
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

5月2日 フライデーチャレンジ 新谷 健選手 772 坂 忠明選手 749 上野 秀男選手 729 大久保 三郎選手 724 土岐 政明選手 719
5月3日 今泉秀規プロチャレンジ 土屋 千代子選手 895 小林 浩選手 888 関井 久男選手 868 小山 行雄選手 859 杉本 美代子選手 859 関井 久男選手 257 花島 裕子選手 234
5月3日 今泉秀規プロチャレンジ 前田 卓児選手 928 新谷 健選手 888 坂本 かや選手 865 山田 泰弘選手 837 坂 忠明選手 826 前田 卓児選手 241 坂本 かや選手 223
5月4日 金城愛乃プロチャレンジ 石丸 昭博選手 883 鈴木 政男選手 877 小原 信久選手 868 関井 久男選手 866 小山 行雄選手 851 石丸 昭博選手 255 小澤 愛選手 221
5月4日 金城愛乃プロチャレンジ 鈴木 博選手 980 久米野 修一選手 852 山中 拓也選手 844 秋葉 貴由選手 820 斉藤 翼選手 813 鈴木 博選手 267 大森 美麟選手 174
5月5日 きみけんカップ 吉野 貴宣選手 1423 小林 稔選手 1393 久米野 修一選手 1376 服部 裕一郎選手 1357 有賀 政道選手 1356 小林 稔選手 300 荒木 麻由選手 246
5月6日 北谷スタッフチャレンジ 関井 久男選手 916 小峰 千代子選手 874 鈴木 政男選手 867 小山 行雄選手 846 横町 智史選手 839 関井 久男選手 256 小峰 千代子選手 266
5月9日 フライデーチャレンジ 矢萩 幸一選手 740 上野 秀男選手 694 加藤 敏選手 678 佐治 彰禧選手 678 鎌田 順子選手 669
5月10日 田中亜実プロチャレンジ 松丸 澄子選手 884 杉本 美代子選手 869 小林 浩選手 860 広瀬 勝子選手 860 今村 雅彦選手 850 石丸 昭博選手 250 広瀬 勝子選手 239
5月10日 田中亜実プロチャレンジ 新谷 健選手 904 渡辺 佳明選手 868 山田 泰弘選手 823 鈴木 博選手 794 小原 信久選手 789 新谷 健選手 249 山田 ひろ子選手 726
5月11日 ダブルス・トライアスロン 鈴木・広瀬チーム 1970 坂・新谷チーム 1923 上野・小嶋チーム 1910 勝田・杉本チーム 1882 鈴木・三上チーム 1829

5月12日 水野成祐プロチャレンジ 小原 信久選手 913 関井 久男選手 886 松丸 澄子選手 876 鈴木 政男選手 866 角野 彰彦選手 857 小原 信久選手 247 松丸 澄子選手 245
5月16日 フライデーチャレンジ 加藤 敏選手 719 坂 忠明選手 675 上野 秀男選手 667 角野 彰彦選手 666 関井 久男選手 640
5月17日 ダブルス大合戦 今村チーム 1921 新谷・坂チーム 1891 上野・小嶋チーム 1869 杉本・勝田チーム 1849 小山・広瀬チーム 1838

5月18日 ストライク杯 坂本 就馬選手 941 鵜澤 美香選手 884 広瀬 勝子選手 869 安西 三好選手 866 原田 照子選手 865 坂本 就馬選手 259 鵜澤 美香選手 223
5月19日 荒木スタッフチャレンジ 小原 信久選手 902 小峰 千代子選手 871 加藤 敏選手 858 関 一昭選手 847 杉本 美代子選手 835 小原 信久選手 256 小峰 千代子選手 230
5月23日 フライデーチャレンジ 佐治 彰禧選手 698 坂 忠明選手 689 伊藤 和雄選手 651 山野 清美選手 644 上野 秀男選手 615
5月24日 佐藤秀樹プロチャレンジ 加藤 敏選手 902 鈴木 秀洋選手 877 小原 信久選手 863 関井 久男選手 861 小峰 千代子選手 835 関井 久男選手 236 広瀬 勝子選手 216
5月24日 佐藤秀樹プロチャレンジ 桃井 敏夫選手 872 松丸 澄子選手 864 鈴木 博選手 825 山田 ひろ子選手 809 中島 和宗選手 784 桃井 敏夫選手 234 松丸 澄子選手 222
5月25日 サンデーモーニング 坂 忠明選手 949 鵜澤 美香選手 932 新谷 健選手 902 鵜澤 美香選手 896 角野 彰彦選手 890 新谷 健選手 259
5月26日 山賀昭子プロチャレンジ 小峰 千代子選手 923 粒針 三男選手 919 長井 とみ子選手 851 今村 百子選手 831 角野 彰彦選手 830 関井 久男選手 246 小峰 千代子選手 235
5月30日 フライデーチャレンジ 佐治 彰禧選手 700 鷲山 洋選手 637 上野 秀男選手 613 矢萩 幸一選手 604 伊藤 和雄選手 587
5月31日 清水弘子プロチャレンジ 有馬 寛選手 907 中村 晴美選手 902 広瀬 勝子選手 896 中島 和宗選手 879 新谷 健選手 870 有馬 寛選手 279 広瀬 勝子選手 232
5月31日 清水弘子プロチャレンジ 三堀 修選手 831 小出 佳代子選手 822 北田 貢治選手 805 藤田 侑希選手 803 鈴木 博選手 772 三堀 修選手 253 小出 佳代子選手 216
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