
１．小学生６年女子　５００ｍ

順位 氏     名 所      属 （県外） 学年 記録 備      考

1 山浦　美和子 八千穂 0:46.36
2 堀内　祐実 勝山 山梨 0:47.67
3 井出　幹乃 北牧 0:48.60
4 小林　真依子 川上第二 0:48.64
5 五十嵐　里美 北牧 0:48.95
6 新海　妃菜 川上第一 0:49.02
7 中島　静香 川上第一 0:49.50
8 田中　萌華 北牧 0:49.69
9 中山　百華 徳間 0:49.75
10 細田　京香 徳間 0:50.07
11 中島　栞 南相木 0:51.17
12 田口　つぐみ 川上第二 0:51.42
13 中島　梨穂 南相木 0:51.70
14 相良　茉莉奈 小淵沢 山梨 0:51.80
15 関　春佳 北牧 0:51.87
16 有井　信乃 小海 0:52.63
17 井出　萌々香 川上第二 0:59.07

山下　アンヌ 軽井沢中部 棄権

２．小学生６年男子　５００ｍ

順位 氏     名 所      属 （県外） 学年 記録 備      考

1 林　莉輝 川上第二 0:45.27
2 天野　泰誠 山中湖東 山梨 0:46.26
3 伊藤　正峻 下氷鉋 0:46.27
4 伊藤　研太 川上第二 0:46.53
5 浅井　信弥 小海 0:46.55
6 八木　宣幸 城東 0:46.62
7 鷹野　将宏 北牧 0:46.80
8 井出　樹 北牧 0:48.29
9 黒澤　慎哉 川上第一 0:48.38
10 原　大晴 川上第二 0:48.94
10 原　寿樹 川上第二 0:49.39
12 多田　朝飛 山中湖東 山梨 0:49.42
13 篠原　克哉 北牧 0:50.72
14 辻　椋副 北牧 0:50.88
15 井出　想野 南牧北 0:51.44
16 佐々木　要介 田口 0:52.51
17 伊藤　朝日 川上第二 0:53.01
18 井出　恕也 八千穂 0:54.20
19 井出　旭 南牧北 0:54.33
20 矢島　拓海 裾花 0:55.73
21 植木　尚洋 軽井沢中部 0:58.43
22 井出　通利 南牧北 1:00.33
23 高橋　慶 北牧 1:02.03

京須　一真 付属長野 棄権

第31回川上スケート大会

平成23年2日5日
松原湖高原スケートセンター



３．小学生５年女子　５００ｍ

順位 氏     名 所      属 （県外） 学年 記録 備      考

1 岩下　楓 北牧 0:49.43
2 高見澤　和穂 南牧北 0:49.47
3 渡邉　京華 川上第一 0:50.37
4 山崎　雪乃 鍋屋田 0:50.43
5 中島　涼香 南相木 0:50.56
6 今井　亜実 川上第一 0:50.91
7 藤原　美来 安茂里 0:51.97
8 朝田　紗也夏 青沼 0:51.98
9 友野　遥 佐久西 0:52.07
10 柄澤　苑実 古里 0:52.24
11 田村　真尋 南相木 0:52.99
12 井出　詩菜 南牧北 0:53.28
13 小林　美湖 川上第二 0:56.88
14 山口　瑞希 青沼 1:05.63

神長　汐音 南牧南 棄権

４．小学生５年男子　５００ｍ

順位 氏     名 所      属 （県外） 学年 記録 備      考

1 原　眞尋 川上第二 0:45.09 新記録
2 林　雅人 川上第二 0:45.58 新記録
3 高橋　勇気 中込 0:48.96
4 佐原　貴奎 川上第二 0:49.44
5 渡邊　悠次 川上第一 0:49.74
6 成澤　諒 安茂里 0:51.20
7 松村　優作 軽井沢中部 0:51.33
8 半田　雄大 昭和 0:51.64
9 高見澤　光希 南牧北 0:52.00
10 青山　隆明 御代田南 0:52.21
11 由井　謙次 川上第一 0:52.59
12 鈴木　柾也 田口 0:52.66
13 田口　航大 川上第二 0:53.26
14 小原　空都 川上第二 0:53.41
15 志村　岳 北牧 0:56.50
16 上原　森太郎 軽井沢中部 0:56.56
17 堀内　仲 勝山 山梨 0:57.46
18 由井　崇也 川上第一 0:58.21
19 天野　竜源 山名湖東 山梨 0:58.26
20 佐藤　迅 小海 1:29.13

