
日 大会名 優 勝 スコアー 準優勝 スコアー 第３位 スコアー 第４位 スコアー 第５位 スコアー 男性ハイゲーム スコアー 女性ハイゲーム スコアー

12月2日 全員賞T/M 勝田 弘子選手 977 大久保 三郎選手 846 久米野 修一選手 843 鷲山 洋選手 840 長井 とみ子選手 839 久米野 修一選手 215 勝田 弘子選手 237
12月6日 フライデーチャレンジ 上野 秀男選手 698 鷲山 京子選手 688 角野 彰彦選手 634 鷲山 洋選手 618 山田 博選手 614
12月7日 今泉秀規プロチャレンジ 大津山 勉選手 954 今村 雅彦選手 941 須田 信照選手 919 土屋 千代子選手 896 上田 守男選手 893 須田 信照選手 278 国司 兆子選手 242
12月7日 今泉秀規プロチャレンジ 坂本 かや選手 921 吉野 裕二選手 899 金久保 洋平選手 894 加藤 敏選手 889 鈴木 博選手 882 中島 康夫選手 258 坂本 かや選手 237
12月9日 田中亜実プロチャレンジ 小沢 洋二選手 911 上野 秀男選手 872 久米野 修一選手 870 勝田 弘子選手 864 長井 とみ子選手 853 小沢 洋二選手 247 長井 とみ子選手 199
12月13日 フライデーチャレンジ 鷲山 洋選手 671 国司 兆子選手 624 角野 彰彦選手 612 加藤 敏選手 596 坂 忠明選手 594
12月14日 会員年会費無料T/M 土屋 千代子選手 920 勝田 弘子選手 901 小峰 千代子選手 891 小原 信久選手 888 安西 三好選手 880 小原 信久選手 245 小峰 千代子選手 221
12月14日 会員年会費無料T/M 渡辺 一臣選手 908 山田 泰弘選手 906 鈴木 博選手 903 古河 直和選手 863 山田 博選手 856 山田 泰弘選手 277 伊藤 明里子選手 216
12月16日 清水弘子プロチャレンジ 須田 信照選手 970 小沢 洋二選手 970 新谷 健選手 956 久米野 修一選手 931 関井 久男選手 898 新谷 健選手 290 森山 里香選手 202
12月20日 フライデーチャレンジ 角野 彰彦選手 728 伊藤 和雄選手 683 上野 秀男選手 660 大久保 三郎選手 653 登藤 芳勝選手 629
12月21日 ダブルス大合戦 菊田 君江・小沢 洋二 2030 上野 秀男・小嶋 保彦 2027 土岐 政明・関井 久男 2011 古河 直和・鵜澤 美香 1925 小山 行雄・広瀬 勝子 1916

12月22日 ストライク杯 安西 三好選手 930 坂本 かや選手 912 坂本 就馬選手 897 鈴木 マリ子選手 892 藤本 安章選手 891 安西 三好選手 238 鈴木 マリ子選手 242
12月23日 中島政江プロチャレンジ 高橋 秀幸選手 1002 矢萩 幸一選手 926 今村 雅彦選手 892 小山 行雄選手 883 高橋 正巳選手 870 高橋 秀幸選手 260 広瀬 勝子選手 266
12月27日 フライデーチャレンジ 山野 清美選手 677 登藤 芳勝選手 668 広瀬 勝子選手 645 鷲山 洋選手 637 上野 秀男選手 636
12月28日 佐藤秀規プロチャレンジ 鈴木 博選手 949 小原 信久選手 912 今村 雅彦選手 907 角野 彰彦選手 866 小峰 千代子選手 834 小原 信久選手 247 広瀬 勝子選手 243
12月28日 佐藤秀規プロチャレンジ 鈴木 博選手 975 高原 一生選手 927 朝尾 岳幸選手 909 山田 泰弘選手 902 山田 ひろ子選手 891 朝尾 岳幸選手 258 伊藤 明里子/松丸 澄子 227
12月29日 サンデーモーニング 吉野 裕二選手 1018 須藤 健太選手 951 山本 周二選手 942 小嶋 秀夫選手 917 杉本 美代子選手 915 上野 秀男選手 299 吉野 弘子選手 222
12月30日 スーパースタッフ５人抜き 富田 徴選手 1204 今村 雅彦選手 1173 古河 直和選手 1170 鈴木 博選手 1153 関井 久男選手 1118 今村 雅彦／関井 久男 268 広瀬 勝子選手 217
12月31日 年末マラソン 吉野 裕二選手 3315 坂本 かや選手 3312 新谷 健選手 3220 高知尾 政明選手 3165 伊藤 暢選手 3165 吉野 裕二選手 279 坂本 かや選手 248
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