
2019.4.22訂正

青字は過年度分の訂正

■長野オリンピック記念アリーナ (エムウエーブ)

500m 37.13 小平　奈緒 相澤病院 2017.12.27 オリンピック選考会
(10.28-37.13)

1000m 1:14.58 小平　奈緒 相澤病院 2017.12.28 オリンピック選考会
(17.88-45.06-1:14.58)

1500m 1:54.82 髙木　美帆 日本体育大学 2017.12.29 オリンピック選考会
(25.78-54.31-1:23.77-1:54.82)

3000m 4:03.56 Martina SABLIKOVA CZE 2016.11.18 ワールドカップ
(20.19-51.35-1:22.98-1:54.94-2:27.01-2:59.00-3:31.09-4:03.56)

5000m 6:58.22 Martina SABLIKOVA CZE 2008.03.09 世界距離別

2x500m 75.62 Jenny WOLF GER 2008.03.08 世界距離別
(37.88-37.74)

総合 163.890 菊池　彩花 富士急行 2015.12.22-23 全日本選手権
(39.38-1:57.79-4:10.21-7:15.46)

中総合 172.579 宮嶋　若菜 東海大三高校 1999.02.16-18 全信州
(42.12-1:23.69-2:07.99-4:35.71)

スプリント総合 151.275 Jing YU CHN 2014.01.19 世界スプリント
(37.67-1:15.61-37.72-1:16.16)

チームパシュート 2:58.69 NED 2016.11.19 ワールドカップ
(6周) (33.03-1:01.53-1:30.24-1:59.23-2:28.72)

チームスプリント 1:27.78 JPN 2016.11.19 ワールドカップ
(3周) (30.97-58.12)

2000mリレー 2:43.02 白樺学園高校 1999.01.24 インターハイ
(渡辺ゆかり-小原悠里-伊藤靖恵-大菅小百合)

300m(小学生シングルトラック）

　　小学２年生 34.71 両角　有乃 北山小学校 2010.01.24 県ジュニア東北信

　　小学１年生 38.39 野明　花菜 下諏訪南小学校 2012.01.22 県ジュニア東北信

500m(小学生シングルトラック）
　　小学６年生 42.40 宮川　笑佳 徳間小学校 2018.02.12 県ジュニア東北信

　　小学５年生 43.89 宮川　笑佳 徳間小学校 2017.01.22 県ジュニア東北信

　　小学４年生 46.21 宮川　笑佳 徳間小学校 2016.01.17 県ジュニア東北信

　　小学３年生 50.54 小平　花織 湖東小学校 2000.02.12 県ジュニア東北信

　　小学２年生 53.19 宮川　笑佳 徳間小学校 2014.01.26 県ジュニア東北信

　　小学１年生 1.02.10 桃井　瑠璃音 今井小学校 2018.02.12 県ジュニア東北信

1000m（小学生シングルトラック）
　　小学６年生 1:25.20 宮川　笑佳 徳間小学校 2018.02.12 県ジュニア東北信

　　小学５年生 1:27.51 宮川　笑佳 徳間小学校 2017.01.22 県ジュニア東北信

　　小学４年生 1:32.89 林　未生 南牧南小学校 2019.02.10 県ジュニア東北信

　　小学３年生 1:45.90 飯島　美幸 臼田小学校 2004.02.14 県ジュニア東北信

　　小学２年生 1:58.73 曽我　こなみ 湖南小学校 2004.02.14 県ジュニア東北信

　　小学１年生 2:19.96 友野　遥 佐久西小学校 2007.02.12 県ジュニア東北信

2000mリレー(小学生シングルトラック)

3:05.98 川上第二小学校 2000.02.12 県ジュニア東北信
(第一走者-第二走者-第三走者-第四走者)

（赤字は、2018/2019シーズンの更新）
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スピードスケート　リンクレコード

(20.24-52.61-1:25.45-1:58.79-2:32.03-3:05.35-3:38.58-4:11.84-4:44.92-5:18.26
 -5:51.60-6:25.02-6:58.22)



2019.4.22訂正

（赤字は、2018/2019シーズンの更新）

スピードスケート　リンクレコード

■長野オリンピック記念アリーナ (エムウエーブ)
500m 34.60 長谷川　翼 日本電産サンキョー 2017.12.27 オリンピック選考会

(9.62-34.60)

1000m 1:08.46 Kjeld  NUIS NED 2016.11.19 ワールドカップ
(16.61-41.76-1:08.46)

1500m 1:45.22 Denny MORRISON CAN 2008.03.09 世界距離別
(23.55-49.46-1:16.57-1:45.22)

