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堀内監督と接する機会に恵まれ、監督に引き込まれる魅力の原点は何かを探って見た。
その結果、私は「堀内監督の魅力の原点は相手を説得し、納得させる抜群の力」ではないかとい
う結論に達した。
堀内監督と接する中で、「監督から漕手への漕法解説・個人の修正点の指摘・練習計画の指示
等を通じて、どうして全員即座に納得できるような説得力が出るのだろうか」と、ボート生活後
現在に至るも感服している。そこで「なぜあれだけの説得力があったのか」考えてみた。
「説得力」とは「自分の考え方や意向が相手に抵抗なく受け入れられ、行動に移させる力」と言
えよう。これは本来、その人の持つ人間性から発するものである。
私は堀内監督の人間性を構成している感服すべき要素を、次のように感じている。

①柔らかい言葉・表現の中に強い勝負根性
叱咤激励するような強い言葉ではなく、同じ目線で静かに相手を諭すような言葉で語りかける
が、その言葉が「なるほど」と相手を同感させるような説得力を伴う。
柔らかい表現ではあるが、勝負に対しては一歩も引かない強い気迫が感じられる。

②言葉・態度に情熱と信念と誠実さ
口数は少ないがポイントを押えた話し方で、語る言葉に情熱と信念が感じられる。言葉巧みに
相手を操るというタイプとは正反対であり、絶対的な信頼感がある。

③科学的実証性、論理的思考、実証的精神
例えば艇のピッチングについて例を取れば、ピッチングは艇速に対してどんな悪さをするのか
を流体力学的に解説する。そしてピッチングを少なくするための漕手の動きはどうすべきなの
かを手本を示しながら教え、漕手の納得を得る。また、目指す目的への効果を実証するため新
たな方法を試みたり、新しい仕掛けを作って漕手に確認させる等々、感覚的、感性的ではなく
科学的、実証的に教える。

④先を見るのに楽観的、前向きに捉え、積極的に行動
新しい考えが浮かべば、まず実行してみてその結果を見てから可能性を判断しようという前向
きな、積極的な行動に引き込まれる。悪いタイムが出た場合等でも、悪さの原因を追及するよ
りも、次に良くする手を考えることを主体にするので場の雰囲気が明るくなる。
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⑤広く目配りし、相手の状況や立場を配慮し、人情の機微を知る
一緒にいるといつも自分を見ていてくれるという安心感が生まれる。押し付けたり強制したり
はしないが、漕手が落ち込んでいると思うとその雰囲気を察知し、盛り立てるように明るく振
る舞う。豪快さの中に潜む繊細な感覚に感心させられる。

⑥実績
僅か４年という短時日で、国内で並みのクルーだったものを世界のトップクラスに引き上げた
実績そのものが説得力となる。

⑦「知・情・意」という観点からは
論理的な考えをベースに、生き方そのものに明るさと楽しさを見出し、堅い意志を持って行動
するといった人間的魅力に圧倒される。

⑧「して見せて、言って聞かせて、させて見て、褒めてやらねば人は動かず」と云う金言を文字
通り実行されている姿に感動させられている。

「楽しい合宿生活を送ることがレースの良い結果に繋がるものである。しかし遠隔の地からのコ
ーチには時間的な制約がある。従って自分はボートの技術的面の指導に徹するので、素晴らしい
合宿生活を送るにはどうすれば良いかは自分達で考えて欲しい」という堀内監督の言葉が、教え
る者、学ぶ者が一体となって成果を生み出して行こうという士気を鼓舞する、熱気のこもった言
葉として私の心に残っている。
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漕手からみた堀内監督の指導概要
島田 恒夫
ボートの科学と漕法概念
ボートを如何に速く走らせるか ― 堀内監督は、先ずヒトが漕いで推進力を与えるローイング
ボートにはどのような特性があるのか、ボートを速く進める上で障害となる水の摩擦抵抗とはど
ういうものなのか、その特性を活かして艇をどのように操作すべきなのかを話された。そしてそ
のために漕手はどのような仕事をすべきなのか、
どういう動きが艇にマイナス効果を与えるのか、
言わば『ボートの科学』を解説された。
ボートを速く走らせることを考えると、意識はどうしても漕手を主体とした“漕ぐ”ことに向
くが、この解説における「滑らかにフォワードし、非加速期間での減速を補うように漕手が艇を
手繰り寄せて速度を与え、次の加速までに出来るだけ艇を滑らせる」という概念に強い印象を受
けた。
「漕手側からみた艇の動きと、艇の側からみた漕手の動き」という両面からの見方によって
ボートの特性を知り、水と無用なケンカはせず、漕手が艇と調和して合理的に筋力を使い、自然
の理に適った艇の走航を図る技術の必要性を学んだ。
漕法概念の理解を図った後、クルーの状態を認識させるため、卓越した発想力の下に加速度計
の活用など、いろいろな方法を案出された。そしてあるべき姿と現状を分かり易く説明され、そ
の時々における修正すべきポイントが特定される。漕手はそのポイントに全神経を集中して改善
を図る。一定間隔を置いて効果の測定を行い、実証的にクルーのレベルを高めていく。
ややもすると単調になりがちな練習に明確な目標を与え、
『漕手の集中力の結集』を図る手段と
して、種々の科学的な方法を考案し駆使して来られたように思う。
このような現状把握と、
あるべき姿へのアプローチの可能性を見極めてクルーの特性を把握し、
そのクルーが表現できる漕法を指導され、ついに最強のクルーを育て上げられたと理解する。
《指導概要》
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慧眼と柔軟発想
オリンピックの代表となった我がクルーが、どのレースでも圧倒的な強さで他を寄せつけず、
大きな締まった漕ぎ泡を飛ばして独走する姿に感動した。そして遂に頂点に立った。
想えば、旧制二高端艇部の伝統を引き継いだ東北大学漕艇部が、堀内監督を迎えて永い眠りか
ら覚め、飛躍を図る時期に私は入部した。私が松島湾で漕いだ４年間、堀内監督から目的達成に
向けての発想の仕方や人間関係の大切さを学んだ。
『如何にして艇足を伸ばすか』― このテーマを追求するため、長い年月生活を共にする。見
えない自分の漕姿を、漕いで作った泡の形状や間隔・他の漕手からの意見を受け入れて想像し、
力のあるオールを目指して改善を図る。そのためにはクルーによる議論と創造が不可欠であり、
日頃の合宿生活が重要な要素となる。堀内監督は合宿生活の重要性を説かれ、一人ひとりが絶え
ずクルー全体のことを考えるよう、
「自我の拡張」を強調された。これはスポーツマンとして、ま
た社会人としての根底をなす生き方を示すものであった。

