
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

10月3日 フライデーチャレンジ 矢萩 幸一選手 676 佐治 彰禧選手 657 山田 博選手 650 鷲山 京子選手 636 小峰 千代子選手 618
10月4日 今泉秀規プロチャレンジ 新谷 健選手 848 川合 隆治選手 810 小峰 千代子選手 802 小原 信久選手 787 小沢 洋二選手 780 新谷 健選手 238 小峰 千代子/松丸 澄子 201
10月4日 今泉秀規プロチャレンジ 前田 寛子選手 825 高橋 正巳選手 800 野村 誠選手 799 前田 卓児選手 758 水口 広記選手 757 高橋 正巳選手 234 高橋 明恵選手 179
10月5日 ダブルス・トライアスロン 高地・近藤チーム 1798 勝田・杉本チーム 1759 高知尾・小澤チーム 1737 鈴木・三上チーム 1699 島田・土橋チーム 1687

10月6日 全員賞T/M 矢萩 幸一選手 833 長井 とみ子選手 833 角野 彰彦選手 798 久米野 修一選手 797 佐治 彰禧選手 788 矢萩 幸一選手 254 長井 とみ子選手 178
10月10日 フライデーチャレンジ 山田 博選手 715 角野 彰彦選手 641 渡辺 一臣選手 608 大久保 三郎選手 604 小野 幸成選手 576
10月11日 檀原スタッフチャレンジ 中島 和宗選手 912 小峰 千代子選手 851 佐治 彰禧選手 834 鈴木 政男選手 830 小林 浩選手 812 中島 和宗選手 245 広瀬 勝子選手 208
10月13日 ダブルス・トライアスロン 鈴木・近藤チーム 1994 湊斗・久米野チーム 1855 上野・小嶋チーム 1820 安西・沢井チーム 1803 坂・新谷チーム 1763

10月17日 フライデーチャレンジ 山田 博選手 656 鷲山 洋選手 653 上野 秀男選手 592 佐治 彰禧選手 583 角野 彰彦選手 583
10月18日 瀧川スタッフチャレンジ 鈴木 博選手 933 清宮 弘幸選手 926 小林 浩選手 864 須田 信照選手 863 今村 隆明選手 843 須田 信照選手 267 広瀬 勝子選手 201
10月19日 ストライク杯 古河 直和選手 944 鵜澤 美香選手 911 国司 兆子選手 906 山田 博選手 894 久米野 修一選手 893 古河 直和選手 279 鵜澤 美香選手 244
10月20日 荒木スタッフチャレンジ 勝田 弘子選手 837 角野 彰彦選手 832 長井 とみ子選手 815 関井 久男選手 801 関 一昭選手 798 関 一昭選手 224 広瀬 勝子選手 190
10月24日 フライデーチャレンジ 安西 三好選手 667 佐治 彰禧選手 631 矢萩 幸一選手 619 川合 隆治選手 614 関井 久男選手 581
10月25日 北谷スタッフチャレンジ 国司 兆子選手 871 須田 信照選手 846 山野 清美選手 837 角野 彰彦選手 834 小沢 洋二選手 824 関井 久男選手 240 国司 兆子選手 223
10月27日 山賀昭子プロチャレンジ 小峰 千代子選手 900 長井 とみ子選手 861 角野 彰彦選手 835 関井 久男選手 816 鈴木 光代選手 814 吉田 喜治選手 234 小峰 千代子選手 206
10月31日 フライデーチャレンジ 坂 忠明選手 664 山田 博選手 623 関井 久男選手 621 角野 彰彦選手 616 小峰 千代子選手 614
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