
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

146 2011/3/6 TNKF 折本　孝子 三上　貴子 長沢　富子 第18回中国ブロックＢＴ親善交流大会

50/51/45 325 広島県 田中　京子 谷口　幸子 河本 正則 岩国市総合体育館アリーナ

138 2011/3/20 なのはな 鹿貫　君代 幡野恵美子 南　多津子 愛知県ＢＴ協会設立20周年記念大会

44/47/47 364 長野・山梨・埼玉 小山　一泰 渡辺　正博 幡野　孝一 愛知県体育館

136 2010/11/21 ビッグバード 前部　淑子 前岡かよ子 川辺　早苗 2010大阪府民スポレクフェスティバル

44/45/47 360 大阪府 坂根　秀行 泉　　秀雄 河野 　宏 河南町立総合体育館

135 2010/9/5 三川BT愛好会 本木　勝美 土田　奈美 黒木　良子 第21回東北ブロックBT親善交流大会

46/47/42 302 山形県 三浦　貞一 土田　謙司 菅原　 　繁 上山市体育文化センター

134 2011/1/10 B・T・M 中島はつ江 種村　明子 広瀬　フミ 第6回浦安市バウンドテニスオープン市民大会

45/41/48 355 東京都 記野マチ子 早野　好子 澤　　伸子 浦安市運動公園総合体育館

133 2010/10/30 混合Ⅰ 千葉　愛子 曽根　ひめ 一関　正子 第５回ローズカップ親善交流大会

45/45/43 398 茨城・福井・栃木・東京・北海道 田中　　理 田端　俊寛 鈴木　平徳 茨城県龍ヶ崎市総合体育館

133 2010/4/18 アイリス 牛田　七重 村松　智美 村松　政江 第17回県民スポーツ・レクリエーション祭

40/43/50 346 静岡県 杉山　泰次 鈴木　　浩 松本　詔平 静岡県営草薙体育館

132 2011/1/10 アドバンス宙組 小野　五月 佐藤　一枝 宇田川房代 第6回浦安市ＢＴオープン市民大会

48/39/45 357 千葉県 高山　順子 井口まり子 中川美和子 浦安市運動公園総合体育館

132 2010/8/1 門真さくら 木村　典子 辻本　睦代 土屋　京子 第16回近畿ブロックBT親善交流大会

43/46/43 354 大阪府 奥田ひとみ 井上   　登 友松　宣夫 京都府立太陽が丘体育館

132 2010/9/5 足立B 中島はつ江 新保　敏子 山添　郁子 第22回都民スポレクふれあい大会

44/44/44 347 東京都 関　　　富子 山口　公代 巳ノ瀬まり子 小平市民総合体育館

132 2010/12/5 韮山クラブ 伊賀　みどり 鈴木　典子 岩田　紘子 第19回東海ブロックBT親善交流大会

41/46/45 343 静岡県 土屋　辰雄 江口　勝義 川又　芳久 岐阜県大垣市総合体育館

132 2010/9/26 コメット 島影眞由美 長野あけみ 岩野あきえ 第21回新潟県BT親善交流大会

38/47/47 320 新潟県 金子吉之助 黒坂　憲昭 長野　英幸 魚沼市小出郷総合体育館

131 2010/9/26 サウスイング竹尾 遠山ゆみ子 黒川美枝子 内山志津子 第21回新潟県BT親善交流大会

48/33/50 356 新潟県 安達　典子 遠山　恒夫 今井　宏一 魚沼市小出郷総合体育館

131 2010/9/26 ポラリス 渡邊　正子 若穂囲ヒサイ 中川　俊子 第21回新潟県BT親善交流大会

42/39/50 329 新潟県 小林喜代美 末永　誠昭 吉越　光彦 魚沼市小出郷総合体育館

131 2010/10/24 鳥取クラブ 川上　早苗 霜村　里美 山本　里恵 第11回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

45/41/45 305 鳥取県 谷口　一之 福田　賢雄 前田　浩史 米子市民体育館

130 2011/1/10 鷹の台BTC 四ノ宮　操 永峯　法代 海保美智子 第6回浦安市ＢＴオープン市民大会

45/43/42 380 千葉県 奥田きく江 岡野　秀夫 森岡　一成 浦安市運動公園総合体育館

130 2011/3/20 マキティー 斎藤みつ子 田伏　清子 粂田　理子 愛知県ＢＴ協会設立20周年記念大会

46/38/46 378 静岡県 鈴木　孝尚 鈴木　力雄 大村　　修 愛知県体育館

130 2010/11/21 さくら 井本　睦代 佐藤　礼子 木村典子 2010大阪府民スポレクフェスティバル

44/40/46 373 大阪府 寺田　信子 友松　宣夫 音代　侑宏 河南町立総合体育館

130 2011/3/20 蟹江Ａ 西川原由香 横江由香里 藤本　和子 愛知県ＢＴ協会設立20周年記念大会

39/45/46 358 愛知県 島崎　道子 中野　一成 野寺　泰順 愛知県体育館

130 2010/10/24 あっぷる米子BTT 田中　明子 田辺　真理 岩永　洋子 第11回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

47/38/45 287 鳥取県 本池　浩次 塩見　卓司 田中ひろゆき 米子市民体育館

※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、120以上もしくは、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2回 全国ＢＴラリー戦BEST20記録大会　《全国上位20チームの記録》

開催期間：平成22年４月１日～平成23年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成23年３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

