
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

139 2012/5/27 ＴＮＫＦ 田中　京子 三上　貴子 谷口　幸子 福岡県ＢＴ協会創立30周年記念大会

48/47/44 334 広島県 折本　孝子 長沢　富子 河本　正則 アクシオン福岡

138 2013/3/16 茨城愛チャンズ 小関　愛子 高田　愛子 野口　稔世 第3回茨城県クラブ対抗チャレンジマッチ大会

47/43/48 376 茨城県 千葉　三郎 宮本　忠夫 宮川　光弘 龍ヶ崎総合体育館

138 2012/10/21 アドバンス華組 伊藤　悦子 長島八千代 福光紀美子 第37回船橋市秋季市民ＢＴ大会

46/46/46 370 千葉県 吉田　圭子 大割　征子 飯田　淑江 船橋市運動公園体育館

135 2012/12/9 へぐり絆 高橋美千子 清家　律子 三浦久美子 第16回京都府ＢＴ親善交流大会

46/43/46 405 奈良県 松澤美津子 辻村　哲夫 野田　昌生 久御山体育館

135 2012/9/30 しばたＢＴＣ 佐久間マサ子 丸山　玲子 山崎千代子 第29回新潟県ＢＴ親善交流大会

47/42/46 384 新潟県 中野登喜子 山崎　幸二 前田　秀雄 新発田市カルチャーセンター体育館

135 2012/5/27 Ｂ・Ｔ・Ｍ 早野　好子 吉野美智子 種村　明子 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

44/44/47 342 東京都 中島はつ江 浅見　茂子 澤　 　伸子 船橋市運動公園体育館

135 2012/9/9 タフマン 平岡テル子 新延　重美 関　 　朋子 第23回県民スポレク祭第16回ＢＴ大会

50/43/42 323 香川県 塩田　洋子 岩田　弘司 平本　規一 観音寺市立総合体育館

135 2012/12/1,2 安中スマイル 大竹　美穂 渡辺　悦子 臼田　弥生 第24回関東ブロックＢＴ親善交流大会

42/48/45 260 群馬県 原田　文博 相川　敏祐 渡辺　　弘 藤沢市秋葉台文化体育館

133 2012/7/22 くすのき 森嶋　典子 藤原　圭子 守安　咲子 第18回近畿ブロックＢＴ親善交流大会選考会

49/43/41 302 大阪府 吉水　正行 山口　健児 小林 　　誠 河南町立総合体育館

132 2013/2/17 橿原ＢＴクラブ 金田　愛子 佐伯　幸子 永田よしこ 第21回奈良県会長杯ＢＴ大会

43/45/44 405 奈良県 阪井　勝子 山尾　卓巧 梶川　　勝 平群町総合スポーツセンター体育館

132 2012/10/28 すみれ 伊賀みどり 鈴木　典子 笹本　和江 第７回伊豆の国市ＢＴ大会

39/48/45 377 静岡県 佐藤　廣子 内海　毬子 牧野　江伸 伊豆長岡体育館

132 2012/12/1,2 草加ガンバルズ 栗原　晴美 秋元　弘子 織間　敦子 第24回関東ブロックＢＴ親善交流大会

42/46/44 374 埼玉県 小澤　和子 江田　俊彦 青木　昭夫 藤沢市秋葉台文化体育館

131 2012/9/30 菜の花 奥田きく江 四ノ宮　操 岡野美智子 ねんりんピック宮城・仙台2012ＢＴ大会

43/44/44 396 千葉県 細川　民子 大竹　佳子 仁科　琇子 仙台市宮城野体育館

131 2012/9/16 香芝フレンズ 川中　裕恵 尾川千佳子 手塚　恭子 第18回近畿ブロックＢＴ親善交流大会

46/39/46 362 奈良県 槌谷　　 弘 山下　長夫 川原　　 清 和歌山県立体育館

131 2012/9/30 函館・芦別 手塚　紀子 紺谷いくよ 金盛あき子 第19回北海道ブロックＢＴ親善交流大会

45/39/47 360 北海道 手塚　　 孝 本村　慎次 芳賀　幸生 芦別市総合体育館

130 2013/2/11 上溝スピリッツ 森屋　里美 牛田　憲子 野原日出子 第12回相模原市長杯争奪ＢＴ大会

47/41/42 379 神奈川県 小橋　広志 中村洋一郎 磯崎　義則 相模原市立北総合体育館

129 2012/10/21 守谷ＢＴＣ 菅野　静江 若松　裕子 野口　稔世 第37回船橋市秋季市民ＢＴ大会

46/37/46 377 茨城県 重田　政治 宮川　光弘 黒木　　 悟 船橋市運動公園体育館

129 2012/5/27 アドバンス宙組 高山　順子 宇田川房代 小野　五月 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

43/46/40 364 千葉県 井口まり子 伊藤　悦子 長島八千代 船橋市運動公園体育館

129 2012/11/11 野々市のっティ 上田　彰江 中嶋すみ枝 黒瀬千代子 第14回石川県ＢＴ中能登町大会

44/41/44 336 石川県 高畠　淑子 丸山　政彦 鍜治　勝之 中能登町立鳥屋中学校体育館

129 2013/3/3 鳥取クラブ 霜村　里美 川上　早苗 山本　里恵 第20回中国ブロックＢＴ親善交流大会

46/41/42 307 鳥取県 福田　賢雄 前田　浩史 太田　保栄 出雲市浜山体育館

※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4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24年４月１日～平成25年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成25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

139 2012/5/27 ＴＮＫＦ 田中　京子 三上　貴子 谷口　幸子 福岡県ＢＴ協会創立30周年記念大会

48/47/44 334 広島県 折本　孝子 長沢　富子 河本　正則 アクシオン福岡

138 2012/10/21 アドバンス華組 伊藤　悦子 長島八千代 福光紀美子 第37回船橋市秋季市民ＢＴ大会

46/46/46 370 千葉県 吉田　圭子 大割　征子 飯田　淑江 船橋市運動公園体育館

135 2012/12/9 へぐり絆 高橋美千子 清家　律子 三浦久美子 第16回京都府ＢＴ親善交流大会

46/43/46 405 奈良県 松澤美津子 辻村　哲夫 野田　昌生 久御山体育館

135 2012/9/30 しばたＢＴＣ 佐久間マサ子 丸山　玲子 山崎千代子 第29回新潟県ＢＴ親善交流大会

47/42/46 384 新潟県 中野登喜子 山崎　幸二 前田　秀雄 新発田市カルチャーセンター体育館

135 2012/5/27 Ｂ・Ｔ・Ｍ 早野　好子 吉野美智子 種村　明子 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

