
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

4月4日 フライデーチャレンジ 加藤 敏選手 651 渡辺 一臣選手 650 登藤 芳勝選手 647 角野 彰彦選手 634 上野 秀男選手 613
4月5日 今泉秀規プロチャレンジ 須田 信照選手 990 松丸 澄子選手 972 花島 裕子選手 943 小林 浩選手 916 鈴木 政男選手 855 須田 信照選手 277 松丸 澄子選手 256
4月5日 今泉秀規プロチャレンジ 新谷 健選手 933 富田 微選手 930 山本 周二選手 848 坂 忠明選手 842 伊藤 暢選手 837 新谷 健選手 252 高橋 怜花選手 225
4月6日 ダブルス・トライアスロン 高橋･横町チーム 1918 上野・小嶋チーム 1913 土岐チーム 1867 坂・新谷チーム 1849 渡辺・瀧川チーム 1828

4月7日 全員賞T/M 長井 とみ子選手 883 鈴木 マリ子選手 837 今村 百子選手 832 矢萩 幸一選手 827 寺田 和子選手 813 矢萩 幸一選手 227 広瀬 勝子選手 202
4月11日 フライデーチャレンジ 角野 彰彦選手 698 渡辺 一臣選手 680 矢萩 幸一選手 675 加藤 敏選手 664 鷲山 京子選手 659
4月12日 田中亜実プロチャレンジ 今村 百子選手 913 関井 久男選手 907 坂本 弘選手 895 小山 行雄選手 877 角野 彰彦選手 873 坂本 弘選手 268 杉本 美代子選手 233
4月12日 田中亜実プロチャレンジ 関 一昭選手 825 久米野 修一選手 804 鈴木 博選手 803 鵜澤 湊斗選手 797 山本 周二選手 770 関 一昭選手 236
4月13日 ミニマラソン大会 粒針 三男選手 1319 小沢 洋二選手 1318 中島 和宗選手 1291 土岐 政明選手 1249 高知尾 政明選手 1219 土岐 政明選手 245 鵜澤 美香選手 202
4月14日 荒木スタッフチャレンジ 鈴木 政男選手 889 勝田 弘子選手 887 広瀬 勝子選手 886 瀧川 恵介選手 852 今村 百子選手 843 鈴木 政男選手 278 広瀬 勝子選手 247
4月18日 フライデーチャレンジ 粒針 三男選手 691 鷲山 洋選手 664 大久保 三郎選手 663 角野 彰彦選手 647 加藤 敏選手 630
4月19日 北谷スタッフチャレンジ 坂本 弘選手 1020 鈴木 博選手 946 鵜澤 美香選手 940 安西 三好選手 919 花島 裕子選手 899 坂本 弘選手 279 花島 裕子選手 223
4月20日 ストライク杯 山本 周二選手 920 広瀬 勝子選手 904 坂本 就馬選手 885 田中 公一選手 866 鈴木 マリ子選手 849 山本 周二選手 256 広瀬 勝子選手 224
4月21日 清水弘子プロチャレンジ 長井 とみ子選手 851 佐治 彰禧選手 827 森山 里香選手 815 瀧川 恵介選手 811 杉本 美代子選手 810 関井 久男選手 237 森山 里香選手 209
4月25日 フライデーチャレンジ 上野 秀男選手 717 加藤 敏選手 713 鷲山 洋選手 643 山野 清美選手 615 大久保 三郎選手 606
4月26日 ダブルス大合戦 澤井・安西チーム 2035 上野・小嶋チーム 2007 広瀬・小山チーム 1928 勝田・杉本チーム 1828 鈴木チーム 1766

4月27日 サンデーモーニング 関井 久男選手 983 薮田 勝久選手 947 鈴木 博選手 939 鵜澤 美香選手 925 坂 忠明選手 915 薮田 勝久選手 289
4月28日 山賀昭子プロチャレンジ 岩田 茂子選手 844 久米野 修一選手 824 新居 慶子選手 814 寺田 和子選手 809 広瀬 勝子選手 806 堀越 あきら選手 243 広瀬 勝子選手 228
4月29日 清宮スタッフチャレンジ 鈴木 博選手 1002 松丸 澄子選手 975 吉野 裕二選手 963 瀧川 恵介選手 938 小山 行雄選手 936 吉野 裕二選手 278 松丸 澄子選手 239
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