
■５００ｍ
記　　録 氏　　　　　名 所　　　　属 場　　所 大　　　　会 期　　日

世界記録 34.25 Kang-Seok Lee ＫＯＲ ｿﾙﾄﾚ-ｸｼﾃｨｰ 世界距離別選手権 2007.03.09

(9.46-34.25)

世界ｼﾞｭﾆｱ記録 34.75 加藤　条治 日本 ｿﾙﾄﾚ-ｸｼﾃｨｰ ワールドカップ 2003.12.13

(9.64-34.75)

日本記録 34.30 加藤　条治 日本 ｿﾙﾄﾚ-ｸｼﾃｨｰ ワールドカップ 2005.11.19

(9.66-34.30)

日本ｼﾞｭﾆｱ記録 34.75 加藤　条治 日本 ｿﾙﾄﾚ-ｸｼﾃｨｰ ワールドカップ 2003.12.13

(9.64-34.75)

日本高校記録 34.88 加藤　条治 日本 ｿﾙﾄﾚ-ｸｼﾃｨｰ ワールドカップ 2003.01.11

(9.59-34.88)

日本中学記録 36.56 羽賀　亮平 帯広第八中学 カルガリー オーバルファイナル 2004.03.13

(9.82-36.56)

国内最高記録 34.91 長島　圭一郎 日本電産サンキョー Ｍウェーブ ワールドカップ 2006.12.09

(9.64-34.91)

長野県記録 34.30 加藤　条治 日本 ｿﾙﾄﾚ-ｸｼﾃｨｰ ワールドカップ 2005.11.19

長野県高校記録 36.07 上原　龍 佐久長聖高校 カルガリー オーバルファイナル 2003.03.22

長野県中学記録 37.55 原　宏彰 川上中学校 カルガリー オーバルファイナル 2005.03.09

長野県小学生記録（ｼﾝｸﾞﾙﾄﾗｯｸ）

６年生 42.38 原　宏彰 川上第二小学校 Ｍウェーブ 県ジュニア東北信 2002.02.10

５年生 44.33 小林　拓斗 金澤小学校 松原湖 松原湖ｽｹｰﾄｾﾝﾀｰ杯 2002.02.24

４年生 46.72 小林　達郎 金澤小学校 Ｍウェーブ 県ジュニア東北信 2002.02.10

３年生 50.63 佐伯　幸平 落合小学校 Ｍウェーブ 県ジュニア東北信 2001.02.11

■１０００ｍ
記　　録 氏　　　　　名 所　　　　属 場　　所 大　　　　会 期　　日

世界記録 1;07.03 Shani Davis ＵＳＡ ｿﾙﾄﾚ-ｸｼﾃｨｰ ワールドカップ 2005.11.20

(16.78-41.55-1;07.03)

世界ｼﾞｭﾆｱ記録 1;08.53 Beorn Nijenhuis ＮＥＤ カルガリー 世界ＳＰ選手権 2003.01.19

(17.04-42.17-1;08.53)

日本記録 1;08.28 小林　正暢 日本 ｿﾙﾄﾚ-ｸｼﾃｨｰ 世界ＳＰ選手権 2005.01.22

(16.43-41.37-1;08.28)

日本ｼﾞｭﾆｱ記録 1;10.67 加藤　条治 日本 ｿﾙﾄﾚ-ｸｼﾃｨｰ ワールドカップ 2003.01.12

(16.51-42.73-1;10.67)

日本高校記録 1;10.67 加藤　条治 日本 ｿﾙﾄﾚ-ｸｼﾃｨｰ ワールドカップ 2003.01.12

(16.51-42.73-1;10.67)

日本中学記録 1;13.02 中村　駿佑 早来中学校 カルガリー オーバルファイナル 2007.03.17

(17.54-44.64-1;13.02)

国内最高記録 1;09.79 今井　裕介 日本 Ｍウェーブ ワールドカップ 2004.12.04

(16.87-42.48-1;09.79)

長野県記録 1;08.87 長島　圭一郎 日本電産サンキョー ｿﾙﾄﾚ-ｸｼﾃｨｰ 世界距離別選手権 2007.03.10

長野県高校記録 1;11.53 上原　龍 佐久長聖高校 カルガリー オーバルファイナル 2003.03.23

長野県中学記録 1;15.03 原　宏彰 川上中学校 カルガリー オーバルファイナル 2005.03.12

《　世界記録・日本記録・長野県記録　男子　》



■１５００ｍ
記　　録 氏　　　　　名 所　　　　属 場　　所 大　　　　会 期　　日

世界記録 1;42.32 Shani Davis ＵＳＡ カルガリー ワールドカップ 2007.03.04

(23.40-48.36-1;14.64-1;42.32)

