
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

9月1日 全員賞T/M 久米野 修一選手 950 小沢 洋二選手 945 佐治 彰禧選手 907 矢萩 幸一選手 876 山野 清美選手 834 新谷 健選手 268 長井 とみ子選手 201
9月5日 フライデーチャレンジ 矢萩 幸一選手 680 渡辺 一臣選手 670 鷲山 京子選手 659 須田 信照選手 641 伊藤 和雄選手 633
9月6日 瀧川スタッフチャレンジ 新谷 健選手 930 小林 浩選手 848 勝田 弘子選手 829 今村 雅彦選手 827 鈴木 政男選手 824 小林 浩選手 266 山野 清美選手 203
9月7日 ダブルス・トライアスロン 鈴木チーム 1942 古河・鵜澤チーム 1935 湊斗・久米野チーム 1908 島田・小澤チーム 1895 鈴木・三上チーム 1882

9月8日 北谷スタッフチャレンジ 久米野 修一選手 978 矢萩 幸一選手 892 長井 とみ子選手 863 勝田 弘子選手 851 加藤 敏選手 839 久米野 修一選手 266 長井 とみ子選手 198
9月12日 フライデーチャレンジ 坂 忠明選手 730 佐治 彰禧選手 666 安西 三好選手 644 上野 秀男選手 619 大久保 三郎選手 594
9月13日 今泉秀規プロチャレンジ 今村 雅彦選手 925 花島 裕子選手 907 小林 浩選手 871 登藤 芳勝選手 865 二宮 誠選手 856 今村 雅彦選手 257 花島 裕子選手 259
9月13日 今泉秀規プロチャレンジ 鈴木 博選手 988 山本 周二選手 880 山下 マリー選手 879 伊藤 明里子選手 864 鵜澤 美香選手 849 鈴木 博選手 258 小柳 未栄子選手 232
9月14日 ストライク杯 小林 浩選手 939 坂本 かや選手 922 久米野 修一選手 839 安西 三好選手 832 古河 直和選手 830 小林 浩選手 295 坂本 かや選手 237
9月15日 ダブルス・トライアスロン 鈴木・近藤チーム 2076 高橋チーム 1918 広瀬・鈴木チーム 1887 湊斗・久米野チーム 1846 坂・新谷チーム 1845

9月19日 フライデーチャレンジ 川合 隆治選手 696 坂 忠明選手 661 鷲山 洋選手 658 加藤 敏選手 635 矢萩 幸一選手 618
9月20日 清水弘子プロチャレンジ 杉本 美代子選手 907 新谷 健選手 884 小峰 千代子選手 869 小沢 洋二選手 847 藤田 恵選手 821 新谷 健選手 245 花島 裕子選手 244
9月22日 荒木スタッフチャレンジ 登藤 芳勝選手 855 長井 とみ子選手 855 勝田 弘子選手 855 久米野 修一選手 846 山野 清美選手 839 久米野 修一選手 242 勝田 弘子選手 194
9月23日 檀原スタッフチャレンジ 加藤 敏選手 902 杉本 美代子選手 883 小原 信久選手 876 小峰 千代子選手 875 関井 久男選手 868 新谷 健選手 300 杉本 美代子/鵜澤 美香 213
9月26日 フライデーチャレンジ 中島 和宗選手 756 加藤 敏選手 719 川合 隆治選手 681 鷲山 京子選手 659 田中 誠選手 648
9月27日 佐藤秀樹プロチャレンジ 花島 裕子選手 891 勝田 弘子選手 870 今村 隆明選手 866 登藤 芳勝選手 864 矢萩 幸一選手 854 関井 久男選手 245 花島 裕子選手 232
9月27日 佐藤秀樹プロチャレンジ 鵜澤 美香選手 915 小原 信久選手 870 松丸 澄子選手 845 桃井 敏夫選手 832 木嶋 武朗選手 799 木嶋 武朗選手 259 松丸 澄子選手 253
9月29日 山賀昭子プロチャレンジ 加藤 敏選手 911 新谷 健選手 863 関井 久男選手 847 角野 彰彦選手 844 小沢 洋二選手 839 新谷 健選手 238 石井 久仁子選手 213
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