
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

12月1日 全員賞T/M 関井 久男選手 819 今村 百子選手 815 上野 秀男選手 806 佐治 彰禧選手 785 長井 とみ子選手 763 関井 久男選手 226 長井 とみ子選手 205
12月5日 フライデーチャレンジ 坂 忠明選手 615 田中 誠選手 574 伊藤 和雄選手 573 鷲山 洋選手 541 山野 清美選手 540
12月6日 今泉プロチャレンジ(昼) 国司 兆子選手 850 鈴木 マリ子選手 807 須田 信照選手 803 勝田 弘子選手 799 川合 隆治選手 792 馬場 清司選手 257 国司 兆子選手 190
12月6日 今泉プロチャレンジ(夜) 鵜澤 美香選手 876 鈴木 博選手 820 山本 周二選手 804 古河 直和選手 782 山田 ひろ子選手 781 大塚選手 233 鵜澤 美香選手 211
12月7日 ダブルス・トライアスロン 田中・榊チーム 1778 久米野・郁菜チーム 1768 高橋チーム 1762 鈴木・中島チーム 1749 安西・菊田チーム 1741

12月12日 フライデーチャレンジ 関井 久男選手 655 山田 博選手 608 須田 信照選手 599 金子 聡子選手 598 山野 清美選手 565
12月13日 水野プロチャレンジ(昼) 小原 信久選手 861 花島 裕子選手 851 須田 信照選手 829 土屋 千代子選手 828 藤本 安章選手 825 須田 信照選手 256 花島 裕子選手 226
12月13日 水野プロチャレンジ(夜) 鵜澤 美香選手 958 藤城 大輔選手 955 三堀 修選手 891 藤田 恵選手 873 藤田 進選手 869 藤城大輔/三堀修 257 鵜澤 美香選手 227
12月14日 会員年会費無料T/M 小柳 晃二選手 890 国司 兆子選手 856 伊藤 暢選手 836 中島 和宗選手 835 小原 信久選手 834 高知尾 政明選手 225 国司 兆子選手 187
12月15日 荒木スタッフチャレンジ 関 一昭選手 897 山野 清美選手 831 鈴木 政男選手 822 矢萩 幸一選手 786 国司 兆子選手 785 久米野 修一選手 243 山野 清美選手 191
12月19日 フライデーチャレンジ 大久保 三郎選手 647 角野 彰彦選手 613 鷲山 洋選手 612 山田 博選手 610 川合 隆治選手 601
12月20日 佐藤プロチャレンジ(昼) 関井 久男選手 922 小林 浩選手 855 角野 彰彦選手 836 中村 晴美選手 825 新谷 健選手 817 小林 浩選手 251 広瀬 勝子選手 232
12月20日 佐藤プロチャレンジ(夜) 古河 直和選手 848 鵜澤 美香選手 846 鵜澤 湊斗選手 791 鈴木 博選手 775 高田 郁菜選手 766 鈴木 博選手 242 鵜澤 美香選手 203
12月21日 ストライク杯 鈴木 秀洋選手 815 鈴木 マリ子選手 793 鵜澤 美香選手 789 国司 兆子選手 787 鈴木 保男選手 786 小林 浩選手 220 鵜澤 美香選手 188
12月22日 瀧川スタッフチャレンジ 関井 久男選手 849 北谷 暢隆選手 849 長井 とみ子選手 834 小峰 千代子選手 829 矢萩 幸一選手 807 北谷 暢隆選手 248 小峰 千代子選手 194
12月23日 天皇誕生日杯 中村 晴美選手 892 角野 彰彦選手 834 国司 兆子選手 804 鈴木 政男選手 786 矢萩 幸一選手 773 中村 晴美選手 245 国司 兆子選手 182
12月26日 フライデーチャレンジ 坂 忠明選手 619 加藤 敏選手 613 山田 博選手 571 角野 彰彦選手 567 鷲山 洋選手 566
12月27日 檀原スタッフチャレンジ 小林 浩選手 950 鈴木 政男選手 925 古河 直和選手 896 広瀬 勝子選手 892 今村 雅彦選手 878 新谷 健選手 266 花島 裕子選手 236
12月28日 ダブルス大合戦 古河・鵜澤チーム 2033 新谷・坂チーム 2003 安西・澤井チーム 1899 中島・鈴木チーム 1887 湊斗・郁菜チーム 1856

12月29日 清宮スタッフチャレンジ 久米野 修一選手 992 古河 直和選手 914 藤本 安章選手 876 上野 秀男選手 844 長井 とみ子選手 831 古河 直和選手 258 広瀬 勝子選手 193
12月30日 スーパースタッフ４人抜きチャレンジ 渡邉 淳一選手 1246 古河 直和選手 1187 坂 忠明選手 1179 鈴木 博選手 1178 桃井 敏夫選手 1139 鈴木 博選手 289 高田 郁菜選手 230
12月31日 年末マラソンボウリング 伊藤 暢選手 3280 高知尾 政明選手 3264 坂本 就馬選手 3234 古河 直和選手 3222 吉野 裕二選手 3155
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