
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

1月2日 新春初投げグルメ杯 小原 信久選手 1454 新谷 健選手 1407 坂 忠明選手 1394 有馬 寛選手 1380 古河 直和選手 1367 有馬 寛選手 300 鵜澤 美香選手 212
1月3日 新春SPダブルストライアスロン 古河・鵜澤チーム 2884 坂・新谷チーム 2870 二宮チーム 2787 花島・小林チーム 2703 湊斗・久米野チーム 2703

1月4日 ストライク杯 近藤 克彦選手 999 上野 秀男選手 989 矢萩 幸一選手 988 小林 浩選手 970 松丸 澄子選手 961
1月5日 全員賞T/M 上野 秀男選手 939 杉本 美代子選手 933 大久保 三郎選手 884 広瀬 勝子選手 868 久米野 修一選手 866
1月9日 フライデーチャレンジ 佐治 彰禧選手 686 加藤 敏選手 685 坂 忠明選手 684 山田 博選手 672 上野 秀男選手 653
1月10日 今泉プロチャレンジ（昼） 小林 浩選手 980 花島 裕子選手 944 国司 兆子選手 929 杉本 美代子選手 916 今村 雅彦選手 915 北谷 暢隆選手 250 花島 裕子選手 246
1月10日 今泉プロチャレンジ（夜） 鵜澤 美香選手 970 新谷 健選手 949 伊藤 暢選手 937 鈴木 博選手 924 小原 信久選手 919 今泉 けんじ選手 258 鵜澤 美香選手 237
1月12日 瀧川スタッフチャレンジ 新谷 健選手 937 上野 秀男選手 936 久米野 修一選手 920 矢萩 幸一選手 916 鈴木 マリ子選手 910 上野 秀男選手 257 広瀬 勝子選手 210
1月16日 フライデーチャレンジ 加藤 敏選手 745 粒針 三男選手 702 小峰 千代子選手 660 関井 久男選手 638 伊藤 和雄選手 634
1月17日 ダブルス大合戦 小沢・菊田チーム 2005 広瀬・鈴木チーム 1999 湊斗・美香チーム 1992 上野・小嶋チーム 1974 博・郁菜チーム 1946

1月19日 荒木スタッフチャレンジ 久米野 修一選手 1019 加藤 敏選手 977 上野 秀男選手 961 矢萩 幸一選手 960 勝田 弘子選手 882 久米野 修一選手 259 鈴木 マリ子選手 196
1月23日 フライデーチャレンジ 矢萩 幸一選手 728 山田 博選手 696 大久保 三郎選手 687 川合 隆治選手 686 加藤 敏選手 651
1月24日 檀原スタッフチャレンジ 安西 三好選手 953 土屋 千代子選手 883 小原 信久選手 876 今村 雅彦選手 876 鈴木 保男選手 874 今村 雅彦選手 242 広瀬 勝子選手 199
1月26日 山賀プロチャレンジ 加藤 敏選手 977 久米野 修一選手 940 上野 秀男選手 920 石井 久仁子選手 905 鈴木 政男選手 889 加藤 敏選手 257 石井 久仁子選手 226
1月30日 フライデーチャレンジ 加藤 敏選手 770 矢萩 幸一選手 696 矢萩 由夏選手 683 清水 安子選手 654 大津山 勉選手 652
1月31日 佐藤プロチャレンジ（昼） 小林 浩選手 1015 今村 雅彦選手 965 新谷 健選手 923 今村 隆明選手 879 鈴木 政男選手 869 小林 浩選手 296 芳賀 裕美子選手 207
1月31日 佐藤プロチャレンジ（夜） 鵜澤 美香選手 938 古河 直和選手 914 佐藤 真由美選手 893 山本 周二選手 816 芳賀 裕美子選手 813 古河 直和選手 255 鵜澤 美香選手 249

平成２7年1月度 大会成績