3000m 3.46.70 伊藤　貴裕 日本大学 2019.02.16 エムウェーブ競技会
(18.97-47.83-1:17.15-1:46.48-2:15.76-2:45.17-3:15.45-3:46.70)

5000m 6:15.17 Sven KRAMER NED 2016.11.18 ワールドカップ

10000m 12:57.71 Sven KRAMER NED 2008.03.08 世界距離別

2x500m 69.46 Jeremy WOTHERSPOON CAN 2008.03.07 世界距離別
(34.78-34.68)

総合 153.576 ｳｨﾘｱﾑｿﾝ 師円 日本電産サンキョー 2015.12.22-23 全日本選手権
(37.76-1:48.49-6:33.96-13:45.14)

中総合 157.560 田中　慎也 NTT信越 1999.02.16-18 全信州
(37.86-1:53.77-4:01.20-6:55.77)

スプリント総合 139.885 Michel MULDER NED 2014.01.19 世界スプリント
(34.83-1:09.91-35.12-1:09.96)

チームパシュート 3:41.69 NED 2008.03.09 世界距離別
(8周) (30.34-56.96-1:24.06-1:51.35-2:18.37-2:45.92-3:13.63)

チームスプリント 1:20.52 CAN 2016.11.19 ワールドカップ
(3周) (30.97-58.12)

2000mリレー 2:27.59 嬬恋高校 1999.01.24 インターハイ
(土屋直司－小林和朗－篠原大輔－土屋清貴)

300m(小学生シングルトラック）

　　小学２年生 32.49 伊藤　武蔵 川上第二小学校 2012.01.22 県ジュニア東北信

　　小学１年生 36.17 森　壽志 八千穂小学校 2005.02.05 県ジュニア東北信

500m(小学生シングルトラック）
　　小学６年生 41.31 菊池　岳仁 原小学校 2013.01.20 県ジュニア東北信

　　小学５年生 43.83 菊池　岳仁 原小学校 2012.01.22 県ジュニア東北信

　　小学４年生 46.35 伊藤　大剛 南相木小学校 2019.02.10 県ジュニア東北信

　　小学３年生 48.25 伊藤　大剛 南相木小学校 2018.02.12 県ジュニア東北信

　　小学２年生 52.22 伊藤　大剛 南相木小学校 2017.01.22 県ジュニア東北信

　　小学１年生 1:01.78 武田　哲平 朝日小学校 2018.02.12 県ジュニア東北信

1000m（小学生シングルトラック）
　　小学６年生 1:23.96 菊池　岳仁 原小学校 2013.01.20 県ジュニア東北信

　　小学５年生 1:29.47 林　雅人 川上第二小学校 2011.01.23 県ジュニア東北信

　　小学４年生 1:31.14 伊藤　大剛 南相木小学校 2019.02.10 県ジュニア東北信

1500m（小学生シングルトラック）
　　小学６年生 2:06.89 佐々木　翔夢 南牧南小学校 2018.02.12 県ジュニア東北信

　　小学５年生 2:16.62 小林　拓斗 金沢小学校 2002.02.10 県ジュニア東北信

　　小学４年生 2:17.11 佐々木　翔夢 南牧南小学校 2016.01.17 県ジュニア東北信

　　小学３年生 2:42.94 岩下　聖 臼田小学校 2004.02.14 県ジュニア東北信

　　小学２年生 2:48.21 小林　裕幸 下諏訪北小学校 2007.02.12 県ジュニア東北信

2000mリレー(小学生シングルトラック)

3:00.63 南牧北小学校 2016.01.17 県ジュニア東北信
(高見澤匠冴-髙見澤玲生-井出寛人-藤本大輝)

(33.68-1:04.75-1:35.40-2:06.13-2:36.74-3:07.61-3:38.32-4:09.22-4:40.29-5:11.45-5:42.14
 -6:12.96-6:43.58-7:14.68-7:45.93-8:17.10-8:47.87-9:19.16-9:50.36-10:21.54-10:52.59
 -11:23.92 -11:55.04-12:26.46-12:57.71)

男
　
　
　
　
子

(18.45-47.53-1:17.84-1:48.07-2:17.93-2:47.77-3:17.60-3:47.69-4:17.23-4:46.75
  -5:15.71-5:45.28-6:15.17)



2019.4.22訂正

（赤字は、2018/2019シーズンの更新）

スピードスケート　リンクレコード

■岡谷市やまびこ国際スケートセンター

500m 39.18 新谷　志保美 竹村製作所 2009.2.13 県スプリント
(10.62-39.18)

1000m 1:19.77 三宮　恵利子 富士急行 1998.12.27 全日本スプリント
(200-600-1000)

1500m 2:06.44 大津　広美 富士急行 2004.02.14 全日本実業団
(27.27-58.23-1:31.54-2:06.44)