44/44/47 342 東京都 中島はつ江 浅見　茂子 澤　 　伸子 船橋市運動公園体育館

135 2012/9/9 タフマン 平岡テル子 新延　重美 関　 　朋子 第23回県民スポレク祭第16回ＢＴ大会

50/43/42 323 香川県 塩田　洋子 岩田　弘司 平本　規一 観音寺市立総合体育館

135 2012/12/1,2 安中スマイル 大竹　美穂 渡辺　悦子 臼田　弥生 第24回関東ブロックＢＴ親善交流大会

42/48/45 260 群馬県 原田　文博 相川　敏祐 渡辺　　弘 藤沢市秋葉台文化体育館

133 2012/7/22 くすのき 森嶋　典子 藤原　圭子 守安　咲子 第18回近畿ブロックＢＴ親善交流大会選考会

49/43/41 302 大阪府 吉水　正行 山口　健児 小林 　　誠 河南町立総合体育館

132 2013/2/17 橿原ＢＴクラブ 金田　愛子 佐伯　幸子 永田よしこ 第21回奈良県会長杯ＢＴ大会

43/45/44 405 奈良県 阪井　勝子 山尾　卓巧 梶川　　勝 平群町総合スポーツセンター体育館

132 2012/10/28 すみれ 伊賀みどり 鈴木　典子 笹本　和江 第７回伊豆の国市ＢＴ大会

39/48/45 377 静岡県 佐藤　廣子 内海　毬子 牧野　江伸 伊豆長岡体育館

132 2012/12/1,2 草加ガンバルズ 栗原　晴美 秋元　弘子 織間　敦子 第24回関東ブロックＢＴ親善交流大会

42/46/44 374 埼玉県 小澤　和子 江田　俊彦 青木　昭夫 藤沢市秋葉台文化体育館

131 2012/9/30 菜の花 奥田きく江 四ノ宮　操 岡野美智子 ねんりんピック宮城・仙台2012ＢＴ大会

43/44/44 396 千葉県 細川　民子 大竹　佳子 仁科　琇子 仙台市宮城野体育館

131 2012/9/16 香芝フレンズ 川中　裕恵 尾川千佳子 手塚　恭子 第18回近畿ブロックＢＴ親善交流大会

46/39/46 362 奈良県 槌谷　　 弘 山下　長夫 川原　　 清 和歌山県立体育館

131 2012/9/30 函館・芦別 手塚　紀子 紺谷いくよ 金盛あき子 第19回北海道ブロックＢＴ親善交流大会

45/39/47 360 北海道 手塚　　 孝 本村　慎次 芳賀　幸生 芦別市総合体育館

130 2013/2/11 上溝スピリッツ 森屋　里美 牛田　憲子 野原日出子 第12回相模原市長杯争奪ＢＴ大会

47/41/42 379 神奈川県 小橋　広志 中村洋一郎 磯崎　義則 相模原市立北総合体育館

129 2012/10/21 守谷ＢＴＣ 菅野　静江 若松　裕子 野口　稔世 第37回船橋市秋季市民ＢＴ大会

46/37/46 377 茨城県 重田　政治 宮川　光弘 黒木　　 悟 船橋市運動公園体育館

129 2012/5/27 アドバンス宙組 高山　順子 宇田川房代 小野　五月 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

43/46/40 364 千葉県 井口まり子 伊藤　悦子 長島八千代 船橋市運動公園体育館

129 2012/11/11 野々市のっティ 上田　彰江 中嶋すみ枝
黒瀬千代

子
第14回石川県ＢＴ中能登町大会

44/41/44 336 石川県 高畠　淑子 丸山　政彦 鍛治　勝之 中能登町立鳥屋中学校体育館

129 2013/1/20 富士見４１４１ 佐藤　悦子 篠　　　幸 渡辺　菜央 第12回埼玉県ＢＴ親善交流大会

39/46/44 278 埼玉県 永吉より子 吉田　輝明 岩崎　洋祐 戸田市スポーツセンター

128 2012/9/30 がんば！岩手 南部　和子 佐々木芙美子 箱石クニ子 ねんりんピック宮城・仙台２０１２ＢＴ大会

43/42/43 413 岩手県 柴田　行夫 高橋　康友 杉本　春夫 仙台市宮城野体育館

※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、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4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24年４月１日～平成25年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成25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

139 2012/5/27 ＴＮＫＦ 田中　京子 三上　貴子 谷口　幸子 福岡県ＢＴ協会創立30周年記念大会

48/47/44 334 広島県 折本　孝子 長沢　富子 河本　正則 アクシオン福岡

138 2012/10/21 アドバンス華組 伊藤　悦子 長島八千代 福光紀美子 第37回船橋市秋季市民ＢＴ大会

46/46/46 370 千葉県 吉田　圭子 大割　征子 飯田　淑江 船橋市運動公園体育館

135 2012/12/9 へぐり絆 高橋美千子 清家　律子 三浦久美子 第16回京都府ＢＴ親善交流大会

46/43/46 405 奈良県 松澤美津子 辻村　哲夫 野田　昌生 久御山体育館

135 2012/9/30 しばたＢＴＣ 佐久間マサ子 丸山　玲子 山崎千代子 第29回新潟県ＢＴ親善交流大会

47/42/46 384 新潟県 中野登喜子 山崎　幸二 前田　秀雄 新発田市カルチャーセンター体育館

135 2012/5/27 Ｂ・Ｔ・Ｍ 早野　好子 吉野美智子 種村　明子 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

