
得点合計 記録達成日 チーム名 大会名

得点経緯 選手年齢合計 都道府県名 会場名

148 2010/3/7 大栄チェリーズ 竹信　啓子 西川麻奈美 渡辺　明子 第17回中国ブロックバウンドテニス親善交流大会

49/48/51 307 鳥取県 遠藤　素代 山本　幸子 三谷　　麿 鳥取県立米子産業体育館

145 2009/8/9 茶かりき牧之原 西谷冨美子 森田　弘子 飯塚ハナミ 第16回県民スポーツ・レクリエーション祭

51/48/46 325 静岡県 尾崎　志郎 松浦　富浩 大石美智晴 静岡県武道館

142 2009/9/22 Ｔ.Ｎ.Ｋ.Ｆ. 三上　貴子 田中　京子 谷口　幸子 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

52/41/49 317 広島県 折本　孝子 長沢　富子 河本　正則 岡山市六番川水の公園体育館

141 2009/9/22 広島ファンタジスタ 金山　律江 西岡　由美 蔵田　洋子 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

45/45/51 334 広島県 横田サヨ子 吉原　文子 磨井　祥夫 岡山市六番川水の公園体育館

140 2009/12/1 Ｂ・Ｔ・Ｍ 早野　好子 澤　　伸子 種村　明子 第５回浦安市バウンドテニスオープン大会

46/46/48 347 東京都 吉野美智子 記野マチ子 広瀬　フミ 千葉県浦安市運動公園総合体育館

139 2010/2/11 コスモス・ブルー 三の輪カツ子 田辺　隆子 佐藤　真弓 第18回宮城県バウンドテニス協会会長杯

47/47/45 358 宮城県 芳賀　廣子 菊地　良邦 小野　和夫 仙台市泉総合体育館

137 2009/9/13 しばたBTC 佐久間マサ子 丸山　玲子 山崎千代子 第20回新潟県バウンドテニス親善交流大会

43/47/47 378 新潟県 山崎　幸二 前田　秀雄 坂本　　正 新潟市北地区スポーツセンター

136 2009/10/25 きらら 瀬恒　文子 竹内まき子 五丁　弘子 第10回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

45/45/46 367 鳥取県 安宅さつき 太田　保栄 瀬恒　　浩 鳥取市青谷町農林漁業トレーニングセンター

135 2009/9/22 大野べにまんさく 中野八千代 鮎川　鈴子 小松　勝子 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

46/44/45 386 広島県 酒井　富子 広畑　浅信 加茂　義弘 岡山市六番川水の公園体育館

135 2009/11/1 新居浜クラブ 岡田恵美子 神野　昭子 椛島菜美江 愛媛スポレク祭2009

43/43/49 295 愛媛県 稲見　博孝 辻　　正之 白石　祐司 松前公園体育館

134 2010/2/28 平南ファイターズ 清家　律子 三浦久美子 松澤美津子 第18回奈良県会長杯バウンドテニス大会

43/47/44 371 奈良県 髙橋美千代 西岡　純代 香川　勝信 平群町総合スポーツセンター体育館

134 2009/8/23 混成チーム１ 田代　照子 早野　好子 矢野　久子 第８回茨城県バウンドテニス親善交流大会

46/42/46 370 東京・栃木・埼玉・茨城 大図　行子 芥川　邦興 高安　敏正 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

134 2010/1/24 草加ガンバルズ 秋元　弘子 織間　敦子 栗原　晴美 第9回埼玉県バウンドテニス親善交流大会

45/45/44 364 埼玉県 江田　俊彦 高田　清吉 久米洋二郎 戸田市スポーツセンターメインアリーナ

134 2009/10/18 からっ風6号 萩野　京子 臼田　弥生 永井　秀子 第22回全国スポーツ・レクリエーション祭

43/44/47 268 群馬県 冬木　健次 佐藤  　　登 黒澤　祐哉 都城市早水公園体育文化センター

134 2009/10/25 あっぷる米子BTC 岩永　洋子 田辺　真理 谷口　弘美 第10回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

46/42/46 255 鳥取県 林谷　　勉 田中ひろゆき 塩見　卓司 鳥取市青谷町農林漁業トレーニングセンター

132 2010/3/7 スリークラブ混成 今井　和美 杉山　順子 斉藤　洋美 第17回中国ブロックバウンドテニス親善交流大会

44/41/47 360 岡山県 袴田　　清 戸田　厚生 杉山　達夫 鳥取県立米子産業体育館

131 2009/11/21 なみはやチーム 前部　淑子 谷　あさ子 杉田　文子 第12回日本バウンドテニスゴールド高知大会

37/46/48 394 大阪府 小川　賢一 八田　裕希 辻野　亮一 高知市東部総合運動場くろしおアリーナ

130 2010/1/31 滝の沢(A) 千野八重子 田中八代美 望月　弘子 第25回神奈川県バウンドテニス親善交流大会

36/45/49 385 神奈川県 井田　正子 岡本　昭宏 広瀬　昭次 相模原市立総合体育館

130 2010/3/7 エンジョイ 古川　ミカ 内田　みさ保 新保富美子 第17回中国ブロックバウンドテニス親善交流大会

41/45/44 343 広島県 吉原　文子 佐伯　幸一 田中正治 鳥取県立米子産業体育館

130 2009/11/8 はまなす 池田　和恵 杉浦　滝子 吉村ひろ子 第18回東海ブロックバウンドテニス親善交流大会

39/47/44 325 愛知県 大島登美子 井上　尚美 池田　博幸 伊豆長岡体育館

※1　得点合計が同じ場合は

①　チーム全員の年齢合計の多い方を上位とします

②　年齢が同じ場合、申請日の早い方を上位とします

※2　申請対象点は、掲載されるベスト20の最下位得点以上とします
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得点合計 記録達成日 チーム名 大会名