堀内監督は、艇を速く進めるための方策を、まるで涸れることのない泉のように提案された。
そのいずれもが我々には新鮮で分かり易く、素直に取り組めるものばかりだった。そして遂にロ
ーマオリンピックの日本代表クルーを育て上げられたのであるが、その過程の大半の期間ご指導
を頂いたことは誠に幸せであった。
現役を退いてから考えてみると、堀内監督はいろいろな漕法改善や練習方法を提案されたが、
それらは常にクルーの特性をいち早く見抜き、クルーに適合した「このクルーならこなせる筈」
と判断された方策を提案されていたのであった。
世上ではよく『堀内漕法』といわれている。確かに堀内監督は、ローイングボートの特性に精
通しておられ、そのためにどう漕ぐべきか、という理に適った漕法をキチンとイメージしておら
れる。しかし指導に当っては、
「漕法ありき」ではなく「漕手ありき」が発想の原点になっている
ように思う。即ち『漕法』を固定的に考えるのではなく、
「そのクルーが表現できるより効率的な
漕ぎ方」を漕法とされているように思う。
急いて理想を追いかけることなく、理想を実現するための基礎造りを行い、クルーの進展状況
に合わせて本題を追求していく研究姿勢によって、漕手をその気にさせ自信をつけさせる。
つまりクルーの持つパワーを十二分に引き出す師の慧眼とノウハウこそが、漕法理論に輝きを与
えている要因ではなかったろうか？
私の青春時代は、まさに松島湾のボートであった。目的を達成するためには何をなすべきか、
創造のための議論や葛藤の必要性、発想の仕方、チームとしての意思の結集など、授業では学べ
ない多くのことを学んだ。
『一艇一心』― 私の思考形成に大きな影響を与えてくれたボート生活に、心から感謝する次第
である。
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新しい伝統を築け
昭和 32 年 2 月､クルーとの初対面において、堀内コーチは次のように語られた。
『ボートを速く走らせるためには、合理的な漕法技術が必要だ。しかし技術がいくら上達して艇
速がでてきても、レースに勝てるものではない。勝利を奪い取る強いクルーの闘志との相乗効果が
勝者と敗者の分かれ目となる。私の居住地との関係からクルーとの接触時間は限られ、全てに亘っ
て指導することはできない。私は技術面のコーチを引き受けよう。クルーの闘争力の結集は、クル
ーでやってもらいたい』

同年 3 月、東京での練習の開始に当って堀内コーチは、ボートに取り組む心構えを次のように述
べられた。
『これから並み居る強豪校と戦っていくからには、当然優勝を目指して取り組んでいく。しかし
優勝は少々の努力で勝ち取れるものではない。
毎年決勝戦を戦えるだけの力を保持し得ている中で、
優勝するに必要な条件が揃った時に優勝できるのである。しかし、一定のレベルを保持することは
並大抵のことではない。
そのためには、歴年の努力の積み重ねに立ったクルーの創意と飽くなき勝利への闘志が要諦とな
えにし

る。そしてその根源となるのが合宿生活である。ボートを縁 として集まった仲間が、心を一つにし
て目的達成に向けて邁進する。そこに形成される人間関係が、さらに大きく人の輪を広げていくこ
とが、ボートマンとして非常に大切なことである。充実した合宿生活を期待する』

昭和 34 年 4 月、東京合宿の終了に当り、堀内監督は次のように要望された。
『この合宿での目標を、1000m を 3 分 20 秒、2000m を 6 分 50 秒としていたが、6 分 20 秒を切り、
みんなの頑張りによって予期した以上に大きな進歩が図られた。しかしトップを争うクルーは、多
少の差はあってもこのレベルにあると見るべきで、真に強いクルーとなるにはこれからの練習と研
究とによって、上昇カーブをさらに伸ばしうるか否かにかかっている。
これから夏までクルーとの接触は薄くなる。夏はコンディショニングが主になるので、技術的な
向上を図るためのコーチングは制約される。従って技術的な向上は、塩釜に帰ってからクルー自身
でやらなければならない。この合宿で、漕法に関することはほぼ説明した。しかし個人的な課題は
まだ可なりあるので、各自が相当に頑張ってほしい。
合宿生活とオールの強さとは密接に関係しているので、艇速をこのまま順調に伸ばしていくため
には、合宿生活を充実していくよう努力してほしい。一人ひとりが絶えずクルー全体のことを考え
るようにならなければならない。そのためには各人が自我の拡張を図らなければ、エイトとして強
くなれない。
お互いに仲良く気持ちよく、
包容力をもって精神的にゆとりを持つことが大切である。
親しい仲にも礼儀をわきまえ、和気あいあいの中に一本の太いバックボーンを通しておくことが必
要である。
漕法が完璧で効率よく漕げても、レースは相手のある闘いである。覇を競うようなクルーは、い
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ずれも猛練習を重ね力をつけている。従って勝つかどうかは、気力と気力の闘いに、相手をねじ伏
せるだけの強い精神力を、自分たちが持てるかどうかにかかっている。それは練習の過程で培われ
るものなので、技術的な向上とともに精神力の鍛錬に励んでほしい。
そして厳しい練習と楽しい合宿生活とによって、
「いい仲間に出会えた」
「いい合宿生活を送れた」
と思えるように努力してほしい。君達の任務は、ここ二三年来育ちつつある新しい東北大学ボート
部の若芽を育て、新しい伝統を築き上げることである』

堀内監督は、合宿生活を通じて心のつながりを強め、
「一艇一心」への昇華に努めることを要望さ
れた。このボートマンとしての『精神的な原点』を各人が肝に銘じ、
「真に畏敬されるクルーを如何
にして作り上げるか」― 常に意識して取り組むべき課題である。

伝統の根底
伝統とは、
「昔から受け伝えてきた有形･無形の風習やしきたりなどをいい、特に底流として引き
継がれてきた考え方や価値観などの精神的な面」を意味するようである。しかし伝統は不変なもの
ではなく、価値ある根幹的部分をベースとして、時代に応じた新しい価値を付加して輝き続けるも
のと思う。
スポーツクラブにおける根幹的な考え方は、
「スポーツマン的な発想と行動」であろう。
オールを握り全国制覇を期すことは、
熾烈な戦いの世界に身をおくことになる｡強豪諸校を倒すため
には、勝利に対する飽くなき執念に裏付けられた、挑戦的な行動で貫かれることが求められる。目
的を達成するために、クルーの全員が心を一つにして行動に徹しなければならない。当然練習はハ
ードであり、目的達成に向けて邁進する組織においては、個人の自由は制約を受ける。
如何に苦しくいかに気が進まなくとも、勝利のために為すべきことは、やせ我慢を張りカラ元気
を出し、笑顔を保ち何食わぬ態度で自己と葛藤し、これに打ち克つことである。このような難関を
クルー全員の協力と励ましにより乗り切ってこそ、目的達成に向けて明るい未来が開けていくこと
となる。そのためには、スポーツ生活を通じてお互い同志がよく知り合い、相互信頼の絆を強める
ことが大切なことである。
目的達成への道は一本ではない。それに至る過程において、クルーでの議論は欠かすことの出来
ないものである。激論はお互いの考え方や価値観を知り深い合意を可能とし、真の友情と信頼関係
の形成に資する ― ということを認識すべきである。一人ひとりが謙虚な思考に立ち、議論を通じ
て少しでも仲間から学びとり、自分をより高めていく意識が是非とも必要である。
自己の殻を自分で破りさらに大きく成長して、スポーツの心が通じ合える仲間となることこそ、
勝利を勝ち取ることと共にボート生活の重要な目的でもある。

