
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

2月1日 ダブルストライアスロン 渡辺・高地チーム 2044 坂・新谷チーム 2034 古河・鵜澤チーム 2025 土岐チーム 1980 勝田・杉本チーム 1949

2月2日 全員賞T/M 久米野 修一選手 988 加藤 敏選手 969 矢萩 幸一選手 936 山田 博選手 834 大久保 三郎選手 834
2月6日 フライデーチャレンジ 加藤 敏選手 690 安西 三好選手 688 川合 隆治選手 684 山野 清美選手 678 坂 忠明選手 676
2月7日 今泉プロチャレンジ（昼） 小原 信久選手 965 今村 雅彦選手 959 川合 隆治選手 951 小林 浩選手 891 鈴木 保男選手 879 小林 浩選手 268 花島 裕子選手 246
2月7日 今泉プロチャレンジ（夜） 鵜澤 美香選手 907 伊藤 暢選手 890 大橋 優太選手 878 富田 徴選手 875 坂 忠明選手 860 富田 徴選手 254 高橋 明恵選手 246
2月9日 瀧川スタッフチャレンジ 佐治 彰禧選手 959 加藤 敏選手 884 矢萩 幸一選手 882 上野 秀男選手 863 角野 彰彦選手 808 佐治 彰禧選手 235 山野 清美選手 191
2月13日 フライデーチャレンジ 川合 隆治選手 702 大久保 三郎選手 690 佐治 彰禧選手 650 上野 秀男選手 630 角野 彰彦選手 616
2月14日 水野プロチャレンジ（昼） 小林 浩選手 939 森山 里香選手 921 鈴木 政男選手 915 石川 勝美選手 904 石井 久仁子選手 894 小林 浩選手 246 森山 里香選手 235
2月14日 水野プロチャレンジ（夜） 鵜澤 美香選手 980 三堀 修選手 954 山田 泰弘選手 914 松丸 澄子選手 894 小原 信久選手 893 山田 泰弘選手 263 鵜澤 美香選手 236
2月15日 ストライク杯 鵜澤 美香選手 1013 新谷 健選手 993 中村 充宏選手 958 久米野 修一選手 947 鵜澤 湊斗選手 938 中村 充宏選手 288 鵜澤 美香選手 258
2月20日 フライデーチャレンジ 山田 博選手 660 荻原 一子選手 656 佐治 彰禧選手 647 杉本 美代子選手 640 勝田 弘子選手 624
2月21日 佐藤プロチャレンジ（昼） 川合 隆治選手 923 新谷 健選手 911 小原 信久選手 879 今村 雅彦選手 878 勝田 弘子選手 878 今村 雅彦選手 268 芳賀 裕美子選手 218
2月21日 佐藤プロチャレンジ（夜） 鵜澤 湊斗選手 946 古河 直和選手 911 石井 和行選手 855 山田 泰弘選手 849 山田 ひろ子選手 821 石井 和行選手 269 山田 ひろ子選手 178
2月23日 山賀プロチャレンジ 加藤 敏選手 931 久米野 修一選手 924 登藤 芳勝選手 916 上野 秀男選手 910 新居 慶子選手 892 加藤 敏選手 263 新居 慶子選手 217
2月27日 フライデーチャレンジ 加藤 敏選手 742 矢萩 幸一選手 677 田中 誠選手 671 山野 清美選手 642 大久保 三郎選手 636
2月28日 ダブルス大合戦 鵜澤チーム 2008 中村・川合チーム 1953 花島・小林チーム 1940 登藤・角野チーム 1924 鈴木チーム 1921

2月28日 檀原スタッフチャレンジ 鵜澤 湊斗選手 1022 古河 直和選手 972 新谷 健選手 959 山田 ひろ子選手 913 小原 信久選手 906 新谷 健選手 256 山田 ひろ子選手 225
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