    (6’41”9) 東経大    (6’43”1)    ― 

早稲田大   (6’30”8) 外語大    (6’32”4) 東北大    (6’33”5) 甲南大    (6’53”8)    ― 

立命館大   (6’43”4) 関西大    (6’45”1) 学習院大  (6’55”0) 法政大    (6’57”0)    ― 

慶応大     (6’34”1) 一橋大    (6’52”6) 名工大    (7’04”6)       ―    ― 

関学大     (6’42”4) 東工大    (6’56”5) 大阪大    (6’58”0)    ―    ― 

中央大     (6’44”9) 名古屋大  (7’01”6) 神戸大    (7’07”2)    ―    ― 

 

準決勝 

慶応大     (6’12”0) 一橋大    (6’27”9) 東京大    (6’30”0) 京都大    (6’34”0)    ― 

立教大     (6’18”5) 関学大    (6’21”3) 関西大    (6’37”8) 学習院大  (6’40”2)    ― 

早稲田大   (6’23”7) 日本大    (6’27”1) 商船大    (6’29”1) 立命館大  (6’34”2)    ― 

明治大     (6’18”7) 外語大    (6’19”4) 東北大    (6’23”5) 中央大    (6’37”5)    ― 

決 勝 慶応大     (6’18”1) 明治大    (6’21”0) 早稲田大  (6’32”1) 立教大    (6’34”0)    ― 

 

 

 

 

1963 

 

(昭38) 

 

 

予 選 

慶応大   (6’35”37) 同志社大 (6’36”32) 学習院大(6’43”20) 名工大     (不明)    ― 

中央大   (6’24”83) 早稲田大 (6’28”60) 大阪大  (6’40”51) 立命館大 (6’49”39)    ― 

立教大   (6’34”20) 明治大   (6’36”80) 日漕選抜(6’39”09) 商船大   (6’48”04)    ― 

外語大   (6’45”45) 甲南大   (6’50”12) 新潟大  (6’59”17)       ―    ― 

東北大   (6’27”03) 東京大   (6’27”43) 関学大  (6’38”42)    ―    ― 

北海道大 (6’57”54) 名古屋大 (7’00”24) 防衛大  (7’13”76)    ―    ― 

京都大   (7’08”75) 神戸大   (7’14”24) 東工大  (7’18”91)       ―    ― 

日本大   (6’48”07) 一橋大   (7’05”42) 東経大  (7’20”64)    ―    ― 

 

準決勝 

東京大   (6’19”16) 明治大   (6’22”29) 中央大  (6’22”63) 名古屋大 (6’32”28)    ― 

東北大   (6’21”76) 関学大   (6’24”34) 北海道大(6’30”56) 外語大   (6’34”69)    ― 

早稲田大 (6’20”76) 日漕選抜 (6’25”86) 同志社大(6’31”65) 京都大   (6’33”29)    ― 

日本大   (6’18”11) 立教大   (6’23”40) 大阪大  (6’32”47) 慶応大   (6’36”05)    ― 

決 勝 東京大   (6’52”52) 日本大   (6’55”80) 早稲田大(6’57”22) 東北大   (6’59”18)    ― 

 

1964 

 

(昭39) 

 

東京 

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 

代表戦 

 

 

予 選 

淡青会   (6’17”11) 明治大   (6’19”20) 東京大  (6’20”12) 金沢大   (6’23”52) 学習院大 (6’34”98) 

日漕選抜 (6’06”22) 名古屋大 (6’24”65) 立命館大(6’26”39) 関学大   (6’31”04) 関西大   (6’37”12)   

日本大   (6’09”95) 早稲田大 (6’13”41) 神戸大  (6’30”57) 東工大   (6’44”16)    ― 

東北大   (6’09”94) 一橋大   (6’16”00) 京都大  (6’22”30) 大阪大   (6’35”10)    ― 

敗復1 東京大   (6’18”34) 学習院大 (6’29”60) 神戸大  (6’30”76) 関学大   (6’37”70) 大阪大   (6’39”49)   

京都大   (6’30”35) 立命館大 (6’31”30) 金沢大  (6’31”83) 関西大   (6’40”25) 東工大   (6’51”99)   

準決勝 日本大   (6’16”32) 淡青会   (6’19”82) 東京大  (6’21”64) 名古屋大 (6’26”83) 一橋大   (6’28”01)   

日漕選抜 (6’03”75) 早稲田大 (6’13”34) 東北大  (6’17”11) 京都大   (6’34”57) 明治大   (6’37”90)   

敗復2 東京大   (6’16”86) 明治大   (6’17”51) 東北大  (6’27”87) 京都大   (6’27”87) 名古屋大 (6’57”94) 

決 勝 日漕選抜 (6’57”46) 明治大   (7’07”42) 淡青会   (7’11”60) 日本大   (7’14”26) 早稲田大 (7’16”42)   

 

 

1964 

 

(昭39) 

 

予 選 

東京大    (6’50”6) 早稲田大  (6’54”3) 北海道大  (6’54”3) 外語大    (7’13”2) 教育大   (7’19”40)   

慶応大    (6’52”0) 甲南大    (7’05”0) 日本大    (7’06”4) 中央大    (7’11”9)    ― 

明治大    (7’04”4) 一橋大    (7’14”3) 東工大    (7’36”3)       ―    ― 

 

準決勝 

日本大    (7’07”4) 早稲田大  (7’10”8)    ―    ―    ― 

甲南大    (7’13”3) 外語大    (7’21”1) 教育大    (7’28”4) 東工大    (7’35”0)    ― 

北海道大  (7’06”4) 中央大    (7’12”3) 一橋大    (7’19”3)    ―    ― 

決 勝 慶応大    (6’36”8) 北海道大  (6’39”3) 日本大    (6’42”5) 甲南大    (6’44”1)    ― 

 