伝統の創造と継承
先年来日したオックスフォード大学クルーにおいて、主将は「プレジデント」の称号で呼ばれて
いる。クルーの上に立つ主将だから、その選任には人格･学業･競技面など、全ての点を考慮して任
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命される。彼の命令に選手達は絶対服従して規律は正しく、主将が練習上の最高責任を持っている
とのことである。
彼我の事情は異なるとはいえ、クラブの伝統や気風を護り創造し、次の世代に伝えていく役割を
持つのは上級生である。とりわけ主将は合宿生活を円滑に営み、勝利に向かってクルーを戦闘集団
化していく最高の権限者であると共に、
最高の責任者である。
そのためには少なくとも役割として、
人の上に立ち指示命令を行う以上、自分を厳しく律する姿勢と責任ある言動が求められる。
時は移り学生の価値観も変わった。しかし、勝利を目指して励むアスリートがやらなければなら
ないことは、今も昔も変わっていない。ひたすら勝利を信じて青春のエネルギーをスポーツに燃や
し、
「目的達成への気迫と執念」を身につけていくことは素晴らしいことである。主将および上級生
は、リーダーとしての自覚を新たにし、価値観の異なるメンバーの意欲を一つにまとめ、真のチー
ムワークを形成するため強力な指導性を発揮することこそ、新しい伝統を創造し継承していく役割
を果たすことになるのである。
そのため、クルーが編制されてなるべく早い時期に勉強会を開催し、百年史を題材として漕艇部
の歴史を学ぶことから始めてほしい。そしてこの「師の教え」をボートマンの不変の哲理として、
ボート生活を如何に充実させていくかについて話し合ってもらいたいと切望する。

合宿生活の意義
明治の中頃、英国の教育制度に倣って日本の旧制高校制度が作られた。寮生活を教育の中心に置
き、学生の人間形成の場としてその有用さが認められ、素晴らしい成果を残した。しかし、残念な
がらこの素晴らしい制度は、戦後の学制改革で失われたのである。
それでも 34・35 年頃の塩釜艇庫には、旧制二高から引き継がれた面影がまだ残っていた。クルー
が一部屋で休む万年布団敷きの大部屋、食堂、他人の勉強に邪魔にならない程度の談話も出来る勉
強大部屋もあり、廊下には歴代二高端艇部先輩の勇壮な漕姿や優勝時の誇らしい記念写真が掲げら
れていた。また厳寒の松島湾で遭難された「十英霊」の遺影が常に我々とともにあり、身の引き締
まる雰囲気が横溢していた。
旧制高校の学寮に似た合宿所は、人間としての学び合いの場、協調(一致団結)と競争(向上心)を
高める互いの刺激と感化の場、クルー仲間の目標を確認し合う場等として機能していた。覇権を目
指す激しい練習は、常に「他校を凌ぐ練習量」を誇り、体力強化と精神力の鍛練に余念がなかった。
東京の合宿所では堀内監督も同宿され、勤務から帰られてから夜のミーティングを繰り返し、
「艇
速を速めるための漕法理論の理解と練習の展開」について監督とクルーが真剣な討議を行い、練習
への集中力を高めていった。
合宿生活を中心としたボート生活は、目標追求への熱い情熱、艇速アップへの集中力、苦しさに
耐え抜く根性、目標を達成した時の喜びと自信等を身に付け、人間を鍛え高めることが出来る。
このような体験は、社会経験豊かな先輩方々との交流を含めて一般学生生活では望めないもので
あり、
人生の生き方の糧となるものである。
そしてこのような合宿生活が引き継がれて行くことが、
東北大学漕艇部の伝統となるのである。
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勝利への原動力
漕法を活かす基礎体力と「心の持ち方」
本学漕艇部は堀内監督を迎えて、僅か４年で低迷状態から一気に頂点に立つという、驚異的な
進歩を成し遂げた。その大きな要因は、それ以前における言わば「練習量に応じて漕力がつく」
ともいうべき漕艇思想から、ボートの科学的な特質を前提として「どのように漕ぐのか」という
合理的な効果の向上理論と、それを支える精神力の強化を明確に説かれ、クルーに努力目標を示
されたことであった。もとより力一杯の戦いを渇望していたクルーとしては、この指導を干天の
慈雨の如く吸収し、勝利を目指して練習に励んでいった。
クルーは、受けた指導が曲がりなりにも艇速に表現されてくると、次の課題として長距離を漕
破するパワーの発揮に取り組むこととなる。基礎体力のポテンシャルを高めるとともに、保持し
ている体力を 100％漕力として使い切ることが大きな課題である。しかしハードな練習を重ねて
いくと、体力的な限界に至る前に精神的な限界感が表出して体力的限界への警報を発し、その範
囲内で体力の発揮が落ち着くことになり勝ちである。この精神的な限界感を如何にして引き上げ
るか、
この壁を乗り越えることが、
フルパワーの発揮と更なる艇速を生み出していく要因となる。
競技スポーツとして頂点を極めるには、目的達成への飽くなき執念の下に、自己に打ち克つ強
い精神的な支えが漕法技術を高めていく。即ち競技スポーツに対する「心の持ち方」が、技術的
な上達と体力の発揮を規定するのである。

意識の集中と精神的限界の伸張
困難に挑戦していくことは、誰しも好むものではない。しかし努力が向上に繋がることを体感
できれば、一層の向上への意欲を刺激し困難に挑戦していく心が強まる。
どのようなことであれ、上達への道は「意識の集中」である。ボート競技は、スタートからゴ
ールまで約 6 分間という短時間の中で、最高艇速を生み出すため集中力を結集し、クルーの持て
る技術と体力の全てを爆発させることが求められる。個人個人がそれぞれに意識を集中させたと
しても効果は薄い。局面により求められる集中ポイントに、クルーの全員が一点集中、即反応で
きなければならない。
集中力の訓練は 10 本短漕から始め、徐々に本数を伸ばしていく。意識の集中が短漕であれ出
来てくると、バランスがとれフォワードで艇を滑らせる感触を味わえるようになる。ここを原点
として技術が向上してくると、必然的にさらに良好な艇速が体感されてクルーの積極性や気迫が
漲り、目的達成への難関に敢えて挑戦していくこととなる。
しかし精神的限界感との戦いは決して容易なものではなく、クルーが一体となって対処してい
くことが肝要である。クルーが現状を知り、艇速を如何に維持していくか、鈍りの見えた艇速に
どう対処するのかなど常に艇速に意識を集中させて、漕手のパワーを結集していく訓練を繰り返
し行っていく。
「意識の集中」と「思考の回転」そして「素早い反応」が技術を高め、精神的限界
感を追いやり、持てるパワーが一段高いレベルで発揮することを可能にしていくものと思う。
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「心の持ち方」の変遷
昭和 32 年度クルー
32 年度のクルーは、長期低迷の塗炭の苦しみからの脱却を希求する 3 人の上級生を中心に 4
人の新人で構成され、前年度の戦績遺産もない状況からの出発であった。堀内コーチの漕法講義
も、上級生には新鮮で勝利への意欲を掻き立てていったが、新人は自分のオールとの苦闘に明け
暮れていた。艇上での練習が進み短漕が漕げてくると、ロング漕へと漕力の強化に移っていく。
当時はインターバル漕という考えはなく、ロング漕は常に“一発”という漕艇思想で、新人に
とっては内心に恐怖心を抱いての挑戦であった。無論口には出せないが、
「最後まで漕ぎ通せるの
か？」の不安感は拭えなかった。
多分レースコースを漕ぎ通せる自信がついたのは、
レース前の 2 週間程度ではなかったろうか。
それでも意識の集中本数としては万全の態勢とは言い難く、従って精神的限界感の伸張も、上級
生と下級生とでは可なりの差が生じていたものと思う。