136 2010/11/21 ビッグバード 前部　淑子 前岡かよ子 川辺　早苗 2010大阪府民スポレクフェスティバル

44/45/47 360 大阪府 坂根　秀行 泉　　秀雄 河野 　宏 河南町立総合体育館

135 2010/9/5 三川BT愛好会 本木　勝美 土田　奈美 黒木　良子 第21回東北ブロックBT親善交流大会

46/47/42 302 山形県 三浦　貞一 土田　謙司 菅原　 　繁 上山市体育文化センター

134 2011/1/10 B・T・M 中島はつ江 種村　明子 広瀬　フミ 第6回浦安市バウンドテニスオープン市民大会

45/41/48 355 東京都 記野マチ子 早野　好子 澤　　伸子 浦安市運動公園総合体育館

133 2010/10/30 混合Ⅰ 千葉　愛子 曽根　ひめ 一関　正子 第５回ローズカップ親善交流大会

45/45/43 398 茨城・福井・栃木・東京・北海道 田中　　理 田端　俊寛 鈴木　平徳 茨城県龍ヶ崎市総合体育館

133 2010/4/18 アイリス 牛田　七重 村松　智美 村松　政江 第17回県民スポーツ・レクリエーション祭

40/43/50 346 静岡県 杉山　泰次 鈴木　　浩 松本　詔平 静岡県営草薙体育館

132 2011/1/10 アドバンス宙組 小野　五月 佐藤　一枝 宇田川房代 第6回浦安市ＢＴオープン市民大会

48/39/45 357 千葉県 高山　順子 井口まり子 中川美和子 浦安市運動公園総合体育館

132 2010/8/1 門真さくら 木村　典子 辻本　睦代 土屋　京子 第16回近畿ブロックBT親善交流大会

43/46/43 354 大阪府 奥田ひとみ 井上   　登 友松　宣夫 京都府立太陽が丘体育館

132 2010/9/5 足立B 中島はつ江 新保　敏子 山添　郁子 第22回都民スポレクふれあい大会

44/44/44 347 東京都 関　　　富子 山口　公代 巳ノ瀬まり子 小平市民総合体育館

132 2010/12/5 韮山クラブ 伊賀　みどり 鈴木　典子 岩田　紘子 第19回東海ブロックBT親善交流大会

41/46/45 343 静岡県 土屋　辰雄 江口　勝義 川又　芳久 岐阜県大垣市総合体育館

132 2010/9/26 コメット 島影眞由美 長野あけみ 岩野あきえ 第21回新潟県BT親善交流大会

38/47/47 320 新潟県 金子吉之助 黒坂　憲昭 長野　英幸 魚沼市小出郷総合体育館

131 2010/9/26 サウスイング竹尾 遠山ゆみ子 黒川美枝子 内山志津子 第21回新潟県BT親善交流大会

48/33/50 356 新潟県 安達　典子 遠山　恒夫 今井　宏一 魚沼市小出郷総合体育館

131 2010/9/26 ポラリス 渡邊　正子 若穂囲ヒサイ 中川　俊子 第21回新潟県BT親善交流大会

42/39/50 329 新潟県 小林喜代美 末永　誠昭 吉越　光彦 魚沼市小出郷総合体育館

131 2010/10/24 鳥取クラブ 川上　早苗 霜村　里美 山本　里恵 第11回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

45/41/45 305 鳥取県 谷口　一之 福田　賢雄 前田　浩史 米子市民体育館

130 2011/1/10 鷹の台BTC 四ノ宮　操 永峯　法代 海保美智子 第6回浦安市ＢＴオープン市民大会

45/43/42 380 千葉県 奥田きく江 岡野　秀夫 森岡　一成 浦安市運動公園総合体育館

130 2010/11/21 さくら 井本　睦代 佐藤　礼子 木村典子 2010大阪府民スポレクフェスティバル

44/40/46 373 大阪府 寺田　信子 友松　宣夫 音代　侑宏 河南町立総合体育館

130 2010/10/24 あっぷる米子BTT 田中　明子 田辺　真理 岩永　洋子 第11回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

47/38/45 287 鳥取県 本池　浩次 塩見　卓司 田中ひろゆき 米子市民体育館

129 2010/12/11 草加ガンバルズ 栗原　晴美 秋元　弘子 織間　敦子 第22回関東ブロックBT親善交流大会

39/46/44 362 埼玉県 小澤　和子 江田　俊彦 米田　善悦 真岡市総合体育館

129 2010/5/23 甲府オークス 丸山モト枝 功力　真弓 小関　彩乃 第22回山梨県スポーツ・レクリエーション祭

44/40/45 312 山梨県 倉鹿野玄一 内藤　　旭 若杉　　泉 山梨市民総合体育館

128 2011/2/27 香芝フレンズ 南　日出子 川中　裕恵 尾川千佳子 第19回奈良県会長杯BT大会

42/40/46 353 奈良県 槌谷　　　弘 山下　長夫 川原　　　清 平群町総合スポーツセンター

128 2010/5/15 ミックス白山 徳田由喜子 瀬川　節子 長尾　里香 石川県民スポーツ・レクリエーション祭

39/41/48 286 石川県 越農　博夫 畑中　豊明 山下　祐生 いしかわ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、120以上もしくは、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2回 全国ＢＴラリー戦BEST20記録大会　《全国上位20チームの記録》

開催期間：平成22年４月１日～平成23年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成23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

