
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

149 2022/6/26 大栄チェリーズ 齋尾智恵里 西川麻奈美 遠藤 素代 第22回鳥取県バウンドテニス親善交流大会

48/53/48 351 （鳥取県） 竹信 啓子 三谷 　磨 中口 博文 北栄町立大栄ふれあい会館

136 2022/5/14 松浦A 千代延幸子 池山美和子 徳永 郁代 第19回長崎県ねんりんピック大会

52/41/43 421 (長崎県) 米田 宏哉 荒木 　勝 寺澤 次雄 長与町民体育館

131 2022/11/26 ヨコスカパワー 永島 房代 横山 寿子 細谷 糸美 第34回関東ブロックバウンドテニス親善交流大会

42/45/44 381 (神奈川県) 鈴木 正夫 髙梨 治紀 湊 　聖司 小瀬スポーツ公園体育館

131 2022/6/26 あっぷる米子 田辺 真理 圓岡寿賀子 岸岡由美子 第22回鳥取県バウンドテニス親善交流大会

42/46/43 374 (鳥取県) 林谷 　勉 金村 英行 矢野 俊治 北栄町立大栄ふれあい会館

130 2022/10/15 スイカズラ 森　 裕子 林 　輝美 清野美枝子 第25回日本バウンドテニスゴールド茨城大会

47/42/41 423 (青森県・埼玉県・東京都・
神奈川県・静岡県・大阪府) 秋元 弘子 鈴木 正夫 藤田 秀樹 龍ヶ崎市総合体育館

130 2022/8/28 ローズ 山縣 康子 浅井 房子 櫛引 陽子 第5回オール愛知クラブ対抗バウンドテニス大会

45/45/40 323 (愛知県) 宇田津美穂 岡田 真帆 小島 実佳 名古屋市北スポーツセンター

129 2022/5/14 らん 阪井 勝子 野間さよ子 米田カヨ子 2022年度ならシニア元気フェスタバウンドテニス大会

41/45/43 443 (奈良県) 南 　雅宣 田宮 　修 岡本 　潔 曽我川緑地体育館

128 2022/6/19 まどかA 尾﨑 友子 飯田 敏子 小田みかよ
第22回福岡県ねんりんスポーツ・文化祭

バウンドテニス交流大会

45/43/40 421 (福岡県) 朝山千恵子 小田 悦朗 鳥居 英二 飯塚市第一体育館

127 2022/9/25 香芝フレンズ 手塚 恭子 尾川千佳子 久米 裕恵 第28回近畿ブロックバウンドテニス親善交流大会

41/44/42 407 (奈良県) 山下 長夫 槌谷 　弘 坂上 　信 島津アリーナ京都

125 2022/5/14 長与B 松尾美穂子 吉田 桂子 佐藤美智代 第19回長崎県ねんりんピック大会

48/32/45 409 (長崎県) 塘 　俊昭 小曽根 恒 向島 信夫 長与町民体育館

125 2022/11/13 東大寺ブロックみどりぐみ 福岡真由美 馬場 知世 山下 郁美
第31回奈良県スポーツ・レクリエーション祭

バウンドテニス大会

40/41/44 408 (奈良県) 佐藤 和子 伊藤 政子 藤井 博次 平群町総合スポーツセンター体育館

125 2022/8/28 中村日吉丸 安田美知代 伊藤 尚代 平野小友美 第5回オール愛知クラブ対抗バウンドテニス大会

41/42/42 388 (愛知県) 江口たか子 西川 　進 山田 　勉 名古屋市北スポーツセンター

124 2022/11/26 花の都 鈴木 茂子 山口 明美 阪田 和江 第34回関東ブロックバウンドテニス親善交流大会

38/43/43 437 (東京都) 山野 和恵 中島はつ江 斉木 啓二 小瀬スポーツ公園体育館

121 2022/8/28 大治キングダム 三輪 早苗 池戸 麻紀 野田 誠子 第5回オール愛知クラブ対抗バウンドテニス大会

41/39/41 355 (愛知県) 深野裕美子 野田 秀和 下山 幸一 名古屋市北スポーツセンター

120 2022/11/20 KANAN・ラビッツ 山田真佐子 國樹 勝美 永登 理恵 2022府民スポーツ・レクリェーションフェスティバル大会

43/38/39 266 (大阪府) 槻 　達男 山田 航大 山田 恵大 交野市いきいきランド体育館

※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１4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：2022年4月１日～2023年3月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　      　【2022年11月30日現在】
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