
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

7月3日 プレゼンテーションニューメンテ 山野 清美選手 605 川合 隆治選手 567 加藤 敏選手 553 伊藤 和雄選手 526 粒針 三男選手 513
7月4日 今泉プロチャレンジ(昼) 坂本 かや選手 863 土岐 政明選手 839 杉本 美代子選手 836 須田 信照選手 821 村井 繁選手 808 今村 雅彦選手 241 国司 兆子選手 218
7月4日 今泉プロチャレンジ(夜) 坂本 就馬選手 828 山田 ひろ子選手 816 坂 忠明選手 814 伊藤 明里子選手 814 坂本 かや選手 805 新谷 健選手 247 坂本 かや選手 197
7月5日 ダブルストラアスロン 渡辺・近藤チーム 1934 関井・小峰チーム 1792 高地・土橋チーム 1776 高知尾・小沢チーム 1701 坂・新谷チーム 1684

7月6日 ミニドリンク杯 長井 とみ子選手 618 今村 百子選手 591 勝田 弘子選手 577 山田 博選手 554 久米野 修一選手 543
7月10日 フライデーチャレンジ 登藤 芳勝選手 637 須田 信照選手 635 山田 博選手 633 佐治 彰禧選手 618 角野 彰彦選手 609 山田 博選手 244 鷲山 京子選手 189
7月11日 全員賞T/M 杉本 美代子選手 867 角野 彰彦選手 843 小林 浩選手 821 勝田 弘子選手 817 小原 信久選手 772
7月12日 ダブルストラアスロン 関井・小峰チーム 1770 広瀬・鈴木チーム 1719 花島・小林チーム 1690 土岐チーム 1671 勝田・杉本チーム 1671

7月13日 ノーミスチャレンジT/M 長井 とみ子選手 657 杉本 美代子選手 576 勝田 弘子選手 568 今村 百子選手 555 山田 博選手 551
7月17日 フライデートーナメント 鷲山 京子選手 664 藤本 由夏選手 625 勝田 弘子選手 625 矢萩 幸一選手 611 山野 清美選手 610 矢萩 幸一選手 232 鷲山 京子選手 206
7月18日 吉田スタッフチャレンジ 吉田 喜治選手 831 今村 雅彦選手 818 小林 浩選手 814 広瀬 勝子選手 795 土岐 政明選手 792 土岐 政明選手 214 広瀬 勝子選手 225
7月19日 ストライク杯 桃井 敏夫選手 865 伊藤 和雄選手 855 鵜澤 美香選手 841 杉本 美代子選手 822 高田 郁菜選手 805 桃井 敏夫選手 220 松丸 澄子選手 219
7月20日 高井プロ誕生記念大会(合算集計) 須田 信照選手 845 鈴木 秀洋選手 829 杉本 美代子選手 821 鵜澤 美香選手 819 須田 信照選手 817 山田 泰弘選手 231 杉本 美代子選手 237
7月24日 フライデーチャレンジ 関井 久男選手 654 勝田 弘子選手 632 大久保 公子選手 630 山田 博選手 620 鷲山 京子選手 610 関井 久男選手 242 勝田 弘子選手 176
7月25日 ７月度マンスリーチャンピオン戦 鵜澤 美香選手 関井 久男選手 小林 浩選手 今村 雅彦選手 登藤 芳勝選手 今村 雅彦選手 253 鵜澤 美香選手 183
7月27日 山賀プロチャレンジ 関井 久男選手 809 岩田 茂子選手 796 今村 百子選手 792 登藤 芳勝選手 791 須田 信照選手 779 関井 久男選手 222 岩田 茂子選手 203
7月31日 フライデートーナメント 加藤 敏選手 661 伊藤 和雄選手 644 大久保 三郎選手 604 山野 清美選手 586 角野 彰彦選手 584
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