136 2010/11/21 ビッグバード 前部　淑子 前岡かよ子 川辺　早苗 2010大阪府民スポレクフェスティバル

44/45/47 360 大阪府 坂根　秀行 泉　　秀雄 河野 　宏 河南町立総合体育館

135 2010/9/5 三川BT愛好会 本木　勝美 土田　奈美 黒木　良子 第21回東北ブロックBT親善交流大会

46/47/42 302 山形県 三浦　貞一 土田　謙司 菅原　 　繁 上山市体育文化センター

134 2011/1/10 B・T・M 中島はつ江 種村　明子 広瀬　フミ 第6回浦安市バウンドテニスオープン市民大会

45/41/48 355 東京都 記野マチ子 早野　好子 澤　　伸子 浦安市運動公園総合体育館

133 2010/10/30 混合Ⅰ 千葉　愛子 曽根　ひめ 一関　正子 第５回ローズカップ親善交流大会

45/45/43 398 茨城・福井・栃木・東京・北海道 田中　　理 田端　俊寛 鈴木　平徳 茨城県龍ヶ崎市総合体育館

133 2010/4/18 アイリス 牛田　七重 村松　智美 村松　政江 第17回県民スポーツ・レクリエーション祭

40/43/50 346 静岡県 杉山　泰次 鈴木　　浩 松本　詔平 静岡県営草薙体育館

132 2011/1/10 アドバンス宙組 小野　五月 佐藤　一枝 宇田川房代 第6回浦安市ＢＴオープン市民大会

48/39/45 357 千葉県 高山　順子 井口まり子 中川美和子 浦安市運動公園総合体育館

132 2010/8/1 門真さくら 木村　典子 辻本　睦代 土屋　京子 第16回近畿ブロックBT親善交流大会

43/46/43 354 大阪府 奥田ひとみ 井上   　登 友松　宣夫 京都府立太陽が丘体育館

132 2010/9/5 足立B 中島はつ江 新保　敏子 山添　郁子 第22回都民スポレクふれあい大会

44/44/44 347 東京都 関　　　富子 山口　公代 巳ノ瀬まり子 小平市民総合体育館

132 2010/12/5 韮山クラブ 伊賀　みどり 鈴木　典子 岩田　紘子 第19回東海ブロックBT親善交流大会

41/46/45 343 静岡県 土屋　辰雄 江口　勝義 川又　芳久 岐阜県大垣市総合体育館

132 2010/9/26 コメット 島影眞由美 長野あけみ 岩野あきえ 第21回新潟県BT親善交流大会

38/47/47 320 新潟県 金子吉之助 黒坂　憲昭 長野　英幸 魚沼市小出郷総合体育館

131 2010/9/26 サウスイング竹尾 遠山ゆみ子 黒川美枝子 内山志津子 第21回新潟県BT親善交流大会

48/33/50 356 新潟県 安達　典子 遠山　恒夫 今井　宏一 魚沼市小出郷総合体育館

131 2010/9/26 ポラリス 渡邊　正子 若穂囲ヒサイ 中川　俊子 第21回新潟県BT親善交流大会

42/39/50 329 新潟県 小林喜代美 末永　誠昭 吉越　光彦 魚沼市小出郷総合体育館

131 2010/10/24 鳥取クラブ 川上　早苗 霜村　里美 山本　里恵 第11回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

45/41/45 305 鳥取県 谷口　一之 福田　賢雄 前田　浩史 米子市民体育館

130 2011/1/10 鷹の台BTC 四ノ宮　操 永峯　法代 海保美智子 第6回浦安市ＢＴオープン市民大会

45/43/42 380 千葉県 奥田きく江 岡野　秀夫 森岡　一成 浦安市運動公園総合体育館

130 2010/11/21 さくら 井本　睦代 佐藤　礼子 木村典子 2010大阪府民スポレクフェスティバル

44/40/46 373 大阪府 寺田　信子 友松　宣夫 音代　侑宏 河南町立総合体育館

130 2010/10/24 あっぷる米子BTT 田中　明子 田辺　真理 岩永　洋子 第11回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

47/38/45 287 鳥取県 本池　浩次 塩見　卓司 田中ひろゆき 米子市民体育館

129 2010/12/11 草加ガンバルズ 栗原　晴美 秋元　弘子 織間　敦子 第22回関東ブロックBT親善交流大会

39/46/44 362 埼玉県 小澤　和子 江田　俊彦 米田　善悦 真岡市総合体育館

129 2010/5/23 甲府オークス 丸山モト枝 功力　真弓 小関　彩乃 第22回山梨県スポーツ・レクリエーション祭

44/40/45 312 山梨県 倉鹿野玄一 内藤　　旭 若杉　　泉 山梨市民総合体育館

128 2010/5/15 ミックス白山 徳田由喜子 瀬川　節子 長尾　里香 石川県民スポーツ・レクリエーション祭

39/41/48 286 石川県 越農　博夫 畑中　豊明 山下　祐生 いしかわ総合スポーツセンター

126 2010/9/12 カモメ（１） 大蔵　幸子 牛田　憲子 佐藤ヒサ子 第１３回日本BTゴールド岩手大会

44/41/41 395 神奈川県 八重樫スミ子 小川  和鋭 三輪　道夫 一関市総合体育館

※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、120以上もしくは、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2回 全国ＢＴラリー戦BEST20記録大会　《全国上位20チームの記録》

開催期間：平成22年４月１日～平成23年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成23年1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

