
 

 

４月度ポメリッジョ�hW 
令和２年４月８日（水）午後１４時１５分スタート ４Ｇアメリカン方式 

第１位   大石 みどり      ８１３点 
第２位   関  福次郎       ８０７点 
第３位   卯西  淳二      ７６７点 
第４位   嶋   英彦       ７６０点 
第５位   松本  俊雄      ７３７点 
ハイゲーム 大石 みどり        ２３０点 

４月度プロチャレンジボウリング大会 

   令和２年４月５日（日）午後７時４５分スタート 4Ｇアメリカン方式       

第１位   小笠原 政之      ９１２点 

第２位   渡辺   亮       ９０９点 

第３位   佐々木 銀次       ９００点 

第４位   福地  英明     ８３０点 

ハイゲーム 佐々木 銀次     ２６６点        

河上 未希プロ          ８０３点 

４月度プロチャレンジ大会エキシ

ビジョンマッチについては、上位

６名で行いました。 

佐々木 銀次選手が２２７点で優

勝いたしました。 

４月度スタッフチャレンジボウリング大会 

 令和２年４月９日（木）午後２時００分  スタート ϰＧアメリカン方式      

第１位   臼井  芳子     ８２９点 

第２位   関  福次郎     ７８９点  

第３位   臼井  末吉     ７８２点 

第４位   松本   栄      ７２８点 

ハイゲーム 臼井  末吉     ２４４点     

スタッフ  阿部             ６９９点 

４月度スタッフチャレンジBL大会

チャンピオン決定戦については、

上位４名で行いました。 

臼井 芳子選手が２１２点で４月

度スタッフチャレンジBL大会の

チャンピオンとなりました。 

４月度シニア�>大会については、新型コロナ

ウイルス感染防止策の緊急事態宣言が全国に

拡大した為、中止とさせて頂きました。 

 

 

会員の皆様にお知らせ   

投友会ですが、６月末までお休みとなります。７月から再開予定でございますので、宜しくお願い申し

上げます。 

時間帯ですが、現在、短縮時間営業を実施しており、７月から午後１３時よりスタートとさせて頂きま

す。 

誠に勝手ながら、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として当面の間、ϭＢＯＸ空けてのレーン御利

用となります。 

誠に勝手ながら、皆様の御理解・御協力の程、宜しくお願い致します。 

 
曜日 イベント・大会教室 時間 料金(税込み) 参加資格 競技方法 

ϭ 月 DŽŶĚĂǇリーグ      第２週目 練習ϮϬ͗ϬϬ・スタートϮϬ͗ϭϱ \Ϯ͕ϯϰϬ 自由;ϰ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϴϬϬ 

Ϯ 火 dƵĞƐĚĂǇリーグ     第１週目 練習ϭϰ͗ϬϬ・スタートϭϰ͗ϭϱ \Ϯ͕ϭϬϬ 自由;ϯ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϲϬϬ 

ϯ 水 友の会練習会 ϭϴ͗ϬϬ～ϮϬ͗ϯϬ \ϭ͕ϰϯϬ�  会員のみ  

ϰ 木 木曜シングルリーグ 第１週目 練習ϮϬ͗ϬϬ・スタートϮϬ͗ϭϱ \Ϯ͕ϯϰϬ 自由;ϰ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϴϬϬ 

ϱ 金      

ϲ 土      

ϳ 日      

ϴ 月 DŽŶĚĂǇリーグ      第３週目 練習ϮϬ͗ϬϬ・スタートϮϬ͗ϭϱ \Ϯ͕ϯϰϬ 自由;ϰ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϴϬϬ 

ϵ 火 dƵĞƐĚĂǇリーグ     第２週目 練習ϭϰ͗ϬϬ・スタートϭϰ͗ϭϱ \Ϯ͕ϭϬϬ  自由;ϯ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϲϬϬ 

ϭϬ 水 ポメリッジョ�hW 

友の会練習会 

練習ϭϰ：ϬϬ・スタートϭϰ͗ϭϱ 

ϭϴ：ϬϬ～ϮϬ͗ϯϬ 

￥ϭ͕ϯϬϬ 

￥ϭ͕ϰϯϬ   

自由(ϰ'・�方式 

会員のみ 

当日申込可能 

ϭϭ 木 スタッフチャレンジ�>大会 

 

