
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

128 2015/5/31 谷和原三万石 蔵方 雪子 高田 愛子 小関 愛子 第40回船橋市春季市民BT大会

46/46/36 369 （茨城県） 千葉 三郎 浅野 浩一 中山 好男 船橋市運動公園体育館

128 2015/5/31 キューティーズ 加藤 弘子 岡林 邦子 木本みつ子 第40回船橋市春季市民BT大会

39/45/44 357 （東京都） 中嶋 タエ 松井 裕子 大竹佳代子 船橋市運動公園体育館

126 2015/5/31 BTアドバンス 井口まり子 高山 順子 宇田川房代 第40回船橋市春季市民BT大会

42/38/46 383 （千葉県） 福光紀美子 佐藤 一枝 吉田 圭子 船橋市運動公園体育館

123 2015/5/31 葛飾ワールド 種村　明子 美濃　紀子 斉藤　幸子 第40回船橋市春季市民BT大会

39/39/45 415 （東京都） 石川とみ子 岩田　幸子 大野とみ子 船橋市運動公園体育館

121 2015/5/31 ＢＴＭ 中島はつ江 吉野美智子 藤原　圭子 第40回船橋市春季市民BT大会

41/39/41 386 （東京都） 早野　好子 小澤　和子 記野マチ子 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７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27年4月１日～平成28年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成27年5月31日現在】

順位 チーム名 メンバー

N
E
W



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

134 2015/7/5 大栄チェリーズ 竹信 啓子 西川麻奈美 遠藤 素代 第15回鳥取県BT親善交流大会

38/47/49 309 （鳥取県） 斉尾智恵理 三谷　磨 中口 博文 大栄ふれあい会館

128 2015/5/31 谷和原三万石 蔵方 雪子 高田 愛子 小関 愛子 第40回船橋市春季市民BT大会

46/46/36 369 （茨城県） 千葉 三郎 浅野 浩一 中山 好男 船橋市運動公園体育館

128 2015/5/31 キューティーズ 加藤 弘子 岡林 邦子 木本みつ子 第40回船橋市春季市民BT大会

39/45/44 357 （東京都） 中嶋 タエ 松井 裕子 大竹佳代子 船橋市運動公園体育館

126 2015/5/31 BTアドバンス 井口まり子 高山 順子 宇田川房代 第40回船橋市春季市民BT大会

42/38/46 383 （千葉県） 福光紀美子 佐藤 一枝 吉田 圭子 船橋市運動公園体育館

126 2015/7/5 ホワイトライン 荒木 聡美 井内 春代 大西 小波 第15回鳥取県BT親善交流大会

39/44/43 335 （鳥取県） 西尾　 聡 井内 好一 太田 保栄 大栄ふれあい会館

123 2015/5/31 葛飾ワールド 種村 明子 美濃 紀子 斉藤 幸子 第40回船橋市春季市民BT大会

39/39/45 415 （東京都） 石川とみ子 岩田 幸子 大野とみ子 船橋市運動公園体育館

121 2015/5/9 スポレクエイト 徳永　栄子 村本 照代 三重野友子 第29回九州ブロックBT親善交流大会

44/38/39 404 （熊本県） 三重野伸介 坂井　 匠 栗屋 憲保 長崎県松浦市文化会館

121 2015/5/31 ＢＴＭ 中島はつ江 吉野美智子 藤原 圭子 第40回船橋市春季市民BT大会

41/39/41 386 （東京都） 早野 好子 小澤 和子 記野マチ子 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７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27年4月１日～平成28年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成27年7月31日現在】