136 2010/11/21 ビッグバード 前部　淑子 前岡かよ子　 川辺　早苗 2010大阪府民スポレクフェスティバル

44/45/47 360 大阪府 坂根　秀行 泉　　秀雄 河野 　宏 河南町立総合体育館

135 2010/9/5 三川BT愛好会 本木　勝美 土田　奈美 黒木　良子 第21回東北ブロックBT親善交流大会

46/47/42 302 山形県 三浦　貞一 土田　謙司 菅原　 　繁 上山市体育文化センター

133 2010/10/30 混合Ⅰ 千葉　愛子 曽根　ひめ 一関　正子 第５回ローズカップ親善交流大会

45/45/43 398 茨城・福井・栃木・東京・北海道 田中　　理 田端　俊寛 鈴木　平徳 茨城県龍ヶ崎市総合体育館

133 2010/4/18 アイリス 牛田　七重 村松　智美 村松　政江 第17回県民スポーツ・レクリエーション祭

40/43/50 346 静岡県 杉山　泰次 鈴木　　浩 松本　詔平 静岡県営草薙体育館

132 2010/8/1 門真さくら 木村　典子 辻本　睦代 土屋　京子 第16回近畿ブロックBT親善交流大会

43/46/43 354 大阪府 奥田ひとみ 井上   　登 友松　宣夫 京都府立太陽が丘体育館

132 2010/9/5 足立B 中島はつ江 新保　敏子 山添　郁子 第22回都民スポレクふれあい大会

44/44/44 347 東京都 関　　富子 山口　公代 巳ノ瀬まり子 小平市民総合体育館

132 2010/12/5 韮山クラブ 伊賀　みどり 鈴木　典子 岩田　紘子 第19回東海ブロックBT親善交流大会

41/46/45 343 静岡県 土屋　辰雄 江口　勝義 川又　芳久 岐阜県大垣市総合体育館

132 2010/9/26 コメット 島影眞由美 長野あけみ 岩野あきえ 第21回新潟県BT親善交流大会

38/47/47 320 新潟県 金子吉之助 黒坂　憲昭 長野　英幸 魚沼市小出郷総合体育館

131 2010/9/26 サウスイング竹尾 遠山ゆみ子 黒川美枝子 内山志津子 第21回新潟県BT親善交流大会

48/33/50 356 新潟県 安達　典子 遠山　恒夫 今井　宏一 魚沼市小出郷総合体育館

131 2010/9/26 ポラリス 渡邊　正子 若穂囲ヒサイ 中川　俊子 第21回新潟県BT親善交流大会

42/39/50 329 新潟県 小林喜代美 末永　誠昭 吉越　光彦 魚沼市小出郷総合体育館

131 2010/10/24 鳥取クラブ 川上　早苗 霜村　里美 山本　里恵 第11回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

45/41/45 305 鳥取県 谷口　一之 福田　賢雄 前田　浩史 米子市民体育館

130 2010/11/21 さくら 井本　睦代 佐藤　礼子 木村典子 2010大阪府民スポレクフェスティバル

44/40/46 373 大阪府 寺田　信子 友松　宣夫 音代　侑宏 河南町立総合体育館

130 2010/10/24 あっぷる米子BTT 田中　明子 田辺　真理 岩永　洋子 第11回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

47/38/45 287 鳥取県 本池　浩次 塩見　卓司 田中ひろゆき 米子市民体育館

129 2010/12/11 草加ガンバルズ 栗原　晴美 秋元　弘子 織間　敦子 第22回関東ブロックBT親善交流大会

39/46/44 362 埼玉県 小澤　和子 江田　俊彦 米田　善悦 真岡市総合体育館

129 2010/5/23 甲府オークス 丸山モト枝 功力　真弓 小関　彩乃 第22回山梨県スポーツ・レクリエーション祭

44/40/45 312 山梨県 倉鹿野玄一 内藤　　旭 若杉　　泉 山梨市民総合体育館

128 2010/5/15 ミックス白山 徳田由喜子 瀬川　節子 長尾　里香 石川県民スポーツ・レクリエーション祭

39/41/48 286 石川県 越農　博夫 畑中　豊明 山下　祐生 いしかわ総合スポーツセンター

127 2010/12/11 B・T・M 中島はつ江 種村　明子 清野美枝子 第22回関東ブロックBT親善交流大会

44/35/48 354 東京都 記野マチ子 早野　好子 阪田　和子 真岡市総合体育館

126 2010/9/12 カモメ（１） 大蔵　幸子 牛田　憲子 佐藤ヒサ子 第１３回日本BTゴールド岩手大会

44/41/41 395 神奈川県 八重樫スミ子 小川  和鋭 三輪　道夫 一関市総合体育館

126 2010/12/5 牧之原さざんか 斎藤みつ子 田伏　清子 西宮冨美子 第19回東海ブロックBT親善交流大会

44/43/39 363 静岡県 加藤　明子 広沢　凉代 桜井　洋子 岐阜県大垣市総合体育館

125 2010/9/12 チーム宮城 三浦　妙子 小松　節子 三本佐枝子 第１３回日本BTゴールド岩手大会

44/43/38 403 宮城県 山本　秀雄 佐藤　勝喜 吉田日出勝 一関市総合体育館

※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、120以上もしくは、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2回 全国ＢＴラリー戦BEST20記録大会　《全国上位20チームの記録》

開催期間：平成22年４月１日～平成23年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成22年12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

136 2010/11/21 ビッグバード 前部　淑子 前岡かよ子　 川辺　早苗 2010大阪府民スポレクフェスティバル

44/45/47 360 大阪府 坂根　秀行 泉　　秀雄 河野 　宏 河南町立総合体育館

135 2010/9/5 三川BT愛好会 本木　勝美 土田　奈美 黒木　良子 第21回東北ブロックBT親善交流大会

46/47/42 302 山形県 三浦　貞一 土田　謙司 菅原　 　繁 上山市体育文化センター

133 2010/10/30 混合Ⅰ 千葉　愛子 曽根　ひめ 一関　正子 第５回ローズカップ親善交流大会

45/45/43 398 茨城・福井・栃木・東京・北海道 田中　　理 田端　俊寛 鈴木　平徳 茨城県龍ヶ崎市総合体育館

133 2010/4/18 アイリス 牛田　七重 村松　智美 村松　政江 第17回県民スポーツ・レクリエーション祭

40/43/50 346 静岡県 杉山　泰次 鈴木　　浩 松本　詔平 静岡県営草薙体育館

132 2010/8/1 門真さくら 木村　典子 辻本　睦代 土屋　京子 第16回近畿ブロックBT親善交流大会

43/46/43 354 大阪府 奥田ひとみ 井上   　登 友松　宣夫 京都府立太陽が丘体育館

132 2010/9/5 足立B 中島はつ江 新保　敏子 山添　郁子 第22回都民スポレクふれあい大会

44/44/44 347 東京都 関　　富子 山口　公代 巳ノ瀬まり子 小平市民総合体育館

132 2010/9/26 コメット 島影眞由美 長野あけみ 岩野あきえ 第21回新潟県BT親善交流大会

38/47/47 320 新潟県 金子吉之助 黒坂　憲昭 長野　英幸 魚沼市小出郷総合体育館

131 2010/9/26 サウスイング竹尾 遠山ゆみ子 黒川美枝子 内山志津子 第21回新潟県BT親善交流大会

48/33/50 356 新潟県 安達　典子 遠山　恒夫 今井　宏一 魚沼市小出郷総合体育館

131 2010/9/26 ポラリス 渡邊　正子 若穂囲ヒサイ 中川　俊子 第21回新潟県BT親善交流大会

42/39/50 329 新潟県 小林喜代美 末永　誠昭 吉越　光彦 魚沼市小出郷総合体育館

131 2010/10/24 鳥取クラブ 川上　早苗 霜村　里美 山本　里恵 第11回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