得点経緯 選手年齢合計 都道府県名 会場名

145 2009/8/9 茶かりき牧之原 西谷冨美子 森田　弘子 飯塚ハナミ 第16回県民スポーツ・レクリエーション祭

51/48/46 325 静岡県 尾崎　志郎 松浦　富浩 大石美智晴 静岡県武道館

142 2009/9/22 Ｔ.Ｎ.Ｋ.Ｆ. 三上　貴子 田中　京子 谷口　幸子 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

52/41/49 317 広島県 折本　孝子 長沢　富子 河本　正則 岡山市六番川水の公園体育館

141 2009/9/22 広島ファンタジスタ 金山　律江 西岡　由美 蔵田　洋子 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

45/45/51 334 広島県 横田サヨ子 吉原　文子 磨井　祥夫 岡山市六番川水の公園体育館

140 2009/12/1 Ｂ・Ｔ・Ｍ 早野　好子 澤　　伸子 種村　明子 第５回浦安市バウンドテニスオープン大会

46/46/48 347 東京都 吉野美智子 記野マチ子 広瀬　フミ 千葉県浦安市運動公園総合体育館

139 2010/2/11 コスモス・ブルー 三の輪カツ子 田辺　隆子 佐藤　真弓 第18回宮城県バウンドテニス協会会長杯

47/47/45 358 宮城県 芳賀　廣子 菊地　良邦 小野　和夫 仙台市泉総合体育館

137 2009/9/13 しばたBTC 佐久間マサ子 丸山　玲子 山崎千代子 第20回新潟県バウンドテニス親善交流大会

43/47/47 378 新潟県 山崎　幸二 前田　秀雄 坂本　　正 新潟市北地区スポーツセンター

136 2009/10/25 きらら 瀬恒　文子 竹内まき子 五丁　弘子 第10回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

45/45/46 367 鳥取県 安宅さつき 太田　保栄 瀬恒　　浩 鳥取市青谷町農林漁業トレーニングセンター

135 2009/9/22 大野べにまんさく 中野八千代 鮎川　鈴子 小松　勝子 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

46/44/45 386 広島県 酒井　富子 広畑　浅信 加茂　義弘 岡山市六番川水の公園体育館

135 2009/11/1 新居浜クラブ 岡田恵美子 神野　昭子 椛島菜美江 愛媛スポレク祭2009

43/43/49 295 愛媛県 稲見　博孝 辻　　正之 白石　祐司 松前公園体育館

134 2010/2/28 平南ファイターズ 清家　律子 三浦久美子 松澤美津子 第18回奈良県会長杯バウンドテニス大会

43/47/44 371 奈良県 髙橋美千代 西岡　純代 香川　勝信 平群町総合スポーツセンター体育館

134 2009/8/23 混成チーム１ 田代　照子 早野　好子 矢野　久子 第８回茨城県バウンドテニス親善交流大会

46/42/46 370 東京・栃木・埼玉・茨城 大図　行子 芥川　邦興 高安　敏正 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

134 2009/10/18 からっ風6号 萩野　京子 臼田　弥生 永井　秀子 第22回全国スポーツ・レクリエーション祭

43/44/47 268 群馬県 冬木　健次 佐藤  　　登 黒澤　祐哉 都城市早水公園体育文化センター

134 2009/10/25 あっぷる米子BTC 岩永　洋子 田辺　真理 谷口　弘美 第10回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

46/42/46 255 鳥取県 林谷　　勉 田中ひろゆき 塩見　卓司 鳥取市青谷町農林漁業トレーニングセンター

133 2009/11/21 草加ガンバルズ 秋元　弘子 織間　敦子 栗原　晴美 第21回関東ブロックバウンドテニス親善交流大会

45/42/46 360 埼玉県 江田　俊彦 高田　清吉 青木　昭夫 足立区総合スポーツセンター

131 2009/11/21 なみはやチーム 前部　淑子 谷　あさ子 杉田　文子 第12回日本バウンドテニスゴールド高知大会

37/46/48 394 大阪府 小川　賢一 八田　裕希 辻野　亮一 高知市東部総合運動場くろしおアリーナ

130 2010/1/31 滝の沢(A) 千野八重子 田中八代美 望月　弘子 第25回神奈川県バウンドテニス親善交流大会

36/45/49 385 神奈川県 井田　正子 岡本　昭宏 広瀬　昭次 相模原市立総合体育館

130 2009/11/8 はまなす 池田　和恵 杉浦　滝子 吉村ひろ子 第18回東海ブロックバウンドテニス親善交流大会

39/47/44 325 愛知県 大島登美子 井上　尚美 池田　博幸 伊豆長岡体育館

130 2009/11/23 御坂クローバー 上島　能美 雨宮　圭子 細谷　美子 第21回山梨県バウンドテニス親善交流大会

39/44/47 251 山梨県 松野　幸司 長田　正史 加賀美　茂 小瀬スポーツ公園体育館

129 2009/7/26 中禅寺湖 佐藤志津江 平澤恵美子 船木 俊江 第８回栃木県バウンドテニス親善交流大会

43/45/41 375 栃木県・埼玉県 板橋千恵子 江田  俊彦 板橋　　充 栃木県立県南体育館

129 2009/9/6 スポセンMIX 木寺　俊子 安川　洋子 池末美佐子 第21回東京都民スポレクふれあい大会

44/43/42 333 東京都 今野　　功 大出　　明 五十嵐　保 小平市総合体育館

※1　得点合計が同じ場合は

①　チーム全員の年齢合計の多い方を上位とします

②　年齢が同じ場合、申請日の早い方を上位とします

※2　申請対象点は、掲載されるベスト20の最下位得点以上とします
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第1回 全国ＢＴラリー戦記録大会　《全国上位20チームの記録》