44/44/47 342 東京都 中島はつ江 浅見　茂子 澤　 　伸子 船橋市運動公園体育館

135 2012/9/9 タフマン 平岡テル子 新延　重美 関　 　朋子 第23回県民スポレク祭第16回ＢＴ大会

50/43/42 323 香川県 塩田　洋子 岩田　弘司 平本　規一 観音寺市立総合体育館

135 2012/12/1,2 安中スマイル 大竹　美穂 渡辺　悦子 臼田　弥生 第24回関東ブロックＢＴ親善交流大会

42/48/45 260 群馬県 原田　文博 相川　敏祐 渡辺　　弘 藤沢市秋葉台文化体育館

133 2012/7/22 くすのき 森嶋　典子 藤原　圭子 守安　咲子 第18回近畿ブロックＢＴ親善交流大会選考会

49/43/41 302 大阪府 吉水　正行 山口　健児 小林 　　誠 河南町立総合体育館

132 2012/10/28 すみれ 伊賀みどり 鈴木　典子 笹本　和江 第７回伊豆の国市ＢＴ大会

39/48/45 377 静岡県 佐藤　廣子 内海　毬子 牧野　江伸 伊豆長岡体育館

132 2012/12/1,2 草加ガンバルズ 栗原　晴美 秋元　弘子 織間　敦子 第24回関東ブロックＢＴ親善交流大会

42/46/44 374 埼玉県 小澤　和子 江田　俊彦 青木　昭夫 藤沢市秋葉台文化体育館

131 2012/9/30 菜の花 奥田きく江 四ノ宮　操 岡野美智子 ねんりんピック宮城・仙台2012ＢＴ大会

43/44/44 396 千葉県 細川　民子 大竹　佳子 仁科　琇子 仙台市宮城野体育館

131 2012/9/16 香芝フレンズ 川中　裕恵 尾川千佳子 手塚　恭子 第18回近畿ブロックＢＴ親善交流大会

46/39/46 362 奈良県 槌谷　　 弘 山下　長夫 川原　　 清 和歌山県立体育館

131 2012/9/30 函館・芦別 手塚　紀子 紺谷いくよ 金盛あき子 第19回北海道ブロックＢＴ親善交流大会

45/39/47 360 北海道 手塚　　 孝 本村　慎次 芳賀　幸生 芦別市総合体育館

129 2012/10/21 守谷ＢＴＣ 菅野　静江 若松　裕子 野口　稔世 第37回船橋市秋季市民ＢＴ大会

46/37/46 377 茨城県 重田　政治 宮川　光弘 黒木　　 悟 船橋市運動公園体育館

129 2012/5/27 アドバンス宙組 高山　順子 宇田川房代 小野　五月 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

43/46/40 364 千葉県 井口まり子 伊藤　悦子 長島八千代 船橋市運動公園体育館

129 2012/11/11 野々市のっティ 上田　彰江 中嶋すみ枝
黒瀬千代

子
第14回石川県ＢＴ中能登町大会

44/41/44 336 石川県 高畠　淑子 丸山　政彦 鍛治　勝之 中能登町立鳥屋中学校体育館

129 2013/1/20 富士見４１４１ 佐藤　悦子 篠　　　幸 渡辺　菜央 第12回埼玉県ＢＴ親善交流大会

39/46/44 278 埼玉県 永吉より子 吉田　輝明 岩崎　洋祐 戸田市スポーツセンター

128 2012/9/30 がんば！岩手 南部　和子 佐々木芙美子 箱石クニ子 ねんりんピック宮城・仙台２０１２ＢＴ大会

43/42/43 413 岩手県 柴田　行夫 高橋　康友 杉本　春夫 仙台市宮城野体育館

128 2012/9/16 門真　さくら 辻本　睦代 木村一二三 奥田ひとみ 第18回近畿ブロックＢＴ親善交流大会

43/42/43 376 大阪府 増山　信子 友松　宣夫 服部　三義 和歌山県立体育館

128 2013/1/19 １　チーム 後藤　典子 田中八代美 西川　千穂 第28回神奈川県ＢＴ親善交流大会

44/41/43 364 神奈川県 寒河江 清 林　　 泰司 廣瀬　昭次 大和スポーツセンター

※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4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24年４月１日～平成25年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成25年1月31日現在】

順位 メンバー

N
E
W

N
E
W



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

139 2012/5/27 ＴＮＫＦ 田中　京子 三上　貴子 谷口　幸子 福岡県ＢＴ協会創立30周年記念大会

48/47/44 334 広島県 折本　孝子 長沢　富子 河本　正則 アクシオン福岡

138 2012/10/21 アドバンス華組 伊藤　悦子 長島八千代 福光紀美子 第37回船橋市秋季市民ＢＴ大会

46/46/46 370 千葉県 吉田　圭子 大割　征子 飯田　淑江 船橋市運動公園体育館

135 2012/12/9 へぐり絆 高橋美千子 清家　律子 三浦久美子 第16回京都府ＢＴ親善交流大会

46/43/46 405 奈良県 松澤美津子 辻村　哲夫 野田　昌生 久御山体育館

135 2012/9/30 しばたＢＴＣ 佐久間マサ子 丸山　玲子 山崎千代子 第29回新潟県ＢＴ親善交流大会

47/42/46 384 新潟県 中野登喜子 山崎　幸二 前田　秀雄 新発田市カルチャーセンター体育館

135 2012/5/27 Ｂ・Ｔ・Ｍ 早野　好子 吉野美智子 種村　明子 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

44/44/47 342 東京都 中島はつ江 浅見　茂子 澤　 　伸子 船橋市運動公園体育館

135 2012/9/9 タフマン 平岡テル子 新延　重美 関　 　朋子 第23回県民スポレク祭第16回ＢＴ大会

50/43/42 323 香川県 塩田　洋子 岩田　弘司 平本　規一 観音寺市立総合体育館

135 2012/12/1,2 安中スマイル 大竹　美穂 渡辺　悦子 臼田　弥生 第24回関東ブロックＢＴ親善交流大会

42/48/45 260 群馬県 原田　文博 相川　敏祐 渡辺　　弘 藤沢市秋葉台文化体育館

133 2012/7/22 くすのき 森嶋　典子 藤原　圭子 守安　咲子 第18回近畿ブロックＢＴ親善交流大会選考会

49/43/41 302 大阪府 吉水　正行 山口　健児 小林 　　誠 河南町立総合体育館

132 2012/10/28 すみれ 伊賀みどり 鈴木　典子 笹本　和江 第７回伊豆の国市ＢＴ大会

39/48/45 377 静岡県 佐藤　廣子 内海　毬子 牧野　江伸 伊豆長岡体育館

132 2012/12/1,2 草加ガンバルズ 栗原　晴美 秋元　弘子 織間　敦子 第24回関東ブロックＢＴ親善交流大会

42/46/44 374 埼玉県 小澤　和子 江田　俊彦 青木　昭夫 藤沢市秋葉台文化体育館

131 2012/9/30 菜の花 奥田きく江 四ノ宮　操 岡野美智子 ねんりんピック宮城・仙台2012ＢＴ大会

43/44/44 396 千葉県 細川　民子 大竹　佳子 仁科　琇子 仙台市宮城野体育館

131 2012/9/16 香芝フレンズ 川中　裕恵 尾川千佳子 手塚　恭子 第18回近畿ブロックＢＴ親善交流大会

46/39/46 362 奈良県 槌谷　　 弘 山下　長夫 川原　　 清 和歌山県立体育館

131 2012/9/30 函館・芦別 手塚　紀子 紺谷いくよ 金盛あき子 第19回北海道ブロックＢＴ親善交流大会

45/39/47 360 北海道 手塚　　 孝 本村　慎次 芳賀　幸生 芦別市総合体育館

129 2012/10/21 守谷ＢＴＣ 菅野　静江 若松　裕子 野口　稔世 第37回船橋市秋季市民ＢＴ大会

46/37/46 377 茨城県 重田　政治 宮川　光弘 黒木　　 悟 船橋市運動公園体育館

129 2012/5/27 アドバンス宙組 高山　順子 宇田川房代 小野　五月 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