45/41/45 305 鳥取県 谷口　一之 福田　賢雄 前田　浩史 米子市民体育館

130 2010/11/21 さくら 井本　睦代 佐藤　礼子 木村典子 2010大阪府民スポレクフェスティバル

44/40/46 373 大阪府 寺田　信子 友松　宣夫 音代　侑宏 河南町立総合体育館

130 2010/10/24 あっぷる米子BTT 田中　明子 田辺　真理 岩永　洋子 第11回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

47/38/45 287 鳥取県 本池　浩次 塩見　卓司 田中ひろゆき 米子市民体育館

129 2010/4/18 韮山クラブ 林　 　輝美 鈴木　典子 和田久美子 第17回県民スポーツ・レクリエーション祭

45/41/43 316 静岡県 原　 　良彦 江口　勝義 川又　芳久 静岡県営草薙体育館

129 2010/5/23 甲府オークス 丸山モト枝 功力　真弓 小関　彩乃 第22回山梨県スポーツ・レクリエーション祭

44/40/45 312 山梨県 倉鹿野玄一 内藤　　旭 若杉　　泉 山梨市民総合体育館

128 2010/5/15 ミックス白山 徳田由喜子 瀬川　節子 長尾　里香 石川県民スポーツ・レクリエーション祭

39/41/48 286 石川県 越農　博夫 畑中　豊明 山下　祐生 いしかわ総合スポーツセンター

126 2010/9/12 カモメ（１） 大蔵　幸子 牛田　憲子 佐藤ヒサ子 第１３回日本BTゴールド岩手大会

44/41/41 395 神奈川県 八重樫スミ子 小川  和鋭 三輪　道夫 一関市総合体育館

125 2010/9/12 チーム宮城 三浦　妙子 小松　節子 三本佐枝子 第１３回日本BTゴールド岩手大会

44/43/38 403 宮城県 山本　秀雄 佐藤　勝喜 吉田日出勝 一関市総合体育館

125 2010/11/6 鮊（シラウオ） 田中　トシ 浜田世里子 松浦　真弓 第64回全国レクリエーション大会IN静岡

45/40/40 364 愛知・奈良・静岡・山梨・東京 五味　勝子 志村　宏夫 倉田　　　豊 静岡県武道館

124 2010/10/24 きらら 五丁　弘子 安宅さつき 瀬恒　文子 第11回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

41/40/43 380 鳥取県 竹内まき子 中山　鈴子 瀬恒　 　浩 米子市民体育館

124 2010/11/7 白山ミックス 平野みつ子 大村　光子 平岡　京子 第12回石川県バウンドテニス中能登町大会

43/41/40 303 石川県 松森　克昭 山下　祐生 徳田　 　守 鹿島体育センター

※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、120以上もしくは、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2回 全国ＢＴラリー戦BEST20記録大会　《全国上位20チームの記録》

開催期間：平成22年４月１日～平成23年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成22年11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

135 2010/9/5 三川BT愛好会 本木　勝美 土田　奈美 黒木　良子 第21回東北ブロックBT親善交流大会

46/47/42 302 山形県 三浦　貞一 土田　謙司 菅原　　繁 上山市体育文化センター

133 2010/10/30 混合Ⅰ 千葉　愛子 曽根　ひめ 一関　正子 第５回ローズカップ親善交流大会

45/45/43 398 茨城・福井・栃木・東京・北海道 田中　　理 田端　俊寛 鈴木　平徳 茨城県龍ヶ崎市総合体育館

133 2010/4/18 アイリス 牛田　七重 村松　智美 村松　政江 第17回県民スポーツ・レクリエーション祭

40/43/50 346 静岡県 杉山　泰次 鈴木　　浩 松本　詔平 静岡県営草薙体育館

132 2010/8/1 門真さくら 木村　典子 辻本　睦代 土屋　京子 第16回近畿ブロックBT親善交流大会

43/46/43 354 大阪府 奥田ひとみ 井上　　登 友松　宣夫 京都府立太陽が丘体育館

132 2010/9/5 足立B 中島はつ江 新保　敏子 山添　郁子 第22回都民スポレクふれあい大会

44/44/44 347 東京都 関　　富子 山口　公代 巳ノ瀬まり子 小平市民総合体育館

132 2010/9/26 コメット 島影眞由美 長野あけみ 岩野あきえ 第21回新潟県BT親善交流大会

38/47/47 320 新潟県 金子吉之助 黒坂　憲昭 長野　英幸 魚沼市小出郷総合体育館

131 2010/9/26 サウスイング竹尾 遠山ゆみ子 黒川美枝子 内山志津子 第21回新潟県BT親善交流大会

48/33/50 356 新潟県 安達　典子 遠山　恒夫 今井　宏一 魚沼市小出郷総合体育館

131 2010/9/26 ポラリス 渡邊　正子 若穂囲ヒサイ 中川　俊子 第21回新潟県BT親善交流大会

42/39/50 329 新潟県 小林喜代美 末永　誠昭 吉越　光彦 魚沼市小出郷総合体育館

131 2010/10/24 鳥取クラブ 川上　早苗 霜村　里美 山本　里恵 第11回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

45/41/45 305 鳥取県 谷口　一之 福田　賢雄 前田　浩史 米子市民体育館

130 2010/10/24 あっぷる米子BTT 田中　明子 田辺　真理 岩永　洋子 第11回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

