
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4日 フライデーチャレンジ 山野 清美選手 709 加藤 敏選手 696 鷲山 京子選手 646 矢萩 幸一選手 631 伊藤 和雄選手 624
7月5日 佐藤秀樹プロチャレンジ 勝田 弘子選手 948 角野 彰彦選手 906 広瀬 勝子選手 891 今村 雅彦選手 881 小林 浩選手 873 今村 雅彦選手 268 広瀬 勝子選手 222
7月5日 佐藤秀樹プロチャレンジ 松丸 澄子選手 922 山田 泰弘選手 921 桃井 敏夫選手 880 鈴木 博選手 850 斉藤 ちか子選手 829 桃井 敏夫選手 236 松丸 澄子選手 252
7月6日 ダブルス・トライアスロン 近藤・小澤チーム 2028 坂・新谷チーム 2013 土岐チーム 1940 渡辺・高知尾チーム 1917 高地・土橋チーム 1877

7月7日 全員賞T/M 矢萩 幸一選手 889 佐治 彰禧選手 876 広瀬 勝子選手 852 登藤 芳勝選手 835 大久保 公子選手 831 矢萩 幸一選手 236 広瀬 勝子選手 235
7月11日 フライデーチャレンジ 坂 忠明選手 674 加藤 敏選手 668 上野 秀男選手 662 鷲山 京子選手 607 角野 彰彦選手 598
7月12日 今泉秀規プロチャレンジ 小林 浩選手 889 松丸 澄子選手 887 石井 久仁子選手 879 登藤 芳勝選手 875 鈴木 博選手 869 井口 正直選手 254 石井 久仁子選手 256
7月12日 今泉秀規プロチャレンジ 鈴木 博選手 907 古河 直和選手 858 小原 信久選手 857 伊藤 暢選手 850 新谷 健選手 832 鈴木 博選手 266 高橋 明恵選手 224
7月13日 ストライク杯 中島 和宗選手 953 小原 信久選手 899 小林 浩選手 879 久米野 修一選手 877 鈴木 秀洋選手 875 小原 信久選手 263 鵜澤 美香選手 237
7月14日 荒木スタッフチャレンジ 広瀬 勝子選手 862 久米野 修一選手 854 矢萩 幸一選手 854 関 一昭選手 853 登藤 芳勝選手 847 関井 久男選手 237 広瀬 勝子選手 267
7月18日 フライデーチャレンジ 鎌田 順子選手 715 須田 信照選手 656 角野 彰彦選手 626 土岐 政明選手 622 坂 忠明選手 608
7月19日 清水弘子プロチャレンジ 小林 浩選手 1019 小澤 愛選手 937 関井 久男選手 935 今村 雅彦選手 918 小沢 洋二選手 901 関井 久男選手 269 花島 裕子選手 255
7月19日 清水弘子プロチャレンジ 北田 貢治選手 935 須藤 健太選手 890 新谷 健選手 848 小原 信久選手 828 山本 周二選手 804 新谷 健選手 246 高井 正子選手 168
7月21日 水野成祐プロチャレンジ 関井 久男選手 874 小原 信久選手 864 藤田 進選手 857 田村 トシ子選手 855 三堀 修選手 850 関井 久男選手 258 藤田 恵選手 212
7月25日 フライデーチャレンジ 加藤 敏選手 712 川合 隆治選手 689 鷲山 京子選手 680 坂 忠明選手 662 矢萩 幸一選手 644
7月26日 北谷スタッフチャレンジ 今村 雅彦選手 981 鈴木 博選手 959 須田 信照選手 929 小林 浩選手 892 小原 信久選手 888 鈴木 博選手 278 花島 裕子選手 256
7月27日 サンデーモーニング 新谷 健選手 1029 新谷 健選手 1000 安西 三好選手 975 小林 浩選手 973 小林 浩選手 967 小林 浩選手 289
7月28日 山賀昭子プロチャレンジ 登藤 芳勝選手 938 関井 久男選手 914 矢萩 幸一選手 860 加藤 敏選手 851 広瀬 勝子選手 842 関井 久男選手 253 広瀬 勝子選手 213
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