世界ｼﾞｭﾆｱ記録 1;45.54 Sjoerd de Vries ＮＥＤ カルガリー オーバルファイナル 2007.03.15

(23.68-49.50-1;16.67-1;45.54)

日本記録 1;45.49 今井　裕介 メッツ カルガリー オーバルファイナル 2001.03.15

(23.53-49.52-1;16.50-1;45.49)

日本ｼﾞｭﾆｱ記録 1;47.33 土井　慎悟 白樺学園高校 カルガリー オーバルファイナル 2001.03.17

(23.89-50.66-1;18.29-1;47.33)

日本高校記録 1;47.33 土井　慎悟 白樺学園高校 カルガリー オーバルファイナル 2001.03.17

(23.89-50.66-1;18.29-1;47.33)

日本中学記録 1;51.96 土井　慎悟 茅室西中学 カルガリー オーバルファイナル 1999.03.20

(23.53-52.12-1;21.16-1;51.96)

国内最高記録 1;48.99 野明　弘幸 日本 Ｍウェーブ 世界距離別選手権 2000.03.04

(23.72-50.72-1;19.15-1;48.99)

長野県記録 1;46.34 野明　弘幸 長野県体育協会 カルガリー オーバルファイナル 2001.03.17

長野県高校記録 1;49.12 中嶋　敬春 佐久長聖高校 カルガリー サマークラシック 2000.08.12

長野県中学記録 1;53.05 原　宏彰 川上中学校 カルガリー オーバルファイナル 2005.03.11

長野県小学生記録（ｼﾝｸﾞﾙﾄﾗｯｸ）

６年生 2;14.32 武井　博史 両小野小学校 Ｍウェーブ 県ジュニア東北信 2002.02.10

５年生 2;16.62 小林　拓斗 金澤小学校 Ｍウェーブ 県ジュニア東北信 2002.02.10

４年生 2;18.46 佐伯　幸平 落合小学校 Ｍウェーブ 県ジュニア東北信 2002.02.10

■３０００ｍ
記　　録 氏　　　　　名 所　　　　属 場　　所 大　　　　会 期　　日

世界記録 3;37.28 Eskil Ervik ＮＯＲ カルガリー 国際競技会 2005.11.05

(18.75-47.22-1;13.37-1;44.07-2;11.99-2;39.81-3;07.96-3;37.28)

世界ｼﾞｭﾆｱ記録 3;42.98 Sjoerd de Vries ＮＥＤ カルガリー オーバルファイナル 2007.03.13

(17.79-45.80-1;13.86-1;42.15-2;11.02-2;40.65-3;11.30-3;42.98)

日本記録 3;47.52 平子　裕基 開西病院 カルガリー サマークラシック 2007.08.10

(18.75-47.10-1;15.61-1;44.60-2;14.12-2;44.91-3;18.36-3;47.52)

日本ｼﾞｭﾆｱ記録 3;49.25 土井　慎悟 白樺学園高校 カルガリー オーバルファイナル 2001.03.16

(18.71-48.13-1;17.78-1;47.37-2;17.37-2;47.60-3;18.36-3;49.25)

日本高校記録 3;49.25 土井　慎悟 白樺学園高校 カルガリー オーバルファイナル 2001.03.16

(18.71-48.13-1;17.78-1;47.37-2;17.37-2;47.60-3;18.36-3;49.25)

日本中学記録 3;53.81 渡部　知也 豊頃中学 カルガリー オーバルファイナル 2007.03.13

(19.44-49.38-1;19.82-1;50.38-2;21.23-2;52.24-3;22.99-3;53.81)

国内最高記録 3;50.18 安田　直樹 日本体育大学 Ｍウェーブ 全日本距離別選手権 2006.10.29

(19.08-48.83-1;18.90-1;48.68-2;18.95-2;48.96-3;19.55-3;50.18)