順位 チーム名 メンバー

N
E
W

N
E
W



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

134 2015/7/5 大栄チェリーズ 竹信 啓子 西川麻奈美 遠藤 素代 第15回鳥取県BT親善交流大会

38/47/49 309 （鳥取県） 斉尾智恵理 三谷　磨 中口 博文 大栄ふれあい会館

131 2015/8/30 ふぞろいの林檎たち 伊藤 理恵 成田 香織 相馬 三都 第26回東北ブロックBT親善交流大会

40/44/47 315 （青森県） 船橋 英樹 山口 龍城 勝野 義彦 猪苗代町総合体育館

128 2015/5/31 谷和原三万石 蔵方 雪子 高田 愛子 小関 愛子 第40回船橋市春季市民BT大会

46/46/36 369 （茨城県） 千葉 三郎 浅野 浩一 中山 好男 船橋市運動公園体育館

128 2015/5/31 キューティーズ 加藤 弘子 岡林 邦子 木本みつ子 第40回船橋市春季市民BT大会

39/45/44 357 （東京都） 中嶋 タエ 松井 裕子 大竹佳代子 船橋市運動公園体育館

126 2015/5/31 BTアドバンス 井口まり子 高山 順子 宇田川房代 第40回船橋市春季市民BT大会

42/38/46 383 （千葉県） 福光紀美子 佐藤 一枝 吉田 圭子 船橋市運動公園体育館

126 2015/7/5 ホワイトライン 荒木 聡美 井内 春代 大西 小波 第15回鳥取県BT親善交流大会

39/44/43 335 （鳥取県） 西尾　 聡 井内 好一 太田 保栄 大栄ふれあい会館

124 2015/8/30 New三川BT 高橋千代栄 本田 和枝 本木 勝美 第26回東北ブロックBT親善交流大会

47/39/38 347 （山形県） 佐藤 昌保 佐藤 友二 三浦 貞一 猪苗代町総合体育館

123 2015/5/31 葛飾ワールド 種村 明子 美濃 紀子 斉藤 幸子 第40回船橋市春季市民BT大会

39/39/45 415 （東京都） 石川とみ子 岩田 幸子 大野とみ子 船橋市運動公園体育館

123 2015/8/30 青嵐 西田　薫 菅家 優子 戸井 綾子 第26回四国ブロックBT親善交流大会

45/33/45 293 （徳島県） 戸井 健治 山口　稔 阿部 貴司 高知市総合体育館

121 2015/5/9 スポレクエイト 徳永　栄子 村本 照代 三重野友子 第29回九州ブロックBT親善交流大会

44/38/39 404 （熊本県） 三重野伸介 坂井　 匠 栗屋 憲保 長崎県松浦市文化会館

121 2015/5/31 ＢＴＭ 中島はつ江 吉野美智子 藤原 圭子 第40回船橋市春季市民BT大会

41/39/41 386 （東京都） 早野 好子 小澤 和子 記野マチ子 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

第７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27年4月１日～平成28年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成27年8月31日現在】

順位 チーム名 メンバー
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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

134 2015/7/5 大栄チェリーズ 竹信 啓子 西川麻奈美 遠藤 素代 第15回鳥取県BT親善交流大会

38/47/49 309 （鳥取県） 斉尾智恵理 三谷 　磨 中口 博文 大栄ふれあい会館

131 2015/8/30 ふぞろいの林檎たち 伊藤 理恵 成田 香織 相馬 三都 第26回東北ブロックBT親善交流大会

40/44/47 315 （青森県） 船橋 英樹 山口 龍城 勝野 義彦 猪苗代町総合体育館

129 2015/9/5 葛飾Ｃチーム 加藤 弘子 松井 裕子 中嶋 タエ 第27回都民スポーツふれあい大会

41/45/43 355 （東京都） 木本みつ子 大竹佳代子 後藤 和子 小平市民総合体育館

128 2015/9/13 寝屋川・エクセディ 井上 昌子 北　 晴美 大西ちづ子 第21回近畿ブロックBT親善交流大会

46/35/47 399 （大阪府） 山下 直充 八田 裕希 田伏 孝治 平群町立総合スポーツセンター

128 2015/5/31 谷和原三万石 蔵方 雪子 高田 愛子 小関 愛子 第40回船橋市春季市民BT大会

46/46/36 369 （茨城県） 千葉 三郎 浅野 浩一 中山 好男 船橋市運動公園体育館

126 2015/5/31 BTアドバンス 井口まり子 高山 順子 宇田川房代 第40回船橋市春季市民BT大会

42/38/46 383 （千葉県） 福光紀美子 佐藤 一枝 吉田 圭子 船橋市運動公園体育館

126 2015/9/13 門真ステップBT 辻本 睦代 木村一二三 奥田ひとみ 第21回近畿ブロックBT親善交流大会

41/45/40 367 （大阪府） 中西 智子 竹本 昌枝 西門 成子 平群町立総合スポーツセンター

126 2015/7/5 ホワイトライン 荒木 聡美 井内 春代 大西 小波 第15回鳥取県BT親善交流大会

39/44/43 335 （鳥取県） 西尾　 聡 井内 好一 太田 保栄 大栄ふれあい会館

126 2015/9/23 スポセンBTミックス 吉野美智子 吉野 寿子 川田美佐子 市川市民体育大会BT競技

36/46/44 327 （千葉県） 阪田 和江 池末美佐子 吉野 　浩 市川市国府台スポーツセンター

124 2015/9/13 ビッグバード 前岡かよ子 田村 早苗 前部 敏子 第21回近畿ブロックBT親善交流大会

42/41/41 387 （大阪府） 坂根 秀行 河野 　宏 河野久喜雄 平群町立総合スポーツセンター

124 2015/8/30 New三川BT 高橋千代栄 本田 和枝 本木 勝美 第26回東北ブロックBT親善交流大会

47/39/38 347 （山形県） 佐藤 昌保 佐藤 友二 三浦 貞一 猪苗代町総合体育館

123 2015/5/31 葛飾ワールド 種村 明子 美濃 紀子 斉藤 幸子 第40回船橋市春季市民BT大会

39/39/45 415 （東京都） 石川とみ子 岩田 幸子 大野とみ子 船橋市運動公園体育館

123 2015/8/30 青嵐 西田 　薫 菅家 優子 戸井 綾子 第26回四国ブロックBT親善交流大会

45/33/45 293 （徳島県） 戸井 健治 山口 　稔 阿部 貴司 高知市総合体育館

122 2015/9/6 おっとめ 荒川 仁美 藤原 真弓 押田 恵子 第18回BTなのはなレディース親善交流大会

43/39/40 331 （茨城県・千葉県） 小池 睦子 石井希久子 柴岡夫美子 佐倉市民体育館

121 2015/5/9 スポレクエイト 徳永 栄子 村本 照代 三重野友子 第29回九州ブロックBT親善交流大会

44/38/39 404 （熊本県） 三重野伸介 坂井　 匠 栗屋 憲保 長崎県松浦市文化会館

121 2015/5/31 ＢＴＭ 中島はつ江 吉野美智子 藤原 圭子 第40回船橋市春季市民BT大会

41/39/41 386 （東京都） 早野 好子 小澤 和子 記野マチ子 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

第７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27年4月１日～平成28年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成27年9月30日現在】

順位 チーム名 メンバー
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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