昭和 33 年度クルー
33 年度のクルーは、レース経験を積んだ高学年で構成され、またクルーの気質も「痩せ我慢の
塊」とでも言うべき、へこたれないメンバーだった。長期に亘る暗闇から一気に高い目標に目覚
めた前年の戦績遺産は大きく、クルーの士気は高かった。しかしこのクルーは、研究実験が多か
ったためエイトの練習時間は極めて少なく、本腰を入れてレースに向け漕ぎ込んだのは僅か三週
間であった。
このような短時日で慶大に次ぐ第二位のタイムを計時できたのは、「重量練習を乗り越えなけ
れば覇を競えない」との強い共通認識と勝利への使命感によって精神的限界感を引き上げ、パワ
ーの発揮を可能にしたことにあると考える。このクルーは荒々しいまでの闘志の塊であるととも
に、艇上での素早い意見の開陳と討論能力により集中ポイントの決定が速く、意識の集中下での
高密度の練習が体力の発現を高め得た要因だったと思われる。
しかし慶大はさらに強かった。このクルーを倒すには、漕手個々人の体力の強化と十分な練習
によって、一段と高いレベルのローイングを体得していく必要がある。

昭和 34 年度クルー
34 年度のクルーは、一転して新人の多い構成となった。春の東京合宿で慶大とスクラッチレー
スを行い、水を開けられたものの思いのほか良いタイムが出て、希望の灯が仄かにともった。
しかし練習の緒についたばかりのこのクルーが、先行する強豪校に喰らいつくためには、練習
量でカバーしていくしか方法はない。練習時間はきわめて長く、どっぷり日が暮れてから納艇の
毎日だった。こうして技術的にはそこそこ集中本数を伸ばしてきたが、炎天下での強豪校との戦
いとなると、極限状態に耐え得るよう精神的限界感を引き上げなければならない。
その為の練習としては、ロング漕を何本もこなして、困難に動じない精神力を涵養していく。
この際出来の悪い一発は引き直すこととし、その合否の採点は順番でペアが行うこととした。
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その結果、
クルーの全員が終始艇速に意識を集中しローイング･センサーを働かせて漕ぎ切るよう
になり、合格率は高まった。全員の艇速への集中が、無意識のうちに精神的限界感を押しやり、
漕破の自信が、持てる体力の漕力化をさらに可能にしたものと思う。
準決勝戦―慶大とスタートから終始並漕する戦いを漕ぎ切り、
僅か 10cm の艇差で宿敵を倒した
クルーの精神力に感動した。
あのデッドヒートに動ずることなく、
自分達のオールを引ききった。
艇速への意識の集中が気迫と自主性を高め、艇速への没頭が平常心と忍耐力を涵養した賜であっ
たと信ずる。

昭和 35 年度クルー
35 年度クルーの新人は 3 名であったが、ローマを狙う有力校は、留年組を含めて全員がレース
経験者という強い存在であった。これに反して本学は、秋季練習の進展状況は捗々しくなく、オ
リンピック代表を狙う気迫の盛り上がりは乏しかった。
向島での正月合宿において、堀内監督は『６分を切る漕法』を示された。この漕法に取り組ん
でいた過程で東大･一橋大･北大とのスクラッチレースを行い、トップを取ったことからクルーの
意識が大きく変わった。
「おれ達もやれるんだ！」との気づきから、
「心の持ち方」が変質した。
3 月初めから代表決定戦に至る間、クルーは高い目標への意欲を燃やし、新しい漕法の習熟と
一本一本のオールに意識を集中して艇速を伸ばしていった。短漕で掴んだ艇速を如何にして長距
離漕で維持していくか、クルーは「泡開け漕」を取り入れた。
これは艇速の尺度である「泡の開き」にクルーの意識を集中させて漕ぎ切るもので、終始この
一点に集中させて漕ぐことは決して容易なことではない。泡の詰まりに対して“脚蹴り”を入れ
たり、フォワードの伸びやコントラストの強調など、次への対処を全員が共有できることが前提
となる。このように、全員が艇速の維持に意識を集中して漕ぎ切る練習を繰り返してきたことか
ら、
必然的に精神的な限界感が大きく引き上げられ、
世界レベルの艇速を計時できたものと思う。

サッカー選手に見るローアウト
今でこそレベルの高い国際大会で活躍しているわが国のサッカーは、1964 年に東京オリンピッ
ク大会を開催する当時は世界の三流国であった。このサッカーを「オリンピック開催国として恥
じないチームにしたい」と、日本サッカー協会はドイツからクラマー氏を招聘した。
彼は日本代表選手達の試合を観察して、
「諸君らの動きは誠に効率が悪い。一人ひとりには素晴らしい能力がある。しかし戦場で使われ
ているのはせいぜい 5％で 95％はムダに捨てられている。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」と鋭い指摘を行い、以後の練習はこれまでにない高質でハードなものになって行った。
東京大会でアルゼンチンを破るまでに成長した日本チームは、
次のメキシコ･オリンピック大会
にアジア予選を勝ち抜いて出場した。一回戦を勝ち抜いた日本は、波に乗ってベスト４へと進出
した。そして競技場は高地にあって空気は薄く、満員のメキシコ人観衆の中で地元メキシコチー
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ムと三位決定戦を戦い、堂々とこれを破って銅メダルを勝ち取った。
試合終了のホイッスルが鳴るや、
選手たちはただ呆然としていてまるで夢遊病者のようだった。
宿舎に帰った選手達の動きは極めて鈍く、中にベッドにぶっ倒れ意識も薄く痙攣を起こしている
者がいた。たまたま居合わせた恩師のクラマー氏はこれを見た瞬間全てを理解し、記者たちを集
めて語った。
「私はこ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。これこそが大和魂
なのだ！」と感涙にむせんだ。(第三部「チームワークとメンバーシップ」参照)
「集中力」を叩き込まれた選手達は、戦場布陣の瞬時判断→自分の位置取りへの疾走→ボール
への集散→ゴールへの突進を、90 分間に亘って繰り返し戦い続けたのであろう。恐らく途切らす
ことのない集中力の中で精神的限界感を押しやり、体力限界に限りなく近づけて戦った結果と思
われる。彼等のこの試合での戦いは、正にボートにおける「ローアウト」であった。