3000m 4:27.79 名取　英理 山梨学院大学 2007.02.04 中部日本
(20.86-54.25-1:28.62-2:03.83-2:38.43-3:14.44-3:51.02-4:27.79)

5000m 7:54.09 勅使河原　郁恵 愛知女子商業高 1996.12.31 西日本選手権

2x500m 84.27 山田　梨央 諏訪西中学校 2012.12.08 県中学 中南信
(42.20-42.07)

総合 該当なし

中総合 176.971 名取　英理 東海大三高校 2003.02.13-15 全信州
(43.56-2:08.31-1:26.85-4:43.30)

スプリント総合 159.825 三宮　恵利子 富士急行 1998.12.26-27 全日本スプリント
(39.87-1:20.52-39.81-1:19.77)

チームパシュート

2000mリレー 2:44.59 長野県 2005.02.06 中部日本
(武井陽子-小平奈緒-原美樹-大菅淳子)

500m(小学生シングルトラック）
　　小学６年生 43.49 宮川　笑佳 徳間小学校 2017.12.23 29年度県ジュニア

　　小学５年生 45.00 宮川　笑佳 徳間小学校 2016.12.04 21回やまびこカップ

　　小学４年生 48.47 宮川　笑佳 徳間小学校 2015.12.19 27年県ジュニア
　　小学３年生 53.56 高橋　侑花 中込小学校 2011.12.04 16回やまびこカップ

　　小学２年生 55.99 宮川　笑佳 徳間小学校 2013.12.01 18回やまびこカップ

　　小学１年生 1:10.05 小倉　歩華 城北小学校 2011.12.04 16回やまびこカップ

1000m(小学生シングルトラック）

　　小学６年生 1:29.17 宮川　笑佳 徳間小学校 2017.12.23 29年度県ジュニア

　　小学５年生 1:32.80 宮川　笑佳 徳間小学校 2016.12.04 21回やまびこカップ

　　小学４年生 1.42.06 藤森　優衣 湖南小学校 2009.12.20 21年度県ジュニア

　　小学３年生 1:48.87 両角　有乃 北山小学校 2010.12.05 15回やまびこカップ

　　小学２年生 1:58.72 宮川　笑佳 徳間小学校 2013.12.01 18回やまびこカップ

　　小学１年生 2:26.55 新海　彩花里 南牧南小学校 2016.12.04 21回やまびこカップ

1500m(小学生シングルトラック）

　　小学６年生 2:18.33 宮川　笑佳 徳間小学校 2017.12.03 22回やまびこカップ

　　小学５年生 2:32.70 藤森　優衣 湖南小学校 2010.12.05 15回やまびこカップ

(200-600-1000-1400-1800-2200-2600-3000-3400-3800
　-4200-4600-5000)
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子



2019.4.22訂正

（赤字は、2018/2019シーズンの更新）

スピードスケート　リンクレコード

■岡谷市やまびこ国際スケートセンター

500m 36.01 加藤　将司 三協精機 2000.02.11 県スプリント
(9.63-36.01)

1000m 1:12.70 清水　宏保 NEC 1998.12.27 全日本スプリント
(16.73-43.08-1:12.70)

1500m 1:54.44 斉川　哲利 信州大学 2009.2.15 全信州
(24.96-53.69-1:23.46-1:54.44)

3000m 4:02.99 三井　晃太 東京都市大学塩尻高校 2018.12.29 全信州
(19.63-49.91-1:20.83-1:52.56-2:24.84-2:57.09-3:27.79-4:02.99)

5000m 6:58.21 佐藤　克憲 佐久長聖高校 2003.02.08 中部日本

10000m 14:37.81 中嶋　敬春 佐久長聖高校 1999.12.16 県高校

2x500m 80.52 向山　恭平 諏訪南中学校 2014.12.06 県中学 中南信
(40.26-40.26)

総合 該当なし

中総合 163.337 井出　智秀 法政大学 2003.02.13-15 全信州
(38.48-4:10.74-1:58.62-7:15.27)

スプリント総合 146.225 清水　宏保 NEC 1998.12.26-27 全日本スプリント
(36.38-1:14.73-36.13-1:12.70)

チームパシュート

2000mリレー 2:27.61 長野県 2002.01.14 中部日本
(笹渕峰尚-鈴木　暢-上原　龍-加藤将司)