開催期間：平成21年7月1日～平成22年3月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成22年2月28日現在】
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得点合計 記録達成日 チーム名 大会名

得点経緯 選手年齢合計 都道府県名 会場名

145 2009/8/9 茶かりき牧之原 西谷冨美子 森田　弘子 飯塚ハナミ 第16回県民スポーツ・レクリエーション祭

51/48/46 325 静岡県 尾崎　志郎 松浦　富浩 大石美智晴 静岡県武道館

142 2009/9/22 Ｔ.Ｎ.Ｋ.Ｆ. 三上　貴子 田中　京子 谷口　幸子 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

52/41/49 317 広島県 折本　孝子 長沢　富子 河本　正則 岡山市六番川水の公園体育館

141 2009/9/22 広島ファンタジスタ 金山　律江 西岡　由美 蔵田　洋子 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

45/45/51 334 広島県 横田サヨ子 吉原　文子 磨井　祥夫 岡山市六番川水の公園体育館

140 2009/12/1 Ｂ・Ｔ・Ｍ 早野　好子 澤　　伸子 種村　明子 第５回浦安市バウンドテニスオープン大会

46/46/48 347 東京都 吉野美智子 記野マチ子 広瀬　フミ 千葉県浦安市運動公園総合体育館

137 2009/9/13 しばたBTC 佐久間マサ子 丸山　玲子 山崎千代子 第20回新潟県バウンドテニス親善交流大会

43/47/47 378 新潟県 山崎　幸二 前田　秀雄 坂本　　正 新潟市北地区スポーツセンター

136 2009/10/25 きらら 瀬恒　文子 竹内まき子 五丁　弘子 第10回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

45/45/46 367 鳥取県 安宅さつき 太田　保栄 瀬恒　　浩 鳥取市青谷町農林漁業トレーニングセンター

135 2009/9/22 大野べにまんさく 中野八千代 鮎川　鈴子 小松　勝子 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

46/44/45 386 広島県 酒井　富子 広畑　浅信 加茂　義弘 岡山市六番川水の公園体育館

135 2009/11/1 新居浜クラブ 岡田恵美子 神野　昭子 椛島菜美江 愛媛スポレク祭2009

43/43/49 295 愛媛県 稲見　博孝 辻　　正之 白石　祐司 松前公園体育館

134 2009/8/23 混成チーム１ 田代　照子 早野　好子 矢野　久子 第８回茨城県バウンドテニス親善交流大会

46/42/46 370 東京・栃木・埼玉・茨城 大図　行子 芥川　邦興 高安　敏正 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

134 2009/10/18 からっ風6号 萩野　京子 臼田　弥生 永井　秀子 第22回全国スポーツ・レクリエーション祭

43/44/47 268 群馬県 冬木　健次 佐藤  　　登 黒澤　祐哉 都城市早水公園体育文化センター

134 2009/10/25 あっぷる米子BTC 岩永　洋子 田辺　真理 谷口　弘美 第10回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