木曜シングルリーグ 第２週目 

練習ϭϯ：ϰϱ・スタートϭϰ：ϬϬ 

 

練習ϮϬ͗ϬϬ・スタートϮϬ͗ϭϱ 

会員 \Ϯ͕ϵϳϬ 

一般 \ϯ͕ϯϬϬ�� 

\Ϯ͕ϯϰϬ 

自由(ϰ'・�方式) 

 

自由;ϰ'Ϳͬ第一週登録者のみ 

 

 

ブラインド\ϴϬϬ 

ϭϮ 金      

ϭϯ 土 ＡＢＢＦ月例会 練習ϮϬ：ϯϬ・スタートϮϬ͗ϰϱ \Ϯ͕ϮϱϬ�� 会員の方ならどなたでも参可能！  

ϭϰ 日 プロチャレンジＢＬ大会 練習ϭϵ：ϯϬ・スタートϭϵ͗ϰϱ 会員 \Ϯ͕ϵϳϬ 

一般 \ϯ͕ϯϬϬ�� 

自由(ϰ'・�方式)  

ϭϱ 月 DŽŶĚĂǇリーグ      第４週目 練習ϮϬ͗ϬϬ・スタートϮϬ͗ϭϱ \Ϯ͕ϯϰϬ 自由;ϰ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϴϬϬ 

ϭϲ 火 dƵĞƐĚĂǇリーグ     第３週目 練習ϭϰ͗ϬϬ・スタートϭϰ͗ϭϱ \Ϯ͕ϭϬϬ  自由;ϯ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϲϬϬ 

ϭϳ 水 友の会練習会 ϭϴ͗ϬϬ～ϮϬ͗ϯϬ \ϭ͕ϰϯϬ�  会員のみ  

ϭϴ 木 木曜シングルリーグ 第３週目 練習ϮϬ͗ϬϬ・スタートϮϬ͗ϭϱ \Ϯ͕ϯϰϬ 自由;ϰ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϴϬϬ 

ϭϵ 金      

ϮϬ 土      

Ϯϭ 日      

ϮϮ 月 DŽŶĚĂǇリーグ      第５週目 練習ϮϬ͗ϬϬ・スタートϮϬ͗ϭϱ \Ϯ͕ϯϰϬ 自由;ϰ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϴϬϬ 

Ϯϯ 火 dƵĞƐĚĂǇリーグ     第４週目 練習ϭϰ͗ϬϬ・スタートϭϰ͗ϭϱ \Ϯ͕ϭϬϬ 自由;ϯ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϲϬϬ 

Ϯϰ 水 シニアボウリング大会 

 

友の会練習会 

練習ϭϰ͗ϬϬ・スタートϭϰ͗ϭϱ����������������������������� 

 

ϭϴ͗ϬϬ～ϮϬ͗ϯϬ 

会員 ￥Ϯ͕ϰϮϬ 

一般 ￥Ϯ͕ϲϰϬ 

\ϭ͕ϰϯϬ 

自由(ϰ'・�方式) 

 

 会員のみ 

 

Ϯϱ 木 木曜シングルリーグ 第４週目 練習ϮϬ͗ϬϬ・スタートϮϬ͗ϭϱ \Ϯ͕ϯϰϬ 自由;ϰ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϴϬϬ 

Ϯϲ 金      

Ϯϳ 土      

Ϯϴ 日      

Ϯϵ 月 DŽŶĚĂǇリーグ      第６週目 練習ϮϬ͗ϬϬ・スタートϮϬ͗ϭϱ \Ϯ͕ϯϰϬ 自由;ϰ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϴϬϬ 

ϯϬ 火 dƵĞƐĚĂǇリーグ     第５週目 練習ϭϰ͗ϬϬ・スタートϭϰ͗ϭϱ \Ϯ͕ϭϬϬ 自由;ϯ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϲϬϬ 