43/46/40 364 千葉県 井口まり子 伊藤　悦子 長島八千代 船橋市運動公園体育館

129 2012/11/11 野々市のっティ 上田　彰江 中嶋すみ枝
黒瀬千代

子
第14回石川県ＢＴ中能登町大会

44/41/44 336 石川県 高畠　淑子 丸山　政彦 鍛治　勝之 中能登町立鳥屋中学校体育館

128 2012/9/30 がんば！岩手 南部　和子 佐々木芙美子 箱石クニ子 ねんりんピック宮城・仙台２０１２ＢＴ大会

43/42/43 413 岩手県 柴田　行夫 高橋　康友 杉本　春夫 仙台市宮城野体育館

128 2012/9/16 門真　さくら 辻本　睦代 木村一二三 奥田ひとみ 第18回近畿ブロックＢＴ親善交流大会

43/42/43 376 大阪府 増山　信子 友松　宣夫 服部　三義 和歌山県立体育館

128 2012/4/15 Ｅ－２チーム 保坂　愛子 井原　久恵 内海　洋子 第27回ＢＴ親善交流大会

43/40/45 322 神奈川県 早崎　妙子 日下部恵子 吉野　雅彦 小田原アリーナ

128 2012/5/20 御坂クローバーＢ 石川　悦子 功刀　京子 雨宮　圭子 第24回山梨県スポレク祭ＢＴ大会

41/47/40 288 山梨県 松野　幸司 加賀美　茂 長田　正史 甲斐市双葉体育館

※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4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24年４月１日～平成25年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成24年12月31日現在】

順位 メンバー

N
E
W

N
E
W

N
E
W



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

139 2012/5/27 ＴＮＫＦ 田中　京子 三上　貴子 谷口　幸子 福岡県ＢＴ協会創立30周年記念大会

48/47/44 334 広島県 折本　孝子 長沢　富子 河本　正則 アクシオン福岡

138 2012/10/21 アドバンス華組 伊藤　悦子 長島八千代 福光紀美子 第37回船橋市秋季市民ＢＴ大会

46/46/46 370 千葉県 吉田　圭子 大割　征子 飯田　淑江 船橋市運動公園体育館

135 2012/9/30 しばたＢＴＣ 佐久間マサ子 丸山　玲子 山崎千代子 第29回新潟県ＢＴ親善交流大会

47/42/46 384 新潟県 中野登喜子 山崎　幸二 前田　秀雄 新発田市カルチャーセンター体育館

135 2012/5/27 Ｂ・Ｔ・Ｍ 早野　好子 吉野美智子 種村　明子 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

44/44/47 342 東京都 中島はつ江 浅見　茂子 澤　 　伸子 船橋市運動公園体育館

135 2012/9/9 タフマン 平岡テル子 新延　重美 関　 　朋子 第23回県民スポレク祭第16回ＢＴ大会

50/43/42 323 香川県 塩田　洋子 岩田　弘司 平本　規一 観音寺市立総合体育館

133 2012/7/22 くすのき 森嶋　典子 藤原　圭子 守安　咲子 第18回近畿ブロックＢＴ親善交流大会選考会

49/43/41 302 大阪府 吉水　正行 山口　健児 小林 　　誠 河南町立総合体育館

132 2012/10/28 すみれ 伊賀みどり 鈴木　典子 笹本　和江 第７回伊豆の国市ＢＴ大会

39/48/45 377 静岡県 佐藤　廣子 内海　毬子 牧野　江伸 伊豆長岡体育館

131 2012/9/30 菜の花 奥田きく江 四ノ宮　操 岡野美智子 ねんりんピック宮城・仙台２０１２ＢＴ大会

43/44/44 396 千葉県 細川　民子 大竹　佳子 仁科　琇子 仙台市宮城野体育館

131 2012/9/16 香芝フレンズ 川中　裕恵 尾川千佳子 手塚　恭子 第18回近畿ブロックＢＴ親善交流大会

46/39/46 362 奈良県 槌谷　　 弘 山下　長夫 川原　　 清 和歌山県立体育館

131 2012/9/30 函館・芦別 手塚　紀子 紺谷いくよ 金盛あき子 第19回北海道ブロックＢＴ親善交流大会

45/39/47 360 北海道 手塚　　 孝 本村　慎次 芳賀　幸生 芦別市総合体育館

129 2012/10/21 守谷ＢＴＣ 菅野　静江 若松　裕子 野口　稔世 第37回船橋市秋季市民ＢＴ大会

46/37/46 377 茨城県 重田　政治 宮川　光弘 黒木　　 悟 船橋市運動公園体育館

129 2012/5/27 アドバンス宙組 高山　順子 宇田川房代 小野　五月 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

