
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

2月1日 今泉秀規プロチャレンジ 大津山 勉選手 954 関井 久男選手 901 高原 一生選手 889 新谷 健選手 874 今村 隆明選手 849 大津山 勉選手 248 広瀬 勝子選手 214
2月1日 今泉秀規プロチャレンジ 小原 信久選手 920 桃井 敏夫選手 908 伊藤 暢選手 893 加藤 敏選手 871 松丸 澄子選手 852 小原 信久選手 278 松丸 澄子選手 258
2月2日 ダブルス・トライアスロン 榊・横町チーム 2045 近藤・高地チーム 1887 高知尾・島田チーム 1882 斉藤・菅原チーム 1877 広瀬・鈴木チーム 1876

2月3日 全員賞T/M 大久保 三郎選手 870 山田 博選手 861 山野 清美選手 846 今村 百子選手 822 矢萩 幸一選手 816 矢萩 幸一選手 244 今村 百子選手 215
2月7日 フライデーチャレンジ 関井 久男選手 718 安西 三好選手 666 森山 里香選手 653 田中 誠選手 541 上野 秀男選手 632 安西 三好選手 278 森山 里香選手 256
2月8日 金城愛乃プロチャレンジ 小原 信久選手 884 登藤 芳勝選手 837 今村 雅彦選手 831 大津山 勉選手 820 関井 久男選手 806 中島 和宗選手 231 森山 里香選手 195
2月10日 北谷スタッフチャレンジ 上野 秀男選手 901 久米野 修一選手 874 矢萩 幸一選手 866 山野 清美選手 859 新谷 健選手 853 新谷 健選手 254 今村 百子選手 199
2月11日 清宮スタッフチャレンジ 広瀬 勝子選手 998 矢萩 幸一選手 954 関井 久男選手 909 小原 信久選手 907 今村 百子選手 881 小原 信久選手 245 広瀬 勝子選手 278
2月14日 フライデーチャレンジ 坂 忠明選手 660 矢萩 幸一選手 645 鷲山 洋選手 625 角野 彰彦選手 614 小原 信久選手 613 坂 忠明選手 258 鷲山 京子選手 155
2月15日 水野成祐プロチャレンジ 矢萩 幸一選手 950 今村 雅彦選手 909 久米野 修一選手 909 小原 信久選手 898 杉本 美代子選手 882 矢萩 幸一選手 256 杉本 美代子選手 214
2月15日 水野成祐プロチャレンジ 小原 信久選手 958 加藤 敏選手 893 山田 ひろ子選手 816 山田 泰弘選手 811 関井 久男選手 806 小原 信久選手 251
2月16日 ストライク杯 安西 三好選手 897 田中 公一選手 855 広瀬 勝子選手 849 鈴木 マリ子選手 846 小原 信久選手 842
2月17日 清水弘子プロチャレンジ 今村 百子選手 872 鈴木 政男選手 865 小原 信久選手 864 広瀬 勝子選手 861 長井 とみ子選手 860 新谷 健選手 247 広瀬 勝子選手 205
2月21日 フライデーチャレンジ 矢萩 幸一選手 682 上野 秀男選手 656 坂 忠明選手 674 山野 清美選手 646 加藤 敏選手 634
2月22日 田中亜実プロチャレ 勝田 弘子選手 890 上野 秀男選手 889 今村 雅彦選手 870 小原 信久選手 854 久米野 修一選手 839 新谷 健選手 265 杉本 美代子選手 204
2月22日 田中亜実プロチャレ 川原 慎也選手 886 久米野 修一選手 886 近藤 克彦選手 867 古河 直和選手 865 山田 ひろ子選手 851 古河 直和選手 250 鵜澤 美香選手 179
2月23日 サンデーモーニング 小原 信久選手 981 古河 直和選手 942 小嶋 秀夫選手 929 古河 直和選手 893 上野 秀男選手 880 小原 信久選手 279
2月24日 山賀 昭子プロチャレンジ 石井 久仁子選手 879 広瀬 勝子選手 874 杉本 美代子選手 853 今村 百子選手 820 角野 彰彦選手 814 角野 彰彦選手 207 杉本 美代子選手 246
2月28日 フライデーチャレンジ 山田 泰弘選手 663 鷲山 洋選手 658 山田 ひろ子選手 651 上野 秀男選手 641 伊藤 和雄選手 640
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