500m(小学生シングルトラック）
　　小学６年生 42.07 菊池　岳仁 原小学校 2013.02.11 62回諏訪地方

　　小学５年生 45.14 市村　充 軽井沢中部小学校 3年県ジュニア

　　小学４年生 48.04 小林　達郎 金沢小学校 13年県ジュニア

　　小学３年生 51.35 佐伯　幸平 落合小学校 2001.02.10 50回諏訪地方大会

　　小学２年生 54.77 小林　裕幸 下諏訪北小学校 2007.02.11 56回諏訪地方大会

　　小学１年生 1:02.45 新井　洸太郎 本郷小学校 2002.12.01 7回やまびこカップ

1000m(小学生シングルトラック）

　　小学６年生 1:26.44 菊池　岳仁 原小学校 2012.12.02 17回やまびこカップ

　　小学５年生 1:33.19 原　眞尋 川上第二小学校 2010.12.05 15回やまびこカップ

　　小学４年生 1.40.01 遠藤　智二 川上第二小学校 2001.12 6回やまびこカップ

　　小学３年生 1.45.59 緑川　一輝 徳間小学校 2011.12.04 11回やまびこカップ

　　小学２年生 1.56.12 伊藤　大剛 南相木小学校 2016.12.04 21回やまびこカップ
　　小学１年生 2.23.07 松田　臣二 中洲小学校 2010.12.05 15回やまびこカップ

1500m(小学生シングルトラック）

　　小学６年生 2:14.04 佐々木　翔夢 南牧南小学校 2017.12.03 22回やまびこカップ

　　小学５年生 2:20.80 佐々木　翔夢 南牧南小学校 2016.12.04 21回やまびこカップ
　　小学４年生 2:28.00 小林　寛和 下諏訪北小学校 2007.02.11 56回諏訪地方大会

(0.19.49-0.50.86-1.22.72-1.54.85-2.27.59-3.00.84-3.34.81-4.08.82-4.42.52-5.15.79-5.49.28-
6.23.42-6.58.21)

(37.21-1:10.41-1:44.12-2:18.60-2:53.04-3:27.71-4:02.24-4:37.20-5:12.05-5:46.59-6:21.16
 -6:56.35-7:31.09-8:06.39-8:42.20-9:17.38-9:58.04-10:28.43-11:03.66-11:39.52-12:15.75
 -12:51.47-13:27.23-14:02.71-14:37.81)

男
　
　
　
　
子



2019.4.22訂正

（赤字は、2018/2019シーズンの更新）

スピードスケート　リンクレコード

■松原湖高原スケートセンター

500m 40.33 山田　梨央 伊那西高校 2014.01.11 県スプリント
(10.91-40.33)

1000m 1:22.50 山田　梨央 伊那西高校 2014.01.11 県スプリント
(18.99-48,95-1:22.50)

1500m 2:09.05 名取　英理 東海大三高校 2004.02.21 全信州
(28,40-1:01.07-1:34.68-2:09.05)

3000m 4:34.58 小野寺　未夏 信州大学 2007.12.23 全国国公立大学
(21.24-55.09-1:29.52-2:04.74-2:40.71-3:17.88-3:58.84-4:34.58)

5000m 8:04.12 菊池　悠希 小諸商業高校 2008.02.11 県高校新人

2x500m 81.59 曽我　こなみ 佐久長聖高校 2012.02.07 県高校新人
（40.62-40.97）

総合 該当なし

中総合 174.262 菊池　純礼 小海高校 2014.01.12 全信州
(42.27-1:24.07-2:10.85-4:38.05)

スプリント総合 164.295 山田　梨央 伊那西高校 2014.01.11 県スプリント
(41.25-1.22.93-40.33-1.22.50)

チームパシュート

2000mリレー 2:49.70 山梨学院大学 2006.02.18 関東甲信越大学
(伊藤あさみ-若山有香-今井まどか-石田詩保)

500m(小学生シングルトラック）
　　小学６年生 43.17 宮川　笑佳 徳間小学校 2018.02.11 松原湖センター杯

　　小学５年生 44.09 宮川　笑佳 徳間小学校 2017.02.12 川上大会

　　小学４年生 46.55 宮川　笑佳 徳間小学校 2016.02.11 松原湖センター杯

　　小学３年生 50.36 宮川　笑佳 徳間小学校 2015.02.11 松原湖センター杯

　　小学２年生 55.22 宮川　笑佳 徳間小学校 2014.02.11 松原湖センター杯

　　小学１年生 1:02.01 野明　花菜 下諏訪南小学校 2012.02.12 松原湖センター杯

1000m（小学生シングルトラック）
　　小学６年生 1.28.15 宮川　笑佳 徳間小学校 2018.01.14 県スプリント

　　小学５年生 1:30.22 宮川　鈴佳 徳間小学校 2014.02.11 松原湖センター杯

　　小学４年生 1:34.93 宮川　笑佳 徳間小学校 2016.02.11 松原湖センター杯

　　小学３年生 1:47.30 井出　萌音 南牧北小学校 2012.02.12 松原湖センター杯

(23.03-59.02-1:35.95-2:13.64-2:51.40-3:29.36-4:27.62-4:46.57-5:25.91-6:05.52
　-6:45.35-7:25.06-8:04.12)