43/46/40 364 千葉県 井口まり子 伊藤　悦子 長島八千代 船橋市運動公園体育館

129 2012/11/11 野々市のっティ 上田　彰江 中嶋すみ枝 黒瀬千代子 第14回石川県ＢＴ中能登町大会

44/41/44 336 石川県 高畠　淑子 丸山　政彦 鍛治　勝之 中能登町立鳥屋中学校体育館

128 2012/9/30 がんば！岩手 南部　和子 佐々木芙美子 箱石クニ子 ねんりんピック宮城・仙台２０１２ＢＴ大会

43/42/43 413 岩手県 柴田　行夫 高橋　康友 杉本　春夫 仙台市宮城野体育館

128 2012/9/16 門真　さくら 辻本　睦代 木村一二三 奥田ひとみ 第18回近畿ブロックＢＴ親善交流大会

43/42/43 376 大阪府 増山　信子 友松　宣夫 服部　三義 和歌山県立体育館

128 2012/4/15 Ｅ－２チーム 保坂　愛子 井原　久恵 内海　洋子 第27回ＢＴ親善交流大会

43/40/45 322 神奈川県 早崎　妙子 日下部恵子 吉野　雅彦 小田原アリーナ

128 2012/5/20 御坂クローバーＢ 石川　悦子 功刀　京子 雨宮　圭子 第24回山梨県スポレク祭ＢＴ大会

41/47/40 288 山梨県 松野　幸司 加賀美　茂 長田　正史 甲斐市双葉体育館

128 2012/4/15 Ｋ－２チーム 首藤　智恵 瓜生美也子 佐藤　明子 第27回ＢＴ親善交流大会

43/41/44 271 神奈川県 宮本　輝子 海老原勝恵 佐藤　慶季 小田原アリーナ

127 2012/10/28 ビッグバード 前岡かよ子 川辺　早苗 前部　淑子 奈良県ＢＴ協会設立２０周年記念交流大会

42/43/42 380 大阪府 坂根　秀行 桜井　謙次 辻野　亮一 平群町総合スポーツセンター体育館

127 2012/11/4 ﾎｯﾌﾟ･ｽﾃｯﾌﾟ･ｼﾞｬﾝﾌﾟ 加藤　　 薫 船澤香代子 若松　才子 第21回東海ブロックＢＴ親善交流大会

40/41/46 300 愛知県 足立　弘美 西川　裕喜 西川　 　進 安八町総合体育館

※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4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24年４月１日～平成25年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成24年11月30日現在】

順位 メンバー

N
E
W

N
E
W



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

139 2012/5/27 ＴＮＫＦ 田中　京子 三上　貴子 谷口　幸子 福岡県ＢＴ協会創立30周年記念大会

48/47/44 334 広島県 折本　孝子 長沢　富子 河本　正則 アクシオン福岡

138 2012/10/21 アドバンス華組 伊藤　悦子 長島八千代 福光紀美子 第37回船橋市秋季市民ＢＴ大会

46/46/46 370 千葉県 吉田　圭子 大割　征子 飯田　淑江 船橋市運動公園体育館

135 2012/9/30 しばたＢＴＣ 佐久間マサ子 丸山　玲子 山崎千代子 第29回新潟県ＢＴ親善交流大会

47/42/46 384 新潟県 中野登喜子 山崎　幸二 前田　秀雄 新発田市カルチャーセンター体育館

135 2012/5/27 Ｂ・Ｔ・Ｍ 早野　好子 吉野美智子 種村　明子 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

44/44/47 342 東京都 中島はつ江 浅見　茂子 澤　 　伸子 船橋市運動公園体育館

135 2012/9/9 タフマン 平岡テル子 新延　重美 関　 　朋子 第23回県民スポレク祭第16回ＢＴ大会

50/43/42 323 香川県 塩田　洋子 岩田　弘司 平本　規一 観音寺市立総合体育館

133 2012/7/22 くすのき 森嶋　典子 藤原　圭子 守安　咲子 第18回近畿ブロックＢＴ親善交流大会選考会

49/43/41 302 大阪府 吉水　正行 山口　健児 小林 　　誠 河南町立総合体育館

132 2012/10/28 すみれ 伊賀みどり 鈴木　典子 笹本　和江 第７回伊豆の国市ＢＴ大会

39/48/45 377 静岡県 佐藤　廣子 内海　毬子 牧野　江伸 伊豆長岡体育館

131 2012/9/30 菜の花 奥田きく江 四ノ宮　操 岡野美智子 ねんりんピック宮城・仙台２０１２ＢＴ大会

43/44/44 396 千葉県 細川　民子 大竹　佳子 仁科　琇子 仙台市宮城野体育館

131 2012/9/16 香芝フレンズ 川中　裕恵 尾川千佳子 手塚　恭子 第18回近畿ブロックＢＴ親善交流大会

46/39/46 362 奈良県 槌谷　　 弘 山下　長夫 川原　　 清 和歌山県立体育館

131 2012/9/30 函館・芦別 手塚　紀子 紺谷いくよ 金盛あき子 第19回北海道ブロックＢＴ親善交流大会

45/39/47 360 北海道 手塚　　 孝 本村　慎次 芳賀　幸生 芦別市総合体育館

129 2012/10/21 守谷ＢＴＣ 菅野　静江 若松　裕子 野口　稔世 第37回船橋市秋季市民ＢＴ大会

46/37/46 377 茨城県 重田　政治 宮川　光弘 黒木　　 悟 船橋市運動公園体育館

129 2012/5/27 アドバンス宙組 高山　順子 宇田川房代 小野　五月 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

43/46/40 364 千葉県 井口まり子 伊藤　悦子 長島八千代 船橋市運動公園体育館

128 2012/9/30 がんば！岩手 南部　和子 佐々木芙美子 箱石クニ子 ねんりんピック宮城・仙台２０１２ＢＴ大会

43/42/43 413 岩手県 柴田　行夫 高橋　康友 杉本　春夫 仙台市宮城野体育館

128 2012/9/16 門真　さくら 辻本　睦代 木村一二三 奥田ひとみ 第18回近畿ブロックＢＴ親善交流大会

43/42/43 376 大阪府 増山　信子 友松　宣夫 服部　三義 和歌山県立体育館

128 2012/4/15 Ｅ－２チーム 保坂　愛子 井原　久恵 内海　洋子 第27回ＢＴ親善交流大会

43/40/45 322 神奈川県 早崎　妙子 日下部恵子 吉野　雅彦 小田原アリーナ

128 2012/5/20 御坂クローバーＢ 石川　悦子 功刀　京子 雨宮　圭子 第24回山梨県スポレク祭ＢＴ大会

41/47/40 288 山梨県 松野　幸司 加賀美　茂 長田　正史 甲斐市双葉体育館

128 2012/4/15 Ｋ－２チーム 首藤　智恵 瓜生美也子 佐藤　明子 第27回ＢＴ親善交流大会

43/41/44 271 神奈川県 宮本　輝子 海老原勝恵 佐藤　慶季 小田原アリーナ

127 2012/10/28 ビッグバード 前岡かよ子 川辺　早苗 前部　淑子 奈良県ＢＴ協会設立２０周年記念交流大会

42/43/42 380 大阪府 坂根　秀行 桜井　謙次 辻野　亮一 平群町総合スポーツセンター体育館

127 2012/5/27 なはちゃんず 黒岩　真樹 安本美加代 天光はるみ 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

