
桐漕倶楽部会員各位 

平成 25年 9月 1日 

創部 120周年記念募金趣意書 

新艇等購入に伴う募金協力のお願い 

 

桐漕倶楽部 募金委員長 田中 浩(83回) 

  

4 月 20 日に開催されました第 85 回開成レースにおいて、対校レースは接戦の末 4 年ぶ

りの勝利を収め、通算成績を 43 勝 42 敗とし、2 度目の勝ち越しを達成することが出来ま

した。これもひとえに長年に渡る会員各位のご協力・ご支援の賜物であり、厚く御礼を申

し上げると共に、現役諸君とともに喜びを分かち合いたいと思います。 

 前回平成 18 年に新艇等購入募金をお願いしてから早や 7 年が経過し、各艇の老朽化が

進んで参りました。また、高校ボート競技のスカル化以降、人数に応じたクルーの柔軟な

編成が定着し、シングルスカル・ダブルスカル等小艇の強化も必要となっております。加

えて、多数の 1 年生が新入部員として定着し、女子部員もクルーを組める人数が安定して

来ている状況にあります。 

 また、来る 2014 年は端艇部創立 120周年の記念すべき年となります。 

このことを受け、平成 26 年度の対校戦に向けて、クォドルプル１艇、ダブルスカル２艇

を新規に購入し、チーム強化に努めたいと考えております（近年の使用艇一覧と戦績を

「資料」として添付致しましたので、ご参照ください）。 

 また、ローイングエルゴメーターによる陸上での練習も重要性を増しており、新艇購入

と併せて更新し、効率の良い練習環境の整備に努めたいと考えております。会員各位には、

ご協力の程宜しくお願い申し上げます。 

 会員の皆様には、同期会をはじめ、各種会合を開催頂き、募金の呼び掛けをお願い出来

れば幸いです。その際に、募金委員等の関係者や現場コーチ等に日程をご案内頂ければ、

ボート部の近況等をご説明させて頂きたいと存じます。お気軽にお声掛け頂けますと幸い

です。また、本新艇等購入募金と併せ、桐漕倶楽部会員名簿の最新化作業を例年以上に確

実に進めて参りたいと考えておりますので、ご協力賜れますと幸いです。 

 なお、募金要項中の募金委員・募金発起人につきましては、岩崎会長と打合せの上、決

めさせて頂きましたので、ご了承賜り、募金目標額達成のため、ご多忙とは存じますがご

協力賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

募金要項 

 
１．募金目標額      ３，０００，０００円 

 

２．購入予定        

             舵手付きクォドルプル   １艇 

             ダブルスカル       ２艇 

             スカルオール（上記３艇用）８セット 

             ローイングエルゴメータ  ４台 

 

３．御募金基準       

             社会人  1 口 5,000 円 

             学生   1 口 3,000 円 

             ※できるだけ 2 口以上のご協力をお願い致します 

 

４．ご送金方法 

○郵便振替 

  

口座番号 00200-8-130219 

口座名称 ﾄｳｿｳｸﾗﾌﾞﾎﾞｷﾝｸﾞﾁ ｽｶﾞﾜﾗﾀｶﾕｷ 

     桐漕倶楽部募金口 菅原崇之 

○銀行振込 

三菱東京 UFJ 銀行 新横浜支店 普通 

口座番号 0324788 

口座名称 ﾄｳｿｳｸﾗﾌﾞﾎﾞｷﾝｸﾞﾁ ｽｶﾞﾜﾗﾀｶﾕｷ 

     桐漕倶楽部募金口 菅原崇之 
 

   ※振込の際は、ご芳名の前に卒業回数を記載願います。 

   （例：101 スガワラ タカユキ） 

 

５．募金期間   平成 25 年 9 月 1日～平成 26 年 2 月末日 

 

６．募金委員   委員長 田中 浩(83) 

   東 晃(54) 浅黄 泰(55) 千葉 健司(65) 

   木内 秀俊(71) 朝倉 直樹(75) 江良 寿介(78) 伊藤 充(80) 津上 俊哉(83)  

堀江 太郎(85) 鳥井 匡(87)  長浜 雄志(88) 谷 篤子(97) 武田 史朗(99) 森田 俊平(101) 

   廣木 美砂(107) 西村 健(113) 清野 こはる(116) 

  

 

７．募金発起人 

   渡辺 亮(52) 坂井 徳郎(56) 荒川 鐡太郎(57) 飯田 雄一(57) 丹羽 潔(58) 鈴木 徹(62) 

   中田 達之助(66) 坂口 幸義(68) 安藤 頌太郎(68) 速水 正憲(69)  

   井関 源太(70)  大平 明(73)  橋川 真幸(75) 

   北川 正博(76) 蕪木 潔(77) 河西 実(79) 黒川 良望(80) 古澤 満広(82) 

   高橋 英二(92) 平野 大介(92) 矢口 敏昭(93)  

   島井 順子(97) 大西 哲哉(99)  竹村 雄太(102) 岡田 高幸(104) 

   三厨 大和(104) 鶴見 慶(105) 松山 弘世(106)  佐藤 洋美(107) 

   米津 俊秀(108)  

 

 

８．事務局 

  熊谷 文人(104) 090-4961-9027 

 

 

 

 

 



 

資料：使用艇一覧と近年の実績 

 

使用艇一覧 

艇名 艇種 建造年 素材 備考 
朱龍 4×＋ 2006 年 カーボン 現対校艇。 
蒼鱗 4×＋ 2000 年 カーボン 男子ジュニア艇。元女子用を改造した艇。軽量。 
鳴鳳 4×＋ 2008 年 カーボン 男子ジュニア艇。規格艇。 
紫雲 4×＋ 2008 年 カーボン 女子対校艇。規格艇。 
珠龍 4×＋ 1990 年 木造 練習艇。かなり重くリギング周りのガタツキも激し

い。大きく重いので、もっぱら試乗会のみの使用。 
白鳳 4×＋ 1994 年 木造 練習艇。重く、船体の老朽化も進む。2008 年よりリ

ガーを外して艇庫最上段に保管中。 
DISCOVERY 2× 2006 年 カーボン 対校ダブル艇。 

CHALLENGER 2× 1988 年 木造 練習用。ストレッチャー周りの老朽化が激しく、重

い。ビニル製カンバスと木製の構造ゆえ、使用年数も

あいまって船体の歪もかなり進んでいると想定され

る。 
ENDEAVOR 2× 1999 年 カーボン 練習用。ストレッチャー周りの老朽化がすすんでい

る。艇が歪んでいるのか、漕いでいると S サイドによ

っていく。それゆえ練習にも不向き。また設定体重が

重く近年の附属の体つきにマッチしない。 
瑞鶴 1× 2000 年 カーボン 110 回森井さんから寄贈。試合・1×の練習で使用。 

INTREPID 1× 2002 年 カーボン OB から寄贈。試合・1×の練習で使用。 
TAKE 1× － 木造 ガンネルが低くバランスも取りにくいため高い乗艇技

術を要する。近年は使用頻度も低い。 

 

近年の実績 

年 種目 最終結果 
2012 なし なし 
2010 女子シングルスカル(辻次) インターハイ準決勝進出 

 男子クォドルプル 関東選抜 6 位 

2009 女子クォドルプル インターハイ出場 
2008 なし なし 
2007 なし なし 
2006 女子ダブルスカル インターハイ出場 

 