 

 

1965 

 

(昭40) 

 

 

予 選 

慶応大    (6’06”1) 北海道大  (6’12”4) 東京大    (6’14”0) 京都大    (6’29”1)    ― 

早稲田大  (6’07”2) 日本大    (6’10”0) 商船大    (6’11”8) 名古屋大  (6’29”2)    ― 

東経大    (6’18”5) 一橋大    (6’21”5) 立命館大  (6’21”8)       ―    ― 

中央大    (6’18”5) 大阪市大  (6’22”0) 成蹊大    (6’39”5)    ―    ― 

明治大    (6’19”4) 東工大    (6’31”7) 防衛大    (6’39”6)    ―    ― 

立教大    (6’18”0) 東北大    (6’19”3) 同志社大  (6’31”7)    ―    ― 

 

準決勝 

慶応大   (6’21”04) 東京大   (6’24”90) 明治大  (6’33”40) 一橋大   (6’39”70)    ― 

早稲田大 (6’28”15) 商船大   (6’31”10) 大阪市大(6’32”50) 立教大   (6’34”80)    ― 

東経大   (6’32”70) 北海道大 (6’33”40) 東工大  (6’45”40)       ―    ― 

日本大   (6’24”00) 中央大   (6’27”20) 東北大  (6’27”30)    ―    ― 

決 勝 早稲田大 (6’42”50) 日本大   (6’44”80) 慶応大  (6’45”10) 東経大   (6’53”10)    ― 
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 開催年 レース 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 

 

 

 

1966 

 

(昭41) 

 

 

  

 

 

予 選 

 

京都大    (6’26”5) 東京大     (6’32”4) 広島大    (6’45”6) 大阪市大    (棄権)    ― 

大阪大    (6’24”1) 北海道大   (6’26”0) 東北大    (6’29”3) 名古屋大   (6’40”8)    ― 

中央大    (6’16”4) 慶応大     (6’20”5) 明治大    (6’31”1) 東工大     (6’52”2)    ― 

早稲田大  (6’11”6) 一橋大     (6’20”5) 日本大    (6’21”2) 関学大      (棄権)    ― 

外語大    (6’24”8) 法政大     (6’25”2) 学習院大  (6’44”2)    ―    ― 

同志社大  (6’28”8) 防衛大     (6’41”6) 桜門艇友   (大差)    ―    ― 

準決勝 慶応大    (6’10”0) 京都大     (6’13”4) 中央大    (6’15”4) 東京大     (6’15”7) 外語大     (6’18”9) 

早稲田大  (6’05”7) 同志社大   (6’09”8) 一橋大    (6’13”3) 明治大     (6’20”8) 大阪大     (6’27”3) 

決 勝 早稲田大  (6’08”2) 慶応大     (6’13”2) 同志社大  (6’15”1) 京都大     (6’15”4)    ― 

 

 

 

 

 

1967 

 

(昭42) 

 

 

  

 

 

予 選 

 

大阪大    (6’16”1) 日本大     (6’18”1) 京都大    (6’40”4)       ―    ― 

名工大    (6’32”8) 関西大     (6’39”2) 東経大    (6’45”0)    ―    ― 

一橋大    (6’28”0) 東北大     (6’40”5) 学習院大  (棄権)    ―    ― 

外語大    (6’21”8) 大阪市大   (6’23”8) 慶応大    (6’24”4)       ―    ― 

早稲田大  (6’22”5) 東京大     (6’27”3) 東工大    (6’32”5)    ―    ― 

ﾄﾖﾀ自工   (6’23”3) 北海道大   (6’26”0) 明治大    (6’50”7) 立教大   (棄権)    ― 

法政大    (6’21”8) 同志社大   (6’24”3) 九州大    (6’25”9) 中央大   (棄権)    ― 

 

 

敗 復 

慶応大    (6’19”4) 日本大     (6’21”4) 北海道大  (6’38”2)       ―    ― 

同志社大  (6’31”1) 東工大     (6’34”0) 関西大    (6’35”8)    ―    ― 

東北大    (6’27”2) 京都大     (6’30”0) 明治大    (6’49”0)    ―    ― 

大阪市大  (6’28”4) 東経大     (6’32”1) 九州大    (6’41”3)       ―    ― 

東京大    (6’40”4)    ―    ―    ―    ― 

 

準決勝 

同志社大  (6’24”4) 大阪大     (6’25”7) 早稲田大  (6’27”4)       ―    ― 

名工大    (6’24”1) 東北大     (6’24”8) ﾄﾖﾀ自工   (6’26”3)    ―    ― 

一橋大    (6’16”2) 大阪市大   (6’18”8) 法政大    (6’23”8)    ―    ― 

外語大    (6’17”3) 慶応大     (6’20”5) 東京大    (6’22”4)       ―    ― 

決 勝 一橋大    (6’24”5) 同志社大   (6’28”4) 外語大    (6’30”0) 名工大     (6’38”0)    ― 

 

 

1968 

 

(昭43) 

 

 

予 選 

 

慶応大    (6’06”2) 一橋大     (6’08”4) 外語大    (6’23”0)       ―    ― 

名古屋大  (6’27”7) 商船大     (6’28”5) 名工大    (6’32”0)    ―    ― 

東北大    (6’13”3) 日本大     (6’18”8) 北海道大  (6’20”8)    ―    ― 

同志社大  (6’02”1) 東京大     (6’15”2) 明治大    (6’19”3)       ―    ― 

早稲田大  (6’08”8) 京都大     (6’12”2) ﾄﾖﾀ自工   (6’15”9)    ―    ― 

準決勝 慶応大    (6’18”7) 早稲田大   (6’21”4) 京都大    (6’17”1) 東北大     (6’32”9)    ― 

同志社大  (6’15”0) 一橋大     (6’17”1) 明治大    (6’26”8) 名古屋大   (6’54”3)    ― 

決 勝 同志社大  (6’01”4) 慶応大     (6’02”2) 早稲田大  (6’07”3) 一橋大     (6’14”6)    ― 

  

