
 

 

１１月度 シニアボウリング大会 

令和元年１１月２７日（水）午後１４時１５分スタート ４Ｇアメリカン方式 

第１位   熊倉  龍雄     ８６４点 

第２位   橋本  文彦     ８４５点 

第３位   安藤  昭夫        ８０９点 

第４位   嶋    英彦     ８０６点 

第５位   関  福次郎               ８０６点 

ハイゲーム 熊倉  龍雄     ２５６点 

１２月度年末ポメリッジョCUP 
令和元年１２月１１日（水）午後１４時００分スタート ６Ｇアメリカン方式 

第１位   渡辺  洋子      １，２５５点 

第２位   嶋   英彦       １，２４１点 

第３位   橋本  文彦      １，２０３点 

第４位   森田  節子       １，１９９点 

第５位   松本   栄       １，１９５点 

ハイゲーム 安藤 昭夫・渡辺 道男  ２４９点 

１１月度プロチャレンジボウリング大会 
   令和元年１１月１０日（日）午後７時４５分スタート  4Ｇアメリカン方式       

第１位   金子  和夫     ９１２点 

第２位   渡辺    亮      ９０１点 

第３位   佐々木 銀次      ８６２点 

第４位   松本  大地      ８３２点 

第５位   福地  英明     ７９９点 

ハイゲーム 金子  和夫     ２６５点        

河上 未希プロ         ８０６点 

１１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

８名で行いました。 

金子 和夫選手が２４０点で優勝い

たしました。 

    祝！！ 

    トリオフェスタ２０１９優勝おめでとう！！ 

１２/１５(日)に当センターで開催致しました第６回栃木県センター対抗トリ

オフェスタフェスティバルにて当センターの若手チームが見事優勝を飾りま

した！！参加された選手の皆様お疲れさまでした。 

1列目左から小笠原 政之選手・新井 一江選手・佐々木 銀次選手  

2列目左から田辺   智樹選手・春日 崇志選手・塙 満宏選手 
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種    別 

 

 

料  金 

一    般 550円【税込605円】 

 正会員 300円【税込330円】 

準会員 500円【税込550円】 

ジュニア会員    300円【税込330円】 

大学生・専門学校生 500円【税込550円】 

高校生以下 400円【税込440円】 

月・水シルバー/レディスデイ 450円【税込495円】 

平日AM10:00～PM1:00 一般1,300円【税込1,430円】    

会員1,100円【税込1,210円】 

平日PM2:00～PM5:00 一般1,500円【税込1,650円】    

会員1,300円【税込1,430円】  

火・金PM8:00～PM10:30 一般1,500円【税込1,650円】   

会員1,300円【税込1,430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。 



 

 

 １月度              

スタッフチャレンジＢＬ大会 

期  日  令和２年１月９日（木) ※曜日にご注意を！                  

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  2,970円 税込                  

    一般  3,300円 税込                             

 

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

参加人数全員で優勝決定戦有り/オフィシャルＨ/Ｃ有り（２００点

基準８０％) 

 表  彰  全員賞・抽選賞 

※今月より、金曜日から木曜日に元に戻りました。大変ご迷惑をお掛けしますが

何卒、皆様の御理解・御協力の方を宜しくお願い致します。 

      １月度     

   シニアボウリング大会 

期  日  令和２年１月２９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 2,420円 税込            

     一般 2,640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Ｈ/Ｃ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 

 １月度             

ポメリッジョCUP 

期  日  令和２年１月２２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  1,300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Ｈ/Ｃ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+10ピン追

加)                 

表  彰  1～3位・飛び賞・HG賞・BB賞 

      １月度                

  プロチャレンジＢＬ大会 

期  日  令和２年１月１２日（日）            

スタート  ＰＭ８：１５（練習ボールはスタート１５分前）    

参加資格  自由                       

参 加 費  会員 2,970円 税込 /一般  3,300円 税込                             

競技方法  アメリカン方式 ４Ｇ    2Ｇ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Ｈ/Ｃ有り（２００点基準８０％）    

 表  彰  全員賞 

※当センターの都合上、いつもより遅いスタートとなりますの

でご了承下さい。 

１２月２６日(木)年末スタッフチャレンジBL大会

の結果ですが、年末年始に伴う郵送の関係上、２

０２０年１月号の会報に結果を載せて頂きます。 

また、会員更新・契約ロッカー更新をしてない方

は、１月中に更新して頂けますよう宜しくお願い

致します。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。 

新春初投げボウリング大会  

期  日  令和２年１月５日（日）  

スタート  ＰＭ７：３０（練習ボールはスタート１５分前） 

参加資格  自由   

参 加 費  会 員２,９７０円税込/一 般３，３００円税込            

                                                                     

競技方法  アメリカン方式 4Ｇ 2Ｇ毎レーン移動有り   

オフィシャルＨ/Ｃ有り（２００点基準８０％）             

表  彰  全員賞 

新年初の大会となりますので沢山の皆様の御参加をお待ちしてます。 

 

 