142 2015/10/4 リベラル 小林 玲子 遠山ゆみ子若穂囲ヒサイ 新発田市市民総合体育大会

47/46/49 314 （新潟県） 豊島 　献 小池 哲也 吉越 光彦 敬和学園大学体育館アリーナ

136 2015/9/23 アドバンス 小野 五月 吉田 圭子 井口まり子 市川市民体育大会BT競技

46/45/45 369 （千葉県） 伊藤 悦子 長島八千代 福光紀美子 市川市国府台スポーツセンター

134 2015/7/5 大栄チェリーズ 竹信 啓子 西川麻奈美 遠藤 素代 第15回鳥取県BT親善交流大会

38/47/49 309 （鳥取県） 斉尾智恵理 三谷 　磨 中口 博文 大栄ふれあい会館

131 2015/9/23 ジョイ、ジョイ 高松 茂美 高橋千賀子 一志真知子 市川市民体育大会BT競技

41/51/39 370 （千葉県） 小関 幸代 伊藤 英姫 多田千鶴子 市川市国府台スポーツセンター

131 2015/8/30 ふぞろいの林檎たち 伊藤 理恵 成田 香織 相馬 三都 第26回東北ブロックBT親善交流大会

40/44/47 315 （青森県） 船橋 英樹 山口 龍城 勝野 義彦 猪苗代町総合体育館

130 2015/9/23 草加BT協会 飯塚はるこ 広瀬 睦子 織間 敦子 市川市民体育大会BT競技

43/48/39 396 （埼玉県） 栗原 晴美 加古川信夫 宇田川 勉 市川市国府台スポーツセンター

129 2015/9/5 葛飾Ｃチーム 加藤 弘子 松井 裕子 中嶋 タエ 第27回都民スポーツふれあい大会

41/45/43 355 （東京都） 木本みつ子 大竹佳代子 後藤 和子 小平市民総合体育館

128 2015/9/13 寝屋川・エクセディ 井上 昌子 北　 晴美 大西ちづ子 第21回近畿ブロックBT親善交流大会

46/35/47 399 （大阪府） 山下 直充 八田 裕希 田伏 孝治 平群町立総合スポーツセンター

128 2015/5/31 谷和原三万石 蔵方 雪子 高田 愛子 小関 愛子 第40回船橋市春季市民BT大会

46/46/36 369 （茨城県） 千葉 三郎 浅野 浩一 中山 好男 船橋市運動公園体育館

128 2015/10/4 バウンディモッピー 宝来あや子 福永 和子 平田 桂子 大阪府民スポーツレクリエーションフェスティバル

39/43/46 339 （大阪府） 井上 道子 潮見 征三 南　 俊之 交野市立総合体育館施設

126 2015/9/13 門真ステップBT 辻本 睦代 木村一二三 奥田ひとみ 第21回近畿ブロックBT親善交流大会

42/38/46 367 （大阪府） 中西 智子 竹本 昌枝 西門 成子 平群町立総合スポーツセンター

126 2015/7/5 ホワイトライン 荒木 聡美 井内 春代 大西 小波 第15回鳥取県BT親善交流大会

39/44/43 335 （鳥取県） 西尾　 聡 井内 好一 太田 保栄 大栄ふれあい会館

126 2015/9/23 スポセンBTミックス 吉野美智子 吉野 寿子 川田美佐子 市川市民体育大会BT競技

36/46/44 327 （千葉県） 阪田 和江 池末美佐子 吉野 　浩 市川市国府台スポーツセンター

124 2015/9/13 ビッグバード 前岡かよ子 田村 早苗 前部 敏子 第21回近畿ブロックBT親善交流大会

42/41/41 387 （大阪府） 坂根 秀行 河野 　宏 河野久喜雄 平群町立総合スポーツセンター

124 2015/8/30 New三川BT 高橋千代栄 本田 和枝 本木 勝美 第26回東北ブロックBT親善交流大会

47/39/38 347 （山形県） 佐藤 昌保 佐藤 友二 三浦 貞一 猪苗代町総合体育館

123 2015/5/31 葛飾ワールド 種村 明子 美濃 紀子 斉藤 幸子 第40回船橋市春季市民BT大会

39/39/45 415 （東京都） 石川とみ子 岩田 幸子 大野とみ子 船橋市運動公園体育館

123 2015/8/30 青嵐 西田 　薫 菅家 優子 戸井 綾子 第26回四国ブロックBT親善交流大会

45/33/45 293 （徳島県） 戸井 健治 山口 　稔 阿部 貴司 高知市総合体育館

122 2015/9/6 おっとめ 荒川 仁美 藤原 真弓 押田 恵子 第18回BTなのはなレディース親善交流大会

43/39/40 331 （茨城県・千葉県） 小池 睦子 石井希久子 柴岡夫美子 佐倉市民体育館

121 2015/5/9 スポレクエイト 徳永 栄子 村本 照代 三重野友子 第29回九州ブロックBT親善交流大会

44/38/39 404 （熊本県） 三重野伸介 坂井　 匠 栗屋 憲保 長崎県松浦市文化会館

121 2015/10/4 交野バウンディ 室崎 孝子 大森 慶子 重田 伸子 大阪府民スポーツレクリエーションフェスティバル

44/33/44 388 （大阪府） 梨木 美和 辻野 亮一 服部 三義 交野市立総合体育館施設

※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

※3 3名以上が同じ場合は、同チームとみなします

第７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27年4月１日～平成28年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成27年10月31日現在】

順位 チーム名 メンバー
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E
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E
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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