オアーズマンは、持てる力を全て出し切って、清々しい勝負を競いたいと願望する。しかし一
人ひとりが力の限り頑張れば、ローアウトできるというものではない。
艇上の９人が使命を体し、自己の役割を鮮明に、艇をどのように進めていくか、全員の心が「意
志ある艇の心」として一つになり艇速に集中する時、八本が一本のオールとなって素晴らしい推
進力を生み出しゴールを切る ― ここに至るには、クラマー･コーチの説く「
“集中力”というソ
フトウェア」を高質化していくことが全ての基本となろう。

第一回 対北大定期戦 (茨戸湖)
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最後の頼みは精神力
ロングに対する考え方の変遷
32 年度から 35 年度にわたる 4 年間を通して、ボートの練習内容、特に 2000m のレースに耐
える持久力の養成に関して見てみよう。
32 年度の頃は、二高の伝統を感じさせる 2000m を遥かに超える長距離をノンストップで漕ぎ
通す“一発主体”が中心であった。これは、練習の苦しみを通して個人の精神を鍛えるという、
いわゆる日本古来の芸能や武術に通じる「…道」という要素が濃い練習であったと思われる。こ
の傾向は 33 年度も続き、持久力を付けるロング週間において、一回の練習に「3000m×4 発」
というメニューをこなしていった。
34 年度に入ると、力と注意力を集中できるインターバル練習がメニューに取り入れられた。
これは軽漕とパドルの本数を、その時のレベルや目的に応じて自由に組み合わせて持久力を向上
できるというメリットがある。35 年度にはインターバルの他に、後半も艇速を落とさずレース
距離を漕ぎ切ることを目標に、250～300 本の一本一本に注意力を集中させた「泡開け漕」とい
うメニューを採り入れた。これはロング漕に入る前に数回短漕を行い、ピッチと泡の開きを確認
してから短漕の約 80％のパワーで漕ぎ切るもので、短漕における艇速をどのように効率良く
2000m に伸ばして行くか、
「泡の開き」という尺度の下に持久力を強化していく考え方に基づく
ものであった。

自信を支える練習量
このような「練習に対する合理性」という要素が強まったものの、この４年間に共通して流れ
る基本的な考え方は「練習量で他校には負けない」というハード・トレーニングであり、これが
一貫して実施されてきた。この考え方は二高端艇部以来の伝統的なものであり、これが合理的な
漕法による効果と相俟ってクルーを支える強い自信を形成し、レースの土壇場における気力、気
迫、平常心という精神的なパワーを発揮する原動力となった。
これを示す典型的な例は、34 年の全日本レガッタ準決勝における慶大との戦いであった。
このレースは、スタートからゴールまで終始慶大と並漕して競り合う壮絶なデットヒートを展開
した結果、写真判定による僅か 10cm の艇差で、四連覇に手をかけていた強敵を倒したのであっ
た。これは十分な練習量に裏付けられた精神力の強さ、気力と根性が発揮された良い例であろう。
これに対して悔やまれる例は、35 年のローマ・オリンピック敗者復活戦におけるイタリアと
の戦いであった。このレースではスタートを失敗し、大きく出遅れるという不覚を取ったが、そ
の後ペースを取り戻し 1000m でほぼ並行するまで追いついた。後半に入りゴールまでは一進一
退のレース展開となり、1500m では僅かに先行してのデットヒートとなったが 0.6 秒差で敗れ
た。これは「3～4 月頃の練習量に比べ十分とは言えない漕ぎ込み不安」を抱えて臨んだレース
だった。種々事情があったにせよ「不安が的中したレース」という悔いが残った。
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ローアウト
レースにおいてゴールに入った時、自分の持っている力を全て出し切った状態をローアウトと
いう。しかしこれは言う程簡単なことではない。34 年の慶応とのデットヒート、35 年のイタリ
アとのデットヒートの場合でも、「その時お前はローアウトしたか」と問われると「俺はローア
ウトした」と言い切る自信はない。
そこで、「これが本当のローアウトなのか！」と感じた話を披露したい。
昭和 31 年(1956)、メルボルン･オリンピックで優勝したアメリカ･エイトクルーの話である。ア
メリカはこれまでオリンピックで 8 連勝しており、今回も負けられない立場にあった。
4 クルーで行われた予選でアメリカは、オーストラリア(6’5”8)､カナダ(6’7”1)次いで 6 分 9 秒 1
で 3 位となり、敗者復活戦に回ることになった。タイム順では参加 10 クルー中の 5 位であり、
4 クルーで争われる決勝進出も危ぶまれる状態であった。
メルボルンでは予選以外は全て逆風のレースとなった。アメリカは敗者復活戦を 1 位で勝ち
上がり、準決勝では予選で敗れたオーストラリアを破って決勝に進んだ。決勝戦はオーストラリ
ア、カナダおよびスウェーデンの 4 艇で行われ、アメリカが 6 分 35 秒 2 で優勝、2 位はカナダ
6 分 37 秒 1、3 位はオーストラリア 6 分 39 秒 2 となり、予選とは全く逆の順位となった。
予選の順風で水を開けられたオーストラリアに逆風下で水を開けて勝ち、予選は 2 秒差で負け
たカナダに 2 秒差をつけて勝ったのである。
しかし勝ったアメリカクルーの中で 3 人は艇から立ち上がることが出来ず、表彰式にも参加
できなかったという。それだけ全力を出し切り疲労困憊したレース展開だったと思われる。
これがヤンキー魂だったのか！

真似の出来ない見上げた根性ではないか。

スタート前の小憩

(貞山堀 蒲生コース)
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艇速に効果あり！
殆どが海や川で練習する我々にとっては、実施した練習方法の効果が計測によって裏付けられ
る機会は少ない。ボート競技は、ピッチと泡の開きやリズム、コックスが感じる艇の加速状況な
どによって現状を想像し改善を図る、非常にイメージネイティブなスポーツである。
従って計測できる機会は有効に活用して客観的な力量を把握するとともに、練習によって各人の
持つ「ローイング・センサー」を磨き上げ、「感覚で艇速を知る」ようになる必要がある。
この 4 年間で実施した練習諸施策で、効果が見られたと思うものについて、以下の視点から整
理してみた。
(1) 基礎体力の強化
(2) バランス
(3) ローイング・センサー
(4) 現状把握
(5) その他