47/38/45 287 鳥取県 本池　浩次 塩見　卓司 田中ひろゆき 米子市民体育館

129 2010/4/18 韮山クラブ 林　　輝美 鈴木　典子 和田久美子 第17回県民スポーツ・レクリエーション祭

45/41/43 316 静岡県 原　　良彦 江口　勝義 川又　芳久 静岡県営草薙体育館

129 2010/5/23 甲府オークス 丸山モト枝 功力　真弓 小関　彩乃 第22回山梨県スポーツ・レクリエーション祭

44/40/45 312 山梨県 倉鹿野玄一 内藤　　旭 若杉　　泉 山梨市民総合体育館

128 2010/5/15 ミックス白山 徳田由喜子 瀬川　節子 長尾　里香 石川県民スポーツ・レクリエーション祭

39/41/48 286 石川県 越農　博夫 畑中　豊明 山下　祐生 いしかわ総合スポーツセンター

126 2010/9/12 カモメ（１） 大蔵　幸子 牛田　憲子 佐藤ヒサ子 第１３回日本BTゴールド岩手大会

44/41/41 395 神奈川県 八重樫スミ子 小川和鋭 三輪　道夫 一関市総合体育館

125 2010/9/12 チーム宮城 三浦　妙子 小松　節子 三本佐枝子 第１３回日本BTゴールド岩手大会

44/43/38 403 宮城県 山本　秀雄 佐藤　勝喜 吉田日出勝 一関市総合体育館

124 2010/10/24 きらら 五丁　弘子 安宅さつき 瀬恒　文子 第11回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

41/40/43 380 鳥取県 竹内まき子 中山　鈴子 瀬恒　　浩 米子市民体育館

123 2010/10/30 混合Ⅱ 小林とし子 阪田　和江 三樹アツ子 第５回ローズカップ親善交流大会

44/41/38 398 茨城・東京・千葉・埼玉 高田　愛子 飯島　七郎 高橋　英昭 茨城県龍ヶ崎市総合体育館

123 2010/5/23 ボン・バース 深沢　長世 遠山　君江 佐藤やよい 第22回山梨県スポーツ・レクリエーション祭

37/43/43 315 山梨県 重森多美子 根本真由美 幡野　孝一 山梨市民総合体育館

123 2010/9/5 小野・川西BTC合同 中島　春美 千歳　淳子 八島　幸子 第３６回兵庫県BT交流大会

39/39/45 314 兵庫県 藤枝　重之 山名　　太 伊東　賢二 小野市匠台公園体育館（おのアクト）

123 2010/10/24 大栄チェリーズ 竹信　啓子 山本　幸子 西川麻奈美 第11回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

38/43/42 287 鳥取県 渡辺　明子 三谷　　磨 中口　博文 米子市民体育館

※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、120以上もしくは、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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開催期間：平成22年４月１日～平成23年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成22年10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