46/42/46 255 鳥取県 林谷　　勉 田中ひろゆき 塩見　卓司 鳥取市青谷町農林漁業トレーニングセンター

133 2009/11/21 草加ガンバルズ 秋元　弘子 織間　敦子 栗原　晴美 第21回関東ブロックバウンドテニス親善交流大会

45/42/46 360 埼玉県 江田　俊彦 高田　清吉 青木　昭夫 足立区総合スポーツセンター

131 2009/11/21 なみはやチーム 前部　淑子 谷　あさ子 杉田　文子 第12回日本バウンドテニスゴールド高知大会

37/46/48 394 大阪府 小川　賢一 八田　裕希 辻野　亮一 高知市東部総合運動場くろしおアリーナ

130 2010/1/31 滝の沢(A) 千野八重子 田中八代美 望月　弘子 第25回神奈川県バウンドテニス親善交流大会

36/45/49 385 神奈川県 井田　正子 岡本　昭宏 広瀬　昭次 相模原市立総合体育館

130 2009/11/8 はまなす 池田　和恵 杉浦　滝子 吉村ひろ子 第18回東海ブロックバウンドテニス親善交流大会

39/47/44 325 愛知県 大島登美子 井上　尚美 池田　博幸 伊豆長岡体育館

130 2009/11/23 御坂クローバー 上島　能美 雨宮　圭子 細谷　美子 第21回山梨県バウンドテニス親善交流大会

39/44/47 251 山梨県 松野　幸司 長田　正史 加賀美　茂 小瀬スポーツ公園体育館

129 2009/7/26 中禅寺湖 佐藤志津江 平澤恵美子 船木 俊江 第８回栃木県バウンドテニス親善交流大会

43/45/41 375 栃木県・埼玉県 板橋千恵子 江田  俊彦 板橋　　充 栃木県立県南体育館

129 2009/9/6 スポセンMIX 木寺　俊子 安川　洋子 池末美佐子 第21回東京都民スポレクふれあい大会

44/43/42 333 東京都 今野　　功 大出　　明 五十嵐　保 小平市総合体育館

129 2009/10/18 当日抽選チーム 佐伯　栄子 佐藤美絵子 白石由美子 第16回群馬県バウンドテニス親善交流大会

43/43/43 298 群馬県 細井　玉江 斎藤　　晃 松浦　秀治 安中市総合体育館アリーナ

129 2009/12/13 湘南フレンズ 石井　美紀 長岡めぐみ 首藤　智恵 第21回関東ブロックバウンドテニス親善交流大会

38/43/48 230 神奈川県 日下部恵子 首藤　廣明 吉澤　達也 足立区総合スポーツセンター

※1　得点合計が同じ場合は

①　チーム全員の年齢合計の多い方を上位とします

②　年齢が同じ場合、申請日の早い方を上位とします

※2　申請対象点は、掲載されるベスト20の最下位得点以上とします
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第1回 全国ＢＴラリー戦記録大会　《全国上位20チームの記録》

開催期間：平成21年7月1日～平成22年3月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成22年2月5日現在】

順位 メンバー
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得点合計 記録達成日 チーム名 大会名

得点経緯 選手年齢合計 都道府県名 会場名

145 2009/8/9 茶かりき牧之原 西谷冨美子 森田　弘子 飯塚ハナミ 第16回県民スポーツ・レクリエーション祭

51/48/46 325 静岡県 尾崎　志郎 松浦　富浩 大石美智晴 静岡県武道館

142 2009/9/22 Ｔ.Ｎ.Ｋ.Ｆ. 三上　貴子 田中　京子 谷口　幸子 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

52/41/49 317 広島県 折本　孝子 長沢　富子 河本　正則 岡山市六番川水の公園体育館

141 2009/9/22 広島ファンタジスタ 金山　律江 西岡　由美 蔵田　洋子 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

45/45/51 334 広島県 横田サヨ子 吉原　文子 磨井　祥夫 岡山市六番川水の公園体育館

140 2009/12/1 Ｂ・Ｔ・Ｍ 早野　好子 澤　　伸子 種村　明子 第５回浦安市バウンドテニスオープン大会

46/46/48 347 東京都 吉野美智子 記野マチ子 広瀬　フミ 千葉県浦安市運動公園総合体育館

137 2009/9/13 しばたBTC 佐久間マサ子 丸山　玲子 山崎千代子 第20回新潟県バウンドテニス親善交流大会

43/47/47 378 新潟県 山崎　幸二 前田　秀雄 坂本　　正 新潟市北地区スポーツセンター

136 2009/10/25 きらら 瀬恒　文子 竹内まき子 五丁　弘子 第10回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

45/45/46 367 鳥取県 安宅さつき 太田　保栄 瀬恒　　浩 鳥取市青谷町農林漁業トレーニングセンター

135 2009/9/22 大野べにまんさく 中野八千代 鮎川　鈴子 小松　勝子 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

46/44/45 386 広島県 酒井　富子 広畑　浅信 加茂　義弘 岡山市六番川水の公園体育館

135 2009/11/1 新居浜クラブ 岡田恵美子 神野　昭子 椛島菜美江 愛媛スポレク祭2009

43/43/49 295 愛媛県 稲見　博孝 辻　　正之 白石　祐司 松前公園体育館

134 2009/8/23 混成チーム１ 田代　照子 早野　好子 矢野　久子 第８回茨城県バウンドテニス親善交流大会

46/42/46 370 東京・栃木・埼玉・茨城 大図　行子 芥川　邦興 高安　敏正 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

134 2009/10/18 からっ風6号 萩野　京子 臼田　弥生 永井　秀子 第22回全国スポーツ・レクリエーション祭

43/44/47 268 群馬県 冬木　健次 佐藤  　　登 黒澤　祐哉 都城市早水公園体育文化センター

134 2009/10/25 あっぷる米子BTC 岩永　洋子 田辺　真理 谷口　弘美 第10回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

46/42/46 255 鳥取県 林谷　　勉 田中ひろゆき 塩見　卓司 鳥取市青谷町農林漁業トレーニングセンター

133 2009/11/21 草加ガンバルズ 秋元　弘子 織間　敦子 栗原　晴美 第21回関東ブロックバウンドテニス親善交流大会

45/42/46 360 埼玉県 江田　俊彦 高田　清吉 青木　昭夫 足立区総合スポーツセンター

131 2009/11/21 なみはやチーム 前部　淑子 谷　あさ子 杉田　文子 第12回日本バウンドテニスゴールド高知大会

37/46/48 394 大阪府 小川　賢一 八田　裕希 辻野　亮一 高知市東部総合運動場くろしおアリーナ

130 2009/11/8 はまなす 池田　和恵 杉浦　滝子 吉村ひろ子 第18回東海ブロックバウンドテニス親善交流大会

39/47/44 325 愛知県 大島登美子 井上　尚美 池田　博幸 伊豆長岡体育館

130 2009/11/23 御坂クローバー 上島　能美 雨宮　圭子 細谷　美子 第21回山梨県バウンドテニス親善交流大会

39/44/47 251 山梨県 松野　幸司 長田　正史 加賀美　茂 小瀬スポーツ公園体育館

129 2009/7/26 中禅寺湖 佐藤志津江 平澤恵美子 船木 俊江 第８回栃木県バウンドテニス親善交流大会

43/45/41 375 栃木県・埼玉県 板橋千恵子 江田  俊彦 板橋　　充 栃木県立県南体育館

129 2009/9/6 スポセンMIX 木寺　俊子 安川　洋子 池末美佐子 第21回東京都民スポレクふれあい大会

44/43/42 333 東京都 今野　　功 大出　　明 五十嵐　保 小平市総合体育館

129 2009/10/18 当日抽選チーム 佐伯　栄子 佐藤美絵子 白石由美子 第16回群馬県バウンドテニス親善交流大会

43/43/43 298 群馬県 細井　玉江 斎藤　　晃 松浦　秀治 安中市総合体育館アリーナ

129 2009/12/13 湘南フレンズ 石井　美紀 長岡めぐみ 首藤　智恵 第21回関東ブロックバウンドテニス親善交流大会

38/43/48 230 神奈川県 日下部恵子 首藤　廣明 吉澤　達也 足立区総合スポーツセンター

128 2009/9/22 平南ファイターズ 馬場　知世 清家　律子 松澤美津子 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

