
 

 

   １月度スタッフチャレンジＢＬ大会 

期  日  令和３年１月２１日（木)                   

スタート ＰＭ１４：００（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 

今年最初の大会となりますので、沢山の御参加心よりお待

ちしております。 

  １月度シニアボウリング大会 

期  日 令和３年１月２７日（水)             

スタート ＰＭ１４：１５（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 ４Ｇͬ２Ｇ後レーン移動有り �                        

オフィシャルＨͬＣ有り（２００点基準８０％)  

表  彰  全員賞・抽選賞 

今年最初の大会となりますので、沢山の御参加心よりお待

ちしております。 

 １月度ポメリッジョCUP 

期  日  令和３年１月１３日（水）  

スタート ＰＭ１４：１５（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 

今年最初の大会となりますので、沢山の御参加心よりお待

ちしております。 

  １月度プロチャレンジＢＬ大会 

期  日 令和３年１月１０日（日）            

スタート ＰＭ１９：４５（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 ４Ｇͬ２Ｇ後レーン移動有り 

プロ４Ｇトータルより上位の選手との１Ｇマッチ             

オフィシャルＨͬＣ有り（２００点基準８０％）    

 表  彰  全員賞 

今年最初の大会となりますので、沢山の御参加心よりお待

ちしております。 

リニューアル記念ＢＬ大会昼の部 

期  日 令和３年１月１５日(金)   

スタート ＰＭ１４：１５(練習ボールはスタート１５分前) 

参加資格 自由  

参 加 費 会員 Ϯ,ϰϮϬ円税込ͬ一般 Ϯ,ϴϲϬ円税込 

競技方法 アメリカン方式 ４Ｇͬ２Ｇ後レーン移動あり  

オフィシャル,ͬ�有り(２００点基準８０％)  

ハンデがない方はセンターの年齢ハンデを適用 

表  彰 全員賞・抽選賞 

アーマーレーンに生まれ変わったリニューアル記念大会ですので、沢

山の御参加心よりお待ちしております。 

リニューアル記念ＢＬ大会夜の部 

期  日 令和３年１月１６日(土)   

スタート ＰＭ１９：４５(練習ボールはスタート１５分前) 

参加資格 自由  

参 加 費 会員 Ϯ,ϰϮϬ円税込ͬ一般 Ϯ,ϴϲϬ円税込 

競技方法 アメリカン方式 ４Ｇͬ２Ｇ後レーン移動あり  

オフィシャル,ͬ�有り(２００点基準８０％)  

ハンデがない方はセンターの年齢ハンデを適用 

表  彰 全員賞・抽選賞 

アーマーレーンに生まれ変わったリニューアル記念大会ですので、

沢山の御参加心よりお待ちしております。 

 

 

 
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 金 お正月特別営業 ϭϮ：ϬϬ～ϭϵ：ϬϬ    

Ϯ 土 お正月特別営業 ϭϮ：ϬϬ～Ϯϭ：ϬϬ    

ϯ 日 お正月特別営業 ϭϮ：ϬϬ～Ϯϭ：ϬϬ    

ϰ 月 お正月特別営業 ϭϮ：ϬϬ～Ϯϭ：ϬϬ    

ϱ 火 お正月特別営業 ϭϮ：ϬϬ～Ϯϭ：ϬϬ    

ϲ 水 通常営業 

サンプラザ投友会① 

友の会練習会 

ϭϮ：ϬϬ～Ϯϭ：ϬϬ 

ϭϯ：ϬϬ～ 

ϭϴ：ϬϬ～ϮϬ：ϬϬ 

 

ίϭ͕ϮϭϬ 

\ϭ͕ϰϯϬ�  

 

会員のみ 

 

ϳ 木 木曜シングルリーグ 第７週目 練習ϮϬ：ϬϬ・スタートϮϬ：ϭϱ \Ϯ͕ϯϰϬ 自由;ϰ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϴϬϬ 

ϴ 金      

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

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

ϭϭ 月 月曜ダブルスリーグ 第６週目 練習ϮϬ：ϬϬ・スタートϮϬ：ϭϱ \Ϯ͕ϯϰϬ 自由;ϰ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϴϬϬ 

ϭϮ 火 dƵĞƐĚĂǇリーグ    第７週目 練習ϭϰ：ϬϬ・スタートϭϰ：ϭϱ \Ϯ͕ϭϬϬ 自由;ϯ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϲϬϬ 

ϭϯ 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～ϮϬ：ϬϬ 

￥ϭ͕ϯϬϬ 

￥ϭ͕ϰϯϬ   

自由(ϰ'・�方式 

会員のみ 

当日申込可能 

ϭϰ 木 木曜シングルリーグ 第８週目 練習ϮϬ：ϬϬ・スタートϮϬ：ϭϱ \Ϯ͕ϯϰϬ 自由;ϰ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϴϬϬ 

ϭϱ 金 リニューアル記念ＢＬ大会昼の部 練習ϭϰ：ϬϬ・スタートϭϰ：ϭϱ 会員 \Ϯ͕ϰϮϬ 

一般 \Ϯ͕ϴϲϬ     

自由(ϰ'・�方式)             

ϭϲ 土 リニューアル記念ＢＬ大会夜の部 練習ϭϵ：ϯϬ・スタートϭϵ：ϰϱ 会員 \Ϯ͕ϰϮϬ 自由(ϰ'・�方式)             

ϭϳ 日                 

ϭϴ 月 月曜ダブルスリーグ 第１週目 練習ϮϬ：ϬϬ・スタートϮϬ：ϭϱ \Ϯ͕ϯϰϬ 自由;ϰ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϴϬϬ 

