
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

6月1日 ダブルス・トライアスロン 上野・小嶋チーム 1911 澤井・安西チーム 1892 小山・広瀬チーム 1890 高知尾・近藤チーム 1866 渡辺・島田チーム 1827

6月2日 全員賞T/M 広瀬 勝子選手 894 今村 百子選手 802 山田 博選手 800 長井 とみ子選手 797 山野 清美選手 785 山田 博選手 200 広瀬 勝子選手 214
6月6日 フライデーチャレンジ 矢萩 幸一選手 691 粒針 三男選手 659 角野 彰彦選手 600 安西 三好選手 598 佐治 彰禧選手 593
6月7日 北谷スタッフチャレンジ 関井 久男選手 898 小林 浩選手 881 新谷 健選手 877 土屋 千代子選手 853 加藤 敏選手 852 関井 久男選手 256 広瀬 勝子選手 214
6月9日 清宮スタッフチャレンジ 角野 彰彦選手 881 佐治 彰禧選手 874 関井 久男選手 845 山野 清美選手 828 今村 百子選手 828 関井 久男選手 268 広瀬 勝子選手 221
6月13日 フライデーチャレンジ 土岐 政明選手 633 鷲山 京子選手 632 坂 忠明選手 628 佐治 彰禧選手 626 矢萩 幸一選手 621
6月14日 今泉秀規プロチャレンジ 杉本 美代子選手 871 二宮 明美選手 864 今村 百子選手 864 国司 兆子選手 855 鈴木 博選手 844 鈴木 博選手 214 国司 兆子選手 236
6月14日 今泉秀規プロチャレンジ 坂本 かや選手 867 鵜澤 湊斗選手 862 鵜澤 美香選手 851 新谷 健選手 849 山田 ひろ子選手 837 新谷 健選手 237 川嶋 ゆりこ選手 236
6月15日 ストライク杯 安西 三好選手 853 久米野 修一選手 844 原田 利男選手 823 鈴木 マリ子選手 821 国司 兆子選手 800 安西 三好選手 233 花島 裕子選手 202
6月16日 水野成祐プロチャレンジ 関井 久男選手 910 粒針 三男選手 888 森山 里香選手 874 中島 和宗選手 855 矢萩 幸一選手 825 粒針 三男選手 255 森山 里香選手 234
6月20日 フライデーチャレンジ 矢萩 幸一選手 738 坂 忠明選手 700 加藤 敏選手 668 関井 久男選手 630 山野 清美選手 599
6月21日 佐藤秀樹プロチャレンジ 鈴木 博選手 893 小峰 千代子選手 888 中島 和宗選手 818 佐治 彰禧選手 816 勝田 弘子選手 815 鈴木 博選手 245 小峰 千代子選手 231
6月22日 檀原スタッフチャレンジ 加藤 敏選手 863 鈴木 秀洋選手 846 小林 浩選手 830 鈴木 博選手 822 中島 和宗選手 820 加藤 敏選手 243 広瀬 勝子選手 220
6月23日 瀧川スタッフチャレンジ 矢萩 幸一選手 867 小峰 千代子選手 865 長井 とみ子選手 862 佐治 彰禧選手 854 山野 清美選手 842 関井 久男選手 255 勝田 弘子選手 205
6月27日 フライデーチャレンジ 須田 信照選手 707 鷲山 京子選手 646 上野 秀男選手 606 鷲山 洋選手 602 加藤 敏選手 596
6月28日 清水弘子プロチャレンジ 鈴木 博選手 928 杉本 美代子選手 906 小林 浩選手 903 新谷 健選手 870 花島 裕子選手 868 鈴木 博選手 255 花島 裕子選手 245
6月28日 清水弘子プロチャレンジ 三堀 修選手 834 木村 清弘選手 816 小原 信久選手 768 藤田 恵選手 765 北田 貢治選手 764 三堀 修選手 244 藤田 恵選手 203
6月30日 山賀昭子プロチャレンジ 鈴木 光代選手 854 新居 慶子選手 846 長井 とみ子選手 843 土屋 千代子選手 833 勝田 弘子選手 825 加藤 敏選手 233 新居 慶子選手 223
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