46/42/40 389 奈良県 三浦久美子 竹内　和子 高橋美千子 岡山市六番川水の公園体育館

※1　得点合計が同じ場合は

①　チーム全員の年齢合計の多い方を上位とします

②　年齢が同じ場合、申請日の早い方を上位とします

※2　申請対象点は、掲載されるベスト20の最下位得点以上とします
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第1回 全国ＢＴラリー戦記録大会　《全国上位20チームの記録》

催期間：平成21年7月1日～平成22年3月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成22年1月5日現在】

順位 メンバー
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得点合計 記録達成日 チーム名 大会名

得点経緯 選手年齢合計 都道府県名 会場名

145 2009/8/9 茶かりき牧之原 西谷冨美子 森田　弘子 飯塚ハナミ 第16回県民スポーツ・レクリエーション祭

51/48/46 325 静岡県 尾崎　志郎 松浦　富浩 大石美智晴 静岡県武道館

142 2009/9/22 Ｔ.Ｎ.Ｋ.Ｆ. 三上　貴子 田中　京子 谷口　幸子 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

52/41/49 317 広島県 折本　孝子 長沢　富子 河本　正則 岡山市六番川水の公園体育館

141 2009/9/22 広島ファンタジスタ 金山　律江 西岡　由美 蔵田　洋子 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

45/45/51 334 広島県 横田サヨ子 吉原　文子 磨井　祥夫 岡山市六番川水の公園体育館

140 2009/12/1 Ｂ・Ｔ・Ｍ 早野　好子 澤　　伸子 種村　明子 第５回浦安市バウンドテニスオープン大会

46/46/48 347 東京都 吉野美智子 記野マチ子 広瀬　フミ 千葉県浦安市運動公園総合体育館

137 2009/9/13 しばたBTC 佐久間マサ子 丸山　玲子 山崎千代子 第20回新潟県バウンドテニス親善交流大会

43/47/47 378 新潟県 山崎　幸二 前田　秀雄 坂本　　正 新潟市北地区スポーツセンター

136 2009/10/25 きらら 瀬恒　文子 竹内まき子 五丁　弘子 第10回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

45/45/46 367 鳥取県 安宅さつき 太田　保栄 瀬恒　　浩 鳥取市青谷町農林漁業トレーニングセンター

135 2009/9/22 大野べにまんさく 中野八千代 鮎川　鈴子 小松　勝子 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

46/44/45 386 広島県 酒井　富子 広畑　浅信 加茂　義弘 岡山市六番川水の公園体育館

135 2009/11/1 新居浜クラブ 岡田恵美子 神野　昭子 椛島菜美江 愛媛スポレク祭2009

43/43/49 295 愛媛県 稲見　博孝 辻　　正之 白石　祐司 松前公園体育館

134 2009/8/23 混成チーム１ 田代　照子 早野　好子 矢野　久子 第８回茨城県バウンドテニス親善交流大会

46/42/46 370 東京・栃木・埼玉・茨城 大図　行子 芥川　邦興 高安　敏正 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

134 2009/10/18 からっ風6号 萩野　京子 臼田　弥生 永井　秀子 第22回全国スポーツ・レクリエーション祭

43/44/47 268 群馬県 冬木　健次 佐藤  　　登 黒澤　祐哉 都城市早水公園体育文化センター

134 2009/10/25 あっぷる米子BTC 岩永　洋子 田辺　真理 谷口　弘美 第10回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

46/42/46 255 鳥取県 林谷　　勉 田中ひろゆき 塩見　卓司 鳥取市青谷町農林漁業トレーニングセンター

131 2009/11/21 なみはやチーム 前部　淑子 谷　あさ子 杉田　文子 第12回日本バウンドテニスゴールド高知大会

37/46/48 394 大阪府 小川　賢一 八田　裕希 辻野　亮一 高知市東部総合運動場くろしおアリーナ

130 2009/11/8 はまなす 池田　和恵 杉浦　滝子 吉村ひろ子 第18回東海ブロックバウンドテニス親善交流大会

39/47/44 325 愛知県 大島登美子 井上　尚美 池田　博幸 伊豆長岡体育館

130 2009/11/23 御坂クローバー 上島　能美 雨宮　圭子 細谷　美子 第21回山梨県バウンドテニス親善交流大会

39/44/47 251 山梨県 松野　幸司 長田　正史 加賀美　茂 小瀬スポーツ公園体育館

129 2009/7/26 中禅寺湖 佐藤志津江 平澤恵美子 船木 俊江 第８回栃木県バウンドテニス親善交流大会

43/45/41 375 栃木県・埼玉県 板橋千恵子 江田  俊彦 板橋　　充 栃木県立県南体育館

129 2009/9/6 スポセンMIX 木寺　俊子 安川　洋子 池末美佐子 第21回東京都民スポレクふれあい大会

44/43/42 333 東京都 今野　　功 大出　　明 五十嵐　保 小平市総合体育館

129 2009/10/18 当日抽選チーム 佐伯　栄子 佐藤美絵子 白石由美子 第16回群馬県バウンドテニス親善交流大会

43/43/43 298 群馬県 細井　玉江 斎藤　　晃 松浦　秀治 安中市総合体育館アリーナ

128 2009/9/22 平南ファイターズ 馬場　知世 清家　律子 松澤美津子 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

