
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 今泉プロチャレンジ(昼) 坂本 かや選手 938 国司 兆子選手 873 川合 隆治選手 856 土屋 千代子選手 813 今村 隆明選手 812 川合 隆治選手 247 松丸 澄子選手 224
5月2日 今泉プロチャレンジ(夜) 坂本 かや選手 897 小原 信久選手 832 新谷 健選手 805 富田 徴選手 790 古河 直和選手 780 古河 直和選手 247 坂本 かや選手 205
5月3日 プレゼンテーションニューメンテ 横町 智史選手 948 新谷 健選手 916 土岐 政明選手 867 広瀬 勝子選手 833 高橋 恵子選手 828 横町 智史選手 278 鵜澤 美香選手 246
5月5日 GWスペシャルトーナメント 土岐 政明選手 958 加藤 敏選手 920 久米野 修一選手 904 矢萩 幸一選手 900 勝田 弘子選手 898 土岐 政明選手 247 鵜澤 美香選手 255
5月8日 フライデーチャレンジ 須田 信照選手 705 佐治 彰禧選手 683 川合 隆治選手 662 伊藤 和雄選手 660 山田 博選手 656
5月11日 全員賞T/M 広瀬 勝子選手 978 石井 久仁子選手 913 角野 彰彦選手 876 勝田 弘子選手 848 長井 とみ子選手 837
5月15日 フライデーチャレンジ 伊藤 和雄選手 692 佐治 彰禧選手 613 勝田 弘子選手 600 角野 彰彦選手 579 山野 清美選手 577
5月16日 アフターヌーンT/M 勝田 弘子選手 835 古河 直和選手 809 今村 隆明選手 794 角野 彰彦選手 779 今村 雅彦選手 736
5月17日 ストライク杯 国司 兆子選手 879 小林 浩選手 867 鵜澤 美香選手 861 鵜澤 湊斗選手 822 広瀬 勝子選手 821
5月18日 全員賞T/M 国司 兆子選手 845 勝田 弘子選手 817 角野 彰彦選手 816 広瀬 勝子選手 813 大久保 公子選手 797
5月22日 フライデーチャレンジ 佐治 彰禧選手 625 加藤 敏選手 616 矢萩 幸一選手 605 川合 隆治選手 581 山野 清美選手 575
5月23日 新任吉田スタッフチャレンジ 安西 三好選手 936 今村 雅彦選手 891 新谷 健選手 852 関井 久男選手 844 勝田 弘子選手 828 安西・新谷 267 広瀬 勝子選手 214
5月24日 ダブルストラアスロン 小沢・尾北チーム 1816 鈴木・三上チーム 1802 古河・鵜澤チーム 1798 勝田・杉本チーム 1760 小沢・近藤チーム 1750

5月25日 山賀プロチャレンジ 小峰 千代子選手 873 関井 久男選手 872 新居 慶子選手 870 勝田 弘子選手 854 国司 兆子選手 846 関井 久男選手 245 小峰 千代子選手 231
5月29日 フライデーチャレンジ 鷲山 洋選手 655 勝田 弘子選手 648 杉本 美代子選手 643 加藤 敏選手 640 矢萩 幸一選手 612
5月30日 5月度マンスリーチャンピオン戦 坂 忠明選手 小林 浩選手 今村 隆明選手 川合 隆治選手 鈴木 博選手 川合 隆治選手 224 杉本 美代子選手 192
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