ϭϵ 火 dƵĞƐĚĂǇリーグ    第８週目 練習ϭϰ：ϬϬ・スタートϭϰ：ϭϱ \Ϯ͕ϭϬϬ 自由;ϯ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϲϬϬ 

ϮϬ 水 サンプラザ投友会② 

友の会練習会 

ϭϯ：ϬϬ～ 

ϭϴ：ϬϬ～ϮϬ：ϬϬ 

ίϭ͕ϮϭϬ 

\ϭ͕ϰϯϬ�  

 

会員のみ 

 

Ϯϭ 木 スタッフチャレンジ�>大会 

 

木曜シングルリーグ 第９週目 

練習ϭϯ：ϰϱ・スタートϭϰ：ϬϬ 

 

練習ϮϬ：ϬϬ・スタートϮϬ：ϭϱ 

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 

ϮϮ 金      

Ϯϯ 土      

Ϯϰ 日      

Ϯϱ 月 月曜ダブルスリーグ 第２週目 練習ϮϬ：ϬϬ・スタートϮϬ：ϭϱ \Ϯ͕ϯϰϬ 自由;ϰ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϴϬϬ 

Ϯϲ 火 dƵĞƐĚĂǇリーグ    第９週目 練習ϭϰ：ϬϬ・スタートϭϰ：ϭϱ \Ϯ͕ϭϬϬ 自由;ϯ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϲϬϬ 

Ϯϳ 水 シニアボウリング大会 

 

友の会練習会 

練習ϭϰ：ϬϬ・スタートϭϰ：ϭϱ����������������������������� 

 

ϭϴ：ϬϬ～ϮϬ：ϬϬ 

会員 ￥Ϯ͕ϰϮϬ 

一般  ￥Ϯ͕ϲϰϬ 

\ϭ͕ϰϯϬ 

自由(ϰ'・�方式) 

  

会員のみ 

 

Ϯϴ 木 木曜シングルリーグ 第１０週目 練習ϮϬ：ϬϬ・スタートϮϬ：ϭϱ \Ϯ͕ϯϰϬ 自由;ϰ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϴϬϬ 

Ϯϵ 金      

ϯϭ 日      

ϯϬ 土      

お正月特別料金、一律６６０円（税込）となっております。無料券等の御利

用は出来ませんのでご了承下さい。また、１ͬ２～１ͬ５まで１８時以降に受付

された方は、タイムサービスとして一律４４０円(税込)で御利用出来ます。

１ͬ３、９：３０～１１：３０の２時間会員限定の投げ放題を１,１００円

(税込)で実施致します。  



 

 

           お正月営業のお知らせ 

１/１(金)～１/５(火)まで正月営業となる為、特別料金となります。 

尚、１/３(日)ＡＭ９：３０～ＡＭ１１：３０の２時間会員様限定で初

投げの投げ放題を実施致します。 

金額は、１，１００円税込となります。(２時間割引投げ放題の券は適

用出来ません。) 

※お正月営業期間中は、無料券・２時間割引投げ放題等は御利用出来ま

せんのでご了承下さい。 

１/６(水)より通常営業となります。 

会員の皆様には、大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒、御理解・御協

力の程宜しくお願い致します。 

        会員費・ロッカー更新のお知らせ 

１２月中に会員並びにロッカーの契約手続きをまだされていない会員様

は出来るだけ１月中に会員並びにロッカーの契約手続きを宜しくお願い

致します。 

尚、会員の見直しやロッカー新規契約をご希望の会員様は、お気軽にス

タッフに申し出て頂くよう宜しくお願い致します。 

 

 

１１月度ポメリッジョ�hW 
令和２年１１月１１日（水）午後１４時１５分スタート ４Ｇアメリカン方式 

第１位   渡辺  洋子    ８４１点 

第２位   渡辺 いさお    ８０７点 

第３位   橋本  文彦    ７９９点 

第４位   熊倉  友子    ７９４点 

第５位   松本     栄     ７８５点 

ハイゲーム 渡辺 いさお    ２６２点 

１１月度プロチャレンジボウリング大会 

   令和２年１１月１５日（日）午後１９時４５分スタート 4Ｇアメリカン方式      

第１位   渡辺     亮     ８７０点 

第２位   福地  英明    ７７７点 

第３位   佐々木 銀次    ７２３点 

ハイゲーム 渡辺     亮      ２５８点        

河上 未希プロ         ８１７点 

 

１１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３名＋河上プロ

を含め、計４名で行いました。 

福地 英明選手が１９９点で優勝いたしまし

た。 

１１月度スタッフチャレンジボウリング大会 

 令和２年１１月１９日（木）午後１４時００分 スタート ϰＧアメリカン方式      

第１位   青木  勝巳    ８６７点 

第２位   恩田  金平    ８２４点  

第３位   松本   栄     ７９１点 

第４位   廣瀬 登美子    ７９１点 

第５位   小笠原 政之    ７８１点 

ハイゲーム 臼井  末吉    ２６３点     

スタッフ  阿部            ６８７点 

１１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１０名＋スタッ

フ阿部を含め、計１１名で行いました。 

橋本 文彦選手が２３４点で１１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。橋本 文彦選手が１０月度に続き、チャン

ピンの為、現在スタッフチャレンジ２連覇中

でございます。 

１１月度シニアボウリング大会 

令和２年１１月２５日（水）午後１４時１５分 スタート ϰＧアメリカン方式      

第１位   橋本  文彦    ８２９点 

第２位   恩田  金平    ７８３点  

第３位   安藤  昭夫    ７７２点 

第４位   関  福次郎    ７５３点 

第５位   渡辺 いさお    ７５２点 

ハイゲーム 安藤  昭夫    ２４１点     

橋本 文彦選手が１０月度に続

き、チャンピオンの為、現在シニ

ア�>大会２連覇中でございます。 


