
 

 

５月度ポメリッジョ�hW 
令和２年５月１３日（水）午後１４時１５分スタート ４Ｇアメリカン方式 

第１位   卯西  淳二      ８４５点 

第２位   大石 みどり       ８１１点 

第３位   松本  俊雄      ８０６点 

第４位   関  福次郎       ７７３点 

第５位   山中  進        ７４０点 

ハイゲーム 松本   俊雄        ２５０点 

５月度プロチャレンジボウリング大会 

   令和２年５月３１日（日）午後７時４５分スタート 4Ｇアメリカン方式      

第１位   福地  英明      ８４０点 

第２位   佐々木 銀次      ７８８点 

第３位   金子  和夫       ７８０点 

第４位   松本  大地     ７４０点 

第５位   渡辺   亮          ７２８点 

ハイゲーム 福地  英明     ２３６点        

河上 未希プロ          ７５４点 

５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５名н

河上プロの計６名で行いました。 

渡辺 亮選手が２４３点で優勝いたし

ました。 

５月度スタッフチャレンジボウリング大会 

 令和２年５月１４日（木）午後２時００分  スタート ϰＧアメリカン方式      

第１位   大石 みどり     ７９３点 

第２位   臼井  末吉     ７３３点  

第３位   臼井  芳子     ６７８点 

 

ハイゲーム 大石 みどり     ２２６点     

スタッフ  阿部             ７５３点 

５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３名で行いまし

た。 

臼井 芳子選手が２０５点で５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。臼井 芳子選手２連覇中！！ 

５月度シニアボウリング大会 

 令和２年５月２７日（水）午後２時１５分  スタート ϰＧアメリカン方式      

第１位   橋本  文彦     ８０８点 

第２位   嶋   英彦     ７７８点  

第３位   臼井  芳子     ７６９点 

第４位   関   福次郎    ７６２点 

第５位   安藤  昭夫     ７６２点 

ハイゲーム 臼井  芳子     ２３９点     

 

 

 
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 水 サンプラザ投友会① 

友の会練習会 

ϭϯ͗ϬϬ～ 

ϭϴ͗ϬϬ～ϮϬ͗ϬϬ 

ίϭ͕ϮϭϬ 

\ϭ͕ϰϯϬ�  

 

会員のみ 

 

Ϯ 木 木曜シングルリーグ 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 

ϯ 金      

ϰ 土      

ϱ 日      

ϲ 月 月曜ダブルスリーグ 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 

ϳ 火 dƵĞƐĚĂǇリーグ    第６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 

ϴ 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～ϮϬ͗ϬϬ 

￥ϭ͕ϯϬϬ 

￥ϭ͕ϰϯϬ   

自由(ϰ'・�方式 

会員のみ 

当日申込可能 

ϵ 木 木曜シングルリーグ 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 

ϭϬ 金      

ϭϭ 土      

ϭϮ 日      

ϭϯ 月 月曜ダブルスリーグ 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 

ϭϰ 火 dƵĞƐĚĂǇリーグ    第７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 

ϭϱ 水 サンプラザ投友会② 

友の会練習会 

ϭϯ͗ϬϬ～ 

ϭϴ͗ϬϬ～ϮϬ͗ϬϬ 

ίϭ͕ϮϭϬ 

\ϭ͕ϰϯϬ�  

 

会員のみ 

 

ϭϲ 木 スタッフチャレンジ�>大会 

 

木曜シングルリーグ 第ϳ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 

ϭϳ 金      

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

ϭϵ 日      

ϮϬ 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 

Ϯϭ 火 dƵĞƐĚĂǇリーグ    第８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 

ϮϮ 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～ϮϬ͗ϬϬ 

会員 ￥Ϯ͕ϰϮϬ 

一般  ￥Ϯ͕ϲϰϬ 

\ϭ͕ϰϯϬ 

自由(ϰ'・�方式) 

 

会員のみ 

 

Ϯϯ 木 木曜シングルリーグ 第８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 

Ϯϰ 金      

Ϯϱ 土      

Ϯϲ 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)  

Ϯϳ 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 

Ϯϴ 火 dƵĞƐĚĂǇリーグ    第９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 

Ϯϵ 水 友の会練習会 ϭϴ͗ϬϬ～ϮϬ͗ϬϬ \ϭ͕ϰϯϬ 会員のみ  

ϯϬ 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 

ϯϭ 金      


