
 

 

１２月度 シニア年末大ボウリング大会 
令和元年１２月２５日（水）午後１４時１５分スタート ６Ｇアメリカン方式 

第１位   橋本  文彦   １，１８０点 
第２位   松沼  呈一   １，１６１点 
第３位   山井  正夫   １，１３５点 
第４位   熊倉  龍雄   １，１２３点 
第５位   松本   栄   １，１１９点 
ハイゲーム 橋本  文彦     ２５６点 

１２月度プロチャレンジボウリング大会 

   令和元年１２月８日（日）午後７時４５分スタート 4Ｇアメリカン方式      

第１位   渡辺    亮    ９５３点 

第２位   小笠原 政之   ８１３点 

第３位   福地  英明   ７４５点 

第４位   塙   満宏   ７２６点 

第５位   佐々木 銀次  ７０６点 

ハイゲーム 渡辺    亮  ２５７点        

河上 未希プロ       ７９２点 

１２月度の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。 

渡辺 亮選手が２８２点で優勝いた

しました。 

１２月度年末スタッフチャレンジボウリング大会 
   令和元年１２月２６日（木）午後２時００分  スタート ϰＧアメリカン方式      

第１位   青木 勝巳  ８４１点 

第２位   高山  弘  ７８５点  

第３位   嶋  英彦  ７７７点 

第４位   松本  栄  ７５９点 

第５位   卯西 淳二  ７５４点 

ハイゲーム 青木 勝巳  ２２４点     

スタッフ   阿部      ５５９点 

スタッフ  松本          ６９６点 
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年末マラソンBL大会 
令和元年１２月３０日（月）午後１８時３０分スタート １２Ｇアメリカン方式 

第１位   渡辺   亮   ２，４５９点 
第２位   林   晴雄   ２，３６８点 
第３位   松本  大地   ２，３０５点 
第４位   岸   昌彦   ２，２９２点 
第５位   近藤  正則    ２，２３３点 
ハイゲーム 渡辺   亮     ２４５点 
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種    別 

 

 

料  金 

一    般 ϱϱϬ円【税込ϲϬϱ円】 

 正会員 ϯϬϬ円【税込ϯϯϬ円】 

準会員 ϱϬϬ円【税込ϱϱϬ円】 

ジュニア会員    ϯϬϬ円【税込ϯϯϬ円】 

大学生・専門学校生 ϱϬϬ円【税込ϱϱϬ円】 

高校生以下 ϰϬϬ円【税込ϰϰϬ円】 

月・水シルバーͬレディスデイ ϰϱϬ円【税込ϰϵϱ円】 

平日�DϭϬ͗ϬϬ～WDϭ͗ϬϬ 一般ϭ͕ϯϬϬ円【税込ϭ͕ϰϯϬ円】    

会員ϭ͕ϭϬϬ円【税込ϭ͕ϮϭϬ円】 

平日WDϮ͗ϬϬ～WDϱ͗ϬϬ 一般ϭ͕ϱϬϬ円【税込ϭ͕ϲϱϬ円】    

会員ϭ͕ϯϬϬ円【税込ϭ͕ϰϯϬ円】  

火・金WDϴ͗ϬϬ～WDϭϬ͗ϯϬ 一般ϭ͕ϱϬϬ円【税込ϭ͕ϲϱϬ円】   

会員ϭ͕ϯϬϬ円【税込ϭ͕ϰϯϬ円】 

投

げ  

   

放

題 

会員の皆様にお願い 

会員管理については、ボウリング場のコンピューターにて管理し
ております。必ず、来館受付時にフロントへ会員カードのご提示
をお願い致します。 



 

 

 ２月度              

スタッフチャレンジＢＬ大会 

期  日  令和２年２月１３日（木)                   

スタート  ＰＭ２：００（練習ボールはスタート１５分前）    

参加資格  自由                             

参 加 費  会員  Ϯ͕ϵϳϬ円 税込 

            一般  ϯ͕ϯϬϬ円 税込                             

競技方法  アメリカン方式 ４Ｇ ２Ｇ後レーン移動有り                            

スタッフ４Ｇトータルより上位選手による決勝戦有り 

オフィシャルＨͬＣ有り（２００点基準８０％) 

