
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

8月1日 フライデーチャレンジ 加藤 敏選手 732 佐治 彰禧選手 691 関井 久男選手 681 安西 三好選手 670 大久保 三郎選手 634
8月2日 今泉秀規プロチャレンジ 鈴木 博選手 986 小林 浩選手 901 鈴木 政男選手 883 今村 雅彦選手 872 広瀬 勝子選手 869 小沢 洋二選手 268 広瀬 勝子／杉本 美代子 221
8月2日 今泉秀規プロチャレンジ 伊藤 明里子選手 920 伊藤 暢選手 901 山本 周二選手 882 鵜澤 湊斗選手 867 鈴木 博選手 866 伊藤 暢選手 257 伊藤 明里子選手 257
8月3日 ダブルス・トライアスロン 渡辺・小澤チーム 1933 鈴木チーム 1855 島田・高地チーム 1852 上野・小嶋チーム 1816 高橋チーム 1802

8月4日 全員賞T/M 佐治 彰禧選手 849 勝田 弘子選手 816 大久保 公子選手 812 久米野 修一選手 811 角野 彰彦選手 797 久米野 修一選手 244 大久保 公子選手 177
8月8日 フライデーチャレンジ 土岐 政明選手 746 粒針 三男選手 713 川合 隆治選手 689 鎌田 順子選手 640 鷲山 京子選手 635
8月9日 瀧川スタッフチャレンジ 小林 浩選手 948 小原 信久選手 916 鈴木 政男選手 895 花島 裕子選手 892 関井 久男選手 882 関井 久男選手 258 花島 裕子選手 253
8月11日 檀原スタッフチャレンジ 関井 久男選手 938 久米野 修一選手 896 鈴木 政男選手 855 小沢 洋二選手 850 角野 彰彦選手 832 関井 久男選手 259 広瀬 勝子選手 211
8月13日 清宮スタッフチャレンジ 土岐 政明選手 896 上野 秀男選手 894 勝田 弘子選手 866 鈴木 政男選手 865 小原 信久選手 849 上野 秀男選手 245 小峰 千代子選手 189
8月14日 水野成祐プロチャレンジ 安西 三好選手 928 鈴木 政男選手 892 水野 あやか選手 880 久米野 修一選手 874 小原 信久選手 854 水野 優亮選手 268 水野 あやか選手 221
8月14日 水野成祐プロチャレンジ 藤城 大輔選手 936 古河 直和選手 896 鵜澤 美香選手 875 落合 敏治選手 865 山田 ひろ子選手 825 藤城 大輔選手 239 鵜澤 美香選手 218
8月15日 フライデーチャレンジ 角野 彰彦選手 641 佐治 彰禧選手 632 大久保 公子選手 615 坂 忠明選手 597 中島 和宗選手 597
8月16日 田中亜実プロチャレンジ 安西 三好選手 912 鈴木 政男選手 903 吉野 弘子選手 886 上野 秀男選手 866 花島 裕子選手 854 鈴木 政男選手 257 花島 裕子選手 238
8月16日 田中亜実プロチャレンジ 古河 直和選手 972 鈴木 博選手 900 坂 忠明選手 893 新谷 健選手 851 鵜澤 美香選手 814 鈴木 博選手 277 鵜澤 美香選手 198
8月17日 ストライク杯 久米野 修一選手 952 小原 信久選手 934 山田 博選手 927 松丸 澄子選手 913 国司 兆子選手 857 久米野 修一選手 267 松丸 澄子選手 267
8月18日 荒木スタッフチャレンジ 加藤 敏選手 894 関 一昭選手 861 佐治 彰禧選手 857 長井 とみ子選手 848 久米野 修一選手 804 加藤 敏選手 247 広瀬 勝子選手 244
8月22日 フライデーチャレンジ 川合 隆治選手 756 坂 忠明選手 649 角野 彰彦選手 648 安西 三好選手 647 鷲山 京子選手 630
8月23日 清水弘子プロチャレンジ 中村 晴美選手 905 広瀬 勝子選手 904 勝田 弘子選手 873 森山 里香選手 855 小沢 洋二選手 847 関井 久男選手 258 森山 里香選手 244
8月23日 清水弘子プロチャレンジ 須藤 健太選手 951 中川 忠国選手 921 三堀 修選手 870 高井 正人選手 858 北田 貢治選手 856 新谷 健選手 276 藤田 恵選手 195
8月24日 北谷スタッフチャレンジ 上野 秀男選手 919 安西 三好選手 901 杉本 美代子選手 898 古河 直和選手 893 小林 浩選手 892 石丸 昭博選手 280 花島 裕子選手 235
8月25日 山賀昭子プロチャレンジ 田村 トシ子選手 889 佐治 彰禧選手 882 中島 和宗選手 882 広瀬 勝子選手 865 久米野 修一選手 848 粒針 三男／小澤 篤史 238 広瀬 勝子選手 207
8月29日 フライデーチャレンジ 大久保 三郎選手 664 坂 忠明選手 658 伊藤 和雄選手 589 鷲山 洋選手 571 加藤 敏選手 558
8月30日 佐藤秀樹プロチャレンジ 須田 信照選手 937 中島 和宗選手 884 石丸 昭博選手 875 本嶋 武朗選手 871 中村 晴美選手 848 須田 信照選手 278 広瀬 勝子/花島 裕子 204
8月30日 佐藤秀樹プロチャレンジ 桃井 敏夫選手 268 古河 直和選手 864 石井 和行選手 860 藤城 大輔選手 842 鵜澤 美香選手 841 桃井 敏夫選手 268 鵜澤 美香選手 224

平成２６年８月度 大会成績