女
　
　
　
　
子



2019.4.22訂正

（赤字は、2018/2019シーズンの更新）

スピードスケート　リンクレコード

■松原湖高原スケートセンター

500m 35.85 石川　斗来 専修大学 2018.01.21 関東甲信越大学
（9.92-35.85）

1000m 1:13.73 依田　幸一郎 専修大学 2005.01.22 関東甲信越大学
(17.07-44.04-1:13.73)

1500m 1:54.26 斉川　史徳 信州大学 2004.12.25 全国国公立大学
(24.99-53.08-1:22.49-1:54.26)

3000m 4:06.65 荒　倫宏 専修大学 2005.01.23 関東甲信越大学
(19.88-51.47-1:23.67-1:56.42-2:28.66-3:01.44-3:34.08-4:06.65)

5000m 7:06.23 荒　倫宏 専修大学 2005.01.22 関東甲信越大学

10000m 14:55.73 大林　昌仁 佐久長聖高校 2012.02.07 県高校新人

2x500m 75.39 上地　一馬 佐久長聖高校 2012.02.07 県高校新人
（37.65-37.74）

総合 該当なし

中総合 163.555 根本　茂一 三協精機 2001.02.18 全信州
(38.16-1:54.76-4:14.34-7:27.52)

スプリント総合 147.380 鈴木　暢 日本大学 2004.02.21-22 県スプリント
(36.70-1:14.34-36.51-1:14.14)

チームパシュート

2000mリレー 2:34.99 山梨学院大学 2015.01.2４ 全国国公立
(宗宮紘汰-山中敏愛-渡辺晟-戸田真也)

500m(小学生シングルトラック）
　　小学６年生 42.12 原　眞尋 川上第二小学校 2012.02.12 松原湖センター杯

　　小学５年生 44.12 倉坪　克拓 三本柳小学校 2013.02.11 松原湖センター杯

　　小学４年生 47.35 原　眞尋 川上第二小学校 2010.01.23 南佐久親善

　　小学３年生 49.99 原　眞尋 川上第二小学校 2009.02.15 松原湖センター杯

　　小学２年生 51.64 伊藤　大剛 南相木小学校 2017.02.12 川上大会

　　小学１年生 56.64 伊藤　大剛 南相木小学校 2016.02.11 松原湖センター杯

1000m（小学生シングルトラック）
　　小学３年生 1:41.43 原　瑞樹 川上第二小学校 2014.02.11 松原湖センター杯

1500m（小学生シングルトラック）
　　小学６年生 2:12.17 林　雅人 川上第二小学校 2012.01.21 南佐久親善

　　小学５年生 2:17.69 林　雅人 川上第二小学校 2011.01.22 南佐久親善

　　小学４年生 2.25.44 佐々木　翔夢 南牧南小学校 2016.02.06 南佐久親善

(20.47-53.46-1:26.63-1:59.56-2:32.64-3:05.71-3:38.92-4:12.61-4:46.91-5:21.58
 -5:56.16-6:31.29-7:06.23)

(38.09-1:13.94-1:48.86-2:24.48-3:００.64-3:36.07-4:11.46-4:46.95-5:22.51-5:58.39-6:34.15
 -7:09.75-7:46.43-8:22.70-8:58.23-9:34.10-10:09.60-10:44.92-11:20.45-11:55.97-12:32.23
 -13:08.99-13:44.76-14:20.60-14:55.73)

男
　
　
　
　
子



2019.4.22訂正

（赤字は、2018/2019シーズンの更新）

スピードスケート　リンクレコード

■茅野市運動公園国際スケートセンター

500m 38.96 岡崎　朋美 富士急行 2004.12.29 全日本スプリント
(10.43-38.96)

1000m 1:18.93 吉井　小百合 日本電産三協精機 2004.12.28 全日本スプリント
(18.45-47.40-1:18.93)

1500m 2:07.97 高木　美帆 札内中学校 2009.01.11 全日本ジュニア
(27.31-58.76 -1:32.50-2:07.97)

3000m 4:28.52 高山　梨沙 早来中学校 2009.01.12 全日本ジュニア
(21.24-54.94-1:29.30-2:04.29-2:39.35-3:15.29-3:51.93-4:28.52)

5000m 8:02.62 田中　恵美 富士急行 1992.01.05 全日本選手権

2x500m
(500-500)

総合 181.572 上原　三枝 日本体育大学 1992.01.04-05 全日本選手権
(43.44-2:11.18-4:36.45-8:03.31)