 

 

 

1969 

 

(昭44) 

 

 

 

 

 

 

予 選 

同志社大  (6’13”2) 慶応大     (6’16”6) 北海道大  (6’20”5) 竜谷大     (6’37”3) 金沢大     (6’43”3) 

東京大    (6’19”6) 京都大     (6’32”4) 広工大    (7’00”0) 関西大      (棄権) 法政大     (棄権) 

ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ大  (6’17”4) 日本大     (6’27”0) 中央大    (6’36”3) 神戸大     (6’37”0) ﾄﾖﾀ自工    (6’49”4) 

早稲田大  (6’25”7) 外語大     (6’35”4) 明治大    (6’39”1) 東工大     (6’54”2)    ― 

一橋大    (6’35”3) 名古屋大   (6’50”1) 大阪大     (棄権) 大阪市大    (棄権)    ― 

 

敗 復 

北海道大  (6’56”4) ﾄﾖﾀ自工    (7’07”8) 明治大    (7’09”1)    ―    ― 

広工大    (7’05”0) 金沢大     (7’07”4) 神戸大    (7’11”3) 東工大     (7’11”9)    ― 

中央大    (6’55”2) 竜谷大     (7’00”0)    ―    ―    ― 

 

 

準決勝 

慶応大    (6’19”8) 外語大     (6’23”4) 金沢大    (6’45”8)       ―    ― 

早稲田大  (6’26”2) 日本大     (6’28”8) 中央大    (6’39”6)    ―    ― 

同志社大  (6’20”3) 名古屋大   (6’50”3) ﾄﾖﾀ自工   (6’52”3)    ―    ― 

東京大    (6’27”6) 北海道大   (6’30”7) 京都大    (6’33”3)       ―    ― 

ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ大  (6’29”6) 一橋大     (6’42”2) 広工大    (6’55”6)    ―    ― 

決 勝 同志社大  (6’04”3) 慶応大     (6’09”2) ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ大  (6’10”4) 東京大     (6’11”5) 早稲田大   (6’16”7) 

 

 

 

1970 

 

(昭45) 

 

 

予 選 

北海道大  (6’46”6) 同志社大   (6’46”8) 名古屋大  (6’55”5) 大阪府大   (7’04”5) 山口大     (7’09”8) 

早稲田大  (6’36”5) 竜谷大     (6’45”7) 外語大    (6’53”1) 商船大     (7’00”0) 東経大     (7’05”3) 

一橋大    (6’49”2) 東工大     (7’01”2) 明治大    (7’04”2) 立命館大   (7’05”3)    ― 

東京大    (6’32”2) 日本大     (6’34”5) 大阪市大  (6’47”1)    ―    ― 

慶応大    (6’19”4) 京都大     (6’35”3) 大阪大    (6’45”4) 東医歯大   (6’55”0)    ― 

 

敗 復 

日本大    (6’33”1) 名古屋大   (6’49”6) 山口大    (6’50”7) 東医歯大   (6’56”9)    ― 

外語大    (6’34”3) 京都大     (6’36”5) 商船大    (6’48”8) 東経大     (6’50”2)    ― 

大阪市大  (6’33”2) 立命館大   (6’39”7) 東工大    (6’40”9) 大阪大     (6’41”6)    ― 

同志社大  (6’28”5) 竜谷大     (6’31”5) 大阪府大  (6’37”5) 明治大     (6’45”6)    ― 

 

準決勝 

慶応大    (6’54”5) 同志社大   (7’04”5) 一橋大    (7’08”2) 外語大     (7’13”0) 京都大     (7’14”3) 

東京大    (6’55”5) 北海道大   (6’57”2) 大阪市大  (7’04”4) 竜谷大     (7’11”6) 立命館大   (7’25”9) 

日本大    (6’42”1) 早稲田大   (6’44”2) 名古屋大  (7’13”5)    ―    ― 

決 勝 慶応大    (6’42”5) 日本大     (6’56”1) 北海道大  (6’56”4) 東京大     (6’59”6) 同志社大   (7’02”2) 
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1971 

 

(昭46) 

 

予 選 

慶応大    (6’21”1) 日本大     (6’26”6) 早稲田大  (6’28”4) 中央大    (6’33”5) 法政大     (棄権) 

東京大    (6’11”8) 防衛大     (6’15”9) 一橋大    (6’28”2) 外語大    (6’31”1) 神戸大    (6’37”6) 

同志社大  (6’22”7) 京都大     (6’26”7) 山口大    (6’36”0) 明治大    (6’45”9)       ― 

北海道大  (6’29”1) 東工大     (6’32”2) 大阪大    (6’32”5) 立教大    (6’43”6)       ― 

 

敗 復 

防衛大    (6’23”3) 外語大     (6’25”5) 明治大    (6’27”2) 東工大    (6’36”5) 立教大    (6’37”0) 

早稲田大  (6’25”4) 日本大     (6’38”0) 大阪大    (6’40”0) 神戸大    (6’43”6)       ― 

中央大    (6’31”0) 京都大     (6’31”5) 一橋大    (6’33”2) 山口大    (6’46”1)       ― 

準決勝 東京大    (6’31”5) 北海道大   (6’37”9) 日本大    (6’39”6) 防衛大    (6’45”1) 中央大    (6’47”4) 