横井　駿太 軽井沢中部 棄権
小林　大地 軽井沢中部 棄権
佐々木　英介 軽井沢中部 棄権



５．小学生４年女子　５００ｍ

順位 氏     名 所      属 （県外） 学年 記録 備      考

1 小山　香月 勝山 山梨 0:51.58
2 五十嵐　万智 北牧 0:52.46
3 高橋　莉子 北牧 0:53.90
4 中島　麻結 川上第一 0:54.67
5 土屋　このみ 軽井沢中部 0:57.00
6 高橋　実結 城東 0:58.78
7 伊藤　千納 川上第二 0:59.94
8 井出　佑香 南牧北 1:02.89
9 井出　穂野花 八千穂 1:04.74
10 大工原　唯 切原 1:05.95
11 井出　優香 南牧北 1:07.35
12 武井　万由子 御代田南 1:09.70

中村　朱里 朝日 棄権
矢島　沙彩 裾花 棄権
池浦　忍 切原 棄権

６．小学生４年男子　５００ｍ

順位 氏     名 所      属 （県外） 学年 記録 備      考

1 伊藤　岳 川上第二 0:48.45
2 伊藤　誠悟 下氷鉋 0:48.91
3 篠原　孝尚 北牧 0:50.70
4 篠原　謙 北牧 0:51.28
5 篠原　千拓 北牧 0:51.32
6 柳沢　健太郎 川上第一 0:51.36
7 油井　威一郎 川上第二 0:52.30
8 長田　徳宗 山中湖東 山梨 0:52.39
9 篠原　優人 北牧 0:52.45
10 田口　尭 川上第二 0:52.46
11 新井　雄貴 南牧南 0:53.92
12 原　泰 川上第一 0:56.56
13 市川　福円 南牧南 0:57.85
14 土屋　光平 御代田南 0:58.21
15 薩田　恭祐 南牧北 0:58.27
16 原　大治 川上第一 0:58.29
17 原　佑樹 川上第二 0:59.08
18 中山　周 徳間 0:59.16
19 盛次　晃弘 御代田南 1:00.90
20 松本　賢史 付属長野 1:02.15
21 中島　啓至 川上第一 1:03.00
22 林　俊輔 川上第二 1:04.49
23 櫻井　道 切原 1:04.73
24 高橋　信晃 御代田南 1:08.52
25 小澤　蓮 切原 1:17.95



７．小学生３年女子　５００ｍ

順位 氏     名 所      属 （県外） 学年 記録 備      考

1 曽根　江美香 朝日 0:53.99 新記録
2 友野　恵 佐久西 0:54.01 新記録
3 天野　瑠璃 山中湖東 山梨 0:59.90
4 篠原　理沙 北牧 0:58.44
5 高見澤　美良 南牧北 1:01.53
6 羽多野　里佳 朝日 1:02.13
7 新津　真里亜 小海 1:02.91
8 井出　凛生 南牧北 1:05.49
9 青山　鈴果 御代田南 1:06.37
10 櫻井　真優 御代田南 1:06.86
11 中沢　優花 御代田南 1:08.69
12 野村　遥花 松ヶ丘 1:16.04
13 木村　陽南 南牧北 1:25.05
14 井出　羽衣 小海 1:28.94

８．小学生３年男子　５００ｍ

順位 氏     名 所      属 （県外） 学年 記録 備      考

1 原　純夢 川上第二 0:51.03 新記録
2 倉坪　克拓 三本柳 0:51.82
3 井出　城吉 川上第二 0:52.29
4 今井　悠翔 川上第一 0:54.29
5 林　伊吹 南牧北 0:55.14
6 村上　聖眞 岩村田 0:55.86
7 菊池　友也 南牧北 0:56.17
8 田中　千太 北牧 0:56.44
9 由井　楽人 川上第一 0:56.91
10 川崎　海人 美南ガ丘 0:57.65
11 遠藤　俊介 川上第二 1:00.66
12 志村　嶺 北牧 1:01.41
13 新津　輝大 小海 1:05.29
14 小原　伊織 川上第二 1:06.35
15 由井　皓也 川上第一 1:08.44
16 亀岡　大翔 南牧南 1:10.69
17 清水　禅 芹田 1:21.08
18 池浦　克 切原 1:30.31