中総合 171.467 高木　美帆 札内中学校 2009.01.12 全日本ジュニア
(41.04-1:22.88-2:07.97-4:37.99)

スプリント総合 157.945 吉井　小百合 日本電産三協精機 2005.12.28-29 全日本スプリント
(39.86-1:18.93-39.00-1:19.24)

チームパシュート 3:28.46 駒大付属苫小牧高校 2009.1.12 全日本ジュニア

(土田　愛-帰山麻衣-小坂まりも)

2000mリレー 2:48.36 東海大三高校 2003.12.18 県高校
(小松美樹-名取奈緒-熊谷恵美-名取英理)

300m(小学生) 27.59 宮川　笑佳 徳間小学校 2018.02.04 LCVスーパースプリント

500m(小学生)
　　小学６年生 43.54 宮川　笑佳 徳間小学校 2018.02.04 LCVスーパースプリント

　　小学５年生 45.31 宮川　鈴佳 徳間小学校 2014.02.02 LCVスーパースプリント

　　小学４年生以下 45.83 宮川　笑佳 徳間小学校 2016.01.24 県ジュニア中南信

1000m（小学生シングルトラック）
　　小学生 1:27.65 宮川　笑佳 徳間小学校 2018.01.14 茅野ジュニア

1500m（小学生シングルトラック）
　　小学生 2:24.18 福岡　歩里 湖東小学校 2014.12.21 バッジテスト

スーパースプリント(小学生）
　　総合 143.765 宮川　笑佳 徳間小学校 2018.02.04 LCVスーパースプリント

(27.59-27.89-43.54-1:29.49)

チームパシュート(小学生）
　　3周 1:55.36 金沢小学校 2009.01.04 茅野ジュニア

(田中咲帆-小池佑奈-田中彩)

2000mリレー(小学生シングルトラック)

3:05.21 諏訪市 2012.02.11 諏訪地方スケート大会
(小山未夢-濱朋香-三井咲良-藤森優衣)

(200-600-1000-1400-1800-2200-2600-3000-3400-3800
　-4200-4600-5000)

女
　
　
　
　
子



2019.4.22訂正

（赤字は、2018/2019シーズンの更新）

スピードスケート　リンクレコード

■茅野市運動公園国際スケートセンター

500m 35.42 清水　宏保 NEC 2004.12.28 全日本スプリント
(9.72-35.42)

1000m 1:12.07 中嶋　敬春 日本体育大学 2004.12.28 全日本スプリント
(17.15-43.53-1:12.07)

1500m 1:55.50 山中　大地 長野工業高等専門高校 2009.01.11 全日本ジュニア
(25.32-54.48-1:24.30-1:55.50)

3000m 4:03.01 一戸　誠太郎 山形中央高校 2014.02.07 全日本ジュニア
(19.42-50.68-1:22.09-1:53.50-2:25.60-2:58.20-3:30.21-4:03.01)

5000m 7:02.47 土屋　良輔 専修大学 2014.02.09 全日本ジュニア

10000m 14:46.50 白幡　圭史 釧路商業高校 1992.01.09 全日本選手権

2x500m
(500-500)

総合 166.228 青柳　徹 東芝 1992.01.03-04 全日本選手権
(39.62-1:58.39-7:08.04-15:10.12)

中総合 160.241 山中　大地 長野工業高等専門高校 2009.01.12 全日本ジュニア
(37.70-1:55.50-4:08.97-7:05.46)

スプリント総合 144.180 小林　正暢 山形県体育協会 2004.12.28-29 全日本スプリント
(35.91-1:12.14-36.07-1:12.26)

チームパシュート 4:12.92 山梨吉田高校 2009.1.12 全日本ジュニア
(千葉瞭太郎-千葉勇次郎-高村潤)

2000mリレー 2:31.17 佐久長聖高校 2000.12.14 県高校
(石黒弘希-永井裕也-鈴木　暢-依田幸一郎)

300m(小学生) 26.64 菊池　岳仁 原小学校 2013.02.02 LCVスーパースプリント

500m(小学生)
　　小学６年生 41.99 菊池　岳仁 原小学校 2013.02.02 LCVスーパースプリント

　　小学５年生 44.08 倉坪　克拓 三本柳小学校 2013.02.02 LCVスーパースプリント

　　小学４年生以下 45.56 菊池　岳仁 原小学校 2010.02.05 LCVスーパースプリント

1000m（小学生シングルトラック）
　　小学生 1:25.17 菊池　岳仁 原小学校 2013.01.05 茅野ジュニア

1500m（小学生シングルトラック）

　　小学生 2:12.59 菊池　岳仁 原小学校 2013.01.13 県ジュニア中南信

スーパースプリント(小学生）
　　総合 146.790 松田　臣二 中洲小学校 2016.02.07 LCVスーパースプリント

(28.37-44.74-28.11-1:31.14)

