
得点合計 記録達成日 大会名

得点経緯 選手年齢合計 会場名

154 2014/6/22 大栄チェリ－ズ 竹信　啓子 遠藤　素代 西川麻奈美 第14回鳥取県BT親善交流大会

50/54/50 302 （鳥取県） 斉尾智恵理 三谷　  磨 中口　博文 大栄体育館

148 2014/11/16 茶－フイン 斎藤みつ子 植田　照美 松浦　真弓 第23回東海ブロックBT親善交流大会

46/50/52 356 （静岡県） 加茂川　勲 大村　　修 松浦　富浩 名古屋市北スポーツセンター

142 2014/11/30 アドバンス 小野　五月 福光紀美子 吉田　圭子 第9回浦安市BTオープン市民大会

46/48/48 365 （千葉県） 伊藤　悦子 長島八千代 宇田川房代 浦安市運動公園総合体育館

142 2015/3/1 野々市Ｃ 黒瀬千代子 高畠　淑子 田村　裕美 第18回石川県BTチーム別大会

45/45/52 295 （石川県） 中嶋すみ枝 鍜治　勝之 滝川　拓明 野々市市スポーツセンター

142 2014/11/16 大治コスモ 深野裕美子 野田　誠子 三輪　早苗 第23回東海ブロックBT親善交流大会

46/49/47 291 （愛知県） 清川　幸代 寺山　敦朗 鈴木龍太郎 名古屋市北スポーツセンター

139 2014/9/7 フラワークイン 望月　弘子 井田　正子 織間　敦子 第17回なのはなBTレディース親善交流大会

46/47/46 365 （埼玉・千葉・神奈川） 秋元　弘子 伊藤　悦子 宇田川房代 佐倉市民体育館

139 2014/10/5 香芝フレンズ 久米　裕恵 尾川千佳子 手塚　恭子 2015きのくに国体・ﾃﾞﾓｽﾄBTﾘﾊｰｻﾙ大会

48/46/45 359 （奈良県） 山下　長夫 坂上　　信 槌谷　　弘 海南市立拝待体育館

136 2014/10/25 愛ちゃんズ 籠尾ミサ子 高田　愛子 木寺　俊子 第９回ローズカップ親善交流大会

45/46/45 395 （東京都・茨城県） 芳住　晴美 黒木　　 悟 宮本　忠夫 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

135 2015/2/15 ミヤビー（A) 西岡　純代 美山　万知 三浦久美子 第23回奈良県会長杯ＢＴ大会

45/42/48 387 （奈良県） 松澤美津子 高橋美千子 岡嵜　英子 平群町総合スポーツセンター体育館

135 2014/8/31 チーム：ミューラー 土田　奈美 平　　英美 斎藤　春子 第25回東北ブロックBT親善交流大会

48/48/39 327 （山形県） 本木　勝美 土田　謙司 三浦　貞一 泉総合運動場体育館

133 2015/2/15 橿原B 永田よし子 金田　愛子 阪井　勝子 第23回奈良県会長杯ＢＴ大会

39/48/46 402 （奈良県） 山尾　卓巧 河田　光成 迫　　安雄 平群町総合スポーツセンター体育館

133 2014/8/31 NKF48 福岡　紀子 成田　香織 工藤　早苗 第25回東北ブロックBT親善交流大会

46/42/45 290 （青森県） 船橋　英樹 門脇　　淳 勝野　義彦 泉総合運動場体育館

132 2014/10/5 さくら 木村一二三 中西　智子 奥田ひとみ 2015きのくに国体・ﾃﾞﾓｽﾄBTﾘﾊｰｻﾙ大会

44/45/43 386 （大阪府） 服部　三義 山下　直充 八田　裕希 海南市立拝待体育館

132 2015/3/8 草加ガンバルズ 木戸口康子 秋元　弘子 葛西　季子 第2回とちおとめBT親善交流大会

46/42/44 354 （大阪府） 織間　敦子 栗原　晴美 宇田川　勉 真岡市総合体育館

132 2015/3/1 花ぐるま 西岡　由美 折本　孝子 田中　京子 第22回中国ブロックBT親善交流大会

39/45/48 345 （広島県） 河本　正則 田中　　薫 折本　重信 岩国市総合体育館

131 2014/10/25 さわやかチーム 遠藤　泰子 前部　淑子 中島はつ江 第９回ローズカップ親善交流大会

46/42/43 411 （埼玉・茨城・東京・大阪） 川村　宮祥 江田　俊彦 千葉　三郎 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

131 2014/9/28 しばた・聖籠 山﨑千代子 高橋千枝子 前島ヨシノ 第25回新潟県BT親善交流大会

42/47/42 408 （新潟県） 山﨑　幸二 前田　秀雄 高井　　宏 新潟県三条市栄体育館

131 2015/3/1 バラエティ広島 鮎川　鈴子 吉原　文子 高津　信子 第22回中国ブロックBT親善交流大会

44/41/46 376 （広島県） 高山美悠紀 青木　　司 長岡　　治 岩国市総合体育館

131 2014/9/23 つくば旅人 若松　裕子 長谷川幸江 荒川　仁美 第65回市川市民体育大会BT競技

45/38/48 347 （茨城県） 藤原　真弓 千葉　三郎 宮川　光弘 市川市国府台スポーツセンター

130 2014/10/5 スイング・アイと仲間たち 黒川美枝子 山田加代子 内山志津子 第26回新潟県ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙBT大会

44/43/43 371 （新潟県） 今井　宏一 遠山　恒夫 川島　朝臣 新潟県三条市栄体育館

※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

第６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26年４月１日～平成27年３月31日　　【最終ランキング】
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