135 2010/9/5 三川BT愛好会 本木　勝美 土田　奈美 黒木　良子 第21回東北ブロックBT親善交流大会

46/47/42 302 山形県 三浦　貞一 土田　謙司 菅原　　繁 上山市体育文化センター

133 2010/4/18 アイリス 牛田　七重 村松　智美 村松　政江 第17回県民スポーツ・レクリエーション祭

40/43/50 346 静岡県 杉山　泰次 鈴木　　浩 松本　詔平 静岡県営草薙体育館

132 2010/8/1 門真さくら 木村　典子 辻本　睦代 土屋　京子 第16回近畿ブロックBT親善交流大会

43/46/43 354 大阪府 奥田ひとみ 井上　　登 友松　宣夫 京都府立太陽が丘体育館

132 2010/9/5 足立B 中島はつ江 新保　敏子 山添　郁子 第２２回都民スポレクふれあい大会

44/44/44 347 東京都 関　　富子 山口　公代 巳ノ瀬まり子 小平市民総合体育館

132 2010/9/26 コメット 島影眞由美 長野あけみ 岩野あきえ 第２１回新潟県BT親善交流大会

38/47/47 320 新潟県 金子吉之助 黒坂　憲昭 長野　英幸 魚沼市小出郷総合体育館

131 2010/9/26 サウスイング竹尾 遠山ゆみ子 黒川美枝子 内山志津子 第２１回新潟県BT親善交流大会

48/33/50 356 新潟県 安達　典子 遠山　恒夫 今井　宏一 魚沼市小出郷総合体育館

131 2010/9/26 ポラリス 渡邊　正子 若穂囲ヒサイ 中川　俊子 第２１回新潟県BT親善交流大会

42/39/50 329 新潟県 小林喜代美 末永　誠昭 吉越　光彦 魚沼市小出郷総合体育館

129 2010/4/18 韮山クラブ 林　　輝美 鈴木　典子 和田久美子 第17回県民スポーツ・レクリエーション祭

45/41/43 316 静岡県 原　　良彦 江口　勝義 川又　芳久 静岡県営草薙体育館

129 2010/5/23 甲府オークス 丸山モト枝 功力　真弓 小関　彩乃 第22回山梨県スポーツ・レクリエーション祭

44/40/45 312 山梨県 倉鹿野玄一 内藤　　旭 若杉　　泉 山梨市民総合体育館

128 2010/5/15 ミックス白山 徳田由喜子 瀬川　節子 長尾　里香 石川県民スポーツ・レクリエーション祭

39/41/48 286 石川県 越農　博夫 畑中　豊明 山下　祐生 いしかわ総合スポーツセンター

126 2010/9/12 カモメ（１） 大蔵　幸子 牛田　憲子 佐藤ヒサ子 第１３回日本BTゴールド岩手大会

44/41/41 395 神奈川県 八重樫スミ子 小川和鋭 三輪　道夫 一関市総合体育館

125 2010/9/12 チーム宮城 三浦　妙子 小松　節子 三本佐枝子 第１３回日本BTゴールド岩手大会

44/43/38 403 宮城県 山本　秀雄 佐藤　勝喜 吉田日出勝 一関市総合体育館

123 2010/5/23 ボン・バース 深沢　長世 遠山　君江 佐藤やよい 第22回山梨県スポーツ・レクリエーション祭

37/43/43 315 山梨県 重森多美子 根本真由美 幡野　孝一 山梨市民総合体育館

123 2010/9/5 小野・川西BTC合同 中島　春美 千歳　淳子 八島　幸子 第３６回兵庫県BT交流大会

39/39/45 314 兵庫県 藤枝　重之 山名　　太 伊東　賢二 小野市匠台公園体育館（おのアクト）

122 2010/9/12 愛知のなかま 大島登美子 伊藤八千代 池山　鋒子 第１３回日本BTゴールド岩手大会

46/39/37 381 愛知県 尾崎登巳子 坂下　茂子 南　多津子 一関市総合体育館

122 2010/9/5 板橋　A 佐々木つや子 網代　優江 堤　　稚代 第２２回都民スポレクふれあい大会

36/41/45 367 東京都 今井　文雄 阿部　敏明 佐々木三久 小平市民総合体育館

122 2010/4/18 プラセンタ牧之原 森田　弘子 西谷冨美子 田中　鈴野 第17回県民スポーツ・レクリエーション祭

34/44/44 301 静岡県 神野　裕美 大石美智晴 松浦　富浩 静岡県営草薙体育館

121 2010/8/29 山本バウンディーズ 近藤　直子 白石亜紀子 大西みな子 第２１回四国ブロックBT親善交流大会

36/41/44 304 香川県 近藤　芳弘 門脇庄二郎 平本　規一 観音寺市立総合体育館

121 2010/9/5 小野BTC 冨田　重代 藤枝　恭子 冨田　冥世 第３６回兵庫県BT交流大会

43/34/44 287 兵庫県 田中　京子 冨田　泰郎 田中　好次 小野市匠台公園体育館（おのアクト）

120 2010/5/23 御坂クローバーA 雨宮　圭子 上島　能美 石川　悦子 第22回山梨県スポーツ・レクリエーション祭

39/42/39 287 山梨県 功刀　京子 長田　正史 松野　幸司 山梨市民総合体育館

※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、120以上もしくは、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2回 全国ＢＴラリー戦BEST20記録大会　《全国上位20チームの記録》

開催期間：平成22年４月１日～平成23年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成22年9月30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

133 2010/4/18 アイリス 牛田　七重 村松　智美 村松　政江 第17回県民スポーツ・レクリエーション祭

40/43/50 346 静岡県 杉山　泰次 鈴木　　浩 松本　詔平 静岡県営草薙体育館

132 2010/8/1 門真さくら 木村　典子 辻本　睦代 土屋　京子 第16回近畿ブロックBT親善交流大会

43/46/43 354 大阪府 奥田ひとみ 井上　　登 友松　宣夫 京都府立太陽が丘体育館

129 2010/4/18 韮山クラブ 林　　輝美 鈴木　典子 和田久美子 第17回県民スポーツ・レクリエーション祭

45/41/43 316 静岡県 原　　良彦 江口　勝義 川又　芳久 静岡県営草薙体育館

129 2010/5/23 甲府オークス 丸山モト枝 功力　真弓 小関　彩乃 第22回山梨県スポーツ・レクリエーション祭

44/40/45 312 山梨県 倉鹿野玄一 内藤　　旭 若杉　　泉 山梨市民総合体育館

128 2010/5/15 ミックス白山 徳田由喜子 瀬川　節子 長尾　里香 石川県民スポーツ・レクリエーション祭

39/41/48 286 石川県 越農　博夫 畑中　豊明 山下　祐生 いしかわ総合スポーツセンター

123 2010/5/23 ボン・バース 深沢　長世 遠山　君江 佐藤やよい 第22回山梨県スポーツ・レクリエーション祭

37/43/43 315 山梨県 重森多美子 根本真由美 幡野　孝一 山梨市民総合体育館

122 2010/4/18 プラセンタ牧之原 森田　弘子 西谷冨美子 田中　鈴野 第17回県民スポーツ・レクリエーション祭

34/44/44 301 静岡県 神野　裕美 大石美智晴 松浦　富浩 静岡県営草薙体育館

121 2010/8/29 山本バウンディーズ 近藤　直子 白石亜紀子 大西みな子 第２１回四国ブロックBT親善交流大会

36/41/44 304 香川県 近藤　芳弘 門脇庄二郎 平本　規一 観音寺市立総合体育館

120 2010/5/23 御坂クローバーA 雨宮　圭子 上島　能美 石川　悦子 第22回山梨県スポーツ・レクリエーション祭

39/42/39 287 山梨県 功刀　京子 長田　正史 松野　幸司 山梨市民総合体育館

※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、120以上もしくは、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2回 全国ＢＴラリー戦BEST20記録大会　《全国上位20チームの記録》

開催期間：平成22年４月１日～平成23年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成22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

133 2010/4/18 アイリス 牛田　七重 村松　智美 村松　政江 第17回県民スポーツ・レクリエーション祭

40/43/50 346 静岡県 杉山　泰次 鈴木　　浩 松本　詔平 静岡県営草薙体育館

129 2010/4/18 韮山クラブ 林　　輝美 鈴木　典子 和田久美子 第17回県民スポーツ・レクリエーション祭

45/41/43 316 静岡県 原　　良彦 江口　勝義 川又　芳久 静岡県営草薙体育館

129 2010/5/23 甲府オークス 丸山モト枝 功力　真弓 小関　彩乃 第22回山梨県スポーツ・レクリエーション祭

44/40/45 312 山梨県 倉鹿野玄一 内藤　　旭 若杉　　泉 山梨市民総合体育館

128 2010/5/15 ミックス白山 徳田由喜子 瀬川　節子 長尾　里香 石川県民スポーツ・レクリエーション祭

39/41/48 286 石川県 越農　博夫 畑中　豊明 山下　祐生 いしかわ総合スポーツセンター

123 2010/5/23 ボン・バース 深沢　長世 遠山　君江 佐藤やよい 第22回山梨県スポーツ・レクリエーション祭

37/43/43 315 山梨県 重森多美子 根本真由美 幡野　孝一 山梨市民総合体育館

122 2010/4/18 プラセンタ牧之原 森田　弘子 西谷冨美子 田中　鈴野 第17回県民スポーツ・レクリエーション祭

34/44/44 301 静岡県 神野　裕美 大石美智晴 松浦　富浩 静岡県営草薙体育館

120 2010/5/23 御坂クローバーA 雨宮　圭子 上島　能美 石川　悦子 第22回山梨県スポーツ・レクリエーション祭

39/42/39 287 山梨県 功刀　京子 長田　正史 松野　幸司 山梨市民総合体育館

※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、120以上もしくは、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2回 全国ＢＴラリー戦BEST20記録大会　《全国上位20チームの記録》