関　琢郎 北牧 棄権
薩田　知弥 南牧北 棄権
京須　誠真 付属長野 棄権



９．小学生２年女子　５００ｍ

順位 氏     名 所      属 （県外） 学年 記録 備      考

1 高橋　侑花 中込 0:56.55 新記録
2 井出　萌音 南牧北 0:59.08 新記録
3 鷹野　愛 北牧 1:02.53 新記録
4 柳沢　絢音 川上第一 1:02.88
5 菊池　真歌 南相木 1:04.85
6 輿水　愛仁花 八千穂 1:09.94
7 山浦　文子 八千穂 1:09.95
8 篠原　永子 北牧 1:11.97
9 宮澤　眞 北牧 1:12.94
10 畑　怜奈 八千穂 1:15.96
11 武舎　葵唯 青沼 1:19.81
12 前田　望乃花 八千穂 1:22.21
13 中島　綾香 青沼 1:26.83
14 原　姫奈乃 川上第一 1:30.23
15 浅沼　葵 八千穂 1:34.58
16 渡辺　夏菜 八千穂 1:35.32
17 石田　菜摘 八千穂 1:35.33
18 木次　優花 八千穂 1:35.50

１０．小学生２年男子　５００ｍ

順位 氏     名 所      属 （県外） 学年 記録 備      考

1 緑川　一輝 徳間 0:56.33
2 田口　輝 川上第二 0:56.40
3 山崎　太陽 鍋屋田 0:58.19
4 伊藤　颯 川上第二 1:00.00
5 伊藤　崇真 川上第二 1:01.53
6 岩下　幹 北牧 1:04.57
7 小林　颯 八千穂 1:07.75
8 篠原　健人 北牧 1:07.99
9 中島　大輔 川上第一 1:08.68
10 中島　教友 川上第一 1:09.94
11 亀岡　冬哉　 南牧南 1:11.62
12 多田　日向 山中湖東 山梨 1:12.71
13 村田　皓也 田口 1:17.25
14 林　凌甫 川上第二 1:18.60
15 天野　拓珠 山中湖東 山梨 1:18.82
16 松本　永遠 小海 1:20.09
17 輿水　颯太 八千穂 1:20.74
18 中山　尚 徳間 1:20.76
19 武井　智哉 御代田南 1:22.17
20 中島　幸徳 川上第二 1:35.51

１１．小学生１年女子　５００ｍ

順位 氏     名 所      属 （県外） 学年 記録 備      考

1 市川　鈴子 南牧南 1:18.68
2 清水　萌 芹田 1:18.70
3 長田　花佳 山中湖東 山梨 1:19.19
4 天野　凪彩 山中湖東 山梨 1:20.56
5 中島　麻絢 川上第一 1:20.95
6 新海　咲歩 川上第一 1:49.42

中村　綾花　 朝日 棄権



１２．小学生１年男子　５００ｍ

順位 氏     名 所      属 （県外） 学年 記録 備      考

1 伊藤　武蔵 川上第二 1:01.14 新記録
2 林　康生 南牧南 1:07.40
3 今井　寛人 川上第一 1:09.00
4 原　風蔵 川上第二 1:13.74
5 朝日　練成 青沼 1:17.42
6 櫻井　利正 御代田南 1:25.93
7 篠原　征希 北牧 1:26.08
8 小松　敏輝 八千穂 1:36.34
9 長田　勘太郎 山中湖東 1:37.19
10 井出　芹 小海 1:45.41
11 田中　孝志郎 北牧 1:45.90

１３．小学生６年女子　１０００ｍ

順位 氏     名 所      属 （県外） 学年 記録 備      考

1 堀内　祐実 勝山 山梨 1:38.39
2 山浦　美和子 八千穂 1:39.53
3 井出　幹乃 北牧 1:41.26
4 山下　アンヌ 軽井沢中部 1:41.52
5 細田　京香 徳間 1:41.57
6 五十嵐　里美 北牧 1:41.89
7 中島　静香 川上第一 1:41.91
8 新海　妃菜 川上第一 1:42.07
9 小林　真依子 川上第二 1:42.26
10 中島　梨穂 南相木 1:42.77
10 中島　栞 南相木 1:42.77
12 田中　萌華 北牧 1:43.12
13 中山　百華 徳間 1:44.30
14 田中　つぐみ 川上第二 1:46.35
15 相良　茉莉奈 小淵沢 山梨 1:46.89
16 有井　信乃 小海 1:50.49
17 関　春佳 北牧 1:52.00
18 井出　萌々香 川上第二 2:07.90

１４．小学生５年女子　１０００ｍ

順位 氏     名 所      属 （県外） 学年 記録 備      考

1 岩下　楓 北牧 1:42.76
2 高見澤　和穂 南牧北 1:42.96
3 山崎　雪乃 鍋屋田 1:43.09
4 渡邉　京華 川上第一 1:43.09
5 藤原　美来 安茂里 1:43.31
6 中島　涼香 南相木 1:43.51
7 友野　遥 佐久西 1:45.64
8 田村　真尋 南相木 1:46.09
9 朝田　紗也夏 青沼 1:46.29
10 今井　亜実 川上第一 1:52.75
11 柄澤　苑実 古里 1:59.47
12 山口　瑞希 青沼 2:25.51