 表  彰  全員賞・抽選賞 

      ２月度     

   シニアボウリング大会 

期  日  令和２年２月２６日（水）             

スタート  ＰＭ２：１５（練習ボールはスタート１５分前）    

参加資格  自由                        

参 加 費  会員 Ϯ͕ϰϮϬ円 税込/一般 Ϯ͕ϲϰϬ円 税込          

競技方法 アメリカン方式 ４Ｇ ２Ｇ後レーン移動あり �                        

オフィシャルＨͬＣ有り（２００点基準８０％) アベレージのない

方については、センターハンディを採用いたします。 

表  彰  全員賞・抽選賞 

 ２月度                

ポメリッジョCUP 

期  日  令和２年２月１２日（水）  

スタート  ＰＭ２：１５（練習ボールはスタート１５分前） 

参加資格  自由                    

参 加 費  ϭ͕ϯϬϬ円税込                                       

競技方法 アメリカン方式 ４Ｇ/２Ｇ後１ＢＯＸのレーン移動

有り 

オフィシャルＨͬＣ有り（２００点基準８０％） 

年間アベレージより算出(女性年間アベレージ算出нϭϬピン追

加)                 

表  彰  ϭ～ϯ位・飛び賞・,'賞・��賞 

会員の皆様へ 

２０２０下野杯 オール栃木チャンピオンシップトーナメントセンター予選会 

栃木県EŽ.ϭを決める下野杯が今年度も３ͬ２２(日)宇都宮第二トーヨーボウルにて開催されます。つきましては当センター代表

を決定するセンター予選会を開催致します。当センターの出場選手枠は総枠１４名となります。総枠の内シード選手５名を除

いた男子８名・女子１名の計９名となっております。センター予選会とシード選手については、以下の通りになっておりま

す。 

招待選手：佐々木銀次選手(昨年男子の部優勝)・廣瀬友紀子選手(昨年女子の部優勝)・協会シード：渡辺亮選手(第４３回オー

ル栃木チーム選手権大会男子の部個人戦優勝)・川田幸子選手(第３６回オール栃木シニア選手権女子の部優勝)・センターシー

ド：福地朋美選手(今年度のセンターシードは「女子」で、昨年の公認アベレージにより選定し、女子アベ１位の為。) 

センター予選会 ２ͬ９(日) スタート：１９：３０(練習ボールはスタート１５分前)参加費２,０００円／６'���アメリカン方

式／オールスクラッチ／２'毎右に２�Kyレーン移動/予選会参加ご希望の選手の方は２月２日（日）までにプロショップに設

置中の申し込用紙にご記入下さい。人数がセンター枠の人数に満たない場合についても、予選会を開催致しますので、必ず予選会に参加をお

願い致します。 

      ２月度                

  プロチャレンジＢＬ大会 

期  日  令和２年２月１６日（日）            

スタート  ＰＭ７：４５（練習ボールはスタート１５分前）    

参加資格  自由                       

参 加 費  会員 Ϯ͕ϵϳϬ円 税込�ͬ一般  ϯ͕ϯϬϬ円 税込                             

競技方法  アメリカン方式 ４Ｇ    ϮＧ後レーン移動有り                                     

プロϰＧトータルより上位の選手とのϭＧマッチ             

オフィシャルＨͬＣ有り（２００点基準８０％）    

 表  彰  全員賞 

 

 

 
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 土      

Ϯ 日      

ϯ 月 月曜ダブルスリーグ 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 

ϰ 火 dƵĞƐĚĂǇリーグ    第１週目 

ｸﾗｯｼｯｸﾘｰグ       第４週目 

練習ϭϰ͗ϬϬ・スタートϭϰ͗ϭϱ 

練習ϮϬ͗ϭϱ・スタートϮϬ͗ϯϬ 

\Ϯ͕ϭϬϬ 

\Ϯ͕ϯϰϬ  

自由;ϯ'Ϳͬ第一週登録者のみ 

自由;ϰ'Ϳͬ第一週登録者のみ 

ブラインド\ϲϬϬ 

ブラインド\ϴϬϬ 

ϱ 水 サンプラザ投友会① 

友の会練習会 

ϭϬ͗ϬϬ～ 

ϮϬ͗ϯϬ～ 

ίϭ͕ϮϭϬ 

\ϭ͕ϰϯϬ�  

 