開催期間：平成22年４月１日～平成23年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成22年7月31日現在】

順位 メンバー



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

133 2010/4/18 アイリス 牛田　七重 村松　智美 村松　政江 第17回県民スポーツ・レクリエーション祭

40/43/50 346 静岡県 杉山　泰次 鈴木　　浩 松本　詔平 静岡県営草薙体育館

129 2010/4/18 韮山クラブ 林　　輝美 鈴木　典子 和田久美子 第17回県民スポーツ・レクリエーション祭

45/41/43 316 静岡県 原　　良彦 江口　勝義 川又　芳久 静岡県営草薙体育館

129 2010/5/23 甲府オークス 丸山モト枝 功力　真弓 小関　彩乃 第22回山梨県スポーツ・レクリエーション祭

44/40/45 312 山梨県 倉鹿野玄一 内藤　　旭 若杉　　泉 山梨市民総合体育館

128 2010/5/15 ミックス白山 徳田由喜子 瀬川　節子 長尾　里香 石川県民スポーツ・レクリエーション祭

39/41/48 286 石川県 越農　博夫 畑中　豊明 山下　祐生 いしかわ総合スポーツセンター

123 2010/5/23 ボン・バース 深沢　長世 遠山　君江 佐藤やよい 第22回山梨県スポーツ・レクリエーション祭

37/43/43 315 山梨県 重森多美子 根本真由美 幡野　孝一 山梨市民総合体育館

122 2010/4/18 プラセンタ牧之原 森田　弘子 西谷冨美子 田中　鈴野 第17回県民スポーツ・レクリエーション祭

34/44/44 301 静岡県 神野　裕美 大石美智晴 松浦　富浩 静岡県営草薙体育館

120 2010/5/23 御坂クローバーA 雨宮　圭子 上島　能美 石川　悦子 第22回山梨県スポーツ・レクリエーション祭

39/42/39 287 山梨県 功刀　京子 長田　正史 松野　幸司 山梨市民総合体育館

※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、120以上もしくは、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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開催期間：平成22年４月１日～平成23年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成22年6月30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

133 2010/4/18 アイリス 牛田　七重 村松　智美 村松　政江 第17回県民スポーツ・レクリエーション祭

40/43/50 346 静岡県 杉山　泰次 鈴木　　浩 松本　詔平 静岡県営草薙体育館

129 2010/4/18 韮山クラブ 林　　輝美 鈴木　典子 和田久美子 第17回県民スポーツ・レクリエーション祭

45/41/43 316 静岡県 原　　良彦 江口　勝義 川又　芳久 静岡県営草薙体育館

129 2010/5/23 甲府オークス 丸山モト枝 功力　真弓 小関　彩乃 第22回山梨県スポーツ・レクリエーション祭

44/40/45 312 山梨県 倉鹿野玄一 内藤　　旭 若杉　　泉 山梨市民総合体育館

128 2010/5/15 ミックス白山 徳田由喜子 瀬川　節子 長尾　里香 石川県民スポーツ・レクリエーション祭

39/41/48 286 石川県 越農　博夫 畑中　豊明 山下　祐生 いしかわ総合スポーツセンター

123 2010/5/23 ボン・バース 深沢　長世 遠山　君江 佐藤やよい 第22回山梨県スポーツ・レクリエーション祭

37/43/43 315 山梨県 重森多美子 根本真由美 幡野　孝一 山梨市民総合体育館

122 2010/4/18 プラセンタ牧之原 森田　弘子 西谷冨美子 田中　鈴野 第17回県民スポーツ・レクリエーション祭

34/44/44 301 静岡県 神野　裕美 大石美智晴 松浦　富浩 静岡県営草薙体育館

120 2010/5/23 御坂クローバーA 雨宮　圭子 上島　能美 石川　悦子 第22回山梨県スポーツ・レクリエーション祭

39/42/39 287 山梨県 功刀　京子 長田　正史 松野　幸司 山梨市民総合体育館

※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、120以上もしくは、掲載されるベスト20の最下位得点以上とします

1

第2回 全国ＢＴラリー戦BEST20記録大会　《全国上位20チームの記録》

開催期間：平成22年４月１日～平成23年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成22年５月3１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

133 2010/4/18 アイリス 牛田　七重 村松　智美 村松　政江 第17回県民スポーツ・レクリエーション祭

40/43/50 346 静岡県 杉山　泰次 鈴木　　浩 松本　詔平 静岡県営草薙体育館

129 2010/4/18 韮山クラブ 林　　輝美 鈴木　典子 和田久美子 第17回県民スポーツ・レクリエーション祭

45/41/43 316 静岡県 原　　良彦 江口　勝義 川又　芳久 静岡県営草薙体育館

122 2010/4/18 プラセンタ牧之原 森田　弘子 西谷冨美子 田中　鈴野 第17回県民スポーツ・レクリエーション祭

34/44/44 301 静岡県 神野　裕美 大石美智晴 松浦　富浩 静岡県営草薙体育館

※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、120以上もしくは、掲載されるベスト20の最下位得点以上とします

15

16

17

18

19

20

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

2

3
4

第2回 全国ＢＴラリー戦BEST20記録大会　《全国上位20チームの記録》

開催期間：平成22年４月１日～平成23年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成22年4月30日現在】

順位 メンバー
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