142 2015/11/29 つくば旅人 大圖 行子 若松 裕子 藤原 真弓 第10回浦安市BTオープン市民大会

43/49/50 373 （茨城県） 黒木　悟 重田 政治 宮川 光弘 浦安市運動公園総合体育館

142 2015/10/4 リベラル 小林 玲子 遠山ゆみ子若穂囲ヒサイ 新発田市市民総合体育大会

47/46/49 314 （新潟県） 豊島 　献 小池 哲也 吉越 光彦 敬和学園大学体育館アリーナ

137 2015/11/29 アドバンス 高山 順子 福光紀美子 吉田 圭子 第10回浦安市BTオープン市民大会

46/45/46 382 （千葉県） 伊藤 悦子 長島八千代 佐藤 一枝 浦安市運動公園総合体育館

134 2015/7/5 大栄チェリーズ 竹信 啓子 西川麻奈美 遠藤 素代 第15回鳥取県BT親善交流大会

38/47/49 309 （鳥取県） 斉尾智恵理 三谷 　磨 中口 博文 大栄ふれあい会館

133 2015/11/14 チームばら 大圖 行子 山田 桂子 種村 明子 第10回ローズカップ大会

38/48/47 384 （茨城県・千葉県・東京都） 藤澤 京子 篠崎 勝雄 重田 政治 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

132 2015/11/14 もみじ 小澤 和子 三樹アツ子 芳住 晴美 第10回ローズカップ大会

44/44/44 398 （茨城県・千葉県・東京都） 石川 和美 日詰 満博 塩屋 倉平 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

132 2015/11/29 ドラゴン 石川賀杜代 山越恵美子 長谷川幸江 第10回浦安市BTオープン市民大会

45/46/41 370 （茨城県） 菅野 静江 千葉 三郎 鈴木 平徳 浦安市運動公園総合体育館

131 2015/11/29 ドリーマーズ B 細井由紀子 大島 千秋 橋本 君子 第10回浦安市BTオープン市民大会

43/44/44 399 （東京都） 鈴木 和江 山口 明美 鈴木 茂子 浦安市運動公園総合体育館

131 2015/9/23 ジョイ、ジョイ 高松 茂美 高橋千賀子 一志真知子 市川市民体育大会BT競技

41/51/39 370 （千葉県） 小関 幸代 伊藤 英姫 多田千鶴子 市川市国府台スポーツセンター

131 2015/11/29 東京MIX 手塚 順子 早川 美加 長谷有里子 第10回浦安市BTオープン市民大会

46/41/44 358 （東京都） 寺川 弘美 網代 優江 鈴木 吉朗 浦安市運動公園総合体育館

131 2015/8/30 ふぞろいの林檎たち 伊藤 理恵 成田 香織 相馬 三都 第26回東北ブロックBT親善交流大会

40/44/47 315 （青森県） 船橋 英樹 山口 龍城 勝野 義彦 猪苗代町総合体育館

130 2015/9/23 草加BT協会 飯塚はるこ 広瀬 睦子 織間 敦子 市川市民体育大会BT競技

43/48/39 396 （埼玉県） 栗原 晴美 加古川信夫 宇田川 勉 市川市国府台スポーツセンター

129 2015/9/5 葛飾Ｃチーム 加藤 弘子 松井 裕子 中嶋 タエ 第27回都民スポーツふれあい大会

41/45/43 355 （東京都） 木本みつ子 大竹佳代子 後藤 和子 小平市民総合体育館

128 2015/9/13 寝屋川・エクセディ 井上 昌子 北　 晴美 大西ちづ子 第21回近畿ブロックBT親善交流大会

46/35/47 399 （大阪府） 山下 直充 八田 裕希 田伏 孝治 平群町立総合スポーツセンター

128 2015/11/14 バ　ラ 蔵方 雪子 岡田 安江 中留 憲子 第10回ローズカップ大会

39/45/44 399 （茨城県・埼玉県・千葉県・東京都） 広瀬 フミ 目黒　 勝 吉田 輝明 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

128 2015/5/31 谷和原三万石 蔵方 雪子 高田 愛子 小関 愛子 第40回船橋市春季市民BT大会

46/46/36 369 （茨城県） 千葉 三郎 浅野 浩一 中山 好男 船橋市運動公園体育館

128 2015/10/4 バウンディモッピー 宝来あや子 福永 和子 平田 桂子 大阪府民スポーツレクリエーションフェスティバル

39/43/46 339 （大阪府） 井上 道子 潮見 征三 南　 俊之 交野市立総合体育館施設

126 2015/9/13 門真ステップBT 辻本 睦代 木村一二三 奥田ひとみ 第21回近畿ブロックBT親善交流大会

42/38/46 367 （大阪府） 中西 智子 竹本 昌枝 西門 成子 平群町立総合スポーツセンター

126 2015/7/5 ホワイトライン 荒木 聡美 井内 春代 大西 小波 第15回鳥取県BT親善交流大会

39/44/43 335 （鳥取県） 西尾　 聡 井内 好一 太田 保栄 大栄ふれあい会館

126 2015/9/23 スポセンBTミックス 吉野美智子 吉野 寿子 川田美佐子 市川市民体育大会BT競技

36/46/44 327 （千葉県） 阪田 和江 池末美佐子 吉野 　浩 市川市国府台スポーツセンター

※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

※3 3名以上が同じ場合は、同チームとみなします

18

19

20

12

13

14

15

16

17

11

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

第７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27年4月１日～平成28年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成27年11月30日現在】

