
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

1月3日 新春SPダブルス・トライアスロン 二宮チーム 2763 吉野チーム 2703 渡辺・土岐チーム 2591 佐藤チーム 2324 小澤・高地チーム 2513

1月5日 新春初投げT/M総合成績 安西 三好選手 957 小沢 洋二選手 938 山野 清美選手 918 山本 周二選手 911 海老澤 武彦選手 906 新谷 健選手 279 杉本 美代子選手 236
1月6日 全員賞T/M 鈴木 政男選手 965 大久保 三郎選手 869 角野 彰彦選手 839 山田 博選手 833 矢萩 幸一選手 828 鈴木 政男選手 258 広瀬 勝子選手 224
1月10日 フライデーチャレンジ 上野 秀男選手 731 大久保 三郎選手 683 角野 彰彦選手 678 坂 忠明選手 638 鷲山 洋選手 636
1月11日 北谷スタッフチャレンジ 安西 三好選手 909 杉本 美代子選手 907 今村 雅彦選手 848 上田 守男選手 838 小沢 洋二選手 828 今村 雅彦選手 246 杉本 美代子選手 226
1月12日 ダブルス・トライアスロン 安西・久米野チーム 2010 鈴木チーム 1941 三上・鈴木チーム 1884 広瀬・鈴木チーム 1865 榊・横町チーム 1850

1月13日 佐藤秀樹プロチャレンジ 鵜澤 美香選手 928 松丸 澄子選手 915 新谷 健選手 885 広瀬 勝子選手 878 杉本 美代子選手 866 朝尾 岳幸選手 248 松丸 澄子選手 254
1月17日 フライデーチャレンジ 坂 忠明選手 732 伊藤 勝夫選手 680 角野 彰彦選手 623 矢萩 幸一選手 608 国司 兆子選手 605
1月18日 今泉秀規プロチャレンジ 宝田 昌央選手 1016 二宮 誠選手 989 鈴木 政男選手 895 土屋 千代子選手 881 国司 兆子選手 874 二宮 誠選手 256 広瀬 勝子選手 234
1月18日 今泉秀規プロチャレンジ 小原 信久選手 959 新谷 健選手 914 前田 卓児選手 910 坂 忠明選手 859 伊藤 明里子選手 856 新谷 健選手 279 松丸 澄子選手 255
1月19日 ストライク杯 小原 信久選手 901 藤本 安章選手 889 鈴木 政男選手 888 広瀬 勝子選手 880 原田 利男選手 875 鈴木 政男選手 246 広瀬 勝子選手 215
1月20日 清水弘子プロチャレンジ 広瀬 勝子選手 939 鈴木 政男選手 919 古宮 緑選手 236 関井 久男選手 858 山野 清美選手 838 関井 久男選手 236 古宮 緑選手 256
1月24日 フライデーチャレンジ 坂 忠明選手 779 矢萩 幸一選手 654 加藤 敏選手 637 大久保 三郎選手 625 上野 秀男選手 610
1月25日 ダブルス大合戦 小山・広瀬チーム 1977 今村チーム 1883 土岐・関井チーム 1870 新谷・坂チーム 1829 勝田・杉本チーム 1807

1月26日 サンデーモーニング 坂 忠明選手 976 鈴木 博選手 928 安西 三好選手 924 小原 信久選手 893 山田 博選手 881 小原 信久選手 268 金子 聡子・鵜澤 美香選手 214
1月27日 山賀 昭子プロチャレンジ 岩田 茂子選手 895 長井 とみ子選手 893 鈴木 マリ子選手 882 国司 兆子選手 869 矢萩 幸一選手 856 鈴木 政男選手 246 岩田 茂子選手 226
1月31日 フライデーチャレンジ 矢萩 幸一選手 641 馬場 達之選手 623 上野 秀男選手 621 大久保 公子選手 616 田中 誠選手 606 上野 秀男選手 223 大久保 公子選手 190
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