
距離 記録 氏名 所属 大会名 会場 備考

500ｍ 35:68 池　田　晋一朗 ㈱カガヤ SBC杯　第２０回全日本スピードスケート距離別選手権大会 2013年10月25日 平成25年10月25日 長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ）

71.48 池　田　晋一朗 ㈱カガヤ SBC杯　第２０回全日本スピードスケート距離別選手権大会

1000ｍ 1.11:10 渡　部　知　也 ㈱シリウス 第２4回全日本スピードスケート距離別選手権大会 2017年10月22日 平成29年10月22日 長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ）

1500ｍ 1.48:16 渡　部　知　也 ㈱シリウス 第２4回全日本スピードスケート距離別選手権大会 2017年10月21日 平成29年10月21日 長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ）

3000ｍ 3.56:71 渡　部　知　也 岩手県体育協会 2015’帯広の森スピードスケート競技会 2015年10月8日 平成27年10月8日 明治北海道十勝オーバル

5000ｍ 6.40:38 渡　部　知　也 岩手県体育協会 ＳＢＣ杯　第２２回全日本スピードスケート距離別選手権大会 2015年10月23日 平成27年10月23日 長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ）

10000ｍ 14.32:70 渡　部　知　也 岩手県体育協会 第８３回全日本スピードスケート選手権大会 2015年12月23日 平成27年12月23日 長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ）

2.36:14 第6０回全国高等学校スケート競技・アイスホッケー競技選手権大会

146.365 池　田　晋一朗 盛岡市役所 第４０回全日本スプリントスピードスケート選手権大会

164.308 大　峠　誠太朗 明治大学 平成17年度岩手県スケート選手権大会

158.614 渡　部　知　也 岩手県体育協会 第８３回全日本スピードスケート選手権大会

4.37:35 Ｆ　11位 盛岡工業高校 第65回全国高等学校スケート競技・アイスホッケー競技選手権大会

8.12:42 渡　部　知　也 岩手県体育協会 2015/2016ジャパンカップスピードスケート競技会　第4戦

1位 61点 ランキングポイント1位　200点

距離 記録 氏名 所属 大会名 会場 備考

500ｍ 38:87 曽　我　こなみ ホテル東日本 第２4回全日本スピードスケート距離別選手権大会 2017年10月21日 平成29年10月21日 長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ）

80.10 曽　我　こなみ ホテル東日本 2014/2015ジャパンカップスピードスケート競技会　第１戦

1000ｍ 1.19:48 曽　我　こなみ ホテル東日本 第２4回全日本スピードスケート距離別選手権大会 2017年10月22日 平成29年10月22日 長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ）

1500ｍ 2.03:56 藤　森　美　希 八角病院 ＳＢＣ杯　第２２回全日本スピードスケート距離別選手権大会 2015年10月23日 平成27年10月23日 長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ）

3000ｍ 4.15:88 阿　部　真　衣 盛岡ヘアメイク専門学校 ＳＢＣ杯　第２３回全日本スピードスケート距離別選手権大会 2016年10月22日 平成28年10月22日 長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ）

5000ｍ 7.15.64 阿　部　真　衣 盛岡ヘアメイク専門学校 2017/2018ジャパンカップスピードスケート競技会　第１戦 2017年11月10日 平成29年11月10日 長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ）

10000ｍ 15.26:23 西　舘　　　桂 盛岡農業高校 オリンピックオーバルファイナル 2008年3月15日 平成20年3月15日 カナダ　カルガリー 県高校

3.13:14 第65回岩手県高等学校スケート競技

160.110 曽　我　こなみ ホテル東日本 第41回全日本スプリントスピードスケート選手権大会

178.374 藤　森　美　希 八角病院 平成２７年度岩手県スケート競技選手権大会兼第５４回ＮＨＫ

3.56:28 Ｆ　12位 盛岡農業高校 第65回全国高等学校スケート競技・アイスホッケー競技選手権大会

10.48:234 阿　部　真　衣 盛岡ヘアメイク専門学校 2014/2015ジャパンカップスピードスケート競技会　第2戦 2014年11月30日 平成26年11月30日 岩手県営スケート場