46/42/40 389 奈良県 三浦久美子 竹内　和子 高橋美千子 岡山市六番川水の公園体育館

128 2009/9/6 Ｕ・Ｂ・Ｔ 早野　好子 吉野美智子 福岡　サダ 第21回東京都民スポレクふれあい大会

44/45/39 354 東京都 伊藤　節子 宇佐美洋子 西村　和子 小平市総合体育館

127 2009/11/8 戸坂・広島・東野 新保富美子 西岡　由美 河浜多美子 第21回商工会会長杯バウンドテニス大会

39/44/44 335 広島県 新保　博 茶堂　孝明 空中　穣二 廿日市市大野体育館

※1　得点合計が同じ場合は

①　チーム全員の年齢合計の多い方を上位とします

②　年齢が同じ場合、申請日の早い方を上位とします

※2　申請対象点は、掲載されるベスト20の最下位得点以上とします
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第1回 全国ＢＴラリー戦記録大会　《全国上位20チームの記録》

開催期間：平成21年7月1日～平成22年3月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成21年12月5日現在】
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得点合計 記録達成日 チーム名 大会名

得点経緯 選手年齢合計 都道府県名 会場名

145 2009/8/9 茶かりき牧之原 西谷冨美子 森田　弘子 飯塚ハナミ 第16回県民スポーツ・レクリエーション祭

51/48/46 325 静岡県 尾崎　志郎 松浦　富浩 大石美智晴 静岡県武道館

142 2009/9/22 Ｔ.Ｎ.Ｋ.Ｆ. 三上　貴子 田中　京子 谷口　幸子 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

52/41/49 317 広島県 折本　孝子 長沢　富子 河本　正則 岡山市六番川水の公園体育館

141 2009/9/22 広島ファンタジスタ 金山　律江 西岡　由美 蔵田　洋子 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

45/45/51 334 広島県 横田サヨ子 吉原　文子 磨井　祥夫 岡山市六番川水の公園体育館

137 2009/9/13 しばたBTC 佐久間マサ子 丸山　玲子 山崎千代子 第20回新潟県バウンドテニス親善交流大会

43/47/47 378 新潟県 山崎　幸二 前田　秀雄 坂本　　正 新潟市北地区スポーツセンター

136 2009/10/25 きらら 瀬恒　文子 竹内まき子 五丁　弘子 第10回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

45/45/46 367 鳥取県 安宅さつき 太田　保栄 瀬恒　　浩 鳥取市青谷町農林漁業トレーニングセンター

135 2009/9/22 大野べにまんさく 中野八千代 鮎川　鈴子 小松　勝子 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

46/44/45 386 広島県 酒井　富子 広畑　浅信 加茂　義弘 岡山市六番川水の公園体育館

135 2009/11/1 新居浜クラブ 岡田恵美子 神野　昭子 椛島菜美江 愛媛スポレク祭2009

43/43/49 295 愛媛県 稲見　博孝 辻　　正之 白石　祐司 松前公園体育館

134 2009/8/23 混成チーム１ 田代　照子 早野　好子 矢野　久子 第８回茨城県バウンドテニス親善交流大会

46/42/46 370 東京・栃木・埼玉・茨城 大図　行子 芥川　邦興 高安　敏正 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

134 2009/10/18 からっ風6号 萩野　京子 臼田　弥生 永井　秀子 第22回全国スポーツ・レクリエーション祭

43/44/47 268 群馬県 冬木　健次 佐藤  　　登 黒澤　祐哉 都城市早水公園体育文化センター

134 2009/10/25 あっぷる米子BTC 岩永　洋子 田辺　真理 谷口　弘美 第10回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

46/42/46 255 鳥取県 林谷　　勉 田中ひろゆき 塩見　卓司 鳥取市青谷町農林漁業トレーニングセンター

129 2009/7/26 中禅寺湖 佐藤志津江 平澤恵美子 船木 俊江 第８回栃木県バウンドテニス親善交流大会

43/45/41 375 栃木県・埼玉県 板橋千恵子 江田  俊彦 板橋　　充 栃木県立県南体育館

129 2009/9/6 スポセンMIX 木寺　俊子 安川　洋子 池末美佐子 第21回東京都民スポレクふれあい大会

44/43/42 333 東京都 今野　　功 大出　　明 五十嵐　保 小平市総合体育館

129 2009/10/18 当日抽選チーム 佐伯　栄子 佐藤美絵子 白石由美子 第16回群馬県バウンドテニス親善交流大会

43/43/43 298 群馬県 細井　玉江 斎藤　　晃 松浦　秀治 安中市総合体育館アリーナ

128 2009/9/22 平南ファイターズ 馬場　知世 清家　律子 松澤美津子 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