 
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 

1 水 お正月特別営業 11：00～22：30    

2 木 お正月特別営業 10：00～22：30    

3 金 お正月特別営業 10：00～22：30    

4 土 お正月特別営業 10：00～21：00    

5 日 お正月特別営業 

 

新春初投げBL大会 

10：00～21：00 

 

練習19：15・スタート19：30 

 

 

会員 ￥2,970 

一般 ￥3,300 

 

 

自由(4G・Ａ方式) 

 

6 月 通常営業 

月曜ダブルスリーグ 第５週目 

10:00～22:30 

練習20:00・スタート20:15 

 

\2,340 

 

自由(4G)/第一週登録者のみ 

 

ブラインド\800 

7 火 Tuesdayリーグ     第７週目 

ｸﾗｯｼｯｸﾘｰグ        第１週目 

練習14:00・スタート14:15 

練習20:15・スタート20:30 

\2,100 

\2,340  

自由(3G)/第一週登録者のみ 

自由(4G)/第一週登録者のみ 

ブラインド\600 

ブラインド\800 

8 水 サンプラザ投友会① 

友の会練習会 

10:00～ 

20:30～ 

¥1,210 

\1,430   

 

会員のみ 

 

9 木 スタッフチャレンジBL大会 

 

木曜シングルリーグ 第５週目 

練習13：45・スタート14：00 

 

練習20:00・スタート20:15 

会員 \2,970     

一般 \3,300   

\2,340 

自由(4G・A方式) 

 

自由(4G)/第一週登録者のみ 

 

 

ブラインド\800 

10 金      

11 土      

12 日 プロチャレンジＢＬ大会 練習20:00・スタート20:15 会員 \2,970     

一般 \3,300   

自由(4G・A方式)  

13 月 月曜ダブルスリーグ 第６週目 練習20:00・スタート20:15 \2,340 自由(4G)/第一週登録者のみ ブラインド\800 

14 火 Tuesdayリーグ     第８週目 

ｸﾗｯｼｯｸﾘｰグ        第２週目 

練習14:00・スタート14:15 

練習20:15・スタート20:30 

\2,100 

\2,340  

自由(3G)/第一週登録者のみ 

自由(4G)/第一週登録者のみ 

ブラインド\600 

ブラインド\800 

15 水 サンプラザ投友会② 

友の会練習会 

10:00～ 

20:30～ 

¥1,210 

\1,430   

 

会員のみ 

 

16 木 木曜シングルリーグ 第６週目 練習20:00・スタート20:15 \2,340 自由(4G)/第一週登録者のみ ブラインド\800 

17 金      

18 土      

19 日      

20 月 月曜ダブルスリーグ 第１週目 練習20:00・スタート20:15 \2,340 自由(4G)/第一週登録者のみ ブラインド\800 

21 火 Tuesdayリーグ     第９週目 

ｸﾗｯｼｯｸﾘｰグ        第３週目 

練習14:00・スタート14:15 

練習20:15・スタート20:30 

\2,100 

\2,340  

自由(3G)/第一週登録者のみ 

自由(4G)/第一週登録者のみ 

ブラインド\600 

ブラインド\800 

22 水 ポメリッジョCUP 

友の会練習会 

練習14：00・スタート14:15 

20：30～ 

￥1,300 

￥1,430   

自由(4G・A方式 

会員のみ 

当日申込可能 

23 木 木曜シングルリーグ 第７週目 練習20:00・スタート20:15 \2,340 自由(4G)/第一週登録者のみ ブラインド\800 

24 金      

25 土 ＡＢＢＦ月例会 練習20：30・スタート20:45 \2,250   会員の方ならどなたでも参可能！  

26 日      

27 月 月曜ダブルスリーグ 第２週目 練習20:00・スタート20:15 \2,340 自由(4G)/第一週登録者のみ ブラインド\800 

28 火 Tuesdayリーグ     第１０週目 

ｸﾗｯｼｯｸﾘｰグ        第４週目 

練習14:00・スタート14:15 

練習20:15・スタート20:30 

\2,100 

\2,340  

自由(3G)/第一週登録者のみ 

自由(4G)/第一週登録者のみ 

ブラインド\600 

ブラインド\800 

29 水 シニアボウリング大会 

 

 友の会練習会 

練習14:00・スタート14:15 

                                                                 

20:30～ 

会員 ￥2,420          

一般 ￥2,640 

\1,430 

自由(4G・A方式) 

                                 

会員のみ 

 

30 木 木曜シングルリーグ 第８週目 練習20:00・スタート20:15 \2,340 自由(4G)/第一週登録者のみ ブラインド\800 

31 金      

              

            

 

                  

                                                

                                  

１日～５日までの間はお正月特別料金 一律６６０円（税込）と

なっております。無料券の使用も出来ませんので御了承ください。タイム

サービスとして１９：００～２２：００まで１Ｇ一律４４０円

(税込)で実施致します。尚１９：００以降の受付の方のみとなっており

ます。※土・日は、19：00～20：30までとなります。 

                                                                    