チームパシュート(小学生）
　　3周 1:49.08 金沢小学校 2013.01.05 茅野ジュニア

(小池克典-吉田隆慶-五味淳也)

2000mリレー(小学生シングルトラック)

2:59.35 岡谷市 2015.02.11 諏訪地方スケート大会
(濱圭裕-林航輝-保科健照-林翔大)

(20.28-52.19-1:25.37-1:58.55-2:32.46-3:06.11-3:40.04-4:13.47-4:47.18-05:20.79
　-5:54.75-6:28.53-7:02.47)

(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)

男
　
　
　
　
子



2019.4.22訂正

（赤字は、2018/2019シーズンの更新）

スピードスケート　リンクレコード

■軽井沢風越公園スケートリンク

500m 39.55 浅野　実久 高崎健大 2018.01.06 日本学生氷上
(10.99-39.55)

1000m 1:18.00 山田　莉央 信州大学 2018.01.07 日本学生氷上
(18.59-47.17-1:18.00)

1500m 2:01.53 小野寺　優奈 高崎健大 2018.01.06 日本学生氷上
(26.64-56.51-1:28.29-2：01.53)

3000m 4:17.02 ウィリアムソン　レミ 大東文化大学 2019.01.13 全日本ジュニア
(20.68-53.11-1:25.93-1:59.61-2:33.44-3:07.89-3:42.35-4:17.02)

5000m

2x500m 80.811 曽我　こなみ ホテル東日本 2015.02.08 ジャパンカップ
(40.489-40.322)

総合
(500-3000-1500-5000)

中総合 165.629 佐藤　綾乃 高崎健大 2016.02.05-07 全日本ジュニア
(41.24-2:02.93-1:21.13-4:17.09)

スプリント総合 162.140 山田　莉央 伊那西高校 2016.01.09-10 長野県スプリント
(41.32-1:19.84-40.67-1:20.46)

チームパシュート 3:31.65 帯広三条高校（原中　美帆-薩田　結華-三輪　奈那子） 2016.02.06 全日本ジュニア
（6周） (36.87-1:08.97-1:42.73-2:18.29-2:55.59-3:31.65)

チームスプリント 1：37.26 駒大付属苫小牧高校 2019.01.14 全日本ジュニア
（3周） 尾谷　琴音-清水　彩花-清水　悠希

2000mリレー 2：38.83 高崎健大 2018.01.08 日本学生氷上
(浅野実久-佐藤真由-酒井寧子-小野寺優奈)

300m(小学生シングルトラック）
　　小学２年生 35.22 高橋　侑花 中込小学校 2011.02.06 軽井沢親善

　　小学１年生 47.61 林　れいな 北山小学校 2016.01.03 軽井沢スケート競技会

500m(小学生シングルトラック）
　　小学６年生 42.72 宮川　笑佳 徳間小学校 2018.02.18 東日本ジュニア親善

　　小学５年生 46.48 宮川　笑佳 徳間小学校 2016.12.23 軽井沢スケート競技会

　　小学４年生 46.59 宮川　笑佳 徳間小学校 2016.02.14 東日本ジュニア親善

　　小学３年生 49.96 宮川　笑佳 徳間小学校 2015.02.15 東日本ジュニア親善

　　小学２年生 54.96 新海　彩花里 南牧南小学校 2018.02.18 東日本ジュニア親善

　　小学１年生 1:07.55 高橋　侑花 中込小学校 2010.01.07 軽井沢親善

1000m（小学生シングルトラック）
　　小学６年生 1:26.74 宮川　笑佳 徳間小学校 2017.12.24 軽井沢スケート競技会

　　小学５年生 1:31.83 宮川　笑佳 徳間小学校 2016.12.23 軽井沢スケート競技会

　　小学４年生 1:34.88 宮川　笑佳 徳間小学校 2016.02.14 東日本ジュニア親善

　　小学３年生 1:43.53 高橋　侑花 中込小学校 2012.02.18 東日本ジュニア親善

2000mリレー(シングルトラック)

2:54.71 諏訪西中学校 2012.01.07 軽井沢スケート競技会
(第一走者-第二走者-第三走者-第四走者)

(200-600-1000-1400-1800-2200-2600-3000-3400-3800
　-4200-4600-5000)

女
　
　
　
　
子



2019.4.22訂正

（赤字は、2018/2019シーズンの更新）

スピードスケート　リンクレコード

■軽井沢風越公園スケートリンク

500m 34.86 新濱　立也 高崎健大 2018.01.06 全日本学生氷上

(9.59-34.86)