38/44/45 290 東京都 菊地　博美 已ノ瀬まり子 乃生テレサ 船橋市運動公園体育館

126 2012/9/17 コスモス 宮本　輝子 海老原勝恵 荒川　仁美 第15回なのはなＢＴレディース親善交流大会

35/44/47 332 茨城・千葉・神奈川 若松　裕子 大森　恭子 中川美和子 佐倉市民体育館

※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4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24年４月１日～平成25年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成24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

139 2012/5/27 ＴＮＫＦ 田中　京子 三上　貴子 谷口　幸子 福岡県ＢＴ協会創立30周年記念大会

48/47/44 334 広島県 折本　孝子 長沢　富子 河本　正則 アクシオン福岡

135 2012/5/27 Ｂ・Ｔ・Ｍ 早野　好子 吉野美智子 種村　明子 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

44/44/47 342 東京都 中島はつ江 浅見　茂子 澤　　伸子 船橋市運動公園体育館

135 2012/9/9 タフマン 平岡テル子 新延　重美 関　　朋子 第23回県民スポレク祭第16回ＢＴ大会

50/43/42 323 香川県 塩田　洋子 岩田　弘司 平本　規一 観音寺市立総合体育館

133 2012/7/22 くすのき 森嶋　典子 藤原　圭子 守安　咲子 第18回近畿ブロックＢＴ親善交流大会選考会

49/43/41 302 大阪府 吉水　正行 山口　健児 小林　　誠 河南町立総合体育館

131 2012/9/30 菜の花 奥田きく江 四ノ宮　操 岡野美智子 ねんりんピック宮城・仙台２０１２ＢＴ大会

43/44/44 396 千葉県 細川　民子 大竹　佳子 仁科　琇子 仙台市宮城野体育館

131 2012/9/16 香芝フレンズ 川中　裕恵 尾川千佳子 手塚　恭子 第18回近畿ブロックＢＴ親善交流大会

46/39/46 362 奈良県 槌谷　　 弘 山下　長夫 川原　　 清 和歌山県立体育館

129 2012/5/27 アドバンス宙組 高山　順子 宇田川房代 小野　五月 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

43/46/40 364 千葉県 井口まり子 伊藤　悦子 長島八千代 船橋市運動公園体育館

128 2012/9/30 がんば！岩手 南部　和子 佐々木芙美子 箱石クニ子 ねんりんピック宮城・仙台２０１２ＢＴ大会

43/42/43 413 岩手県 柴田　行夫 高橋　康友 杉本　春夫 仙台市宮城野体育館

128 2012/9/16 門真　さくら 辻本　睦代 木村一二三 奥田ひとみ 第18回近畿ブロックＢＴ親善交流大会

43/42/43 376 大阪府 増山　信子 友松　宣夫 服部　三義 和歌山県立体育館

128 2012/4/15 Ｅ－２チーム 保坂　愛子 井原　久恵 内海　洋子 第27回ＢＴ親善交流大会

43/40/45 322 神奈川県 早崎　妙子 日下部恵子 吉野　雅彦 小田原アリーナ

128 2012/5/20 御坂クローバーＢ 石川　悦子 功刀　京子 雨宮　圭子 第24回山梨県スポレク祭ＢＴ大会

41/47/40 288 山梨県 松野　幸司 加賀美　茂 長田　正史 甲斐市双葉体育館

128 2012/4/15 Ｋ－２チーム 首藤　智恵 瓜生美也子 佐藤　明子 第27回ＢＴ親善交流大会

43/41/44 271 神奈川県 宮本　輝子 海老原勝恵 佐藤　慶季 小田原アリーナ

127 2012/5/27 なはちゃんず 黒岩　真樹 安本美加代 天光はるみ 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

38/44/45 290 東京都 菊地　博美 已ノ瀬まり子 乃生テレサ 船橋市運動公園体育館

126 2012/9/17 コスモス 宮本　輝子 海老原勝恵 荒川　仁美 第15回なのはなＢＴレディース親善交流大会

35/44/47 332 茨城・千葉・神奈川 若松　裕子 大森　恭子 中川美和子 佐倉市民体育館

124 2012/5/27 種波水仙 竹下　静子 岡松　桂子 森　富美子 福岡県ＢＴ協会創立３０周年記念大会

40/39/45 378 福岡県 藤川　光枝 藤田　秋子 和智　俊幸 アクシオン福岡

123 2012/9/30 湘南かもめ 平出美恵子 望月　弘子 井田　正子 ねんりんピック宮城・仙台２０１２ＢＴ大会

39/42/42 391 神奈川県 千野八重子 上島　淳吉 井田　　勝 仙台市宮城野体育館

122 2012/5/20 都留アドバンス 幡野恵美子 黒部まき子 古屋　時江 第24回山梨県スポレク祭ＢＴ大会

41/40/41 382 山梨県 大林　恵子 白井　秀子 丸山　秀子 甲斐市双葉体育館

122 2012/6/9 サクラ 野阪　康子 一明登詞子 小山由紀子 第23回北信越ブロックＢＴ親善交流大会

45/40/37 373 福井・長野・新潟・石川 中川　俊子 西沢　正行 越農　博夫 金沢市総合体育館

122 2012/5/27 ＴＯＷＡ 清野美枝子 池田　清子 中石　裕子 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

46/34/42 355 東京都 阪田　和江 記野マチ子 斎木　啓二 船橋市運動公園体育館

122 2012/9/9 ソーピード 三木　淑子 嶋田千佳子 白井夕香子 第23回県民スポレク祭第16回ＢＴ大会

41/39/42 340 香川県 近藤　芳弘 大平　武男 鎌倉　正弘 観音寺市立総合体育館

※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4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24年４月１日～平成25年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成24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

139 2012/5/27 ＴＮＫＦ 田中　京子 三上　貴子 谷口　幸子 福岡県ＢＴ協会創立30周年記念大会

48/47/44 334 広島県 折本　孝子 長沢　富子 河本　正則 アクシオン福岡

135 2012/5/27 Ｂ・Ｔ・Ｍ 早野　好子 吉野美智子 種村　明子 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

44/44/47 342 東京都 中島はつ江 浅見　茂子 澤　　伸子 船橋市運動公園体育館

133 2012/7/22 くすのき 森嶋　典子 藤原　圭子 守安　咲子 第18回近畿ブロックＢＴ親善交流大会選考会

49/43/41 302 大阪府 吉水　正行 山口　健児 小林　　誠 河南町立総合体育館

129 2012/5/27 アドバンス宙組 高山　順子 宇田川房代 小野　五月 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

