
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

11月1日 今泉秀規プロチャレンジ 角野 彰彦選手 853 鈴木 秀洋選手 831 勝田 弘子選手 816 今村 雅彦選手 814 花島 裕子選手 810 小原 信久選手 226 花島 裕子選手 206
11月1日 今泉秀規プロチャレンジ 伊藤 暢選手 825 古河 直和選手 802 野村 誠選手 778 鵜澤 湊斗選手 760 鵜澤 美香選手 755 新谷 健選手 216 坂本 かや選手 200
11月2日 ダブルス・トライアスロン 坂・新谷チーム 1860 高橋チーム 1821 土岐チーム 1761 安西・澤井チーム 1748 高知尾・島田チーム 1733

11月3日 全員賞T/M 久米野 修一選手 868 長井 とみ子選手 857 杉本 美代子選手 842 小原 信久選手 815 古河 直和選手 789 久米野 修一選手 233 杉本 美代子選手 203
11月7日 フライデーチャレンジ 粒針 三男選手 714 加藤 敏選手 630 坂 忠明選手 622 矢萩 幸一選手 614 鷲山 洋選手 594
11月8日 檀原スタッフチャレンジ 安西 三好選手 834 小林 浩選手 833 石丸 昭博選手 824 勝田 弘子選手 824 小沢 洋二選手 815 石丸 昭博選手 229 花島 裕子選手 204
11月10日 瀧川スタッフチャレンジ 加藤 敏選手 850 今村 百子選手 817 関井 久男選手 815 杉本 美代子選手 807 広瀬 勝子選手 789 加藤 敏選手 226 広瀬 勝子選手 211
11月14日 フライデーチャレンジ 伊藤 和雄選手 628 大久保 三郎選手 598 山野 清美選手 587 関井 久男選手 586 坂 忠明選手 556
11月15日 ダブルス大合戦 小林・花島チーム 1838 今村チーム 1832 今村・大津山チーム 1813 勝田・杉本チーム 1784 小沢・菊田チーム 1761

11月16日 ストライク杯 鈴木 秀洋選手 805 小林 浩選手 803 登藤 芳勝選手 800 古河 直和選手 797 広瀬 勝子選手 795 古河 直和選手 211 鵜澤 美香選手 217
11月17日 水野成祐プロチャレンジ 広瀬 勝子選手 891 関井 久男選手 857 小沢 洋二選手 835 矢萩 幸一選手 834 国司 兆子選手 825 関井 久男選手 258 広瀬 勝子選手 231
11月21日 フライデーチャレンジ 角野 彰彦選手 660 山田 博選手 611 加藤 敏選手 582 伊藤 和雄選手 575 須田 信照選手 568
11月22日 荒木スタッフチャレンジ 小林 浩選手 924 今村 雅彦選手 876 鈴木 マリ子選手 869 花島 裕子選手 827 勝田 弘子選手 824 小林 浩/小原 信久 246 花島 裕子選手 222
11月23日 ダブルス・トライアスロン 吉野チーム 1901 尾北・小沢チーム 1882 鵜澤・古河チーム 1849 近藤・鈴木チーム 1753 杉本・勝田チーム 1738

11月24日 山賀昭子プロチャレンジ 小原 信久選手 910 長井 とみ子選手 883 岩田 茂子選手 868 角野 彰彦選手 842 浜田 多津子選手 781 小原 信久選手 266 長井 とみ子選手 209
11月28日 フライデーチャレンジ 川合 隆治選手 649 山田 博選手 638 佐治 彰禧選手 611 登藤 芳勝選手 603 伊藤 和雄選手 584
11月29日 コカ・コーラ杯 大津山 勉選手 892 鈴木 保男選手 828 鈴木 秀洋選手 824 角野 彰彦選手 821 須田 信照選手 820 大津山 勉選手 236 広瀬 勝子選手 201
11月30日 サンデーモーニング 上野 秀男選手 925 小嶋 秀夫選手 914 小嶋 秀夫選手 883 杉本 美代子選手 857 新谷 健選手 856 小林 浩選手 275
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