
2013/03/31現在
2013/11/21修正

５００ｍ

県記録 34.21 加藤　条治 日本電産サンキョー 2013.01.26 ソルトレークシティー 世界スプリント選手権
(9.47-34.21)

県高校記録 36.07 上原　龍 佐久長聖高校 2003.03.22 カルガリー オーバルファイナル
(100-500)

県中学記録 37.55 原　宏彰 川上中学校 2005.03.09 カルガリー オーバルファイナル
(100-500)

県小学生記録（シングルトラック）

６年生 41.31 菊池　岳仁 原小学校 2013.01.20 エムウェーブ 県ジュニア東北信

５年生 43.26 菊池　岳仁 原小学校 2012.02.25 富士吉田 富士河口湖大会

４年生 45.56 菊池　岳仁 原小学校 2011.02.05 茅野 ＬＣＶ杯

３年生 48.41 伊藤　武蔵 川上第二小学校 2013.02.23 富士吉田 富士河口湖大会

２年生 50.69 伊藤　武蔵 川上第二小学校 2012.02.25 富士吉田 富士河口湖大会

１年生 1:01.14 伊藤　武蔵 川上第二小学校 2011.02.05 松原湖 川上スケート大会

１０００ｍ

県記録 1:08.09 長島　圭一郎 日本電産サンキョー 2009.03.07 ソルトレークシティー ワールドカップ
(15.96-40.71-1:08.09)

県高校記録 1:11.53 上原　龍 佐久長聖高校 2003.03.23 カルガリー オーバルファイナル
(200-600-1000)

県中学記録 1:15.03 原　宏彰 川上中学校 2005.03.12 カルガリー オーバルファイナル
(200-600-1000)

県小学生記録（シングルトラック）

６年生 1:23.96 菊池　岳仁 原小学校 2013.01.20 エムウェーブ 県ジュニア東北信

５年生 1:28.33 菊池　岳仁 原小学校 2012.01.14 茅野 県ジュニア中南信

４年生 1:35.04 小平　哲史 田川小学校 2012.01.22 エムウェーブ 県ジュニア東北信

１５００ｍ

県記録 1:45.94 山中　大地 信州大学 2012.03.18 カルガリー オーバルファイナル
(23.83-49.69-1:16.61-1:45.94)

県高校記録 1:49.12 中嶋　敬春 佐久長聖高校 2000.08.12 カルガリー サマークラシック
(300-700-1100-1500)

県中学記録 1:53.05 原　宏彰 川上中学校 2005.03.11 カルガリー オーバルファイナル
(300-700-1100-1500)

県小学生記録（シングルトラック）

６年生 2:08.89 林　雅人 川上第二小学校 2012.01.22 エムウェーブ 県ジュニア東北信

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

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

３０００ｍ

県記録 3:47.80 野明　弘幸 長野県体育協会 2001.03.16 カルガリー オーバルファイナル
(200-600-1000-1400-1800-2200-2600-3000)

県高校記録 3:49.74 大林　昌仁 佐久長聖高校 2012.11.15 カルガリー ジュニアワールドカップ

(19.08-48.34-1:17.63-1:47.68-2:17.73-2:47.63-3:18.20-3:49.74)

県中学記録 4:03.03 中嶋　博王 川上中学校 2000.02.09 エムウェーブ 全国中学校
(19.85-50.88-1:22.04-1:53.53-2:25.57-2:58.01-3:30.36-4:03.03)

５０００ｍ

県記録 6:28.03 牛山　貴広 エムウエーブ 2005.11.13 カルガリー ワールドカップ
(200-600-1000-1400-1800-2200-2600-3000-3400-3800-4200-4600-5000)

県高校記録 6:44.02 大林　昌仁 佐久長聖高校 2012.10.28 エムウェーブ 全日本距離別
(19.54-50.88-1:22.94-1:54.42-2:26.22-2:58.27-3:30.67-4:03.07-4:35.98-5:08.36-5:40.80-6:12.75-6:44.02)

県中学記録 6:54.13 佐藤　克憲 南牧中学校 2000.02.08 エムウェーブ 全国中学校
(19.66-50.90-1:22.82-1:55.28-2:28.21-3:01.31-3:34.87-4:08.30-4:41.78-5:15.27-5:48.63-6:21.71-6:54.13)

スピードスケート長野県記録：　男子
（赤字は、2012/2013シーズンの更新又は訂正）



2013/03/31現在
2013/11/21修正

スピードスケート長野県記録：　男子
（赤字は、2012/2013シーズンの更新又は訂正）

１００００ｍ

県記録 13:56.54 米倉　大介 明治大学 1998.01.04 エムウェーブ 全日本選手権

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

県中学記録 該当なし

２ｘ５００ｍ

県記録 69.42 加藤　条治 日本電産サンキョー 2011.03.13 インツェル 世界距離別選手権
(34.90-34.52)

県高校記録 72.53 上條　有司 岡谷東高校 2004.11.27 浅間 浅間選抜
(36.35-36.18)

県中学記録 77.15 上條　有司 鉢盛中学校 2002.2.27 岩手県営 全日本選抜
(38.50-38.65）

総合（500-5000-1500-10000）

県記録 156.473 牛山　貴広 エムウエーブ 2005.12.21-22 エムウェーブ 全日本選手権
(36.47-6:46.01-1:49.86-14:15.65)

県高校記録 160.390 斉川　史徳 松本工業高校 2003.03.19-20 カルガリー オーバルファイナル
(37.19-6:58.77-1:52.42-14:37.00)

県中学記録 該当なし

中総合（500-3000-1500-5000）

県記録 155.677 知久　隆徳 岡谷南高校 2000.03.17-18 カルガリー オーバルファイナル
(36.59-3：57.51-1:51.38-7:03.76)

県高校記録 155.677 知久　隆徳 岡谷南高校 2000.03.17-18 カルガリー オーバルファイナル
(36.59-3:57.51-1:51.38-7:03.76)

県中学記録

スプリント総合（500-1000-500-1000）

県記録 139.720 長島　圭一郎 日本電産サンキョー 2009.01.17-18 モスクワ 世界スプリント
(35.01-1:09.41-34.91-1:10.19)

県高校記録 143.860 上原　龍 佐久長聖高校 2003.03.22-23 カルガリー オーバルファイナル
(36.07-1:11.83-36.11-1:11.53)

県中学記録

チームパシュートレース（8周）

県記録 4:03.60 小海高校 2012.1.15 帯広 十勝オーバル
(村上　匠 - 岩下　聖 - 大澤　航）

県高校記録 4:03.60 小海高校 2012.1.15 帯広 十勝オーバル
(村上　匠 - 岩下　聖 - 大澤　航）

県中学記録

２０００ｍリレー

県記録 2:27.61 長野県 2002.01.14 岡谷 中部日本
(笹渕峰尚 - 鈴木　暢 - 上原　龍 - 加藤将司)

県高校記録 2:31.17 佐久長聖高校 2000.12.14 茅野 県高校
(石黒弘希 - 永井裕也 - 鈴木　暢 - 依田幸一郎)

県中学記録 2:40.33 川上中学校 2001.01.08 浅間 県中学
(伊藤 - 小原 - 中嶋 - 由井)

(400-800-1200-1600-2000-2400-2800-3200-3600-4000-4400-4800-5200
-5600-6000-6400-6800-7200-7600-8000-8400-8800-9200-9600-10000

(400-800-1200-1600-2000-2400-2800-3200-3600-4000-4400-4800-5200
-5600-6000-6400-6800-7200-7600-8000-8400-8800-9200-9600-10000


	長野県記録(男子)