順位 チーム名 メンバー
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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

142 2015/11/29 つくば旅人 大圖 行子 若松 裕子 藤原 真弓 第10回浦安市BTオープン市民大会

43/49/50 373 （茨城県） 黒木　 悟 重田 政治 宮川 光弘 浦安市運動公園総合体育館

142 2015/10/4 リベラル 小林 玲子 遠山ゆみ子 若穂囲ヒサイ 新発田市市民総合体育大会

47/46/49 314 （新潟県） 豊島 　献 小池 哲也 吉越 光彦 敬和学園大学体育館アリーナ

137 2015/11/29 アドバンス 高山 順子 福光紀美子 吉田 圭子 第10回浦安市BTオープン市民大会

46/45/46 382 （千葉県） 伊藤 悦子 長島八千代 佐藤 一枝 浦安市運動公園総合体育館

136 2015/12/13 わんわん 神野 裕美 田中 鈴野 松浦 真弓 第25回静岡県中部BT大会

44/44/48 286 （静岡県） 松浦 富浩 良知 尚久 森田 智司 焼津市総合体育館サブアリーナ

134 2015/7/5 大栄チェリーズ 竹信 啓子 西川麻奈美 遠藤 素代 第15回鳥取県BT親善交流大会

38/47/49 309 （鳥取県） 斉尾智恵理 三谷 　磨 中口 博文 大栄ふれあい会館

133 2015/12/13 さがみはら 大山 千代 大橋 恭子 安田美枝子 第27回関東ブロックBT親善交流大会

45/43/45 392 （神奈川県） 井田 　勝 倉谷 　守 磯崎 義則 成田市中台運動公園体育館

133 2015/11/14 チームばら 大圖 行子 山田 桂子 種村 明子 第10回ローズカップ大会

38/48/47 384 （茨城県・千葉県・東京都） 藤澤 京子 篠崎 勝雄 重田 政治 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

132 2015/11/14 もみじ 小澤 和子 三樹アツ子 芳住 晴美 第10回ローズカップ大会

44/44/44 398 （茨城県・千葉県・東京都） 石川 和美 日詰 満博 塩屋 倉平 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

132 2015/11/29 ドラゴン 石川賀杜代 山越恵美子 長谷川幸江 第10回浦安市BTオープン市民大会

45/46/41 370 （茨城県） 菅野 静江 千葉 三郎 鈴木 平徳 浦安市運動公園総合体育館

131 2015/11/29 ドリーマーズ B 細井由紀子 大島 千秋 橋本 君子 第10回浦安市BTオープン市民大会

43/44/44 399 （東京都） 鈴木 和江 山口 明美 鈴木 茂子 浦安市運動公園総合体育館

131 2015/9/23 ジョイ、ジョイ 高松 茂美 高橋千賀子 一志真知子 市川市民体育大会BT競技

41/51/39 370 （千葉県） 小関 幸代 伊藤 英姫 多田千鶴子 市川市国府台スポーツセンター

131 2015/11/29 東京MIX 手塚 順子 早川 美加 長谷有里子 第10回浦安市BTオープン市民大会

46/41/44 358 （東京都） 寺川 弘美 網代 優江 鈴木 吉朗 浦安市運動公園総合体育館

131 2015/8/30 ふぞろいの林檎たち 伊藤 理恵 成田 香織 相馬 三都 第26回東北ブロックBT親善交流大会

40/44/47 315 （青森県） 船橋 英樹 山口 龍城 勝野 義彦 猪苗代町総合体育館

130 2015/9/23 草加BT協会 飯塚はるこ 広瀬 睦子 織間 敦子 市川市民体育大会BT競技

43/48/39 396 （埼玉県） 栗原 晴美 加古川信夫 宇田川 勉 市川市国府台スポーツセンター

129 2015/9/5 葛飾Ｃチーム 加藤 弘子 松井 裕子 中嶋 タエ 第27回都民スポーツふれあい大会

41/45/43 355 （東京都） 木本みつ子 大竹佳代子 後藤 和子 小平市民総合体育館

128 2015/9/13 寝屋川・エクセディ 井上 昌子 北　 晴美 大西ちづ子 第21回近畿ブロックBT親善交流大会

46/35/47 399 （大阪府） 山下 直充 八田 裕希 田伏 孝治 平群町立総合スポーツセンター

128 2015/11/14 バ　ラ 蔵方 雪子 岡田 安江 中留 憲子 第10回ローズカップ大会

39/45/44 399 （茨城県・埼玉県・千葉県・東京都） 広瀬 フミ 目黒　 勝 吉田 輝明 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

128 2015/12/13 谷和原三万石 蔵方 雪子 小関 愛子 大圖 行子 第27回関東ブロックBT親善交流大会

44/39/45 381 （茨城県） 宮本 忠雄 浅野 浩一 中山 好男 成田市中台運動公園体育館

128 2015/10/4 バウンディモッピー 宝来あや子 福永 和子 平田 桂子 大阪府民スポーツレクリエーションフェスティバル

39/43/46 339 （大阪府） 井上 道子 潮見 征三 南　 俊之 交野市立総合体育館施設

126 2015/9/13 門真ステップBT 辻本 睦代 木村一二三 奥田ひとみ 第21回近畿ブロックBT親善交流大会

42/38/46 367 （大阪府） 中西 智子 竹本 昌枝 西門 成子 平群町立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

※3 3名以上が同じ場合は、同チームとみなします

第７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27年4月１日～平成28年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成27年12月31日現在】