1位 71点 ランキングポイント4位　100点

※ジャパンカップでの500ｍは、2016/2017より1本となっております。
※マススタートレースについては、実施競技会が不定期なことから、ジャパンカップ時のタイム及び順位を掲載し、ランキングポイントを掲載してあります。

長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ）

盛岡農業高校
岩手県営スケート場 県高校

2016年12月28日 平成28年12月28日

県高校

県高校

県高校

　　　岩手県記録
【男子】

【女子】

500ｍ×2

ＳＰ

ＭＲ

ＡＲ

２０００ｍＲ

35：68（６）　-　35：80（８）

盛岡工業高校

期日

期日

00:36.16 [036.160] (14)　-　01:14.19 [037.095] (27)　-　00:36.233 [036.230] (14)　-　01:13.76 [036.880] (18)

最終種目までの滑走がないため

2014年11月6日 平成26年11月6日

2016年2月14日 平成28年2月14日

2013年10月25日 平成25年10月25日

40.123（５）　-　39.977（５）

2016年1月23日

2016年2月14日 平成28年2月14日

2016年1月23日

ＴＰ

ＭＳ

00:42.13 [042.130] (1)　-　02:10.93 [043.643] (1)　-　01:24.40 [042.200] (1)　-　05:02.41 [050.401] (1)

明治北海道十勝オーバル

00:37.47 [037.470] (12)　-　06:43.69 [040.369] (8)　-　01:51.42 [037.140] (8)　-　14:32.70 [043.635] (8)
2015年12月23日 平成27年12月23日

ＴＰ

ＭＳ

長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ）

ＡＲ

500ｍ×2

ＳＰ

ＭＲ

２０００ｍＲ

齊 藤 佳 広　　　横 沢 直太郎　　　米 田 恵 隆

三　嶋　　　萌　　　舘　洞　美七海　　　熊　谷　帆乃香

田 口 広 騎　　　泉 山 雄 一　　　小 野 椋 介　　　村 中 正 広
2011年1月21日

00:39.29 [039.290] (7)　-　01:21.14 [040.570] (19)　-　00:39.36 [039.360] (8))　-　01:21.78 [040.890] (21)

岩手県営スケート場

2015年12月30日 平成27年12月30日 明治北海道十勝オーバル

岩手県営スケート場平成28年1月23日

2016年1月23日 平成28年1月23日 岩手県営スケート場

長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ）

星 野 帆乃華　　　舘 洞 美七海　　　三 嶋　　萌　　　熊 谷 帆乃香
平成28年1月23日

長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ）

平成23年1月21日 長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ）

平成17年2月12日2005年2月12日 岩手県営スケート場



距離 記録 氏名 所属 大会名 場所 年度 回

500ｍ 37.917 米　田　恵　隆 盛岡工業高校 第7回全国高等学校選抜スピードスケート競技会 2017年2月11日 平成29年2月11日 明治北海道十勝オーバル 28年度 7回

75.974 米　田　恵　隆 盛岡工業高校

1000ｍ 1.15:41 米　田　恵　隆 盛岡工業高校 第7回全国高等学校選抜スピードスケート競技会 2017年2月12日 平成29年2月12日 明治北海道十勝オーバル 28年度 7回

1500ｍ       1.56:61 大　峠　大　介 盛岡農業高校 第８回エムウェーブスピードスケート競技会 2010年2月27日 平成22年2月27日 長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ） 21年度 8回

3000ｍ       4.08:55 中　村　将　樹 盛岡工業高校 第７回エムウェーブスピードスケート競技会 2009年2月22日 平成21年2月22日 長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ） 20年度 7回

5000ｍ       7.08:55 中　村　将　樹 盛岡工業高校 第15回全日本距離別選手権大会 2008年10月25日 平成20年10月25日 長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ） 20年度 15回

10000ｍ 　 14.40:72 　  遠　藤　幸太郎 盛岡農業高校 第49回全国高等学校スケート競技選手権大会 2000年1月25日 平成12年1月25日 日光霧降スケート場 11年度 49回