早稲田大  (6’42”4) 慶応大     (6’44”8) 同志社大  (6’48”0) 外語大    (6’51”6) 京都大    (6’54”8) 

決 勝 東京大    (6’31”2) 早稲田大   (6’33”0) 慶応大    (6’46”3) 北海道大  (6’48”2)       ― 

  

 

 

 

1972 

 

(昭47) 

 

 

予 選 

東レ滋賀  (6’16”3) 早稲田大   (6’37”6) 静岡大    (6’42”3) 庄内川ク  (6’50”0) 小樽商大  (6’55”3) 

日本大    (6’23”9) 大阪市大   (6’25”7) 京都大    (6’36”6) 一橋大    (6’41”4) 山口大    (6’47”2) 

東京大    (6’18”8) 中央大     (6’27”7) 同志社大  (6’27”8) 東経大    (6’31”3) 大阪府大  (6’39”4) 

慶応大    (6’23”7) 防衛大     (6’42”6) 東北大    (6’42”9) 神戸大    (6’45”0) 檀国大    (7’14”2) 

明治大    (6’35”0) 北海道大   (6’38”6) 法政大    (6’41”6) 外語大    (6’51”2) 商船大    (6’51”5) 

 

 

敗 復 

早稲田大  (6’24”3) 京都大     (6’35”3) 山口大    (6’42”7) 庄内川ク  (6’43”5)       ― 

北海道大  (6’32”6) 東経大     (6’35”7) 神戸大    (6’42”6) 外語大    (6’47”9)    ― 

同志社大  (6’30”5) 大阪府大   (6’34”1) 商船大    (6’35”9) 東北大    (6’47”7)    ― 

中央大    (6’32”6) 防衛大     (6’35”0) 一橋大    (6’36”6) 小樽商大  (6’49”8)       ― 

大阪市大  (6’26”4) 法政大     (6’28”4) 静岡大    (6’28”6) 檀国大    (7’01”8)    ― 

 

 

準決勝 

早稲田大  (6’42”9) 明治大     (6’59”4) 東経大    (7’04”3)       ―       ― 

大阪市大  (6’45”3) 日本大     (6’48”1) 京都大    (6’54”3)    ―    ― 

東京大    (6’38”6) 同志社大   (6’41”3) 大阪府大  (6’53”2)    ―    ― 

慶応大    (6’40”1) 防衛大     (6’42”3) 法政大    (7’06”3)       ―       ― 

東レ滋賀  (6’21”9) 北海道大   (6’43”7) 中央大    (6’50”9)    ―    ― 

決 勝 東レ滋賀  (6’13”0) 早稲田大   (6’18”7) 慶応大    (6’22”3) 東京大    (6’26”0) 大阪市大  (6’41”8) 

 

  

 

 

 

1973 

 

(昭48) 

 

 

 

 

 

予 選 

北海道大  (6’31”3) 大阪市大   (6’43”8) 東京大    (6’45”1) 東経大    (6’47”3) 九州大    (6’50”2) 

鹿児島大  (6’37”0) 商船大     (6’39”3) 東工大    (6’51”0) 名工大    (6’53”8) 名古屋大  (7’16”1) 

同志社大  (6’24”4) 韓国士官   (6’29”3) 明治大    (6’41”8) 中央大    (6’46”3) 防衛大    (6’50”3) 

大阪府大  (6’45”1) 一橋大     (6’52”1) 京都大    (6’52”6) 法政大    (6’54”4) 小樽商大  (6’59”2) 

日本大    (6’43”5) 早稲田大   (6’44”1) 立命館大  (6’45”1) 慶応大    (6’51”2) 神戸大    (7’01”1) 

新潟大    (6’41”9) 東北大     (6’47”8) 大阪工大  (6’50”8) 関西院大  (6’50”9) 庄内川ク  (7’11”0) 

 

 

敗 復 

韓国士官  (6’29”1) 東北大     (6’32”2) 法政大    (6’52”3) 九州大    (6’56”2) 小樽商大  (6’58”1) 

商船大    (6’43”7) 防衛大     (6’46”5) 東経大    (6’49”6) 名工大    (6’52”0) 神戸大    (6’58”0) 

明治大    (6’34”9) 中央大     (6’37”4) 大阪工大  (6’39”2) 京都大    (6’46”6) 庄内川ク  (7’01”2) 

早稲田大  (6’34”8) 関西院大   (6’36”6) 東京大    (6’36”7) 一橋大    (6’52”9) 名古屋大  (7’08”9) 

大阪市大  (6’35”9) 立命館大   (6’37”7) 東工大    (6’40”1) 慶応大    (6’47”0)       ― 

 

準決勝 

 

同志社大  (6’19”4) 明治大     (6’22”6) 防衛大    (6’40”6) 大阪市大  (6’42”6)    ― 

北海道大  (6’22”8) 早稲田大   (6’24”7) 関西院大  (6’35”4) 商船大    (6’37”7)    ― 

韓国士官  (6’18”7) 鹿児島大   (6’21”1) 大阪府大  (6’36”9) 中央大    (6’38”1)       ― 

日本大    (6’21”6) 立命館大   (6’25”5) 東北大    (6’25”8) 新潟大    (6’31”7)    ― 

決 勝 同志社大  (6’21”0) 日本大     (6’22”4) 北海道大  (6’23”4) 韓国士官  (6’26”0)       ― 

 

 

 

1974 

 

(昭49) 

 

予 選 

明治大    (6’25”3) 法政大     (6’27”5) 一橋大    (6’29”0) 同志社大  (6’33”6) 東京大    (6’48”2) 

東大淡青  (6’25”7) ﾄﾖﾀ自工    (6’31”6) 東北大    (6’32”2) 早稲田大  (6’41”9) 都立大    (6’54”8) 