順位 チーム名 メンバー
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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

142 2015/11/29 つくば旅人 大圖 行子 若松 裕子 藤原 真弓 第10回浦安市BTオープン市民大会

43/49/50 373 （茨城県） 黒木　 悟 重田 政治 宮川 光弘 浦安市運動公園総合体育館

142 2015/10/4 リベラル 小林 玲子 遠山ゆみ子 若穂囲ヒサイ 新発田市市民総合体育大会

47/46/49 314 （新潟県） 豊島 　献 小池 哲也 吉越 光彦 敬和学園大学体育館アリーナ

137 2015/11/29 アドバンス 高山 順子 福光紀美子 吉田 圭子 第10回浦安市BTオープン市民大会

46/45/46 382 （千葉県） 伊藤 悦子 長島八千代 佐藤 一枝 浦安市運動公園総合体育館

136 2015/12/13 わんわん 神野 裕美 田中 鈴野 松浦 真弓 第25回静岡県中部BT大会

44/44/48 286 （静岡県） 松浦 富浩 良知 尚久 森田 智司 焼津市総合体育館サブアリーナ

134 2015/7/5 大栄チェリーズ 竹信 啓子 西川麻奈美 遠藤 素代 第15回鳥取県BT親善交流大会

38/47/49 309 （鳥取県） 斉尾智恵理 三谷 　磨 中口 博文 大栄ふれあい会館

133 2015/12/13 さがみはら 大山 千代 大橋 恭子 安田美枝子 第27回関東ブロックBT親善交流大会

45/43/45 392 （神奈川県） 井田 　勝 倉谷 　守 磯崎 義則 成田市中台運動公園体育館

133 2015/11/14 チームばら 大圖 行子 山田 桂子 種村 明子 第10回ローズカップ大会

38/48/47 384 （茨城県・千葉県・東京都） 藤澤 京子 篠崎 勝雄 重田 政治 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

132 2015/11/14 もみじ 小澤 和子 三樹アツ子 芳住 晴美 第10回ローズカップ大会

44/44/44 398 （茨城県・千葉県・東京都） 石川 和美 日詰 満博 塩屋 倉平 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

132 2015/11/29 ドラゴン 石川賀杜代 山越恵美子 長谷川幸江 第10回浦安市BTオープン市民大会

45/46/41 370 （茨城県） 菅野 静江 千葉 三郎 鈴木 平徳 浦安市運動公園総合体育館

131 2015/11/29 ドリーマーズ B 細井由紀子 大島 千秋 橋本 君子 第10回浦安市BTオープン市民大会

43/44/44 399 （東京都） 鈴木 和江 山口 明美 鈴木 茂子 浦安市運動公園総合体育館

131 2015/9/23 ジョイ、ジョイ 高松 茂美 高橋千賀子 一志真知子 市川市民体育大会BT競技

41/51/39 370 （千葉県） 小関 幸代 伊藤 英姫 多田千鶴子 市川市国府台スポーツセンター

131 2015/11/29 東京MIX 手塚 順子 早川 美加 長谷有里子 第10回浦安市BTオープン市民大会

46/41/44 358 （東京都） 寺川 弘美 網代 優江 鈴木 吉朗 浦安市運動公園総合体育館

131 2015/8/30 ふぞろいの林檎たち 伊藤 理恵 成田 香織 相馬 三都 第26回東北ブロックBT親善交流大会

40/44/47 315 （青森県） 船橋 英樹 山口 龍城 勝野 義彦 猪苗代町総合体育館

130 2015/9/23 草加BT協会 飯塚はるこ 広瀬 睦子 織間 敦子 市川市民体育大会BT競技

43/48/39 396 （埼玉県） 栗原 晴美 加古川信夫 宇田川 勉 市川市国府台スポーツセンター

129 2015/9/5 葛飾Ｃチーム 加藤 弘子 松井 裕子 中嶋 タエ 第27回都民スポーツふれあい大会

41/45/43 355 （東京都） 木本みつ子 大竹佳代子 後藤 和子 小平市民総合体育館

128 2015/9/13 寝屋川・エクセディ 井上 昌子 北　 晴美 大西ちづ子 第21回近畿ブロックBT親善交流大会

46/35/47 399 （大阪府） 山下 直充 八田 裕希 田伏 孝治 平群町立総合スポーツセンター

128 2015/11/14 バ　ラ 蔵方 雪子 岡田 安江 中留 憲子 第10回ローズカップ大会

39/45/44 399 （茨城県・埼玉県・千葉県・東京都） 広瀬 フミ 目黒　 勝 吉田 輝明 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

128 2015/12/13 谷和原三万石 蔵方 雪子 小関 愛子 大圖 行子 第27回関東ブロックBT親善交流大会

44/39/45 381 （茨城県） 宮本 忠雄 浅野 浩一 中山 好男 成田市中台運動公園体育館

128 2015/10/4 バウンディモッピー 宝来あや子 福永 和子 平田 桂子 大阪府民スポーツレクリエーションフェスティバル

39/43/46 339 （大阪府） 井上 道子 潮見 征三 南　 俊之 交野市立総合体育館施設

126 2016/1/31 チームニシコリ 松本　智江 大山　千代 田中　直美 第15回相模原市長杯争奪大会

46/41/39 397 （神奈川県） 中村久美子 小林　茂裕 中村　慎吾 相模原市立北総合体育館

※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

※3 3名以上が同じ場合は、同チームとみなします

第７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27年4月１日～平成28年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成28年1月31日現在】

