
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

3月2日 全員賞T/M 矢萩 幸一選手 945 大久保 公子選手 877 佐治 彰禧選手 865 今村 百子選手 861 上野 秀男選手 854
3月6日 フライデーチャレンジ 加藤 敏選手 671 鷲山 京子選手 664 川合 隆治選手 651 大久保 三郎選手 644 山野 清美選手 631
3月7日 ダブルス大合戦 鵜澤チーム 1991 広瀬・小沢チーム 1950 安西・菊田チーム 1909 今村チーム 1836 鈴木チーム 1772

3月8日 檀原スタッフチャレンジ 鵜澤 美香選手 945 新谷 健選手 931 古河 直和選手 914 鈴木 博選手 839 島田 慶明選手 833 新谷 健選手 277 鵜澤 美香選手 228
3月9日 瀧川スタッフチャレンジ 大久保 公子選手 839 杉本 美代子選手 834 新谷 健選手 821 上野 秀男選手 821 関井 久男選手 802 関井 久男選手 227 杉本 美代子選手 207
3月13日 フライデーチャレンジ 加藤 敏選手 735 勝田 弘子選手 698 佐治 彰禧選手 691 伊藤 和雄選手 681 山野 清美選手 633
3月14日 今泉プロチャレンジ（昼） 新谷 健選手 970 矢萩 幸一選手 885 坂本 就馬選手 875 今村 雅彦選手 864 角野 彰彦選手 860 新谷 健選手 269 坂本 かや選手 216
3月14日 今泉プロチャレンジ（夜） 鵜澤 湊斗選手 926 小柳 晃二選手 903 新谷 健選手 902 伊藤 明里子選手 883 伊藤 暢選手 871 小柳 晃二選手 255 伊藤 明里子選手 206
3月15日 ストライク杯 安西 三好選手 871 中島 和宗選手 870 坂本 就馬選手 869 鈴木 保男選手 836 須田 信照選手 831
3月16日 荒木スタッフチャレンジ 久米野 修一選手 938 小峰 千代子選手 864 伊藤 和雄選手 853 北谷 暢隆選手 842 広瀬 勝子選手 819 久米野 修一選手 247 広瀬 勝子選手 212
3月20日 フライデーチャレンジ 坂 忠明選手 647 中島 和宗選手 640 伊藤 和雄選手 634 山野 清美選手 630 大久保 三郎選手 615
3月21日 佐藤プロチャレンジ（昼） 粒針 三男選手 959 広瀬 勝子選手 901 杉本 美代子選手 900 中島 和宗選手 885 花島 裕子選手 866 粒針 三男選手 297 広瀬 勝子選手 228
3月21日 佐藤プロチャレンジ（夜） 鵜澤 美香選手 849 石井 和行選手 801 小原 信久選手 773 山田 泰弘選手 766 鵜澤 湊斗選手 759 石井 和行選手 257 鵜澤 美香選手 201
3月22日 ダブルストライアスロン 古河・鵜澤チーム 1966 新谷・坂チーム 1947 土岐チーム 1946 登藤・角野チーム 1868 横町・榊チーム 1833

3月23日 K.O THE STAFF 山田 博選手 899 佐治 彰禧選手 898 久米野 修一選手 841 矢萩 幸一選手 830 山野 清美選手 819
3月27日 フライデーチャレンジ 佐治 彰禧選手 707 小沢 洋二選手 678 坂 忠明選手 674 山田 博選手 662 加藤 敏選手 652
3月28日 3月度マンスリーチャンピオン戦 土岐 政明選手 勝田 弘子選手 今村 雅彦選手 古河 直和選手 矢萩 幸一選手 鈴木 博選手 258
3月30日 山賀プロチャレンジ 角野 彰彦選手 898 鵜澤 美香選手 850 石井 久仁子選手 836 加藤 敏選手 832 久米野 修一選手 829 角野 彰彦選手 236 新居 慶子選手 200
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