
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

148 2019/10/27 大栄チェリーズ 竹信 啓子 西川麻奈美 遠藤 素代 第20回鳥取県民ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭

52/45/51 339 （鳥取県） 渡辺 明子 三谷 　磨 中口 博文 米子市立福米体育館

144 2020/2/16 5チーム 武井久美子 石井 美紀 首藤 智恵 第21回横須賀市BT黒潮大会

47/49/48 343 （神奈川県） 堀 木綿子 湊　 聖司 高梨 治紀 横須賀市南体育会館

142 2019/9/29 大治コスモ 野田 誠子 深野裕美子 本田真美子 第2回オール愛知クラブ対抗BT大会

48/49/45 311 （愛知県） 小関 利美 吉川多津子 大鹿智香子 名古屋市中村スポーツセンター

140 2019/11/23 ノーミスで続けろズ 石川 京子 田中 干奈 樋川登史子 第31回山梨県BT親善交流大会

47/47/46 246 （山梨県） 小林 昌宏 市川 清文 角田 貴哉 小瀬スポーツ公園体育館

138 2019/5/26 Mt.モンブラン 手塚 順子 比留間ちず子 早川 美香 第14回浦安市BTオープン市民大会

47/46/45 402 （東京都） 符　 房子 手塚 信利 白石 忠二 浦安市運動公園総合体育館

138 2019/9/1 草加ガンバルズ 秋元 弘子 荒井 文子 国府田幸子 第70回市川市民体育大会BT競技

46/47/45 357 (埼玉県) 織間 敦子 加古川信夫 東海林大樹 市川市国府台スポーツセンター

134 2019/10/20 谷和原三万石 高田 愛子 小関 愛子 野口 芳恵 第48回船橋市秋季市民BT大会

46/46/42 362 (茨城県) 浅野 浩一 中山 好男 竹下 昭生 船橋市運動公園体育館

134 2019/10/20 Qティーズ 木本 みつ子 中嶋 タエ 西川恵美子 第48回船橋市秋季市民BT大会

47/41/46 323 (東京都) 藤重 典子 松井 裕子 三澤 正利 船橋市運動公園体育館

131 2019/11/4 新居浜連合 岡田恵美子 神野昭子 椛島菜美江 愛媛ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭2019

37/48/46 354 (愛媛県) 稲見 博孝 大下 浩二 白石 祐司 松前公園体育館

130 2019/11/16 いきいき茨城 岸野 徳子 庄司美智子 野木 和江 第14回ローズカップ親善交流大会

45/41/44 404 (茨城県・埼玉県) 吉田 輝明 川村 宮祥 荒川 純一 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

130 2019/5/26 湘南ウェーブ 笠原 信子 渡辺 弘美 日下部恵子 第14回浦安市BTオープン市民大会

43/44/43 388 (神奈川県) 井田 正子 望月 弘子 井田 　勝 浦安市運動公園総合体育館

129 2019/4/13 松浦A 千代延幸子 山口 和美 池山美和子 第33回九州ブロックBT親善交流大会

44/41/44 406 （長崎県） 里元 善徳 寺澤 次雄 米田 宏哉 別府市総合体育館

129 2019/5/19 アドバンス 幡野恵美子 古屋 時江 黒部まき子 第31回山梨県ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭BT大会

49/43/37 405 (山梨県) 根本ちえ子 深沢 長世 功力 真弓 山梨市民総合体育館

128 2019/10/20 エンドレス 井口まり子 高山 順子 宇田川房代 第48回船橋市秋季市民BT大会

42/47/39 413 (千葉県) 夛田千鶴子 吉田 圭子 福光紀美子 船橋市運動公園体育館

128 2019/9/29 天むす 鈴木 早苗 村山 愛子 藤岡 恵子 第2回オール愛知クラブ対抗BT大会

41/44/43 412 (愛知県) 木村 孝之 奥井 秀雄 細井 孝三 名古屋市中村スポーツセンター

128 2019/11/16 デリシャス 山田 桂子 種村 明子 手塚 順子 第14回ローズカップ親善交流大会

40/43/45 411 (関東混合) 臼井 弥生 及川美代子 常友 貞子 龍ヶ崎市総合体育館たつのこアリーナ

127 2019/5/26 龍 若松 裕子 石川賀杜代 藤原 真弓 第14回浦安市BTオープン市民大会

39/43/45 389 (茨城県) 重田 政治 鈴木 平徳 黒木 　悟 浦安市運動公園総合体育館

127 2019/5/26 スポセンB.Tミックス 吉野 寿子 池末美佐子 木寺 俊子 第47回船橋市春季市民BT大会

40/44/43 349 (東京都) 吉野美智子 川田美佐子 吉野 　浩 船橋市運動公園体育館

126 2019/5/26 獅子 山越恵美子 長谷川幸江 溝口 怜奈 第14回浦安市BTオープン市民大会

44/42/40 284 (茨城県) 茂木 正幸 荒尾 秀幸 齋藤 拓海 浦安市運動公園総合体育館

125 2019/5/26 BTM 種村 明子 藤原 圭子 髙橋 充子 第47回船橋市春季市民BT大会

43/41/41 401 (東京都) 中島はつ江 澤　 伸子 小澤 和子 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

※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１1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：2019年4月１日～2020年3月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【2020年3月31日現在】

順位
チーム名

（都道府県名）
メンバー