東レ      (6’16”4) 警視庁     (6’44”1) 防衛大    (6’49”8) 学習院大  (6’50”9)       ― 

日本大    (6’17”4) 北海道大   (6’22”8) 慶応大    (6’35”4) 三菱商事  (7’07”5)       ― 

 

敗 復 

一橋大    (6’42”6) ﾄﾖﾀ自工    (6’44”0) 東京大    (6’46”5) 警視庁    (7’00”3) 三菱商事  (7’20”2) 

法政大    (6’37”9) 東北大     (6’41”9) 早稲田大  (6’46”7) 防衛大    (7’09”9) 都立大    (7’16”3) 

同志社大  (6’36”1) 北海道大   (6’37”2) 慶応大    (6’40”3) 学習院大  (7’14”6)       ― 

準決勝 日本大    (6’22”2) 明治大     (6’25”6) 北海道大  (6’32”3) 法政大    (6’32”4) ﾄﾖﾀ自工   (6’43”9) 

東レ      (6’18”4) 同志社大   (6’20”0) 東大淡青  (6’30”5) 一橋大    (6’34”2) 東北大    (6’34”6) 

決 勝 東レ      (6’19”0) 日本大     (6’24”9) 同志社大  (6’27”9) 明治大    (6’33”1)       ― 

 

1975 

 

(昭50) 

 

大学 

選手権 

 

 

予 選 

京都大  (6’31”2) 中央大   (6’34”3) 早大理工  (6’37”9) 関西院大  (6’40”4) 商船大    (7’13”7) 

東京大  (6’43”4) 防衛大     (6’52”2) 早稲田大  (6’53”0) 山口大    (7’04”2)       ― 

東北大  (6’30”9) 日本大     (6’45”0) 明治大    (6’47”5) 神戸大    (6’51”9)    ― 

立命館大 (6’47”7) 東工大     (6’54”1) 一橋大    (7’07”8) 熊本大    (7’24”2)    ― 

同志社大 (6’40”9) 大阪市大   (7’00”8) 慶応大    (7’00”9) 小樽商大  (7’06”6)       ― 

 

敗 復 

日本大  (6’24”4) 明治大     (6’26”3) 小樽商大  (6’51”5) 山口大    (6’54”2)    ― 

一橋大  (6’28”0) 関西院大   (6’31”2) 神戸大    (6’35”2) 慶応大    (6’36”4)       ― 

早大理工 (6’25”5) 大阪市大   (6’28”0) 商船大    (6’30”5) 防衛大    (6’37”0)    ― 



 - 192 - 

開催年 レース 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 

 

1975 

 

(昭50) 

敗 復 東工大    (6’21”0) 中央大    (6’21”7) 早稲田大  (6’23”7) 熊本大    (6’51”8)       ― 

 

準決勝 

立命館大  (6’25”1) 一橋大    (6’33”6) 東京大    (6’34”2) 関西院大  (6’38”4)    ― 

同志社大  (6’28”6) 東工大    (6’37”3) 大阪市大  (6’50”4)       ―    ― 

京都大    (6’32”4) 明治大    (6’33”7) 中央大    (6’46”4)    ―       ― 

東北大    (6’25”4) 早大理工  (6’35”5) 日本大    (6’48”1)    ―    ― 

決 勝 東北大    (6’18”3) 立命館大  (6’20”5) 同志社大  (6’25”3) 京都大    (6’38”3)    ― 

 

1975 

 

(昭50) 

 

全日本 

選手権 

 

予 選 

東レ      (6’50”4) 日本大    (7’12”5) 中央大    (7’18”9) 明治大    (7’24”5) 東経大  (7’50”2) 

日漕選抜  (6’55”6) 同志社大  (6’56”6) 東工大    (7’08”3) 北海道大  (7’24”9)       ― 

東北大    (7’07”4) 早稲田大  (7’12”7) 警視庁    (7’21”5) 防衛大    (7’24”4)    ― 

敗 復 日本大    (6’49”3) 東工大    (6’50”9) 警視庁    (6’54”6) 防衛大    (7’02”4) 東経大  (7’19”4) 

同志社大  (6’42”8) 早稲田大  (6’46”0) 中央大    (6’50”0) 明治大    (6’50”2) 北海道大 (6’52”2) 

準決勝 日漕選抜  (6’33”0) 東北大    (6’36”4) 日本大    (6’44”5) 警視庁    (6’54”6) 中央大  (6’50”0) 

東レ      (6’33”0) 早稲田大  (6’39”2) 同志社大  (6’41”7) 東工大    (6’45”6)       ― 

決 勝 日漕選抜  (6’32”1) 東北大    (6’39”1) 東レ      (6’44”1) 早稲田大  (6’50”9)    ― 

 

 

 

1976 

 

(昭51) 

 

 

大学 

選手権 

 

 

予 選 

立命館大  (6’17”0) 福島大    (6’22”5) 一橋大    (6’28”6) 中央大    (6’31”6) 東北大  (6’52”7) 

日本大    (6’15”2) 京都大    (6’22”2) 北海道大  (6’24”0) 筑波大    (6’33”3) 小樽商大 (6’48”4) 

明治大    (6’21”6) 早大理工  (6’37”6) 佐賀大    (6’38”7) 法政大    (6’47”8) 山口大  (6’49”6) 

東京大    (6’22”9) 同志社大  (6’23”9) 関学大    (6’28”6) 大阪市大  (6’43”9) 神戸大  (6’55”6) 

早稲田大  (6’30”2) 東工大    (6’35”0) 商船大    (6’37”0) 大阪府大  (6’44”4)    ― 

 

敗 復 

一橋大    (6’41”0) 北海道大  (6’50”7) 佐賀大    (6’57”3) 神戸大    (7’02”1) 大阪市大 (7’02”5) 