１. 基礎体力の強化
(1) トレーナーの指導による体力強化
昭和 33 年の秋季合宿は、基礎体力の強化を図るため、運動生理学を研究されているマーチン
先生のジムに通って指導を受けた。初めての試みであったので、３年生が２人、２年生が３人
参加した。先ず各人の体力を測定し、それに基づき作成された各人の訓練カリキュラムに沿っ
てトレーニングを実施する。一定期間後に各人の体力を測定し、それに基づきカリキュラムを
見直してグレードアップを図っていくのである。
週３回のトレーニングを３ケ月続けた結果、筋力を始めとする基礎体力は驚くほどの強化が図
られた。翌 34 年は、全員がこの先生の指導を受けることを予定したが、先生が東京の大学に移
られたため受講できなかった。
秋口から冬季にかけては、先ず基礎体力の強化に取り組むべきであり、33 年度の経験から見
ても、専門のトレーナーの指導を受ける必要がある。
(2) 体力強化合宿
昭和 34 年の活動は、評定河原の陸上競技部の合宿所を借りて、体力強化の合宿から開始した。
早朝および午後のトレーニングでは、長距離走、反復短距離走、リレー、タイヤ曳き、跳躍、
三段跳びなど、ランニングを中心として脚腰の強化に励んだ。
午後の練習後には仙台二女高に赴き、阿部先生の指導の下にサーキット･トレーニングに励ん
だ。身体の各部位の鍛錬に次いで、柔軟性･敏捷性･瞬発力の強化を図る連続トレーニングはこ
の上なくハードだった。当時はバーベルなどの機器は所有していなかったため、お互いの体重
を利用してのカリキュラムを組んで貰ったが、思いのほか変化に富んだトレーニングであった。
部として初めて取り組んだ体力強化合宿であり、手探りでのトレーニングの感は免れなかった。
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しかし、スポーツ経歴のない新人はもとより旧人にとっても、約 3 週間みっちり励んだ体力強
化の訓練は、スポーツ競技に必要な基礎体力にある程度の効果はあったものと思う。
(3) 体力トレーニング
以下のトレーニングは、艇速向上を意識して継続して行うと効果が期待できる。
① 脚力強化 ････ 階段の競争登段、バック台の蹴り出し、つま先歩行(日常)
出納艇時のジャンプタンツェン
② 上体の跳ね返り強化 ･････ ジャックナイフ跳び
③ 腕力強化 ･････ 出納艇時の腕立て・懸垂、低鉄棒
砂袋の巻上げ巻き下げ
④ 心肺機能の強化 ･････ 階段の競争登段

ロープは約 60cm
砂袋は約 2kg
手首で巻き上げる

２. バランス
艇のバランスを保つことは、ローイングの最も基礎的な技術であり、いわば「躾」とすべきこ
とである。バランスが取れるようになれば、フォワードは柔らかく大きく伸びることができる
し、艇を滑らせる楽しさを感じることができる。気を抜かない注意が必要である。
(1) フィニッシュを合わせる
軽漕であれパドル漕であれ、フィニッシュを合わせることでバランスは取れるが、往々にして
注意力の集中が甘く崩れることが多い。一本一本のオールへの集中を疎かにしない注意が必要
である。
(2) 腕の引きつけ練習
部分漕でプレスダウンしたまま上体を一杯に伸ばして水をつかみ、上体を飛ばしてから腕を引
きつけ水を押し放つ。ブレードはスクウェアのまま水を押し切ることが肝要で、抜き際にブレ
ードを捻るとバランスを崩す。
(3) シットバック
フィニッシュし終わってから、シートが動き出すまでのタイミングである。腕の引きつけによ
って上体に前向きの慣性を与えてフィニッシュし、メトロノームの動きの様なゆったりとした
上体の起き上がりからシートの始動に入るタイミングに神経を集中する必要がある。調子が崩
れたとき、立ち戻ってみるポイントである。

３. ローイング･センサー
各人のローイング･センサーが鋭敏に働き、
「良いローイング」のイメージをクルーが共通感覚
の下に追い求めるようになれば、艇速は揺るぎないものとなる。そのためどのようにしてセンサ
ーを研ぎ澄ませていくか、視点を変えつつ集中力を高めていくことが有効である。
(1) 反復練習
習得すべきテーマを部分漕で行って後エイト漕に展開し、評価したのち部分漕に戻すという反
復練習は注意力の集中に効果がある。徹底して行うことが肝要である。
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(2) 良いローイングのインプット
ローイングの良い悪いを速やかに評価する。良く漕げた評価点と良くなかった問題点を説明し、
「質の高いローイング」を各人のセンサーにインプットしていく。
(3) 集中本数を伸ばす
初期の段階は、集中本数の維持は多くを期待できない。10 本パドルなら、経験の浅い漕手で
も集中力を維持できる。ただし 10 本では、艇に慣性がつくのは後半になるので、漕げても目指
すローイング本数は少ない。10 本短漕での目的は「注意力の集中」と割り切り、これに慣れて
きた段階で本数を伸ばして艇速を追求していく。
33 年度において、連続短漕を取り入れた。10 本が終わると間髪を入れず次の 10 本に入るのだ
が、その都度新たな集中力で継続していく効果があったと思う。心肺機能への負荷は高い。
インターバル漕は 34 年から取り入れた。新人の多いクルーだったため、前年までの伝統的な
「ロングは一発」に拘らず、集中力の伸張化に重点を置き、10 本インターバルから順次本数を
伸ばしていった。緩漕期に評価の交換ができ次への集中の確認が行えて、新鮮さを以ってパドル
漕に入れた効果は大きかったようだ。
(4) コントラスト
ある程度技術レベルが上がってきてからは、長い距離をリズムに乗って漕ぎ切ることが必要と
なる。リズムとは、効率よく筋肉を使って艇を加速しより長く艇を滑らせ、等速で艇を走らせる
長続きのする漕ぎ方である。漕手の感覚としては、ブレードの水中と空中との比率を１：３程度
に保つことを意識して、「鍋蓋を回すローイング」を味わうことであろう。
コントラストは、８人揃っての蹴り戻し、水の引っ掛かりの速さ、全員揃った水の突き放しと
脱力、柔らかいフォワードなど、幾つもの重要な集中ポイントを含んだ言葉である。
コントラストをつけて漕ぐことに神経を集中させる練習は極めて効果的である。
(5) クルーによる採点
質の高いロング漕を行うため、出来が悪い場合には引き直すやり方は効果的である。34 年度
において、ペアが採点者となり合否を決める方法を取り入れた。60 点以上を合格とするが、採
点者は、得点の理由と減点の理由を説明することとした。この方法により、採点担当のペアはも
とより他の漕手も艇速全般に意識を集中し、センサーを鋭敏に働かせ、艇速保持への次なる対処
に即応できるようになった。
(6) 泡開け漕
35 年度では、クルーによる採点制をさらに発展させて、泡開け漕を取り入れた。
ロング漕の漕ぎ出しに際して、フルパワーでの短漕を数回行って、ビッチとリズム、泡の開きを
確認する。そしてその感覚との対比において、力むことなく 80％の感覚で漕ぎ出す。クルーの
注意ポイントは「泡の開き」で、ストロークペアがこれをチェックして詰まってきた時には“脚
蹴り”を入れてコントラストを調整したり、フォワードの伸びの喚起などによってクルーの意識
を戻し、艇速の維持を図っていく。コンスタント漕の強化に効果的だった。
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(7) ストロークランプ
34 年に、
「掴んだ水を丁寧に押し切る」ことを狙いとして、堀内監督はストロークランプを開
発された。漕手がしっかりと水を押し切ることに意識を集中させる効果は大きかった。今日なら
進歩した測定センサーを使って、ストロークランプの機能を具備した練習装置は必要と思う。

