
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
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