46/42/40 389 奈良県 三浦久美子 竹内　和子 高橋美千子 岡山市六番川水の公園体育館

128 2009/9/6 Ｕ・Ｂ・Ｔ 早野　好子 吉野美智子 福岡　サダ 第21回東京都民スポレクふれあい大会

44/45/39 354 東京都 伊藤　節子 宇佐美洋子 西村　和子 小平市総合体育館

125 2009/9/13 新潟MIX 黒川美枝子 若松　裕子 内山志津子 第20回新潟県バウンドテニス親善交流大会

34/44/47 323 新潟県 今井　宏一 川島　朝臣 吉越　光彦 新潟市北地区スポーツセンター

125 2009/8/23 混成チーム２ 三樹アツ子 石井希久子 矢野　久子 第８回茨城県バウンドテニス親善交流大会

42/42/41 319 栃木・千葉・茨城 檜山　昌枝 岩本　　健 荒川　純一 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

125 2009/10/25 鳥取クラブ 川上　早苗 霜村　里美 山本　里恵 第10回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

44/42/39 313 鳥取県 谷口　一之 霜村　丈明 福田　賢雄 鳥取市青谷町農林漁業トレーニングセンター

124 2009/9/5 花の都 広瀬　フミ 海老原千鶴子 土屋志路子 ねんりんピック北海道・バウンドテニス親善交流大会

39/42/43 382 東京都 三樹アツ子 吉本ゆみ子 吉本　昌弘 当別町総合体育館

124 2009/10/4 岩国・戸坂キャッツ 清水　克代 善岡　敏子 新保　富美
子

第8回広島市バウンドテニス　コスモス大会

44/36/44 358 山口・広島 近藤　政勝 白木　宏明 新保　　　博 広島市湯来体育館

※1　得点合計が同じ場合は

①　チーム全員の年齢合計の多い方を上位とします

②　年齢が同じ場合、申請日の早い方を上位とします

※2　申請対象点は、掲載されるベスト20の最下位得点以上とします
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第1回 全国ＢＴラリー戦記録大会　《全国上位20チームの記録》

開催期間：平成21年7月1日～平成22年3月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成21年11月1日現在】
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得点合計 記録達成日 チーム名 大会名

得点経緯 選手年齢合計 都道府県名 会場名

145 2009/8/9 茶かりき牧之原 西谷冨美子 森田　弘子 飯塚ハナミ 第16回県民スポーツ・レクリエーション祭

51/48/46 325 静岡県 尾崎　志郎 松浦　富浩 大石美智晴 静岡県武道館

142 2009/9/22 Ｔ.Ｎ.Ｋ.Ｆ. 三上　貴子 田中　京子 谷口　幸子 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

52/41/49 317 広島県 折本　孝子 長沢　富子 河本　正則 岡山市六番川水の公園体育館

141 2009/9/22 広島ファンタジスタ 金山　律江 西岡　由美 蔵田　洋子 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

45/45/51 334 広島県 横田サヨ子 吉原　文子 磨井　祥夫 岡山市六番川水の公園体育館

137 2009/9/13 しばたBTC 佐久間マサ子 丸山　玲子 山崎千代子 第20回新潟県バウンドテニス親善交流大会

43/47/47 378 新潟県 山崎　幸二 前田　秀雄 坂本　　正 新潟市北地区スポーツセンター

135 2009/9/22 大野べにまんさく 中野八千代 鮎川　鈴子 小松　勝子 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

46/44/45 386 広島県 酒井　富子 広畑　浅信 加茂　義弘 岡山市六番川水の公園体育館

134 2009/8/23 混成チーム１ 田代　照子 早野　好子 矢野　久子 第８回茨城県バウンドテニス親善交流大会

46/42/46 370 東京・栃木・埼玉・茨城 大図　行子 芥川　邦興 高安　敏正 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

129 2009/7/26 中禅寺湖 佐藤志津江 平澤恵美子 船木 俊江 第８回栃木県バウンドテニス親善交流大会

43/45/41 375 栃木県・埼玉県 板橋千恵子 江田  俊彦 板橋　　充 栃木県立県南体育館

129 2009/9/6 スポセンMIX 木寺　俊子 安川　洋子 池末美佐子 第21回東京都民スポレクふれあい大会

44/43/42 333 東京都 今野　　功 大出　　明 五十嵐　保 小平市総合体育館

128 2009/9/22 平南ファイターズ 馬場　知世 清家　律子 松澤美津子 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

46/42/40 389 奈良県 三浦久美子 竹内　和子 高橋美千子 岡山市六番川水の公園体育館

128 2009/9/6 Ｕ・Ｂ・Ｔ 早野　好子 吉野美智子 福岡　サダ 第21回東京都民スポレクふれあい大会

44/45/39 354 東京都 伊藤　節子 宇佐美洋子 西村　和子 小平市総合体育館

125 2009/9/13 新潟MIX 黒川美枝子 若松　裕子 内山志津子 第20回新潟県バウンドテニス親善交流大会

34/44/47 323 新潟県 今井　宏一 川島　朝臣 吉越　光彦 新潟市北地区スポーツセンター

125 2009/8/23 混成チーム２ 三樹アツ子 石井希久子 矢野　久子 第８回茨城県バウンドテニス親善交流大会

42/42/41 319 栃木・千葉・茨城 檜山　昌枝 岩本　　健 荒川　純一 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