43/46/40 364 千葉県 井口まり子 伊藤　悦子 長島八千代 船橋市運動公園体育館

128 2012/4/15 Ｅ－２チーム 保坂　愛子 井原　久恵 内海　洋子 第27回ＢＴ親善交流大会

43/40/45 322 神奈川県 早崎　妙子 日下部恵子 吉野　雅彦 小田原アリーナ

128 2012/5/20 御坂クローバーＢ 石川　悦子 功刀　京子 雨宮　圭子 第24回山梨県スポレク祭ＢＴ大会

41/47/40 288 山梨県 松野　幸司 加賀美　茂 長田　正史 甲斐市双葉体育館

128 2012/4/15 Ｋ－２チーム 首藤　智恵 瓜生美也子 佐藤　明子 第27回ＢＴ親善交流大会

43/41/44 271 神奈川県 宮本　輝子 海老原勝恵 佐藤　慶季 小田原アリーナ

127 2012/5/27 なはちゃんず 黒岩　真樹 安本美加代 天光はるみ 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

38/44/45 290 東京都 菊地　博美 已ノ瀬まり子 乃生テレサ 船橋市運動公園体育館

124 2012/5/27 種波水仙 竹下　静子 岡松　桂子 森　富美子 福岡県ＢＴ協会創立３０周年記念大会

40/39/45 378 福岡県 藤川　光枝 藤田　秋子 和智　俊幸 アクシオン福岡

122 2012/5/20 都留アドバンス 幡野恵美子 黒部まき子 古屋　時江 第24回山梨県スポレク祭ＢＴ大会

41/40/41 382 山梨県 大林　恵子 白井　秀子 丸山　秀子 甲斐市双葉体育館

122 2012/6/9 サクラ 野阪　康子 一明登詞子 小山由紀子 第23回北信越ブロックＢＴ親善交流大会

45/40/37 373 福井・長野・新潟・石川 中川　俊子 西沢　正行 越農　博夫 金沢市総合体育館

122 2012/5/27 ＴＯＷＡ 清野美枝子 池田　清子 中石　裕子 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

46/34/42 355 東京都 阪田　和江 記野マチ子 斎木　啓二 船橋市運動公園体育館

122 2012/5/27 つくばのみらい 荒川　仁美 梅澤てい子 並木ハル子 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

41/37/44 330 茨城県 野口　芳恵 吉田　亜矢 荒川　純一 船橋市運動公園体育館

120 2012/7/7 弘前ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ(B) 加福千比呂 藤田　悦子 松原安佐子 第5回青森県民ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭

38/43/39 342 青森県 大友　　　正 工藤　英之 須藤　健児 十和田市総合体育センター

※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4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24年４月１日～平成25年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成24年8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

139 2012/5/27 ＴＮＫＦ 田中　京子 三上　貴子 谷口　幸子 福岡県ＢＴ協会創立30周年記念大会

48/47/44 334 広島県 折本　孝子 長沢　富子 河本　正則 アクシオン福岡

135 2012/5/27 Ｂ・Ｔ・Ｍ 早野　好子 吉野美智子 種村　明子 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

44/44/47 342 東京都 中島はつ江 浅見　茂子 澤　　伸子 船橋市運動公園体育館

133 2012/7/22 くすのき 森嶋　典子 藤原　圭子 守安　咲子 第18回近畿ブロックＢＴ親善交流大会選考会

49/43/41 302 大阪府 吉水　正行 山口　健児 小林　　誠 河南町立総合体育館

129 2012/5/27 アドバンス宙組 高山　順子 宇田川房代 小野　五月 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

43/46/40 364 千葉県 井口まり子 伊藤　悦子 長島八千代 船橋市運動公園体育館

128 2012/4/15 Ｅ－２チーム 保坂　愛子 井原　久恵 内海　洋子 第27回ＢＴ親善交流大会

43/40/45 322 神奈川県 早崎　妙子 日下部恵子 吉野　雅彦 小田原アリーナ

128 2012/5/20 御坂クローバーＢ 石川　悦子 功刀　京子 雨宮　圭子 第24回山梨県スポレク祭ＢＴ大会

41/47/40 288 山梨県 松野　幸司 加賀美　茂 長田　正史 甲斐市双葉体育館

128 2012/4/15 Ｋ－２チーム 首藤　智恵 瓜生美也子 佐藤　明子 第27回ＢＴ親善交流大会

43/41/44 271 神奈川県 宮本　輝子 海老原勝恵 佐藤　慶季 小田原アリーナ

127 2012/5/27 なはちゃんず 黒岩　真樹 安本美加代 天光はるみ 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

38/44/45 290 東京都 菊地　博美 已ノ瀬まり子 乃生テレサ 船橋市運動公園体育館

124 2012/5/27 種波水仙 竹下　静子 岡松　桂子 森　富美子 福岡県ＢＴ協会創立３０周年記念大会

40/39/45 378 福岡県 藤川　光枝 藤田　秋子 和智　俊幸 アクシオン福岡

122 2012/5/20 都留アドバンス 幡野恵美子 黒部まき子 古屋　時江 第24回山梨県スポレク祭ＢＴ大会

41/40/41 382 山梨県 大林　恵子 白井　秀子 丸山　秀子 甲斐市双葉体育館

122 2012/6/9 サクラ 野阪　康子 一明登詞子 小山由紀子 第23回北信越ブロックＢＴ親善交流大会

45/40/37 373 福井・長野・新潟・石川 中川　俊子 西沢　正行 越農　博夫 金沢市総合体育館

122 2012/5/27 ＴＯＷＡ 清野美枝子 池田　清子 中石　裕子 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

46/34/42 355 東京都 阪田　和江 記野マチ子 斎木　啓二 船橋市運動公園体育館

122 2012/5/27 つくばのみらい 荒川　仁美 梅澤てい子 並木ハル子 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

41/37/44 330 茨城県 野口　芳恵 吉田　亜矢 荒川　純一 船橋市運動公園体育館

120 2012/7/7 弘前ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ(B) 加福千比呂 藤田　悦子 松原安佐子 第5回青森県民ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭

38/43/39 342 青森県 大友　　　正 工藤　英之 須藤　健児 十和田市総合体育センター

※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4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24年４月１日～平成25年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成24年7月31日現在】