長野県記録 3;47.80 野明　弘幸 長野県体育協会 カルガリー オーバルファイナル 2001.03.16

長野県高校記録 3;56.10 佐藤　克憲 佐久長聖高校 Ｍウェーブ Ｍウェーブ競技会 2003.02.23

長野県中学記録 4;03.03 中嶋　博王 川上中学校 Ｍウェーブ 全国中学校 2000.02.09



■５０００ｍ
記　　録 氏　　　　　名 所　　　　属 場　　所 大　　　　会 期　　日

世界記録 6;07.48 Sven Kramer ＮＥＤ カルガリー ワールドカップ 2007.03.03

世界ｼﾞｭﾆｱ記録 6;18.93 Havard Bokko ＮＯＲ カルガリー ワールドカップ 2005.11.13

日本記録 6;26.04 白幡　圭史 日本 ｿﾙﾄﾚ-ｸｼﾃｨｰ 世界距離別選手権 2001.03.10

日本ｼﾞｭﾆｱ記録 6;30.46 平子　裕基 日本 ｿﾙﾄﾚ-ｸｼﾃｨｰ オリンピック 2002.02.09

日本高校記録 6;31.46 平子　裕基 日本 カルガリー ワールドカップ 2001.03.02

日本中学記録 6;45.03 渡部　知也 豊頃中学 カルガリー オーバルファイナル 2007.03.15

国内最高記録 6;31.16 白幡　圭史 日本 Ｍウェーブ 世界距離別選手権 2000.03.03

長野県記録 6;28.03 牛山　貴広 エムウエーブ カルガリー ワールドカップ 2005.11.13

長野県高校記録 6;44.81 安田　直樹 東海大三高校 カルガリー オーバルファイナル 2001.03.15

長野県中学記録 6;54.13 佐藤　克憲 南牧中学校 Ｍウェーブ 全国中学校 2000.02.08

■１００００ｍ
記　　録 氏　　　　　名 所　　　　属 場　　所 大　　　　会 期　　日

世界記録 12;41.69 Sven Kramer ＮＥＤ ｿﾙﾄﾚ-ｸｼﾃｨｰ 世界距離別選手権 2007.03.10

日本記録 13;19.92 白幡　圭史 日本 ｿﾙﾄﾚ-ｸｼﾃｨｰ 世界距離別選手権 2001.03.11

日本ｼﾞｭﾆｱ記録 13;27.88 平子　裕基 白樺学園高校 カルガリー オーバルファイナル 2001.03.16

日本高校記録 13;27.88 平子　裕基 白樺学園高校 カルガリー オーバルファイナル 2001.03.16

国内最高記録 13;38.14 白幡　圭史 日本 Ｍウェーブ 世界距離別選手権 2000.03.05

長野県記録 13;56.54 米倉　大介 明治大学 Ｍウェーブ 全日本選手権 1998.01.04

長野県高校記録 14;05.02 由井　拓実 佐久長聖高校 カルガリー オーバルファイナル 2005.03.10

(19.06-48.83-1;18.82-1;48.80-2;18.59-2;46.26-3;17.93-
3;47.50-4;17.24-4;47.30-5;17.59-5;48.33-6;18.93)

(18.72-47.90-1;17.88-1;48.61-2;19.84-2;51.34-3;22.73-
3;53.94-4;24.97-4;55.56-5;25.92-5;56.09-6;26.04)

(19.41-48.73-1;18.48-1;48.51-2;18.60-2;49.11-3;20.11-
3;51.28-4;22.64-4;54.24-5;26.09-5;58.02-6;30.46)

(？-1;16.11-1;41.28-2;13.62-2;46.10-3;18.66-3;50.89-4;23.38-4;55.79-5;28.15-
6;00.48-6;32.82-7;05.19-7;37.48-8;09.95-8;42.19-9;14.66-9;47.04-10;19.11-
10;50.81-11;22.07-11;53.58-12;24.99-12;56.20-13;27.88)

(35.92-1;08.32-1;40.82-2;13.28-2;45.61-3;18.05-3;50.54-4;23.08-4;55.45-
5;28.02-6;00.55-6;33.09-7;05.49-7;37.95-8;10.35-8;42.72-9;14.91-9;47.21-
10;19.70-10;52.63-11;26.03-11;59.49-12;32.85-13;05.77-13;38.14)

(18.91-48.50-1;18.50-1;49.24-2;20.42-2;52.10-3;23.65-
3;54.85-4;26.01-4;56.93-5;28.02-5;59.66-6;31.16)

(33.13-1;02.98-1;33.40-2;03.53-2;33.73-3;03.98-3;34.46-4;04.81-4;35.44-
5;05.80-5;36.33-6;06.88-6;37.49-7;08.22-7;38.97-8;09.54-8;40.14-9;10.51-
9;41.08-10;11.61-10;41.99-11;11.98-11;42.23-12;12.04-12;41.69)

(34.35-1;06.10-1;38.24-2;10.27-2;42.19-3;14.17-3;46.37-4;18.55-4;50.74-
5;23.03-5;55.08-6;27.06-6;58.90-7;30.69-8;02.61-8;34.57-9;06.37-9;38.25-
10;09.97-10;41.85-11;14.08-11;46.22-12;17.97-12;49.54-13;19.92)