同志社大  (6’33”7) 早大理工  (6’42”2) 大阪府大  (6’45”4) 東北大    (6’47”3) 関学大  (6’47”9) 

中央大    (6’38”3) 福島大    (6’40”5) 法政大    (6’51”7) 筑波大    (6’54”0) 山口大  (7’02”6) 

京都大    (7’01”1) 商船大    (7’02”9) 東工大    (7’06”8) 小樽商大  (7’20”4)    ― 

 

準決勝 

日本大    (6’20”7) 早稲田大  (6’24”4) 京都大    (6’28”9) 同志社大  (6’30”9) 北海道大 (6’42”2) 

立命館大  (6’31”5) 東京大    (6’33”4) 早大理工  (6’35”6) 中央大    (6’37”6) 商船大  (6’42”5) 

明治大    (6’27”6) 一橋大    (6’29”5) 福島大    (6’43”8)    ―    ― 

決 勝 立命館大  (6’42”0) 明治大    (6’43”3) 日本大    (6’45”4) 早稲田大  (6’52”7) 東京大  (6’55”1) 

 

 

 

1977 

 

(昭52) 

 

 

大学 

選手権 

 

 

予 選 

同志社大 (6’22”43) 新潟大   (6’26”42) 早稲田大 (6’32”40) 小樽商大 (6’42”22) 筑波大  (6’43”17) 

日本大   (6’22”13) 立命館大 (6’26”63) 京都大   (6’26”85) 明治大   (6’37”50) 中京大  (6’48”44) 

東京大   (6’27”08) 福島大   (6’35”16) 商船大   (6’40”16) 金沢大  (6’41”81)       ― 

北海道大 (6’28”80) 東工大   (6’34”41) 大阪市大 (6’34”90) 立教大   (6’40”84)    ― 

中央大   (6’16”74) 一橋大   (6’17”03) 早大理工 (6’39”87) 防衛大  (6'49”99)    ― 

 

敗 復 

京都大   (6’39”29) 早稲田大 (6’41”08) 金沢大   (6’42”88) 立教大   (6’49”25) 防衛大   (6’54”58) 

東工大   (6’34”04) 立命館大 (6’36”20) 商船大   (6’37”40) 小樽商大 (6’37”50)       ― 

新潟大   (6’08”95) 早大理工 (6’22”93) 大阪市大 (6’40”64) 筑波大   (6’43”91)    ― 

一橋大   (6’27”68) 福島大   (6’31”61) 明治大   (6’36”04) 中京大   (6’49”10)    ― 

 

準決勝 

中央大   (6’27”30) 一橋大   (6’29”12) 北海道大 (6’30”13) 立命館大 (6’33”92) 京都大   (6’46”92) 

東京大   (6’27”90) 日本大   (6’28”91) 東工大   (6’29”84) 早稲田大 (6’32”83) 新潟大   (6’35”32) 

同志社大 (6’31”28) 福島大   (6’38”25) 早大理工 (6’42”65)    ―    ― 

決 勝 東京大   (6’31”58) 中央大   (6’??”92) 一橋大   (6’35”91) 同志社大 (6’35”95) 日本大   (6’40”77) 

 

 

 

1978 

 

(昭53) 

 

 

大学 

選手権 

 

 

予 選 

中央大   (6’33”50) 京都大   (6’40”10) 関西院大 (6’41”94) 立教大   (6’50”42) 名工大   (7’03”91) 

筑波大   (6’33”81) 商船大   (6’51”03) 慶応大   (6’52”51) 東経大   (7’00”40) 静岡大   (7’00”56) 

東北大   (6’35”40) 一橋大   (6’51”58) 立命館大 (6’54”04) 小樽商大 (6’56”57) 金沢大   (7’07”53) 

北海道大 (6’41”23) 早稲田大 (6’49”99) 防衛大   (6’54”10) 鹿児島大 (6’58”35) 熊本大   (7’14”60) 

東京大   (6’38”23) 滋賀大   (6’39”80) 日本大   (6’41”85) 法政大   (6’44”28) 早大理工 (6’47”29) 

 

敗 復 

立命館大 (7’03”65) 関西院大 (7’10”31) 法政大   (7’10”96) 防衛大   (7’13”33) 熊本大   (7’22”74) 

日本大   (6’59”36) 早大理工 (7’00”75) 小樽商大 (7’09”97) 金沢大   (7’17”00) 慶応大   (7’22”01) 

一橋大   (7’01”80) 京都大   (7’04”07) 早稲田大 (7’08”88) 鹿児島大 (7’23”21) 名工大   (7’31”82) 

滋賀大   (7’08”96) 商船大   (7’14”24) 静岡大   (7’18”60) 立教大   (7’19”54) 東経大   (7’20”95) 

 

準決勝 

東北大   (6’26”78) 一橋大   (6’29”75) 東京大   (6’30”22) 商船大   (6’43”56) 立命館大 (6’47”88) 

北海道大 (6’31”56) 筑波大   (6’33”17) 早大理工 (6’36”11) 京都大   (6’48”83)       ― 

中央大   (6’32”88) 日本大   (6’34”88) 滋賀大   (6’43”68) 関西院大 (6’53”04)    ― 

決 勝 東北大   (6’26”46) 日本大   (6’28”74) 筑波大   (6’29”77) 北海道大 (6’39”24) 一橋大   (6’43”37) 

全日本 決 勝 東北大   (6’33”47) 北海道大 (6’36”58) 東レ滋賀 (6’42”34) 住金鹿島 (6’45”65) 筑波大   (6’46”62) 

 

 

1979 

 

(昭54) 

 

 