順位 メンバー

N
E
W

N
E
W



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

139 2012/5/27 ＴＮＫＦ 田中　京子 三上　貴子 谷口　幸子 福岡県ＢＴ協会創立30周年記念大会

48/47/44 334 広島県 折本　孝子 長沢　富子 河本　正則 アクシオン福岡

135 2012/5/27 Ｂ・Ｔ・Ｍ 早野　好子 吉野美智子 種村　明子 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

44/44/47 342 東京都 中島はつ江 浅見　茂子 澤　　伸子 船橋市運動公園体育館

129 2012/5/27 アドバンス宙組 高山　順子 宇田川房代 小野　五月 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

43/46/40 364 千葉県 井口まり子 伊藤　悦子 長島八千代 船橋市運動公園体育館

128 2012/4/15 Ｅ－２チーム 保坂　愛子 井原　久恵 内海　洋子 第27回ＢＴ親善交流大会

43/40/45 322 神奈川県 早崎　妙子 日下部恵子 吉野　雅彦 小田原アリーナ

128 2012/5/20 御坂クローバーＢ 石川　悦子 功刀　京子 雨宮　圭子 第24回山梨県スポレク祭ＢＴ大会

41/47/40 288 山梨県 松野　幸司 加賀美　茂 長田　正史 甲斐市双葉体育館

128 2012/4/15 Ｋ－２チーム 首藤　智恵 瓜生美也子 佐藤　明子 第27回ＢＴ親善交流大会

43/41/44 271 神奈川県 宮本　輝子 海老原勝恵 佐藤　慶季 小田原アリーナ

127 2012/5/27 なはちゃんず 黒岩　真樹 安本美加代 天光はるみ 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

38/44/45 290 東京都 菊地　博美 已ノ瀬まり子 乃生テレサ 船橋市運動公園体育館

124 2012/5/27 種波水仙 竹下　静子 岡松　桂子 森　富美子 福岡県ＢＴ協会創立３０周年記念大会

40/39/45 378 福岡県 藤川　光枝 藤田　秋子 和智　俊幸 アクシオン福岡

122 2012/5/20 都留アドバンス 幡野恵美子 黒部まき子 古屋　時江 第24回山梨県スポレク祭ＢＴ大会

41/40/41 382 山梨県 大林　恵子 白井　秀子 丸山　秀子 甲斐市双葉体育館

122 2012/6/9 サクラ 野阪　康子 一明登詞子 小山由紀子 第23回北信越ブロックＢＴ親善交流大会

45/40/37 373 福井・長野・新潟・石川 中川　俊子 西沢　正行 越農　博夫 金沢市総合体育館

122 2012/5/27 ＴＯＷＡ 清野美枝子 池田　清子 中石　裕子 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

46/34/42 355 東京都 阪田　和江 記野マチ子 斎木　啓二 船橋市運動公園体育館

122 2012/5/27 つくばのみらい 荒川　仁美 梅澤てい子 並木ハル子 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

41/37/44 330 茨城県 野口　芳恵 吉田　亜矢 荒川　純一 船橋市運動公園体育館

※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、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4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24年４月１日～平成25年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成24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

139 2012/5/27 ＴＮＫＦ 田中　京子 三上　貴子 谷口　幸子 福岡県ＢＴ協会創立30周年記念大会

48/47/44 334 広島県 折本　孝子 長沢　富子 河本　正則 アクシオン福岡

135 2012/5/27 Ｂ・Ｔ・Ｍ 早野　好子 吉野美智子 種村　明子 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

44/44/47 342 東京都 中島はつ江 浅見　茂子 澤　　伸子 船橋市運動公園体育館

129 2012/5/27 アドバンス宙組 高山　順子 宇田川房代 小野　五月 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

43/46/40 364 千葉県 井口まり子 伊藤　悦子 長島八千代 船橋市運動公園体育館

128 2012/4/15 Ｅ－２チーム 保坂　愛子 井原　久恵 内海　洋子 第27回ＢＴ親善交流大会

43/40/45 322 神奈川県 早崎　妙子 日下部恵子 吉野　雅彦 小田原アリーナ

128 2012/5/20 御坂クローバーＢ 石川　悦子 功刀　京子 雨宮　圭子 第24回山梨県スポレク祭ＢＴ大会

41/47/40 288 山梨県 松野　幸司 加賀美　茂 長田　正史 甲斐市双葉体育館

128 2012/4/15 Ｋ－２チーム 首藤　智恵 瓜生美也子 佐藤　明子 第27回ＢＴ親善交流大会

43/41/44 271 神奈川県 宮本　輝子 海老原勝恵 佐藤　慶季 小田原アリーナ

127 2012/5/27 なはちゃんず 黒岩　真樹 安本美加代 天光はるみ 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

38/44/45 290 東京都 菊地　博美 已ノ瀬まり子 乃生テレサ 船橋市運動公園体育館

124 2012/5/27 種波水仙 竹下　静子 岡松　桂子 森　富美子 福岡県ＢＴ協会創立３０周年記念大会

40/39/45 378 福岡県 藤川　光枝 藤田　秋子 和智　俊幸 アクシオン福岡

122 2012/5/20 都留アドバンス 幡野恵美子 黒部まき子 古屋　時江 第24回山梨県スポレク祭ＢＴ大会

41/40/41 382 山梨県 大林　恵子 白井　秀子 丸山　秀子 甲斐市双葉体育館

122 2012/5/27 ＴＯＷＡ 清野美枝子 池田　清子 中石　裕子 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

46/34/42 355 東京都 阪田　和江 記野マチ子 斎木　啓二 船橋市運動公園体育館

122 2012/5/27 つくばのみらい 荒川　仁美 梅澤てい子 並木ハル子 第36回船橋市春季市民ＢＴ大会

41/37/44 330 茨城県 野口　芳恵 吉田　亜矢 荒川　純一 船橋市運動公園体育館

※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、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4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24年４月１日～平成25年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成24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

128 2012/4/15 Ｅ－２チーム 保坂　愛子 井原　久恵 内海　洋子 第27回バウンドテニス親善交流大会

43/40/45 322 神奈川県 早崎　妙子 日下部恵子 吉野　雅彦 小田原アリーナ

128 2012/4/15 Ｋ－２チーム 首藤　智恵 瓜生美也子 佐藤　明子 第27回バウンドテニス親善交流大会

43/41/44 271 神奈川県 宮本　輝子 海老原勝恵 佐藤　慶季 小田原アリーナ

※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4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24年４月１日～平成25年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成24年4月30日現在】

順位 メンバー
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W
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