井出　詩菜 南牧北 棄権
神長　汐音 南牧南 棄権



１５．小学生４年女子　１０００ｍ

順位 氏     名 所      属 （県外） 学年 記録 備      考

1 小山　香月 船津 山梨 1:46.71
2 五十嵐　万智 北牧 1:51.57
3 中島　麻結 川上第一 1:57.36
4 高橋　莉子 北牧 1:57.44
5 高橋　実結 城東 2:00.37
6 土屋　このみ 軽井沢中部 2:07.26
7 井出　佑香 南牧北 2:13.89
8 武井　万由子 御代田南 2:16.08
9 大工原　唯 切原 2:18.21
10 井出　優香 南牧北 2:21.51
11 井出　穂野花 八千穂 2:31.56

池浦　忍 切原 棄権
中村　朱里 朝日 棄権
矢島　沙彩 裾花 棄権

１６．小学生３年女子　１０００ｍ

順位 氏     名 所      属 （県外） 学年 記録 備      考

1 天野　瑠莉 山中湖東 1:57.19
2 曽根　江美香 朝日 1:59.04
3 友野　恵 佐久西 2:02.09
4 羽多野　里佳 朝日 2:07.94
5 新津　真里亜 小海 2:08.30
6 高見澤　美良 南牧北 2:08.41
7 篠原　理沙 北牧 2:09.12
8 井出　凛生 南牧北 2:17.98
9 櫻井　真優 御代田南 2:20.25
10 野村　遥花 松ヶ丘 2:23.06
11 中沢　優花 御代田南 2:33.61
12 井出　羽衣 小海 3:09.05
13 青山　鈴果 御代田南 3:53.96



１７．小学生６年男子　１５００ｍ

順位 氏     名 所      属 （県外） 学年 記録 備      考

1 林　莉輝 川上第二 2:21.62
2 伊藤　正峻 下氷鉋 2:21.91
3 鷹野　将宏 北牧 2:21.92
4 井出　樹 北牧 2:22.20
5 高橋　慶 北牧 2:24.46
6 原　大晴 川上第二 2:25.57
7 伊藤　研太 川上第二 2:28.75
8 八木　宣幸 城東 2:29.50
9 浅井　信弥 小海 2:30.44
10 天野　泰誠 山中湖東 山梨 2:36.69
11 多田　朝飛 山中湖東 山梨 2:37.29
12 篠原　克哉 北牧 2:37.37
13 佐々木　要介 田口 2:43.75
14 黒澤　慎哉 川上第一 2:44.13
15 井出　想野 南牧北 2:46.42
16 辻　椋副 北牧 2:46.96
17 井出　恕也 八千穂 2:52.58
18 矢島　拓海 裾花 2:52.99
19 井出　通利 南牧北 3:00.16
20 井出　旭 南牧北 3:00.28
21 植木　尚洋 軽井沢中部 3:03.23

京須　一真 付属長野 棄権

１８．小学生５年男子　１５００ｍ

順位 氏     名 所      属 （県外） 学年 記録 備      考

1 林　雅人 川上第二 2:22.90 新記録
2 原　眞尋 川上第二 2:23.24 新記録
3 高橋　勇気 中込 2:31.69
4 佐原　貴奎 川上第二 2:31.98
5 成澤　諒 安茂里 2:32.55
6 松村　優作 軽井沢中部 2:35.45
7 半田　雄大 昭和 2:38.92
8 青山　隆明 御代田南 2:39.25
9 由井　謙次 川上第一 2:39.89
10 高見澤　光希 南牧北 2:43.63
11 渡邊　悠次 川上第一 2:43.82
12 小原　空都 川上第二 2:46.02
13 鈴木　柾也 田口 2:53.88
14 田口　航大 川上第二 2:54.12
15 上原　森太郎 軽井沢中部 2:54.26
16 志村　岳 北牧 2:56.80
17 堀内　仲 勝山 山梨 3:00.18
18 由井　崇也 川上第一 3:01.91
19 天野　竜源 山中湖東 山梨 3:14.93