(19.27-48.94-1;19.01-1;49.82-2;20.84-2;51.91-3;23.15-
3;54.61-4;25.50-4;56.74-5;28.17-5;59.75-6;31.46)

(19.08-49.06-1;19.80-1;51.52-2;23.70-2;55.38-3;27.37-
4;00.07-4;32.73-5;05.39-5;38.45-6;12.10-6;45.03)

(17.75-46.05-1;15.29-1;44.78-2;14.21-2;43.85-3;13.32-
3;42.93-4;12.00-4;41.27-5;10.16-5;38.79-6;07.48)

(？-1;16.11-1;41.28-2;13.62-2;46.10-3;18.66-3;50.89-4;23.38-4;55.79-5;28.15-
6;00.48-6;32.82-7;05.19-7;37.48-8;09.95-8;42.19-9;14.66-9;47.04-10;19.11-
10;50.81-11;22.07-11;53.58-12;24.99-12;56.20-13;27.88)



■２×５００ｍ
記　　録 氏　　　　　名 所　　　　属 場　　所 大　　　　会 期　　日

世界記録 68.69 Kang-Seok Lee ＫＯＲ ｿﾙﾄﾚ-ｸｼﾃｨｰ 世界距離別選手権 2007.03.09

(34.44-34.25)

日本記録 68.96 清水　宏保 日本 ｿﾙﾄﾚ-ｸｼﾃｨｰ 世界距離別選手権 2001.03.10

(34.64-34.32)

日本ｼﾞｭﾆｱ記録 71.13 加藤　条治 三協精機 浅間 浅間選抜 2003.11.27

(35.55-35.58)

日本高校記録 71.81 加藤　条治 日本 ベルリン 世界距離別選手権 2003.03.14

(36.11-35.70)

日本中学記録 75.98 羽賀　亮平 帯広第八中学 盛岡 全日本選抜 2004.02.27

(37.97-38.01)

■総合(500-5000-1500-10000)
記　　録 氏　　　　　名 所　　　　属 場　　所 大　　　　会 期　　日

世界記録 145.742 Shani Davis ＵＳＡ カルガリー 世界ＡＲ選手権 2006.03.18-19

(35.17-6;10.49-1;42.68-13;05.94)

日本記録 153.918 平子　裕基 白樺学園高校 カルガリー オーバルファイナル 2001.03.15-16

(37.67-6;34.64-1;49.17-13;27.88)

日本ｼﾞｭﾆｱ記録 153.918 平子　裕基 白樺学園高校 カルガリー オーバルファイナル 2001.03.15-16

(37.67-6;34.64-1;49.17-13;27.88)

日本高校記録 153.918 平子　裕基 白樺学園高校 カルガリー オーバルファイナル 2001.03.15-16

(37.67-6;34.64-1;49.17-13;27.88)

長野県記録 156.473 牛山　貴広 エムウエーブ Ｍウェーブ 全日本選手権 2005.12.21-22

(36.47-6;46.01-1;49.86-14;15.65)

長野県高校記録 160.390 斉川　史徳 松本工業高校 カルガリー オーバルファイナル 2003.03.19-20

(37.19-6;58.77-1;52.42-14;37.00)

■中総合(500-3000-1500-5000)
記　　録 氏　　　　　名 所　　　　属 場　　所 大　　　　会 期　　日

世界記録 146.365 Erben Wennemars ＮＥＤ カルガリー サマークラシック 2005.08.12-13

(36.65-3;41.84-1;44.70-6;28.42)

世界ｼﾞｭﾆｱ記録 148.614 Wouter Olde Heuvel ＮＥＤ カルガリー オーバルファイナル 2005.03.09-11

(36.96-3;44.72-1;46.86-6;25.81)

日本記録 151.192 小林　和朗 明治大学 カルガリー オーバルファイナル 2001.03.15-17

(36.30-3;52.20-1;47.04-6;45.12)

日本ｼﾞｭﾆｱ記録 151.258 土井　慎悟 白樺学園高校 カルガリー オーバルファイナル 2001.03.15-17

(36.53-3;49.25-1;47.33-6;47.44)

日本高校記録 151.258 土井　慎悟 白樺学園高校 カルガリー オーバルファイナル 2001.03.15-17

(36.53-3;49.25-1;47.33-6;47.44)

日本中学記録 155.297 渡部　知也 豊頃中学 カルガリー オーバルファイナル 2007.03.13-15

(38.49-3;53.81-1;52.01-6;45.03)

長野県記録 155.677 知久　隆徳 岡谷南高校 カルガリー オーバルファイナル 2000.03.17-18

(36.59-3;57.51-1;51.38-7;03.76)