順位 チーム名 メンバー
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N
E
W



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

144 2016/2/28 ＢＴＭ 早野 好子 記野マチ子 種村 明子 第3回とちおとめBT親善交流大会

49/48/47 361 （東京都） 藤原 圭子 安本美加代 黒岩 真樹 栃木県立県南体育館

142 2015/11/29 つくば旅人 大圖 行子 若松 裕子 藤原 真弓 第10回浦安市BTオープン市民大会

43/49/50 373 （茨城県） 黒木　 悟 重田 政治 宮川 光弘 浦安市運動公園総合体育館

142 2015/10/4 リベラル 小林 玲子 遠山ゆみ子 若穂囲ヒサイ 新発田市市民総合体育大会

47/46/49 314 （新潟県） 豊島 　献 小池 哲也 吉越 光彦 敬和学園大学体育館アリーナ

141 2016/2/28 群馬ドリーム 永井 秀子 臼田 弥生 渡辺 悦子 第3回とちおとめBT親善交流大会

47/47/47 310 （群馬県） 林　 光雄 冬木 健次 佐藤 　登 栃木県立県南体育館

137 2015/11/29 アドバンス 高山 順子 福光紀美子 吉田 圭子 第10回浦安市BTオープン市民大会

46/45/46 382 （千葉県） 伊藤 悦子 長島八千代 佐藤 一枝 浦安市運動公園総合体育館

137 2016/2/28 草加ミックスせんべい 栗原 晴美 秋元 弘子 織間 敦子 第3回とちおとめBT親善交流大会

44/46/47 368 （埼玉県） 斉藤 安子 松本 智子 宇田川 勉 栃木県立県南体育館

136 2015/12/13 わんわん 神野 裕美 田中 鈴野 松浦 真弓 第25回静岡県中部BT大会

44/44/48 286 （静岡県） 松浦 富浩 良知 尚久 森田 智司 焼津市総合体育館サブアリーナ

134 2015/7/5 大栄チェリーズ 竹信 啓子 西川麻奈美 遠藤 素代 第15回鳥取県BT親善交流大会

38/47/49 309 （鳥取県） 斉尾智恵理 三谷 　磨 中口 博文 大栄ふれあい会館

133 2015/12/13 さがみはら 大山 千代 大橋 恭子 安田美枝子 第27回関東ブロックBT親善交流大会

45/43/45 392 （神奈川県） 井田 　勝 倉谷 　守 磯崎 義則 成田市中台運動公園体育館

133 2015/11/14 チームばら 大圖 行子 山田 桂子 種村 明子 第10回ローズカップ大会

38/48/47 384 （茨城県・千葉県・東京都） 藤澤 京子 篠崎 勝雄 重田 政治 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

132 2015/11/14 もみじ 小澤 和子 三樹アツ子 芳住 晴美 第10回ローズカップ大会

44/44/44 398 （茨城県・千葉県・東京都） 石川 和美 日詰 満博 塩屋 倉平 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

132 2016/1/24 イチゴ 鈴木 典子 遠藤千鶴子 澤　 　伸子 第11回伊豆の国市BT大会

40/45/47 394 （神奈川・京都・東京・埼玉・静岡） 重田 博司 安藤 大宝 村田　　 裕 長岡体育館

131 2015/11/29 ドラゴン 石川賀杜代 山越恵美子 長谷川幸江 第10回浦安市BTオープン市民大会

45/46/41 370 （茨城県） 菅野 静江 千葉 三郎 鈴木 平徳 浦安市運動公園総合体育館

131 2015/11/29 ドリーマーズ B 細井由紀子 大島 千秋 橋本 君子 第10回浦安市BTオープン市民大会

43/44/44 399 （東京都） 鈴木 和江 山口 明美 鈴木 茂子 浦安市運動公園総合体育館

131 2016/1/24 ワサビ 斎藤みつ子 村松 政江 小山由紀子 第11回伊豆の国市BT大会

46/45/40 398 （長野県・静岡県） 持田 育英 中野 昭彦 平尾 辰夫 長岡体育館

131 2015/9/23 ジョイ、ジョイ 高松 茂美 高橋千賀子 一志真知子 市川市民体育大会BT競技

41/51/39 370 （千葉県） 小関 幸代 伊藤 英姫 多田千鶴子 市川市国府台スポーツセンター

131 2015/11/29 東京MIX 手塚 順子 早川 美加 長谷有里子 第10回浦安市BTオープン市民大会

46/41/44 358 （東京都） 寺川 弘美 網代 優江 鈴木 吉朗 浦安市運動公園総合体育館

131 2015/8/30 ふぞろいの林檎たち 伊藤 理恵 成田 香織 相馬 三都 第26回東北ブロックBT親善交流大会

40/44/47 315 （青森県） 船橋 英樹 山口 龍城 勝野 義彦 猪苗代町総合体育館

129 2015/9/5 葛飾Ｃチーム 加藤 弘子 松井 裕子 中嶋 タエ 第27回都民スポーツふれあい大会

41/45/43 355 （東京都） 木本みつ子 大竹佳代子 後藤 和子 小平市民総合体育館

129 2016/2/28 湘南の風 堀 木綿子 仙波真由美 石井 美紀 第3回とちおとめBT親善交流大会

45/43/41 255 （神奈川県） 中山 俊一 望月　 誠 野村　 俊 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

※3 3名以上が同じ場合は、同チームとみなします
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第７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27年4月１日～平成28年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成28年2月29日現在】

順位 チーム名 メンバー
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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