2.36:14 第6０回全国高等学校スケート競技・アイスホッケー競技選手権大会

159.180 米　田　恵　隆 盛岡工業高校 第40回岩手県スプリントスピードスケート選手権大会 2015年11月22日 平成27年11月22日 岩手県営スケート場 27年度 40回

5.36:84 横　沢　直太郎 盛岡工業高校 第6回全国高等学校選抜スピードスケート競技

17位 ポイント0点 10周完走

距離 記録 氏名 所属 大会名 場所 年度 回

500ｍ 40:29 熊　谷　　　萌 盛岡工業高校 第２4回全日本スピードスケート距離別選手権大会 2017年10月21日 平成29年10月21日 長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ） 29年度 24回

83.508 星　野　帆乃華 盛岡農業高校

1000ｍ 1.21.55 熊　谷　　　萌 盛岡工業高校 第２4回全日本スピードスケート距離別選手権大会 2017年10月22日 平成29年10月22日 長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ） 29年度 24回

1500ｍ 2.05:01 西　舘　　　桂 盛岡農業高校 オリンピックオーバルファイナル 2008年3月16日 平成20年3月16日 カナダ　カルガリー 19年度

3000ｍ 4.17:27 西　舘　　　桂 盛岡農業高校 オリンピックオーバルファイナル 2008年3月12日 平成20年3月12日 カナダ　カルガリー 19年度

5000ｍ 7.23:70 西　舘　　　桂 盛岡農業高校 オリンピックオーバルファイナル 2008年3月13日 平成20年3月13日 カナダ　カルガリー 19年度

10000ｍ 15.26:23 西　舘　　　桂 盛岡農業高校 オリンピックオーバルファイナル 2008年3月15日 平成20年3月15日 カナダ　カルガリー 19年度

3.02:84 第6３回岩手県高等学校スケート競技

178.500 濱　田　芽生子 盛岡農業高校 第38回岩手県スプリントスピードスケート選手権大会

182.479 西　舘　　　桂 盛岡農業高校 平成２0年度岩手県スケート競技選手権大会兼第47回ＮＨＫ

7.17:68 熊　谷　帆乃香 盛岡農業高校 第6回全国高等学校選抜スピードスケート競技

14位 ポイント0点 10周完走

38回

盛岡工業高校

00:44.16 [044.160] (1)　-　01:30.41 [045.205] (1)　-　00:43.65 [043.650] (1)　-　01:30.97 [045.485] (1)
2013年11月24日 平成25年11月24日 岩手県営スケート場 25年度

2014年1月25日 平成26年1月25日 岩手県営スケート場
三 嶋　萌　－　沼 下 樹 帆　－　濱 田 芽生子　－　山 崎 朱 香　

00:39.08 [039.080] (2)　-　01:19.50 [039.750] (1)　-　00:39.27 [039.270] (2)　-　01:22.16 [041.080] (3)

盛岡農業高校

明治北海道十勝オーバル

明治北海道十勝オーバル 27年度 6回

ＭＳ 明治北海道十勝オーバル 27年度 6回

ＡＲ

28年度 7回

25年度 63回

ＳＰ

ＭＲ

２０００ｍＲ

00:44.71 [044.710] (1)　-　02:14.92 [044.973] (1)　-　01:31.37 [045.685] (1)　-　04:42.67 [047.111] (1)

ＡＲ

【女子】

期日

500ｍ×2 第7回全国高等学校選抜スピードスケート競技会会 2017年2月11日 平成29年2月11日

ＭＳ 2016年2月28日 平成28年2月28日

41688（6）　-　 41.820（12） 

28年度 7回
38.057（10）　-　37.917（９）

２０００ｍＲ 2011年1月21日 平成23年1月21日 22年度 60回
田 口 広 騎　　　泉 山 雄 一　　　小 野 椋 介　　　村 中 正 広

明治北海道十勝オーバル

長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ）

ＭＲ

岩手県高校記録
【男子】

期日

500ｍ×2 第7回全国高等学校選抜スピードスケート競技会会 2017年2月11日 平成29年2月11日

ＳＰ

2009年2月15日 平成21年2月15日 岩手県営スケート場 20年度 47回