佐々木　英介 軽井沢中部 棄権
横井　駿太 軽井沢中部 棄権
小林　大地 軽井沢中部 棄権



１９．小学生４年男子　１５００ｍ

順位 氏     名 所      属 （県外） 学年 記録 備      考

1 伊藤　誠悟 下氷鉋 2:32.24 新記録
2 伊藤　岳 川上第二 2:33.94 新記録
3 柳沢　健太郎 川上第一 2:37.29
4 篠原　謙 北牧 2:37.30
5 原　泰 川上第一 2:37.35
6 田口　尭 川上第二 2:37.66
7 林　俊輔 川上第二 2:38.40
8 篠原　孝尚 北牧 2:38.83
9 長田　徳宗 山中湖東 山梨 2:47.93
10 薩田　恭祐 南牧北 2:50.31
11 篠原　優人 北牧 2:51.67
12 油井　威一郎 川上第二 2:52.34
13 市川　福円 南牧南 2:53.95
14 篠原　千拓 北牧 2:55.65
15 中山　周 徳間 3:05.05
16 原　佑樹 川上第二 3:06.97
17 土屋　光平 御代田南 3:15.90
18 高橋　信晃 御代田南 3:17.23
19 原　大治 川上第一 3:23.88
20 盛次　晃弘 御代田南 3:25.65
21 松本　賢史 付属長野 3:29.50
22 櫻井　道 切原 3:34.22
23 小澤　蓮 切原 3:51.60

２０．小学生３年男子　１０００ｍ

順位 氏     名 所      属 （県外） 学年 記録 備      考

1 原　純夢 川上第二 1:47.61 新記録
2 井出　城吉 川上第二 1:48.45 新記録
3 小原　伊織 川上第二 1:54.80
4 倉坪　克拓 三本柳 1:58.25
5 林　伊吹 南牧南 2:00.06
6 田中　千太 北牧 2:04.67
7 今井　悠翔 川上第一 2:05.28
8 村上　聖眞 岩村田 2:06.46
9 由井　楽人 川上第一 2:08.64
10 遠藤　俊介 川上第二 2:08.98
11 川崎　海斗 美南ガ丘 2:12.19
12 志村　嶺 北牧 2:12.72
13 菊池　友也 南牧北 2:23.86
14 新津　輝大 小海 2:24.02
15 亀岡　大翔 南牧南 2:27.48
16 由井　皓也 川上第一 2:38.15
17 清水　禅 芹田 2:59.02
18 池浦　克 切原 3:18.30

薩田　知弥 南牧北 棄権
京須　誠真 付属長野 棄権
関　琢郎 北牧 棄権



２１．小学生男子　２０００ｍＲ

順位 氏     名 所      属 （県外） 学年 記録 備      考

1 川上第二 林　莉輝 3:14.59
原　大晴
佐原　貴奎
伊藤　研太

2 北牧 高橋　慶 3:16.72
井出　樹
辻　椋副
鷹野　将宏

3 川上第一 黒澤　慎哉 3:31.97
由井　謙次
由井　崇也
渡邊　悠次

4 南牧北 高見澤　光希 3:56.11
菊池　友也
井出　旭
井出　想野

5 南牧南 新井　雄貴 4:05.13
市川　福円
林　康生
林　伊吹

6 御代田南 高橋　信晃 4:05.85
盛次　晃弘
土屋　光平
青山　隆明

7 八千穂 井出　恕也 4:42.12
輿水　颯太
小林　颯
小松　敏輝

Ｍウエーブクラブ 八木　宣幸 3:14.77 オープン参加

成澤　諒
伊藤　誠悟
伊藤　正峻

軽井沢中部 植木　尚洋 棄権
松村　優作
小林　大地
上原　森太郎

山中湖東 天野　泰誠 山梨 棄権
多田　朝飛
天野　竜源
長田　徳宗



２２．小学生女子　２０００ｍＲ

順位 氏     名 所      属 （県外） 学年 記録 備      考

1 北牧 井出　幹乃 3:20.10
田中　萌華
関　春佳
五十嵐　里美

2 川上第一 新海　妃菜 3:24.29
今井　亜実
渡邉　京華
中島　麻結

3 南相木 中島　涼香 3:32.45
田村　真尋
中島　栞
中島　梨穂

4 川上第二 小林　真依子 3:44.70
井出　萌々香
小林　美湖
田口　つぐみ

5 南牧北 高見澤　和穂 3:51.35
井出　萌音
高見澤　美良
井出　詩菜

6 御代田南 櫻井　真優 4:48.25
中澤　優花
青山　鈴果
武井　万由子

朝日 中村　朱里 棄権
羽多野　里佳
曽根　江美香
中村　綾花

Ｍウエーブクラブ 藤原　美来 オープン参加

細田　京香 失格
中山　百華
山崎　雪乃

八千穂 山浦　美和子 失格
山浦　文子
畑　怜奈
前田　望乃花
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