予 選 

東京大   (6’15”50) 筑波大   (6’24”89) 北海道大 (6’33”49) 早稲田大 (6’35”12) 大阪市大 (6’45”80) 

明治大   (6’23”80) 法政大   (6’37”16) 防衛大   (6’38”90) 早大理工 (6’39”27) 中央大   (6’39”27) 

慶応大   (6’26”50) 金沢大   (6’28”84) 立教大   (6’30”20) 滋賀大   (6’36”99) 竜谷大   (6’50”86) 

東北大   (6’22”37) 鳥取大   (6’43”95) 大阪大   (6’54”40) 小樽商大 (7’01”64) 大阪府大 (7’07”79) 

同志社大 (6’22”48) 京都大   (6’36”42) 東工大   (6’44”35) 東経大   (6’46”79) 関学大   (6’47”30) 

 

敗 復 

 

京都大   (6’41”28) 早稲田大 (6’44”35) 福島大   (6’48”77) 大阪市大 (6’50”50) 東経大   (6’51”27) 

北海道大 (6’30”08) 滋賀大   (6’32”25) 関学大   (6’37”80) 東工大   (6’51”20) 大阪府大 (6’56”18) 

新潟大   (6’35”16) 鳥取大   (6’37”65) 立教大   (6’39”69) 法政大   (6’41”96) 小樽商大 (6’43”32) 
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開催年 レース 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 

 

1979 

 

(昭54) 

 

大学 

選手権 

敗 復 日本大   (6’31”34) 立命館大 (6’35”03) 金沢大   (6’36”05) 防衛大   (6’45”00) 熊本大   (6’47”25) 

筑波大   (6’27”28) 中央大   (6’34”55) 早大理工 (6’41”60) 大阪大   (6’48”27) 竜谷大   (6’49”98) 

 

 

準決勝 

筑波大   (6’20”32) 慶応大   (6’27”40) 早稲田大 (6’29”43)       ―       ― 

明治大   (6’09”00) 京都大   (6’12”58) 北海道大 (6’16”78)    ―    ― 

同志社大 (6’04”81) 鳥取大   (6’24”32) 日本大   (6’27”18)    ―    ― 

東北大   (6’19”95) 滋賀大   (6’27”45) 新潟大   (6’31”95)       ―       ― 

東京大   (6’14”43) 中央大   (6’16”84)    ―    ―    ― 

決 勝 東北大   (6’02”00) 同志社大 (6’04”26) 東京大   (6’05”84) 明治大   (6’12”38) 筑波大   (6’17”74) 

全日本 決 勝 東京大   (6’08”54) 東北大   (6’12”28) 同志社大 (6’15”31) 東レ滋賀 (6’27”08) 東大旭   (6’44”40) 

 

 

 

1980 

 

(昭55) 

 

 

大学 

選手権 

 

 

予 選 

中央大   (6’23”56) 一橋大   (6’26”49) 日本大   (6’27”43) 神戸大   (6’50”99) 大阪大   (6’51”03) 

明治大   (6’14”38) 筑波大   (6’18”53) 京都大   (6’20”46) 早大理工 (6’21”33) 東経大   (6’47”56) 

東北大   (6’14”97) 北海道大 (6’24”18) 東京大   (6’30”74) 慶応大   (6’34”18) 滋賀大   (6’34”90) 

立教大   (6’27”06) 山口大   (6’30”32) 東工大   (6’39”16) 法政大   (6’41”09) 金沢大   (6’46”85) 

同志社大 (6’23”74) 立命館大 (6’26”11) 関西院大 (6’30”99) 早稲田大 (6’47”82)    ― 

 

敗 復 

北海道大 (6’38”56) 滋賀大   (6’41”08) 立命館大 (6’41”29) 東工大   (6’47”59) 大阪大   (7’03”96) 

一橋大   (6’29”13) 早大理工 (6’32”63) 慶応大   (6’41”05) 神戸大   (6’49”77) 法政大   (6’50”77) 

京都大   (6’27”05) 日本大   (6’28”66) 関西院大 (6’30”46) 東経大   (6’38”99) 金沢大   (6’51”28) 

東京大   (6’26”72) 筑波大   (6’31”42) 早稲田大 (6’44”13) 山口大   (6’46”38)    ― 

 

準決勝 

明治大   (6’15”72) 東京大   (6’15”77) 早大理工 (6’23”68) 立教大   (6’25”27) 筑波大   (6’25”29) 

東北大   (6’14”97) 同志社大 (6’15”88) 京都大   (6’17”98) 一橋大   (6’23”69) 北海道大 (6’25”92) 

中央大   (6’21”34) 日本大   (6’23”09) 滋賀大   (6’38”53)    ―    ― 

決 勝 東北大   (6’14”18) 明治大   (6’20”73) 東京大   (6’22”90) 同志社大 (6’23”86) 中央大   (6’28”03) 

全日本 決 勝 東京大   (6’16”26) 東北大   (6’23”41) 明治大   (6’26”09) 早稲田大 (6’37”11) 東大B   (6’37”94) 

 

 

 

1981 

 

(昭56) 

 

 

 

大学 

選手権 

 

 

予 選 

明治大   (6’14”16) 中央大   (6’22”31) 筑波大   (6’24”90) 慶応大   (6’26”04) 早稲田大 (6’28”60) 

東京大   (6’17”76) 鹿児島大 (6’35”50) 防衛大   (6’38”49) 同志社大 (6’49”10) 山口大   (7’03”61) 

日本大   (6’24”46) 竜谷大   (6’39”74) 北海道大 (6’44”51) 早大理工 (6’47”18) 金沢大   (6’56”75) 

京都大   (6’37”68) 商船大   (6’39”29) 滋賀大   (6’43”45) 立教大   (6’47”51) 立命館大 (6’57”97) 