144 2016/2/28 ＢＴＭ 早野 好子 記野マチ子 種村 明子 第3回とちおとめBT親善交流大会

49/48/47 361 （東京都） 藤原 圭子 安本美加代 黒岩 真樹 栃木県立県南体育館

142 2015/11/29 つくば旅人 大圖 行子 若松 裕子 藤原 真弓 第10回浦安市BTオープン市民大会

43/49/50 373 （茨城県） 黒木　 悟 重田 政治 宮川 光弘 浦安市運動公園総合体育館

142 2015/10/4 リベラル 小林 玲子 遠山ゆみ子 若穂囲ヒサイ 新発田市市民総合体育大会

47/46/49 314 （新潟県） 豊島 　献 小池 哲也 吉越 光彦 敬和学園大学体育館アリーナ

141 2016/2/28 群馬ドリーム 永井 秀子 臼田 弥生 渡辺 悦子 第3回とちおとめBT親善交流大会

47/47/47 310 （群馬県） 林　 光雄 冬木 健次 佐藤 　登 栃木県立県南体育館

137 2015/11/29 アドバンス 高山 順子 福光紀美子 吉田 圭子 第10回浦安市BTオープン市民大会

46/45/46 382 （千葉県） 伊藤 悦子 長島八千代 佐藤 一枝 浦安市運動公園総合体育館

137 2016/2/28 草加ミックスせんべい 栗原 晴美 秋元 弘子 織間 敦子 第3回とちおとめBT親善交流大会

44/46/47 368 （埼玉県） 斉藤 安子 松本 智子 宇田川 勉 栃木県立県南体育館

136 2015/12/13 わんわん 神野 裕美 田中 鈴野 松浦 真弓 第25回静岡県中部BT大会

44/44/48 286 （静岡県） 松浦 富浩 良知 尚久 森田 智司 焼津市総合体育館サブアリーナ

134 2015/7/5 大栄チェリーズ 竹信 啓子 西川麻奈美 遠藤 素代 第15回鳥取県BT親善交流大会

38/47/49 309 （鳥取県） 斉尾智恵理 三谷 　磨 中口 博文 大栄ふれあい会館

133 2015/12/13 さがみはら 大山 千代 大橋 恭子 安田美枝子 第27回関東ブロックBT親善交流大会

45/43/45 392 （神奈川県） 井田 　勝 倉谷 　守 磯崎 義則 成田市中台運動公園体育館

133 2015/11/14 チームばら 大圖 行子 山田 桂子 種村 明子 第10回ローズカップ大会

38/48/47 384 （茨城県・千葉県・東京都） 藤澤 京子 篠崎 勝雄 重田 政治 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

132 2015/11/14 もみじ 小澤 和子 三樹アツ子 芳住 晴美 第10回ローズカップ大会

44/44/44 398 （茨城県・千葉県・東京都） 石川 和美 日詰 満博 塩屋 倉平 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

132 2016/1/24 イチゴ 鈴木 典子 遠藤千鶴子 澤　 　伸子 第11回伊豆の国市BT大会

40/45/47 394 （神奈川・京都・東京・埼玉・静岡） 重田 博司 安藤 大宝 村田　　 裕 長岡体育館

131 2015/11/29 ドラゴン 石川賀杜代 山越恵美子 長谷川幸江 第10回浦安市BTオープン市民大会

45/46/41 370 （茨城県） 菅野 静江 千葉 三郎 鈴木 平徳 浦安市運動公園総合体育館

131 2015/11/29 ドリーマーズ B 細井由紀子 大島 千秋 橋本 君子 第10回浦安市BTオープン市民大会

43/44/44 399 （東京都） 鈴木 和江 山口 明美 鈴木 茂子 浦安市運動公園総合体育館

131 2016/1/24 ワサビ 斎藤みつ子 村松 政江 小山由紀子 第11回伊豆の国市BT大会

46/45/40 398 （長野県・静岡県） 持田 育英 中野 昭彦 平尾 辰夫 長岡体育館

131 2015/9/23 ジョイ、ジョイ 高松 茂美 高橋千賀子 一志真知子 市川市民体育大会BT競技

41/51/39 370 （千葉県） 小関 幸代 伊藤 英姫 多田千鶴子 市川市国府台スポーツセンター

131 2015/11/29 東京MIX 手塚 順子 早川 美加 長谷有里子 第10回浦安市BTオープン市民大会

46/41/44 358 （東京都） 寺川 弘美 網代 優江 鈴木 吉朗 浦安市運動公園総合体育館

131 2015/8/30 ふぞろいの林檎たち 伊藤 理恵 成田 香織 相馬 三都 第26回東北ブロックBT親善交流大会

40/44/47 315 （青森県） 船橋 英樹 山口 龍城 勝野 義彦 猪苗代町総合体育館

129 2015/9/5 葛飾Ｃチーム 加藤 弘子 松井 裕子 中嶋 タエ 第27回都民スポーツふれあい大会

41/45/43 355 （東京都） 木本みつ子 大竹佳代子 後藤 和子 小平市民総合体育館

129 2016/3/6 石川ミックス 中川 栄子 宮上 恵美子 嶋田 絵美 第19回石川県BTチーム別大会

32/49/48 307 （石川県） 虎井 　洸 中田 　　渉 高橋 　巧 野々市市スポーツセンター

※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

※3 3名以上が同じ場合は、同チームとみなします
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第７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27年4月１日～平成28年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成28年3月31日現在】

順位 チーム名 メンバー

N
E
W