1000m 1：09.92 山田　将矢 日本大学 2018.01.07 全日本学生氷上
(16.58-42.65-1:09.92)

1500m 1:49.29 林　　莉輝 佐久長聖高校 2016.02.05 全日本ジュニア
(24.49-51.90-1:19.84-1:49.29)

3000m 3:54.88 小川　拓朗 帯広連盟 2015.02.07 ジャパンカップ
(19.38-49.50-1:19.43-1:50.00-2:20.53-2:51.48-3:22.80-3:54.88)

5000m 6：30.19 伊藤　貴裕 日本大学 2018.01.07 全日本学生氷上

10000m 13：41.50 伊藤　貴裕 日本大学 2018.01.06 全日本学生氷上

2x500m 72.859 中村　健斗 日本電産サンキョー 2015.02.08 ジャパンカップ
(36.573-36.286)

総合
(500-5000-1500-10000)

中総合 155.342 林　　莉輝 佐久長聖高校 2016.01.09-10 全信州
(37.62-3:57.56-1:52.07-6:47.73)

スプリント総合 149.280 松津　秀太 秀明英光高校 2017.12.09-10 埼玉県選手権
(35.86-1:15.64-36.86-1:17.48)

チームパシュート 3：56.35 日本大学（伊藤　貴裕-樋口　諒亮-小野塚　宏次郎2018.01.08 全日本学生氷上
（8周） (32.76-1:01.19-1:29.99-1:58.94-2:28.73-2:57.94-3:26.81-3:56.35)

チームスプリント 1：28.17 白樺学園高校 2019.01.14 全日本ジュニア
（3周） 沼倉　一斗-松井　菫也-岡崎　大眞

2000mリレー 2：20.54 高崎健大 2018.01.08 全日本学生氷上
(水野達喜-上原悠馬-小原憂雅-新濱立也)

300m(小学生シングルトラック）
　　小学２年生 33.80 伊藤　武蔵 川上第二小学校 2012.01.07 軽井沢スケート競技会

　　小学１年生 36.41 伊藤　大剛 南相木小学校 2016.01.03 軽井沢スケート競技会

500m(小学生シングルトラック）
　　小学６年生 42.20 菊池　岳仁 原小学校 2013.02.16 東日本ジュニア親善

　　小学５年生 43.81 倉坪　克拓 三本柳小学校 2013.02.20 東日本ジュニア親善

　　小学４年生 47.01 菊池　岳仁 原小学校 2011.02.20 東日本ジュニア親善

　　小学３年生 50.21 伊藤　大剛 南相木小学校 2017.12.24 軽井沢スケート競技会

　　小学２年生 56.35 新海　大輝 南牧南小学校 2016.02.14 東日本ジュニア親善

　　小学１年生 56.37 伊藤　大剛 南相木小学校 2016.02.14 東日本ジュニア親善

1000m（小学生シングルトラック）
　　小学６年生 1:26.50 井出　雄斗 南牧南小学校 2016.02.13 東日本ジュニア親善

　　小学５年生 1.29.98 原　眞尋 川上第二小学校 2011.02.20 東日本ジュニア親善

　　小学４年生 1:35.68 佐々木　泰雅 南牧南小学校 2019.02.16 東日本ジュニア親善

　　小学３年生 1:44.20 井出　城吉 川上第二小学校 2011.01.08 軽井沢スケート競技会

1500m（小学生シングルトラック）
　　小学６年生 2:14.01 林　雅人 川上第二小学校 2012.01.07 軽井沢スケート競技会

　　小学５年生 2:20.80 林　雅人 川上第二小学校 2011.01.08 軽井沢スケート競技会

　　小学４年生 2:20.57 佐々木　翔夢 南牧南小学校 2016.01.03 軽井沢スケート競技会

　　小学３年生 2:47.14 伊藤　誠悟 下氷鉋小学校 2010.01.09 軽井沢スケート競技会

2000mリレー(シングルトラック)

2:41.13 川上中学校 2005.01.30 軽井沢スケート競技会

(第一走者-第二走者-第三走者-第四走者)

(19.78-50.31-1:21.27-1:52.08-2:22.35-2:53.22-3:23.43-3:53.76-4:24.57-4:55.24-5:26.88
-5:59.43-6:30.19)

(36.46-1:08.96-1:42.06-2:15.01-2:47.56-3:20.83-3:53.68-4:26.64-4:59.48-5:32.38-6:05.46
-6:38.98-7:12.26-7:45.43-8:17.99-8:51.38-9:24.10-9:57.34-10:29.85-11:02.07-11:34.14
-12:05.56-12:37.20-13:09.20-13:41.50)

男
　
　
　
　
子
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