124 2009/9/5 花の都 広瀬　フミ 海老原千鶴子 土屋志路子 ねんりんピック北海道・バウンドテニス親善交流大会

39/42/43 382 東京都 三樹アツ子 吉本ゆみ子 吉本　昌弘 当別町総合体育館

124 2009/9/6 中央本町BT 中島はつ江 山添　郁子 山口　公代 第21回東京都民スポレクふれあい大会

43/42/39 332 東京都 根岸　恵子 巳ノ瀬まり子 新保　敏子 小平市総合体育館

124 2009/7/26 戦場ヶ原 栗原  晴美 矢野  久子 織間  敦子 第８回栃木県バウンドテニス親善交流大会

46/37/41 326 埼玉県・栃木県 岡田  晶子 佐藤  伸夫 鈴木  親之 栃木県立県南体育館

124 2009/8/23 混成チーム３ 小川　峰子 野口　芳恵 宮本　節子 第８回茨城県バウンドテニス親善交流大会

40/40/44 325 千葉・茨城・埼玉 宮崎千津子 宮本　忠夫 荒尾　秀幸 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

124 2009/9/22 鳥取クラブ 川上　早苗 霜村　里美 山本　里恵 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

47/34/43 300 鳥取県 太田　保栄 霜村　丈明 福田　賢雄 岡山市六番川水の公園体育館

122 2009/9/22 大栄チェリーズ 山本　幸子 牧田美代子 西川麻奈美 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

44/44/34 307 鳥取県 渡辺　明子 斉尾智恵里 三谷　　麿 岡山市六番川水の公園体育館

121 2009/9/22 新宮BT 小川　善子 八木　愛子 村山ひづる 岡山県バウンドテニス協会設立20周年記念交流大会

42/37/42 290 兵庫県 横田　　勉 谷　　　洋 村上　大志 岡山市六番川水の公園体育館

120 2009/8/23 混成チーム４ 田村ひとみ 吉野美智子 並木ハル子 第８回茨城県バウンドテニス親善交流大会

44/41/35 349 栃木・東京・群馬・茨城 菅野　静江 大橋　正年 黒木　　悟 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

※1　得点合計が同じ場合は
①　チーム全員の年齢合計の多い方を上位とします
②　年齢が同じ場合、申請日の早い方を上位とします

※2　申請対象は120点以上のチームとする。

1

第1回 全国ＢＴラリー戦記録大会　《全国上位20チームの記録》

開催期間：平成21年7月1日～平成22年3月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成21年9月30日現在】
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得点合計 記録達成日 チーム名 大会名

得点経緯 選手年齢合計 都道府県名 会場名

145 2009/8/9 茶かりき牧之原 西谷冨美子 森田　弘子 飯塚ハナミ 第16回県民スポーツ・レクリエーション祭

51/48/46 325 静岡県 尾崎　志郎 松浦　富浩 大石美智晴 静岡県武道館

134 2009/8/23 混成チーム１ 田代　照子 早野　好子 矢野　久子 第８回茨城県バウンドテニス親善交流大会

46/42/46 370 東京・栃木・埼玉・茨城 大図　行子 芥川　邦興 高安　敏正 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

129 2009/7/26 中禅寺湖 佐藤志津江 平澤恵美子 船木俊江 第８回栃木県バウンドテニス親善交流大会

43/45/41 375 栃木県・埼玉県 板橋千恵子 江田  俊彦 板橋　　充 栃木県立県南体育館

125 2009/8/23 混成チーム２ 三樹アツ子 石井希久子 矢野　久子 第８回茨城県バウンドテニス親善交流大会

42/42/41 319 栃木・千葉・茨城 檜山　昌枝 岩本　　健 荒川　純一 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

124 2009/7/26 戦場ヶ原 栗原  晴美 矢野  久子 織間  敦子 第８回栃木県バウンドテニス親善交流大会

46/37/41 326 埼玉県・栃木県 岡田  晶子 佐藤  伸夫 鈴木  親之 栃木県立県南体育館

124 2009/8/23 混成チーム３ 小川　峰子 野口　芳恵 宮本　節子 第８回茨城県バウンドテニス親善交流大会

40/40/44 325 千葉・茨城・埼玉 宮崎千津子 宮本　忠夫 荒尾　秀幸 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

120 2009/8/23 混成チーム４ 田村ひとみ 吉野美智子 並木ハル子 第８回茨城県バウンドテニス親善交流大会

44/41/35 349 栃木・東京・群馬・茨城 菅野　静江 大橋　正年 黒木　　悟 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

※1　得点合計が同じ場合は
①　チーム全員の年齢合計の多い方を上位とします
②　年齢が同じ場合、申請日の早い方を上位とします

※2　申請対象は120点以上のチームとする。

1

第1回 全国ＢＴラリー戦記録大会　《全国上位20チームの記録》

開催期間：平成21年7月1日～平成22年3月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成21年8月31日現在】
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得点合計 記録達成日 チーム名 大会名

得点経緯 選手年齢合計 都道府県名 会場名

129 2009/7/26 中禅寺湖 佐藤志津江 平澤恵美子 船木俊江 第８回栃木県バウンドテニス親善交流大会

43/45/41 375 栃木県・埼玉県 板橋千恵子 江田  俊彦 板橋　　充 栃木県立県南体育館

124 2009/7/26 戦場ヶ原 栗原  晴美 矢野  久子 織間  敦子 第８回栃木県バウンドテニス親善交流大会

46/37/41 326 埼玉県・栃木県 岡田  晶子 佐藤  伸夫 鈴木  親之 栃木県立県南体育館

※1　得点合計が同じ場合は
①　チーム全員の年齢合計の多い方を上位とします
②　年齢が同じ場合、申請日の早い方を上位とします

※2　申請対象は120点以上のチームとする。
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2

第1回 全国ＢＴラリー戦記録大会　《全国上位20チームの記録》

開催期間：平成21年7月1日～平成22年3月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成21年7月31日現在】
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