４. 現状把握
可能な限り機器を使って客観的にデータを収集し、クルーで研究討議を行うことが肝要である。
(1) 泡開きとタイムの測定 (100m)
(2) ＶＴＲ
(3) 艇速カーブ
(4) 加速度測定

５．その他
(1) 一声号令
33 年度において、戦機に即応して戦術を行使するため、コックスからの指令は「一声」で行
うこととした。それまでの「スパートいこう、さァーいこう！」だと 3 本目からの戦術になるの
で、これを一声号令にして次のストロークから戦術行使をしようとするものである。ローイング･
センサーが鋭敏化され、次なる対処への反応が可能になるレベルにおいて効果が出る。
(2) 勉強会
34 年度において、合宿に入って比較的初期の段階で、クルーによる勉強会を行った。
内容は、鈴木善照著「ローイング」の読み合わせを行い、上級生からの若干の解説や感想によっ
てボートのイメージを掴むことを行った。また図南会報のバックナンバーから、先輩方々の珠玉
の寄稿文の読み合わせを行い、ボート競技への取り組む姿勢などを話し合った。
今日ならば、百年史から漕艇部の歴史を学ぶとか、
『新しい伝統を築け』を読み合わせボート
生活を話し合うなど、青春時代を有意義に生きるためのミーティングは必要な施策である。
(3) ドイツの練習方法
各チームの漕ぎ方をみて、特に印象深かったのは、強いクルーでは例外なくフォワードが非常
によく伸び、しかも非常に速く水を引っ掛けていることだった。漕ぎ終わりは、一般に粗雑な感
じがした。国により艇種により漕ぎ方の外見は様々だが、この漕法のポイントを抑えたクルーは
どれもよく走っていた。
ドイツは非常に強かった。その原因として、2000m コースに対する考え方を変えていることが
上げられる。我々の見た範囲で言うなら、彼等のトレーニングは、短時間に 500m のダッシュを
4・5 回やること、インターバルで 2000m を流すことの二つに主眼を置いているように思った。
その結果、レースコースを非常なハイピッチで飛ばす様子は、ダッシュの連続ということになる。
2000m は短距離になりつつあるわけだ。陸上･水上競技でインターバル･トレーニングが行われて
いるように、日本のエイトもこのドイツ式漕法を大いに研究する必要があると思う(堀内監督談)
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超ロングレンジ漕法の発展可能性
艇速は何によって生み出されるか
艇は漕手の力をオールを介して水に伝えることにより進むのであるが ･･･
艇が１分間に進む距離＝１ストロークの間にブレードが水を押す仕事量（Ｗ）×ピッチ（Ｐ）
によって決まる。
水を押す仕事量（Ｗ）＝ｄ/ｄｔ（Ｍｖ）×Ｌ

である。

Ｍ：漕手の体重、ｖ：ブレードの水中速度、Ｌ：ブレードが水を押している長さ（以後「オール
の有効長」という） Ｍを一定とすると ･･･
艇速（Ｓ） ∝ オールの有効長（Ｌ）× ブレードの水中速度（ｖ）× ピッチ（Ｐ）
で表わされる。
艇をどれだけ速く走らせることが出来るかは
① ストローク中のオールがどれだけ長い間水を押し続けているか（Ｌ）
② オールの水中速度をどれだけ速くすることが出来るか（ｖ）
③ ピッチをどれだけ上げられるか（Ｐ）

に掛っている。

艇速はこの三つの要素を掛け合わせたものに比例することになる。
即ち、「長いレンジを水中一気に」が鉄則であり、そのようなストロークをハイピッチで漕ぎ切
ることが覇権への道となる。

オールの有効長
水を捉える「キャッチ」は、フォワードからストロークへの運動方向の変換点において、しか
も最もバランスのとり難い姿勢でブレードインさせるわけであり、技術的に最も難しい所である。
キャッチから一気に水を掴むために、32～34 年度までは「如何にキャッチでのロスを少なくす
るか」が技術習得のポイントであった。
35 年度において堀内監督は、キャッチでの水の
掴みを容易にするため、相対的に水流の遅い奥の
水を掴むために腹で膝を割って一杯にリーチし、
ストロークレンジの伸長化を図った。(右図参照)
膝を割って上体を伸ばすと、オールを握った両手
の間の引きの中心位置がＡ1 からＡ2 へと 20cm 程前
に伸び、水を掴むポイントはＢ1 からＢ2 へと伸びて
いく。オールのインボード（引きの中心からピボ
ットまでの長さ 100cm）とアウトボード（ピボット
からブレードの水圧中心までの長さ 234cm）の寸法
比が 2.34 となることから、引きの中心が 20cm 前

オールの振出し角度とレンジ

に出るということは、ブレードの水圧中心が 47cm 程奥に伸びることになる。
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これは舷側に対するオールの振り出し角度でみると、10°程小さくなることを意味する。つまり、
これまで振り出し角度が 40°だった漕手は、約 30°になるまで奥に伸ばすこととなる。
ここまでリーチを伸ばすと、ストロークレンジはどのように変化するか？
フィニッシュは、これまでと同様舷側に対して 100°のところでオールを抜くとした場合、振り
出し角度が 40°の漕手のブレードの水圧中心の移動距離は 245cm(Ｂ1→Ｂ3)である。
これに対し、
振り出し角度を約 30°にまで伸ばした漕手のそれは 292cm(Ｂ2→Ｂ3)となり、ブレードの水中移
動距離を 47cm（47/245≒19％）も伸ばすことが出来るのである。

このようにして伸ばしたストロークレンジではあるが、これが全て艇の推進力になるわけでは
ない。水を掴んだブレードの推進力は、艇の推進方向と艇を横方向に押す力の分力なので、この
場合での艇速への寄与は約 11％と推定される。
この仮定に立ち考察する時、35 年の春先に 6 分 10 秒程度の力量だったわがクルーは、5 分
30 秒に近づく可能性があったことになる。しかしこのクルーが計時した最高タイムは 5 分 55
秒であり、艇速を４％速めたが、残りの７％はストローク中のロスとして消えたことになる。
超ロングレンジ漕法では、避けられないキャッチおよびフィニッシュでのロスを予め見込んで
有効ストロークを確保するのであるが、ロスをなるべく少なくすべきは論を俟たない。練習によ
って習熟度を上げ、伸ばしたレンジをどこまで艇の推進力として転化出来るかが課題となる。
35 年度のクルーは、この漕法に取り組んでから約１ケ月後に６分を切る艇速を示したが、習
熟度は決して高いレベルではなかったと思われる。艇速化できなかった“可能性部分”が多かっ
たことから、思ったほどリーチが伸びていなかったとか、４つのデッドポイントの同調性が不完
全であったとか、各人のパワー不足などの原因が考えられる。
しかし当時のクルーの力を想起する時、６分を切った後次の目標としてより高いレベルの艇速
を志向し意識の集中を図っていけば、少なくとも 5 分 50 秒前後の艇速でオリンピック・レース
を戦えたものと思う。