一橋大   (6’17”48) 法政大   (6’17”73) 東北大   (6’23”77) 関西院大 (6’36”77) 大阪大   (6’56”32) 

 

敗 復 

法政大   (6’26”92) 防衛大   (6’33”94) 同志社大 (6’37”12) 関西院大 (6’38”87) 大阪大   (6’39”18) 

中央大   (6’23”02) 商船大   (6’25”82) 鹿児島大 (6’36”19) 金沢大   (6’54”06) 立教大   (6’55”26) 

東北大   (6’14”68) 早稲田大 (6’24”34) 立命館大 (6’28”39) 竜谷大   (6’38”94) 早大理工 (6’44”12) 

慶応大   (6’20”96) 筑波大   (6’23”63) 山口大   (6’29”09) 北海道大 (6’35”10) 滋賀大   (6’38”14) 

 

準決勝 

早稲田大 (6’21”16) 筑波大   (6’23”71) 明治大   (6’26”73)       ―       ― 

中央大   (6’16”56) 一橋大   (6’18”79) 商船大   (6’40”57)    ―    ― 

東京大   (6’15”99) 法政大   (6’25”84) 慶応大   (6’34”37)    ―    ― 

東北大   (6’19”44) 日本大   (6’23”04) 京都大   (6’39”20)    ―       ― 

決 勝 東京大   (6’01”25) 中央大   (6’03”13) 東北大   (6’03”85) 早稲田大 (6’23”03)    ― 

全日本 決 勝 東京大   (6’08”56) 東北大   (6’18”96) 中央大   (6’21”40) ﾄﾖﾀ自工  (6’22”55) 東大B   (6’25”44) 

 

 

1982 

 

(昭57) 

 

 

 

大学 

選手権 

 

 

予 選 

一橋大   (6’04”11) 滋賀大   (6’10”16) 法政大   (6’10”29) 京都大   (6’18”93) 商船大   (6’38”46) 

早稲田大 (5’56”92) 学習院大 (6’06”34) 東工大   (6’12”79) 関西大   (6’21”47) 早大理工 (6’28”50) 

東北大  (6’02”55) 慶応大   (6’15”83) 防衛大   (6’17”33) 九州大   (6’32”65) 立教大   (6’36”37) 

日本大   (5’59”31) 北海道大 (6’09”92) 明治大   (6’10”12) 神戸大   (6’36”64) 東京理大 (6’50”57) 

東京大   (6’02”06) 同志社大 (6’18”89) 大阪大   (6’31”88) 筑波大   (6’32”26) 中京大   (6’53”72) 

 

敗 復 

京都大   (6’28”29) 学習院大 (6’31”23) 防衛大   (6’32”82) 神戸大   (6’56”10) 立教大   (7’03”10) 

同志社大 (6’30”13) 北海道大 (6’32”48) 商船大   (6’44”32) 慶応大   (6’44”80) 九州大   (6’55”30) 

関西大   (6’35”92) 東工大   (6’38”45) 明治大   (6’41”83) 大阪大   (6’44”24) 東京理大 (7’05”87) 

法政大   (6’30”33) 滋賀大   (6’32”05) 筑波大   (6’32”95) 早大理工 (6’46”31) 東京理大 (7’05”87) 

 

準決勝 

一橋大   (7’00”77) 東北大   (7’02”42) 東工大   (7’07”21) 京都大   (7’09”70)       ― 

東京大   (7’00”43) 同志社大 (7’07”65) 関西大   (7’10”33)       ―    ― 

法政大   (7’01”11) 日本大   (7’01”62) 北海道大 (7’10”15)    ―    ― 

早稲田大 (6’59”74) 学習院大 (7’00”19) 滋賀大   (7’11”77)    ―       ― 

決 勝 東京大   (6’17”36) 一橋大   (6’20”32) 早稲田大 (6’23”56) 法政大   (6’26”44)    ― 

全日本 決 勝 東京大   (6’17”08) 法政大   (6’23”29) 早稲田大 (6’24”69) 一橋大   (6’26”35) ﾄﾖﾀ自工  (6’44”67) 

1983 

(昭58) 

大 学 中央大  (6’01”02) 東北大  (6’03”48) 東京大  (6’06”76) 慶応大  (6’08”17) 京都大  (6’09”08) 

全日本 中央大  (6’15”30) 東北大  (6’17”05) 東レ滋賀 (6’21”58) 東京大  (6’27”53) 慶応大  (6’31”03) 

1984 

(昭59) 

大 学 中央大   (6’09”48) 東北大   (6’13”31) 日本大   (6’14”97) 慶応大   (6’16”79) 東京大   (6’19”42) 

全日本 中国     (6’01”65) 中央大   (6’02”39) 日本大   (6’05”78) 東北大   (6’08”19) 檀国大   (6’14”09) 

1985 

(昭60) 

大 学 中央大   (6’12”69) 東工大   (6’14”29) 日本大   (6’21”77) 東京大   (6’27”82) 慶応大   (6’34”47) 

全日本 東レ滋賀 (5’57”48) 東工大   (6’01”85) 中央大   (6’03”68) 日本大   (6’06”70) 東京大   (6’24”69) 

1986 

(昭61) 

大 学 中央大 (6'18"06) 慶応大  (6'21"00)  早稲田大 (6’22”79)  東京大  (6'27"75)  北海道大 (6’30”69) 

全日本 東レ滋賀 (6’04”58) 中央大   (6’05”86) ﾄﾖﾀ自工  (6’07”91) 早稲田大 (6’09”51) 慶応大  (6’15”77) 
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            光のレース 

  

 

 

 

 

1978 年 全日本選手権大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978 年 全日本選手権大会 

優勝 東北大   準優勝 北大 