長野県高校記録 155.677 知久　隆徳 岡谷南高校 カルガリー オーバルファイナル 2000.03.17-18

(36.59-3;57.51-1;51.38-7;03.76)



■スプリント総合(500-1000-500-1000)
記　　録 氏　　　　　名 所　　　　属 場　　所 大　　　　会 期　　日

世界記録 137.230 Jeremy Wotherspoon ＣＡＮ カルガリー 世界ＳＰ選手権 2003.01.18-19

(34.41-1;08.41-34.49-1;08.25)

世界ｼﾞｭﾆｱ記録 139.750 Beorn Nijenhuis ＮＥＤ カルガリー 世界ＳＰ選手権 2003.01.18-19

(35.29-1;09.21-35.59-1;08.53)

日本記録 138.050 小林　正暢 日本 ｿﾙﾄﾚ-ｸｼﾃｨｰ 世界ＳＰ選手権 2005.01.22-23

(34.76-1;08.28-34.90-1;08.50)

日本ｼﾞｭﾆｱ記録 140.645 加藤　条治 日本 ｿﾙﾄﾚ-ｸｼﾃｨｰ ワールドカップ 2003.01.11-12

(34.88-1;10.97-34.96-1;10.67)

日本高校記録 140.645 加藤　条治 日本 ｿﾙﾄﾚ-ｸｼﾃｨｰ ワールドカップ 2003.01.11-12

(34.88-1;10.97-34.96-1;10.67)

日本中学記録 147.725 中村　駿佑 早来中学校 カルガリー オーバルファイナル 2007.03.16-17

(37.34-1;13.51-37.12-1;13.02)

長野県記録 141.985 長島　圭一郎 日本電産サンキョー Ｍウェーブ 全日本スプリント 2005.12.27-28

(35.42-1;11.15-35.37-1;11.24)

長野県高校記録 143.860 上原　龍 佐久長聖高校 カルガリー オーバルファイナル 2003.03.22-23

(36.07-1;11.83-36.11-1;11.53)

■チームパシュート(8Laps)
記　　録 氏　　　　　名 所　　　　属 場　　所 大　　　　会 期　　日

世界記録 3;37.80 ＮＥＤ ｿﾙﾄﾚ-ｸｼﾃｨｰ 世界距離別選手権 2007.03.11

(Sven Kramer - Carl Verheijen - Erben Wennemars)

世界ｼﾞｭﾆｱ記録 3;56.27 ＮＥＤ エルフルト 世界ｼﾞｭﾆｱ選手権 2006.03.12

(Ted Jan Bloemen - Wouter Olde Heuvel - Boris Kucsmirak)

日本記録 3;43.59 日本 カルガリー ワールドカップ 2005.11.12

(牛山貴広 - 土井慎悟 - 杉森輝大)

日本ｼﾞｭﾆｱ記録 3;59.31 日本 カルガリー サマークラシック 2005.08.14

(榛　伸悟 - 佐山敏幸 - 由井拓実)

日本高校記録 4;13.36 標茶高校 伊香保 全日本ｼﾞｭﾆｱ選手権 2007.01.14

(大内巧麻 - 大倉直和 - 斉藤健吾)

日本中学記録 4;13.72 別海中央中学校 釧路 全日本ｼﾞｭﾆｱ選手権 2003.01.13

(下地　研 - 中山祐大 - 福岡裕也)

■２０００ｍリレー
記　　録 氏　　　　　名 所　　　　属 場　　所 大　　　　会 期　　日

日本記録 2;25.17 専修大学 日光 全日本学生 1999.01.09

(山崎裕哉 - 小須田典之 - 篠原裕太郎 - 西岡和哉)

日本大学 苫小牧 全日本学生 2003.01.09

(長島圭一郎 - 植津悦典 - 清水悠紀 - 鈴木　暢)

日本高校記録 2;27.59 嬬恋高校 Ｍウェーブ 全国高校 1999.01.24

(土屋直司 - 小林和朗 - 篠原大輔 - 土屋清貴)

長野県記録 2;27.61 長野県 岡谷 中部日本 2002.01.14

(笹渕峰尚 - 鈴木　暢 - 上原　龍 - 加藤将司)

長野県高校記録 2;31.17 佐久長聖高校 茅野 県高校 2000.12.14

(石黒弘希 - 永井裕也 - 鈴木　暢 - 依田幸一郎)

長野県中学記録 2;40.33 川上中学校 浅間 県中学 2001.01.08

(伊藤 - 小原 - 中嶋 - 由井)


