
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

146 2016/6/26 大栄チェリーズ 竹信 啓子 西川麻奈美 遠藤 素代 第16回鳥取県BT親善交流大会

51/48/47 318 （鳥取県） 渡辺 明子 三谷 　磨 中口 博文 大栄ふれあい会館

141 2016/11/13 ライズ 植田 照美 神野 裕美 松浦 真弓 第25回東海ブロックBT親善交流大会

43/50/48 329 （静岡県） 田中 鈴野 森田 弘子 松浦 富浩 磐田市総合体育館

140 2017/2/26 群馬スマイル 渡辺 悦子 臼田 弥生 永井 秀子 第4回とちおとめBT親善交流大会

44/46/50 298 （群馬県） 渡辺 崇人 渡辺　 弘 渡辺 正樹 栃木県立県南体育館

139 2016/4/9 チームＦ・Ｔ・Ｔ 田中眞知子 藤田由利子 脇山 千文 第30回九州ブロックBT親善交流大会

47/48/44 375 （福岡県） 金子百合子 奏　 清文 梅村 忠信 唐津市文化体育館

139 2016/11/3 越後姫 本保 純子 斉藤美千代 永井 訓子 エンジョイスポーツin北区2016

40/45/54 324 （新潟県） 石井政則 吉田 陽生 佐藤 　修 新潟市北地区スポーツセンター

138 2016/10/2 ６色クレヨン 辻本 睦代 木村一二三 奥田ひとみ 2016府民ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙBT大会

48/42/48 369 （大阪府） 中西 智子 西門 成子 竹本 昌枝 交野市立総合体育館

136 2016/11/13 チーム シャチホコ 前田 友子 平田 美弥 加藤 　薫 第25回東海ブロックBT親善交流大会

47/43/46 308 （愛知県） 中埜 泰晴 岡田 晶史 堀田 雅文 磐田市総合体育館

135 2016/11/27 アドバンス 伊藤 悦子 佐藤 一枝 宇田川房代 第11回浦安市BTオープン市民大会

45/44/46 407 （千葉県） 井口まり子 長島八千代 秋元 玲子 浦安市運動公園総合体育館

135 2016/11/13 湘南 首藤 智恵 堀 木綿子 日下部恵子 第31回神奈川県BT選手権大会

44/45/46 345 （神奈川県） 木下 茂子 渡辺 弘美 武井久美子 相模原市北総合体育館

132 2016/11/27 わ！しながわ 内藤 広子 大島 千秋 後藤夏代子 第11回浦安市BTオープン市民大会

43/44/45 367 （東京都） 山口 明美 関 嘉恵美 鈴木 和江 浦安市運動公園総合体育館

132 2017/3/5 万華鏡 鮎川 鈴子 高津 信子 粂野 多恵 第24回中国ブロックBT親善交流大会

42/46/44 350 （広島県） 浅倉 玲子 吉原 文子 長岡　 治 どらドラパーク米子市民体育館

131 2017/2/26 ＢＴＭ 早野 好子 記野マチ子 種村 明子 第4回とちおとめBT親善交流大会

46/40/45 365 （東京都） 藤原 圭子 黒岩 真樹 安本美加代 栃木県立県南体育館

130 2016/11/13 函南・沼津 高田 順子 鈴木 晴美 大沼 栄子 第25回東海ブロックBT親善交流大会

45/45/40 420 （静岡県） 飯田由紀子 石井 建治 牧野 江伸 磐田市総合体育館

130 2016/8/21 ふぞろいの林檎たち2016 相馬 三都 伊藤 理恵 成田 香織 第27回東北ブロックBT親善交流大会

39/45/46 306 （青森県） 勝野 義彦 門脇 　淳 船橋 英樹 天童市スポーツセンター

129 2016/11/13 でいらぼっち 牛田 憲子 大橋 恭子 伊藤 サキ 第31回神奈川県BT選手権大会

46/46/37 414 （神奈川県） 前田 宗和 荒井　 修 小川 和鋭 相模原市北総合体育館

129 2017/2/5 チーム黒船Ａ 井田 正子 安田三枝子 石岡美津子 第18回横須賀市BT黒船大会

41/42/46 390 （神奈川県） 望月 弘子 荒井　 修 守安 邦彦 横須賀市南体育会館

129 2016/9/22 香芝フレンズ 久米 裕恵 尾川千佳子 手塚 恭子 第22回近畿ブロックBT親善交流大会

45/44/40 371 （奈良県） 山下 長夫 坂上 　信 槌谷 　弘 宇治市太陽が丘体育館

129 2017/3/5 花ぐるま 田中 京子 國宗 直美 八木美恵子 第24回中国ブロックBT親善交流大会

48/45/36 341 （広島県） 折本 孝子 河本 正則 折本 重信 どらドラパーク米子市民体育館

128 2016/5/29 つくば旅人 野口 稔世 並木ハル子 荒川 仁美 第42回船橋市春季市民BT大会

46/43/39 393 （茨城県） 重田 政治 宮川 光弘 鈴木 平徳 船橋市運動公園体育館

128 2016/8/28 さぬきうどん 宮崎 妙子 中泉 英子 森川 香子 第27回四国ブロックBT親善交流大会

48/41/39 383 （香川県） 岩田 弘司 松岡 茂利 高橋 良郎 新居浜市市民体育館

※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

※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８回 全日本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28年4月１日～平成29年３月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【平成29年3月31日現在】

順位 チーム名 メンバー