会員のみ 

 

ϲ 木 木曜シングルリーグ 第９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 

ϳ 金      

ϴ 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！  

ϵ 日 下野杯センター予選会 練習ϭϵ：ϭϱ・スタートϭϵ͗ϯϬ \Ϯ͕ϬϬϬ     会員のみ(ϲ'・�方式)             

ϭϬ 月 月曜ダブルスリーグ 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 

ϭϭ 火 dƵĞƐĚĂǇリーグ    第２週目 

ｸﾗｯｼｯｸﾘｰグ       第５週目 

練習ϭϰ͗ϬϬ・スタートϭϰ͗ϭϱ 

練習ϮϬ͗ϭϱ・スタートϮϬ͗ϯϬ 

\Ϯ͕ϭϬϬ 

\Ϯ͕ϯϰϬ  

自由;ϯ'Ϳͬ第一週登録者のみ 

自由;ϰ'Ϳͬ第一週登録者のみ 

ブラインド\ϲϬϬ 

ブラインド\ϴϬϬ 

ϭϮ 水 ポメリッジョ�hW 

友の会練習会 

練習ϭϰ：ϬϬ・スタートϭϰ͗ϭϱ 

ϮϬ：ϯϬ～ 

￥ϭ͕ϯϬϬ 

￥ϭ͕ϰϯϬ   

自由(ϰ'・�方式 

会員のみ 

当日申込可能 

ϭϯ 木 スタッフチャレンジ�>大会 

 

木曜シングルリーグ 第１０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 

ϭϰ 金      

ϭϱ 土      

ϭϲ 日 プロチャレンジＢＬ大会 練習ϭϵ:ϯϬ・スタートϭϵ͗ϰϱ 会員 \Ϯ͕ϵϳϬ     自由(ϰ'・�方式)  

ϭϳ 月 社内研修会の為ϭϴ：ϬϬ営業終了です     

ϭϴ 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 

ϭϵ 水 サンプラザ投友会② 

友の会練習会 

ϭϬ͗ϬϬ～ 

ϮϬ͗ϯϬ～ 

ίϭ͕ϮϭϬ 

\ϭ͕ϰϯϬ�  

 

会員のみ 

 

ϮϬ 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 

Ϯϭ 金      

ϮϮ 土      

Ϯϯ 日      

Ϯϰ 月 月曜ダブルスリーグ 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 

Ϯϱ 火 dƵĞƐĚĂǇリーグ    第４週目 

ｸﾗｯｼｯｸﾘｰグ       第６週目 

練習ϭϰ͗ϬϬ・スタートϭϰ͗ϭϱ 

練習ϮϬ͗ϭϱ・スタートϮϬ͗ϯϬ 

\Ϯ͕ϭϬϬ 

\Ϯ͕ϯϰϬ  

自由;ϯ'Ϳͬ第一週登録者のみ 

自由;ϰ'Ϳͬ第一週登録者のみ 

ブラインド\ϲϬϬ 

ブラインド\ϴϬϬ 

Ϯϲ 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 

���������������������������������������������������������������� 

ϮϬ͗ϯϬ～ 

会員 ￥Ϯ͕ϰϮϬ          

一般 ￥Ϯ͕ϲϰϬ 

\ϭ͕ϰϯϬ 

自由(ϰ'・�方式) 

                                 

会員のみ 

 

Ϯϳ 木 木曜シングルリーグ 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 

Ϯϴ 金      

Ϯϵ 土      

       

       

お知らせ 

・会員更新・契約ロッカー更新をしてない方は、２月中に更新して頂けますよう宜しくお願い致します。 

・２ͬ１７(月)は社内研修の為、１８時で営業終了となりますので月曜ダブルスリーグはお休みとさせて頂きます。 

・２ͬ１８(火)は１９時より全レーン団体予約が入っている為、クラッシックリーグはお休みとさせて頂きます。 

・２ͬ２５(火)は午前中全レーン団体予約が入っている為、午前の投げ放題はお休みとさせて頂きます。 

会員の皆様の御理解・御協力の方を宜しくお願い致します。 