このように、腹で膝を割って相対的に水流の遅い奥の水を掴むこの漕法は、艇速を構成する三
要素のうち特に「オールの有効長を長くすること」が、如何に艇速向上への効果が大きいかを示
している。また「十分前に伸びて奥の水を掴む」という動作は、意識するだけで比較的容易に習
得できるという利点があり、「それほど多くの経験や高度の技術を要せずとも水をキャッチする
ことが出来る」(漕法講義)のである。
この漕法の持つ可能性を考える時、35 年度のクルーが到達したレベルはまだまだ発展途上の
段階であり、漕法的にはなお大きく伸びる余地を残した技術レベルであったと言える。

オールの水中速度
35 年度において東北大クルーのライバルとなった東大、慶大、一橋大クルーとの 2000m にお
けるタイム差は 5 秒程度であったと推定できる。これは 2000m を 6 分で漕ぐクルーの場合、1.5％
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程のタイム差に相当する。
艇速は「オールの有効長」の他に「オールの水中速度」にも関係してくるので、この差は我々
が東大等のライバルクルーに対して、「オールの有効長」の面では優れていたが「オールの水中
速度」の面では劣り、差し引き 1.5％程のタイム差となって現れたものと考えられよう。
我々は、3 月の 3 週間ほどの間に 2000m にして 15 秒近くのレベルアップを果たしたが、4 月の
1 か月間では 2～3 秒しか成長しなかった。これは 4 月初めの速くなった艇速を、さらに加速す
るだけのパワーが不足していたためとも考えられる。
オールの水中速度を高めるためには、漕手の脚力、上体のスピード、腕等各部のパワーアップ
が必要となる。この年のクルーは、前年度行ったような体力強化を目的とした秋季合宿トレーニ
ングは行っていなかった。体力の強化は、如何なる場合においても必須の要件である。
従って高速艇をさらに加速する次のステップに向かうためには、代表決定後からローマへ向か
うまでの間、体力強化に努める必要があった。専門のフィジカルトレーナーの指導を受け、高速
艇をさらに加速するに必要な体力強化を図っていけば、オールの水中速度を数％向上させること
は十分可能であったと思う。
参考になる例として、報告書『ローマクルーの泡あと』によれば、ローマクルーの新人 3 人の
脚力は 250kg 程度であったが、東京オリンピックのエイトのメンバーとして出場した中央大の I
氏は、4 年間で脚力が 224kg から 330kg へと 47％もアップしたという。また石河式体力測定値で
は、ローマクルーの平均値が 20 点だったのに対し、東京オリンピックエイトクルーの平均値は
25 点だった。
これらの点から見ても、わがクルーが艇の推進力に寄与する体力を強化していけば、オールの
水中速度を高める余地が可なり残されていた様に思える。

ピッチ
オールの有効長が変わらないと仮定して、ピッチを 38 から 39 へと 1 つ上げれば、計算上 2.6％
の艇速アップの効果があり、2000m で 9 秒余り速くなる。しかし、ストロークの有効長を維持し
てピッチを上げて行くには、オールの水中速度を速めると同時に、フォワードのゆとりを幾分犠
牲にせざるを得ない。各部の筋力強化に加えて、持久力の基となる心肺機能の強化が必要となり、
これを実現するためには長期間ハードな練習を積むことが必要となる。
ピッチを上げるということは、体力的にも技術的にも一段と高いレベルのローイングが求めら
れ、加速の三要素のうち最も難しいことと思われる。
35 年度クルーのコンスタントピッチは 38～38.5 であったが、このピッチを高めて漕破したこ
とが２回あった。その１回は、4 月 3 日に行われた日漕診断会においてである。(p.85)
1000m トライアルということもあって、スタートダッシュを 50 で飛び出し、コンスタントは 39.5
～40 と高めに推移した。しかしローイングは非常に柔らかく良く伸びて水を掴んでおり、泡の
開きは終始安定していた。ラスト 300 を 43 に上げて漕ぎ切り、2 分 52 秒 5 をマークした。
このトライアルにおいては、ピッチを上げたことによる艇速への効果が見事に出ていたといえ
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よう。しかしこのピッチをさらに 1000m 継続できるかとなると、このような訓練を積んでいない
クルーとしてはまず無理と言わざるを得ない。
２回目は、代表決定レガッタの準決勝戦である。(p.90)
順風下のレースであり、6 分を切ることを意識してスタートしたこともあって、コンスタントに
落としたときのピッチは 39.5 でやや高い｡このまま 500m を通過したがオーバーペース気味だ。
しかし艇速は出ておりリズムも悪くないので落とさず 1000m を通過。ところが後半に入ると前半
のツケがまわったのか、にわかに艇速が鈍り軽快なリズムは失せた。重い艇速を引きずりながら
ゴールに飛び込み辛うじて６分を切ったものの、全く出来の悪いローイングであった。
艇速カーブで見ると、第一クオーターは 16.5 秒/100m という物凄い艇速を示したが、第二ク
オーターでは 17.9 秒に落ち、
後半ではそれぞれ 18.7 秒､18.9 秒という三流クルーに堕している。
このクルーには、ハイピッチでリズムが良いように見えても、2000m を漕ぎ切る力はなかった。
このような経験から分かるように、ピッチを上げて艇速の向上を図ることは、かなりハイレベ
ルのトレーニングを積んだクルーでなければ困難なようである。外国のクルーが 40 のピッチを
引き切る今日、これを凌駕するために為すべき日本の課題は大きい。

視点は高く
今日のレース艇はレールが長くなっており、シートをストレッチャーの近くまで出すことがで
き、35 年当時より合理的なリギングが施されている。従ってオールの振り出し角度は容易に 30°
以下にすることが可能となっているのではないか。これにより、当時よりさらに奥の水を掴むこ
とが可能となり、その分オールの有効長を長くすることが出来る。
競技スポーツにとっての基本要件は、選手個々人の体力強化である。伸び盛りの年代だけに、
フィジカルトレーナーによる体系的な指導を受け強化に努めていけば、かなりのポテンシャルを
高めることが出来るはずである。そして、超ロングレンジ漕法の第２段階としてオールの水中速
度を上げ、さらにピッチを上げてレースコースを漕ぎ切る心肺機能の強化訓練を行うことにより、
世界のトップレベルへの道を切り拓くことは可能であると思う。
世界のトップクラスのクルーは、このような長いブレードの水中移動距離を活かして、且つピ
ッチも 40 近くに上げて漕いでいることから、5 分 20 秒台を出すことは肯けることだ。
以上に見てきたように、学生クルーでも体力を強化し有効レンジの伸長化を図っていけば、少
なくとも 5 分 40 秒台で漕ぎ切ることは達成可能なのである。東北大クルーも、このレベルを目
標にして練習に励み、これを達成出来ればわが国での頂点に立つことができ、低迷する日本ボー
ト界の発展に大きなインパクトを与えることが出来よう。
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練習水域を望む
材木島

作詩

サトウ ハチ ロー

肩をなら べていると
友達 の気持ちが こ っち に通 い
こ っち の気持ちも友達 に通う
それだけ で はげ ましあ って
いる のが よくわ かる
はげ みあ っている のも
よくわ かる
「
五輪 の旗 の下に」― 導 入詩

地蔵島
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